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第 13 回 練馬区基本構想審議会 

議事概要（確定版） 

 

日時：平成 21 年４月４日（土）午前 10 時～午後０時 30 分 
午後 1 時 15 分～３時 00 分 

場所：練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

 

 

<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．答申素案について 
  ３．その他 
  ４．閉会 
 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、浅野祐介、岩崎久美子、大杉覚、大屋幸恵、高橋徳行、沼田美穂、 

三澤ちづ子、村松昭、本山裕一、山口不二夫、若井治子（以上 12 名） 

 

<<欠席者（五十音順）>> 

  秋山哲男、伊藤勝、上野定雄、林真未（以上４名） 

 

<<傍聴者数>> 

  ６名 
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１．開会 

■会長 
・第13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報告を

お願いしたい。 

■事務局 
・委員が 12 名出席していることから、会議が成立していることを報告する。本日の傍聴者

は６名である。本日は、企画課長、区民生活事業本部経営課長、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 
・前々回の第 11 回審議会の議事概要の確定をしたい。事務局から委員の修正を反映した速

報版が送付されているが、これで確定ということでよろしいか。 
（異議なし） 
■会長 
・それでは第 11 回審議会の議事概要について確定する。 
・前回の議事概要案についてはまだ各委員には送付されていない。スケジュールについて

説明してもらう。 
■事務局 
・４月７日頃に案を送付し、14 日頃までに修正をお願いしたい。 
■会長 
・前回、前々回審議会では、答申たたき台（案）をもとに、「まえがき」から第３章の「分

野別の基本政策」まで検討し、各委員からご意見をいただいた。また、その後３名の委員

がご意見をペーパーにして提出してくださった。これらのご意見を受けて事務局が答申素

案を作成している。 
・ 後の「基本構想を実現するために」および付帯意見については検討していないが、本

日は、まず前回までに検討した「分野別の基本政策」まで、事務局に変更点等を簡潔に説

明してもらい、その後、各章ごとに検討したい。 
・午前中は長めに時間を取り、休憩時間は 45 分とする。午後も引き続き検討を行う。その

ような進め方で 後の部分までご意見をいただきたい。 
 
２．答申素案について 

（１）たたき台案から素案への変更箇所等の説明 

■会長 
・それでは、答申たたき台から素案への変更箇所等について事務局から説明してもらう。 
■事務局 
－第 13 回審議会配付資料１－１、１－２、２に基づき説明 
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（２）答申素案についての検討 

＜まえがき＞ 

■会長 
・「まえがき」について事務局に読み上げてもらう。 
■事務局 
－「まえがき」を読み上げ 
■会長 
・「まえがき」についてご意見をいただきたい。 
■委員 
・全体の構成にもかかわるが、会長の挨拶が冒頭にあるのが一般的であり、これまでの議

論の経過についても目次の前に掲載されている方が良いのではないか。「まえがき」につ

いてもより総論的な文章が必要と思われる。 
・「１ 新しい基本構想の策定」の下から２つ目の○は事実に関する記載であるが、 後

の○の文章の主語は区と読み取れるため、「今後、区は、大都市の力を発揮して」として

はどうか。 
・「３ 本答申の構成」について、図のレイアウトが見づらい。ここから先は個人的なセ

ンスにも関わるため、各委員からもご意見を出していただきたい。 
■会長 
・区として基本構想をまとめることになるため、審議会の設置根拠や審議の経過を掲載す

ることについて次回までに検討することとしたい。 
・３ページの図については、私の意見を反映していただいたが、まだ見づらいため、事務

局から変更の方向について説明してもらう。 
■事務局 
・第１章を一番上に配置し、その下の右側に第２章および第５章、左側に第３章ならびに

第４章を配置したが、縦長ではなく横長のレイアウトとしたい。 
■委員 
・前の委員のご意見にも関連するが、答申素案では基本構想そのもののような構成となっ

ているが、本審議会で出すものは答申ではないのか。 
■会長 
・本審議会では基本構想の原案を提出し、冒頭に鑑文をつけることとしたい。 
■事務局 
・ご指摘の点については、「まえがき」を「序章」として位置づける方向で検討したい。 
■委員 
・基本構想の検討にあたり区民の力が活かされているかどうかを明らかにするため、検討

の経緯を明記してほしい。 
・「１ 新しい基本構想の策定」の４つ目の○について、練馬格差が改善され、新たな課
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題が出てきたとの内容となっているが、これまでの議論では、地域コミュニティが希薄化

しているという意見が出され、「中間のまとめ」でも地域コミュニティが前面に出されて

いた。「まえがき」でも地域コミュニティについて触れた方が良い。 
・３ページの構成図についても、カラーの表現に頼ると、今後さまざまな場面で使用する

場合に困るのではないか。 
■会長 
・構成図については、白黒印刷の場合の対応に関しても検討したい。 
・検討の経過については「鑑文」に明記することとしたい。 
・また、地域コミュニティについても「まえがき」で触れることとしたい。 
■委員 
・「１ 新しい基本構想の策定」の４つ目の○について、表現が不十分である。「安全安心

意識の高まり」の部分は、地域コミュニティの力の低下や体感治安の悪化など具体的に記

載してはどうか。 
・特別区制度についての記述はそこまでの分量は不要ではないか。○ごとに文章の分量が

そろっていた方が良いのではないか。 
■会長 
・４つ目の○については加筆することとする。６つ目の○については重要な点である。 
・ 終的に丸をつけた箇条書きのままで良いのか。答申では、○を外してつなげた文章と

