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表中の「区分」について 
  ○：現基本構想策定時に想定した目標を概ね達成できたもの 
  ☆：時代の状況等に対応して新たな展開方向も含めて取り組んでいるもの 
 

 



第１部　新しい練馬のすがた
－緑に囲まれた静かで市民意識の高いまち－

1
　練馬は、長い間、緑ときれいな水に恵まれた自然の中
にあった。
　

2

江戸から東京へ、そして東京が日本の政治・経済・社
会・文化の中心となるにつれ、かつて武蔵野の「むら」で
あった練馬は、この３０年の間に、大都市圏の一部に組
みこまれ、いまや５０万人をこえる人口をもつ「まち」に膨
張した。

3

　とくに、高度成長による急激な発展は、生活の利便さ
を増大したものの、練馬を都市としての基盤整備のとも
なわないまま無秩序に膨張させ、物質偏重の考えを生
み、人間と自然との結びつきや人間相互の心のふれあ
いさえも希薄にした。

4

さらに練馬以西の急速な都市化によって、このまちは、
おびただしい人と車の絶え間のない通路となった。
　

5

　そこから、交通問題や福祉のたちおくれなどもろもろの
問題が発生し、練馬は困難な課題をかかえた、まとまり
のない都市となってしまった。

6

　しかも、区民は、このような問題を自主的に解決するた
めの組織と権限をもたなかった。

7

それは、都区一体性の原則によって、区民の自治権を
制限してきた特別区制度のもとにあったからである。

8

　こうした中で、区民は、他の特別区に先立って、自治権
確立の運動をつづけ、区長公選制をはじめとする特別
区制度の改革を実現した。練馬は、住民自治にもとづく
新しいまちづくりの道を歩みはじめた。

9

しかし、現在の自治制度のもとでは、自治体の権限はな
おあまりにも制限されている。このため、さらに区の自治
権拡充を求めていかなければならない。

現在の施策の方向性など

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分

・昭和55年国勢調査では人口は約56万4千人であった。
その後約14万人増加し、平成20年4月14日には、区の
総人口は70万人を超えた。
・昭和52年の意識調査と平成19年度の区民意識意向調
査を比較すると、概ね20年以上居住している長期居住
者の割合が、3割弱から過半数へと増加している。

・人口の増加する中、いわゆる｢練馬格差」の解消に向
けて、都市基盤の整備に取り組んできた結果、下水道を
はじめとした基礎的な都市サービスは全区的に普及し、
区内主要駅周辺の市街地再開発事業、大江戸線の延
伸など交通網の整備も進展し、都市基盤の整備は一定
程度進んだ。

・高齢者施設、障害者施設、地域施設、生涯学習・ス
ポーツ施設等の開設や２つの大学病院の誘致など施設
面の整備を進めるとともに、高齢者や障害者、子育て支
援に係るサービスをはじめとするソフト面での行政サー
ビスの充実を進め、「たちおくれ」といった状況は解消さ
れた。

・高度経済成長期からバブル期、そしてバブル経済崩壊
と、区政をとりまく経済状況は大きく変化した。

[計画策定の背景・潮流]
（１）時代の潮流
①安全安心に対する意識の高まり
②地域経済の安定成長
③少子高齢化と人口減少社会の到来
④みどりと環境との共生
⑤ともに生き、ともに生活できる社会
⑥価値観の多様化
⑦ＩＴ社会の進展
⑧自治・協働の進展
（２）区民要望の変化

[区政運営の基本的方向]
（１）協働の推進
（２）行政改革の推進

・現在も人口の増加は続いているが、少子高齢化が進
み、人口構造の変化に対応した区政の推進が求められ
ている。

・行政サービスの水準は30年前に比較すると大幅に向
上したが、少子高齢化の進展、安全安心に対する意識
の高まり、地球規模での環境問題など、新たな課題が
山積している。
・障害の有無や年齢などにかかわらず、さまざまな価値
観をもつ人々が、ともに生き、ともに生活できる社会づく
りを進める必要がある。
・飛躍的に発展しつつある情報通信技術を活用した、区
民サービスの一層の充実が求められている。

・かつてのような右肩あがりの経済成長ではなく、ゆる
やかな安定成長が続くと見込まれるが、中小企業の多
い練馬区にとっては景況の先行きは不透明であり楽観
視できない状況にある。
・このような中で、さまざまな課題に対応した区民本位の
サービスを提供できる、柔軟で持続可能な行政経営を
進めるため、協働と行政改革の推進を区政運営の基本
的方向としている。

・平成19年1月には、都区間で、都区のあり方検討委員
会を設置し、①都区の事務配分、②区域のあり方、③税
財政制度について検討し、平成20年度中に基本的方向
を取りまとめることとしている。
・平成18年には地方分権改革推進法が成立し、第二次
分権改革に向けた検討が進められている。
・道州制担当大臣のもと、道州制ビジョン懇談会が設置
され道州制の検討が行われている。
・新基本構想の検討においては、こうした地方分権の動
きをふまえつつ区の将来像を明らかにしていく。

計画策定の背景･潮流の一つとして「自治･協働
の進展」を掲げ、計画全体を貫く横断的要素とし
て政策的･総合的に対処することとしている。

・平成12年の特別区制度改革により、区は都の内部団
体から、原則として区民に身近な事務を行う基礎的地方
公共団体に位置づけられた。同じく12年の地方分権一
括法施行により、国と地方および都道府県と区市町村
の関係を対等・協力の関係に転換させる分権改革が行
われた。

☆



第１部　新しい練馬のすがた
－緑に囲まれた静かで市民意識の高いまち－
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番
号
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（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分

10

　いまこそ、区民は、高い市民意識をもった区の主権者
として、貴重な緑を守り、都市のひずみを解消し、自由で
連帯感のある地域社会を創り出さなければならない。

11

それは、とりもなおさず、大都市社会の中で失われつつ
ある人間性を回復し、真に人間らしい生活を確立すると
いうことになるのである。

12
　区は、区民の総意にしたがいこれを方向づけ、その実
現のために創意と情熱をもって努力する。

13

　この構想の根本は、憲法をくらしに生かすことを基調に
して、区民一人ひとりの基本的人権を尊重し、平和と民
主主義を守り、真の住民自治を確立することにある。

・昭和49年から実施してきた「憲法記念のつどい」は、平
成9年度から集会方式を廃止し、区報により憲法の意義
を周知する形態に変更した。
・昭和58年、非核都市練馬区宣言を行った。
・平成3年、区民の戦争体験記録集「平和への架け橋」
を刊行した。
・平成4年から、平和祈念コンサートを開催し、平成19年
までに15回実施した。
・戦後50年に当たる平成7年に、光が丘公園内に平和祈
念碑を建立した。

・さまざまな人権問題の解消をめざして、区民の人権尊
重意識を高めるための人権教育・人権啓発に取り組ん
でいる。
・区民に対し、平和の大切さ、尊さに思いを寄せ、平和を
祈念する機会としていただくために、平和推進事業を実
施している。

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
14平和と人権を尊重するまちをつくる
141平和を尊ぶ心を育む
142人権の尊重と男女共同参画を進める

・施設建設の際に建設懇談会を設置するなど、各種の
懇談会を設置するほか、まちづくりにおいては住民協議
会を設置するなど、区民参加の体制を整えてきた。平成
12年3月に策定した第二次行政改革実施計画において
「審議会等の原則公開化」「審議会等への公募区民枠
の設置」を取り組み項目とし、平成13年には「附属機関
等の会議の公開および区民公募に関する指針」を策定
して一層の区政の透明化と政策形成段階からの区民参
加・参画の充実を図った。
・平成16年には、区民意見の反映と説明責任を果たす
ことを目的に「区民意見反映（パブリックコメント）制度の
実施に関する要綱」を策定した。

・新行政改革プラン、行政改革推進プランにおいて、練
馬区における自治の仕組みについて定める｢（仮称）自
治基本条例の制定」を取り組み項目とし、検討を進めて
いる。

Ⅴ確かなまちの未来を拓くために
51区民本位の効率的で質の高い行政を行う
511参加と連携による開かれた行政を進める

・区は、区民や町会・自治会をはじめとした地域団体、Ｎ
ＰＯ等との互いの特性や持ち味を生かした役割分担の
もとで協力関係を築き、区民がきめ細かで柔軟な公共
的サービスを受けられるよう、協働を推進する体制づくり
に取り組んでいる。

・区民の積極的な参加・参画により、区民との協働によ
る公共経営を行うことをめざしている。

[区政運営の基本的方向]
（１）協働の推進

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する

Ⅴ確かなまちの未来を拓くために
51区民本位の効率的で質の高い行政を行う
511参加と連携による開かれた行政を進める
512持続可能な行政運営を行う

･区民の社会参加意欲や住民自治意識の高まりを背景
として、町会・自治会、ＮＰＯなどの地域の団体が主体的
に地域の課題を解決しようとする取り組みが進んでい
る。区と区民の関係は、サービスの提供者・受け手の関
係から、協働のパートナーへと転換しつつある。

☆
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14

　かくて、新しい練馬は、「緑に囲まれた静かで市民意識
の高いまち」をめざすものである。
　

・昭和57年に区として初の長期総合計画を策定した。
（計画期間：昭和56年度～65年度。計画目標：｢緑に囲
まれた静かで市民意識の高いまち」）
・平成2年に2番目の長期総合計画を策定し、地域の活
性化の視点も盛り込んだ計画目標を定めた。（計画期
間：平成2年度～12年度。計画目標：｢健康と活力あふれ
る文化のまち　ふるさとねりま」）
・平成13年に、3番目の長期総合計画を策定した。（計画
期間：平成13年度～22年度。計画目標：｢健康と活力あ
ふれる文化のまち　ふるさとねりま」）

・平成17年に、平成13年策定の長期総合計画の後期部
分を抜本的に見直して再構築した新長期計画を策定
し、計画目標「うるおい・にぎわい・支えあい　ともに築く
わがまち練馬　～　豊かさとゆとりあるまちへ　～」の実
現に取り組んでいる。

計画目標
「うるおい･にぎわい・支えあい　ともに築く　わが
まち練馬　～　豊かさとゆとりあるまちへ　～」

15

それは、
１　緑に囲まれた安全で快適なまち
２　健康と生きがいにあふれるまち
３　安定した経済生活が営まれるまち
４　情操豊かなこどもと高い文化をはぐくむまち
５　区民が主体となって区政を推進する連帯のまち
という５つの目標の実現によって、達成されるものと考え
る。

・新長期計画では、計画目標のもと、下記の５つの分野
別目標を定めている。
Ⅰ　だれもが地域で活き活きと暮らすために～区民生活
分野～
Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために～健康福祉分野～
Ⅲ　だれもがいつまでも学ぶことができるために～教育
分野～
Ⅳ　だれもが快適に暮らすために～環境まちづくり分野
～
Ⅴ　確かなまちの未来を拓くために

　Ⅰ　だれもが地域で活き活きと暮らすために～
区民生活分野～
　Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために～健康福
祉分野～
　Ⅲ　だれもがいつまでも学ぶことができるため
に～教育分野～
　Ⅳ　だれもが快適に暮らすために～環境まちづ
くり分野～
　Ⅴ　確かなまちの未来を拓くために

☆



第２部　明日の練馬をめざして　－基本的方向と課題－
第１　緑に囲まれた安全で快適なまち　 －生活環境の整備－

16

　首都東京の市街地拡大にともない、練馬は田園地域
から郊外住宅地域へ、そして大都市圏の中の中間住宅
市街地へと急速に変ぼうした。都心部に近い練馬地区
を中心とする区の東南部では、すでに過密のひずみが
あらわれている。他方、石泉地区を中心とする区の北西
部は、農地と無秩序に発展した住宅地の入りまじった未
完成の地域のままであり、生活環境上の課題も多く残さ
れている。
　練馬をふるさととして愛している区民、住みよい場所を
求めて練馬に移り住んだ区民の期待にこたえて、自然と
調和した人間優先の生活環境づくりをすすめ、個性豊か
な住みよい地域社会をつくる。
　このため、区は区民とともに、住みよい生活環境の基
盤をつくり、地域生活施設を体系的にととのえ、緑にお
おわれたうるおいのある生活空間を確保し、さらに、生
活環境優先の土地利用をすすめ、公害のない清潔なま
ちをめざす。

☆ ・上下水道・都市ガス等の都市基盤整備が進んだ。
・地区計画等による計画的な市街化、公共交通網の整
備、環境に配慮した道路の整備、駅周辺の市街地再開
発による地域拠点の整備などの取り組みが進展した。
・超高層ビルの出現、中高層マンションの増加、市街化
の進んだ地域での農地の減少等により、都市景観が大
きく変化した。
・公害については一時の危機的な状況は脱したが、地
球温暖化など地球規模での環境問題が生じている。
・緑被率は昭和52年の34.0％から平成13年には20.9％
まで減少したが、平成18年には26.1％まで回復した。

・一人ひとりの区民の暮らし方から、都市基盤の整備に
至るまで、環境との共生に配慮したみどり豊かなまちづ
くりを進め、だれもが安全で快適に暮らせる状態をめざ
している。

分野別目標Ⅳ「だれもが快適に暮らすために」を
達成するため、７つの政策のもとに施策・事業を
体系化
41　みどり豊かなまちをつくる
42　環境にやさしいまちをつくる
43　循環型社会をつくる
44　地域特性に合ったまちづくりを進める
45　生活しやすいまちをつくる
46　良好な交通環境をつくる
47　安心して生活できる住まいづくりを進める

分野別目標Ⅰ「だれもが地域で活き活きと暮ら
すために」を達成するため、５つの政策のもとに
施策・事業を体系化
11　地域の活動が活発なまちをつくる
12　経済活動が活発なまちをつくる
13　安心できるまちをつくる
14　平和と人権を尊重するまちをつくる
15　納得と信頼の身近な行政を行う

17 １　生活環境の基盤づくりをすすめる

18

（１）区民が、安全で快適な日日の生活を営むことのでき
る住みよい地域社会を建設するため、都心区との格差
の是正につとめるなど、基盤づくりをすすめる。

☆ ・土地区画整理事業、地区計画、住宅密集市街地の再
整備などを進め、都市基盤の整備に取り組んできた。
・昭和59年に土地開発公社を設立した。
・昭和62年には都市整備公社を設立した。
・都市計画マスタープラン（全体構想：平成13年策定、地
域別指針：平成15年策定）を策定した。
・平成18年にまちづくり条例を施行した。また、都市整備
公社内に練馬まちづくりセンターを開設した。

・平成13年に策定した第２次練馬区住宅マスタープラン
に基づき、都営住宅の区への移管を進めてきた。

・都市基盤についてのいわゆる「練馬格差」は是正され
たものの、整備改善すべき地区や道路等は未だに多く、
充分な整備状況とはいえない。　今後も様々な手法を駆
使した積極的なまちづくりの推進が必要である。
・まちづくり条例や、都市計画マスタープラン等に基づ
き、区民との協働により、都市基盤の整備にとどまらず
景観や環境も含めた魅力あるまちづくりを進めている。

