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第４回 練馬区基本構想審議会 

議事概要（確定版） 

 

日時：平成 20 年７月 11 日（金）午後６時 30 分～８時 40 分 

場所：練馬区役所本庁舎５階 庁議室 

 

 

<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．分野別課題・将来像の検討 

    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～ 

    Ⅴ確かなまちの未来を拓くために 

  ３．その他 

  ４．閉会 

 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、浅野祐介、伊藤勝、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）>> 

秋山哲男、岩崎久美子（以上２名） 

 

<<傍聴者数>> 

  13 名 
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１．開会 

■副会長 

・第４回練馬区基本構想審議会を開催する。会長は遅れての参加となるため、会長が到着

するまでの間議事進行を代行する。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 

・現在 11 名が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。なお、本日の

傍聴者は現時点で８名だが、事前の申込者数分の席はご用意している。（最終的な出席

委員数は 14 名、傍聴者数は 13 名） 

・審議内容への説明・対応のために、健康福祉事業本部長、健康福祉事業本部経営課長、

学校教育部長、及び生涯学習部長が参加している。 

■副会長 

・学習会の要点記録及び第３回審議会の議事概要は確定でよいか。 

（異議なし） 

■副会長 

・本日は分野ごとの検討の２回目として、健康福祉分野、教育分野を検討するが、前回検

討予定だった「Ⅳ確かなまちの未来を拓くために」については議論できなかったため、

これを含めた３分野について検討することとする。 

 

２．分野別課題・将来像の検討 

＜Ⅱだれもが健やかに暮らすために ～健康福祉分野～＞ 

■健康福祉事業本部経営課長 

－資料１－１の説明 

■副会長 

・新基本構想に盛り込むべき内容の検討という視点を念頭に置き、なおかつさまざまな観

点からご意見をいただきたい。また、確認したいことがあれば適宜提起してほしい。 

■委員 

・健康福祉分野は憲法 25 条の「健康で文化的な最低限度の生活」に関わるが、「健康で文

化的な最低限度の生活」ができていないという事態が練馬区の中で発生しているか。最

近報道されたが、住まいがなく住所を持たないため就職ができず、生活保護を申請した

ところ却下された事案が訴訟となったが、現在や 10 年後もこうしたことが練馬区におい

ても起こりえるのか。 

・基本構想においては、生命に影響を与える、最低限度の生活を営む、人権を侵害される

といったナショナルミニマムに関わる部分は優先度が高く、重点課題として明確にした

い。 

■健康福祉事業本部経営課長 

・憲法に規定されているセーフティネットは生活保護であり、本区では法の下に適正に執

行している。景気の影響を受け、受給者は増加傾向にあるが、憲法と法に則り適切な対
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応をしている。 