したい。 
■委員 
・「１ 新しい基本構想の策定」では、○を消して文章化することに異議はないが、小見

出しをつけて「経緯」や「課題」と分けた方が良い。 
・２つ目の○について、「練馬格差」の概念がまだ分かりにくい。私は区内の格差を指す表

現と思っていたが、用語説明を見て他の自治体との格差を指していることが理解できた。

この表現については誤解されないように表記を考慮した方が良い。また、昭和 22 年以降

「練馬格差」が存在していたということについても加筆したほうが良い。 
■会長 
・「練馬格差」に関する用語説明では、「22 年に独立した後も」とあるが、板橋区から独立

したことなど分かりやすく説明してほしい。 
■委員 
・「１ 新しい基本構想の策定」の６つ目の○に「地方政府」という表現が出てきたが、

これについても説明していただきたい。 
・「２ 新基本構想の位置づけ」は主語と述語の関係がわかりにくい。 
■会長 
・「地方政府」は「地方公共団体」に比べ、より自立性を意識した表現としてここではあ

えて使用している。 
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■委員 
・「地方政府」についても用語説明に加えていただきたい。 
■会長 
・本文中の用語について用語説明を参照できるような構成としたい。 
■委員 
・「地方政府」という表現は残してほしい。グローバル化の中でのローカル・ガバメント

の位置づけが重要となっている。 
■委員 
・「ローカル・ガバメント」は学術用語なのか。政府も用いている用語なのか。 
■会長 
・「ローカル・ガバメント」という表現は政府も用いている。 
■委員 
・地域コミュニティについても用語説明に加えた方が本文もすっきりするのではないか。 
■委員 
・「１ 新しい基本構想の策定」の前半では、これまで都市基盤の整備が進められたとあ

るが、４つ目の○では、現在は都市基盤の整備だけでは解決できない課題が出てきたとい

うことを明記した方が良い。そうでないと区が一方的に考えたことのように感じられる。

区民にとっての課題であるような表現としていただきたい。 
■会長 
・ご発言の趣旨に沿って表現を見直したい。 
・形式的な部分に関するご意見については別途ご意見を出していただきたい。 
 
＜第１章 10 年後にめざす練馬区の姿＞ 

■事務局 
－第１章を読み上げ 
■会長 
・キャッチコピーを合議の場で１案に絞ることは難しい。資料２に他区の事例を紹介して

いる。 
・委員案４が追加された。 
・一つに絞るのは難しいが、含めるべき要素や内容については確定したい。その点でこれ

までの議論を踏まえ、①～④については内容を確定したい。 
■副会長 
・町内会の現状についてネガティブな意見を述べてきたが、１月に開催した学習会では、

人間が成長していくうえで人とのつながりを通じてアイデンティティを確立する必要が

あるとの意見を述べた。町内会の組織のあり方についてはネガティブに捉えているが、そ

れを改善するための地域コミュニティを作り上げるという視点については賛同している。
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答申素案では地域コミュニティに関する表現がかなり後退したが、これで問題ないのか。 
・資料２を見ると、水やみどりなど、練馬区の特徴となるものが他の自治体の特徴にもな

っている。練馬区の売りとして、地域コミュニティを前面に出した方が良いのではないか。 
■事務局 
・第２章で地域コミュニティについて説明することとしている。将来都市像では、６ペー

ジの①の「区民のつながりと支えあい」「ともに築いていく」といった部分で対応してい

る。 
■会長 
・基本構想を初めて読んだ人にもわかりやすいように、地域コミュニティについて、もう

少し加筆する必要がある。 
■委員 
・６ページの④には委員案１とほぼ同じことが書かれている。 
・ふるさと都市という表現は残してほしい。「ふるさと都市ねりま」に、大都市なのにほっ

とするという意図を込めるとともに、地域コミュニティに関する要素を加えた方が簡潔で

ある。 
■委員 
・この場で一つの案に絞るのは難しく、本来は複数案について区民からの投票を募るべき

ではなかったか。 
・「ふるさと都市」という表現に、惹かれるものがある。事務局案に「ふるさと都市」の

言葉を入れてはどうか。 
■委員 
・①～④については素案のとおり記載すべきである。 
・「ふるさと都市」については、人と人とのつながりあいという意味で盛り込むことには

賛成だが、練馬区の将来都市像として、単に安全なベッドタウンとしてではなく、人と人

とのつながりから新たなものが生み出されるというイメージがほしい。その意味では、「創

造」という表現があった方が良い。 
■会長 
・お二人のご意見には、人と人とのつながりを重視するのか、あるいは、さらに新たなも

のを生み出す点を重視するのかという違いがある。 
■委員 
・「創造」についての委員のご意見に賛成である。従前の長期総合計画の計画目標にあっ

た「ふるさとねりま」が、新長期計画では「わがまち練馬」とされたが、「ふるさと」に

は情緒的なイメージで後ろ向きに受け取られる恐れもあることから、さらなる発展のイメ

ージを重視した経緯がある。ただし、「ふるさと」は意味に広がりのある表現であるため、

あえてこの表現を用いるという選択肢もありうる。発展する大都市の中での「ふるさと」

意識を表現できると良いが、具体的な表現に落とし込むのは難しいと思われる。 
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■委員 
・「ふるさと」という表現は良いと思うが、キャッチフレーズとして位置づけた後に、ど

のように実現していくかということについても明記する必要が出てくるのではないか。 
・個人的には事務局案を評価していたが、このままだと北区の将来都市像と似てしまう。 
■委員 
・事務局案は委員案に比べ簡潔である。キャッチフレーズであれば簡潔にすべきである。 
・練馬区は 23 区の中でもみどりが多いため、コミュニティを開墾し、新たな都市を開拓し