・区営住宅771戸、高齢者集合住宅140戸を管理してい
る。

45生活しやすいまちをつくる
451良好な市街地を形成する
　　○優良建築物等整備事業・都心共同住宅共
同事業
　　○組合等土地区画整理事業（14地区）
　　○地区計画制度の活用（29地区）
　　○大江戸線延伸地域のまちづくり事業
　　・幹線道路沿道の環境保全と整備
　　・住環境の適正誘導
47安心して生活できる住まいづくりを進める
471公共賃貸住宅を適切に管理・運用する
　　○区営住宅の整備（移管受け入れ）
472良質な住まいづくりを支援する
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

19

（２）上下水道、ゴミ処理、都市ガスなどの基礎的な都市
サービスを区内全域にゆきわたらせる。

○ ・下水道普及率が平成７年度末に概成100％となるな
ど、基礎的な都市サービスは、区内全域に普及した。

現在の施策の方向性など区分

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況・など
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容
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20

（３）災害に強い安全な都市づくりをすすめ、さらに地域
防災態勢を確立する。

☆ ・昭和57年に練馬地区環境改善計画を策定し、道路の
拡幅、公園の整備、厚生文化会館の改築などを進め、
平成7年に事業を終了した。
・練馬地区の密集市街地整備促進事業は平成17年度
に完了した。
・川越街道の沿道を不燃化促進地区に指定し、都市防
災不燃化促進事業を実施し、平成18年度末で事業を終
了した。
・平成10年に、交通事故のない安全で安心して暮らせる
まちの実現をめざして｢交通安全都市練馬区宣言」を
行った。

・区民の理解と協力を得て防災再開発促進地区の指定
を行うとともに、土地区画整理事業や密集住宅市街地
整備促進事業などにより、道路の拡幅、公園などオープ
ンスペースの確保などの事業を推進している。
・防災再開発促進地区に指定した地区で実施している
密集住宅市街地整備促進事業については、江古田北部
地区および北町地区において事業中である。さらに今後
整備すべき新規地区を検討していく。
・笹目通りの沿道および環状8号線の一部の沿道を不燃
化促進地区に指定し、都市防災不燃化促進事業を実施
している。

45生活しやすいまちをつくる
453災害に強い都市をつくる
　　○密集住宅市街地整備促進事業
　　○都市防災不燃化促進事業
　　・早期復興の仕組みづくり
　

46良好な交通環境をつくる
463道路の利用環境を整備する

21

　とくに、大震火災に対しては、区民の安全な避難や初
期消火、情報伝達などの態勢をととのえ、救護物資の確
保をはかるなど、常日頃から準備をすすめる。

☆ ・防火水槽の整備（85か所⇒1,282か所）、ミニ防災井戸
（0⇒512か所）の指定、防災無線放送塔（67局⇒191局）
の増設、救援救護物資の備蓄など、災害に備えた体制
を整えてきた。
　※防火水槽の数は、東京消防庁が整備したものも含
む。
・区役所本庁舎の開設に合わせて、平成５年度に、本庁
舎7階に防災センターを設置した。
・阪神・淡路大震災を教訓に、平成8年には、大規模震
災時の避難所および防災拠点として、区立の全小中学
校を「避難拠点」に位置づけた。
・防犯・防火なども含め、区民生活の安全への取り組み
を強化するため、平成16年度に危機管理室を設置した。
・平成16年に、災害対策条例を施行した。
・平成16年に、練馬区民の安全と安心を推進する条例
を施行した。、

・区民の生命・身体および財産を守る災害対策を総合
的・計画的に進めている。
・避難拠点には区職員および学校職員を拠点要員とし
て配置し、関係機関や避難拠点運営連絡会などの区民
防災組織と協力して避難拠点運営や救援救護活動を実
施する体制を整えている。
・災害だけでなく、防犯や防火など生活の安全に配慮し
たまちをつくるために、地域住民団体などがお互い連
携・調整して行うことが出来る体制づくりを進めている。
・安全・安心パトロールカーの運行、防犯ブザーの配
付、ねりま安全・安心メールの配信などを実施している。

13安心できるまちをつくる
132自然災害に対する態勢を強化する
　　○（仮称）ねりま防災カレッジの設立
　　・区の防災体制と被災者支援の強化

131犯罪等に対する態勢を強化する
　　○地域防犯防火連携組織の確立
　　・区の防犯防火等体制と被害者支援の強化

22

また、出水の危険がある地域については、河川を改修
するなど、水害の防止につとめる。

☆ ・区内の川は、暫定改修（1時間30㎜の降雨に対応でき
る改修）では、昭和55年度に完了している。また、本改
修（1時間50㎜の降雨に対応できる改修）については、
石神井川は約65％、白子川は約12％が完成している。

・都市型水害といわれる局地的な浸水被害がたびたび
発生しているため、河川の改修を引き続き行うとともに、
雨水流出抑制施設の整備および道路冠水対策事業を
推進し、総合的な治水対策に取り組んでいる。

45生活しやすいまちをつくる
453災害に強い都市をつくる
　　○雨水流出抑制施設の整備

23

（４）過度の自動車利用を抑制し、歩行者優先と大衆輸
送機関優先を原則とする交通網を整備する。

☆ ・区内の交通課題の解消や、鉄道やバスなどの交
通機関の充実などを図るため、平成19年度に都市
交通マスタープランを策定した。

・都市交通マスタープランに基づき、体系的な公共
交通網の整備を推進し、交通機関分担の適正化を
図っていく。
・自動車から公共交通への転換を促進し、過度な
自動車利用による環境負荷の低減を図る。
・自転車の適正利用を推進するため、撤去の強化
および自転車駐車場の整備等により放置自転車対
策を推進している。

46良好な交通環境をつくる
461公共交通を充実する
　　・総合的な交通体系の整備
463　道路の利用環境を整備する
　　・自動車駐車場対策の推進
　　○自転車駐車場の整備
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24

　ア　地下鉄網とバス路線を整備し、新しい交通システ
ムの導入につとめ、交通不便地域の解消をはかる。
とくに、南北交通網を整備し、区民の日常生活の足の確
保につとめる。

☆ ・都営地下鉄大江戸線（平成3年練馬～光が丘開通。平
成9年新宿まで開通）、地下鉄有楽町線（昭和58年）、西
武有楽町線（昭和58年新桜台～小竹向原、平成6年練
馬～新桜台）の開通や、西武池袋線の練馬高野台駅誕
生（平成6年）、西武池袋線の連続立体交差化(平成15
年桜台～練馬高野台完成）など、区内の鉄道網の整備
が進んだ。

・現在、都営大江戸線の大泉学園町方面延伸の早期実
現に向けて取り組んでいる。
・西武池袋線石神井公園駅付近の連続立体交差事業
については、平成19年5月の事業認可を受け、現在、早
期完成を目指して事業中である。また、西武新宿線につ
いてもまちづくりにあわせた鉄道立体化を各関係機関に
要請している。
・南北方向を結ぶ新たな公共交通システムとしてのエイ
トライナーについて、関係5区と共同して実現化に向けた
促進活動を続けている。
・交通不便な地域の改善や公共施設を利用しやすくする
ため、5路線のコミュニティバスを運行している（平成20
年1月7日現在）。

46良好な交通環境をつくる
461公共交通を充実する
　　○都営大江戸線の延伸促進
　　○西武池袋線連続立体交差事業
　　○エイトライナー整備促進事業
　　○練馬型コミュニティバスの運行

25

　イ　生活道路は、歩行者の安全と近隣生活の場として
の快適性を確保するとともに、消防活動やゴミ収集など
が、円滑に行えるよう整備する。また、生活道路から通
過交通の排除をはかる。

☆ ・都市計画道路、生活幹線道路、主要生活道路、生活
道路等の整備を、地域住民の理解と協力を得ながら進
めてきた。昭和55年度末には11.3％だった道路率は、平
成19年4月1日現在14.8％に上昇したが、23区中15位で
ある。

・生活道路については、私道などを区道として認定する
公道化を進めている。
・安全で快適な歩行者空間を確保するため無電柱化や
道路のバリアフリー化に取り組んでいる。
・まちづくり条例において、主要生活道路を計画基準とし
て位置づけ、対象となる開発事業において道路幅員の
実現を図っている。
まちづくり条例の対象となる開発事業に関わらない主要
生活道路については具体的な実現手法を検討していく。
・通過交通を担うべき幹線道路の整備促進など、道路網
の体系的な整備を行い、生活道路からの通過交通の排
除を図っている。
・密集住宅市街地整備促進事業において、災害に強い
まちづくりをめざし道路拡幅整備を進めている。

46良好な交通環境をつくる
462主要な道路を整備する
463道路の利用環境を整備する
　　・生活道路の整備
　　・橋りょうの新設・架け替え・大規模改修
　　○快適なみちづくり事業
　　・自動車駐車場対策の推進
　　○自転車駐車場の整備

26

ウ　通過交通を主体とする幹線道路については、区民
の生活を圧迫しないよう道路構造や沿道環境の整備に
つとめる。

☆ ・都市計画道路、生活幹線道路等の整備を地域住民の
理解と協力を得ながら進めてきた。
・都市計画道路は第三次事業化計画に基づき整備を進
めている。また、環状8号線などの都施行路線について
も沿道環境などについて必要な要請をするとともに協力
に努めている。
・生活幹線道路については区道の計画化した延長約
94kmのうち約23kmの整備が完了している。

・生活幹線道路については、現在、整備促進路線に指
定した約9㎞の早期整備に取り組んでいる。
・東京外かく環状道路については、区内交通状況の抜
本的改善などのために、事業予定者である国・都に対し
てよりよい形での整備に向けて働きかけを行っている。
・安全で快適な歩行者空間を確保するため無電柱化や
道路のバリアフリー化に取り組んでいる。
・大規模幹線道路の整備にあたっては、環境影響評価
手続や都市計画手続において、環境、安全、地域社会
等に関して意見要望を事業者等に提出するとともに、ま
た沿道のまちづくりや土地利用の誘導等により沿道環
境の整備に努めている。

46良好な交通環境をつくる
462主要な道路を整備する
　　・都市計画道路（主要幹線道路・幹線道路）
の整備促進
　　○東京外かく環状道路計画に関する事業
　　○都市計画道路（地区幹線道路）の整備
　　○生活幹線道路の整備
　　・主要生活道路の整備
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27 ２　地域生活施設を体系的にととのえる

28

（１）区民の日日の生活の基礎となる健全な地域社会単
位を形成する。このために、区民生活の場は、
①学校区をはじめとする近隣生活圏としての「近隣住
区」、
②その近隣住区を包含する地域活動と行政の接点とし
ての「住区」、
③住区を包含する行政サービス圏としての「地区」、
④練馬生活圏としての「全区」のそれぞれの段階で体系
的に整備する。

☆ ・道路や鉄道等の交通網の整備などが進み移動がしや
すくなったこと、情報通信技術が発達したこと、区民のラ
イフスタイルの多様化に伴い生活圏域もさまざまである
ことなどから、区が区民生活の場としての地域社会の単
位を設定するという考え方は現在とっていない。

・少子高齢化の進展などに伴い、地域コミュニティにおい
て地域の住民同士が支え合うことがますます重要に
なってきていることから、町会・自治会やＮＰＯをはじめと
した区民の自主的な地域活動の支援を進めている。

11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する
　　・町会・自治会との協働の推進
　　○練馬区ＮＰＯ活動支援センターの設置

29

（２）地域生活施設をそれぞれの段階の核として整備す
る。既存施設の多目的利用はもちろんのこと、これらを
含めて身近な地域生活施設を近隣住区単位に整備す
る。また、それらを包含する住区の核として、出張所の
機能を拡充した地域自治センターをつくり、区民の自主
的活動の条件づくりをすすめる。
　さらに、練馬生活圏の中心的機能をはたす地域をつく
り、それを核として、総合的な地域整備をすすめる。

☆ ・地域施設として、地区区民館（11館⇒22館）、地域集会
所（0⇒17か所）の整備を進めてきた。
・出張所は、平成18年に策定した「出張所のサービス向
上と事務の効率化実施計画」に基づき、20年1月から窓
口サービス機能については4か所の区民事務所と1３か
所の出張所に再編することとした。
・練馬の中心核として練馬駅周辺の整備を進め、北口
のカネボウ跡地を昭和53年に東京都とともに買収し、昭
和58年には練馬文化センターを開設した。さらに、平成6
年には平成つつじ公園を開園、7年には練馬駅北口地
下駐車場が、15年には北口交通広場が完成した。

・出張所機能再編に伴い、20年度からは、地域支援推
進担当者を区民事務所・出張所に配置している。また、
地域情報コーナーを設置し、地域活動を支援していく。
・平成17年に策定した｢施設の適正配置・再編方針」に
基づき、地区区民館・地域集会所・区民館でそれぞれ異
なる利用方法、名称などの統一化に向けた検討をして
いる。
・平成3年に策定した「練馬駅周辺地区街づくり構想案」
に基づき、地域と協議しながら、にぎわいのある商店街
づくりや生活幹線道路の整備、無電柱化などに取り組ん
でいる。また練馬駅北口の区有地の活用についても検
討を進めている。

11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する＞
　　・町会・自治会との協働の推進
　　○練馬区ＮＰＯ活動支援センターの設置
112地域活動を支える情報・機会・場の提供を行
う
　　・地区区民館の運営
　　・○地域集会所の整備
　　・区民館の運営
　　・光が丘区民ホール・関区民ホールの運営

Ⅳだれもが快適に暮らすために
45生活しやすいまちをつくる
452まちの拠点機能を向上させる
　　○練馬の中心核の整備

30

（３）区民が、地域生活施設を気軽に利用して日日の生
活を豊かにできるよう、それぞれの施設を結ぶ道路を整
備する。

☆ ・区立施設だけでなく、区内の公共的施設について、だ
れもが社会参加しやすい環境を整備するため、平成5年
に｢練馬区福祉のまちづくり整備要綱」を制定し、民間の
建築主、管理者と協議を行い、整備を進めている。
・福祉のまちづくりの取り組みを一層強化するため、平
成18年3月｢福祉のまちづくり総合計画」を策定し、12の
基本方針と、基本方針ごとの行動計画を定めた。

・建築物等の施設はもとより、まち全体のバリアフリー化
を進めていくために、平成19年度から区民との協働で
「福祉のまちづくり」に関する条例の検討を進めており、
平成21年度の制定を目指している。
・交通バリアフリー法の施行を踏まえ、区では区内鉄道
駅のバリアフリー化を促進するため、鉄道事業者に対し
てエレベーターの設置費用の一部を補助するなど積極
的な支援を行っている。

