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第 10 回 練馬区基本構想審議会 

 議事概要（確定版） 

 

日時：平成 21 年２月 17 日（火）午後６時 30 分～８時 45 分 

場所：練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

 

 

<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．人口推計結果（速報）について 

  ３．答申の構成について 

  ４．地域コミュニティを育む方策について 

  ５．「ねりま未来プロジェクト」について 

  （１）「豊かなみどりを育み、活かす」 

  （２）「まちの魅力を引き出し、活力を高める」 

  （３）「自ら学び、考え、行動できる心豊かな人を育む」 

  ６．基本政策について 

  ７．閉会 

 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、秋山哲男、浅野祐介、上野定雄、大杉覚、大屋幸恵、高橋徳行、沼田美穂、

林真未、三澤ちづ子、村松昭、本山裕一、山口不二夫、若井治子（以上 14 名） 

 

<<欠席者（五十音順）>> 

  伊藤勝、岩崎久美子（以上２名） 

 

<<傍聴者数>> 

 ５名 
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１．開会 

■会長 

・ただいまから第 10 回練馬区基本構想審議会を開催する。事務局より委員の出席状況等に

ついてご報告をお願いしたい。 

■事務局 

・委員 14 名が出席しており、会議が成立していることを報告する。なお、本日の傍聴者は

５名である。 

・本日は、健康福祉事業本部経営課長、環境まちづくり事業本部経営課長、教育委員会学

校教育部庶務課長が出席している。 

■会長 

・1 月 31 日に開催された第９回審議会の議事概要（速報版）が机上配付されている。本日

配付されたばかりであるので、次回確定することとしたい。 

 

２．人口推計結果（速報）について 

■事務局 

－資料１～３について説明 

■委員 

・推計モデルとして変化率を利用するのは、変化が少ないという前提が成立する場合であ

る。実際には変化率だけではなく、練馬区としての人口の許容量を想定し、それをコン

トロールポイントとして調整するようなことも必要である。 

・交通計画の中でも予測を行うが、様々な検討を行っても予測が実態からはずれてしまう。

多様な予測手法がある中で一つの方法だけで行う場合には予測結果がはずれる可能性が

高いので、注意した方が良いのではないか。 

・自分たちの都市は老化の過程にあるのか、成長の過程にあるのかでどの予測手法を選択

するかが異なる。そのあたりの都市の読み込みをする必要がある。つまり、これから、

練馬区は土地利用の高度化が進まず人口が増加しないと考えるのか、空き地が多くそれ

らが宅地化していくことで人口が増加していく余地があるのかという点を見極めなけれ

ばならない。 

・ただし、結果論からみれば、推計結果が大きくずれているわけではないので、そこまで

気にする必要はない。 

■会長 

・機会があれば、いろんな予測手法を試すことも意味があるが、むしろどういう考え方で

この推計を行ったかを整理しておくことが重要である。 

■委員 

・自然増と社会増をどのように予測するかが難しい。自然増は出生率を予測すれば良く、

それほど大きくはずれないが、社会増については社会的変化や商業や工業の動向につい

て読み込んだ上で予測する必要がある。今回の推計ではこの点が抜けおちているのでは

ないかと感じた。 
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■会長 

・資料３をみると、若い世代の納税額は高齢者より少ない。このあたりをどのように捉え

るかも重要である。 

■委員 

・課税額と人口の増加についての相関関係を分析し、関係があれば課税額を人口推計の説

明変数とすることもある。どういう仮説を立てるかが重要である。 

■会長 

・推計結果の妥当性はいろいろと議論があるが、これらの資料は、データとして持ってお

くことにも意義があると思う。 

 