ていくというイメージを込めて、「コミュニティ開墾ねりま」としてはどうか。さらに「ね

りま族」として、居住者だけではなく、在勤者を含めてはどうか。 
■委員 
・「ふるさと」と「創造」はいずれも魅力的で、両方盛り込むことができれば良いのでは

ないか。「ふるさと・創造都市 ねりま」としても良いのではないか。 
■委員 
・６ページの①～④を読むと「誇りと愛着を持って『ふるさと』と呼べるまち」とあるの

で、キャッチフレーズに「ふるさと都市」を含めるのが自然ではないか。 
■委員 
・一般区民からみると、練馬区には「ふるさと」というイメージがあり、誰が見ても親し

みが持てる表現が必要である。 
■委員 
・注１に区民の定義が示されているが、④の内容に対応させるためには来訪者についても

定義に含める必要があるのではないか。 
■会長 
・区民の定義に来訪者も含めると分かりにくくなる。 
■委員 
・④では「練馬区を訪れ、憩う、集う人」と広く対象としているが、働く人でも学生でも

ない人についても踏まえた記述としてほしい。 
■会長 
・これまでの計画などでの位置づけなども踏まえて整理していただきたい。 
・この場でキャッチフレーズを確定することはできないが、「ふるさと」、「創造都市」、「地

域コミュニティ」を含めることについては合意が図られたと考えている。 
■委員 
・②の文章は④の後に移動すべきではないか。 
 
＜第２章 区政の基本姿勢＞ 

■委員 
・第１章ではキャッチコピーを示し、第２章ではその実現のための基本姿勢を示している



 8 

が、ここではこれまでの区政の姿勢に上乗せする内容となるのではないか。区政の基本姿

勢は憲法の前文に当たるものであり、格調高い表現が必要と思われる。 
■会長 
・答申素案では「区政の基本姿勢」としたが、第２章はあくまでも「区政経営の基本姿勢」

とすべきである。 
・（仮称）自治基本条例では、区民、行政、議会の合意のもと、委員のご提案のような基

本理念が示されるべきであり、基本構想とのすみわけが必要である。 
■事務局 
・前回までの委員のご意見を受けて答申素案を作成したが、会長のご指摘を踏まえると「区

政経営の基本姿勢」とした方が良いと思われる。 
■会長 
・区政経営は行政に関するものと捉えると、これまでの案の方が良い。 
■委員 
・本審議会の答申は、基本構想として区が策定しているというスタンスで、「進めます」や

「取り組みます」といった表現とすることで良いか。 
・（３）の名称は「持続可能な区政経営の実現」とあるが、本文の中でその内容を具体的

に示しているということか。 
■事務局 
・「持続可能」にかかわる部分を第２章に書き込むべきとのご指摘と理解しているが、こ

れについては第５章で対応しており、ここでの名称が第５章も踏まえたものとなっている

ため、やや言葉足らずになっている可能性がある。 
■委員 
・持続可能性については財政面からの議論が行われてきた経緯があり、区政経営の基本姿

勢として財政面での方向性をもう少し強く表現してはどうか。 
■会長 
・第５章「４ 基本構想を実現するための実施体制の整備」の１つ目の○に「財政基盤を

強化していきます」とあるため、重複にならないようにしつつ、第２章でも財政面につい

て記載していただきたい。 
■委員 
・参考資料の委員提出意見「２ 区政の基本姿勢」の「区政は、憲法を暮らしに生かすこ

とを基調に、社会の状況が大きく変化しても、すべての住民の人権が保障され、人間ら

しく、きれいな空気と緑と水に囲まれた環境の中で、豊かに創造的に暮らしていくこと

が出来るよう、住民自治の担い手である地域のコミュニティを通じて、住民自治を確立

することにあります。自治体は男女、国籍等の別なく、住民が一定程度の生活保障を受

けることに、責任を持つ必要があります。必要な人に必要なサービスを提供することを

基本にすえなければなりません。」の部分については、その内容を第２章の中で反映して
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はどうか。ただし、「男女、国籍等の別なく」についてなど細かい表現は再検討が必要で

ある。 

■委員 
・委員からのご意見について、（仮称）練馬区自治基本条例を考える区民懇談会の検討の中

で、自治体にとっての憲法を自治基本条例とすべきとの意見がある一方、基本構想とすべ

きとの意見もあった。本来は自治基本条例が自治体の憲法としての位置づけられるのでは

ないか。 
■副会長 
・答申素案を読む限りでは、地域コミュニティが勝手に形成されているとの印象を払拭で

きない。第２章の前文では「さまざまな組織・団体の活動が活発に行われています」とあ

るが、生涯学習やスポーツに関する活動が「自分たちの住む地域を自分たちで住み良いも

のにしていこうという地域コミュニティの活動」に直結するとは思えない。ここの文章で

は、「それぞれの地域ではさまざまな活動が行われているため、自分たちの住む地域を自

分たちで良くしていくためには」としてはどうか。 
・また、地域コミュニティの活動は区民と区をつなぐ上で重要だが、それよりも区民と区

民をつなげ、信頼関係を醸成することの方がより重要である。このため、「区民と区民を

つなぎ、区民と区とをつなぐうえで欠かすことのできない大切な営み」としてはどうか。 
■会長 
・ご指摘の点は（１）だけではなく、前文でも触れるべきとのことか。 
■副会長 
・（１）には「地域コミュニティをつくるのは、一人一人の区民です」とあり、「区民と区

民が」という表現が含まれないが、区民が個別に活動するような印象を与えないよう、「区

民がつながり、区民の力が集まって」というニュアンスを明確にすべきではないか。 
■会長 
・前文がやや書きすぎの印象もあるため、簡潔にしてはどうか。（１）では区民と区民のつ

ながりが必要であるとしているが、もう少し分かりやすい表現を検討したい。 
■委員 
・自治基本条例が制定されていない状況の中で、基本構想の中でも、ある程度区政の基本

