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Ota City̶a thriving, international city 
with a bright future that supports residents based 

on the strengths of the community



Ota City is surrounded by Tokyo Bay and the Tamagawa River. In the area facing Tokyo Bay, 
Haneda Airport (the Tokyo International Airport) serves as the gateway to Japan. Haneda 
Airport started international flight services in 2010 growing into a major airport in Asia at the 
end of March 2014 with an increase of 30,000 international departures and arrivals per year. 
In 2020, the Olympic and Paralympic Games will take place in Tokyo. One of the venues is 
the central breakwater landfill site, which is easily accessible from Ota City. Ota City is said 
to be a miniature Tokyo, where you can experience a variety of attractions, including compa-
nies with advanced technologies, artisans with exceptional skills, lively shopping streets, 
Japanese history, and traditional culture. Ota City will satisfy you as a hub for industrial, 
cultural, and sports exchanges. The motto “Ota City̶an international city that supports 
residents with community strength and progresses to a bright future” is forward-looking, 
promotes the development of a tolerant environment of the symbiosis of multiple cultures, 
and works with residents to develop as an international city. In the 18 areas of Ota City, 
residents work for the safety and attractions of the community in collaboration with each 
other. We look forward to seeing you.

Ota City̶Progressing to a bright future
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未来へはばたくまち 大田区

大田区長

　大田区は、東京湾と東西に流れる多摩川に囲まれた
都市です。また、臨海部には、日本の空の玄関である
羽田空港（東京国際空港）があり、「人・もの・情報」
の交流の拠点として今後ますます発展していきます。
　羽田空港は2010年に国際化され、2014年3月末
には、国際線発着枠が年間3万回増え、アジア諸国の
主要空港となり、ますます便利になっていきます。
　2020年には、東京でオリンピック・パラリンピック
が開催されます。競技会場の一つである中央防波堤
埋立地は大田区の地先にあり、交通アクセスも容易で
す。競技の練習場や会議室の利用など、大田区をご
利用していただきますようお願いいたします。
　大田区は東京の縮図ともいわれ、高度な技術を持
つ企業、匠の技をもつ職人、賑わいのある商店街、
日本の歴史・伝統文化など多彩な魅力を余すことなく
体感できます。
　

　海外企業・国内中小企業との取引促進の産業交流拠
点として、また、世界各国のカルチャー・スポーツ交流
の場として満足していただけるものと確信しております。

　大田区では、区の将来像として「地域力が区民の
暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市　おおた」を
かかげ、外国人の受け入れ環境整備、多文化共生な
どを推進し、区民とともに国際都市にふさわしいまちづ
くりに取り組んでいます。
　区内は18地区の地域に区分され、それぞれ地域に
住む人たちが協力し助け合い、地域の安全や魅力あ
るまちづくりに取り組んでいます。
　皆さんが大田区に来てよかったと思っていただける
よう区民とともに「おもてなし」に努めてまいります。
　皆様のご訪日を心よりお待ちしております。
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大田区
シティプロフィール

1947年に誕生した大田区は東京
都の東南部にあり、東は東京湾
に接しています。昔から人が住み、
2万7千年前の先土器時代などの
遺跡が区内で多数発見されてい
ます。1660年頃から海苔の養殖
が盛んに行われ、1910年代以
降、住宅や商店、工場が密集す
る商業・工業地域を形成しまし
た。また、臨海部は埋め立て地
からなり、空港、市場、物流施設、
工場団地などの都市機能施設
や、東京港野鳥公園などの憩い
の場が整備されています。

大田区役所
Ota City Office

大田区役所
Ota City Office

多摩川
Tamagawa River

羽田空港（東京国際空港）
Haneda Airport（Tokyo International Airport）

多摩川
Tamagawa River

東京湾
Tokyo Bay

蒲田駅（JR・東急）
Kamata Station（JR/Tokyu）

京急蒲田駅
Keikyu Kamata Station（Keikyu）
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羽田空港（東京国際空港）
Haneda Airport（Tokyo International Airport）

撮影日：2013年12月21日

日本日本

東京東京

大田区

調布地域

蒲田地域

糀谷・羽田地域

大森地域

東京23区で
最も広い面積
60.42km2

蒲田、大森、調布、糀谷・羽田の４地域からな
る大田区は、東京23区の中で最も広い面積です。
Ota City consists of the four areas of 
Kamata, Omori, Chofu, and Kojiya/Haneda 
and has the largest area in the 23 citites of 
Tokyo.

