
前川区長 記者会見

【会見内容】

はじめに

１ これまでの４年間

２ 改革ねりま第Ⅱ章

３ 「参加と協働」から「参加から協働へ」

平成30年６月18日 練馬区



改革ねりま これまでの成果

全国初 区独自の幼保一元化施設
「練馬こども園」 創設

乳幼児親子の外遊びを応援
「おひさまぴよぴよ」 開始

練馬型放課後児童対策事業
「ねりっこクラブ」 開始

保育所待機児童ゼロ作戦
待機児童が大幅減少

都と協定を締結
児童虐待対策・児童相談機能 強化
巡回訪問支援・要支援家庭ショートステイ

ひとり親家庭自立応援プロジェクト
生活・就労・子育て支援をパッケージ化し提供

子育ての総合相談すくすくアドバイザー 配置
準要保護世帯の中学生対象「中３勉強会」 開始
教育・子育て大綱 策定
全ての妊婦との面談開始
妊娠・子育て応援メール・予防接種サポートメール配信
私立幼稚園入園料・認証保育所保育料補助 充実

Ⅰ 子どもの成長と子育ての総合的な支援

日大光が丘病院問題を解決

公有地等を積極活用し
区内に特別養護老人ホーム 整備

身近な地域で介護予防
街かどケアカフェ 開始

高齢者と地域団体をつなぐ
はつらつシニアクラブ 開始

重度障害者グループホーム 整備

医療環境整備基金・病院支援制度 創設
ねりま健育会病院 開院

アイメイト（盲導犬）訓練を区役所で実施

重症心身障害児者の家族支援 在宅レスパイト事業 開始
地域包括支援センターに医療・介護連携推進員 配置
保健相談所に地域精神保健相談員 配置
ひとり暮らし高齢者等への訪問支援事業 開始
ケースワーカーを増員し、生活保護世帯の自立支援 強化
骨髄移植ドナー支援制度 創設
ねりまユニバーサルフェス 開催

Ⅱ 安心して生活できる福祉・医療の充実

政 策

27年 ３月 みどりの風吹くまち」ビジョン 発表

６月 ビジョン・アクションプラン 発表

29年12月 次期アクションプラン(素案) 公表
グランドデザイン構想(素案) 公表

30年 ３月 次期アクションプラン 策定

将来像

行政運営

27年16月 区政改革推進会議 設置
27年12月 練馬区の『これから』を考える 発表
28年10月 区政改革計画 策定

29年12月 グランドデザイン(素案) 公表
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改革ねりま これまでの成果

練馬の都市農業を全国に発信
ねりマルシェ 開催・支援

区内産業の魅力を発信
練馬産業見本市 初開催

石神井の森を背景に
みどりの風 練馬薪能 初開催

23区No.1の緑被率 みどりを楽しめる環境を整備
四季の香ローズガーデン 開園
清水山の森、中里郷土の森 開園

スポーツを楽しめる環境を整備
(仮称)練馬総合運動場公園ほかスポーツ施設 整備に着手

「シェアサイクル」社会実験 開始

練馬こぶしハーフマラソン 初開催
農の学校 開校
まちゼミねりま 初開催
こどもの森、美術の森、大泉アニメゲート お披露目
練馬区文化振興協会理事長にバイオリニスト大谷康子氏 就任
世界都市農業サミット開催に向け検討開始
果樹あるファーム 支援
石神井観光案内所 オープン
Nerima Free Wi-Fi 整備

区民と直接、区政を語る
区長とともに練馬の未来を語る会 開始

区民が自ら地域課題を見つけ解決する仕組み
ねりまビッグバン 開始

1,000人以上の区民参加でテレビCMを撮影
広報キャンペーン「よりどりみどり練馬」 開始

区民参加でみどりを守り育てる
みどりの区民会議 設置

区民参加と協働を推進する
協働推進課 設置

区民と区、区民同士がつながる
ねりまちレポーター 開始

未来に向けた練馬の発展につながる活動
地域おこしプロジェクト 開始

区民参加と協働により展開 練馬区独立70周年記念事業
記念コンサート、花火フェスタ、こどもアートアドベンチャー
真夏の第九、練馬薪能、記念パレードなど
I 💛 練馬あるある 公開

