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1第４回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

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～31．地域に開かれた教育を進める

☆この政策でめざす状態

【教育施策への区民参加】

区民が教育に関心を持ち、また区民の声が施策に十分
反映され、児童・生徒が意欲をもって学んでいる状態

【区立学校と地域社会の連携】

それぞれの地域特性を活かして、特色ある教育活動と子
どもたちの健全な成長を支援するために、 区立の幼稚園、

小中学校と地域社会の連携協力が進んでいる状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

※平成19年度区民意識意向調査より

○取り組み
の方向性

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

「学校」（３頁）

＊社会情勢の変化の中で、学校の経営力を向上させる
ことが必要です。

「地域社会」（５頁）

＊家庭・学校・地域が連携を図ることが必要です。

＊幼児や小中高校生、大学生、高齢者、母親、父親な
ど様々な立場の人が地域の中で交流し、つながり
（絆）を深めるような工夫が必要です。

教育

(1)子どもを愛しみ、見守り、育てる教育力の備わった家
庭づくり（７頁）

＊子どもを健やかに育てる基礎となる教育力を備えた家
庭づくり

＊会話を楽しみ、憩いの場となる愛情あふれる家庭づく
り

(2)子どもの学力・心の教育を地域の協力のもとで推進
する学校づくり（８頁）

＊地域の力を活かした特色ある学校づくり

＊教育施設・文化施設などの多様な連携による学習の
拠点づくり

(3)子どもの教育のために区民の知恵や力を出し合い、
連携できる地域づくり（９頁）

教育

(1)c)子どもを育む家庭の教育力向上のために区民全体
で機運を高めていきます（11頁）

(2)a)学校の教育環境を整え、子どもへの確かな学力の
定着と心の教育に努めていきます（14頁）

b)特色ある練馬区の教育を推進していきます

c)地域が一体となって子どもの教育に取り組んでいき
ます

(3)a)人や組織など区の資源を活用して子どもの地域学
習を支援します（20頁）

c)子どもにとって心休まる居場所づくりを支援していき
ます

教育

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞
必要度（％）満足度（％）

必要性の低い
評価

必要性の高い
評価

不満評価満足評価

9.483.139.549.9学校教育

【教育施策への区民参加】

・児童・生徒および保護者に、区の教育施策や教育委員会
の仕組みについて理解してもらい、より身近に感じてもらう
ことが大切である。

・教育委員が児童・生徒および保護者からの意見や要望を、
今後の教育施策に反映することが重要である。

・保護者を始めとする多くの区民の方々に対して、教育に
関する情報を迅速・的確かつ分かりやすく提供していく必
要がある。

【区立学校と地域社会の連携協力】

・保護者や地域の方々が学校運営に参画する取り組みを
進めていく必要がある。

・地域の核としての開かれた小学校づくりを推進していく必
要がある。

【教育施策への区民参加】

・児童・生徒、保護者から、教育委員が直接、意見・要
望を聞く機会である出前教育委員会を実施していく。

・教育委員会のホームページに常に最新の情報を掲載
するなど効果的に更新する。

【区立学校と地域社会の連携協力】

・全校に設置した学校評議員制度を活用して、毎年学
校関係者評価を行い、児童・生徒、保護者、地域の
方々の意見を校長が幅広く聞き、その内容を学校経
営に反映させる。

・PTAを始め地域の方々を主体とした学校応援団を全

区立小学校に設置する。また、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
を図っていく。

・保護者や地域の方々により全小学校で行っている学
校安全安心ボランティアの活動を充実する。

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



2第４回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

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～32．楽しく学ぶことができる学校教育を進める

☆この政策でめざす状態

【幼児教育の充実】

入園を希望する幼児の就園が確保され、より良い環境
のもとで幼児一人ひとりが楽しく学び、健やかに成長して
いる状態

【小中学校における教育内容の充実】

児童・生徒の一人ひとりが、学校教育を通じて基礎学力
や体力、社会的ルールを身に付け、自ら学んでいく意欲と
社会の変化に柔軟に対応できる能力を備えることができる
よう、学校が真の学びの場となっている状態