人口701,788人
東京都で3位

大田区は、世田谷区、練馬区に続いて人口第３
位。外国籍の住民は 18,652 人です。（住民基本
台帳　2013 年11月１日現在）

Population: 701,788. Ranked third in Tokyo. 
Foreign residents: 18,652(as of November1, 2013)
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　大田区は、東京都の東南部にあ
り、東は東京湾に面し、さらに西と南
は多摩川が流れています。大田区の
前身である大森区と蒲田区が、
1947年3月に一緒になって誕生し
たのが大田区です。その際、両方の
地名の一字ずつを取って命名され
ました。

大田区は
個性豊かな18地区で
構成されています。
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公園総数 548
その数は東京都でNo.1

羽田空港（東京国際空港）は
旅客数・発着数ともに日本一
総面積は1,522ha。2012年の旅客数6,670万人、
年間発着実績は39万回。2014年3月30日からは国
際線発着枠が年間41万回から44.7万回へと拡大
します。

多摩川の干潟には、カニやハゼなど多様な生き
物が棲息しています。

公園160、児童公園・遊園 377、海上公園11、
総面積は2,791km2。個性豊かな公園があります。

豊かな生態系が
戻った多摩川
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Ota City Profile

大田区
シティプロフィール

The total area of Haneda Airport is 1,522 ha.The 
number of passengers in 2012: 66.7 million; the 
number of departures and arrivals per year is 
390,000. The number of international departures 
and arrivals will increase at the end of March 
2014 from 410,000 to 447,000 per year.

Parks: 160; Children’s Parks and playgrounds: 
377; Seafront parks: 11.Total area: 2,791 km2. Ota 
City has parks with distinct features.

The tidal flats of the Tamagawa River are 
home to a multitude of creatures, such as 
crabs and gobies.
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色彩あふれる
大田の一年

Spring

Summer

都心を潤す憩いの空間、春の洗足池

Senzokuike Pond in spring, 
a restful oasis in the city center

歴史情緒が薫る、池上本門寺

Ikegami Honmonji Temple 
has a historic air

四季を楽しめる多摩川台公園

Tamagawadai Park allows you 
to enjoy the four seasons

夏の夜空を彩る平和への願い、花火の祭典

The fireworks festival, 
which wishes for peace, 
colors the night sky in summer 羽田神社夏の例大祭、羽田まつり

The Haneda Festival is an annual 
summer festival of Haneda Shrine

Mizudome-no-Mai carries on
a history of approximately 
690 years
約690年の歴史を伝える水止舞

ゆき

潮風が薫る、大森ふるさとの浜辺公園

Sea breezes fill
Omori Furusato-no-hamabe Park

A year in Ota City

みち
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Autumn
色彩あふれる
大田の一年

富士が浮かぶ、冬の羽田空港（東京国際空港）

Haneda Airport in winter 
with a view of Mt. Fuji 
in the background

六郷どんど焼きととんび凧あげ
Rokugo Dondoyaki and kite flying

大森鷲神社の酉の市

Bird’s Day Fair 
at Omori Otori Shrine

六郷神社の子ども流鏑馬

Children’s Yabusame 
at Rokugo Shrine

田園調布の銀杏並木

Gingko trees along 
the avenue at Den-en Chofu

紅葉に彩られる山王草堂記念館

Red leaves tint Sanno-Sodo Kinenkan
(Commemorative Hall)

