
アイデア募集についての詳細は
裏面をご覧ください！

東京オリンピック・パラリンピックまであ東京オリンピック・パラリンピックまであとと55年年
みんなのみんなの力力でで成功させよ成功させようう！！
～区民の～区民の ““心意気心意気”” が詰まったアイデア募集～が詰まったアイデア募集～

わがまち江戸川区に誇りを、訪れる人々が憧れるまちを！
　2020年、世界最大のスポーツと平和の祭典、「オリンピック・パラリンピック競技大会」が東京で開催され、本区はカヌー（ス
ラローム）競技の会場となります。開催都市の一員である私たちは、スポーツを通じた心身の向上や世界平和の実現という「オ
リンピック精神」に基づく取り組みはもちろんのこと、まちなみの整備に加え、青少年が夢と希望を抱き、全ての区民が本区
ならではの「おもてなしの心」で迎えられるよう気運を高めていかなくてはなりません。
　区では現在、2020年時点での本区の姿、また2020年以降の姿も見据えながら、次の 5つの柱を軸とした取り組み方針につい
て検討しています。今回、これらの方針をさらに充実させるため区民の皆さんからアイデアを募り、区の取り組みの参考にし
ていきます。皆さんのアイデアで、オリンピック・パラリンピックを盛り上げましょう！  問企画課企画担当係☎5662-6045

スポーツ
世代を問わずスポーツに親
しみ、健康的に暮らすこと
のできる江戸川区の実現

安全・安心
防犯・防災対策の推進につ
いて、地域住民と共に取り
組むまちの実現

教　育
子どもたちが外国語や外国
文化に親しむなど、国際感
覚豊かな人材育成の推進

文化・国際交流・
おもてなし

国内外の来訪者をもてなす
 “心” の醸成や、魅力ある
地域資源の発掘・発信

まちづくり
バリアフリーや環境負荷の
低減を含め、誰もが住みや
すく訪れやすいまちの実現

～体験しよう！～  区民カヌー体験教室
日 8 月22日土・26日水（荒天中止）
時10時～12時（ 9時30分から受け付け、 1回30分程度）
場 直新左近川親水公園・中左近橋東側桟橋（臨海町 3丁目）
人 小学 4 年生以上の方各日50人（先着順）　￥50円
持ぬれてもよい服装・靴　ほか　協江戸川カヌークラブ
問 スポーツ振興課事業調整係☎ 5662-0664

Ⅰ

Ⅳ

Ⅱ Ⅲ

Ⅴ 東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会

◆オリンピック
　平成32年 7 月24日～ 8月 9日

◆パラリンピック
　平成32年 8 月25日～ 9月 6日

カヌー（スラローム）競技カヌー（スラローム）競技
日程

会場
7 月26日～30日

葛西臨海公園隣接地葛西臨海公園隣接地

大会成功に向け大会成功に向けたた 55つのつの柱柱
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を機に

スポーツ

教　　育

文　　化・
国際交流・
おもてなし

安全・安心

まちづくり

江戸川区は “こう変わる”
アイデア提出方法はこちら

　住所・氏名・年齢・性別・電話・アイデア（①江戸
川区は “こう変わる”〔将来の姿〕、②取り組み例）を
明記し、 9月11日金までに区ホームページ（専用フォ
ーム）または郵送（消印有効）・ファクシミリ・持参
問い合わせ・提出先
〒132-8501（住所不要）企画課企画担当係（区役所 3
階 2番）☎5662-6045・53652-1109
※いただいたアイデアに対する個別回答はしませんが、
今後の区の取り組みの参考とさせていただきます。
◎下表はアイデアの一例としてご参照ください。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

誰もがスポーツに親しんでいる
スポーツ施設のバリアフリー化が進む
障害者スポーツを通じた交流が盛んになる
トップアスリートが多数輩出される
カヌー競技のメッカとして国際大会などが開催される
江戸川区出身のカヌー選手が世界で活躍する

自身の可能性に積極的にチャレンジしている
世界を夢見てトップアスリートを目指している
世界へ羽ばたく国際感覚豊かな人材が育つ
“心のバリアフリー”が浸透する
環境学習により自然環境を尊ぶ意識が養われる

江戸川区の文化・産業の魅力が国内外に発信される
東京来訪の拠点として賑

にぎ

わいのあるまちとなる
地域交流・国際交流が盛んになっている
新たな文化創造の息吹がもたらされる
ボランティアが育ちあらゆる分野で活躍している

日本一安全・安心なまちとなる
来訪者を含めた防災行動の支援体制が整う
飲食店や宿泊施設における衛生管理が徹底される
国外からの来訪者に対する診療環境が整う

まち全体のバリアフリー化が進む
自転車走行環境が整備される
まちの美観が保たれる
生物多様性を育む自然活動が広がる
“日本一のエコタウン”が実現される
最先端エネルギーの活用に向けた取り組みが進む

❶江戸川区は “こう変わる”〔将来の姿〕 ❷取り組み例

トップアスリートによるスポーツ教室
施設のバリアフリー化
トップアスリートへの支援
カヌー体験教室
選手育成を見据えたカヌー・クラブチー
ムの設立　など

オリンピック・パラリンピック教育
新たな才能の発掘・育成
各種スポーツ体験
一校一国応援運動
障害者スポーツ体験
環境教育（出前講座）　など

多言語対応（情報誌やアプリ）
外国人の “食” への対応
商店街における外国人対応
区特産物（金魚、小松菜、伝統工芸品な
ど）にちなんだ体験ツアー
ボランティア育成講座　など

防犯パトロール
避難誘導案内サイン看板の設置
飲食店や宿泊施設への衛生監視指導
外国人診療への対応　など

まちのバリアフリー化
無料Wi-Fi 環境の整備
自転車走行ルートの整備
美化運動キャンペーン
動植物の生態調査、水辺での清掃活動
燃料電池バスの導入　など

聞かせて！
あなたの
アイデア

平成27年（2015年） 8月10日 2東京オリンピック・パラリンピック  特集号
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