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2－1　地域産業の活性化

施策の方向 施策の方向

ワンストップ相談窓口の設置 ワンストップ相談窓口の充実・強化

中小企業金融対策 中小企業金融対策

区内産業関係団体との連携強化 区内産業関係団体との連携強化

国・都と連携による雇用の促進

創業へのチャレンジ環境の整備

インキュベーション機能の拡充

創業支援機関との連携強化

コミュニティビジネスの推進 コミュニティビジネスの振興

資格取得の支援や中小企業との出会いの場の提供

国・都と連携による雇用の促進

訪日外国人の誘客

鉄道観光の推進

観光協会の設立と区民参画の促進

観光の担い手の育成

観光資源の効果的な発信と観光施策の充実 観光資源をつなぎ、めぐる観光の充実

新製品・新技術の研究開発支援
AI、ロボット、IoＴなどの先端技術の活用と製品の高
付加価値化の推進

都の技術支援機関や大学等との連携促進 産学連携、企業間連携の促進

東洋大学との継続的な産業連携の推進 地域に根差した大学との連携推進

企業間の連携強化

関係機関と連携した販売促進の機会の提供

成長産業や若手後継者の企業グループ化支援及び学生
連携による技術・技能承継

事業承継支援・人材確保育成支援による企業経営の基
盤強化・安定

住工混在地域における良好な共存関係の構築 住工混在地域における良好な共存関係の構築

優れたものづくりの認定・顕彰 北区ものづくりのブランド化の推進

優れた技術や製品を有する企業の発掘・積極的PR 観光との融合によるものづくり企業の魅力発信

消費者ニーズの把握やセミナー開催、交流の場の整備 個店同士の連携による商品開発やイベントへの支援

業種別・若手経営者のネットワーク化とイベント支援 個店や店主の魅力発信、リニューアル支援

北区商店街の活性化に関する条例の普及
商店街の強みを活かした取組みや連携･協働による新
たな魅力づくり

空き店舗への若手起業家の誘致 商店街の核となる個店、人材の育成支援

立地特性に応じた商店の取り組みへの支援

地域住民との協働による生活サポートシステムの研究

生活支援型サービス業の取り組み支援

商店街等の環境への取り組み支援

教育機関との連携の強化 （３）②へ

ワーク・ライフ・バランスのとれた環境づくりの促進 ワーク・ライフ・バランスのとれた環境づくりの促進

（１）①へ

（３）生活サービス産業の育成

（２）モノづくりの振興

北区ならではの観光コンテンツの充実

公民連携によるオール北区での魅力発信

リーディング企業育成・交流の推進

②活気あふれる商店街づくり ②商店街の新たな魅力づくりの支援

③地域に根ざした商業振興 ③区民生活を支える産業の振興

生活関連サービス産業の振興

（４）勤労者の働きやすい環境づくり

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）新たな産業の展開

③北区の魅力を生かした観光の推進

①地域産業を支える産業施策の推進 ①地域産業を支える産業施策の推進

②創業及び雇用の促進 ②創業の促進

③北区の魅力を生かした観光の推進

基本計画２０２０

基本施策

（１）新たな産業の展開

体系的セミナー事業の推進とネスト赤羽の機能充実

（２）モノづくりの振興

①技術の高度化 ①ものづくりイノベーションの推進

②地域･企業間等の多様な連携の促進 ②ものづくり人材・企業の育成

③ものづくりのPR・ブランド力の強化

（３）生活サービス産業の育成

①人材を活かした個店づくり ①魅力ある個店づくりの支援

（４）勤労者の働きやすい環境づくり

①勤労者が安心して働ける環境整備 ①勤労者が安心して働ける環境整備

単位施策再編
（雇用促進は①へ）

名称変更

２つの単位施策に再編

名称変更

名称変更

名称変更

（一部要素再編）
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2－2　コミュニティ活動の活性化

施策の方向 施策の方向

地域活動･交流への参加促進 地域活動･交流への参加促進

多様なツールを用いた地域情報の積極的な提供 多様なツールを用いた地域情報の積極的な提供

コミュニティ形成・地域連帯のための意識づくり コミュニティ形成・地域連帯のための意識づくり

グループ・団体の活動支援と自主的活動の促進 グループ・団体の活動支援と自主的活動の促進

様々な活動主体による連携・協力のしくみづくり 様々な活動主体による連携・協力のしくみづくり

企業の地域参加の促進 企業の地域参加の促進

北区協働推進基金を活用した協働事業の充実と質の向
上

北区協働推進基金を活用した協働事業の充実と質の向
上

ＮＰＯ・ボランティア活動団体等の連携と組織基盤の
強化

ＮＰＯ・ボランティア活動団体等の連携と組織基盤の
強化

地域活動の場の機能充実 地域活動の場の機能充実

公共施設など身近な活動の場の確保 公共施設など身近な活動の場の確保

コミュニティ施設の自主運営の推進 コミュニティ施設の自主運営の推進

施設の配置・機能の見直し 施設の配置・機能の見直し

地域にあわせた施設機能の効率化 地域にあわせた施設機能の効率化

計画的な改修と維持補修 計画的な改修と維持補修

②様々な活動主体による連携・協力への支援

①地域活動・交流の促進

③施設の適正な配置と維持・管理の推進

基本施策

基本計画２０２０

（１）コミュニティ活動の支援

（２）コミュニティ施設の充実

基本施策

単位施策

②様々な活動主体による連携・協力への支援

基本計画２０１５

単位施策

③協働推進体制の充実

①コミュニティ活動の場の整備

（２）コミュニティ施設の充実

①コミュニティ活動の場の整備

②区民主体の施設運営の推進 ②区民主体の施設運営の推進

（１）コミュニティ活動の支援

①地域活動・交流の促進

③協働推進体制の充実

③施設の適正な配置と維持・管理の推進
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2－3　個性豊かな地域文化の創造