３．答申の構成について 

■会長 

・まずは全体像を見るという観点で、答申の構成について説明していただきたい。 

■事務局 

・資料４について説明 

■会長 

・審議会懇談会のご意見や第 9 回審議会の意見を踏まえて再構成していただいた。 

・今後議論していく中で、構成そのものを変えることもあるが、おおよそこのような枠組

みで良いかということをご議論いただきたい。 

■委員 

・前回と比べてまとまっていて分かりやすいと感じた。 

・「10 年後にめざす姿」はキャッチコピーで終わらせるのか。また、中間のまとめでは地

域コミュニティをめざすべき姿としているが、その内容はどこに盛り込んでいく予定な

のか。目標として「地域コミュニティ」を掲げるのか、あるいは手段として取り上げる

のか、その取り扱いについてお聞きしたい。 

・また、「ねりま未来プロジェクト」は分野横断的な捉え方をするものであったと思うが、

審議会懇談会では、農業やアニメなどの細かい分野の議論が進んでいたように感じる。

分野横断的の具体的なイメージについて伺いたい。 

■事務局 

・地域コミュニティについては、「区政経営の基本姿勢」の中で位置づけていくとともに、

「基本構想を実現するために」の中で、どのような方向でコミュニティを育んでいくの

かを盛り込みたい。 

・地域コミュニティを目標とするのか手段とするのかということについて議論があったが、

ここでは手段として取り上げてはどうかとの考えで整理した。 

・また、分野横断的という考え方についてであるが、「ねりま未来プロジェクト」の内容

は分野横断的という観点とともに練馬区として重視すべき論点であると感じている。農

業やアニメについて話が出ているが、これらは既存の行政分野をまたがった取り組みを

しており、その点が明らかになるようにしていきたい。 
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・また、10 年後のめざす姿の書きぶりについてであるが、事務局としてはあまり重くなら

ないようにしたいと考えている。 終的には一つのキャッチコピーになることも想定さ

れる。 

・将来像のとりまとめ方については、案やキーワードを審議会でお示しいただき、 終的

には区民の方からご意見をいただき区として決定できればと考えている。 

■会長 

・ご質問の趣旨は「10 年後にめざす姿」の表現が、今のフレーズだけなのか、もう少し細

かい説明を付け加えるのかという内容であったと思う。今の三つの内容を一つにまとめ

ることも含めていずれの考え方もあり得ると思うが、他の部分とも密接に関係するため、

全体との調整は必要であると思う。 

・区役所の縦割りの政策・組織の体系があり、それを前提として考えたときに、「ねりま

未来プロジェクト」には、そうした政策・組織の体系におさまらず、かつ区民の関心が

高い内容が位置づけられているのだと思う。第３章の基本政策には位置づけがたい、よ

り区民の関心が高いプロジェクトであるとお考えいただきたい。 

■委員 

・「10 年後にめざす姿」の三つを図にして理解しようとしたが、理解不能に陥った。 

・ 後が全て「まち」となっているが、空間として解釈するのだろうか。 

・また、（１）が環境と人、（２）が情報とアメニティ、（３）が時間軸の歴史的な位相

と理解してみたものの、どういう政策がどのように展開されていくかが分かりにくい。 

■事務局 

・そもそも思考の展開としては、「ねりま未来プロジェクト」が達成された姿として想起

している。 

・まちという用語は練馬区ということで使っている。１点目はハードも含めた外的なまち、

２点目はまちで行われる活動、３点目は人という整理をしている。 

・その上でそれぞれの視点で特徴的な内容をプロジェクトとして整理した構成となってい

る。 

■委員 

・図化できないということは説明できないということである。 

・コンセプトがはっきりすれば図化できるはずだと思っており、図化できないということ

は何らかの思考の誤りや混乱があるのではないか。もし、われわれの間で内容を共有で

きなければ区民も理解できないのではないかと感じる。 

■委員 

・特に「（３）世代から世代へと継承・発展しながら未来へつながるまち」が分かりにく

い。世代から世代へ継承していくのは人だけではなく、ねりま未来プロジェクトとも対

応していない。 

・また、一方で「10 年後にめざす姿」として、ねりま未来プロジェクトと連動した内容が

あって良いのか、という点も疑問である。「10 年後にめざす姿」がなにか一つあり、そ

の実現の手段として「ねりま未来プロジェクト」があり「基本政策」があるのではない
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か。 

