
計画事業数 達　　成 概ね達成 一部達成 未 達 成

5 7 1 0

38.5% 53.8% 7.7% 0.0%

9 3 4 0

56.3% 18.8% 25.0% 0.0%

13 2 5 0

65.0% 10.0% 25.0% 0.0%

9 12 15 2

23.7% 31.6% 39.5% 5.3%

2 0 3 0

40.0% 0.0% 60.0% 0.0%

38 24 28 2

41.3% 26.1% 30.4% 2.2%

　※上段は計画事業数、下段は分野毎の計画事業数に対する割合を表しています。

＜達成割合の分類の定義＞

「達　　成」　・・・　計画目標をすべて達成したもの。

「概ね達成」　・・・　計画目標の達成割合が概ね８割以上もの。

「一部達成」　・・・　計画目標の達成割合が概ね８割未満のもの。

「未  達 成」　・・・　計画目標を達成していないもの。

２　高齢者や障害者など誰もが
　　安心して暮らせる社会を実
　　現する
　　～健康と福祉分野～

16

合　　　　計 92

３　にぎわいとやすらぎのある
　　まちを創る
　　～区民生活と産業分野～

20

４　環境と共生する快適なまち
　　を形成する
　　～環境とまちづくり分野～

38

５　未来を拓く区政経営を進め
　　る
　　～行政運営分野～

5

　　　　練馬区長期計画　後期実施計画（平成24年度～26年度）
　　　　計画事業の平成26年度末における達成状況

分　野　名

１　次代を担う子どもの健やか
　　な成長を支える
　　～子ども分野～

13

1 



2 



施策
番号 計画事業名 目標

1 111 子ども家庭支援
センターの整備

（仮称）練馬駅北口分室開設 練馬駅北分室開設 達成

2 111 子育てのひろば
の整備

区営 11か所
民設 13か所

区営  9か所
民設 13か所

概ね達成

3 112 保育所待機児
の解消

▶認可保育所定員 10,171人
▶認可外保育施設定員 1,999人

▶認可保育所定員 10,577人
▶認可外保育施設定員 2,002人

概ね達成

4 112 多様な保育
サービスの充実

▶病児・病後児保育 6か所での実
施

▶一時預かり 13か所での実施

▶延長保育 66か所での実施
▶認定こども園 6園の設置

▶病児・病後児保育 5か所での実
施および27年4月1日開設予定1
か所の施設整備
▶一時預かり事業 21か所での実
施
▶延長保育 74か所での実施
▶認定こども園 5園の設置