施策の方向 施策の方向

個性的な文化芸術の創造の促進 個性的な文化芸術の創造の促進

地域文化芸術の再生と創造活動の支援 地域文化芸術の再生と創造活動の支援

文化芸術創造のための環境づくり 文化芸術創造のための環境づくり

文化芸術活動の支援体制の検討 文化芸術活動の支援体制の検討

「北区文化芸術振興ビジョン」の見直し 「北区文化芸術振興ビジョン」の見直し

高い専門性や資質を持つ人材への支援 高い専門性や資質を持つ人材への支援

区民主体の文化芸術活動の促進 区民主体の文化芸術活動の促進

自主的活動の支援と協働の推進 自主的活動の支援と協働の推進

文化芸術の発表機会の充実

質の高い文化芸術に親しむ機会の充実 質の高い文化芸術に親しむ機会の充実

子どもたちへの文化芸術体験機会の拡充 子どもたちへの文化芸術体験機会の拡充

音楽高校等との連携事業の推進 音楽高校等との連携事業の推進

文化芸術の発表機会の充実 （１）②へ

既存施設の有効活用 既存施設の有効活用

新たな活動拠点を核とした情報発信と連携・交流の促
進

新たな活動拠点を核とした情報発信と連携・交流の促
進

文化遺産の保存・継承・活用 文化遺産の保存・継承・活用

（２）歴史的文化の継承と活用

基本計画２０２０

基本施策

（１）個性豊かな文化の創造と発信

単位施策

（１）個性豊かな文化の創造と発信

（２）歴史的文化の継承と活用

①歴史的文化の継承と活用

単位施策

①地域の個性を生かした文化芸術の創造

②北区らしい文化芸術活動の発展・支援

③様々な文化芸術に触れる機会の拡大

④文化芸術を支えるしくみの構築

①歴史的文化の継承と活用

①地域の個性を生かした文化芸術の創造

②北区らしい文化芸術活動の発展・支援

③様々な文化芸術に触れる機会の拡大

④文化芸術を支えるしくみの構築

基本計画２０１５

基本施策
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2－4　生涯学習の推進

施策の方向 施策の方向

（１）情報提供・相談体制の充実

様々な情報伝達手段の活用 様々な情報伝達手段の活用

生涯学習情報提供システムの充実 生涯学習情報提供システムの充実

学習相談体制の充実 学習相談体制の充実

東京オリンピック・パラリンピックに向けたボラン
ティアの育成

 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け た ボ ラ ン
 ティアの育成

多彩な学習機会の提供 多彩な学習機会の提供

社会教育施設と学校教育の連携強化 社会教育施設と学校教育の連携強化

ライフスタイルに適した学習機会の提供 ライフスタイルに適した学習機会の提供

体験学習の場の提供 体験学習の場の提供

家庭教育に関する学習機会の充実 家庭教育に関する学習機会の充実

中央図書館サービスの充実

図書館サービスの充実

歴史的映像資料の保存活用 歴史的映像資料の保存活用

子どもの読書活動推進 子どもの読書活動推進

図書館を中心とした地域コミュニティの創出 図書館を中心とした地域コミュニティの創出

公共施設の有効活用 公共施設の有効活用

博物館の講座等の充実 博物館の講座等の充実

グループ・団体活動の支援 社会教育活動団体の支援

子どもの居場所づくりや地域教育力の向上

ボランティア活動の支援

青少年団体・指導者育成の支援 青少年団体・指導者育成の支援

区民との協働による学習機会の提供 区民との協働による学習機会の提供

基本計画２０２０

基本施策

（２）学習機会の拡充

（３）学習成果の活用

基本施策

②身近な学習の場の充実

図書館サービスの充実