姿勢についても触れる必要があるように思われる。第２章の名称を「区政経営の基本姿勢」

とした場合でも、すべての取り組みを地域コミュニティに頼ると読み取られる可能性があ

るため、事前に提出した意見の一部は第２章に含めた方が良いのではないか。 
■会長 
・第５章の「２ 区民参加・参画と協働を進める仕組みづくり」に自治基本条例の制定を

進めると記載しており、基本構想と自治基本条例とのすみわけは意識している。委員のご

意見については検討することとしたい。 
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■委員 
・区民懇談会では、町内会等の活動が不十分であるため地域コミュニティが必要であると

の議論が行われた。これまで参加していない人も地域コミュニティに加わることができる

と読み取れる表現としてほしい。 
■会長 
・ご指摘のご意見については（１）に含まれている。さらに分かりやすい表現とすると冗

長になる恐れがある。 
■委員 
・スポーツや生涯学習に関する活動が地域の課題を解決する活動とはかならずしもいえな

いため、前文が分かりにくい。ここでは、区民と区がつながるための地域コミュニティが

必要であると明記すべきである。 
・前文の「練馬の自治を発展させ」という表現は分かりにくい。答申素案に加筆した経緯

を知りたい。 
■会長 
・自治に関しては第５章で触れている。答申素案では、基本構想としてはかなり踏み込ん

で記載している。第２章だけを読めばすべて分かるような文章とすることは難しい。 
■事務局 
・ご指摘の箇所については、地域コミュニティをはぐくむことで自治を発展させるという

趣旨で加筆した。地域コミュニティから始まる自治の発展という点は本審議会での議論で

出てきた。 
■会長 
・地域コミュニティにおける自治と練馬区全体の自治の両方に言及されているということ

で良いか。 
■委員 
・第２章の前文が分かりにくいため、「区政」を主語とする文章が必要である。なぜ地域コ

ミュニティが必要なのかを明確に規定するとともに、委員からの提出意見を踏まえてはど

うか。 
■会長 
・前文に「練馬区の自治を確立する」といった文章を加筆してはどうか。 
■委員 
・「区政経営」の定義について確認したい。（１）と（２）は地域コミュニティをはぐくむ

ために区が支援するという内容であることは理解できるが、（３）は前２項と並列ではな

いように感じられる。 
・第２章と第３・４章とのつながりが明確ではないため、この点も加筆する必要がある。 
■会長 
・２点目のご意見については、第１章の「３ 本答申の構成」の説明文へ加筆することで
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対応することとしたい。 
・（１）は地域コミュニティ、（２）は区政全般に関わる協働・参画、（３）は区政経営に

ついて位置づけている。一見並列でないように見えるが、ここでは３つの論点について、

区としてのスタンスを示している。 
■委員 
・（３）について、「区政経営の基本姿勢として財政面での方向性をもう少し強く表現して

はどうか。」というご意見に賛成である。 
・異動による職員間の引き継ぎが不十分でない状況が見受けられる。（３）のほか、第５章

の「４ 基本構想を実現するための実施体制の整備」の５つ目の○「基本構想に基づく区

政経営を主体的に担う職員を育成します」について加筆が必要ではないか。 
■会長 
・（３）の「さまざまな資源」には人的資源も含まれている。具体的な内容については第

５章で検討することとしたい。 
 
＜第３章 未来の練馬を区民とともにはぐくむ－ねりま未来プロジェクト＞ 

■事務局 
－第３章を読み上げ 
■会長 
・午前の部を 12：30 まで延長することとしたい。 
■委員 
・基本構想の全体的な構成からみると、個別のプロジェクトに関する文章の分量が多くな

っている。前文やプロジェクトについて、もう少し簡潔にできないか。 
・10 ページの１の名称が「豊かなみどりを保全・創出し、活かす」とやや硬い表現である

ため、若い世代にも理解できるよう「守り・増やす」といった表現としてはどうか。 
・11 ページに「みどりを環境資産として活用する」とあるが、補足説明が必要ではないか。 
■事務局 
・環境資産に関するご指摘については、みどりが CO2 を吸収する点や環境教育に活用でき

る点など具体的な説明は、いずれかの部分で対応したい。 
■会長 
・用語説明に加えてはどうか。 
■委員 
・「（仮称）農プロジェクト」にある「多様な機能」と「多面的機能」の両者は同じ概念で

用いられているか。 
・健康づくりや教育、地域の交流の場など農地の多面的機能については、（１）～（３）の

いずれかで具体的に取り上げる必要がある。 
・「（仮称）みどりプロジェクト」の（４）では、地域資源の活用の側面から、教育につい
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ても言及し、政策分野としても横断的に取り組む重要施策としての位置づけを明確にして

ほしい。 
■事務局 
・「多様な機能」と「多面的機能」は同義である。後者を「このような機能」という表現

に改めることとする。 
・「（仮称）みどりプロジェクト」の（４）では、当初は教育に言及していたが、「（仮称）

農プロジェクト」との重複を避けるため、教育の視点については記載していない。 
■委員 
・「（仮称）みどりプロジェクト」の（３）では、「区民の力、地域コミュニティの力でみ

どりを守り育てる」とあるが、取り組む主体は区民だけで良いのか。区民と区との協働で

取り組むべきことではないか。 
・前回審議会で提出した意見では、「環境資産」について、みどりだけではなく土や水、空

気、生きものなどを含めたものと提案した。 
・「（仮称）みどりプロジェクト」については、前回審議会で提出した意見が、「関連する

計画・施策を視野に入れつつ、下記の事項を取り組むうえで、区民や事業者と区が力を合

わせていけるよう、参画・協働のあり方を再構築します」という表現として反映されたと

のことだが、参加と協働の実現を担保しているとの理解で良いか。 
・「（仮称）農プロジェクト」の中の、ヒートアイランドについても用語説明が必要である。 
・前回、みどりと農を一体として捉えるべきとの意見を述べた結果、「（仮称）農プロジェ