・また、「ねりま未来プロジェクト」の位置づけであるが、区民の関心に基づいたこれか

らのリーディングプロジェクトであり行政組織をまたがるというところがユニークであ

ると思うが、実際にそれを推進するための組織の構築が可能であるのかと感じている。 

・例えば、ねりま未来プロジェクトごとに、区民も参画する実行組織を構築するような仕

組みが担保できるのか。 

■事務局 

・次世代育成支援行動計画推進委員会など、テーマごとに関係する部署が集まる組織はす

でに存在している。一方でご指摘のイメージがこういう調整組織ではなく実施部隊であ

る場合、そういう組織を新たに設けることまでは想定していない。 

■委員 

・「10 年後にめざす姿」を三つに分ける必要はあるのか。ある一つの将来像を実現するた

めに区政運営という姿勢があり、具体化するための取り組みが第２章や第３章になるの

ではないのか。 

■事務局 

・「10 年後にめざす姿」は一つに収斂するのがオーソドックスなパターンではあると思う。

そのもとに三つ程度に具体論を書き分けるということはあり得るのではないか。 

・ただし、この三つの中から一つを選ぶということは難しい。 

・また、事務局から一つに絞り込んだ内容を提案できる状態になく、要素として三つがあ

ると理解している。 

■委員 

・「10 年後にめざす姿」は 10 年後をめざす姿勢であるように感じる。１点目は一言で言

えば「命を愛すること」、２点目は「知識と活動」、３点目は「つながり」である。 

・つまり、命を愛して知識を持って活動し、そのために人と人とのつながりが重要である、

ということが、プロジェクトの姿勢であると読むことができる。 

■委員 

・図を作ったがこういう理解で良いのか。すなわち真ん中にすべての要素を組み込み、右

側に環境やまちづくり、左側にソフトの要素を盛り込み、真ん中の下から上に向かって

過去から未来への軸を通している。 

■会長 

・もともとは三つの要素は何であったか。 

■事務局 

・基本理念として示していたのは、「支えあい」、「安全安心」、「次世代への継承」で

あった。しかし、これらは重複するため中間のまとめの段階で再整理された。将来像は

提示していない。 

■会長 

・今回 10 年後の姿を示せるのか、示すという意思表示をするのかという判断が必要であり、

その点は曖昧なままであった。 
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・そうしたものを示すかどうかについてさかのぼって検討する必要があるだろうか。 

・私は（１）は空間的な要素、（２）は活動的な要素、（３）は時間軸の要素であり、そ

れを合わせることで一つの都市像になると感じた。 

■委員 

・空間的な要素と活力の要素と時間軸の要素の三つが合わさったその先に何が見えるかが

分からない。 

・クリティバでは、「人を大事にする都市」と言い切っているが、この三つの軸ではそう

いった言い抜けができない。 

・説得力のある言葉があれば、先に進んでいけるのではないか。 

■会長 

・将来像の設定の仕方はさまざまであり、リーダーが一つのキーワードを出している例も

ある。 

■委員 

・ここで私の描いた図について再度説明したい。 

・真ん中の円盤に全ての要素を盛り込んでいる。右側にハード的なまちづくりの要素、左

側には活力とか魅力などの要素を整理している。過去から未来に突き抜けている図であ

る。 

・そのとき、未来、世代、歴史などと書いた部分は練馬区の根幹となる政策を一つでも二

つでも書いておく部分である。 

■会長 

・それがないと、三つの要素を形に表すことができない。また、これから大きく変化する

中で 10 年後を言い当てて良いのかというためらいもある。 

・委員の指摘事項が重要であることを念頭に置いて、先に進めさせていただきたい。 

■委員 

・われわれは 10 年後の世界を言い当てなくても良い。10 年先までどういう基本姿勢であ

るのかという考え方を示すだけで十分であり、その方が有効性が高いと思う。 

■委員 

・基本的な考え方という点でみれば、（１）が人と自然を大事にする、（２）が内外の人

のつながりを大事にする、（３）が時間的なつながりを大事にするということである。

そのため、一言でまとめてしまえば、「人と自然を大切にし、世界と未来をつなぐまち」

ではないか。世界は全世界ということもあるし身近な世界もある。これが基本姿勢にな

っているのではないかと思う。 

■会長 

・構成の話に戻したいが、第１章で像を結ぶかどうかは別として、方向性を示していく、

第２章でねりま未来プロジェクト、第３章として具体的な政策という構成についてはご

了解いただけるだろうか。 

・今の内容では「10 年後にめざす姿」が像を結ばないという点については別途検討させて

いただきたい。 
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４．地域コミュニティを育む方策について 