【教育環境の整備】

安全で環境にも優しい学校施設など、より良い教育環境
で児童・生徒が学習できる状態

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

※平成19年度区民意識意向調査より

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

(3)d)教育としての農業体験を広めます（農緑開発機構）（18
頁）

区民
生活

○取り組み
の方向性

「家庭」（１頁）
＊ 家族で一緒に食事ができないなど団らんのない家庭の姿

を見直すことが必要となっています。
＊ 大人（親）は、子どもの手本であることの認識と責任感を持

つことが必要です。
＊ 子どもを育む家庭の教育力の低下が課題となっています。

「学校」（３頁）
＊ 基礎的な学力を育むよう公立学校の教育を充実、改善する

ことが課題です。
＊ 子どもの特性に応じた学校教育を実践することが課題です。
＊ 教員の資質の向上や有能な人材の確保が課題です。
＊ 社会情勢の変化の中で、学校の経営力を向上させることが

必要です。
＊ 子どもの豊かな心を育む学校教育が必要です。

教育

(1)子どもを愛しみ、見守り、育てる教育力の備わった家庭づく
り（７頁）

＊ 子どもを健やかに育てる基礎となる教育力を備えた家庭づ
くり

＊ 会話を楽しみ、憩いの場となる愛情あふれる家庭づくり
(2)子どもの学力・心の教育を地域の協力のもとで推進する学

校づくり（８頁）
＊ 地域の力を活かした特色ある学校づくり
＊ 子どもの学力・心の教育を地域の裁量と協力で推進する教

育
＊ 教育施設・文化施設などの多様な連携による学習の拠点

づくり
(3)子どもの教育のために区民の知恵や力を出し合い、連携で

きる地域づくり（９頁）

教育

(1)a)子どもの基本的な資質や能力育成に必要な家庭の教育
力向上のための学習・相談の場と機会を設けます（11頁）
c)子どもを育む家庭の教育力向上のために区民全体で機
運を高めていきます

(2)a)学校の教育環境を整え、子どもへの確かな学力の定着と
心の教育に努めていきます（14頁）
b)特色ある練馬区の教育を推進していきます
c)地域が一体となって子どもの教育に取り組んでいきます

(3)a)人や組織など区の資源を活用して子どもの地域学習を支
援します（20頁）
b)個人や団体、学校などのボランティア活動を支援していき
ます
c)子どもにとって心休まる居場所づくりを支援していきます

教育

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

＜この政策にかかわる個別計画＞

必要度（％）満足度（％）

必要性の低い
評価

必要性の高い
評価

不満評価満足評価

9.483.139.549.9学校教育

【教育内容の充実】

・新学習指導要領を踏まえ、学力の向上、豊かな心を育む
取り組み、健康・体力を向上させることが必要である。

・教育相談体制を拡充させ、学校等との連携を強化する必
要がある。

・特別支援教育の実施に伴い、特別支援学級の充実を図
るとともに、障害のある児童・生徒に対する教育的支援の
拡充を図る必要がある。

・障害が軽い幼児の幼稚園への受け入れを拡大する必要
がある。

【教育環境の整備】

・学校施設の耐震性能を向上させるとともに、安全な教育
環境と災害時の避難拠点機能を確保することが必要であ
る。

・児童・生徒の体験学習や自然教育を通じた総合的な環境
教育の場が求められている。

・児童生徒数が増加している地域と減少している地域があ
ることから、区立学校の適正規模を維持・確保する必要が
ある。

・きめ細やかな学校給食の提供と食に関する指導を充実さ
せることが求められている。

【教育内容の充実】

・新学習指導要領を踏まえ、教員の指導力の向上を計画的に
進める。また、教育内容の充実の一つとして小中一貫教育校
を設置する。

・集団不適応やいじめなど問題を抱える子どもを支援し、人間
性豊かな子どもを育てる。また、教師に対する教育相談研修
等を行うとともに、地域社会や家族への啓発を行う。さらに、
教育相談を拡充するために教育相談室を増設する。