クト」に「（仮称）みどりプロジェクトとの緊密な連携・調整を図ります」との文言が追

加されているが、むしろ「（仮称）農プロジェクト」では、「産業としての側面から農業を

支援する」と整理してはどうか。 
■事務局 
・ヒートアイランドについては用語説明に加えることとしたい。 
・「（仮称）みどりプロジェクト」の（３）について、練馬みどりの機構等によりすでに取

り組みが行われているが、広範な区民に参加していただくことにより、「参画・協働のあ

り方を再構築」することとした。 
・「みどりの基本計画」でも農の保全に言及されている。両プロジェクトとの関係につい

ての記述については引き続き検討したい。 
■委員 
・「（仮称）農プロジェクト」では、地産地消に言及されているが、「地産」とすることに

問題はないが、「地消」として流通の部分まで踏み込むことは妥当なのか。 
■会長 
・ご指摘のとおり、練馬区内で消費することを強調する必要はあるのか。 
■区民生活事業本部経営課長 
・地産地消については、流通に踏み込むというよりも、直売型の農業にシフトし生産者と
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消費者との交流が増え、地域コミュニティの形成につながるという側面で捉えている。ま

た、新鮮なものを自ら収穫して食べたい、農業体験したいという都市住民のニーズに対応

した農業を展開し、住民同士や農家と住民とのつながりが増えていくという観点で記述し

ている。 
■委員 
・10 ページの「事業展開の方向性を示す＜ねりま未来プロジェクト＞」という表現に違和

感がある。「２ まちの魅力を引き出し、活力を高める」視点に位置づけられる取り組み

は「（仮称）農プロジェクト」と「（仮称）アニメプロジェクト」だけではないはずである。 
■会長 
・第３章の中には施策レベルに関わる記述も見られるが、基本的には、区民の参画・協働

により取り組みを進めるための方向性が大きな要素である。３つのプロジェクトの書きぶ

りの具体性には差があるが、ここに記載されたものしか取り組まないということではない。 
・参画と協働の担保に関する委員からのご意見については、第５章の「１ 長期計画の策

定と進捗状況の区民への公表」の１つ目の○に明記することで対応している。 
■委員 
・第３章の位置づけが分かりにくかったが、これまでの議論を聞いてようやく理解できた。

現在取り組まれているプロジェクトに基本構想による新たな視点を与えることで、既存の

プロジェクトを拡張するほか、プロジェクトの効果が十分発揮されるようにするといった

点を明記すべきである。例えば、「（仮称）みどりプロジェクト」では、みどりだけではな

く、土や水、空気、生きものなどを環境資産と位置づけているが、美しいまちなみや民有

林なども含め、これらを保全しはぐくむという視点から活かせるのではないか。 
■会長 
・ご指摘のとおり、「ねりま未来プロジェクト」では、区民の創意工夫によりこれまでの取

り組みがより発展する点を示している。ただし、「ねりま未来プロジェクト」のすべてが

既存計画に位置づけられたものではない。「みどりの基本計画」や「みどり 30 推進計画」

は本基本構想に先行して直近に策定されたものであるが、区民と区との協働による創意工

夫を通じて既存の取り組みがより良いものに発展するという点を強調する必要がある。

「ねりま未来プロジェクト」に示された個々の事業は「分野別の基本政策」に位置づける

こともできるが、プロジェクトは単なるリーディング事業ではないという点を分かりやす

く表現したい。 
・ここで午前の部を終了することとしたい。 
■事務局 
・再開の時刻は午後 1 時 15 分としたい。 
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【午後の部】 

＜第３章 未来の練馬を区民とともにはぐくむ－ねりま未来プロジェクト＞続き 

■会長 
・一点確認したい。午前中に委員から書き込みすぎであるとの意見があったが、必ずしも

このすべてが本文ではなく例示というものもあると思う。こういった点も含めて、プロジ

ェクトの記述についての検討経過をご説明いただきたい。 
■事務局 
・プロジェクトによっても異なるが、ここで出している具体的な中身よりも、どう進める

のかが重要であると考えている。 
・みどりのプロジェクトでは、１点目が区民との協働、２点目が情報の共有、３点目が実

行のための仕組みづくりと情報発信、４点目が発展段階として緑の多角的な活用、という

ようにまとめた。 
・農プロジェクトでは、1 点目は農と区民とのふれあい、2 点目は必要な制度改正を他の自

治体と連携して求めていく、３点目は都市基盤整備と農地の共存を実現していくというこ

とである。 
・アニメプロジェクトでは、1 点目は既存の集積を活かした制作環境の充実、人材育成、知

的財産など産業振興の側面に着目している。2点目はアニメの文化としての側面に着目し、

区民の区への愛着や外部への発信を企図している。 
・人づくりプロジェクトでは、１点目は若者を含めた就労支援、２点目は地域を支える人

材の育成、３点目は地域コミュニティ活動にかかわるような人々の支援についてまとめて

いる。 
■会長 
・プロジェクトごとに性格が異なり、まとめ方も異なる。 
・人づくりプロジェクトにだけ「ねりま」がついているが、これは不要ではないか。 
・また「仮称」としたままで、今後の検討の余地があることを意図しているのか。 
■事務局 
・プロジェクト名称については審議会でご意見をいただくことを意図して仮称としたが、

この段階では削除することとしたい。 
■会長 
・そうであれば、とりあえずこの名称とさせていただき、仮称は削除する。 
■委員 
・第３章の記述が説明的すぎると思う。３ページで既に説明されており、ここで事業展開

の方向性についてあらためて説明しなくても良いのではないか。 
■会長 
・3 ページは追加部分のため重複もあるが、この程度であれば問題ないのではないか。 
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■事務局 
・3 ページとの書き分けについては整理することとしたい。 
・書き込みすぎるとのご指摘については、わかりやすい小見出しをつけることなどにより、

