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基本構想の構成に係る近年の傾向 

 
■将来都市像について 

・構想全体が目指す方向性を端的な表現で表すものとして、キャッチフレーズ的に将来都

市像を打ち出す形が一般的である。 

・キャッチフレーズとしてのわかりやすさが重視されるため、将来都市像は１本に絞って

打ち出される形がほとんどである。 

 

■基本理念について 

・構想全体で大切にすべき考え方や価値観を２～３項目程度示す形が一般的である。 

・その性格上、「平和」「人権の尊重」「市民自治」など、一般的、普遍的に大切と考えられ

ているような事項が多い。 

・上記のような内容となりがちなため、近年策定されている事例では特に記載されていな

い例も珍しくない。 

 

■施策体系について 

・施策の大方針を示すという基本構想の位置づけから、従来から４～６程度の分野別目標

（大項目）を示す形が一般的である。さらに、より具体的な内容を示すため、各大項目

の下に取り組みの方向性（中項目）を示す例も多い。 
・従来、行政のタテワリ意識への批判から複合的な分野設定が多く見られる一方で、近年

は、進捗管理と責任の明確化の観点から、施策体系と行政組織の対応を明確にすること

も重要とされている。 
 
■分量、頁数について 

・直近に策定された基本構想は 10 頁前後のコンパクトな例が多い。 

 
■行財政運営の体制、仕組みに関する政策、施策の位置づけについて 

・従来、行財政運営に係る施策や事業、目標については、基本構想、基本計画の体系の中

には位置づけず、「構想の推進のために」といった名称で別途位置づけられている。 
・これに対して、住民の行財政運営への参画が活性化する中で、これらの一部を体系の中

に位置づけることが検討される場合がある。 
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表１―近年の特別区基本構想の全体構成① 

近隣区  

 
中野区基本構想 

（平成１７年３月議決） 

杉並区基本構想 

（平成１２年９月議決） 

豊島区基本構想 

（平成１５年３月議決） 

板橋区基本構想 

（平成 17 年 10 月議決） 

課題認識 １．新たな時代に向けて＜１

頁＞ 

１．はじめに＜１頁＞ １．はじめに＜１頁＞ １．基本構想策定の背景＜1 頁

＞ 

構想の位置づけ 該当無し 該当無し ２．基本構想の目的＜0.5 頁＞ ２．基本構想の意義 

＜1 頁※内容は５行の文章の

み＞ 

基本理念 ２．中野のまちの基本理念

（１項目）＜0.5 頁＞ 

該当無し 該当無し ３．基本理念（３項目） 

＜1頁＞ 

将来都市像 ２．私たちのまちの将来像（１項

目）＜１頁＞ 

３．将来像（１項目）＜0.5 頁※

内容は２行の文章のみ＞ 

施策体系 

３．中野のまちの将来像 

（将来像：１項目、施策体

系：４項目）＜３頁＞ 

４．１０年後に実現するまち

の姿（４項目※上記３の４

項目と同じ）＜３頁＞ 

３．目標（４項目）＜３頁＞ 

４．施策の基本指針（４項目※目

標の４項目に同じ）＜6.5 頁＞ 

４．基本方針（４項目）＜２頁＞ 

５．めざすべき方向（４項目※基

本方針の４項目と同じ）＜5.5

頁＞ 

４．将来像（１項目） 

＜0.5 頁＞ 

５．基本目標と施策の方向

（３項目）＜５頁＞ 

行財政基盤整備 ５．将来像の実現をめざして

（２項目）＜1.5 頁＞ 

５．２１世紀ビジョンの実現に向

けて（３項目）＜2.5 頁＞ 

６．構想実現のために（０項目）

＜0.5 頁＞ 

６．構想実現のために（３項目）

＜１頁＞ 

合計 １０頁（HTML） １６頁 １２頁 12 頁 

※各項目の頁数は実質的な分量を表示した。これに対し合計の頁数は冊子の頁数を表示したため、前者の合計は後者と一致しない。 
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表２―近年の特別区基本構想の全体構成① 

近隣区以外の近年策定した区  

荒川区基本構想 

（平成 19 年３月議決） 

新宿区基本構想 

（平成 19 年 1２月議決） 

墨田区基本構想 

（平成１７年１１月議決） 

品川区基本構想 

（平成 20 年３月議決） 

課題認識 １．新たな基本構想策定の

背景＜1頁＞ 

１．基本構想の見直しの背

景＜1頁＞ 

１．はじめに＜0.5 頁＞ 1．新しい基本構想の策定＜1頁＞ 

構想の位置づけ ２．基本構想の位置づけ＜

0.5 頁＞ 

該当無し 

 

２．基本構想の役割＜１頁※内容は

２行の文章のみ＞ 

該当無し 

 