■事務局 

・第２回懇談会資料１について説明 

■会長 

・地域コミュニティについてぜひご意見をいただきたい。 

■委員 

・区民から寄せられた意見の中に、出張所を活用するという視点が抜けているのではない

かという指摘があった。ハードとして出張所を活用するのは有効ではないか。 

・いま挙げられている既存組織は、メンバーになることで機能している面があるが、メン

バーになる、ならないに関係なく、地域コミュニティを切り盛りしている人が有給で地

域全体にサービスを提供していくという視点も必要ではないか。 

・前回コーディネーターが重要であると強く主張したが、区役所内、区と区民、区と様々

な企業とのコーディネーターなど、様々なつながりがあるという考え方があっても良い。 

■委員 

・ねりま未来プロジェクトの３本柱と地域コミュニティがどのように関わり合っているの

かが分からない。 

・コミュニティはコミュニティとしてつながりがあり、インフラのように区の力になると

思うが、基本構想の中に地域コミュニティという力が三つの柱にどのように関わり合っ

ていき、それぞれの項目の実現性が高まるのかについて、もう少しイメージができるよ

うにすると、未来の姿とプロジェクトの関わり方がイメージできるのではないだろうか。 

■会長 

・個々のテーマによって関わり方も違ってくるので、そちらで示していくことにもなると

思う。 

■委員 

・この図柄は基本構想のどこと関連して作ってあるのか。 

■事務局 

・地域コミュニティについては、第１章の「２」の（１）、（２）の両方に関連すると考

えており、地域コミュニティを重視した区政経営を行うということを謳う。 

・また、第４章の「２．」ないし「３．」に、具体的な方向性を提示していきたい。 

・地域コミュニティを育むことは共通認識であるが、それについてどうやって実現するの

かという区民の意見もいただいている。その内容を細かくこの審議会で固めることは難

しく、庁内での検討も必要であるため、大きな方向性について基本構想で示し、それを

受けて引き続き検討するという体制にしたい。 

■委員 

・過去に町内会に代わる新しい住民会議を行うという取り組みが、横浜市や目黒区で取り

組まれた。しかしこうした住区住民会議は町内会に取って代われていない。 

・過去の町内会をどのように総括し、今後の新しい地域コミュニティについてどのように

考えていくかによって、ある団体を伸ばしある団体を壊すということも必要になってく
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るだろう。今回はこうした点にまでは踏み込まないのか。 