45生活しやすいまちをつくる
454利用しやすい都市をつくる
　　○鉄道駅バリアフリー事業
46良好な交通環境をつくる
463道路の利用環境を整備する
　　・安全・景観に配慮した歩きやすいみちづくり
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31
３　緑におおわれたうるおいのある生活空間をつくる

32

（１）緑は、自然の象徴として、人間生存の基盤をなすも
のであり、区民が健康で快適な生活を営んでいくうえに
欠くことのできないものである。区民と区はたがいに協
力して、緑の保全と回復につとめ、自然環境と調和のと
れた生活空間を確保する。

☆ ・昭和52年に「みどりを保護し回復する条例」を制定し、
57年には「みどりを保護し回復する計画」、平成10年に
は「練馬区みどりの基本計画」を策定し、憩いの森や保
護樹林制度、緑化協力員制度など、さまざまな施策を展
開してきた。
・平成16年10月に、樹林地など貴重なみどり資源の保
全や取得などを目的に「練馬みどりの葉っぴい基金」を
設置し、18年3月には「練馬みどりの機構」が発足した。
・また、同条例に基づき、5年ごとに「みどりの実態調査」
を行い緑被率を調査している。昭和52年には34.0％だっ
たが平成18年には26.1％となっている。
・平成19年度から練馬みどりの機構と協力し、落ち葉の
リサイクルの試行を開始した。保護樹木・保護樹林の所
有者を対象に落ち葉の収集後、農家が使える腐葉土を
づくりを目指している。また、腐葉土づくりの拠点として、
大泉さくら運動公園にリサイクルヤードを建設した。

・平成18年には、おおむね30年後に緑被率を30％にす
ることをめざして「みどり30推進計画」を策定し区・区民・
事業者が協働して練馬のみどりを守っていく取り組みを
進めている。
・区内に残るみどりの保全と新たなみどりの創出を区
民、事業者等とともに実現するため、「練馬区みどりを愛
し守りはぐくむ条例」（平成20年6月1日施行予定）を制定
した（「みどりを保護し回復する条例」は廃止する）。
・平成21年度までに、腐葉土づくりにおいては、農家で
使える品質の確保を図るほか、ＪＡとリサイクルシステム
の具体的な検討を進める。また、保護樹木・樹林の所有
者から合理的に収集するシステムを開発する。

41みどり豊かなまちをつくる
413みどりを愛し育む活動を広げる
　　○みどりを育む地域づくり
　　・練馬みどりの葉っぴい基金・練馬みどりの機
構の充実
　　○落ち葉のリサイクル

33

（２）公共施設の緑化をすすめ、あわせて民間施設の緑
化を奨励する。

☆ ・平成19年4月1日現在、都立公園を含む区内の公園
は、614か所1,905,647.47㎡で区民１人当たりの公園面
積は2.75㎡となっている。
・住宅、民間施設の緑化を推進するため、生け垣化助成
制度や屋上緑化助成制度を実施するほか、地域のみど
りを守りはぐくむため、みどりの協定が制度化された。
・平成16年に屋上緑化の普及啓発を目的として、練馬区
役所本庁舎６階（低層部）に屋上庭園を設置した。
・平成18年に、都市に残された貴重なみどりの保全・創
出に向けて国・都・関係区市による横断的な取り組みを
始める場として｢都市のみどりを守るフォーラム」を、清
水山憩いの森で開催した。

・「みどり30推進計画」の目標である緑被率30％を実現
するため、区民１人当たりの公園面積6.0㎡を目指し、公
園等の整備を進めるとともに、多様な機能を備えた公園
の整備を図っている。
・学校を含めた公共施設については、「みどり30推進計
画」の目標を達成するため先導的に取り組むこととし、
屋上緑化、校庭の芝生化などによる緑化を今後とも進
めていく。
・道路、河川についても、様々な手法により、緑化してい
くこととしている。

４１みどり豊かなまちをつくる
412未来を築くみどりをつくる
　　○公園リニューアル大作戦
　　○公園等の整備（みどりと水の拠点整備と機
能の維持）
　　○公共施設の緑化
　　○道路・河川の緑化

34

（３）自然の林を残し、公園をつくり、街路樹を植えるな
ど、緑の豊かなまちをつくる。

☆ ・平成19年4月1日現在、保護樹木は1,389本、保護樹林
は75か所210,248㎡、憩いの森は40か所105,663㎡、街
かどの森は9か所5,326㎡である。

・平成20年6月1日施行予定の「練馬区みどりを愛し守り
はぐくむ条例」では、保護樹林の対象面積を1,000㎡以
上から300㎡以上に引き下げ、貴重な樹林地の保全を
図るとともに、郷土景観保全地区の指定に関する規定を
新設し、雑木林や農地等が一体となった郷土景観の保
全を図ることとなった。
・特別緑地保全地区については、既に１地区を指定し、
「みどり30推進計画」では新たに１地区の指定を平成23
年度末の目標としている。
・農地の保全については、練馬区が中心となり、農地の
ある都内36区・市が連携して、平成19年1月に「都市農
地保全自治体フォーラム」を開催するなど、新しい取り
組みを展開している。

41みどり豊かなまちをつくる
411ふるさとのみどりを守る
　　○樹林地等の保全（保護樹木・保護樹林・憩
いの森・街かどの森）
　　○特別緑地保全地区の指定
　　・農地の保全
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35 ４　生活環境優先の土地利用をすすめる

36

（１）土地は、もっとも根幹的な生活基盤である。その利
用のしかたは、区民の生活環境に直接影響をおよぼ
す。
　このため、生活環境優先のまちづくりをめざし、住宅
地、商業地、工業地の混在をさけ、それぞれの地域の
特色を生かした土地利用をはかる。

☆ ・区では、練馬区全体の街の将来像を示す、平成3年策
定の｢練馬区街づくり基本計画｣と、平成6年策定の｢地
域別街づくり計画｣に基づきまちづくりを進めてきた。
　その後、21世紀の練馬区にふさわしいまちづくりのた
めの基本方針として、平成13年に｢練馬区都市計画マス
タープラン全体構想｣を、平成15年に｢同地域別指針｣を
策定した。

・良好な住環境の保全等を図るため、建築物の敷地面
積の 低限度（用途地域）および高さの 高限度（高度
地区）を定める手続を進めている。
・平成16年に景観法が制定されたことによる区民の景観
に対する意識の高まりを受け、今後、景観法の仕組みを
取り入れた景観方針や景観計画の策定、景観条例の制
定に取り組んでいく。

44地域特性に合ったまちづくりを進める
442土地利用を計画的に誘導する
　　・都市計画マスタープランの運用
　　・地域地区制度の適正運用

443調和のとれた都市景観を形成する
　　・景観形成のルールの整備

37

（２）市街化された地域および駅周辺地域は、それぞれ
の実情に適した再開発と修復的な改造をすすめ、都市
の機能をよみがえらせる。市街化進行中の地域は、無
秩序な開発を防止し、農地などのオープン・スペースを
保全して、緑豊かな生活環境を確保する。
とくに、地域の生活環境の悪化につながる小規模開発
については、これを極力規制する。

○
☆

・区内の主要な駅の周辺地区について、再開発事業や
地区計画等により拠点機能の向上に努めてきた。
・平成8年に練馬春日町駅西地区、平成14年に石神井
公園駅北口地区、平成15年に大泉学園駅前地区の市
街地再開発事業が完了し、駅周辺道路の新設・拡幅や
再開発ビルや公共施設、駅前広場などの整備を行い、
交通混雑の解消、歩行者の安全確保、駅前にふさわし
い景観の創出などを図った。
・住みよいまちづくりを推進するため、昭和53年には、宅
地等開発指導要綱、建築物の日影規制条例等を施行
し、乱開発の防止に努めてきた。

・平成16年に練馬駅南口地区、平成17年に中村橋駅南
口地区、平成18年に江古田駅北口地区において地区計
画を策定し、駅前広場や歩行者通路、電線類の地中
化、駅周辺道路等の整備を行っている。その他の駅周
辺においても、区民の日常生活を支える生活拠点として
整備を進める方針である。
・平成18年度末現在、駅周辺の3地区を含め19地区の
地区計画を策定し、良質な建築物を建築するための規
制誘導、道路の新設・拡幅、公園の整備等を推進してい
る。なお、地区計画についてはまちづくりの効果的な手
法として、今後も活用し、当面30地区程度まで策定する
方針である。

452まちの拠点機能を向上させる
　　○練馬の中心核の整備
　　・地域拠点の整備（○石神井公園駅周辺地区
の整備、○大泉学園駅周辺地区の整備）
　　・生活拠点の整備（○江古田駅周辺地区の整
備、○中村橋駅周辺地区の整備、○上石神井駅
周辺地区の整備、○各駅周辺地区の整備）

38

（３）グラント・ハイツ跡地およびキャンプ朝霞跡地は、緑
の多い文化的なまちとし、その周辺地域と調和のとれた
整備をすすめる。

○ ・光が丘地区の開発にあたっては区民の共有財産とし
て活用するため、国や都に働きかけ、住宅と公園、道
路、学校等公共施設をバランスよく配置する都市計画と
し、みどり豊かな住みよい環境づくりを図った。区立施設
では保育園12、小学校9、中学校４、幼稚園４、区民セン
ター、地区区民館、体育館、図書館などを開設したほ
か、練馬区医師会立光が丘病院（現「日本大学医学部
付属練馬光が丘病院」）を誘致した。

・また、区は、キャンプ朝霞跡地に大泉学園桜小学校、
大泉学園桜中学校、大泉さくら運動公園を開設した。
  都立大泉学園高校跡地については、都市公園として
の都市計画決定を行った。

・都立大泉学園高校跡地の東側およそ1.0haについて、
平成22年度より整備に着手する予定である。

41みどり豊かなまちをつくる
412未来を築くみどりをつくる
　　○公園等の整備（みどりと水の拠点整備と機
能の維持）

39

（４）区民一人ひとりの土地利用や建築活動は、地域の
生活環境に影響をおよぼす。
　このため、環境を悪化させる行為は自律的に抑制す
る。

☆ ・住みよいまちづくりを推進するため、昭和53年には、宅
地等開発指導要綱、建築物の日影規制条例等を施行
し、乱開発の防止に努めてきた。

・平成18年に練馬区まちづくり条例を施行し、都市計画
やまちづくりにおける住民参加や区民、事業者および練
馬区の役割分担と協力関係の仕組みを定め、まちづくり
センターを設置するなど、協働のまちづくりを進めてい
る。

44地域特性に合ったまちづくりを進める
442土地利用を計画的に誘導する
441区民・事業者とともにまちづくりを進める
　　○まちづくりセンターの設置
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40 ５　公害のない清潔なまちづくりをすすめる

41

（１）区民は、自動車公害をはじめとするもろもろの公害
に苦しんできた。誰もが、青い空がひろがり、澄んだ水
がながれ、静けさに囲まれたまちなかの生活を望んでい
る。
　このため、発生者負担の原則にたって、公害をとり除
き、清潔なまちづくりにつとめる。

☆ ・公害については、国として発生者負担の原則が確立さ
れ、道路、工場などにおいて、発生源側の負担により公
害の防除が行われている。
・地域住民の努力と、環境関係法令の整備・適切な運用
により、いわゆる産業型公害については一時の危機的
な状況を脱することができた。

・事業所の監視・規制に取り組むとともに、環境保全のＰ
Ｒに努めている。

42環境にやさしいまちをつくる
422公害問題を解決する
　　・的確な環境の監視と監視データの活用
　　・自動車交通公害問題への対応

・環境問題の多様化と広がりに対応して、公害防止にと
どまらず、環境保全施策として展開してきた。
・平成13年に環境基本計画2001-2010を策定した。
・平成18年に環境基本条例を制定するとともに、環境都
市練馬区宣言を行った。
・平成19年には環境基本計画2001-2010を改定した。
・環境保全施策を着実に進めるため、環境マネジメント
システムを導入して平成13年にＩＳＯ１４００１の認証を取
得し、区の仕事における環境配慮を率先して進めてい
る。

・身近な地域の問題から、地球温暖化等の地球規模ま
での幅広い環境問題に対して、環境基本条例の制定、
環境基本計画、その他個別計画の策定、環境都市練馬
区宣言などにより、区としての環境問題に対する姿勢と
役割および方針を明確にし、総合的かつ体系的に取り
組んでいる。
・今後は「環境都市ねりま」をめざして、一層環境施策の
深化、拡充を図る。特に、地球温暖化防止のための足
元からの行動を区を挙げて強力に推進する。

421足元からの行動を広げる
　　○地球温暖化防止足元からの行動促進事業
　　○区民と見つけるねりまの自然

425率先して区の取り組みを進める
　　○区立施設の環境配慮の推進

42

（２）工場公害や日照公害などによって、居住環境が悪
化するのを規制し、住宅地として調和のとれた環境づく
りにつとめる。

☆ ・公害問題の解決に向けて、大気、水質、土壌、地下
水、騒音、振動等の状況を測定・把握し、区民へ情報提
供してきた。
・全国に先駆けてアスベスト対策に取り組み、区立施設
の吹付けアスベストとアスベストを含有する吹付け材の
除去工事を平成１７年度末までに完了した。さらに平成
１８年、飛散防止対策の強化や充実を図るため、国の規
制強化に先駆けてアスベスト飛散防止条例を制定し、18
年度末に吹付けアスベスト等除去工事費用助成要綱を
制定した。
・平成9年にポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条
例を施行した。

・有害化学物質は、使用事業所からの使用量や排出量
の報告により、使用状況を把握している。また、立入調
査を実施して具体的な指導を行うとともに、リスクコミュ
ニケーション講習会を実施し、土壌汚染や地下水汚染
に対する情報の共有や周知方法についての説明を行っ
ている。
・20年1月に、国内で使用されていないとされたトレモラ
イトなど3種のアスベストが都内の公共施設から検出さ
れたと報道を受け、区は直ちに区立施設と小中学校の
再調査を行うとともに、民間の建物についても再調査費
用の全額負担をすることとした。
　今後ともPRの徹底や対策の強化に取り組んでいく。
・区・区民・事業所が一体となってまちの美化に取り組ん
でいる。

42環境にやさしいまちをつくる
423まちづくりで環境に配慮する
　　・まちづくり環境配慮制度の活用
424まちの美化を進める
　　・まち美化活動の支援
　　・環境美化キャンペーンの充実
　　・清掃ボランティア組織の結成
422公害問題を解決する
　　・的確な環境の監視と監視データの活用
　　・生活型公害問題解決のための支援
　　・工場等や建設工事の公害発生の防止
　　・有害化学物質汚染対策の充実
　　・アスベスト飛散防止対策の推進



第２部　明日の練馬をめざして　－基本的方向と課題－
第１　緑に囲まれた安全で快適なまち　 －生活環境の整備－

現在の施策の方向性など区分

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況・など
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容