概ね達成

5 113 放課後子どもプ
ランの推進

▶学童クラブ事業とひろば事業と
の連携
▶学童クラブの校内移設・整備

▶学童クラブ事業とひろば事業の
連携：64校で実施
▶学童クラブの校内移設・整備：設
計2件、工事3件
▶夏休み居場所づくり事業：モデル
実施6校

概ね達成

6 123 教育相談室の
充実（大泉地区
教育相談室の
設置）

4室目の実施設計 基本設計の完了 一部達成

7 123 小中一貫教育
の推進

▶小中一貫教育校（1校目）の開
校
▶小中一貫教育の推進
▶小中一貫教育校（2校目）の検
討

▶小中一貫教育校（1校目）の開校
▶小中一貫教育の推進
▶小中一貫教育校（2校目）の検討
（結論には至らず）

概ね達成

8 123 特別支援学級
の設置

▶知的障害学級
　小学校 15校
　中学校  8校
▶情緒障害等通級指導学級
　小学校  8校
　中学校  4校

▶知的障害学級
　小学校 15校
　中学校  8校
▶情緒障害等通級指導学級
　小学校  8校
　中学校  4校

達成

9 123 （仮称）学校教
育支援センター
の整備

（仮称）学校教育支援センターの
開設

学校教育支援センターの開設 達成

10 124 小中学校校舎
等の改築の推
進

▶改築完了3校（豊玉南小、谷原
小、豊玉第二中）
▶改築中1校（開進第四中）
▶設計2校（基本設計・実施設計：
下石神井小、基本設計：大泉東
小）

▶改築完了3校（豊玉南小、谷原
小、豊玉第二中）
▶改築中1校（開進第四中）
▶基本設計2校（下石神井小、大
泉東小）

概ね達成

11 124 みどりと環境の
環境づくりの推
進

▶校庭芝生化 42校
▶屋上緑化 10校
▶みどりのカーテン等 54校

▶校庭芝生化 37校
▶屋上緑化 12校
▶みどりのカーテン等 52校

概ね達成

　 【計画事業別　達成状況一覧表】

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

子ども分野

3 



施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

12 124 区立学校・区立
幼稚園の適正
配置

▶統合新校の開校 4校
▶区立学校の適正配置の検討
▶「区立幼稚園適正配置実施計
画」の実施（2園廃園）

▶統合新校の開校 4校
▶区立学校の適正配置の検討
▶「区立幼稚園適正配置実施計
画」の実施（2園廃園）

達成

13 132 中高生の居場
所づくり

児童館における中高生対応事業
の実施 10か所

児童館における中高生対応事業
の実施 10か所

達成

14 221 病床の確保 ▶新病院（回復期リハビリ病院）
の整備 150床
▶新病院の基本構想 200床程度

▶新病院の用地選定 500床程度

▶既存病院の増築・増床 200床
程度
▶練馬区地域医療計画策定

▶新病院（回復期リハビリ病院・
150床）開院
▶新病院（療養病床100床）基本・
実施設計
▶新病院（500床）の用地検討を継
続
▶既存病院の増築・増床 90床の
増床に向けた建設準備
▶練馬区地域医療計画策定

一部達成

15 231 相談情報ひろば
事業の実施

【常設型】 6か所 【常設型】 7か所
【週1日型】 3か所

達成

16 231 地域福祉パ
ワーアップカ
レッジねりま事
業の実施

▶１～8期生入学・1～6期生卒業
 卒業生、在学生の地域活動の
促進（7割程度）
▶常設施設整備

▶１～8期生入学・1～6期生卒業
 卒業生、在学生の地域活動の促
進（7割程度）
▶常設施設整備

達成

17 232 福祉サービスを
担う人材の確
保・育成および
支援

▶練馬介護人材育成・研修セン
ターの支援
▶研修センター移転

▶(仮称)障害福祉人材育成・研修
センターの開設・運営

▶事業補助を行っている介護人材
育成・研修センターは、平成26年4
月1日から光が丘第二小学校跡
地に移転し、研修室や会議室の
整備がされた。また研修は平成
26年度中に121回（2回は障害の
人材センターと共催）開催され、
就職面接会も4回行われた。しか
し、介護サービス事業者登録率は
77.5％に止まっている。
▶練馬障害福祉人材育成・研修セ
ンターは平成25年7月から研修を
開始し、平成26年度は83回の研
修を実施した。練馬区障害福祉
サービス事業者連絡会と協力し、
障害福祉サービス事業者が連携
してサービスを提供できる環境を
整えるための地域連携事業を実
施した。

概ね達成

18 241 高齢者センター
の整備

(仮称）大泉地区高齢者センター
整備

平成25年度に基本設計・地盤調
査の実施。平成26年度に実施設
計に着手した。

一部達成

19 243 高齢者の相談・
支援体制の充
実

高齢者相談センター(地域包括
支援センター）25か所（うち介護
予防拠点機能を含む1か所）

高齢者相談センター支所3か所開
設
　第3育秀苑支所
　中村橋支所
　上石神井支所（介護予防拠点
機能を含む）

達成

20 244 特別養護老人
ホームの整備

2,062床 27施設 1，864床 一部達成

21 244 介護老人保健
施設の整備

1,476床 11施設 1,080床 一部達成

健康と福祉分野

4 



施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

22 244 短期入所
（ショートステイ）
生活介護施設
の整備

288床 32施設 332床 達成

23 244 地域密着型
サービス拠点等
の整備

▶入居型サービス 573人

▶通所型サービス 715人

▶訪問型サービスの充実（夜間対
応型訪問介護2か所含む）

▶入居型サービス
 認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム） 545人（32か所）
▶通所型サービス
 認知症対応型通所介護（認知デ
イ）206人（16か所）、小規模多機
能型居宅介護 400人（16か所） 計
606人
▶訪問型サービスの充実
 夜間対応型訪問介護2か所、定
期巡回・随時対応型訪問介護看
護 7か所 計9か所