■事務局 

・コミュニティが重要であるという認識がある一方、歴史のある町会・自治会だけではな

く、小学校区を中心とした組織や会議体ができている。さらに、出張所単位で想定して

いるような組織もある。 

・それぞれ活動はしているが、その人たちの横のつながりがないという問題点が明らかに

なった。その上で、行政としてどのような施策を行うかを考えている。 

・住区協議会などを作っていくという発想はなく、今あるものをどうつないでいくかを整

理している。 

■委員 

・現段階のものをつなげることでどんな意味があるのかを考えないといけない。もっと本

質的に必要なことをやるべきではないか。災害が起きた時など本当に困った際に助け合

う輪ができているような仕組み作りであれば良いが、ただつなげるだけであれば意味が

ない。 

・いまの内容はつなげることが目的となってしまっており、地域の人が生き生きと幸せに

暮らせるという究極の目標をめざす根本的な内容ではない。例えれば絆創膏を貼るよう

な議論である。木を見て森を見ずというような気がする。 

■委員 

・事務局では地域コミュニティを第１章２や第４章でとらえているようであるが、私は「ね

りま未来プロジェクト」の「３．」の中に埋め込んで考えていた。 

・テーマに沿って活動している地域活動などを合わせてコーディネートすることで、地理

的な顔と顔の見える近所づきあいだけではなく、総合的な地域コミュニティにつながっ

ていくのではないかと理解をしていたが、そうではないのか。 

■事務局 

・地域コミュニティは「ねりま未来プロジェクト」のいずれにも関与してくると理解して

いる。中間のまとめでもそのように整理されている。 

・当然、地域コミュニティを固有の業務として実施している部署もあり、基本政策の中で

も位置づけられている。 

■委員 

・コミュニティの議論を進めていくときに、地域や身近な場所における地域コミュニティ

の重要性の議論をしながらここまできたが、その上で区の支援として見える形に落とし

込むとこういった批判につながる。そうすると、どうしてコミュニティを重視するのか

という根本的な議論にもなるのではないか。 

・各層の中で各組織が必要かどうかや、同じような人が様々な団体に所属していたりする

現状を整理できてない現状がある。これらの問題をどのように整理しながら、皆さんが

議論した安心して暮らせる地域を作るためのコミュニティを組み立てていくのかについ

て議論しないと、行政によるコミュニティへの取組みを検討する方向性を見出すことは

できないのではないか。 
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■委員 

・委員がイメージしているものと事務局の説明にずれがあるのではないか。 

・コーディネートは取捨選択することも含めてイメージしているのではないか。小学校区

で顔と顔が見える関係をつくるということが、もっとも重要なことであると感じている。

既存の組織をつなげるだけのコーディネートという意味では説明してはいないのではな

いか。 

・中間のまとめでは「地域コミュニティ」という内容を中心に据えていたが、新しい構成

案では「10 年後にめざす姿」として全く替わってしまった。コミュニティということが

難しいのであれば、人と知り合うとかつながるということに収斂して 10 年後にめざす将

来像を打ち出し、つながり合う中で、様々な施策が展開されている整理としてはどうか。 

■委員 

・人と人をつなぐということであれば、お祭りは非常に有効な取り組みである。 

・今のコミュニティづくりの中には遊びの要素がなく、お祭りのような自由な雰囲気の中

でコミュニティを構築できると良いが、練馬区のような大都市でどう実現するかは検討

が必要であろう。 

■委員 

・ネットワークづくりが新しいコミュニティの形成にはつながらず、新しいものを作り上

げていかなければいけない。 

・区民懇談会の健康福祉分科会ではコミュニティの議論は出たが、人と人との関わりを積

み上げていくことでコミュニティができあがってくるという意見であった。 

■副会長 

・地域コミュニティが重要であるということを問い直してはいけないのか、と感じていた。 

・コミュニティが大事、人と人をつなぐことが大事となっているが、その理由は明確に説

明されず、大事なのは当たり前と感じているだけである。 

・既存のコミュニティ組織は行政の命令系統の末端組織としての協力体制としての見方も

あり得る。 

・一方で個人の視点でみると、人間が成長していくためには、人との関わりが必要であり、

地域との関わりが必要となってくる。 

・後者の目的のため、区民にとって満足のいく生活を実現させるために、コミュニティが

必要であるという前提に立たず、行政の末端組織としてうまく機能させるために作り上

げていくと理解されるのは問題である。 

・練馬区に住んで 20 年になるが、依然としてニューカマーという気がする。従来からの居

住者は土地に対する愛着を媒介にした結びつきが非常に強い。ニューカマーであっても、

練馬という空間にいかに愛着を持てるのかということが重要ではないか。 

■委員 

・委員のご指摘通りであるが、既存のコミュニティをつなげるとするとまた大変そうだと

感じた。何のためにつなげるのかが分からない。 

・PTA の会長や副会長をあわせて５年担当し、中学校の PTA 連合協議会の理事なども経
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験している。PTA に入った際、PTA は不要であると感じて内部から変革させようとの思

いから副会長を引き受けた。しかしながら、子どもの安全安心の面で地域が危なくなっ

たので、この組織を使って子どもの安全を守ろうとした。次は防災という観点から地域

のまとまりが必要であると感じ、避難拠点や町会の活動を行うようになった。 

・私のような入り方をした人にとっては、地域の安全確保や災害時にはコミュニティがな

いと耐えられないのではないかと感じる。 

■委員 

・私は今回提示された資料は良いものであると感じている。 

・光が丘は様々なところから人が集まっており、顔の見えるつながりを作ろうと努力して

きた。地域のお祭りを通じてつながったり、様々な団体に所属する中で地域の方々と顔

見知りになれたと感じている。 

・しかし、新しい組織ができつつあるがそれらをどのように動かしていくかがはっきりし

ていないと聞いている。多すぎるのであれば整理する必要もあると思うが、これらの組

織がうまく機能するような方向に持って行くのが良いのではないか。 

■委員 

・先ほどの発言をまとめると、防災と防犯に集約しても、それによってコミュニティがで

きれば、他の活動も緑化や福祉などにもつながっていく。他の優先順位があるかもしれ

ないが、全部をやらなくてもいくつかの分野で注力すればコミュニティを形成するきっ

かけになるのではないか。 

■会長 

・もう少し、はっきり目的を持って方向性を出していかないと動くコミュニティは作れな

いという一方で、現にたくさんある組織をどうしていくかも重要な課題である。 

・基本構想の中でどの程度まで盛り込むかということについても検討が必要である。 

・前の基本構想で地域自治センターという構想があったが何もできなかったことがあるの

でそれと同じ轍を踏まないようにしたい。とはいえ、あまり具体的な内容を限られたメ

ンバーで作っても意味がなく、検討を行うということは 低限盛り込むことが良いと考

えているが、その指針となる考え方について再度整理したい。 

 