43

（３）関越自動車道や環状７号線などの幹線道路は、区
民生活優先の原則にたって道路構造や沿道環境の改
善をはかるなど、自動車公害の除去につとめる。

☆ ・大気汚染の測定地点（区設置）を55年度の5か所から
12か所に増やして、区内の大気汚染の実態を把握して
いる。

・ディーゼル自動車対策等により、二酸化窒素や浮遊粒
子状物質による大気汚染については改善傾向が見られ
る。

・大規模幹線道路の整備にあたっては、環境影響評価
手続や都市計画手続において、環境、安全、地域社会
等に関して意見要望を事業者等に提出するとともに、沿
道のまちづくりや土地利用の誘導等により沿道環境の
整備に努めていく。
・光化学スモッグや騒音など、依然として環境基準を超
える項目もあり、さらに対策を進めていく。

422公害問題を解決する
　　・的確な環境の監視と監視データの活用
　　・自動車交通公害問題への対応

44

（４）河川を浄化して清流をよみがえらせる。 ☆ ・平成元年に「練馬区水辺ふれあい計画」を策定し、区
内の水辺について21世紀を展望し、「うるおい」と「やす
らぎ」をもたらす水辺環境づくりを進めていく方向を示し
た。また、平成13年、平成19年にはこの計画を見直し改
定した。
・区内を流れる石神井川・白子川の水質汚濁について
は、下水道の普及などにより改善した。

・今後とも水辺とのふれあいや水生生物の生育に配慮
した川づくりに取り組んでいく。

421足元からの行動を広げる

45

（５）区民と区は、ともに資源の尊さを自覚し、使い捨て
思想を改め、みずからの廃棄物（汚水、ゴミなど）の排出
抑制につとめる。

☆ ・ごみの発生抑制を図るため、リサイクル事業の充実を
図ってきた。資源回収は集団回収を中心にしつつ、ビ
ン・缶の街区路線回収（平成１３年度全区展開完了）、
ペットボトルの街区路線回収（平成18年度全区展開完
了）や、集積所における古紙回収、紙パック・電池・ペッ
トボトルの拠点回収などを行っている。
・平成12年に、都から清掃事業が移管され、収集運搬を
区が行うこととなった。同じく、平成12年にリサイクル推
進条例を施行した。循環型社会をめざして、ごみの発生
抑制・リサイクル・適正処理を推進している。
・平成14年度から、区立小中学校の給食から出る残飯
や残菜を肥料に資源化して、区内農家で使用してもらう
事業を開始し、「練馬の大地」として一般にも販売してい
る。

・リサイクルセンターは、平成９年に関町、平成１４年に
春日町が開設した。
・平成19年10月から容器包装プラスチックの資源化回収
をモデル地区で実施。

・今後は、容器包装プラスチックや廃食用油など他品目
の資源化に向けた取り組みを進めていく。
・仮称桜台リサイクルセンターを平成20年度に開設する
とともに、北西部地区に開設を予定している。

43循環型社会をつくる
431ごみの発生を抑制する
　　・普及啓発の推進（○リサイクルセンターの整
備）
 　 ・再利用の促進
　  ・ごみの発生抑制の計画的推進
432リサイクルを進める
　　・事業活動における資源回収の促進
　　・地域における資源回収事業の推進
433ごみの適正処理を進める
　　・ごみ排出ルールの確立
　　・ごみの収集・運搬事業の推進



第２部　明日の練馬をめざして　－基本的方向と課題－
第2　健康と生きがいにあふれるまち　 －福祉と保健の充実－

46

　区民生活に内在する貧困と不安をとり除き、誰にも健
康で文化的な生活を営む権利が保障される明るい地域
社会をつくる。
このため、区は区民とともに、こども、老人、心身障害者
（児）、生活困窮者などの社会的に弱い立場にある人び
との生活を守り、社会参加をすすめるとともに、すべて
の区民の健康を守る。そして、誰もが、地域社会の重要
な一員として人間性が尊重され、ゆとりと生きがいのあ
る安心した生涯をおくることができるまちをめざす。

☆ ・福祉、保健にかかる施設整備・サービス拡充に取り組
むとともに、保健・福祉が連携した総合的な支援体制の
構築に取り組んできた。

・現在では、子ども、高齢者、心身障害者（児）、生活困
窮者などを単に「社会的に弱い立場にある人びと」という
側面でとらえるのではなく、地域で生活しているだれも
が、その人らしく、個性と能力を発揮しながら安心して健
やかに暮らせる社会をめざすという考え方に立って施策
を進めている。

４つの分野別目標の一つ「だれもが健やかに暮
らすために」を達成するため、以下の６つの政策
のもとに施策・事業を体系化
21　地域で福祉を支える
22　健康に暮らせるまちをつくる
23　子どもと子育て家庭を支援するまちをつくる
24　高齢者が暮らしやすいまちをつくる
25　障害者が自立して暮らせるまちをつくる
26　生活の安定を図る

４つの分野別目標の一つ「だれもがいつまでも学
ぶことができるために」を達成するため、以下の
４つの政策のもとに施策・事業を体系化
31　地域に開かれた教育を進める
32　楽しく学ぶことができる学校教育を進める
33　次代を担う青少年を育てる
34　ともに学びあえる生涯学習を進める

47
１　社会的に弱い立場にある人びとの生活を守る 21地域で福祉を支える

48

（１）平等な社会生活を営むための基盤をととのえ、きめ
細かい施策を区民生活のすみずみにゆきわたらせる。
　このため、地域における福祉サービスの態勢づくりに
つとめる。

☆ ・昭和63年には、区民の相互扶助をめざし福祉公社を設
立した。福祉公社は、介護保険制度の導入を機に見直
し、勤労者福祉共済会との統合により解散した。
・平成4年、高齢者福祉施設を運営する担い手となるよ
う、練馬区社会福祉事業団を設立した。
・平成7年度には福祉に関する窓口を可能な限り一本化
して総合福祉事務所とするなど、保健・福祉の総合支援
体制の確立に努めてきた。さらに17年度から導入した事
業部制において健康福祉事業本部を設置し、一層保
健・福祉施策の連携を図る組織体制とした。
・平成18年3月には健康福祉分野の共通理念の実現を
めざして、地域福祉計画を策定した。
・平成18年3月にノーマライゼーションを基本理念とする｢
福祉のまちづくり総合計画」を策定し、だれもが社会参
加が可能な福祉のまちづくりを目指し、取り組みを進め
ている。

・少子高齢化の進展などに伴い、保健・福祉にかかわる
区民ニーズは多様化・高度化している。だれもが安心し
て健やかに地域で暮らしていけるよう、行政による保健
福祉サービスの提供だけでなく、地域の団体や個人が
地域福祉活動に参加できる仕組みづくりに取り組んでい
る。

211地域の福祉活動を支援する
　　○（仮称）地域福祉パワーアップカレッジ事業
の実施

212保健福祉の総合支援体制を確立する
　　・保健・医療・福祉の連携

213保健福祉サービスの利用を支援する
　　・サービス評価と情報提供

214福祉のまちづくりの考え方を広める
　　・福祉のまちづくり推進体制の確立
　　・普及・啓発活動の実施

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容

行
番
号

区分

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

現在の施策の方向性など



第２部　明日の練馬をめざして　－基本的方向と課題－
第2　健康と生きがいにあふれるまち　 －福祉と保健の充実－

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容

行
番
号

区分

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

現在の施策の方向性など

49
（２）こどもをとりまく環境をととのえる 23子どもと子育て家庭を支援するまちをつくる

50

ア　明日の社会をになうこどもが、心身ともにすこやかに
成長するよう、こどもの地域環境を地域の人びとと一体
となってととのえる。

☆ ・昭和57年、父子・母子家庭への家事援助者派遣事業
を開始した。
・平成13年、学校の余裕教室等を活用して私立保育園
分園を開設した。
・児童福祉向上のため、保育園（58園⇒80園）、児童館
（16館⇒17館）、学童クラブ（53か所⇒90か所）、子ども
家庭支援センター(0⇒2か所）など各種施設の整備や
サービスの充実に取り組んできた。

・少子化の進展、核家族化の進行、共働き世帯の増加、
都市化による地域コミュニティの希薄化などに伴い、多く
の保護者が子育てに不安や負担を感じている。こうした
状況をふまえ、単に子どもだけでなく次世代を担う子ども
と子育て家庭を地域社会全体で支えていくため、民間の
事業者や区民（個人・団体）も含めた多様な担い手によ
り、子育て支援サービスをきめ細かく提供できる仕組み
づくりに取り組んでいる。

231地域で子育てを支える
　　○子ども家庭支援センターの整備
　　○子育てのひろばの整備
　　○ファミリーサポート事業の充実

233子どもの放課後等の居場所を確保する
　　○放課後児童健全育成事業の充実

234特に援助が必要な子どもと子育て家庭を支
援する
　　・児童虐待防止対策の充実

・青少年の活動の場として、秩父青少年キャンプ場の整
備、少年自然の家の新設・改築等施設の整備とともに、
民間の協力を得て遊び場の確保を進めてきた。
・昭和56年に、学校やＰＴＡ・青少年委員・地域の人々に
より青少年の非行防止を目指して「健やか運動」推進会
議が発足した。平成４年からは青少年問題協議会がこ
の運動の趣旨を継承し、青少年育成関係団体の協力を
得て、区が実施している。

・若年無業者やフリーターの増加などを受け、青少年が
学ぶことや働くことの意義を学べる（仮称）わかものス
タート支援事業の実施に向けて検討を進めている。

33次代を担う青少年を育てる
331青少年の自主的な活動を支援する
　　・青少年の育成と活動の機会の提供　ほか
332家庭・学校・地域の連携を支援する
　　・青少年の健全育成を進める　ほか

51

　イ　保育需要の多様化に適応した保育を、幼稚園教育
との関連を考慮してすすめる。

☆ ・認可保育所の整備・充実に加えて、認証保育所、駅型
グループ保育室など、認可外保育施設の整備により、待
機児童の解消を目指してきた。

・多様な就労形態や在宅子育て家庭も含めたさまざまな
保育ニーズに対応できる保育サービスの拡充に取り組
んでいる。
・就学前の子どもに教育・保育などを総合的に提供する
認定子ども園が、区内私立幼稚園を母体として平成２０
年度開設される予定である。区は、区民が在籍する都
内私立認定子ども園の設置者に運営費等の補助を行
う。

232保育サービスを充実する
　　○保育所待機児の解消
　　○多様な保育サービスの充実
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52 （３）老人の不安を解消する 24高齢者が暮らしやすいまちをつくる

53

　ア　老人が、生きがいのある生涯をおくることのできる
地域社会づくりにつとめる。

☆ ・在宅介護支援センターが中心となって、援助を要する
高齢者の日常的な見守りを、地域の関係機関と連携し
て、異変時には迅速に対応できるネットワーク体制を形
成し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地
域づくりに取り組んでいる。

241地域で高齢者を支える
　　・地域支え合いネットワークの構築

54

イ　老人の生活と医療を保障して、老人の不安の解消に
つとめる。

☆ ・介護を必要とする高齢者のため、特別養護老人ホーム
（０⇒18か所）等の施設の整備や在宅サービスの充実を
進めてきた。これらは福祉施策として進めてきたが、平
成12年度から介護保険制度がスタートしたことに伴い、
区は保険者として介護保険制度の運営に取り組むことと
なった。

・高齢者人口の増加に伴い、要介護高齢者の増加が見
込まれることから、高齢者が住み慣れた地域で安心して
生活を継続していくことができるように、在宅サービスや
地域密着型サービスの充実を図っている。

243特定（虚弱）高齢者の自立を支援する
　　・介護予防施策の充実

244要介護高齢者の自立を支援する
　　・介護保険サービスの実施

245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
　　（○特別養護老人ホームの整備、介護老人保
健施設の整備、短期入所生活介護施設の整備、
地域密着型サービス拠点等の整備）

15納得と信頼の身近な行政を行う
153国民健康保険および国民年金制度を適正に
運営する
　　・国民年金事業の運営

55

　ウ　老人を敬い、奉仕の精神を高め、老人の地域社会
への参加をすすめる。

☆ ・高齢者の生きがいづくりや社会参加のため、高齢者セ
ンター（０⇒3か所）等の整備をはじめ、交流の場の提供
や事業の拡充に努めてきた。

・高齢者のうち約8割は特別な支援を必要としない元気
な高齢者である。活力ある地域社会を維持していくため
に、高齢者自身が社会の担い手として活躍できるよう、
介護予防とともに、就労支援や社会参加への支援に取
り組んでいる。

242高齢者の多様な社会参加を支援する
・世代間交流の促進
・老人クラブへの支援
・高齢者センター・敬老館の運営（○高齢者セン
ターの整備）
ほか
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56 （４）心身障害者（児）の社会参加をすすめる 25障害者が自立して暮らせるまちをつくる

57

　ア　心身障害者（児）が、社会の一員として平等な社会
生活を営むことのできる社会的環境づくりにつとめる。

☆ ・障害がある方の地域生活を支援するため、福祉園（旧
生活実習所。１か所⇒7か所）、福祉作業所（2か所⇒5
か所）、生活寮（1か所⇒2か所）を増設した。また、障害
者地域生活支援センター(0か所⇒平成19年度末：２か
所)と障害者地域活動支援センター(旧知的障害者デイ
サービス　0か所⇒1か所)の新規開設など、各種の障害
者福祉施設の整備を行ってきた。
・ガイドヘルプサービス等の在宅サービスの事業の充実
に取り組んできた。

・平成18年には、就労支援と身体・知的・精神の3障害
サービスの一元化とを主眼とした障害者自立支援法が
施行されたため、施設体系および事業体系の再編を検
討している。19年4月からは、従来の心身障害児教育に
かわって特別支援教育が導入された。こうした障害者の
生活にかかわるさまざまな制度改正等の趣旨も踏まえ、
障害がある方の一人ひとりが、地域の一員としてその人
らしい自立した生活ができるよう、障害者施策に総合的
に取り組んでいる。

251地域で障害者を支える基盤をつくる
　　○障害者相談支援事業の充実

252障害者が必要とするサービスを提供する
　　○短期入所事業の充実

253障害者の生活の場づくりを支援する
　　○グループホーム（生活寮）の整備

・心身障害者福祉センターの相談延べ件数（886件⇒
3,192件）、幼児訓練延べ人数（2,726人⇒10,973人）のよ
うに、障害児の早期発見のために各保健相談所の乳幼
児健診とともに取組み、障害児の把握後は、保育園や
幼稚園などと連携し早期療育を進めてきた。