そ  ほ  う Winter
A year
in Ota City



　通りに沿ってさまざまなお店が連な
り、歩きながら買い物を楽しめる商店街
は、人と人とのふれあいが多く生まれる
にぎわいの中心地です。地域の住民か
らなる自治会・町会の活動も盛んであり、
その加入率が高いことで知られていま
す。人と地域のつながりの濃さ、これも
また大田区パワーの源です。

　大田区には49軒のバラエティー豊かな銭湯 ( 公衆浴場 ) があり
ます。自宅にお風呂があっても、大きな湯船でおしゃべりを楽しみ
ながら入るお風呂は格別です。壁に描かれた風景画や趣向をこら
したお風呂、脱衣所での語らいなど、楽しみ方はさまざま。黒湯
の温泉を楽しめる浴場もあります。

商店街数151
1位／東京23区
（2013年4月現在 大田区資料） (As of April, 2013)

自治会への加入率

75％自治会数 217
（2013年4月現在 大田区資料） (As of April, 2013)

大田区の癒しどころ、「銭湯」地域の交流の場に
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The shopping street has a variety of 
shops on both sides where you can 
walk and shop at the same time in the 
heart of the hustle and bustle that 
provides opportunities for friendship. 
Residents associations and town coun-
cils frequently sponsor activities and are 
known for their high resident participa-
tion rates. Strong ties between people 
and communities̶this is another 
source of Ota City’s strength.

笑顔が笑顔を呼ぶ
地域力が輝くまち 「人情」が「人」をつないで

地域のパワーになる

結ぶ
育む

広がる

力
おおたの

Ota City has 49 public baths. A bath and enjoyable conversa-
tions in a huge bathtub are fun and exceptional, and quite 
different from taking a bath at home. There are public baths 
that provide hot springs with black water.

Smile attracts more smile - 
City with bright communities

Number of shopping streets: 151 / First in the 23 Tokyo cities Rate of participation in residents associations: 75%
Number of residents associations: 217



　羽田空港を有する大田区は、まさに
東京、日本の玄関口です。それだけで
なく、大田区に暮らす人、働く人が、
安心して快適に区で生活できるよう、
さまざまな支援、交流活動を行ってい
ます。また、国際都市としての未来を
担う子どもたちの、教育活動に力を入
れています。

　大田区の魅力を世界に広くPRするた
めに、「来～る大田区大使（Cool OTA-KU 
ambassador）」を任命しています。区内
在住在勤の外国籍の皆さんからなるメン
バーで、それぞれの視点を生かした大田
区の魅力を発信しています。

外国人入国者数

1,097,511人44.7万回
（2012年国際空港評議会資料）

区の魅力を世界へ発信「来～る大田区大使」外国人の視点

羽田空港（東京国際空港）発着回数
2013年3月31日以降 41万回
発着回数
（国土交通省航空局資料） （見込み）
2014年3月30日以降

→

1312

多国籍カルチャーが
交差する国際都市 多くの外国人が学び、

働き、暮らしている大田区

日本の
ゲートウェイ

世界へ

In order to publicize Ota City’s attrac-
tions to people around the world, the 
Cool Ota City Tourism Ambassador was 
appointed. Foreign members living or 
working in Ota City offer assistance. 

Ota City has Haneda Airport, the 
gateway to Tokyo and Japan. Ota 
City provides support and carries out 
association activities so that people 
living or working in Ota City can live 
comfortably and securely. Ota City 
is also devoted to educational activi-
ties for children, who will shoulder 
the future of this international city. 