■委員 

・お答えとしてはそうなるだろうと思うが、地域において、現実にこうした問題を抱えた

人が本当にいないのかどうか、本当に区民の生活は大丈夫なのか、心配をしている。 

・障害者のノーマライゼーションといっても、実際はかなり危険な状態で生活している。

命の危険を感じずに安心して地域で暮らせるかという点ではまだ問題があると思う。 

■委員 

・「26 生活の安定を図る」について、課題として「傷病・疾病、精神疾患、DV、虐待、

多重債務、ホームレスなど生活困窮状況が複雑・多様化しており…」とあるが、これら

の問題を抱えた人を優先的に仕事に就かせるなど具体的な取り組みはあるのか。 

■健康福祉事業本部経営課長 

・貸付金制度として一定の対応はしており、行政だけでなく、社会福祉協議会を含めて支

援を行っている。給付についてはほとんど行っていない。その他の取り組みとしては、

相談に応じる部分が大きく、就労などについて相談に乗ったり、他の機関を紹介したり

している。 

■委員 

・「23 子どもと子育て家庭を支援するまちをつくる」について、近年は学校応援団が各

学校で立ち上がりつつあるが、学校応援団を開始した学校では、学校応援団の活動に参

加する児童と学童クラブを利用している児童、その他一般の児童への対応の違いに苦慮

している状況があるようだ。 

・「26 生活の安定を図る」について、国民年金の毎月の支給額は満額でも７万円程度で

ある一方で、ある社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは利用料が月額 19 万円も

必要であるにもかかわらず 300 人もの入所待機者がいるという。こうした状況では国民

年金より生活保護の方が良いのではないかという意見さえある。自分の家庭で面倒を見

てもらえない高齢者にとっては大変な状況だと思う。 

■健康福祉事業本部長 

・ご指摘のとおり、学校応援団は始まって間もない取り組みであり、学校間で取り組みに

違いが出ている。今後の取り組みに当たっては教育委員会と協議する必要がある。 

・特別養護老人ホームについては、国からはユニット型（個室）でないと補助が受けられ

なくなっており、利用料が高くなっている。区立の特養では利用料を多少抑えている。

民間の特養はユニット型で利用料も高いが、区としては低所得者に配慮し、多床型の整

備が必要だと感じている。区内における特養への入所待機者は約 2,500 人にのぼり、要

介護度が相当高い人でないと入所できない状況であり、大きな課題と考えている。 

■委員 

・ひろばづくり事業を推進するにあたっては、最初に十分に検討しておかないと子どもに

とって迷惑であるし、各学校への予算のばらまきのように感じる。 

■生涯学習部長 

・平成 16 年から開始したひろばづくり事業では、地域の方々のお力を借りつつ、学校を舞



- 4 - 

台に安全・安心な放課後の子どもの居場所づくりを進めており、学校応援団は区内 69

小学校中 26 校で立ち上げ、平成 22 年度までに全校で立ち上げる予定である。学校応援

団は地域の方々と教育委員会の協力で取り組んでおり、子どもと地域の方が交流するき

っかけとなっている。小学校内に学童クラブが設置されているのは、区内 69 校中 35 校

ある。学童クラブに通う子どもも、ひろばを利用している子どもも、同じ場所で遊んで

いる。これは本区の放課後子どもプランに基づくものであり、両者の垣根を取り払い、

連携して子どもたちに遊びを指導している。これらの取り組みをさらに良いものにして

いきたい。 

■会長 

・到着が遅れてしまったため、ここから議事を進行させていただく。 

■委員 

・区の財政に制約があるため、行政だけで資料に示された課題をすべて解決することはで

きず、地域や家族の協力が必要である。基本構想を検討する上で、地域コミュニティや

家族を復活・支援する視点が求められるのではないか。先ほどの委員のご指摘の通り、

経済的に困窮している人を救うためにも地域コミュニティの力が必要である。 

・もう一つの視点として、ボランティアの活用も重要である。低所得者の中には技能が十

分でない人もおり、ボランティア組織を通じて就労支援していくことも考えられる。 

■委員 

・「22 健康に暮らせるまちをつくる」について、課題に対応する取り組みの方向性とし

て「精神保健対策の充実」とあるが、日中に心のケアを受けていても、夜になると不安

を感じる場合がある。東京都ではいのちの電話を開設しているが、常にパンク状態であ

るため、練馬区としても何らか対策が必要ではないか。政策で対応するというよりも、

地域でリーダーとして活躍できる人材を育成することの方が重要ではないか。 

・同じく「22 健康に暮らせるまちをつくる」について、課題に対応する取り組みの方向

性として「病床の確保と医療連携の構築」とあるが、かつて病院のベッドは常に満床で

あったが、前回の医療法改正で多数の看護師が大学病院へ移り、一般病院では看護師が

不足しているためベッドに空きが出ていても患者を受け入れることができない状況にあ

る。看護師の資格や経験を持つ区内の人材に活躍してもらうなどの取り組みは考えられ

ないか。また、慢性期に入った患者を後方病院へ移し、急性期の患者を受け入れる余裕

をつくらないと、中途障害者を生み出してしまいかねない。 

・先ほどの委員の意見に賛同する。福祉分野は対人間の取り組みであるため、政策や行政

の介入に違和感がある。今後は地域におけるリーダー育成に注力しないと行財政は破綻

してしまうのではないか。 

■委員 

・私は教育センターに関わっているが、行政の取り組みでは救える部分は救っていると感

じている。例えば、子どもが登校していないケースでは、民生委員や教育センターの相

談員、精神科医、子ども家庭支援センター、保健相談所、総合福祉事務所などの多くの

関係者が一人のために会議を開き、継続的にフォローしている。このケースではたまた
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ま学童期の子どもが不登校であったため家庭の困窮状態が明らかになったが、区内には