５．「ねりま未来プロジェクト」について 

（１）「豊かなみどりを育み、活かす」 

（２）「まちの魅力を引き出し、活力を高める」 

（３）「自ら学び、考え、行動できる心豊かな人を育む」 

■会長 

・（３）について焦点が絞り込めていないということであるので、できればこの点を中心

にご意見をいただきたい。 

・誤解しないでいただきたいのは、今示している内容がそのまま基本構想に掲載されるわ

けではなく、ここからどのような課題を抽出し、方向性を位置づけていくのか、という

ことを議論する。 
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■委員 

・コミュニティを育む方策とねりま未来プロジェクトがある意味でつながっている。 

・世代別やテーマ別に本当に困窮している問題と、これから新しく創造していかなければ

ならないテーマがあるとするならば、それらのテーマに対して人材を育成するという観

点から絞り込めば良いのではないか。 

・全分野に渡って人材育成を実施するのは困難であり、五つ程度実施すれば、次に育成が

必要となった場合にその時の経験を生かすことができる。 

■会長 

・五つというのは具体的にどのレベルの内容を想定しているか。 

■委員 

・例えば災害について、地震発生後、瓦礫の下に埋まっている人をどう助け出すか、広域

医療をどのように実施するのか、といった具体的なテーマを想定している。 

・災害後１週間以内でどのように近隣の病院への搬送を行うかを検討し、そのために必要

な人材を育成するといったことが重要である。 

■委員 

・委員の意見提出ということで、参考資料として人材育成を視点として書いていたつもり

が、多岐にわたってしまった。 

・認知症サポーター、キャラバンメイトと認知症予防推進員とあるが、これをなぜ分けて

実施しているのかがよく分からない。病気と予防は表裏一体である。歯を磨かなければ

虫歯になるのと同じである。 

・委員のご指摘通り、多角的な人材育成が必要だと思っているし、その人材を育成するこ

とで、先ほど委員が指摘した「絆創膏」もはがれない絆創膏にすることができると思っ

ている。 

・ある分野が苦手だからやらないという若者が多い。しかし、一度やらせてみることで再

発見につながるようなこともあると思う。 

■健康福祉事業本部経営課長 

・認知症の部分であるが、両者で役割が異なっている。 

・認知症サポーター、キャラバンメイトは人材育成を目的としており、ある程度研修を受

けると広く地域の中で福祉ボランティアとして活動できるということを念頭に置いてい

る。 

■委員 

・違う役割があるから分けているのは理解しているが、そうすると私は専門外だから避け

てしまうということまで起きてしまう。 

・わかもののスタート支援事業と就労支援事業も内容は違うのだと思うが、一区民から見

ると同じで良いのではないかと思える事業である。 

・もう少し大局的な視点で見ることができる人をつくらなければ、コミュニティの育成に

はつながっていかないと思う。 

・人はすぐには変わらず、10 年より先を見据えれば、多角的な人材育成が必要ではないか
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と思う。 