力
おおたの

International city with a mixture of multinational cultures



　高度な技術を有する小規模な企業が
集まる大田区。スマートフォンの部品か
ら人工衛星に至るまで、多岐にわたる製
品で国際的に高い評価と信頼を集める、
世界でも特異な「ものづくりのまち」となっ
ています。大田区は、その技術を次世代
に継承し、新しいビジネスへと発展させ
ていくための支援を行っています。

　冬季オリンピック種目であるボブスレー。大
田区の町工場が、大学や賛同企業とともに、
共同で日本人のためのソリを開発しています。
金メダルをめざしてプロジェクトを展開中です。

工場数1,748工場
1位／東京23区（2010年工業統計調査）

従業者4人以上
従業者4人以上

製造品出荷額

4,730億3,499万円
（2010年工業統計調査）

職人の技が集結、「下町ボブスレー」五輪にかける思い
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Bobsleigh is a sport in the Winter 
Olympic Games. A town factory in 
Ota City develops sleighs for the 
Japanese in collaboration with the 
University and partner companies. 
A project is being developed with 
a gold medal as the goal.

Ota City has a host of small companies 
with advanced technologies. “A city of 
creation,” rare in the world, which is 
highly rated globally for its wide-ranging 
products from smartphone components 
to satellites. Ota City passes on its 
technologies to the next generation and 
provides support so that they can be 
developed into new businesses.

世界に誇る
日本の技術が集うまち 「ものづくりの達人」たちが

暮らすまち

革新する技

切削

追求する技
熱処理

挑戦する技技術ネットワーク

成形

研磨
力

おおたの

City with a host of Japanese technologies 
that Japan proudly presents to the world

Number of factories: 1,748 (2010) First in the 23 Tokyo cities Amount of shipped manufactures: 473,034,990,000 yen (2010)



本考古学発祥の地と呼ばれる大森貝塚は、
大田区と品川区にまたがる縄文後期から晩期
にかけての遺跡です。その他にも区内には、

久ヶ原遺跡や多摩川台古墳群をはじめ多くの遺跡が
あり、太古から人の暮らしが営まれていたことがわ
かっています。鎌倉時代には、池上の地で日蓮聖人
が入滅し、現在の池上本門寺となりました。
　徳川家康が江戸に移ると、田の水に恵まれなかっ
た直轄地六郷領の生産性を高めるため、用水路の開
削を命じました。1597年から15年の歳月をかけて六
郷用水が完成し、多くの水田が生まれました。
　江戸時代中期になると、大森の海で海苔の養殖が
盛んになり、以来300年にわたって質量ともに日本一
の海苔生産地として知られてきました。
　大正末期から昭和にかけては、馬込・山王に多く
の文人や芸術家が移り住むようになり、後に馬込文
士村と呼ばれるようになりました。大正期から近郊都
市としてにぎわいを見せはじめ、東洋のハリウッドを
めざした松竹キネマ撮影所がつくられました。

日

古から
受け継がれるもの
大田区の歴史と文化財を紹介

動物学者E・S・モース
Zoologist E. S. Morse

多摩川台公園古墳展示室 
Kofun Exhibition Hall,
Tamagawadai Park

熊谷恒子記念館
Kumagai Tsuneko Kinenkan
(Commemorative Hall)

大田区立郷土博物館 
Ota Folk Museum

穴守稲荷神社 
Anamori Inari Shrine池上本門寺五重塔 

Five-story pagoda, Ikegami Honmonji
Temple

大森海苔のふるさと館 
Omori Nori Museum

馬込文士村 
Magome Bunshimura Village

What is inherited from ancient times
Ota City’s historical and cultural assets

大森貝塚
Omori Shell Mound Memorial

大田区立郷土博物館 所蔵
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Omori Shell Mound is a ruin from the late Jomon period spanning Ota City and 
Shinagawa City. Ota City has many other ruins, which shows that people have 
lived in the Ota City area since ancient times.In the Kamakura period, St. 
Nichiren died at Ikegami, which is the origin of the Ikegami Honmonji 
Temple.After moving to Edo, Ieyasu Tokugawa ordered irrigation channels to 
increase the productivity of rice paddies in the Rokugo area under his control, 
which was not blessed with water. Rokugo Irrigation Channel was completed 
in 15 years starting in 1597, producing a number of rice paddies. In the mid-
Edo period, large amounts of laver were cultivated in the sea of Omori, and 
Omori has been known as the top producer of laver for 300 years in Japan. 
From the late Taisho period to the Showa period, hosts of men of letters and 
artists migrated and settled at Magome and Sanno, ending up as the Magome 
Bunshimura Village. From the Taisho period, Ota City started to grow into a 
suburban city and a Shochiku Cinema film location was set up, with the goal 
of becoming the Hollywood of the Far East.