十分に把握できていないケースもあるはずである。しかし、行政の取り組みだけではも

はや限界であり、私たちの横のつながりがないと発見や解決はできないのではないか。

基本構想の根本の部分を広い視野で検討しないといけないのではないか。 

・基本構想ニュースでは、中学生が描いた絵が取り上げられており、その美術的な完成度

は素晴らしいが、私たちはその絵よりも一歩進んだ人と人とのつながりのある暮らしを

理想として基本構想を検討していく必要がある。私は学校に勤めていたが、子どもは、

幼い頃は物の絵ばかりを描き、徐々に自分や友人、家族を描くようになる。人とのつな

がりがある状態が基本構想に据えられていないとハコモノやインフラを造るだけで終わ

ってしまう。どの問題を考える上でも、人のつながりを考えるべきではないか。これか

らは区民自らが頑張るしかないと思う。 

■委員 

・前回の検討対象であった区民生活分野や環境まちづくり分野と異なり、健康福祉分野は

区民生活が凝縮されている。４分の３は国庫負担という生活保護などのように全国一律

の制度がある一方で、区が独自に国の水準を超えた取り組みをしているものも複数ある。

地域間格差の問題もあるが、10 年先はこうあってほしいというイメージを考える上で、

10 年で実現できる部分とそうでない部分との整理が必要ではないか。審議会としては 10

年先の練馬区にとっての仕組みを考えていかなければならないと思う。 

■委員 

・コミュニティが生活の場として機能するよう、基本的な住区を明確に形作ることも必要

ではないか。そこには行政職員も入って、住民の代表も入る。児童館や老人クラブ、少

年野球、学校応援団など、縦割りの法律に基づいた組織がたくさんできているが、住民

の視点で見ると、連携が図られていないし、行政改革の方向からみても無駄が多い。し

かし一番重要なのは、福祉サービスが適切に提供されている状態であり、地域活動協働

事業数や交流会等の参加者数・利用会員数ではなく、本来の目的がどう実現されている

かという評価が必要なのではないか。ただし、その点については定量的に評価できない

ので、まずは基本的な住区を形成したらどうかということである。基礎的なコミュニテ

ィをどうするかという議論をすれば、おのずから解決策は出てくるのではないか。やは

り地域を出発点に考えていくべきである。 

■委員 

・やはり練馬区独自の視点が必要ではないか。この分野は、どの自治体でも当たり前に取

り組まれており、練馬区だけ遅れているということではない。基本構想では、健康福祉

分野以外についてもコミュニティや地域がどう関わっていくかという部分を盛り込んで

いくことができると良い。 

■委員 

・本日発行のねりま区報７月 11 日号の１ページに「地域福祉パワーアップカレッジねりま」

が紹介されていた。担当者に確認したところ、昨年度から開始され、定員は昨年度 20

名、本年度は 40 名、次年度以降は 60 名とのことである。２年間で３万円の学費に加え、
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教材費・交通費は受講者負担であるが、昨年は 50 名以上が応募し、論文による選考が行

われ、現在は 23 名が受講している。このことからも、区民の意識は活発であり、力強い

応援団がいると自信を持って良いのではないか。 

■会長 

・これまでの議論でコミュニティや地域という論点が出てきているが、これは練馬区だけ

ではない課題である。区民懇談会の場でも、議論する機会がなかったため、審議会にお

いて、総括的に検討する機会が必要と思われる。 

・先ほどの委員からの区の独自性に関する指摘については、国からの補助などに関わる取

り組みも多いが、区民参加などで独自性を打ち出すということも考えられる。 

■委員 

・私は健康福祉分野の区民懇談会に出席していた。区民懇談会は縦割りに分かれている。

健康福祉分野の中も縦割りになっている。懇談会は、「行政や NPO、ボランティアなど

既存のリソースがすでに機能しているが、気軽に情報が得られるような場を整備すると

横断的な連携も充実するのではないか」と報告した。私は子育て支援に取り組んでいる

が、労働制度の整備により、女性が子育てのために一旦退職しても、子どもが大きくな

ってから正職員として復帰できる仕組みがあれば、安心して家で子育てしようと思う人

もいるので、必ずしも保育所待機児童解消に向けて保育施設を増やすことだけが解決策

ではない。また子どもの遊び場も、狭い道路を一方通行に、一方通行路を車両通行止め

にして遊びやすくするなど、分野間の横断があってほしい。 

 

＜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～＞ 

■学校教育部長 

－資料２－１「31 地域に開かれた教育を進める」及び「32 楽しく学ぶことができる学

校教育を進める」について説明。 

■生涯学習部長 

－資料２－１「33 次代を担う青少年を育てる」及び「34 ともに学びあえる生涯学習を

進める」について説明。 

■委員 

・「32 楽しく学ぶことができる学校教育を進める」について、課題に対応する取り組み

の方向性として、「区立学校の適正配置」とは統廃合のことを指すと思われるが、統廃

合により、これまでの学童クラブや学校応援団などの取り組みで形成されたコミュニテ

ィの拠点を壊すことにもなりかねないので慎重にすべきではないか。 

・小中一貫教育については、実現が難しく、実際は行われていないが、小中学校の連携に

より教育の質は高まるはずである。フィンランドの教育水準は高いが、やっていること

はゆとり教育である。一方で、一人の教師が生徒を長年見守る仕組みが機能していると

いわれている。小学校でいじめられていた子どもが中学校でいじめる側になることもあ

るため、こうした仕組みは必要ではないか。 

・「33 次代を担う青少年を育てる」は道徳教育につながるが、道徳教育では模範的な回
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答しか出てこないため、繊細な青少年の心に響かない。むしろ子どもたちは大人や指導