①学習成果を生かし合うしくみづくり

学校と地域団体・ボランティアの連携による地域教育
力の向上

基本計画２０１５

単位施策

①学習情報提供・学習相談体制の充実

①多様なニーズに応える学習機会の拡充

（２）学習機会の拡充

①多様なニーズに応える学習機会の拡充

②身近な学習の場の充実

（３）学習成果の活用

①学習成果を生かし合うしくみづくり

（１）情報提供・相談体制の充実

①学習情報提供・学習相談体制の充実

単位施策
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2－5　生涯スポーツの推進

施策の方向 施策の方向

体育施設の整備 体育施設の整備

国・公立スポーツ施設等の地域開放 国・公立スポーツ施設等の地域開放

学校施設・設備の地域開放 学校施設・設備の地域開放

スポーツに関する情報発信 スポーツに関する情報発信

情報提供及び相談体制の充実  情報提供及び相談体制の充実

施設のバリアフリー化

「トップアスリートのまち・北区」のPR

オリンピック・パラリンピック関連施設のPR

施設のバリアフリー化 （１）①へ

関係機関・団体と連携した「トップアスリートのま
ち・北区」の推進

幼児期からの運動習慣の定着 幼児期からの運動習慣の定着

子どもたちのスポーツ活動の参加促進 子どもたちのスポーツ活動の参加促進

成人・子育て世代のスポーツ活動の啓発 成人・子育て世代のスポーツ活動の啓発

高齢者の健康・体力づくりの推進 高齢者の健康・体力づくりの推進

障害者が参加しやすい環境づくり （２）④へ

区民相互のスポーツ交流の促進 区民相互のスポーツ交流の促進

地域と子どもの交流によるスポーツの推進 地域と子どもの交流によるスポーツの推進

スポーツ団体の連携による活動の充実 スポーツ団体等関係機関の連携による活動の充実

地域に根ざしたスポーツクラブの育成・支援 地域に根ざしたスポーツクラブの育成・支援

全国レベルのスポーツイベント開催支援  全国レベルのスポーツイベント開催支援

小・中学生対象のスポーツ教室等の開催

子どもたちの競技力向上とアスリート育成

障害者のスポーツ参加の推進

障害者スポーツの普及啓発

関係機関・団体と連携した大会の気運醸成

指導者・リーダーの育成 指導者・リーダーの育成

スポーツ推進委員の育成 スポーツ推進委員の育成

障害者スポーツ指導員の養成 （２）④へ

ボランティアの活動支援及び育成 ボランティアの活動支援及び育成

障害者が参加しやすい環境づくり

障害者のスポーツ参加の推進

障害者スポーツ指導員の養成

障害者スポーツの普及啓発

小・中学生対象のスポーツ教室等の開催

子どもたちの競技力向上とアスリート育成

（１）身近なスポーツの場の整備

「トップアスリートのまち・北区」のPR

（１）②及び（２）④⑤へ

（２）参加機会の拡充

基本計画２０２０

基本施策

単位施策

②様々な連携・協働による地域のきずなづくり

基本施策

単位施策

（１）身近なスポーツの場の整備

①スポーツ環境の整備及び有効活用

④障害者スポーツの推進

⑤トップアスリートの育成をめざしたスポーツ事業の推進

①ライフステージに応じたスポーツ参加の促進

②様々な連携・協働による地域のきずなづくり

③スポーツを支える人材の育成・確保

②東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境の整備

③東京オリンピック・パラリンピックをめざした
　スポーツ事業の拡充

基本計画２０１５

①スポーツ環境の整備及び有効活用

②東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるレガ
