
分野名 政策名 施策数
達成した
施策数

政策11　子どもと子育て家庭を地域で支える

政策12　子どもが楽しく学ぶことができ、地域
             に開かれた学校教育を進める

政策13　青少年を健やかに育成する

政策21　健康な暮らしを支える

政策22　安心して医療を受けられる環境を整え
             る

政策23　地域で福祉を支える

政策24　高齢者の生活と社会参加を支援する

政策25　障害者が自立して生活できるよう支援
             する

政策26　生活の安定を図る

政策31　まちの地域力を高める

政策32　経済活動を活発にする

政策33　文化芸術・生涯学習、スポーツ活動を
             活発にする

政策34　安全で安心な区民生活を支える態勢を
             整える

政策35　平和と人権を尊重する

政策41　みどり豊かなまちをつくる

政策42　環境への負荷を低減し、持続可能な社
             会をつくる

政策43　良好な地域環境をつくる

政策44　地域特性に合ったまちづくりを進める

政策45　災害に強く生活しやすいまちをつくる

政策46　良好な交通環境をつくる

政策47　安心して生活できる住まいづくりを進
             める

５　未来を拓く区政経営
　　を進める
　　～行政運営分野～

政策51　持続可能な区政経営を行う 6 4

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～

19

18

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～

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～

11

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～

合　　　　計

23

77

5

11

9

7
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練馬区長期計画（平成22年度～26年度）　施策の成果指標達成状況
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指標
26年度
目標