分かりやすくなるのではないか。 
■会長 
・われわれはこれまでの議論の中で繰り返し文章を読んでいるため、初見の方と印象が異

なるかもしれない。 
■委員 
・各プロジェクトについて、「まちの魅力を引き出し」という視点で、産業振興の視点がな

い、既存産業について取り上げなくて良いのか。 
・３のプロジェクトは、「自立」という表現をとってしまって良いか。私は代替案として「自

分らしく」という表現を提案したのだが、単に自立をカットするということで良いか。 
・人づくりプロジェクトについては、防災カレッジや福祉関係のカレッジを含めなくて問

題はないのか。これらの取り組みが有効に活用されるために地域コミュニティの観点が必

要だとすれば、プロジェクトに取り上げる必要がある。そう考えると他にも「はぐくむ」

べき既存のプロジェクトがあるのではないか。 
■会長 
・既存のさまざまな事業は 18 ページの分野別の基本政策で整理されており、ここでいくつ

も取り上げると焦点がぼやける恐れがある。 
・自立については本文の中で記述している。 
■事務局 
・自立は障害者計画の定義を用いている。 
・「仮称ねりま防災カレッジ」や「地域福祉パワーアップカレッジねりま」などの取り組

みとして、個別名称として記載していないが、ここに含めて位置づけている。 
 
＜第４章 分野別の基本政策＞ 

■事務局 
－第４章を読み上げ 
■委員 
・18 ページに「区民生活分野」と追加されているが、「区民生活・産業分野」としてはどう

か。 
・数字の番号について、ここだけローマ数字になっているが、アラビア数字に直してほし

い。 
■事務局 
・本区は事業本部制を取っており、区民生活事業本部で区民生活と産業を所管しており、

組織に対応した分野の表現となっている。しかし、 終的には組織名称との整合性にこだ
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わらなくても良いので、ご指摘のとおり表記を見直したい。 
■委員 
・Ⅰについて、子どもから青少年までに対象を広げているが、青少年という言葉を追加し

ただけにも見える。13 ページのプロジェクトには子どもと若者について触れているため、

プロジェクトとの切り分けは必要だが、プロジェクトで取り上げた点については基本政策

でも具体的に取り上げた方が良いのではないか。 
■会長 
・就労支援など雇用に関するものは区民生活分野となるのではないか。 
■事務局 
・健全育成については基本政策で取り上げ、プロジェクトではそれだけではなく福祉的な

観点についても取り上げている。基本政策では中高生までは対象に入っているが、切り分

けを明確にすることは難しい。 
■委員 
・Ⅰの子ども・青少年分野については、青少年を青年と読むと、青年に関する施策を加え

る必要があるのではないか。前文で「子どもや青少年が健やかに成長できるよう、家庭や

地域の教育力を再生・向上させるとともに、家庭、地域と連携しながら学校教育の充実を

図る」とすると齟齬が生じるため後段を「学校教育や社会教育の充実を図る」とした方が

バランスは良い。 
・Ⅰ－1 で「見守りながら助ける」は分かりにくいので「支える」としてはどうか。 
■環境まちづくり事業本部経営課長 
・3 月まで子育て支援課長であったため説明したい。「育て」は親や社会が積極的に関与し、

「育つ」は自立して育っていくという考え方であり、見守りながら助けるという表現は「育

て、そして育つ」という考え方からこうなっている。 
■事務局 
・社会教育を踏まえるべきとのご意見は区民生活のⅢ－１の２つ目の○で対応している。

切り分けが難しいが、Ⅰでは学齢期を中心としたイメージを持っている。 
■委員 
・生涯学習と社会教育は同義ではない。Ⅰの対象をたとえ学齢期と限定したとしても、教

育に家庭と地域が関わっていこうとするのであれば、社会教育を含めることが重要である。 
・青少年の定義はあいまいであるが、年齢層を幅広に捉える傾向にあるため留意が必要で

ある。 
■委員 
・Ⅰの子ども・青少年分野に子どもの視点に立った、ということを明記すべきではないか。 
・青少年に関しては「育ちを支援し自立を促す地域環境」としてはどうか。 
■委員 
・区民生活分野の区民の地域活動に対する説明について、多様な地域活動や互いに支えあ
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って暮らすことができるとあるが、ここは地域コミュニティという表現がまったくないの

は良いのか。これを地域コミュニティという表現で置き換えることができるのであればそ

うしていただきたい。 
・環境まちづくり分野について、Ⅳ－1 の 2 つ目の○で、前回では３R の解説が半角のカタ

カナになっていると指摘したが、今回の案では日本語になっている。用語解説を付けるこ

とを前提とすれば、日本語よりも英語の方が分かりやすいのではないか。 
・環境まちづくり分野における区民の関わり方が分かりにくいため、タイトルに区民と区

の連携についての表現を加筆していただいたが、ややくどくなってしまっている。 
■会長 
・全般に地域コミュニティに関する表現を削除しすぎているため見直すこととする。 
・３R についてはご指摘のとおり修正した方が良いと思われる。 
■委員 
・19 ページのユニバーサルデザインについて、社会参加とユニバーサルデザインとの関係

が分かりにくい。「障害者、高齢者、妊産婦、子育て中の方など」が自然に暮らせること

がユニバーサルデザインであれば、もっと日常的なことである。それがそのまま社会参加

とはいえないのではないか。 
■事務局 
・ここでは都市基盤整備としてのユニバーサルデザインであり、それが社会参加の前提と

なるのではないかと考えてこのように表現した。ご指摘の点を踏まえ見直したい。 
■会長 
・ご指摘の通り、都市基盤のユニバーサルデザイン化が支えるものには社会参加も含まれ