シーの創出・活用

④スポーツを支える人材の育成・確保

（２）参加機会の拡充

①ライフステージに応じたスポーツ参加の促進

名称変更

（一部要素再編）

単位施策の再編
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2－6　未来を担う人づくり

施策の方向 施策の方向

基礎・基本の確実な定着 基礎的な知識・技能の確実な定着

自ら考え、判断し、表現する力の育成 自ら考え、判断し、表現する力の育成

言語力の向上 言語力の向上

学習意欲の向上 学習意欲の向上

学習習慣の確立 学習習慣の確立

基本的生活習慣の確立や規範意識の向上

学校全体を通した人権教育の推進

運動に親しむ資質や能力の育成 運動や食育を通した健全な心身の育成

児童・生徒の体力の向上 アルコールや薬物、病気に関する啓発教育

外国語活動の充実 外国語活動の充実

北区の文化伝統等を継承する郷土学習の推進 北区の文化伝統等を継承する郷土学習の推進

新聞を活用した授業の展開 新聞を活用した授業の展開

プログラミング教育の推進

きめ細やかな個に応じた教育の推進 きめ細やかな個に応じた教育の推進

特別支援教育システムの充実 特別支援教育システムの推進

不登校児童・生徒への支援 不登校児童・生徒への支援

人間関係を築く能力・キャリア教育の推進 人間関係を築く能力・キャリア教育の推進

学びの系統性を踏まえた一貫教育の推進 学びの系統性を踏まえた一貫教育の推進

特色ある教育活動の推進 特色ある教育活動の推進

学校評価を生かした学校経営力の強化 学校評価を生かした学校経営力の強化

家庭、地域との連携による幼児教育の充実 家庭、地域との連携による幼児教育の充実

研究成果を生かした就学前教育の推進 就学前教育による小１プロブレムの解消

認定こども園導入の検討 認定こども園のあり方検討

教職員研修の整備・充実 教職員研修の整備・充実

北区学校ICT活用基本方針の策定と推進 教育現場におけるICT環境の整備

校務情報化の推進 教員働き方改革の推進

学校施設の改築とリフレッシュ改修 学校施設の改築とリフレッシュ改修、長寿命化

学校施設・設備の整備 学校施設・設備の整備

ICT教育の基盤整備 ICT教育の基盤整備

小学校の適正配置の推進 小学校の適正配置の推進

スクールカウンセラーの資質・能力の向上
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
の充実

総合的な相談体制の整備 適応指導教室の強化

（仮称）教育総合センターの設置 総合的な相談拠点となる複合施設の整備

（２）教育環境の整備

基本計画２０２０基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）社会の変化に対応する学校教育の推進

基本施策

（１）社会の変化に対応する学校教育の推進

①確かな学力の保証 ①確かな学力の保証

②豊かな心を育む ②豊かな心を育む

学校全体を通した規範意識の向上、人権教育の推進

③健やかな体の育成 ③健やかな体の育成

④グローバル時代に対応した国際人の育成 ④グローバル時代に対応した国際人の育成

⑤個に応じた教育の推進 ⑤個に応じた教育の推進

⑥特色ある教育活動の推進 ⑥特色ある教育活動の推進

⑦就学前教育の充実 ⑦就学前教育の充実

（２）教育環境の整備

①授業力の向上 ①授業力の向上

②「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備 ②「学びと生活の場」としての学校施設・設備の整備