・教育研究と教職員研修、ならびに教育相談を担う、（仮称）学
校教育支援センターの設置を図るほか、大学との連携や教
師を目指す学生の指導を行う。

・特別支援学級の増設等を進め、学校における受け入れ体
制・教師の専門性の向上を図る。

・全区立幼稚園で障害児保育を実施するとともに、私立幼稚
園における障害児保育の促進を図るため、区が事業の委託
を更に推進する。

【教育環境の整備】

・小中学校の校舎・体育館の改修等について計画的に進める。

・学校の多様な緑化をさらに進める。また、新エネルギーなど
の環境に配慮した設備の導入を進める。

・区立学校の適正配置を進める。

・学校給食の調理方式について自校調理化と調理業務の民
間委託を拡大するとともに、「食育」に関する区・教育委員会
の計画に基づき食に関する指導の充実を図る。

・ 区立学校適正配置第一次実施計画 （平成２０年２月策定）

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

322 小中学校の教育内容を充実する

323 教育環境を整備する



3第４回練馬区基本構想審議会資料「分野別課題・将来像の検討資料」

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～33．次代を担う青少年を育てる

☆この政策でめざす状態

・青少年の自主性や社会性を育むために、自主的な活動

を支援するとともに、家庭・学校・地域の連携を支援し、社

会全体で次世代を担う青少年の健全育成が図られている

状態。

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

※平成19年度区民意識意向調査より

○取り組み
の方向性

■現状にお
ける課題

(2)a)子育て中の家族が孤立することなく、子育てを楽しみなが
ら、子どもを健全に育成できる環境づくりを推進します（13
頁）

健康
福祉

「子育て支援」（２頁）
＊ 安心して子育てができる社会環境と意識改革が必要とされ

ています。
＊ 子育てをサポートするシステムが必要とされています。

健康
福祉

(2)子育てする人が引っ越してきたいまち 長く住み続けたいま
ち（５頁）

＊ 不安なく子育てができる社会

＊ 住み慣れた地域で長く住み続けたいまち

健康
福祉

(2)b)生きがいを見つけられるまちをつくります（若者の就業等
活躍の場・高齢者の生きがい）（12頁）

区民
生活

(2)誰もが生き生き暮らせる元気なまち（５頁）

＊ 生きがいを見つけられるまち
区民
生活

☆めざすべ
き将来像

「家庭」（１頁）
＊ 家族で一緒に食事ができないなど団らんのない家庭の姿

を見直すことが必要となっています。
＊ 大人（親）は、子どもの手本であることの認識と責任感を持

つことが必要です。
＊ 子どもを育む家庭の教育力の低下が課題となっています。

「地域社会」（５頁）
＊ 家庭・学校・地域が連携を図ることが必要です。

教育

(1)子どもを愛しみ、見守り、育てる教育力の備わった家庭づく
り（７頁）

＊ 子どもを健やかに育てる基礎となる教育力を備えた家庭づ
くり

＊ 会話を楽しみ、憩いの場となる愛情あふれる家庭づくり

(3)子どもの教育のために区民の知恵や力を出し合い、連携で
きる地域づくり（９頁）

＊ 学校・家庭・地域のコミュニケーションを促し、区民全体で子
どもの教育環境をつくる

＊ 子どもたちの心身の健全育成のための家庭・学校・地域の
連携づくり

教育

(1)b)子どもと親（保護者）が、地域のさまざまな人と触れ合い・
交流する機会をつくっていきます（11頁）

(3)a)人や組織など区の資源を活用して子どもの地域学習を支
援します（20頁）

b)個人や団体、学校などのボランティア活動を支援していき
ます
c)子どもにとって心休まる居場所づくりを支援していきます

教育

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞
必要度（％）満足度（％）

必要性の低い
評価

必要性の高い
評価

不満評価満足評価

11.380.943.146.1青少年の健全育成

・急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情報社会の
進展等が、青少年の意識・価値観や家庭、地域社会にさ
まざまな影響を与えている。特に、携帯電話やインター
ネットの普及は、人と人との直接的なふれあいや、実体験
を通して物事を考える機会を少なくするとともに、子どもた
ちが有害な情報に接触する危険性を増大させている。