るが、日常生活も含まれるはずである。 
■委員 
・ユニバーサルデザインと社会参加について、障害者等がまちづくりそのものに参加する

ということが意図されているのではないか。これまではバリアフリーの社会と言われてい

たが、つくる段階から当事者が参加するということを明記してはどうか。 
■健康福祉事業本部経営課長 
・福祉のまちづくり総合計画ではユニバーサルデザインという表現は用いている。ユニバ

ーサルデザイン自体は障害者などが支障なく施設を利用できるためのハード・ソフトのデ

ザインを指し、デザインの検討段階での参加までは必ずしも含まない。ただし、当事者の

参加は重要な前提である。 
■会長 
・ここだけ当事者性への言及があるのは全体のバランスとの問題もあるため、検討するこ

ととしたい。 
■事務局 
・委員から指摘のあった「子どもの視点に立ったサービス」については、子どもと子育て
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家庭両方の視点とした方が、これからの子育て支援の方向性に沿うものと考えている。 
■委員 
・子どもの立場に立ったということであれば、子どもと子育て家庭の双方を含めた表記と

すべきではないか。 
・その際、「視点」というと狭くなってしまうため、「立場」としてはどうか。 
■会長 
・検討させて頂く。 
■委員 
・19 ページのⅣ－2 の 4 つ目の○だけが「見直しを行います」という表現になっているこ

とに違和感がある。「そうした仕組みづくりや制度の充実を図る」としてはどうか。 
■事務局 
・具体的な制度の見直しもあるが、ご指摘のとおり「制度の充実」としたい。 
■委員 
・私は「見直しを行います」という表現にこそ救いがあると考える。これまでの道路整備

では住民の生活を無視した整備が行われてきた。住民にとっては、世田谷区や杉並区のよ

うに、一方通行を増やすなど車両を規制して生活道路を守ることが必要である。ただし、

規制を導入するのは実際には難しいので、この表現に問題があるのであれば、既存の都市

基盤をルールにしたがってうまく使っていくということを表現できないか。 
・Ⅲ－４「だれもが人として尊重される地域社会をつくる」はⅢの冒頭に置いた方が良い

のではないか。 
■企画課長 
・生活道路への多くの車の進入は、生活道路とそれ以外の道路の役割分担が不十分である

ということがその要因である。各道路の役割に応じたネットワークの整備が必要であり、

そのためにも今後道路環境の充実が必要であると考え、全体として充実が求められるとい

う表現への訂正が良いと思う。 
■会長 
・個別具体的な事項を盛り込むことには限界もある。 
■企画課長 
・交通規制は 善策ではなく、やむをえない手段であり、本来は道路ネットワークの整備

が先決である。必要な場合については規制を実施することになると思われるが、個別の手

法の問題であり、それを基本構想には書き込むのは適切ではないと考えられる。 
■委員 
・Ⅳのタイトルについて、Ⅲとともに「まちをつくる」が重複し、Ⅳの下にも「環境まち

づくり分野」とある。表現について検討していただきたい。 
■会長 
・Ⅳにまちづくりという表現が出てくることには違和感はないと思われる。 
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■委員 
・Ⅳ－１について、「みどりと水のネットワーク」もあるが、水に関する取り組みに言及は

ない。 
・Ⅳ－２について、「利用しやすく、環境負荷の小さい公共交通の充実」という表現の意味

を教えて欲しい。 
■事務局 
・水については公園等の整備という中で対応することとなると考えられる。 
・公共交通については、公共交通は環境負荷が少ない交通手段であるということ、そして

それを利用しやすくする、ということを表現している。 
■委員 
・みどりと水について、前文では水に関する説明がない。 
・公共交通について、「利用しやすく」と「環境負荷の小さい」が並列するとわかりにくい

が、問題がなければこのままで良い。 
■事務局 
・みどりと水のネットワークの構築については、表現を整理したい。 
■委員 
・17 ページのⅡ－１について、「区内の病床の確保」とは、新たに病床を整備するというこ

となのか。ここの表現については良く検討していただきたい。 
■健康福祉事業本部経営課長 
・練馬区の病床は他区と比較して不足しており、高野台に順天堂大学を誘致したが、それ

でもまだ不足しており、区民が区外の病院を利用している状況である。区内の病床確保の

方法として、既存病院の増床や新病院の誘致も選択肢の一つとして検討しており、今後も

引き続き病床の確保を進めていきたい。 
■企画部長 
・２３区平均では人口１０万人当たり８００～９００床であるのに対し、練馬区は３００

床に達していない。練馬区を含めて板橋区や北区、豊島区が一つの医療圏として設定され、

これまで他区に大規模な病院が立地しており、医療圏としてみると充足していたことから

区内の病床数を増やせないでいたが、近年医療圏としても病床数が不足に転じたため、練

馬区に新たに病院を誘致することも視野に置いて、病床を増やすこととしている。 
■委員 
・Ⅰ－２のタイトルは「地域に開かれた、子どもが楽しく」とあるが、地域が主ではなく、

子どもを主にした方が良いのではないか。 
・Ⅰ－２の３つ目の○について「教員の資質の向上」と修正されているが、教員だけでな

く学校も努力していることについても配慮していただきたい。 
・特別支援教育について、練馬区ではさまざまな取り組みを行っており、障害を持った子

どもたちと明記しなくても、すべての子どもたちとした方が良い。さまざまな子どものニ
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ーズに対応した教育が必要との表現が適切である。 
■教育委員会学校教育部庶務課長 
・特別支援学級の充実については計画的に推進しているところである。障害を持った子ど

もや、これまで障害をもっているとされていなかった子どもたちに対しても支援を行いた

い。 
■事務局 
・ここではすべての子どもを意図していたが、より良い表現について検討させていただき

たい。 
・ほかの委員からもⅠ－２の表現に対する案が提出されていて、教員の資質の向上という

文言を削除したいというご意見と代替案のご提案があった。 
■会長 
・資質とすると個人的なものである。指導力についても教員により差がある。 
■委員 
・資質の向上や指導力の向上では、採用や研修の問題に集約される恐れがあるため、「教員