■会長 

・個々の事業は既存の政策体系の中で位置づけられ、評価されている。 

・それはそれで良いと思うが、関連しているものをどう抽出して整理してこのプロジェク

トに位置づけていくかということが重要であり、その点を検討していただきたい。 

■委員 

・現在環境啓発活動を行っているが、みどりのことをやろうとすると公園緑地課と別途調

整が必要となる。 

・横断的な組織を作る予定はないという話であったが、「ねりま未来プロジェクト」では、

区民の視点で何かを学べたり活動できるような仕組み作りを考えるような事業を盛り込

んだ方が良いのではないか。 

■会長 

・予定がないというのは、否定したのではなく全く白紙であると理解して良いと思う。 

・この点とこの点が関係しているという場合には、関係課の人が出てきて一緒に協議する

ようなイニシアティブを区民がとることができる仕組みを基本構想で担保していく考え

方もありうる。 

■委員 

・自ら学び、考え、行動できる心豊かな人を育むというのは、「ねりま未来プロジェクト

カレッジ」などという内容としてはどうか。 

■事務局 

・第３回審議会懇談会資料２－１の（18）の地域福祉パワーアップカレッジねりまは、そ

のイメージに近いと思うが、地域福祉をテーマとしている。 

・他の自治体では、「地域大学」のような形で様々な講座を展開している事例もある。 

・一つの組織になっていなくても、情報が取り出しやすくアクセスしやすいという仕組み

ができれば良いのではないかと感じている。 

・組織を作るとなると、それをランニングする労力も必要となる。それぞれが興味ある部

分は様々であるので分化していても良いのではないかと感じている。 

■委員 

・ねりま防災カレッジの立ち上げには関与していたので、パワーアップカレッジは知って

いたがその他は知らなかった。 

・バーチャルなものでも良いので、これだけのものがあるということを提示し、利用を促

すことで認知度も上がっていくのではないかと思う。 

■委員 

・保育や子育てということは非常に大きな問題である。アフタースクールの問題や介護は

地域支援が非常に重要であり、どのように扱っていくのかの検討が必要である。 

・また環境や災害といった大きなくくり方もあるだろう。 

・子育て中の母親は自宅から出られないという人もいるし、保育園に預けようとしても働

けないと預けられないという様々な問題を抱えている。このあたりを地域で支援する人
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たちが、地域ごとにたくさんいるはずであり、そういう人を支援するプログラムをどの

ように行っていくのかが非常に重要であるが、まだ手が着いていないように思う。 

■副会長 

・キャッチコピーが武蔵大学の教育理念と非常にかぶっている。 

・自分の地域で何が問題であるのかを発掘して問題を解決するための人材を育むなど、自

治的な視点に変えてはどうかと思う。 

■委員 

・育まなくても、いま既にいる人を盛り上げる考え方もある。 

・無償で地域のために活動している人もいるが、その活動を有償化していくことで、メン

バーシップに関係なく人々が幸せになるような仕組みづくりを実現するようなイメージ

を持っている。どこかに行けば様々なサービスが分かるしくみについては、区民懇談会

の健康福祉分科会でも主張していた内容でもあり賛成である。さらに分科会では、喫茶

店のようなものや各作業所の商品を売る機能まで想定していた。 

・何のためにコミュニティを育てるかが 10 年後の姿の骨格になる。前提として人が幸せに

なるためといった内容を提示し、そのための方策としてつながることを打ち出し、その

つながるための仕組みとして「基本姿勢」を打ち出し、つながり幸せになるための「ね

りま未来プロジェクト」として位置づけてはどうか。その上で、「基本政策」の内容は、

三つの「ねりま未来プロジェクト」の柱の下に整理する方が、全体の体系として分かり

やすいのではないか。 

■事務局 

・委員のご指摘は、中間のまとめで別表１として提示した整理の仕方のイメージか。 

■委員 

・中間のまとめで「横軸」・「縦軸」と称していた内容をねりま未来プロジェクトと基本

政策に分けたのだと思う。初めて読むことを考えると、この横軸・縦軸の関係が分かり

にくいのではないか。 

■事務局 

・横軸と縦軸の議論は、行政の縦割りを何とかしたいということもあった。ご指摘のよう

な整理をしてしまうとまた縦割りの印象を与えてしまうのではないか。 

■委員 

・基本政策を文章にしていることで目標に並列感が出ているように感じた。 

■会長 

・その点は整理させていただきたい。 

■委員 

・前回の審議会であったと思うが、一番 初にめざすべき将来像がくるべきという意見が

あり、それを踏まえて組み替えた内容であると理解している。 

■委員 

・ねりま未来プロジェクトの「３．自ら学び、考え、行動できる心豊かな人を育む」の資

料での既存事業のリストアップは非常にすばらしいものである。これにより過不足が分
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かるため、その上でどうしていくかが重要である。 

・「まちの魅力を引き出し、活力を高める」のアニメに関する資料であるが、決定的に重

要であるのは消えつつあるアニメ資料であり、その資料をどのように残すのかである。

その時、資料の中で（仮称）ふるさと文化館アニメコーナーとあるが、コーナーではい

けない。 

・アジアや世界の留学生は日本にアニメを学ぼうとしてやってくる。その際に、アニメ資

料は重要であり、コーナーではいけない。 

 

６．基本政策について 

 （次回以降の審議会で検討） 

 

７．閉会 

■会長 

・次回中身について議論していきたい。 

・委員の皆さんで、基本構想にそのまま載せるかどうかは別にして、こういう要素を盛り

込んで欲しいという意見も含めて、ペーパーとして提出していただければと思う。 

■事務局 

・様式は問わないが、箇条書きでご指摘いただいた方が、事務局の整理の面からはありが

たい。 

・ご意見については今月中くらいにご意見をお寄せいただきたい。 

・次回は 3 月 14 日(土）で、同じ会議室で開催する。 

 

（以上） 