root
ハイライト

root
テキスト ボックス
us.

root
テキスト ボックス



現在
の風
景

（現
在の
六郷
土手
から
川崎
側を
望む
）

現在
の風
景（現

在の
洗足
池）
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Senzoku Pond (Hiroshige Utagawa)

A modern Ukiyoe artist renowned as “a Hiroshige in the Showa period.”

Rokugo-no-Watashi (Hiroshige Utagawa)

18

Ota City was the gateway to Edo. How Ota 
City was back then is depicted in many 
Ukiyoe pictures, we will introduce two works 
of which owned by Ota Folk Museum together 
with the current view of Ota City.

戸の玄関口として発展し
てきた大田区。多くの浮
世絵に当時の姿が描か

れています。大田区立郷土博物館の
所蔵作品の中から、いくつかを現在
の風景とあわせて、紹介します。

江

洗足池

六郷の渡

浮世絵今昔
浮世絵に描かれた江戸の面影をたどる

「昭和の広重」と名高い、近世の浮世絵師

版画家 川瀬 巴水

歌川広重　1856（安政3）年

歌川広重　1833～34（天保4～5）年

東海道における江戸の玄関口として、重要な渡し場だった。
川崎側から描いている。

池の手前の人馬が行き交う道が、中原街道で、日蓮上人が袈
裟をかけたという松が描かれている。

大田区立郷土博物館 所蔵

大田区立郷土博物館 所蔵

川瀬 文子氏提供

Tracing the vestiges of Edo depicted in Ukiyoe



　大田区役所では、議会の決定に基づいて、区民に
よる選挙で選ばれた区長のもと、業務を行っています。
本庁舎をはじめ、４つの地域庁舎と１分室、さらに18地
区ごとに特別出張所を設けています。
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The Ota City office is an executive agency that actually carries 
out Ota City administration.The Ota City office carries out city 
administration under the instructions of the mayor, who is 
elected by residents based on a decision made by the City 
Assembly. The main office building, four regional offices, one 
branch, and 18 areas each have special sub-branches.

行政
　2008年に策定した基本構想の実現のため、大田区では「おお
た未来プラン10年」に基づき、区政を展開しています。これまでの
進捗状況を点検するとともに、社会や経済情勢などの変化にも適
切に対応しながら、まちづくりを進めています。

大田区のめざすまちづくり

大田区の「未来」のために
大田区基本構想と基本計画「おおた未来プラン10年」

将来像将来像 地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市　おおた

個別計画（部局ごとに策定）

Ota City is developing its administration based on the Ota City 10-Year 
Future Plan in order to realize the basic plan drawn up in 2008. Ota City 
develops cities by working on social and economic changes and by 
inspecting the status of past progress.

Ota City basic planning and the basic plan 
“Ota City 10-Year Future Plan”

副区長

区長

区長政策室

計画財政部

総務部

地域力推進部

観光・国際都市部

区民部

産業経済部

福祉部

保健所

こども家庭部

まちづくり推進部

都市基盤整備部

連続立体事業本部

環境清掃部

会計管理者（会計管理室）

監査事務局

議会事務局

監査事務

選挙管理委員会事務局

監査委員

議会

選挙管理委員会

教育委員会 教育長 教育総務部

計画期間計画期間

区の最上位計画。20年後の区の将来像や
区政運営の方向性を明示。

基本構想

基本構想の実現に向け、個別目標ごとに
今後10年の主要な施策を体系化した計画。

基本計画
基本構想の実現に向け、個別目標ごとに
今後10年の主要な施策を体系化した計画。

基本計画

Basic Plan:Ota City’s uppermost level plan. 
States Ota City’s future image in 20 years and 
the direction of the administrative operation.