・平成17年4月の発達障害者支援法の施行に伴い、心
身障害者福祉センターの運営について検討し、相談機
能や療育機能の拡充に取り組んでいる。

255障害の早期発見や早期療育、自立訓練の体
制を整える

58

イ　区民はすべて基本的人権を享有するという認識にた
ち、区民と区は一体となって、あらゆる機会を通じて福祉
教育をすすめ、心身障害者（児）の社会参加の道をひろ
げる。

☆ ・区では、障害者が、必要なサービスを選択しながら、地
域で自分らしく豊かに生活し、就労や社会参加ができる
よう取り組んできた。たとえば、福祉園(通所更生施設)で
はそこに通う人たちのさまざまな活動を通して、地域社
会との関わりをもちながら、施設ごとの特色ある事業を
実施している。

・近年、障害についての理解は訓練や治療によって能力
を高めることや、障害自体を取り除くことなどを中心とす
るのではなく、その障害を補うサービスや環境を改善す
ることを目指すとの考え方が主流となりつつある。その
ような中で、障害者の生活上のバリア(障壁)を取り除き、
だれもが、同じ地域で生活できる社会の実現が行政の
課題である。

254障害者の就労・社会参加を推進する
　　・就労移行・就労継続支援の実施

・障害当事者の自立支援と合わせて生活の質の向上を
図るために、手話講習会を始めとして各種講習会を開
催している。その中で多様な要望に応えるために、終了
時アンケートなどを通じてニーズの把握に努め、より効
果的で参加しやすい講習会事業の実施を心がけてい
る。

255障害の早期発見や早期療育、自立訓練の体
制を整える
　　・自立訓練（機能、生活）

59

ウ　心身障害者（児）の就労能力を高めて、その生活基
盤の確立につとめる。

☆ ・平成2年に障害者就労促進協会を設立するなど、障害
者の就労促進の支援体制の整備を進めてきた。これま
で、障害者就労促進協会の機能充実に引続き取り組ん
でいる。同協会は、福祉・保健・教育等関係機関との連
携による、区全体の就労支援の底上げにも取組んでお
り、就職者数の増等、効果が生まれている。（区全体で
の就労実績は、平成17年度から18年度において2倍と
なった。）また、地域生活支援センターとの連携も始ま
り、精神障害者の就労も積極的に進めている。
・福祉工場的施設として整備された貫井福祉工房におい
ては、これまで就労が難しかった比較的重度の知的障
害者の就労支援に取組み、成果を上げている。

・障害者の、地域での自立した生活を支えるために、障
害者の就労促進を障害者施策の重要課題と位置づけ、
施策を進めている。

254障害者の就労・社会参加を推進する
　　・就労移行・就労継続支援の実施
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60 （５）婦人の社会的地位の向上につとめる

61

ア　地域社会における婦人の役割を認識し、婦人の社
会参加の道をひろげる。

☆ ・「婦人」から「女性」、「男女共同参画」へと計画の名称
の変化にも現れているように、女性の社会参加促進を
目指す考え方から、現在では、男女が社会の対等な構
成員として社会のあらゆる分野にともに参画しつつ成果
と責任を分担し合う｢男女共同参画社会」を目指す「男女
共同参画社会基本法」（平成11年制定）の理念にのっと
り施策を進めている。

14平和と人権を尊重するまちをつくる
142人権の尊重と男女共同参画を進める
　　・人権尊重の理解を深めるための教育・啓発
　　・男女共同参画に係る啓発
　　・男女共同参画に係る総合的な施策の企画、
立案、調整
　　・練馬女性センターの事業推進
　　・練馬女性センターの運営支援

62

イ　婦人の社会的活動が容易になるよう、社会的環境づ
くりをすすめる。

63 （６）不安定な生活をおくる人びとを守る 26生活の安定を図る

64

ア　失業、病弱、母子家庭などのため、生活困窮に陥っ
た人びとに物心両面の援助を行い、生活の安定につと
める。

☆ ・生活の困窮度に応じた生活の保障だけでなく、自立を
助長するための指導・支援も行っている。
・現在は、母子家庭だけでなく「父子家庭｣もふくめて「ひ
とり親」として支援を行っている。

261生活の安定のための支援を行う
　　・生活保護制度の充実

65

イ　これらの人びとの就労能力を高めて、その生活基盤
の確立につとめる。

66 ２　区民の健康を守る 22健康に暮らせるまちをつくる

67

（１）区民の健康は、区民、保健医療機関、区が協力しあ
わなければ守ることができない。
　　　このため、三者が一体となって、健康教育をすすめ
るとともに、健康の増進、予防、医療、リハビリテーション
（社会復帰）の一貫した地域保健医療態勢をととのえ
る。

☆ ・健康診査や検診の充実による疾病予防に加えて、区
民一人ひとりが主体的に健康づくりを進めていけるよう、
健康教育事業での情報提供のほか、地域社会における
健康をとりまく環境の整備にも取り組んできた。
・平成13年には、健康づくりのさらなる発展をめざして
「健康都市練馬区宣言」を行った。

・健康づくり支援は、区をはじめとする公の団体・組織だ
けでなく、事業者やＮＰＯ、区民のボランティアなどと連
携して取り組もうとしている。

222健康づくりの条件整備を行う
　　・健康づくり活動の育成・支援

68

（２）保健所を地域保健サービスのかなめとして整備･拡
充する。
　　　とくに、専門職員の養成・確保につとめる。

○ ・地域における保健医療体制を整備するため、昭和55
年度末には保健所2か所・保健相談所2か所体制であっ
たのを、平成11年度に１保健所・6保健相談所体制とし
た。

・被保護世帯の割合は、平成4年度まで下がり続けたも
のの、その後は景気低迷などの影響により上昇し続け
ている。

・昭和60年に、女性問題解決の基本方針として婦人行
動計画を策定し、平成3年に改定、平成8年には第3次女
性行動計画を策定した。その後、平成１3年に男女共同
参画計画、平成18年に第2次男女共同参画計画を策定
した。

・昭和62年には女性問題の解決に寄与する施設として
婦人会館を開設した（平成3年に練馬女性センターに名
称変更）。
・平成13年の配偶者暴力防止法の施行に伴い、配偶者
等の暴力防止および被害者の保護に向けて、相談、啓
発や関係機関の連携に取り組んでいる。
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69 （３）区民を病気から守る 22健康に暮らせるまちをつくる

70

ア　日常的な予防活動を着実にすすめ、区民を病気の
不安から守る。
　とくに、老人に対しては、福祉施策との連携を保ちつ
つ、日常的な対策をすすめ、老人の健康を守る。
イ 妊産婦と乳幼児の検診を充実して、母と子の健康を
守る。
　とくに、心身障害児の予防、早期発見、治療につとめ
る。
ウ　精神障害、難病、公害による被害などに苦しんでい
る人びとに対しては、物心両面の援護をはかる。

☆ ・基本健康診査の実施期間の延長、自己負担金の導
入、がん検診との同時実施、新たながん検診の導入な
どに取り組んできた。また、高齢者、成人、母子を対象と
した健康教育教室、講演会などを実施し、生活習慣を改
善するための知識の普及に努めてきた。
・精神障害の早期発見・早期治療・再発防止を図るた
め、一般精神保健・酒害・ひきこもり・うつ・認知症等の
各種精神保健相談事業に取り組んできた。
・難病患者に対する保健師・管理栄養士による家庭訪
問、所内・電話相談等の療養支援に取り組んでいる。ま
た、難病等患者・家族会に対して助成金を交付し、団体
の育成・運営費助成に取り組んでいる。また、災害対策
の中でも要援護者として、必要な支援が受けられるよう
情報把握に取り組んでいる。

・平成20年度からは、医療制度改革による特定健康診
査・特定保健指導の実施に合わせ、区の健診事業を再
編する。
・平成20年度から、30歳以上の区民全員にがん検診の
お知らせを送付する。また、がん検診全体に自己負担
金を導入した。
・平成20年度から、妊婦健康診査の公費負担の拡大、
新生児家庭への全戸訪問実施など、母子保健を一層充
実する。
・平成20年度から、退院促進・地域生活支援事業を実施
し、社会的入院の解消および退院後の地域での生活が
安定するまでの支援に取り組む。また、自立支援法によ
るサービス給付により地域生活を支援し、3障害一体で
の就労支援に取組んでいる。

221健康づくりを支援する
　　・乳幼児と親の健康づくり
　　・児童・生徒の健康づくり
　　・成人の健康づくり
　　・高齢者の健康づくり

71

（４）地域医療サービスの体系化をすすめる
区民が病気になったときは、ただちに十分な治療がほど
こされるよう、休日・夜間の診療態勢を含めた地域医療
サービスの体系化をすすめる。
とくに、高度で専門的な機能をもつ総合病院の誘致につ
とめる。

☆

○

・平成7年に、区役所内に健康センターを開設し、内科・
小児科・歯科の救急医療や高齢者・障害者の歯科診療
を行っている。
・平成13年に練馬区夜間救急こどもクリニックを開設し、
小児救急医療を充実した。

・区内に２か所の総合病院を整備し、地域の医療体制を
確保した（日本大学医学部付属練馬光が丘病院（平成3
年）、順天堂大学医学部附属練馬病院（平成17年））。

・休日・夜間急患診療体制のさらなる充実に取り組むと
ともに、災害時の医療救護体制の構築に向けた検討を
進めている。

225地域における医療体制を確保する
　　・休日・夜間急患診療体制の充実

223健康に関する危機管理を行う
　　○災害時医療救護体制の構築と安全安心の
まちづくり事業

15納得と信頼の身近な行政を行う
153国民健康保険および国民年金制度を適正に
運営する
　　・国民健康保険事業の運営

72 （５）環境衛生の保全をはかる 22健康に暮らせるまちをつくる

73

ア　良好な衛生状態が保たれた生活環境づくりをすすめ
る。
　これを区民の高い衛生思想によって支えていく。

☆ ・食品衛生・環境衛生の監視や食中毒などの発生時対
応、苦情処理対応とともに、区民・事業者への啓発を行
い、安全な衛生環境の確保に取り組んでいる。

223健康に関する危機管理を行う
　　・食中毒対策の充実
224安全な衛生環境を確保する
　　・営業施設等の衛生環境の確保

74

イ　区民の利用する食堂、プールなどの環境衛生施設
を、常に衛生的な状態に保つようにつとめる。

☆

75
ウ　有害食品を食卓から追放し、他の自治体とも連携し
て検査・指導態勢を確立する。

76

エ　区内に散在する空地や河川には大量のゴミが投棄
され、ねずみや害虫の発生の温床となっている。
　このため、区民と区はたがいに協力して、きれいな環
境づくりをすすめる運動をひろげる。

☆ ・下水道普及率が平成７年度末に概成100％となるな
ど、基礎的な都市サービスは、区内全域に普及した。
・河川への大量のごみが投棄されているような状況は見
られなくなった。

・ねずみを駆除するための相談・啓発や有害害虫の駆
除に取り組んでいる。
・あき地の管理の適正化に関する条例に基づき、健全で
安全な生活環境の確保に取り組んでいる。
・河川管理の強化に取り組んでいる。

224安全な衛生環境を確保する
　　・営業施設等の衛生環境の確保
　　・安全な生活環境の確保

・環境衛生および食品衛生各施設が適正な衛生水準を
保つよう、定期的な監視指導を行うとともに、食品事業
者の自主管理を推進し、営業施設等の衛生環境の向上
を図り、消費者により安全性の高い食品を提供できるよ
う取り組んでいる。
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77

　練馬は、住宅地を背景にした大消費地域である。消費
者と商工業・農業が、地域社会の中で、たがいに共存関
係をつくるところに、安定した経済生活は営まれる。
　区民の消費生活は、複雑な経済構造の中での物価の
変動や、欠陥商品・有害食品などの増加によって、消費
者の安全と利益を守らなければならない問題を多くかか
えている。
　区内の商工業は、区民生活に結びついた中小企業が
中心であるが、激しい社会、経済環境の変化のもとで、
不安定な経営状態にある。さらに、大型小売店舗の進
出は、それに一層拍車をかけている。
　区内の農業の生産環境は、都市化の進展によって悪
化の一途をたどり、その経営が困難になってきている。
　このため、区は区民とともに、消費者の権利を守り、区
内産業の経営の安定と向上につとめ、そこに働く人びと
の生活を守る。そして、区民誰もが安心して経済生活を
営むことのできるまちをめざす。

☆ ・情報技術（IT）の進展、後継者不足、大型店との競争
激化などにより、小規模事業所が大きな割合を占める
区内産業は厳しい状況にあり、事業所数等は減少傾向
にある。
・平成17年に産業振興基本条例を施行した。

・区内産業は、区民生活を支え、地域コミュニティの活性
化にも大きな役割を担っている。区内の商業、工業、農
業を振興し、さらに観光を通じて、にぎわいの創出や区
内消費の喚起などによる地域経済の活性化を図るた
め、各種の支援策に取り組んでいる。

分野別目標「Ⅰだれもが地域で活き活きと暮ら
すために」のもとに政策「12経済活動が活発なま
ちをつくる」を設定し、以下の施策を体系化
121　中小企業の経営を支援する
122　中小企業の勤労者と就労を支援する
123　消費者の自立を支援する
124　都市農業を支援する
125　快適な買い物環境を整備する
126　まち歩き観光を推進する

78
１　消費者の権利を確立する

79

（１）区民は、消費者として、欠陥商品や有害食品などか
ら生活の安全を守り、みずからの判断で商品を選び、商
品について情報を知らされ、また消費者問題について意
見を反映する権利をもつ。

☆ ・悪質商法や架空請求などの被害や消費生活相談が増
加していることから、必要な知識の情報提供等に努めて
いる。

80

（２）消費生活に関する情報を提供し、消費者意識の啓
発をはかるとともに、消費者被害の救済につとめるな
ど、消費者行政を充実する。また、流通機構の改善に
よって消費生活の安定と向上をはかる。

81

（３）区民は、情報を交換し、たがいに連帯して行動する
ことによって、消費者の権利の実現につとめる。そして、
生産者に対して対等の地位をもちうるよう努力する。

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
12経済活動が活発なまちをつくる
123消費者の自立を支援する
　　・石神井公園区民交流センターの運営支援
　　・消費者意識の啓発
　　・消費者の安全の確保

・昭和54年に中村橋区民センター内に開設した消費生
活センターを中心に、消費者に対する情報提供・啓発、
相談等を実施してきた。平成14年には石神井公園区民
交流センターの開館に伴い消費生活センターを移転し
た。
・平成16年には、消費者を「保護」の対象とし事業者へ
の規制が中心であった消費者保護基本法が改正され消
費者基本法として施行され、消費者は「自立を支援す
る」対象とされた。

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として
昭和55年度末⇒平成１９年度末）

現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分
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練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として
昭和55年度末⇒平成１９年度末）

現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分

82 ２　区内商工業の安定と向上をはかる

83

（１）地元商工業の大部分を占める中小企業の経営の安
定化・近代化のために、その指導・援助につとめる。
　とくに、消費者の期待にこたえられるような商店街づく
りをすすめる。