概ね達成

24 252 居宅系サービス
の充実（ショート
ステイ事業の充
実）

▶民間事業所 23床
▶区立事業所  8床

▶民間短期入所事業所 25床整備
▶区立短期事業所 8床整備
　　しらゆり荘（4床）の開設
　　大泉つつじ荘（4床）の事業移
    行

達成

25 252 日中活動系
サービスの充実
（生活介護事業
所の誘致）

生活介護事業所1所（定員４５
名）誘致

生活介護事業所（定員45名）の誘
致・開設

達成

26 252 居住系サービス
の充実（グルー
プホーム・ケア
ホームの充実）

▶66事業所（364人）

▶区立しらゆり荘移転（8人）

▶民間グループホーム61事業所
（利用定員343人）整備
▶区立施設は、しらゆり荘（定員8
名）の移転改築、大泉つつじ荘
（定員8名）の改修を機にグループ
ホームとして整備した。

概ね達成

27 252 （仮称）こども発
達支援センター
の整備

（仮称）こども発達支援センター
の開設

こども発達支援センター開設 達成

28 252 中途障害者へ
の支援の充実

中途障害者への支援事業の実
施

高次脳機能障害等の中途障害者
を対象とした相談支援事業および
通所事業を実施

達成

29 251 地域活動支援
センターⅢ型事
業所の整備

地域活動支援センターⅢ型整備
2所（利用定員 各所10名）

地域活動支援センターⅢ型整備
2所

達成

30 311 地域コミュニティ
活性化の支援
体制の整備

▶「地域コミュニティ活性化プログ
ラム」の策定
▶各地域で体制が整いしだい実
施

▶「地域コミュニティ活性化プログ
ラム」の策定
▶モデル地域での実施

一部達成

31 311 区民との協働を
推進するための
環境整備

▶協働のパートナーである活動主
体への支援の充実に関する事業
の実施
▶人材育成事業の実施

▶(仮称)区民協働交流センターの
開設

▶協働事業提案制度の実施

▶練馬区ＮＰＯ活動支援センター
の事業を通じて人材育成事業を
実施
▶区民協働交流センターの開設

達成

区民生活と産業分野

5 



施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

32 321 アニメ産業の育
成・強化

▶アニメ関連企業の区内誘致、創
業支援施設の整備方針策定
▶国際アニメビジネスセンターの
開設
▶フランス・アヌシー市との産業交
流
▶アニメ産業に関する専門学校
等の誘致活動

▶アニメ関連企業の区内誘致およ
び起業 計2社達成
▶国際アニメビジネスセンターに関
する検討
▶アヌシー国際アニメ見本市への
練馬アニメーション出展支援
▶アニメ専門学校等の移転に関す
る情報収集

一部達成

33 321 アニメ文化の普
及による地域経
済の活性化

▶アニメ産業と教育の連携事業
の実施
▶アニメアーカイブスの整備

▶アミューズメント施設整備実現
に向けた調整
▶アニメ制作現場の見学コースや
アニメモニュメント整備実現に向
けた調整

▶新規活動実施校 5校達成

▶練馬アニメーションサイトの再構
築、運用
▶アミューズメント施設に関する調
査・検討
▶大泉学園駅北口ペデストリアン
デッキへのアニメモニュメント整備

一部達成

34 322 （仮称）産業振
興会館の整備

施設開設 施設開設(平成26年4月14日) 達成

35 325 都市農地の保
全

▶「都市農地保全推進自治体協
議会」活動の推進

▶郷土景観保全地区の保全計画
策定

▶農の風景育成地区の指定１地
区

▶「都市農地保全推進自治体協議
会」において、関係省庁に対する
関係制度見直しの要望活動およ
び都市農地保全自治体フォーラ
ムの開催による都市農業・農地の
持つ多面的機能の発信等の活動
を行った。
▶郷土景観の調査結果や保全の
取組みについては、「農の風景育
成計画」の中でまとめた。
▶農の風景育成地区の指定1地区
の申請手続開始