③学校規模の適正化・適正配置 ③学校規模の適正化・適正配置

④教育支援体制の整備 ④教育支援体制の整備
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学校・家庭・地域社会等の連携 学校・家庭・地域社会等の連携

サブファミリー単位での特色ある教育活動 サブファミリー単位での特色ある教育活動

学校支援ボランティア等の人材活用による地域教育力
の向上

家庭との連携による家庭教育力の向上

保護者、地域社会への情報発信 保護者、地域社会への情報発信

地域の教育力の活用 地域の教育力の活用

学校の教育力の地域活用 学校の教育力の地域活用

学校施設の地域開放の推進 学校施設の地域開放の推進

教室の多機能化と複合化による施設の共用・共有の促
進

教室の多機能化と複合化による施設の共用・共有の促
進

青少年の社会参加の促進 青少年の社会参加の促進

多様な年代や人々との交流 多様な年代や人々との交流

地域環境の整備 地域環境の整備

（３）学校・家庭・地域社会の連携の推進

（４）地域に開かれた学校づくり

コミュニティ・スクールの推進

（５）青少年の健全育成と自立支援

（３）学校・家庭・地域社会の連携の推進

①学校・家庭・地域社会の協働 ①学校・家庭・地域社会の協働

②家庭・地域社会の教育力の向上 ②家庭・地域社会の教育力の向上

学校支援ボランティア等の人材の活用

（４）地域に開かれた学校づくり

①地域社会との交流促進 ①地域社会との交流促進

コミュニティ・スクール・学校評議員・学校評価等の
充実・推進

②地域に開かれた学校施設 ②学校施設の地域開放の充実

（５）青少年の健全育成と自立支援

①青少年の社会参加の促進 ①青少年の社会参加の促進

②青少年を育む地域環境の整備 ②青少年を育む地域環境の整備

名称変更
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2－7　グローバル時代のまちづくり

施策の方向 施策の方向

（１）地球市民を育む意識づくり

人権尊重への普及・啓発・学習活動の推進

地球市民の意識づくり

平和意識の普及 平和意識の普及

平和祈念事業の推進 平和祈念事業の推進

子どもの英語活動・教育の推進

国際理解に向けた機会の創出

多文化教育の推進

（２）国際交流・国際協力の推進

芸術・文化・スポーツ等の国際交流事業の開催 芸術・文化・スポーツ等の国際交流事業の開催

地域で交流できる環境整備 区民や地域団体との連携・協働の推進

国際交流・協力ボランティアへの登録促進 国際交流・協力ボランティアへの登録促進

区民主体の交流の促進

青少年の国際感覚の育成 青少年の国際感覚の育成

地域からの国際協力の推進  地域からの国際協力の推進

関係機関との連携

（３）外国人が暮らしやすい環境づくり

外国語による情報提供の充実

情報を入手しやすいしくみの構築

区立施設等における外国語表示の促進 行政情報の多言語化

相談体制の整備 相談体制の整備

区民活動団体等との連携 日本語学習の充実

外国人区民の生活実態、意向の把握 異文化理解の推進

外国人区民の母語、文化等の活用 交流機会の創出

外国人区民の地域参画の促進 外国人区民の地域参画の促進

外国人区民の就業、起業支援

基本計画２０２０

基本施策

（３）②へ

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）地球市民を育む意識づくり

①人権の尊重 ①人権の尊重

人権と多様性が尊重される社会に向けた普及・啓発・
学習活動の推進

②平和の推進 ②平和の推進

③国際理解の推進

（２）国際交流・国際協力の推進

①地域における草の根交流の推進 ①国際交流・国際協力の推進

②区民主体の国際交流の推進

③北区らしい国際協力の推進

（３）外国人が暮らしやすい環境づくり

①外国人が生活しやすい環境の整備 ①多言語・多文化に対応した環境づくり

やさしい日本語による情報提供

②多文化共生のしくみづくり ②国籍が異なる人を認め合う地域づくり

③外国人区民の地域社会への参画の促進 ③多文化共生を推進する人づくり