☆ ・地域社会の基盤となる区内産業の振興のために、事
業資金の融資あっせん制度を設け、平成4年からは不
況対策特別貸付を開始するなど、制度の拡充に努めて
きた。

・ふるさと練馬まつり、地区祭の充実に努めてきた。

・区内には、区民の日常生活に密着・関連した小売・
サービス・飲食業などが多く、また小規模事業所が多い
のが特徴となっている。事業所数・売上高などは減少傾
向にあり、情報技術（IT）の進展、後継者不足、大型店と
の競争激化などの影響で区内産業は厳しい状況にあ
る。
・経営改善や起業・創業・後継者育成の支援などを継続
して実施するとともに、産業振興の拠点として、（仮称）
産業振興会館の整備に取り組んでいる。
・区を特徴付ける漬物産業や伝統工芸、アニメ産業のＰ
Ｒに努め、消費の拡大、優れた技術・作品の紹介に取り
組んでいる。
・平成１８年に練馬区観光協会を設立し、練馬区の魅力
をＰＲしにぎわいの創出と地域経済の活性化を図るた
め、｢練馬区にちなんだ商品（愛称：ねりコレ）」の選定な
どをはじめ観光情報の効果的な発信に取り組んでい
る。
・照姫まつり、練馬まつり、地区祭の充実に努めている。

121中小企業の経営を支援する
　　○(仮称)産業振興会館の整備
　　・産業情報の収集および提供
　　・産業融資の実施
　　・商工業団体との連携強化、各種団体への支
援
　　・地場産業への支援
　　・起業・創業と後継者育成への支援

126まち歩き観光を推進する
　　○観光基盤整備事業
　　・ふるさと練馬まつり・地区祭の充実

84

（２）大型小売店舗などの区内への進出に対しては、地
元小売業の保護・育成の原則にたち、地域社会との調
和をはかりつつ調整につとめる。

☆ ・商業は区民生活の向上に資する役割を担っていること
から、区内の商業活動の支援に取り組んできた。
しかし、景気低迷の影響などにより商店数・販売額とも
減少してきている。

・地域経済を活性化し、地域コミュニティを支えている商
店会の組織力の強化や、商店会による自主的なハード・
ソフト両面からの取り組みに対して支援を行っている。

125快適な買い物環境を整備する
　　・商店街環境の整備
　　・商店街組織の強化
　　・商店街活性化への支援

85

（３）中小企業に働く人びとの生活の安定と福利厚生の
充実につとめる。

☆ ・昭和54年に「練馬区勤労者福祉共済会（ファミリーパッ
ク）」を発足させ、勤労者の福利厚生事業の充実に努め
てきた。平成13年には、練馬区勤労者福祉共済会と練
馬区福祉公社が統合し、「練馬区区民・勤労者福祉サー
ビスセンター」と名称変更した。平成16年には法人格を
取得し、「有限責任中間法人　ねりまファミリーパック」と
名称変更した。
・昭和56年にサンライフ練馬を、昭和60年には勤労福祉
会館を開設した。

・従来からの中高年の就労相談に加えて、ヤングジョブ
セミナーの開催など若年層の就労支援にも取り組んで
いる。

122中小企業の勤労者と就労を支援する
　　・勤労者への支援
　　・勤労福祉会館およびサンライフ練馬の運営
支援
　　・福利厚生事業の充実
　　・次世代育成支援
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練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）
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現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分

86
３　区内農業の安定と向上をはかる

87

（１）都市環境と調和した近代的な都市農業の確立をめ
ざし、農業基盤を整備して経営の安定をはかる。また、
区内農産物を区民の消費生活に結びつける態勢の確
立をめざす。

☆ ・かつては農村地帯であった練馬区だが、農産物価格
の低下や相続時の高額な税負担など区内農業を取り巻
く環境は厳しく、農地・農業人口とも年々減少し続けてい
る。
・平成3年に生産緑地法が一部改正され、区内の農地は
保全するものと宅地化するものとに都市計画上明確に
区分することになり、保全するものは生産緑地地区とし
て指定することになった。平成20年3月現在、区内の農
地の約8割にあたる約210ｈａを生産緑地に指定してい
る。

・都市農業の特性を活かし、ＪＡ東京あおばと連携して
直売所などを中心とした販売形態に移行し、地産地消を
進める取り組みを行っている。
・区の名産である練馬大根を復活させるため平成元年
度から練馬大根育成事業に取り組んでいる。
・農業体験農園や観光農園など、区内外の消費者に農
業の魅力を伝える体験型農業の拡充を図っている。

124都市農業を支援する
　　・農地利用の調整と適正な管理の推進
　　○都市型農業経営支援事業
　　○農業体験農園の拡充
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88

 　個人を尊重し、真理と平和を求め、勤労と責任を重ん
じ、自主的精神と豊かな情操をそなえた人間を育てる。
普遍的でしかも個性豊かな文化の創造をめざす民主的
な教育をすすめ、活力のある創造的な地域社会をつく
る。
　練馬は急速に発展し、新しい区民がつぎつぎと誕生し
たため、区民の生活意識と行動はきわめて多様であり、
また区民としての連帯感がまだ十分に醸成されていな
い。しかし、区民の多くは、歴史的な遺産と武蔵野の自
然が残っている練馬をみずからのふるさととして愛し、住
みつづけることを望んでいる。
　このため、区民と区は一体となって、明日の社会をに
なう人間性豊かな区民を育てるとともに、地域住民とし
ての連帯感を高め、練馬にふさわしい区民文化の創造
をめざす。そして、ゆきとどいた教育と高い文化に支えら
れた教育文化都市練馬を築きあげる。

☆ ・昭和52年の意識調査と平成19年度の区民意識意向調
査を比較すると、概ね20年以上居住している長期居住
者の割合が、3割弱から過半数へと増加しており、基本
構想策定時の「新しい区民」も、年月を経て「練馬をみず
からのふるさととして愛し、住みつづけることを望んでい
る」区民となっていることが伺える。

・新長期計画（平成17年12月策定）においては、教育分
野では、「心身ともに健康で知性と感性に富み、人間性
豊かな子どもの育成を図り、区民が生涯にわたって主
体的に学ぶことができる学習社会の実現に努め、普遍
的でしかも個性豊かな文化の創造、誇りと愛着のもてる
地域社会が形成されている状態」をめざすこととしてい
る。

89
１　明日の区民を育てる

90

（１）みずからの住む練馬をふるさととして愛し、青い空、
澄んだ水、豊かな緑のもとで自然と人間の暖かいふれ
あいを深め、自律・協同の精神と豊かな情操をそなえ、
創意と活力にあふれた区民を育てる。

☆ ・練馬区教育委員会は、平成20年度教育目標を以下の
とおり定めている。
　 練馬区教育委員会は、教育基本法の精神にのっと
り、人間尊重の精神を基調とし、学校・家庭・地域社会と
の緊密な連携のもとに、心身ともに健康で知性と感性に
富み、人間性豊かな子供の育成を図ります。さらに、区
民が生涯にわたって主体的に学ぶことができる学習社
会 －｢学びのまち　ねりま｣－ の実現に努め、普遍的で
しかも個性豊かな文化の創造、誇りと愛着のもてる地域
社会の形成に資することをめざし、教育施策の総合的な
推進を図ります。

91

（２）人間形成が、あらゆる機会と場において行われるよ
う、家庭教育、学校教育および社会教育を相互の連携
のもとにすすめる。

☆ ・「社会教育」から、だれもが生涯にわたって主体的に学
ぶことができる「生涯学習」へと考え方が転換してきたこ
とに伴い、施策名も変更になった。
・家庭教育・学校教育・生涯学習の連携を進めるととも
に、地域に開かれた学校づくりのために学校評議員の
設置を進めている。

・地域住民が主体となって小学校を応援する組織とし
て、小学校ごとに学校応援団の設置を進めている（平成
19年度末で23校。22年度までに全校で設置予定）。
・放課後などに子どもたちが安全に健やかに過ごすこと
ができる居場所をつくるため、学校応援団のひろば事業
と学童クラブの連携を図る、練馬区における「放課後子
どもプラン」を平成20年3月に策定した。

31地域に開かれた教育を進める
311教育施策への区民の参加を推進する
312地域とともに歩む学校づくりを推進する
　　・地域社会と学校の交流
　　○学校応援団の推進事業
　　・学校評議員制度の推進
32　楽しく学ぶことができる学校教育を進める
33　次代を担う青少年を育てる
34　ともに学びあえる生涯学習を進める

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分

４つの分野別目標の一つ「だれもがいつまでも学
ぶことができるために」のもとに、以下の4つの政
策を設定し、施策・事業を体系化
31　地域に開かれた教育を進める
32　楽しく学ぶことができる学校教育を進める
33　次代を担う青少年を育てる
34　ともに学びあえる生涯学習を進める
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練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分

（３）こどもの教育環境をととのえ、豊かな人間性をめざ
し、一人ひとりの無限の可能性を引き出すよう、創造的
な学習活動を展開する。

☆ ・私立幼稚園のない地域への区立幼稚園(1園⇒５園）の
整備を進めた。

・私立幼稚園への助成や私立幼稚園の保護者への負
担軽減を実施している。

32楽しく学ぶことができる学校教育を進める
321幼稚園教育を充実する
　　・区立幼稚園の充実
　　・私立幼稚園等への助成
　　・障害児教育の充実

・小学校・中学校とも光が丘地区開発等にあわせて増設
した（小学校６０⇒６９校、中学校３０⇒３４校）。
・教育環境の整備を図るため、学校用地の拡張取得、
校舎・学校体育館の改修・改築、学校の緑化など、学校
施設の整備充実をすすめるとともに、情報教育機器等
の充実に取り組んできた。また、校外施設として、少年
自然の家の整備（１施設新設、１施設移転改築し３施設
⇒４施設に）を進めてきた。
・平成１８年に策定した公立学校等施設整備計画に基づ
き、平成23年度までに区立小中学校の耐震化率（平成
18年度末現在59.9％）を100％にするよう耐震化に取り
組んでいる。
・２か所の総合給食調理場を設置していたが、きめ細か
な給食と食に関する指導の充実を図るため、全校自校
調理校化（親子校を含む）を進めている。

・現在、区立小・中学校の児童生徒数は、少子化の影響
により、昭和50年代のピーク時の約６割まで減少し、全
体として区立学校の小規模化が進んでいる。一方、宅
地開発などの影響により、児童生徒数が増加傾向の学
校もある。過小規模校や過大規模校における教育指導
上や学校運営上の課題に的確に対応し、学校教育の充
実と教育環境の整備を図るため、平成17年に区立小・
中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針を策定
し、区立学校の適正配置を進めている。光が丘地区の
小学校8校を平成22年4月に4校に統合・再編する「区立
学校適正配置第一次実施計画」を平成20年2月に策定
した。

322小中学校の教育内容を充実する
　　○練馬「学び」の輪を広げる事業
　　○小・中一貫教育の推進
　　○「教師への道」支援事業
　　○教育相談室の充実
　　○（仮称）学校教育支援センターの設置
　　・心身障害教育の充実　ほか
323教育環境を整備する
　　○みどりと環境の学校づくりの推進
　　○学校給食調理方式の改善
　　○校舎等の耐震化の推進　ほか

93

（４）心身障害児の教育については、福祉施策との連携
を保ちつつ、その機会と場を確保し、すべての区民が、
心身障害児に対する理解と認識をもつような啓発と普及
をはかる。

☆ ・区立幼稚園・小中学校における心身障害児教育の充
実に取り組んできた。

・平成１９年度からは、従来の心身障害教育にかわり、
発達障害も含めた特別な配慮が必要な児童・生徒に対
する教育的支援を図る特別支援教育を導入した。

321幼稚園教育を充実する
　　・障害児教育の充実
322小中学校の教育内容を充実する
　　・心身障害教育の充実

94

（５）明日をになう青少年を育てるため、地域活動への参
加をすすめるとともに、多面的な人間交流の機会と場を
確保する。

☆ ・青少年の活動の場として、秩父青少年キャンプ場の整
備、少年自然の家の新設・改築等施設の整備とともに、
民間の協力を得て遊び場の確保を進めてきた。
・昭和56年、学校やＰＴＡ・青少年委員・地域の人々によ
り青少年の非行防止を目指して「健やか運動」推進会議
が発足した。平成４年からは青少年問題協議会がこの
運動の趣旨を継承し、青少年育成関係団体の協力を得
て、区が実施している。

・若年無業者やフリーターの増加などを受け、青少年が
学ぶことや働くことの意義を学べる（仮称）わかものス
タート支援事業の実施に向けて検討を進めている。

33次代を担う青少年を育てる
331青少年の自主的な活動を支援する
　　○(仮称）わかものスタート支援事業
332家庭・学校・地域の連携を支援する
　　・青少年の健全育成を進める

92



第２部　明日の練馬をめざして　－基本的方向と課題－
第4　情操豊かなこどもと高い文化をはぐくむまち　 －教育と文化の充実－

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 現在の施策の方向性など区分

95 ２　区民文化を創造する

96

（１）区民文化の創造は、区民の連帯感を高め、区政を
区民のものにする活力の源泉である。
　　区民は、自主的な文化活動を通じて区政への関心を
高め、個性豊かな地域社会をつくる。

☆ ・昭和57年、区民文化の向上ならびに振興および区民
の自主的な文化活動の促進を図ることを目的として、
(財)練馬区文化振興協会を設立した。
・昭和58年に練馬文化センター、平成14年に大泉学園
ホールを区内の文化振興の拠点施設として開館した。
・平成１７年3月、文化芸術の振興に関する基本的な方
向性を定める「練馬区文化芸術の振興に関する基本方
針」を策定した。また、区民、文化団体などと協働して練
馬区の文化芸術を推進するため「練馬区文化芸術振興
条例」を制定した。

・昭和63年に海淀区（中国北京市）との交流がはじまり、
平成4年・14年に北京市海淀区と「友好・協力交流に関
する合意書」の調印を行い、教育・スポーツ・文化などの
分野で交流を進めている。
・昭和63年にイプスウィッチ市（オーストラリア・クイーン
ズランド州）との交流が始まり、平成5年以降、練馬区の
中学生がイプスウィッチ市でホームステイの交流を行っ
ている。平成6年に「友好都市提携に関する合意書」、平
成16年に「友好都市提携10周年に関する合意書」の調
印を行った。

・区では左記の基本方針等に基づき、従来の文化芸術
の鑑賞を中心とした事業から、区民や文化団体等が自
ら参加できる事業への転換を検討・実施している。

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
11地域の活動が活発なまちをつくる
113区民の文化芸術活動を支援する
　　・文化・芸術振興の推進
　　・練馬文化センター・大泉学園ホールの運営
114国際交流を進める
　　・地域の国際交流の推進
　　・海外都市との交流の推進