概ね達成

36 325 農とのふれあい
の推進

▶「(仮称)練馬ふれあい都民農
園」の候補地選定（1園）

▶農とふれあえる拠点の整備(2
拠点)

▶「(仮称)練馬ふれあい都民農園」
の候補地選定(1園)については、
他区との意見交換、調整を行っ
た。
▶農とふれあえる拠点(2拠点)整備

一部達成

37 325 都市型農業の
振興

▶地産地消推進農業施設の整備
支援 70棟
▶生産緑地保全に伴う基盤整備
支援 45か所
▶認定農業者等の認定者数 71
人
▶農業体験農園施設の整備 17
園

▶地産地消推進農業施設の整備
支援 74棟
▶生産緑地保全に伴う基盤整備
支援 51か所
▶認定農業者等の認定者数 72人
▶農業体験農園施設の整備 17園
▶練馬区農の学校開設

達成

38 331 文化芸術振興
の推進体制の
整備

▶文化芸術振興計画の策定
▶文化芸術施策連絡推進組織の
設置

▶文化芸術活動および多文化共
生の場の整備
▶文化芸術情報システムの整備

▶文化芸術振興計画を策定(平成
23年3月)
▶平成23年度に文化芸術振興連
絡協議会を設置(平成26年度1回
開催)
▶文化交流ひろばを開設(平成25
年4月)
▶練馬Enカレッジ(ねりま区民大学)
の情報収集・提供とあわせた文化
芸術情報の収集・発信環境の調
査・検討

概ね達成

6 



施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

39 331 文化芸術資産
の活用

▶文化芸術資産の受入・活用

▶文化芸術資産の活用拠点の整
備

▶文化芸術資産を活用した事業の
実施
▶石神井公園ふるさと文化館分室
を石神井松の風文化公園管理棟
内に開設。(平成26年4月)

達成

40 331 向山庭園の改
築

向山庭園の改築 向山庭園の改築・開園 達成

41 331 （仮称）ねりま区
民大学の設置

(仮称)ねりま区民大学の整備 生涯学習センター分館(旧総合教
育センター)を整備し、「練馬Enカ
レッジ」として平成27年度から開
講

達成

42 331 美術の森緑地
の整備

整備 整備・開園 達成

43 332 図書館資料受
取窓口の設置・
拡大

3施設運営 1施設(石神井公園駅受取窓口)整
備、計3施設運営

達成

44 332 こどもと本のひ
ろば（南大泉図
書館分室）の整
備

こどもと本のひろば(南大泉図書
館分室)整備

こどもと本のひろば(南大泉図書
館分室)の整備・運営

達成

45 333 区立スポーツ施
設の整備

①日本銀行石神井運動場を取
得して整備する公園内屋外ス
ポーツ施設の整備・開設
②大泉学園町希望が丘公園運
動場の整備
実施設計
③(仮称)練馬総合運動場公園内
屋外スポーツ施設の整備
都市計画変更
④総合体育館の改築
事業推進

①「石神井松の風文化公園」開設

②整備内容検討

③都市計画原案の公告・縦覧と
説明会の実施

④事業実施スケジュールの検討

一部達成

46 341 地域防犯防火
連携組織の確
立

15組織設立 17組織設立(新規7組織設立) 達成

47 342 ねりま防災カ
レッジの設立

ねりま防災カレッジの運営 ねりま防災カレッジの整備・開設
　【区民向けクラス別カリキュラ
ム】
　　・初級コース： 116名修了
　　・中級コース：  81名修了
　　・夜間コース：  31名修了
　【区民防災組織向けカリキュラ
ム】
　　・81名修了
　【小学校４～６年生の児童向け
カリキュラム】
　　・114名受講