Bas ic p lan :A p lan that  s t ructured major  
measures in the next ten years for  each 
individual goal towards the realization of the 
basic plan.

区民が自ら考え行動し、
まちの未来を拓きます

ひら

Residents think for themselves and act 
to develop the city into the future

基本理念
Basic philosophy

Basic goals

基本目標基本目標

ま ち

安心と魅力をそなえた都市を
次世代へと贈ります

Pass down a secure, attractive city to 
the next generation

人と人とのつながりが、
優しいまちをつくります

Ties between people produce a city of 
compassion

【子育て・教育・保健・福祉】
生涯を健やかに安心して
いきいきと暮らせるまち

【地域力・環境・区政体制】
地域力と行政の連携がつくる
人と地球に優しいまち

【都市基盤・空港臨海部・産業】
まちの魅力と産業が
世界に向けて輝く都市

2008
（平成20年）
2008

（平成20年）
2018

（平成30年度）
2018

（平成30年度）
2028

（平成40年）
2028

（平成40年）
2014.4

（平成26年度）
2014.4

（平成26年度）

大田区の組織図大田区の組織図

ま ち

（平成26～30年度） 

基本計画「おおた未来プラン10年」 （平成21～30年度） 

おおた未来プラン10年後期

基本構想 （平成20～40年 /2008～2028）

Child-rearing, education, health, and 
welfare : A city where residents can live 
l ively in good health with security 
throughout thei r  l ives

Community strength, environment, 
administrative structure : Collaboration 
between community strength and the 
administration produces a city that is 
friendly to people and the Earth

City infrastructure, airport seafront area, 
industry : A city with attractions and 
industries that shines towards the world



健康が第一です！

大田区での子育ては
とっても安心！

　少子高齢化が進むなか、区民、団体、事業者がそれぞれの特性を
発揮し、区が支援・コー ディネートすることによって、区民の生活を
守り、相互に理解、協力できる安心と支えあいのまちをつくります。
　子どもたちを地域の宝として尊重し、産み育てやすい環境を整え、
健やかな成長を見守ります。あわせて、未来を支える子どものために
良好な教育環境をつくります。
　すべての区民の健康を支える仕組みづくりや、障がいなどのハンディ
キャップを有する区民への支援を行い、生きがいと学ぶ意欲を大切に
することによって、誰もが生涯を通じていきいきと過ごせるまちを実現
します。高齢者が住みなれた地域で、健康な心身を保ち尊厳を持っ
て暮らせるまちをつくります。

健康診断のおかげで病
気の早期発見、早期治
療ができます。

子育て・教育・保健・福祉

With an aging population with a decreasing number of children in perspective, 
residents, groups, and business entities demonstrate their specialties and 
develop the City into a city of security and support that protects residents with 
the help and coordination of the City and allows residents to understand and 
collaborate with each other. Ota City respects children as a treasure of the com-
munity, develops an environment where it is easy to have and raise children, and 
to watch them grow soundly. Along with that, Ota City builds a good environment 
for the education of children, who will support the future.
Ota City will realize a city where all residents can live lively throughout their 
lives by building a system that supports the health of all the residents, providing 
support for handicapped residents, and valuing their purpose of life and motiva-
tion to learn. Ota City builds a city where senior citizens can remain healthy in 
mind and body and live long with dignity.