・青少年が加害者や被害者となる重大な事件等が相次い
で発生し、社会に大きな衝撃を与えている。

・若年無業者やフリーターと呼ばれる若者が増えている。

・家庭の教育力の低下が懸念されている。

・地域の中での子どもの遊び場・居場所が減少するととも
に、子ども同士や地域の人々と子どもとのつながりが作り
にくくなっている。

○青少年が目的を達成する喜びを体験できる地域行事や
ボランティア活動の場を広げられるよう支援するとともに、
自らの意見を述べる場、決定に参画する機会を増やし、
青少年の多様なニーズや発達段階にあった活動の機会と
場の提供を行う。

・小中学生を対象とした地域の仲間づくりのリーダー養
成の充実、地域で行われる子ども向け事業等へのリー
ダーの参加・参画の促進

・民間遊び場、公有地・民有地一時開放遊び場の維持

・わかものスタート支援事業の実施（メディアリテラシー講
座、若年無業者、保護者向けのセミナーの開催等）

○家庭で青少年が基本的生活習慣や社会規範を培うこと
ができるよう、家庭における教育力向上を学校や地域で
支える。

・家庭を基盤としつつ地域ぐるみで青少年を育むことをめ
ざす青少年育成活動方針の全小中学生の保護者への配
布等による、家庭の教育力向上に向けた周知・啓発の充
実

・子育て学習講座の充実

○青少年を社会全体で育てるという視点を持ち、家庭・学
校・地域・関係機関がそれぞれの役割や機能を発揮し、
一体となって青少年の健全育成に取り組む。

・青少年育成地区委員会事業の充実、中学生の事業参
加促進など

・家庭・学校・地域一体となっての非行防止運動、中学生
や保護者への薬物乱用等の危険性などに関した啓発活
動など

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

332 家庭・学校・地域の連携を支援する
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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～34．ともに学びあえる生涯学習を進める