26年度
実績

達成
状況

111 地域で子育てを支える 子育てのひろば利用者数 200,000人 217,583人 ○

112 就学前の子どもの成長を支える 保育所入所希望者受入率 100% 95.5%

113 学齢期の子どもの成長を支える 学童クラブ入会希望者受入率 100% 95.9%

114
支援が必要な子どもと子育て家
庭を応援する

子ども家庭相談の対応件数 1,866件 2,742件 ○

121
地域の特色を生かした教育を推
進する

学校応援団構成員数 3,250人 3,889人 ○

122 幼稚園教育を充実する
幼稚園における幼小連携事業（行事等を
通じての園児と児童の交流、教職員間の
情報共有や意見交換等）の実施率

100% 90.7%

123
小中学校の教育内容を充実す
る

授業に対する理解の程度 100% 77.8%

124 教育環境を充実する
小中学校校舎・体育館の耐震性能を確
保した棟数の割合

100% 98.9%

125
児童・生徒の健やかな体の成長
を促す

朝食に主食とおかず等をそろえて食べた
児童・生徒の割合

10% 66.0% ○

131
青少年の自主的な活動を支援
する

企画・運営のスタッフとして青少年が参加
している子ども会事業の割合

100% 70.0%

132
家庭・学校・地域で連携して青
少年の健全育成を推進する

青少年育成地区委員会事業に参加した
青少年の延べ人数

85,000人 86,819人 ○

211 健康づくりを支援する
練馬区国民健康保険の特定健康診査の
受診者のうち、メタボリックシンドローム該
当者・予備群の人数

平成24 年度に
平成20 年度比
10％以上減少
（平成20年度
12,744人）

5,495人
（27年５月末現在）

○

212 健康づくりの条件整備を行う 食育に関心を持っている区民の割合 95% 95.7% ○

213 健康に関する危機管理を行う
練馬区の麻しん風しん混合ワクチンの接
種率

100% 95.7%

214 安全な衛生環境を確保する 収去した食品等の基準不適合率 5% 6.1%

221
地域における医療体制を確立す
る

練馬区内の一般・療養病床数 2,259床 2,006床

231 地域福祉活動との協働を進める 人材育成事業で養成した人数（年間） 200人 100人

232
保健福祉の総合支援体制を確
立する

公的な窓口に寄せられる相談件数 約300,000件 364,638件 ○

233
保健福祉サービスの利用を支
援する

成年後見制度区長申立件数 35件 59件 ○

「達成状況」欄：目標値を達成したものに○印をつけています。

政策１3　青少年を健やかに育成する

政策１１　子どもと子育て家庭を地域で支える

※１　「練馬区長期計画　後期実施計画編（平成24年度～26年度）」の策定に合わせて目標値を見直した。

健康と福祉分野

政策23　地域で福祉を支える

政策22　安心して医療を受けられる環境を整える

政策21　健康な暮らしを支える

　【練馬区長期計画(平成22年度～26年度)施策別成果指標実績値一覧】

政策・施策

子ども分野

政策１2　子どもが楽しく学ぶことができ、地域に開かれた学校教育を進める

※１
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指標
26年度
目標

26年度
実績

達成
状況

政策・施策

234
福祉のまちづくりの考え方を広
める

福祉のまちづくりの推進に関する計画の
基本方針等実現のため、区民が行政を
パートナーとして開始した活動の合計数

50件 65件 ○

241
高齢者の多様な社会参加を促
進する

高齢者センターと敬老館・敬老室の登録
者数

22,000人 21,748人

242 特定高齢者等を支援する 特定高齢者介護予防事業参加者数 960人 1,105人 ○

243
要支援・要介護高齢者を支援す
る

高齢者相談センター（本所・支所）の相談
件数

118,000件 145,293件 ○

244
高齢者の生活基盤づくりを支援
する

介護保険施設の整備率 2.3% 2.0%

245 地域で高齢者を支える ひとりぐらし高齢者等実態把握件数 26,576人 28,875人 ○

251 総合相談体制を構築する
障害者地域生活支援センターの相談件
数（相談支援事業）

22,000件 44,336件 ○

252 サービス提供体制を拡充する
障害福祉サービス利用者全体にしめる
通所系サービスの利用者の割合

60% 67.0% ○

253 障害者の就労を促進する 福祉施設等から一般就労した障害者数 113人 100人

254 障害者の社会生活を支援する
グループホームやケアホームの利用者
数

364人 343人

261
生活安定に向けた自立支援を
行う

自立支援プログラムに基づき支援をした
延べ人数

1,700人 6,885人 ○

311
地域コミュニティを活性化し、協
働を推進する

新たに協働を開始（拡充）した事業数 25事業 31事業 ○

312
地域活動を支える情報・機会・
場の提供を行なう

地域住民からなる運営組織と協働で運営
されている地区区民館の数

22館 22館 ○

321
練馬区の特徴的な産業を支援
する

アニメ関連企業の従業者数 2,500人 1,667人
（24年度実績）

322 中小企業の経営を支援する
都の倒産件数に占める練馬区の倒産件
数の割合

2.16% 2.4%

323
中小企業の勤労者と就労を支
援する

区内中小事業所の従業員数 161,830人 169,698人
（24年度実績）

○

324 消費者の自立を支援する 消費者講座等の参加者数 1,030人 837人

325
都市農地を保全し都市農業を支
援する

農業体験農園の施設整備数 17園 17園 〇

326 魅力的な商店街づくりを進める 商店街におけるイベント事業の実施数 178事業 146事業

327 まち歩き観光を推進する まちあるき観光スポットの来場者数 102万人 109万人 ○

331
区民の文化芸術・生涯学習活動
を支援する

文化芸術・生涯学習施設利用者数およ
び同事業参加者数

1,800,000人 1,752,795人

332 読書活動を支援する
区立図書館の区民１人当たりの蔵書冊
数

2.35冊 2.4冊 ○

333 スポーツ活動を支援する 週1回以上スポーツを行う成人の割合 60% 55%
（25年度実績）

政策24　高齢者の生活と社会参加を支援する

政策25　障害者が自立して生活できるよう支援する