達成

48 342 備蓄物資の充
実

備蓄量90,440人分 90,440人分の備蓄完了
（23,640人分拡充）

達成
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

49 342 災害時情報伝
達手段の充実

▶放送塔の増設
▶放送塔および戸別受信機のデ
ジタル化(一部)
▶電話自動応答装置の導入

▶新情報システム構築の調査・検
討

▶放送塔の増設
▶放送塔および戸別受信機のデジ
タル化(一部)
▶電話自動応答装置の導入(稼働)
▶新情報システム構築の調査・検
討済み

達成

50 411 特別緑地保全
地区の指定

候補地の検討 候補地２件を検討。
　①現時点では地権者の指定に
ついての同意を得られず。
　②都市計画道路に隣接している
ことから、道路の事業化にあわせ
て再検討することとした。

達成

51 411 公園等の整備 累計 635か所
新設  10か所
拡張   3か所
改修   3か所

累計 634か所
新設  10か所
拡張   3か所
改修   1か所

概ね達成

52 411 道路・河川の緑
化

田柄川緑道
Ａ地区基本設計

東京都とのスケジュール調整 未達成

53 411 みどりの街並み
づくり助成

▶生け垣化　20,102ｍ
▶屋上緑化　 2,442㎡
▶壁面緑化　   333㎡
▶緊急道路障害物除去路線助成
枠拡大のＰＲ

▶生け垣化  19,407ｍ
▶屋上緑化   1,844㎡
▶壁面緑化       13㎡
▶緊急道路障害物除去路線のPR
は、平成26年度の地域防災計画
の見直し作業により中断した。

一部達成

54 412 みどりのリサイ
クル

▶剪定枝資源化事業の区内全域
での実施

▶リサイクルヤード整備検討(1か
所)

▶剪定枝資源化事業
　・公共施設や憩いの森の樹木管
理において、剪定枝の資源化を
実施。
　・保護樹木等の落ち葉回収は、
東日本大震災による原子力発電
所の事故の影響で、新たな腐葉
土の生産を自粛し、生産された腐
葉土の配布のみを行った。
▶新たなリサイクルヤードの整備
についても震災の影響により見
送った。

一部達成

55 412 牧野記念庭園
の拡充

拡張部設計 拡張部の設計に向けて、道路拡
幅の検討を進めるための測量を
行った。

一部達成

56 421 (仮称)練馬区版
カーボン・オフ
セット制度の創
設

当初想定していたみどり関連の
カーボン・オフセットについて、国
の認証制度等を参考に検討を
行ったが、区内の樹林で直ちに制
度創設はできないことが判明し
た。このため、カーボン・オフセット
の考え方を取り入れ、区独自の
事業であるエコライフチェック事業
と連携した方法を検討し、平成26
年度エコライフチェック事業還元
植樹事業を実施した。

一部達成

環境とまちづくり分野
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

57 421 住宅・事業所の
地球温暖化対
策設備設置補
助

▶住宅 補助 3,821件
▶事業所 補助  54件

▶住宅 補助4,465件
▶事業所 補助 33件

概ね達成

58 423 街路灯の省エネ
ルギー化促進

1,500基を省エネルギー型街路
灯に切り替え

省エネルギー型街路灯への切り
替え実績　2,699基
　【内訳】
　　平成22年度　省エネルギー化
計画策定(準備期間)
　　平成23年度 730基切替
　　　　(長期計画目標 600基)
　　平成24年度 723基切替
　　　　(長期計画目標 300基)
　　平成25年度 582基切替
　　　　(長期計画目標 300基)
　　平成26年度 664基切替
　　　　(長期計画目標 300基)

達成

59 424 リサイクルセン
ターの整備

大泉地区リサイクルセンター整
備

実施設計(27年度まで) 一部達成

60 425 金属類の資源
化

回収・資源化 粗大ごみからの金属製品・廃家
電製品の分解処理により、金属
類を回収した。また、26年度に回
収拠点を２か所増設し、計13か所
において小型家電を回収した結
果、合わせて751ｔの金属類を回
収・資源化した。