基本理念 ３．基本理念（３項目）＜

0.5 頁＞ 

２．基本理念（３項目） 

＜１頁＞ 

３．まちづくりの基本理念（１項目）

＜0.5 頁＞ 

２．基本構想を貫く３つの理念

（３項目）＜2.5 頁＞ 

将来都市像 ４．荒川区の将来像と６つ

の都市像（将来像：１項

目、施策体系：６項目）

＜７頁＞ 

※都市像と施策を一体的

に記述 

３．めざすまちの姿（１項

目）＜1頁＞ 

なし（※上記基本理念が実質的には

将来都市像） 

施策体系  ４．まちづくりの基本目標

（６項目）＜3頁＞ 

４．まちづくりの基本目標（５項目）

＜0.5 頁＞ 

５．「すみだ」の将来の姿とその実

現に向けたみちすじ（５項目※基

本目標の５項目と同じ）＜４頁＞ 

３．品川区の新たな都市像（将来

像：１項目、施策体系：５項目）

＜５頁＞※《都市像の実現に向

けて》として、各都市像４～５

つの施策を箇条書きで記述 

行財政基盤整備 ５．将来像の実現に向けた

区の取組（３項目）＜1

頁＞ 

５．区政運営の基本姿勢

（６項目）＜2頁＞ 

なし ４．都市像を確実に実現するため

に（３項目）＜1.5 頁＞ 

５．長期基本計画と総合実施計画

による基本構想の推進（０項

目）＜0.5 頁＞ 

合計 1２頁 ８頁 ６頁 12 頁 



 4 

 
表３―近年の特別区基本構想の将来都市像、基本理念及び施策の方向性① 

近隣区  

 
中野区基本構想 

（平成１７年３月議決） 

杉並区基本構想 

（平成１２年９月議決） 

豊島区基本構想 

（平成１５年３月議決） 

板橋区基本構想 

（平成 17 年 10 月議決） 

基本理念 ＊生かされる個性 発揮さ

れる力 

－ － ＊いのちと個性の尊重 

＊まちづくりへの参画 

＊未来への責任 

将来都市像 

（キャッチフレー

ズ） 

多彩なまちの魅力と 

支えあう区民の力 

区民が創る 

「みどりの都市」杉並 

未来へ ひびきあう 

人 まち・としま 

いきいき暮らす緑と文化のま

ち“板橋” 

施策の方向性 ＊持続可能な活力あるまち

づくり 

＊自立してともに成長する

人づくり 

＊支えあい安心して暮らせ

るまち 

＊区民が発想し、区民が選択

する新しい自治 

 

＊水辺をよみがえらせ  みど

りのまちをつくろう（くらしと

環境が調和するまち）  

＊やさしさを忘れず 共に生き

るまちをつくろう（安心して健

やかにくらせるまち） 

＊みどりの産業で元気のでる都

市をつくろう（活力とにぎわい

のあるまち） 

＊未来
あ す

を拓
ひら

く人をつくろう（生涯

にわたって学びあうまち） 

 

＊あらゆる主体が参画しな

がら、まちづくりをしてい

くまち 

＊安心して住み続けられる、

心のかよいあうみどりの

まち 

＊魅力と活力にあふれる、に

ぎわいのまち 

＊伝統・文化と新たな息吹が

融合する文化の風薫るま

ち 

 

＊のびやかに生きがいをもっ

て暮らすまち 

＊こころ豊かなふれあいと活

力のあるまち 

＊安全で安心なうるおいのあ

るまち 
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表４―近年の特別区基本構想の将来都市像、基本理念及び施策体系② 

近隣区以外の近年策定した区  

荒川区基本構想 

（平成 19 年３月議決） 

新宿区基本構想 

（平成 19 年 1２月議決） 

墨田区基本構想 

（平成 17 年 11 月議決） 

品川区基本構想 

（平成 20 年３月議決） 

基本理念 ＊すべての区民の尊厳と生き

がいの尊重 

＊区民の主体的なまちづくり

への参画 

＊区民が誇れる郷土の実現 

＊区民が主役の自治を創ります 

＊一人ひとりを人として大切に

する社会を築きます 

＊次の世代が夢と希望を持てる

社会をめざします 

＊～水と歴史のハーモニー～

人が輝く いきいき すみ

だ 

＊暮らしが息づく国際都市、品川

区をつくる 

＊伝統と文化を育み活かす品川

区をつくる 

＊区民と区との協働で、「私たち

のまち」品川区をつくる 

将来都市像 

（キャッチフレー

ズ） 

幸福実感都市 あらかわ 「新宿力」で創造する、やすらぎ

とにぎわいのまち 

－（実質同上） 輝く笑顔 住み続けたいまち 

しながわ 

施策の方向性 ＊生涯健康都市 ～健康寿命

の延伸と早世の減少の実現

～ 

＊子育て教育都市 ～地域ぐ

るみの子育てと学びのまち

づくり～ 

＊産業革新都市 ～新産業と

にぎわいの創出～ 

＊環境先進都市 ～東京をリ

ードする環境施策の発信～ 

＊文化創造都市 ～伝統と新

しさが調和した文化の創出

～ 

＊安全安心都市 ～防災まち

づくりと犯罪ゼロ社会の実

現～ 

＊区民が自治の主役として、考

え、行動していけるまち 

＊だれもが人として尊重され、自

分らしく成長していけるまち 

＊安全で安心な、質の高いくらし

を実感できるまち 

＊持続可能な都市と環境を創造

するまち 

＊まちの記憶を活かした美しい

新宿を創造するまち 

＊多様なライフスタイルが交流

し、「新宿らしさ」を創造して

いくまち 

＊「すみだ」らしさの息づくま

ちをつくる 

＊地域で快適に暮らせる「す

み」をつくる 

＊新しい事業が起き、人が集ま

る「すみだ」をつくる 

＊安心して暮らせる「すみだ」

をつくる 

＊区民と区が協働で「すみだ」

をつくる 

 

＊だれもが輝くにぎわい都市 

＊未来を創る子育て・教育都市 

＊みんなで築く健康・福祉都市 

＊次代につなぐ環境都市 
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