都市計画道路の整備促進
「第四次事業化計画」で都内最長 18.5kmの優先整備路線

を選定

地下鉄大江戸線の延伸
国と都の計画において整備に向けて明確に位置づけ
基金残高を9億円から 36億円に積み増し

西武新宿線立体化の促進
西武新宿線立体化促進協議会を発足
沿線まちづくりを地域住民と協働で推進するための
部署を設置

空き家・「ごみ屋敷」対策の推進
空き家等対策計画を策定
区独自の空き家・「ごみ屋敷」対策に関する条例を制定
空家地域貢献事業を創設

無電柱化の推進
無電柱化基本方針を策定
既存道路モデル事業を実施

都市のグランドデザイン
区民参加で素案を策定・公表

大泉二中都市計画道路整備計画の見直し 着手
都市計画マスタープラン 改定
練馬区エネルギービジョン 策定
関越高架下施設活用 オープン
23区初 コメリと災害協定 締結

Ⅲ 安全・快適な都市の実現に向けた基盤整備 Ⅳ 練馬区の魅力を楽しめるまちづくり Ⅴ 新たな区政の創造
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〇グランドデザイン構想（将来像）
・区民の皆様と目指す将来像を共有するため、29年12月に素案公表
・以来、様々な機会を通じて幅広く区民と意見交換を実施
・４月の区長選挙において信任頂いたことを受け速やかに成案化

〇新「みどりの風吹くまちビジョン」（政策・行政運営）
・グランドデザイン構想実現に向けた道筋を明らかにするため、策定に着手
・区政改革計画と一体化した総合的な計画
・12月素案公表、３月策定（予定）

新しいビジョンの策定

３



改革ねりま第Ⅱ章 区民とともにさらに前へ

１ 子どもたちの
笑顔輝くまち

●保育所待機児童対策
●学童クラブ、ねりっこクラブなど
放課後の居場所づくり

２ 高齢者が住みなれた
地域で暮らせるまち

●元気高齢者の社会参加
●地域包括ケアシステム
●街かどケアカフェ
●はつらつシニアクラブ
●特別養護老人ホーム

３ 安心を支える
福祉と医療のまち

●生活保護世帯の自立支援
●ひとり親家庭の自立応援
●重度障害者グループホームと
福祉園の整備

●医療環境の整備・充実
●在宅療養を支えるネットワーク

４ 安全・快適、
みどりあふれるまち

●防災機能の強化
●大江戸線の延伸・西武新宿線
の立体化推進

●都市計画道路整備とみどりの
ネットワークの形成

●みどりをともに育てる
区民のムーブメント

５ いきいきと心豊かに
暮らせるまち

●都市農業の振興
●世界都市農業サミット
●地域の商店・商店街支援
●練馬ならではの都市文化
●薪能、ハーフマラソン、障害者
スポーツ大会などの多彩な展開

区民と
ともに
区政を
進める

み
ど
り
の
風
吹
く
ま
ち
へ
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「参加と協働」から「参加から協働へ」

協働推進課 設置

区長と共に練馬の未来
を語る会
（これまでに70回開催）

まちゼミねりま 初開催

ねりマルシェ 初開催

みどりの区民会議 創設

ねりまちレポーター 創設

街かどケアカフェこぶし 開設

ユニバーサルスポーツフェスタ 開催

区民参加で独立70周年記念事業
真夏の第九・記念パレードなどの開催

地域おこしプロジェクト
29年度3事業開始
・コンビニを高齢者見守り拠点化
・味（ビ）ストロ練馬
・ダイバーシティー発信基地 Ｉ ＬＤＫ

練馬つながるフェスタ 開催

よりどりみどり練馬CM放映

新たな取り組みを、区政の広範な
分野で進め、行政サービスの在り
方、区政運営の仕組み、区民との
関係を大きく変える︕

はつらつシニアクラブ 開始

区民の参加と協働により新たな施策を展開︕

参
加
と
協
働

参
加
か
ら
協
働
へ

深化
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ビジョン
（政策）

区政改革
計画

(行政運営)

27年３月
「みどりの風吹くまち

ビジョン」
27年６月、30年3月
「アクションプラン」

策定

27年6月
区政改革推進会議

設置
27年12月

練馬区の『これから』を
考える
発表

31年3月
新ビジョン
策定

（予定）

28年10月
区政改革計画

策定

公共施設等総合管理計画 （29年3月）
学校施設管理基本計画 （29年3月）
人事・人材育成改革プラン（29年12月）

着実に実行し、確かな成果

グランド
デザイン
構想
(将来像)

29年12月
グランドデザイン

（素案）
公表

30年6月
グランドデザイン

成案化
（予定） み

ど
り
の
風
吹
く
ま
ち
へ
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