生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち

例えば、遊んで学べるタイヤ
公園は、キッズにお勧めです。
私の娘も大好きですよ。

Ⅰ基本目標 A city where residents can live lively
in good health with security
throughout their lives
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大田商い観光展
専門的な製品が開発される
ダイナミックな環境です。

都市基盤・空港臨海部・産業

まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都市
Ⅱ

大田区の「見る・食べる・買う・
遊ぶ」を１か所で体験できる
イベントも、行われています。

　これまで築き上げてきた都市環境や地域産業の蓄積を土台に、快
適な暮らしと創造力あふれる産業が調和する豊かな都市空間を形成
し、未来に向けて輝き続けるまちをつくります。
　また、豊かな水辺環境、再拡張・国際化する羽田空港や、高度産
業技術の集積などのまちの魅力によって、区内外から多数の来訪者が
集まり、多彩な交流活動が行われる活力あるまちを実現します。
Based on the accumulation of urban environment and local industry that Ota City 
has built up in the past, Ota City will form a rich urban space where comfortable 
life and industries full of creativity blend with each other and develop a city that 
shines towards the future. In addition, Ota City will realize an energetic city 
where a number of visitors gather from inside and outside the City and a variety 
of association activities are carried out because of the city’s rich water environ-
ment; Haneda Airport, with its ongoing re-expansion projects and further promo-
tion of internationalization; and the accumulation of advanced industrial tech-
nologies.

とても微細で、貴重で特
別な製品が、とても早く
作りだされます。

基本目標
A city with attractions and industries
that shines towards the world

2524



たくさんの防災訓練を
やっています

みんなと仲良く！

　地域は、区民一人ひとりによって構成され、支えられています。人
やまちへの思いやりの心と規範意識を持ち、一人ひとりの力を「地域力」
として発揮し、人と地球に優しいまちをつくります。
　区は、地域力を支え、さらに大きな力へと結びつける役割を積極的
に担います。

地域力・環境・区政体制

Every resident supports the community. With compassion for the people and 
towns and compliance with standards, Ota City demonstrates the strength of 
every resident as the strength of the community to develop into a city that is 
friendly to people and the Earth. Ota City actively supports and grows the 
community’s strength to a larger scale.

地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち

訓練を通して区民の防災意
識と能力、また地域力を高め
ています。

基本目標Ⅲ

大田区は、日本の歴史と
外国の文化が仲良く共
存している、緑豊かな文
化都市です。

Collaboration between
community Action and
the administration produces a city
that is friendly to people and the Earth
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　区議会は、区民が直接選挙で選んだ50人の議員で構成
され、本会議で区の仕事の大枠を決める議決機関です。
区は、区長が中心になり計画をたて、条例や予算などの議
案を区議会に提案します。区議会は、その議案を審議したり、
区政が適正に行われているかチェックする役割を担っていま
す。本会議を含む定例会は年4回、一定の会期で開かれ
ます。また、委員会では、本会議から付託された議案など
のほか、区民が提出した請願・陳情を専門的に審査・調
査しています。

大田区議会

議会の構成

専門分野ごとに、議案や特定の事件を審査・調査します。

全議員で構成し、議案の議決など議会の意思を決定します。

本会議

常任委員会・特別委員会

議会の運営、調整のために設置し
ます。

議会運営委員会
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The Ota City Assembly is a decision-making body consisting of 50 
members elected directly by residents through an election that decides 
the general framework for the work of Ota City in a main assembly. 
The role of the City Assembly is to deliberate on the plan and check if 
the city administration is carried out appropriately. Regular meetings 
include the main assembly held four times per year at regular intervals. 
In addition, the committee expertly deliberates and investigates the 
petitions and appeals submitted by residents as well as plans and 
others submitted by the main assembly.

姉妹都市

モース博士が結ぶ縁で、1984 年に、セーラム
市にあるピーボディー博物館（現ピーボディー・
エセックス博物館）と大田区立郷土博物館が
姉妹館に。1991年、大田区とセーラム市が姉
妹都市になりました。

セーラム市（アメリカ合衆国）
City of Salem (United States)

With Dr. Morse as the intermediary, the Peabody 
Museum in the City of Salem (presently the 
Peabody Essex Museum) and Ota Folk Museum 
became sister museums in 1984. Ota City and 
the City of Salem became sister cities in 1991.