達成

61 451 放射7号線沿道
地区のまちづく
り

地区計画決定４地区 ・地区施設沿道権利者を対象とし
た個別説明（23路線、約400世帯
対象)を実施
・4地区を一体でまとめた地区計
画素案を作成し、全域を対象とし
た素案説明会を実施（計4回）

一部達成

62 451 放射35号線沿
道地区のまちづ
くり

▶地区計画決定２地区
▶地下連絡通路整備(一部)

▶重点地区まちづくり計画決定
▶地下連絡通路
▶　 関係機関との調整・協議

一部達成

63 451 放射36号線沿
道地区のまちづ
くり

まちづくり構想案の策定 合意形成活動 一部達成

64 451 外環沿道地区
のまちづくり

▶＜周辺地区＞合意形成活動

▶＜沿道地区＞まちづくりの検討

▶<周辺地区>まちづくり構想(案)の
作成

一部達成

65 451 補助230号線沿
道地区のまちづ
くり

地区計画決定 5地区 地区計画決定 2地区 一部達成

66 451 土支田中央土
地区画整理事
業

 整備（完成）
 換地処分
 区画整理登記
 清算金確定

 整備（完成）
 換地処分に向け換地計画の作
成

概ね達成

67 451 組合等土地区
画整理事業

▶事業完了 16地区

▶新規地区合意形成活動

▶事業完了 15地区
▶事業中 3地区
▶新規地区合意形成活動

概ね達成

68 451 地区計画制度
の活用

地区計画の策定 42地区 地区計画の策定 31地区 一部達成
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

69 452 練馬駅周辺地
区の整備（練馬
の中心核の整
備）

①北口賑わい商店街づくり
　・地区施設の整備
　・生活幹線道路(12-210・292号
線)事業完了

②南口界隈商店街づくり
　・まちづくり計画の策定
③千川通り沿道地区まちづくり
　・まちづくり計画の策定
④北口区有地活用 施設開設

①北口賑わい商店街づくり

　・用地取得率59%、道路拡幅部
分について仮歩道としての暫定
整備まで終了
②③６商店会が協働で「練馬駅南
地区まちづくり憲章」を策定し、地
域住民が主体となったまちづくり
を進めている。
④「Coconeri」開設

概ね達成

70 452 石神井公園駅
周辺地区の整
備（地域拠点の
整備）

①駅周辺市街地まちづくり
　・地区計画決定1地区
　　(石神井公園駅南地区)

②西武池袋線連続立体交差
　・鉄道工事完了
　・関連側道整備 2路線

　・関連側道実施設計 3路線

③都市計画道路の整備
　・事業完了 2区間
　

　・整備(一部) 2区間

④石神井公園駅南口駅前広場
補助232号線Ⅱ期　事業完了

①駅周辺市街地まちづくり
　・石神井公園駅南地区地区計
画の都市計画決定
　・地区計画区域内の補助132号
線沿道用途地域変更の関係機関
協議
　・石神井公園駅南口西地区再
開発準備組合の指導・助言
②西武池袋線連続立体交差
　・鉄道高架化完了
　・関連側道 2路線（16・17号)整
備完了
　・関連側道 3路線（16・17・18号)
実施設計完了
③都市計画道路整備
　・事業完了 2区間
　　　練自歩1号線
　　　補助132号線Ⅱ期
　・整備中 2区間
　　　補助132号線Ⅲ期
　　　補助232号線Ⅰ‐1期
④補助232号線Ⅱ期(駅前広場)
事業完了

概ね達成

71 452 大泉学園駅周
辺地区の整備
（地域拠点の整
備）

①北口駅前広場の整備
　　　市街地再開発事業
　　　１地区完了
②駅周辺まちづくり
　　　まちづくり事業１地区
（北西地区）

①北口駅前広場の整備
　　　市街地再開発事業
　　　１地区完了
②北西地区の合意形成活動（個
別訪問による説明およびアンケー
トの実施）を行い、その結果をもと
にまちづくり事業を決定した。