97

（２）区民の学習する権利を保障するとともに、レクリエー
ションやスポーツ活動を促進するため、いつでも、どこで
も、気軽に利用できる機会と場を、既存施設や民間施設
の利用も含めて体系的に確保する。その管理・運営に
あたっては、区民主体の態勢をととのえる。
　とくに、そのかなめとして総合的な区民文化施設を設
ける。

☆

○

・図書館の増設（４館⇒１１館）、南大泉青少年館の新
設、練馬公民館の改築、美術館の新設など、生涯学習
施設の整備を進めてきた。
・１２館目の図書館となる（仮称）南田中図書館の建設に
より、図書館の整備計画は完了する。
・体育施設は、体育館の増設（１館⇒６館）、運動場・野
球場・庭球場の増設（５か所⇒１０か所）を進めた。ま
た、プールは体育館に併設することにより２施設⇒６施
設に増えた。中村南スポーツ交流センターの開館（21年
1月予定）により、区立体育館７館構想に基づく整備計画
は完了する。　※中村南スポーツ交流センターは、（仮
称）豊玉・中村地域交流スポーツセンターとして建設を
進めてきたもの。
・区民の広範な文化的交流と活動を推進する総合的な
文化施設として、昭和58年に練馬文化センターを開館し
た。また、区民の文化的交流の場として、平成14年に大
泉学園ホールを開館した。

・生涯学習事業については、区主催事業の実施に加え
て、公民館サポーターズ講座やねりま遊遊スクール、区
民発出前講座など、区民主体の多様な生涯学習活動の
支援を行っている。
・区立体育館ごとに、会員制の総合型地域スポーツクラ
ブ（ＳＳＣ）の育成・支援を行うなど、区民主導のスポーツ
活動を支援している。
・総合教育センターの見直し後の建物を活用し、(仮称）
高野台生涯学習センターを整備するよう検討を行ってい
く。

34ともに学びあえる生涯学習を進める
341生涯学習活動を支援する
　　○(仮称）高野台生涯学習センターの設置
342読書活動を推進する
　　○図書館の整備
343スポーツ活動を支援する
　　○総合型地域スポーツクラブの育成・支援
　　○スポーツ施設の整備
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第4　情操豊かなこどもと高い文化をはぐくむまち　 －教育と文化の充実－

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）
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98

（３）練馬の自然を舞台として、祖先が歴史的に築いてき
た文化遺産は、区民一人ひとりが現在を生き、未来の
区民文化を創造するための貴重な資産である。
　　このため、文化遺産の保存・活用をはかり、これらと
自然とによって構成される歴史的環境の保全につとめ
る。

☆ ・昭和６１年に文化財保護条例を施行し文化財の指定・
登録を行ってきた（平成18年2月末現在、区の登録文化
財は168件、うち指定文化財は38件）。

・ふるさとねりまの自然や歴史・伝統文化等を紹介し、区
民が体験・交流を通じた学習等のできる場として、（仮
称）ふるさと文化館を整備する。

344文化財と伝統文化を保存・活用・継承する
　　○（仮称）ふるさと文化館の整備



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第1　行財政運営の民主的展開

99
１　区の自治を強化する

100

（１）区は、区民とともに、昭和５０年の特別区制度の改
革をさらにおしすすめ、区民に身近な行政サービスにつ
いては、基礎的自治体である区で総合的に行えるよう、
事務分担の明確化と行政自治権の拡充をさらに国や都
に求める。

○ ・平成12年4月の特別区制度改革により、特別区は基礎
的な地方公共団体に位置付けられるとともに、清掃事業
などの区民に身近な事務が区に移管された。

・平成19年1月には、都区間で、都区のあり方検討委員
会を設置し、①都区の事務配分、②区域のあり方、③税
財政制度について検討し、平成20年度中に基本的方向
を取りまとめることとしている。

Ⅴ確かなまちの未来を拓くために
51区民本位の効率的で質の高い行政を行う
512持続可能な行政運営を行う
　　・行政経営の品質の向上
　　・健全な財政・財産の管理運営
　　・事務の適正な執行

101

（２）区は、区民とともに、基礎的自治体の行政が円滑に
運営されるよう、国に対して財源の拡充を求め、財政自
主権の確立につとめる。とくに、周辺区の実情に対応し
ない都区間の財政の仕組の改善をはかる。

○ ・特別区財政調整交付金については従来政令により定
められていたが、平成10年の地方自治法改正により、
特別区財政調整交付金に関して地方自治法に規定が
設けられた。
・しかし、平成12年の都区制度改革施行時点では「都区
の役割分担の明確化とそれに見合う財源配分」（主要5
課題）が積み残された。
・引き続き都区間で協議を行い、19年度財調協議で都
区間の配分割合を平成12年改革の区52％：都48％から
区55％：都45％（普通交付金と特別交付金の割合を
98％：2％から95％：5％）に改定することで当面の決着
をみた。

・都区のあり方検討委員会の中で、都区の事務配分・区
域の再編・税財政制度について検討し、20年度中に基
本的方向がとりまとめられることになっている。

102

（３）区は、施策の遂行にあたっては、地方自治の本旨
にもとづいて、区民の立場にたち、自主的に法令を解釈
し、立法自治権を積極的に活用する。

☆ ・国の法令が特段の手当てをしていない部分について、
区は、区民の立場に立ち、自主的に施策を講じ、国の立
法化に対し一定の先導的役割を果たしてきた。
＜主なもの＞
・練馬区宅地等開発指導要綱（昭和53年10月）
・練馬区電子計算組織に係る個人情報保護に関する条
例（昭和60年2月施行）
・練馬区自転車の適正利用に関する条例（昭和61年7月
施行）
・練馬区公文書公開条例（昭和61年9月施行）
・練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例
（平成9年7月施行）

・平成12年の特別区制度改革により特別区は基礎的な
地方公共団体に位置付けられた。また同じく12年の地
方分権一括法の施行により、機関委任事務は廃止さ
れ、地方自治体の事務は、自治事務と法定受託事務の
２つに整理されて、国・都から区市町村へ権限委譲がな
された。同時に、国の構造改革を契機として多くの施策
分野において制度改革が行われ、地方自治体において
法務領域の自主性が求められている。区は、既存の法
令で解決困難なものなど新たな課題に対応し、区民の
期待や信頼にこたえて区政を適切かつ安定的に推進す
るため、これまでにも増して自主的な法令解釈を行い法
務領域の充実を図っていく。
＜近年の主なもの＞
・練馬区リサイクル推進条例（平成12年4月施行）
・練馬区違法駐車等の防止に関する条例（平成12年4月
施行）
・練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例（平
成13年6月施行）
・練馬区の債権の管理に関する条例（平成14年12月）
・練馬区民の安全と安心を推進する条例（平成16年12
月）
・練馬区文化芸術振興条例（平成17年3月）
・練馬区産業振興基本条例（平成17年3月）
・練馬区アスベスト飛散防止条例（平成18年1月施行）
・練馬区まちづくり条例（平成18年4月施行）
・練馬区環境基本条例（平成18年8月施行）
・練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例（平成20年6月施
行）

512持続可能な行政運営を行う
　　・行政経営の品質の向上

行
番
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昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など
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103

（４）都および隣接区市など、他の自治体との連帯を深
め、広域的な課題や共通する問題の解決につとめる。

☆ ・平成4年に全国自転車問題自治体連絡協議会を設立
した。
・平成6年に大田、世田谷、板橋などとともに6区でエイト
ライナー促進協議会を発足した。
・平成6年、長野県武石村（現・上田市）と友好提携の合
意書に調印した。
・災害時の被災者支援のために長野県上田市、長野県
喬木村、福島県塙町との相互応援協定や、23区間での
特別区相互協力・支援協力協定を締結している。
・平成16年には集中豪雨の被災地新潟県三条市へ、ま
た、新潟県中越地震の被災地川口町へ職員を派遣し
た。
・平成18年に、都市に残された貴重なみどりの保全・創
出に向けて国・都・関係区市による横断的な取り組みを
始める場として｢都市のみどりを守るフォーラム」を、清
水山憩いの森で開催した。
・平成19年に、練馬区の呼びかけにより、都内36区・市
が参加して「都市農地保全自治体フォーラム」を開催し
た。
・平成19年には、新潟県中越沖地震の被災地柏崎市
に、職員を派遣した。

・新長期計画を、「区が単独で実施する分野に限らず、
区民、事業者等との協働や、国、都、他自治体との役割
分担により進めていく取り組みも含んだ計画」と位置付
け、国や都、近隣自治体等と連携していく取り組みにつ
いても計画化している。

511参加と連携による開かれた行政を進める
　　・国・都・他自治体等との連携の強化

104

（５）区の権限をこえて、区民生活に重大な影響を与える
問題については、区みずから区民の立場にたち、区民と
ともに解決につとめ、さらに国や都にその解決を求め
る。

☆ ・毎年、全国市長会、特別区長会を通じて、国・都へ要
望している。

511参加と連携による開かれた行政を進める
　　・国・都・他自治体等との連携の強化



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第1　行財政運営の民主的展開
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105 ２　行政の民主化と地域化をすすめる

106

（１）区民の期待や要望に的確にこたえられるような行政
をすすめるため、区の機構や態勢をととのえ、行政の民
主化・能率化・総合化を推進する。

☆ ［庁舎建設］
・行政需要の増大に対応し事務執行の効率化を図るた
めに、昭和55年に東庁舎を、昭和59年に西庁舎を開設
した。さらに、耐震性に問題のある旧中央館を改築し、
防災センターを備えた本庁舎を平成5年に開設した。
［行政改革］
・バブル経済の崩壊後、区財政の苦境を打開するため、
行政改革実施計画（平成9年度～11年度。第一次行政
改革）を策定。引き続き、第２次行政改革実施計画（平
成12年度～14年度）を策定し、行政の体質改善を図り、
145億円の累積財政効果を挙げるとともに、平成9年度
～15年度当初の7年間で、354人の職員を削減した。さら
に、平成１５年には新行政改革プラン（平成16年度～18
年度）を策定し117億円の累積財政効果を挙げるととも
に、平成16年度～19年度当初の４年間で、412人の職員
を削減した。また、新行政改革プランに基づき、委託化・
民営化方針、区立施設委託化・民営化実施計画（16年
度～18年度）を策定し、162施設を委託化した。
［事業部制］
・区民に効率的で質の高い行政サービスを迅速・柔軟に
提供できるよう、平成17年度から「事業部制」組織を導
入した。事業ごとに編制された組織（区民生活事業本
部・健康福祉事業本部・環境まちづくり事業本部。教育
委員会事務局は事業本部に準ずるものとして位置付け
ている）が、各事業本部長のもと、予算・人事等、事業運
営に関する権限と、目標と成果に関する責任をもって施
策を展開している。

［行政改革］
｢行政改革推進プラン」（平成19年度～22年度）および第
二次区立施設委託化・民営化実施計画（平成19年度～
22年度）を平成19年10月に策定し、引き続き取り組みを
進めている。

［事業部制］
・事業部制３年経過を踏まえ、事業本部の一層の自立
的・自主的な事業運営を推進するとともに、事業本部間
の連携や調整の強化、トップマネジメントを支える機能
の強化を図っていく。

［情報化］
・中央電算機の適用業務を拡大する中で、昭和60年に
は紙台帳で管理していた住民記録を電算化した。
・インターネットの普及に伴い、区のホームページを開設
するとともに、職員に対するネットワーク接続パソコンの
配備を進め、外部とのメール交信や庁内での情報共有
を図るとともに、文書事務や庶務事務など内部管理業
務の電子化も推進した。
・総合行政ネットワーク（LGWAN)や住民基本台帳ネット
ワークなど、地方公共団体間のネットワ-ク基盤ととも
に、公的個人認証基盤も整備され、インターネットを介し
た申請や届出、電子入札なども開始したほか、図書館
資料予約システムや統合型地理情報システムなど各種
システムを通じて情報やサービスを提供している。
・情報化の進展にあわせて、区の情報セキュリティの確
保を図るため、平成15年には情報セキュリティポリシー
を策定し、セキュリティに関する教育・研修、監査等を実
施している。
・このような情報化の推進については、電子区役所推進
計画（平成13～15年度、平成16～18年度）に基づき計
画的に行ってきた。

［情報化］
・平成19年3月に策定した情報化基本計画（平成19～21
年度）に基づき、区全体の情報システムの 適化を進
めるとともに、ICT（情報通信技術）のもつコミュニケー
ション機能の活用を図り、情報の多様な発信と交流が活
発に行われる地域社会の創出を視野に入れた情報化
の推進に取り組んでいく。

512持続可能な行政運営を行う
　　・行政経営の品質の向上
　　・委託化・民営化の推進
　　・電子化の推進（○住民情報システムの再構
築、○統合型地理情報システムの整備）
　　・健全な財政・財産の管理運営
　　・施設の適切な管理
　　・事務の適正な執行

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
15納得と信頼の身近な行政を行う
151便利で効率的な窓口サービスを行う
　　○出張所のサービス向上と事務の効率化
　　・区民サービス窓口の運営
　　・施設の整備
152区税負担の公平性を確保する
　　・適正な賦課
　　・確実な収納
153国民健康保険および国民年金制度を適正に
運営する
　　・国民健康保険事業の運営
　　・国民年金事業の運営



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第1　行財政運営の民主的展開

行
番
号

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など

106

（１０６）つづき ［行政評価］
・区民の視点に立った効率的で質の高い行政活動を行
うための仕組みとして、平成14年度から行政評価制度を
実施した。
[収納対策]
・公金負担の公平性を確保し持続可能な財政運営を進
めるため、電話による納付案内、嘱託収納員による納付
勧奨、差し押さえや公売などの滞納処分強化を進めて
きた。平成19年には納付案内センターを開設した。

［行政評価］
・事務事業については毎年、施策については1年おきに
評価を実施することにより、区政の一層の推進と透明性
の向上に取り組んでいる。
[収納対策]
・平成20年度には、コンビニ収納の拡充や公金収納コー
ナーの設置により、支払い方法を多様化し利便性の向
上と収納率の向上、事務の効率化を図る。

107

（２）区民の福祉を実現するために必要なシビル・ミニマ
ムを確立し、計画的な行政をすすめる。

☆ ・昭和57年（計画期間：昭和56年度～65年度）、平成2年
（計画期間：平成2年度～12年度）、平成12年（計画期
間：平成13年度～22年度）に長期総合計画を策定した。

・平成17年には、12年策定の長期総合計画の後期部分
を抜本的に見直し再構築した新長期計画（計画期間：平
成18年度～22年度）を策定した。
・地方分権の進展に伴い、地方自治体のめざす行政水
準は、シビルミニマム（自治体が準備すべき 低基準）
からローカルオプティマム（地域的 適基準）へ変化して
きている。