が十分力を発揮できるような環境の整備」としてはどうか。練馬区ではこの点についてさ

まざまな対策を行っている。 
・私が学校に勤務していたとき、教育委員会に１年間で 273 通の文書を提出していた。こ

のように事務的な作業が多く、子どもに十分な時間を割けない状況である。 
■会長 
・趣旨は理解したが、表現については検討させていただきたい。 
■委員 
・教員に関する意見が多く出されているが、教員以外の公務員や企業の社員も、採用段階

ではなく、その後の自己研鑽で資質を向上させている。ここで教員の資質を取り上げない

と環境の話だけになってしまう。 
■委員 
・「力を発揮できる環境」という表現については、研修を含めて提案した。私は指導力と

いう表現に違和感があったのであって、教員の資質の向上は私も必要と考えている。 
 
＜第５章 基本構想を実現するために＞ 

■事務局 
－第５章を読み上げ 
■副会長 
・「地域コミュニティとして機能しやすい圏域づくり」について説明してほしい。 
■事務局 
・前回のたたき台では「圏域設定」としていたが、庁内での議論では、こういう書き方を

すると、固定的な圏域を行政が設定するとの印象を与えかねないとの意見があり、このよ
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うな表現とさせていただいた。 
■会長 
・圏域は行政が設定するのではなく、そういった点も含めて、冒頭の表現にあるようにコ

ミュニティのことを区民参加により検討する場を設ける、ということである。 
■委員 
・行政の縦割りが課題として指摘されることが多いが、この点への対応は 23 ページの一つ

目の○に含まれるとの理解で良いか。 
■事務局 
・そのとおりである。 
■委員 
・３の 後の行の「相談役・調整役となる人材の配置」について、キーパーソンの必要性

については議論の中で合意が図られているが、この人材は、具体的には区の嘱託職員とし

て配置するということか。また、そうした人材がいない地域に対して人材育成・支援とい

う視点があった方が良いのではないか。 
■事務局 
・嘱託など一定の費用負担を区が行うことは視野に入れて検討している。 
・育成については、プロジェクトの部分で対応することとしている。 
■委員 
・区民の参加や参画は、自治基本条例の制定の部分で触れられているが、未来プロジェク

トにおいても区民の参加や参画について記述してはどうか。 
■事務局 
・区民の参加や参画の主旨は第３章で明記しており、この第５章ではそのための仕組みづ

くりを位置付けるという分け方をしている。 
■副会長 
・２に関連して、各種調査により、区民参加の促進に向けて行政に期待することとして、

地域活動に関する情報提供が求められている。ここでは区政に関する情報のみとなってい

るため、区民の活動に関する情報についても加筆してはどうか。 
■事務局 
・ご指摘の点については、３の区民同士が交流できる地域拠点の部分で記載している。 
・人づくりプロジェクトの部分でも（３）で「総合的な情報提供や活動支援の仕組み」と

して記載している。 
■委員 
・３で「コミュニティをはぐくむための方策を、区民参加により検討する場」とあるが、

具体的にはどのようなものを想定しているのか。 
■事務局 
・基本構想の策定を受けて、そうした場を設定することを今後の取り組みとして想定して
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いるが、具体的には申し上げる段階にはない。 
■会長 
・地域コミュニティ検討会議といったものがイメージされるが、地域コミュニティは重要

な要素であるため、自治会や NPO の方を含め、十分な時間をかけて考えていただくこと

が望ましい。 
■委員 
・その場は「以下のような視点」として記述されているようなことを検討する場というこ

となのか。 
■事務局 
・その通りである。これまでの審議会でのご議論を踏まえて視点を設定したが、ご意見が

あればご教示いただきたい。 
■会長 
・基本構想にここまで具体的な視点を示すことについて多少違和感があるとの意見がある

かもしれない。 
■事務局 
・そのような意見は庁内の検討でも出されているが、審議会としての方向性を明確にする

ために記載することとした。 
 
３．その他 

■事務局 
・答申が固まった段階で、区民から寄せられた意見への対応状況を整理し、お示ししたい。

イメージとしては A3 版の資料を答申の構成に沿って再整理したい。 
■会長 
・本日一通りご意見を伺ったが、この段階で会長一任とするのはやや不安があるため、

終的な案についてもう一回ご意見をいただく場を設けたい。付帯意見についても次回審議

会で案を示すことは可能か。 
■事務局 
・再度ご議論いただく回を４月 25 日（土）午前に想定している。委員から伺った予定から

判断すると、この日時であれば定足数を満たすと考えられる。 
・なお、付帯意見については答申が固まらないと整理できないため、当日お示しすること

になる可能性が高い。 
■会長 
・次回で完全に内容を確定したいと考えている。大幅な変更の必要のある意見は必ず事前

に提出していただきたい。いただいたご意見は私と事務局で検討したい。 
■事務局 
・その後区長に答申をお渡しいただきたいが、５月の連休あたりを目処に日程調整を行い
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たい。 
■会長 
・審議会の 終回は４月 25 日（土）で、区長への答申はセレモニーとして行うということ

か。 
■事務局 
・答申をする日までが審議会となる。 
・その回が 後の審議会となるので、委員の皆様から一言ずつご挨拶を頂戴したい。 
■会長 
・それでは、４月 25 日（土）は午前 10 時から開催する。全文の読み上げは行わないこと

としたい。 
 
４．閉会 

■事務局 
・次回の審議会も、庁議室で午前 10 時～午後 0 時 30 分まで開催することとしたい。 
 

（以上） 
 