達成
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

72 452 生活拠点の整
備

▶江古田駅
　・駅周辺まちづくり計画策定

▶中村橋駅
　・駅北口地区地区計画決定、ま
ちづくり憲章策定
　・中杉通り等ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化整備検
討
　・美術の森緑地の整備
▶上石神井駅
　・合意形成活動
　・事業計画案検討
▶武蔵関駅
　・事業計画案検討

▶上井草駅
　・事業計画案検討

▶江古田駅
　江古田北部地区地区計画都市
計画図書作成
▶中村橋駅
　・駅北口地区地区計画決定

　・美術の森緑地の整備

▶上石神井駅
　・合意形成活動
　・事業計画案の検討
▶武蔵関駅
　・まちづくり構想策定
　・まちづくり手法の検討
▶上井草駅
　・まちづくり構想策定
　・まちづくり手法の検討

概ね達成

73 453 密集住宅市街
地整備促進事
業

▶建替助成 248戸
▶道路整備 27工区
▶公園整備 19か所

▶建替助成 239戸
▶道路整備 20工区
▶公園整備 16か所

概ね達成

74 453 都市防災不燃
化促進

助成実施5件 不燃化促進区域指定路線検討 一部達成

75 453 建築物の安全
対策の推進（建
築物の耐震化）

▶住宅・建築物への耐震助成
　・耐震診断 617棟
　・実施設計 595棟
　・耐震改修 441棟
▶簡易耐震診断による啓発
　・簡易診断 2,726棟
▶緊急輸送道路沿道の耐震助成
　・耐震診断 100棟
　・実施設計  23棟
　・耐震改修  17棟

▶住宅・建築物への耐震助成
　・耐震診断 674棟
　・実施設計 611棟
　・耐震改修 483棟
▶簡易耐震診断による啓発
　・簡易診断 2,690棟
▶緊急輸送道路沿道の耐震助成
　・耐震診断 98棟
　・実施設計 26棟
　・耐震改修 23棟

概ね達成

76 454 鉄道駅バリアフ
リーの推進

▶区内21駅エレベーター整備完
了

▶さらなるバリアフリー施設の必
要性についての調査・検討およ
び鉄道事業者への働きかけ

▶区内21駅エレベーター整備完了
　(H23年度整備完了済み)
▶バリアフリーの必要性の高い3駅
（小竹向原駅、地下鉄赤塚駅、光
が丘駅）についての調査・検討
（平成24年度、25年度）や、バリア
フリー施設の改善の必要性が高
い6駅において、スムーズな乗り
換えの観点から鉄道駅からバス
停への経路の調査（平成26年度）
を実施するとともに、鉄道事業者
へ、更なるバリアフリー化につい
て働きかけを行った。

達成

77 461 大江戸線延伸
の促進

早期の鉄道事業許可取得 ・都との実務的な協議の開始
・要請活動(東京都・国交省・埼玉
県)
・延伸促進活動（練馬まつり等の
各種イベントに計3回参加）

未達成
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

78 461 西武池袋線（練
馬高野台駅～
大泉学園駅間）
連続立体交差
事業

西武池袋線連続立体交差
　・鉄道工事完了
　・関連側道整備 2路線

　・関連側道実施設計 3路線

西武池袋線連続立体交差
　・鉄道高架化完了
　・関連側道 2路線(16・17号)整備
完了
　・関連側道 3路線(16・17・18号)
実施設計完了

概ね達成

79 461 西武新宿線立
体化の推進

▶調査研究ならびに勉強会の実
施

▶促進活動組織を中心とした要
請活動・広報活動

▶鉄道立体化の早期実現に向け、
関係者間で勉強会を開催し、課
題等に対する検討を行った。
▶平成27年1月には、区民、区議
会、区が一体となり、「西武新宿
線立体化促進協議会」を結成し、
東京都への要請活動を行った。

達成

80 461 エイトライナー
整備の促進

整備促進活動
実現に向けた調査研究

環状８号線沿線の6区(大田、世
田谷、杉並、練馬、板橋、北)によ
るエイトライナー促進協議会にお
いて、実現に向けた調査研究を
実施するとともに、国や都に対し、
要望活動を行った。