単位施策の再編

単位施策の再編
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2－8　男女共同参画社会の実現

施策の方向 施策の方向

男女平等意識の普及・啓発 男女平等意識の普及・啓発

生涯にわたる健康づくりの支援 生涯にわたる健康づくりの支援

暴力の未然防止と被害者への支援 暴力の未然防止と被害者への支援

LGBT、SOGIの概念の普及・啓発

（２）男女共同参画の推進

アゼリアプランに基づく男女共同参画社会の実現 アゼリアプランに基づく男女共同参画社会の実現

審議会等への女性の積極的な登用 審議会等への女性の積極的な登用

固定的役割分担意識の解消 固定的役割分担意識の解消

地域活動への支援

女性の視点から見る防災人材の育成

国・都・関係機関との連携強化 国・都・関係機関との連携強化

総合的な配偶者等からの暴力防止対策の推進 総合的な配偶者等からの暴力防止対策の推進

配偶者暴力相談支援センターの設置  配偶者暴力相談支援センターの設置

区民や関係機関との連携による総合的な支援 区民や関係機関との連携による総合的な支援

（３）男女の仕事と家庭の両立支援

仕事と家庭生活の両立支援と国・都への制度改善の要
請

仕事と家庭生活の両立支援

子育て支援策の充実 子育て支援策の充実

介護サービスの充実 介護サービスの充実

女性の就労支援

女性の就労・キャリア形成の支援

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

（１）男女平等の意識づくり

基本計画２０２０

基本施策

（１）男女平等の意識づくり

①学習・啓発による男女共同参画意識の向上 ①学習・啓発による男女共同参画意識の向上

②性の多様性への理解促進

（２）男女共同参画の推進

（３）男女の仕事と家庭の両立支援

①仕事と家庭生活の両立支援 ①ワーク・ライフ・バランスの推進

②女性の活躍推進

①男女共同参画の推進 ①男女共同参画の推進

地域活動への支援

②暴力防止の総合的な支援の推進 ②暴力防止の総合的な支援の推進

単位施策の新設

単位施策の再編

名称変更
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2－9　主体的な消費生活の推進

施策の方向 施策の方向

情報提供体制の強化 情報提供体制の強化

様々な情報提供手段の活用 様々な情報提供手段の活用

（仮称）北区消費者教育推進基本方針の策定  （仮称）北区消費者教育推進基本方針の策定

子ども・若者への消費者教育の推進 若者・高齢者への消費者教育の推進

消費者教育の機会の確保と特性に応じた推進 消費者教育の機会の確保と特性に応じた推進

グループ・団体の活動支援 グループ・団体の活動支援

グループ・団体の交流・連携の促進 グループ・団体の交流・連携の促進

持続可能な社会に向けた消費者行動の推進

消費者市民として活躍する人材の育成

相談員の資質の向上 相談員の資質の向上

外出困難者への出張相談と外国人への相談対応

多重債務者への適切な相談対応

適切な検査、指導の推進 適切な検査、指導の推進

災害時の消費者被害への対応 （２）①へ

関係機関や団体との連携強化

基本計画２０２０

基本施策

（１）消費者の自立支援

（２）①へ

関係機関との連携体制の構築による相談体制の充実

基本計画２０１５

基本施策

単位施策 単位施策

①消費生活情報の提供

（１）消費者の自立支援

④次世代につながる消費生活の推進 ④持続可能な消費生活の推進

③主体的な消費者活動の支援 ③主体的な消費者活動の支援

①消費生活情報の提供

エシカル（倫理的）消費の理念の普及啓発

②消費者教育の推進 ②消費者教育の推進

（２）消費生活の安定

①相談体制の充実 ①相談体制の充実

②安全・安心な消費生活の推進 ②安全・安心な消費生活の推進

③関連する機関や団体との連携強化

（２）消費生活の安定

名称変更

単位施策統合
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