☆この政策でめざす状態

・区民の学習・スポーツのニーズに合わせて、ソフト・ハード

双方が充実し、学習・スポーツ活動が活発に行われてい

る状態。

・区民の誰もが読みたい資料を読みたいときに簡便かつ速

やかに入手し、読書活動を行っている状態。

・区の伝統文化や文化財を継承、活用し区民が地域に愛

着を持って生活している状態。

■課題 ○課題に対応する取り組みの方向性

＜この政策で展開している施策＞

＜区民の意識・意向（施策の満足度・必要度）＞

注:各評価の割合は無回答を含む割合のため、その合計値は必ずしも100％とならない

※平成19年度区民意識意向調査より

(2)c)文化を守り、生み出すまちをつくります（地域の伝統文化・
創造的文化）（12頁）

区民
生活

「緑・農業」（３頁）
＊ 土と緑を活かした練馬の文化遺産の活用が必要です。

区民
生活

(2)誰もが生き生き暮らせる元気なまち（５頁）
＊ 文化を守り、生み出すまち

区民
生活

○取り組み
の方向性

■現状にお
ける課題

☆めざすべ
き将来像

「家庭」（１頁）
＊ 家族で一緒に食事ができないなど団らんのない家庭の姿

を見直すことが必要となっています。
＊ 大人（親）は、子どもの手本であることの認識と責任感を持

つことが必要です。
＊ 子どもを育む家庭の教育力の低下が課題となっています。

「地域社会」（５頁）
＊ 家庭・学校・地域が連携を図ることが必要です。

「生涯学習」（６頁）
＊ 区民の多様なスポーツニーズに対応し、競技にも利用可能

な、観客席のある施設整備が必要です。
＊ 区民の学習を支える施設の充実が必要です。

教育

(1)子どもを愛しみ、見守り、育てる教育力の備わった家庭づく
り（７頁）

＊ 子どもを健やかに育てる基礎となる教育力を備えた家庭づ
くり

＊ 会話を楽しみ、憩いの場となる愛情あふれる家庭づくり
(3)子どもの教育のために区民の知恵や力を出し合い、連携で

きる地域づくり（９頁）
＊ 地域の資源を活かした学習環境づくり
(4)区民の多様な学習ニーズに応じた学習内容と施設・設備・

サービスを誇る生涯学習環境づくり（10頁）
＊ 夢と希望と感動を与えるスポーツ施設の充実

教育

(1)a)子どもの基本的な資質や能力育成に必要な家庭の教育
力向上のための学習・相談の場と機会を設けます（11頁）
b)子どもと親（保護者）が、地域のさまざまな人と触れ合い・
交流する機会をつくっていきます

(2)c)地域が一体となって子どもの教育に取り組んでいきます
（14頁）
d)小学校を地域の学習拠点、健康・コミュニティづくりの拠
点として構築していきます

(3)a)人や組織など区の資源を活用して子どもの地域学習を支
援します（20頁）
b)個人や団体、学校などのボランティア活動を支援していき
ます

(4)a)練馬区の特性に応じた生涯学習内容の充実に努めます
（24頁）

教育

＜区民懇談会の提案内容＞※頁番号は「練馬区の将来像を考える区民懇談会 報告書」の掲載頁

＜政策シート＞

＜この政策にかかわる個別計画＞

【生涯学習活動全般】

・高齢化の進展、産業構造の変化、情報通信技術の進歩、
雇用の流動化等、社会情勢の変化や、区民の余暇時間
の増大、価値観の多様化などにより、区民の生涯学習に
対する関心やニーズは一層高まると考えられる。区民の
主体的な学習活動を奨励し、支援する施策を行う必要が
ある。

【読書活動】

・区民の身近な情報センターとしての図書館は、区民の生
涯学習に対する支援の充実が今後ますます求められてい
く。

・子どもたちの国語力を高め、豊かな人間形成に役立つ読
書を推進していくため、子どもの読書活動の意義の啓発と
発達段階に応じた支援の一層の充実が求められていく。

【スポーツ】

・区民のスポーツ、施設に対するニーズ（子どもの体力向
上も含む）がますます多様化していく。

・スポーツ施設の老朽化に伴い、改修・改築が必要となる
施設が増えていく。

【文化財・伝統文化】

・伝統的な文化や文化財の保護や情報発信を効率的に行
い、それらを地域で生かし、継承していく仕組みを整備す
る必要がある。

【生涯学習活動全般】

・生涯学習活動に参加する区民を増やすため、参加し
やすい事業形態への改善と各種媒体を活用した情報
提供の充実を図る。

・（仮称）高野台生涯学習センターの設置の検討を行う。

【読書活動】

・多様なニーズに応えるため、図書館の相談機能の充
実や、蔵書数、図書館予約資料受取窓口の拡充を進
める。

・子ども向けの啓発事業や行事の充実、児童・中高生
用資料の充実、家庭・学校等への支援の充実、ボラン
ティアの育成・活用を進める。

【スポーツ】

・総合型地域スポーツクラブの育成、支援を行う。

・スポーツ施設の計画的な改修・改築を進める。

【文化財・伝統文化】

・（仮称）ふるさと文化館を拠点としたボランティアとの
協働等による事業展開を通じた伝統文化や文化財の
保護、継承を充実させていく。

・練馬区生涯学習支援プラン２１（第３期）（平成１９年２月
策定）

・練馬区子ども読書活動推進計画（平成16年３月策定）

・練馬区スポーツ振興計画（平成２１年３月策定予定）

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

342 読書活動を推進する

343 スポーツ活動を支援する

344 文化財と伝統文化を保存・活用・継承する

20.571.836.953.2文化芸術の振興や生涯学習・ス
ポーツ振興

必要度（％）満足度（％）

必要性の
低い評価

必要性の
高い評価不満評価満足評価

23.469.029.859.6文化財や伝統文化の保存・継承