Ota City’s administrative information is updated regularly. Features 
text-to-speech, text enlargement, and automatic translation into three 
languages (English, Chinese, and Korean) are provided. Also, a cell 
phone website “Mobile Ota” is available.

Emergency information is released in cases of a disaster, 
and information on events held by Ota City and other 
information are released at other times.

Videos on information on Ota City’s administration and 
others are delivered.

Ota City has concluded friendship city collabora-
tion agreements with Tomi City, Nagano Prefec-
ture, Misato-cho, Akita Prefecture, and Chaoy-
ang District, Beijing City, China and is promoting 
associations with them in the areas of culture, 
sports, education, industrial economy, and 
others, and in addition, is deepening its associa-
tions with Dalian City, China.

長野県東御市、秋田県美郷町、中国北京市朝陽
区と友好都市提携を結び、文化、スポーツ、教
育、産業経済などの分野において、相互のふれ
あいを通じた交流を推進しているほか、中国大
連市とも交流を深めています。

北京市朝陽区（中華人民共和国）
Chaoyang District, Beijing City
 (People’s Republic of China)

秋田県美郷町
Misato-cho, Akita Prefecture

長野県東御市
Tomi City, Nagano Prefecture

友好都市

区政情報を随時更新しています。音声読み上げ、文字拡大、3 か
国語（英・中・韓）の自動翻訳機能も搭載しています。携帯サイト「モ
バイルおおた」もご利用ください。

大田区ホームページ

大田区ホームページ

アカウント名：@city_ota

http://www.city.ota.tokyo.jp/mobile/

http://www.city.ota.tokyo.jp/

携帯サイト：「モバイルおおた」

災害発生時は緊急情報を中心に、平常時は区主催のイ
ベント情報などの大田区の魅力を発信します。

大田区公式ツイッター

https://twitter.com/city_ota

YouTube に「大田区チャンネル」を設置し、区政情
報などの動画を配信しています。

YouTubeに大田区チャンネル開設

https://www.youtube.com/user/cityota

検 索大田区チャンネル

大田区へようこそ

未来へはばたくまち 大田区

大田区長

　大田区は、東京湾と東西に流れる多摩川に囲まれた
都市です。また、臨海部には、日本の空の玄関である
羽田空港（東京国際空港）があり、「人・もの・情報」
の交流の拠点として今後ますます発展していきます。
　羽田空港は2010年に国際化され、2014年3月末
には、国際線発着枠が年間3万回増え、アジア諸国の
主要空港となり、ますます便利になっていきます。
　2020年には、東京でオリンピック・パラリンピック
が開催されます。競技会場の一つである中央防波堤
埋立地は大田区の地先にあり、交通アクセスも容易で
す。競技の練習場や会議室の利用など、大田区をご
利用していただきますようお願いいたします。
　大田区は東京の縮図ともいわれ、高度な技術を持
つ企業、匠の技をもつ職人、賑わいのある商店街、
日本の歴史・伝統文化など多彩な魅力を余すことなく
体感できます。
　

　海外企業・国内中小企業との取引促進の産業交流拠
点として、また、世界各国のカルチャー・スポーツ交流
の場として満足していただけるものと確信しております。

　大田区では、区の将来像として「地域力が区民の
暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市　おおた」を
かかげ、外国人の受け入れ環境整備、多文化共生な
どを推進し、区民とともに国際都市にふさわしいまちづ
くりに取り組んでいます。
　区内は18地区の地域に区分され、それぞれ地域に
住む人たちが協力し助け合い、地域の安全や魅力あ
るまちづくりに取り組んでいます。
　皆さんが大田区に来てよかったと思っていただける
よう区民とともに「おもてなし」に努めてまいります。
　皆様のご訪日を心よりお待ちしております。

印刷：（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 Japan International Institute, Inc.
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■大田区平和都市宣言
　【1984年8月15日】

■スポーツ健康都市宣言
　【2012年6月30日】
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