[計画目標]
「うるおい・にぎわい・支えあい　ともに築く
わがまち練馬　～　豊かさとゆとりあるまちへ
～」
[分野別目標]
Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
Ⅱだれもが健やかに暮らすために
Ⅲだれもがいつまでも学ぶことができるために
Ⅳだれもが快適に暮らすために
Ⅴ確かなまちの未来を拓くために

108

（３）区民の生活の場である地域の特性に応じた行政を
推進するとともに、地域社会での区民の自治活動を容
易にするための態勢づくりにつとめる。

☆ ・地域行政の推進やコミュニティ育成の観点などから、
出張所のあり方に関して、機能の拡充や行政サービス
の効率化および区民サービスの向上等についてさまざ
まな検討を重ねてきた。

・自動交付機など情報化技術の進展と出張所の区民利
用の状況等を踏まえ、「サービスの向上と事務の効率
化」を新長期計画事業と位置づけ、平成20年1月に4区
民事務所と13の出張所へ再編を行った。これにより、職
員数の削減を図る一方、区民事務所における取り扱い
時間の延長、開庁日の拡大、全ての区民事務所・出張
所のほか駅などに設置した自動交付機の利用時間拡大
を行うなど、区民サービスの充実を図っている。
・出張所機能再編に伴い、20年度からは、地域支援推
進担当者を区民事務所・出張所に配置している。また、
地域情報コーナーを設置し、地域活動を支援していく。

11地域活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する
　　 ・町会・自治会との協働の推進
　　○練馬区NPO活動支援センターの設置

15納得と信頼の身近な行政を行う
151便利で効率的な窓口サービスを行う
　　○出張所のサービス向上と事務の効率化
　　・区民サービス窓口の運営
　　・施設の整備



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第1　行財政運営の民主的展開

行
番
号

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など

109
３　職員の創意に支えられた区政をつくる

110

（１）区民主体による区政を推進していくうえで、職員の
果す役割は大きい。
　　　この認識にたって、職員の創意とエネルギーを結集
して、民主的な行政をすすめる。

☆

111

（２）区は、職員の自主的研修をうながして、その自発性
の開発につとめ、区民の期待や要望に的確で柔軟にこ
たえられる職員を養成する。

・平成3年から旧医師会館を貸借し、職員研修所として
暫定利用し、職員研修の場を確保してきた。
・平成15年度にこれからの区職員のあるべき姿を「区の
組織目標を達成するために、区民とともに考え、行動す
る職員」と位置づけ「人材育成ビジョン」を策定。ビジョン
の基本的な考え方に基づき、必要な取組みや施策を示
した「人材育成実施計画」を平成16年度に策定し、職員
の能力開発と組織全体にわたる人材育成の取組みを総
合的に実施した。
・平成16年度、それまでの職員研修所を人材育成課とし
て改組した。平成17年度には、能力開発係と職場環境
係の２係制とし、組織体制を強化した。
・さらなる職員の意欲と生産性の向上を目的として「育成
面談制度」を18年度に導入した。
・適正な評価と処遇により職員の意欲と生産性を向上さ
せるため、18年度に新たな人事考課制度を導入した。

・平成19年度末に区が取得した旧医師会館を引き続き
職員研修所として活用していく。
・行政改革推進プランに基づく「職員の能力開発、職場
環境の整備」を着実に進めていく。
・職層研修を中心に職員参加型の研修を取り入れるな
ど、職員が自ら考えることを重視して人材育成に取り組
んでいる。
・育成面談制度や人事考課制度の充実を図っている。

51　区民本位の効率的な質の高い行政を行う
512　持続可能な行政運営を行う
　　・職員の育成と生産性の向上



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第1　行財政運営の民主的展開

行
番
号

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

現基本構想策定後の状況
（カッコ内の施設数等は、原則として

昭和55年度末⇒平成19年度末）
現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など

112 ４　情報の公開と交流につとめる

113

（１）区民自治と区民参加の源としての情報の重要性を
考え、区政についての情報を公開し、つねに区政を開か
れたものとする。

☆ ・昭和6１年に公文書公開条例を施行。
・平成6年には、区役所内に区民情報ひろばを設置し
た。
・平成12年に個人情報保護条例を施行した。
・平成14年に公文書公開条例を全面改正して、情報公
開条例として施行した。

・条例に基づき、情報公開と個人情報保護を進めてい
る。

511参加と連携による開かれた行政を進める
　　・情報公開と個人情報の保護

114

（２）区民参加を容易にするため、地域ごとの情報やわ
かりやすい情報を提供するなど、つねに情報を提供する
方法の改善につとめる。

☆ ・平成2年に外国語版の広報紙を発刊した。
・平成10年に「ねりま区テレホン・ファクスサービス」を開
始した。
・平成12年に「練馬区ホームページ」の本格発信を開始
した。
・平成13年から附属機関の会議記録の区民情報ひろば
での閲覧を開始した。
・平成19年5月、Ｊ：ＣＯＭ東京で練馬区情報番組「ねりま
ほっとライン」の放映を開始した。
・平成19年8月、区政情報放映システムの運用を開始し
た。

・さまざまな媒体・手法により、区民へのわかりやすい情
報提供につとめている。

511参加と連携による開かれた行政を進める
　　・積極的な情報の提供
　　・広聴・相談事業の充実

115

（３）区民相互の交流と情報の交換に便宜をはかる。 ☆ ・区民相互の交流の場として、区民ホール（0⇒2か所）、
地区区民館（11館⇒22館）、地域集会所（0⇒17か所）、
石神井公園区民交流センター（平成14年開設）などの整
備を進めてきた。
・学校が地域の核として健全で豊かなコミュニティづくり
の場となることを目指して、学校教育に支障のない範囲
で、地域住民の学習・文化・レクリエーション・スポーツ
活動の場として学校施設を開放している。

・町会・自治会に対する支援、ＮＰＯ活動支援センターの
設置（平成18年）など、区民の自主的な地域活動の条件
整備を行っている。
・出張所機能再編に伴い、20年度からは、地域支援推
進担当者を区民事務所・出張所に配置するとともに、地
域情報コーナーを設置している。

Ⅰだれもが地域で活き活きと暮らすために
11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する
112地域活動を支える情報・機会・場の提供を行
う

Ⅲだれもがいつまでも学ぶことができるために
31地域に開かれた教育を進める
312地域とともに歩む学校づくりを推進する



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第2　区民自治の展開

116 １　区民主体による地域社会づくりをすすめる

117

（１）区民一人ひとりが、みずからのまちはみずからがつ
くるという自覚をもって協力し、連帯するところに、まちづ
くりの第一歩がはじまる。区民と区は、学校区などを基
盤とする自由で連帯感のある地域社会の建設につと
め、それらを基礎にしてまとまりのあるまちをつくる。

☆ ・区民のライフスタイルが多様化し生活圏域も異なるこ
と、町会・自治会等の地域団体の規模・エリアもまちまち
であることなどから、地域社会の単位を一律にとらえる
考え方は、とっていない。
・阪神・淡路大震災を教訓として、区立の全小中学校を
地域の防災活動の拠点となる避難拠点に位置づけ、
「自分たちのまちは自分たちで守る」という理念に基づ
き、区民と区が協働して避難拠点の運営や救援救護活
動ができる体制を整えてきた。

・「協働の推進」を区政運営の基本的方向とするととも
に、区政への区民の参加・参画の仕組みの充実や、区
政の透明性の向上に努めている。
・地域の安全安心や高齢者の見守り、子育て家庭の支
援など、さまざまな課題に対して、地域で支え合う仕組
みづくりが必要となっているため、区は町会・自治会等
の地域団体やＮＰＯ等への支援などを行い、区民の自
主的活動にもとづく地域社会形成の条件整備を進めて
いる。

51区民本位の効率的で質の高い行政を行う
511参加と連携による開かれた行政を進める

11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する
112地域活動を支える情報・機会・場の提供を行
う
１3安心できるまちをつくる
132自然災害に対する態勢を強化する

118

（２）区は、地域社会づくりのための条件をととのえる。そ
の施設づくりや運営は区民参加によって行う。

☆ ・施設建設の際に建設懇談会を設置するなど、各種の
懇談会を設置するなど、区民参加の体制を整えてきた。
・地域住民の相互交流や自主活動を促進し、子どもから
高齢者までが利用できる施設として昭和52年から地区
区民館の整備を進めてきた（11館⇒22館）。平成12年度
から、夜間・土日祝日の運営を運営委員会に委託した。
・地域の住民が自主的に管理・運営する集会施設とし
て、地区区民館の空白地域に昭和60年から地域集会所
（0⇒17か所）の整備を進めてきた。

・学校施設の開放を実施し、学校と地域住民による学校
開放運営委員会に開放事業の運営を委託してきた。

・地区区民館の運営について、18年度からはさらに協働
を進めて、昼間の業務の一部を順次運営委員会に委託
している（20年4月1日時点で8館）。
・出張所併設の区民館は、「出張所のサービス向上と事
務の効率化実施計画」（平成18年策定）の中で、地区区
民館や地域集会所と同様に地域の住民が主体となった
団体による管理運営の実現を目指していくこととした。

・平成16年度からは、さらに、学校開放運営委員会をも
とに地域住民による学校応援団の設置を進め、学校開
放事業に加え、児童放課後等居場所づくり事業や安全
管理事業など、学校地域間の人材活用と学校設備の地
域活用を図る事業の運営を委託している。

11地域の活動が活発なまちをつくる
112地域活動を支える情報・機会・場の提供を行
う

15納得と信頼の身近な行政を行う
151便利で効率的な窓口サービスを行う
　　○出張所のサービス向上と事務の効率化
　　・区民サービス窓口の運営
　　・施設の整備

31地域に開かれた教育を進める
312地域とともに歩む学校づくりを推進する
　　○学校応援団推進事業

119

（３）地域社会での区民活動こそは、区政の源泉である。
区民は、みずからの生活の本拠であるこの地域社会の
中で、たがいに協力して生活環境を防衛し、住みがいの
あるまちづくりをすすめる。

☆ ・区民の要望にこたえて、地域活動の場となる地区区民
館等の集会・交流施設を整備するなど、地域活動の条
件整備を進めてきた。

・町会・自治会やＮＰＯなど地域活動団体との協働を推
進するため、町会・自治会に対する支援を拡充するほ
か、平成18年に練馬区ＮＰＯ活動支援センターを設置す
るなど、地域活動の支援を充実している。

11地域の活動が活発なまちをつくる
111地域活動を支援する
　　・町会・自治会との協働の推進
　　○練馬区ＮＰＯ活動支援センターの設置
112地域活動を支える情報・機会・場の提供を行
う
　　・地区区民館の運営
　　○地域集会所の整備
　　・区民館の運営

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など
現基本構想策定後の状況

（カッコ内の施設数等は、原則として
昭和55年度末⇒平成19年度末）



第３部　区民主体による課題の実現　－区民が主体となって区政を推進する連帯のまち－
第2　区民自治の展開

練馬区新長期計画(平成17年12月策定）
（平成18年度～22年度）

政策・施策体系と主な事業
（○は計画事業）

行
番
号

現基本構想の内容 区分 現在の施策の方向性など
現基本構想策定後の状況

（カッコ内の施設数等は、原則として
昭和55年度末⇒平成19年度末）

120
２　区民のボランティア活動（自発的奉仕活動）をすすめ
る

121

（１）区民による自治は、日日の生活の中で、区民が自
発的に行動し、住みよい人間的環境をつくり出していくこ
とによって実現される。

☆ ・平成18年に名称を「練馬ボランティア・市民活動セン
ター」へ変更した。また練馬ボランティア・市民活動セン
ターは、現在、練馬区ＮＰＯ活動支援センターの相談事
業を区から受託している。

21地域で福祉を支える
211地域の福祉活動を支援する

122
（２）区民は、人間性の尊重と相互扶助の精神にもとづ
き、ボランティア活動をすすめる。

・平成19年に、地域福祉活動の担い手を育成するため
の｢地域福祉パワーアップカレッジねりま」を創設した。

123

（３）区民のボランティア活動に必要な情報、学習の機
会、および活動の場を提供し、つねにこれを援助する。

124 ３　区民参加を定着させる

125

（１）区民と区は、参加と運動によって自治権の拡充に成
功した区民の実績にもとづき、議会制民主主義のもと
で、区民参加による区政をおしすすめる。さらに、すべて
の区民が区政に参加できるよう積極的に努力する。

☆ ・区民意識意向調査（昭和45年度開始）・区政モニター
アンケート（昭和49年度開始）を毎年度実施している。
「区長への手紙」は昭和58年に従来のハガキ形式から
封書に変更した。
・平成13年度にＥメールによる広聴の本格受付を開始し
た。
・平成17年度にモニターアンケートについて、Ｅメールに
よる回答を開始した。

・区民の積極的な参加・参画により、区民との協働によ
る区政運営を行うことをめざしている。
・新行政改革プラン、行政改革推進プランにおいて、練
馬区における自治の仕組みについて定める｢（仮称）自
治基本条例の制定」を取り組み項目とし、検討を進めて
いる。

51区民本位の効率的で質の高い行政を行う
511参加と連携による開かれた行政を進める
　　・参政の促進
　　・参加の促進
　　・積極的な情報の提供
　　・広聴・相談事業の充実

126

（２）区民の創意とエネルギーが区政に生かされるよう、
区政のそれぞれの段階で、それぞれの課題に応じた多
様な形態の区政参加をすすめる。

・施設建設の際に建設懇談会を設置するなど、各種の
懇談会を設置するほか、まちづくりにおいては住民協議
会を設置するなど、区民参加の体制を整えてきた。
・平成12年3月に策定した第二次行政改革実施計画に
おいて「審議会等の原則公開化」「審議会等への公募区
民枠の設置」を取り組み項目とし、平成13年には「附属
機関等の会議の公開および区民公募に関する指針」を
策定して一層の区政の透明化と政策形成段階からの区
民参加・参画の充実を図った。

127

（３）区民誰もが区政に積極的に参加できるよう、つねに
情報と機会と手段を提供して、区民参加のあり方を探求
し、その定着化につとめる。

・平成16年には、区民意見の反映と説明責任を果たす
ことを目的に「区民意見反映（パブリックコメント）制度の
実施に関する要綱」を策定した。

128

（４）区民は、区民自治による区政の建設こそが、民主政
治の原点であることを認識し、自治と参加と連帯による
まちづくりをすすめる。

・昭和63年に区報のページ数を増やして毎号8ページと
するとともに、平成2年に外国語版広報紙を発刊した。
13年度にコンビニエンスストアで区報の配布を開始し
た。

・昭和54年に社会福祉協議会を母体として練馬ボラン
ティアコーナーを開設し、昭和62年にはボランティアコー
ナーを充実させてボランティアセンターを設立した。その
後、光が丘、大泉、関町にボランティアコーナーを開設し
た。