政策26　生活の安定を図る

※２　「練馬区障害者計画・第三期障害福祉計画（平成24年度～平成26年度）」の策定に合わせて目標値を見直した。

区民生活と産業分野

政策31　まちの地域力を高める

政策32　経済活動を活発にする

※３　「練馬区長期計画　後期実施計画編（平成24年度～26年度）」の策定に合わせて目標値を見直した。

政策33　文化芸術・生涯学習、スポーツ活動を活発にする

※２

※
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指標
26年度
目標

26年度
実績

達成
状況

政策・施策

334 文化財を保存･活用・継承する
文化財、伝統文化に関する普及啓発事
業参加率

100% 114.9% ○

335
多様な文化・社会への理解を進
める

交流会等参加者数 920人 789人

341 犯罪等に対する態勢を強化する
「防犯・防火・防災」に関する区民の満足
度

60% 65.4% ○

342
自然災害に対する態勢を強化
する

防災リーダーの育成講習（区民防災組織
カリキュラム）修了者

400人 409人 ○

351 平和を尊ぶ心をはぐくむ
平和推進事業の参加者のうち平和への
意識が高まったと感じた区民の割合

80% 95% ○

352
人権の尊重と男女共同参画を
進める

区民の人権に対する意識の高さ 70%
(25年度目標）

66.7%
（25年度実績）

411
ふるさとのみどりを保全し、新た
なみどりをつくる

市民緑地（憩いの森・街かどの森）の年
間新規開設面積

3,700㎡ 1,551㎡

412
みどりを愛しはぐくむ活動を広げ
る

みどりのボランティア活動がされている公
園等の数

58か所 55か所

421
区民・事業者による身近なところ
からの地球温暖化を防止する

練馬区の温室効果ガスの年間総排出量
（CO2換算）

185万7千t 225万7千t

422 まちづくりで環境に配慮する
環境影響評価手続における区民周知の
実施度合

100% 100% ○

423
区が率先して地球温暖化防止
に取り組む

区の事務事業に伴う温室効果ガス排出
量（CO2）

平成21 年度を
基準として概ね
4％削減
　　(44,391t）

43,275t ○

424 ごみの発生を抑制する 区民一人1日当たりのごみの排出量 517g 508g ○

425 リサイクルを進める 集団回収登録団体数 490団体 557団体 ○

426 ごみの適正処理を進める
可燃ごみの中に可燃ごみ以外のものが
混入している割合

20% 22.5%

431
公害問題の解決を図り、地域環
境の保全・改善を推進する

二酸化窒素および浮遊粒子状物質が環
境基準に適合している測定か所数

13か所 13か所 ○

432 まちの美化を進める
美化活動団体（環境美化推進地区およ
び環境美化活動団体）の登録世帯数

160,000世帯 119,030世帯

441
区民・事業者とともにまちづくり
を進める

練馬区まちづくり条例における開発調整
の手続が順調に進められた件数の割合

100% 97%

442 土地利用を計画的に誘導する
地区計画等により用途地域等を変更した
地区（累計）

７か所 5か所

443
調和のとれた都市景観を形成す
る

景観まちづくりを進めている地区数 拡大 2か所 ○

451 良好な市街地を形成する まちづくり計画を策定した地区 57地区 45地区

452 まちの拠点機能を向上させる
計画的なまちづくりを進めている駅周辺
地区数

15地区 13地区

環境とまちづくり分野

政策35　平和と人権を尊重する

政策45　災害に強く生活しやすいまちをつくる

政策41　みどり豊かなまちをつくる

政策42　環境への負荷を低減し、持続可能な社会をつくる

※４　「練馬区第3次一般廃棄物処理基本計画」の策定に合わせて目標値を見直した。

政策43　良好な地域環境をつくる

政策44　地域特性に合ったまちづくりを進める

政策34　安全で安心な区民生活を支える態勢を整える

※４
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指標
26年度
目標

26年度
実績

達成
状況

政策・施策

453 災害に強いまちをつくる
密集住宅市街地整備促進事業による道
路・公園等の整備面積（累計）

増加 39,114㎡ ○

454
だれもが利用しやすいまちをつく
る

協議物件のアプローチ（道から利用室ま
での経路）の整備率

80% 76%

461 公共交通を充実する
みどりバス（コミュニティバス）の乗車人数
（1 便当たり平均）

24人 20人

462
道路交通ネットワークを整備す
る

区内の都市計画道路の完成率（累計） 55% 50%

463 快適な道路環境を整備する 区道歩道延長距離（累計） 128.6km 123.9km

471
公共賃貸住宅を適切に管理・運
用する

定期使用（５年～10年）住戸数 42戸 35戸

472 良質な住まいづくりを支援する
分譲マンション管理運営無料相談と未来
塾（マンションセミナー）参加人数

160人 104人

473
高齢者等が安心して暮らせる住
まいづくりを支援する

高齢者のための設備がある住宅の割合 50.0% 44.1%

511
参加と連携による開かれた行政
を進める

区政情報の入手しやすさ、意見の言いや
すさに満足している区民の割合

60% 65.4% ○

512 健全な財政運営を行う 経常収支比率 80%以内 86.1%

513
区民本位の効率的で質の高い
区政経営を行う

区民意識意向調査における全施策に対
する区民の満足度

60%以上 58.4%

514 区民負担の公平性を確保する 特別区民税の現年課税分収納率 97% 97.9% ○

515
基礎的な住民サービスを効率的
に提供する

区民事務所・出張所窓口サービス改善ア
ンケートによる満足度

82% 88.5% ○

516 医療保険等制度運営を行う
国民健康保険料の収納率（現年分・滞納
繰越分合計収納率）

74.0% 79.1% ○

政策46　良好な交通環境をつくる

政策47　安心して生活できる住まいづくりを進める

政策51　持続可能な区政経営を行う

行政運営分野

※5　「練馬区長期計画　後期実施計画編（平成24年度～26年度）」の策定に合わせて目標値を見直した。

※５
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