達成

81 461 みどりバス（コ
ミュニティバス）
の運行

▶【コミュニティバス】
  6路線運行(既存路線再編運行
3路線)
▶【乗合タクシー】
  2路線の実証実験後の検証

▶【コミュニティバス】
  6路線運行(既存路線再編運行2
路線)
▶【乗合タクシー】
  1路線で実証実験に向けた調査
検討

一部達成

82 462 都市計画道路
の整備

事業完了 3区間
事業中 7区間

事業完了 3区間
事業中 7区間

概ね達成

83 462 東京外かく環状
道路の整備促
進

▶外環本線
　地域ＰＩ等を通じた国・東京都と
の連携

▶地上部街路に関する整備促進
への働きかけ

▶広域道路ネットワーク
　高速10号練馬線等の関係機関
への働きかけ

▶外環本線については、早期完成
に向けて国や都などと連携し情報
提供等に努めた結果、事業が着
実に進捗した。
▶地上部街路については、道路の
必要性を含め、都市計画の取扱
いを明確にした上で、早期整備を
行うよう働きかけを行った。都は、
平成26年11月、地上部街路の都
市計画の変更を決定した。
▶広域道路ネットワークについて
は、関係機関への働きかけに努
めた。

達成

84 462 生活幹線道路
の整備

事業完了 2区間
事業中 8区間

事業完了 0区間
事業中 10区間

一部達成

85 463 快適なみちづく
りの推進

▶無電柱化整備 延長5,490ｍ
▶歩行者横断部改良 286か所

▶無電柱化整備 延長2,741m
▶歩行者横断部改良 281か所

一部達成

86 463 自転車駐車場
の整備

追加整備 4,660台 追加整備 4,294台
　【内訳】
　　氷川台駅 680台
　　練馬高野台駅 80台
　　上石神井駅(南口) 150台
　　練馬駅（北口) 700台
　　石神井公園駅（高架下)
　　　　　　　　　　　　  1,744台
　　大泉学園駅（北口) 500台
　　大泉学園駅（北口再開発)
　　　　　　　　　　　　　　440台

概ね達成
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施策
番号 計画事業名 目標

事
業
番
号

練馬区長期計画（実施計画）

26年度末実績 達成状況

87 463 自転車走行環
境の整備

走行空間の整備 走行空間の整備
　・平成24年度　練馬区自転車走
行環境整備指針策定
　　モデル整備路線2区間選定
　・平成25年度　主要区道88号線
(光が丘東大通り)
　　延長約540ｍ整備
　・平成26年度　主要区道86号線
(光が丘西大通り)
　　延長約1,500ｍ整備

達成

88 511 区政資料管理
体制の整備

▶歴史的資料の収集・管理・利活
用

▶歴史的資料の収集・管理・利活
用施設の基本設計

▶歴史的資料の収集・管理・利活
用
　・平成26年度末に保存期限の満
了を迎える歴史的資料の選別・移
管を行い、平成26年度選別分の
歴史的資料目録を作成した。
　・各課に不足刊行物の提出依頼
を行い、行政刊行物目録の不足
部分を補完した。
▶新規施設の整備について検討

一部達成

89 513 「ねりま未来プ
ロジェクト」の推
進

推進構想実現に向けた調整 推進構想実現に向けた調整 一部達成

90 513 学校適正配置
に伴う跡施設活
用

▶学校跡施設
　　施設開設(4施設)
▶幼稚園跡施設
　　活用に向けた調整

▶学校跡施設
　　施設開設(4施設)
▶幼稚園跡施設
　　活用に向けた調整

達成

91 513 関越自動車道
高架下の活用

整備
開設(一部)

占用許可取得
設計

一部達成

92 515 区民事務所等
のサービスの拡
充

▶区民事務所・出張所のあり方の
見直し
▶大泉区民事務所の移転準備
▶自動交付機 21か所22台設置

▶コンビニ等での証明交付検討

▶区民事務所・出張所のあり方の
見直しの実施
▶大泉区民事務所の移転準備
▶自動交付機 21か所22台設置
(H23年度設置済み)
▶コンビニ等での証明書交付検討

達成

行政運営分野
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