的な立場の人の背中を見て育っているといえ、生涯教育で対応すべきではないか。行政、

警察のトップ、親の生き様こそが最高の道徳教育ではないか。 

・「34 ともに学びあえる生涯学習を進める」について、すべての世代の人が技術やノウ

ハウを高めないとわが国の国際競争力を維持できないため、学びたいときに学べる機会

を与える生涯教育の場の整備は非常に重要である。ハコモノを造ることには反対だが、

図書館の整備水準は貧弱といわざるを得ない。調べたい資料が見つからず、流行の書籍

しか置いていない。生涯学習を充実させるためには図書館に重点投資を行うべきである。 

■委員 

・小学校が地域の最小のまとまりと思うが、越境通学が可能となり、近年はこれが崩れて

きている。越境通学には、実は明確な選択理由がないようである。小学校の統廃合以前

に、地域の小学校に通学させるようにしないと町会のイベントにも子どもが来なくなる。 

・中学校についても、学校選択制により、一つの中学校にさまざまな地域から生徒が通学

しているところもある。教員が減っているため、部活動のため外部指導員のいる学校へ

越境通学することは止むを得ないが、単に地元の中学校に通うのがいやなので通学先を

変えるケースもある。越境通学では不登校の生徒への対応や家庭訪問が難しくなる。 

・資料では地域に関する視点が示されていないが、小学校の学校区を中心とした地域の結

びつきが崩れてきている。また、多くの学校では、夏休みを削って面談の時間を確保す

るなど工夫している一方で、残業時間の増加など教師への負担も大きくなっている。 

■委員 

・政策シートに「区民の声が施策に反映される」とあるが、区民の要望をそのまま受け入

れてしまうのもいかがなものか。洞爺湖サミットが開催され、練馬区では CO2 排出量が

多いとの報告があり、ストップ温暖化練馬大作戦を展開している一方で、各学校に冷暖

房が導入されている。日本では、快適すぎる環境で育ち汗腺が未発達で暑さにも寒さに

も弱い子どもが多くなっている。将来、快適なものばかりに囲まれて暮らすことができ

るとは思えないため、教育の場でも配慮が必要である。東京ガスでは、暑い時期は 28

度、寒い時期は 19 度に室温を設定するようにとしているが、人間に快適な温度は 17～

18 度である。ガス冷暖房機には CO2 排出量が表示されるようだが、地球環境の悪化は

一刻の猶予もないのに、なぜこんなことをするのか。 

■委員 

・「31 地域に開かれた教育を進める」について、地域の力を学校教育にと書かれている

が、さまざまな場面で地域の人材が学校で活躍している。区民懇談会の教育分野分科会

でも社会教育コンシェルジェ制度の導入を提案したが、区の方でも人材をリストアップ

していると聞いている。区では様々な取り組みを行っていると思うが、窓口を明確にす

る必要がある。また、先ほどの委員のご意見のように、道徳教育はすべてを学校だけ、

または家庭だけに任せていてはいけない。子どもたちに教える場を基本構想で示しては

どうか。 
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■委員 

・わが子も越境通学している。越境した方が学校は家に近くなる。子どもを安全に通学さ

せる保障はどこにあるのか。これまでは越境入学に反対であったが、夫婦共働きの親の

立場になってから意見が変わった。バス・電車による通学や新座市や和光市など行政区

域を超える越境は問題だが、隣接する学区の学校の越境は許容される範囲ではないか。 

・小中学校でエアコンを導入したある学校では、子どもの健康づくりの観点から担任教師

が反対したと聞いている。しかし、夏休みを削減して補習しないと子どもの学力が低下

してしまうという状況もあり、他区ではすでに取り組んでいるところもある。ただ、地

球温暖化問題もあるため、週６日制にすることも考えられる。 

・先ほどの委員からの意見の通り、大人の生き様が道徳教育という点は賛同できる。水上

町の体験施設「たくみの里」ではさまざまな経験ができる。プロの仕事を知る事が大事

なのであり、練馬区内の埋もれた人材を活用してはどうか。学校によっては竹とんぼ作

りなどを教えているようだが、その学校の子だけしか参加できないので、区として取り

組んで欲しい。 

■委員 

・区民懇談会では教育分野に参加していた。先ほどの委員のフィンランドの高い教育水準

の理由や道徳教育のあり方、図書館への重点投資の必要等のご意見に大賛成。「31 地

域に開かれた教育を進める」に関して、教育委員会について改善をお願いする。教育委

員会の会議を傍聴しているが資料がもらえない。議事も前日になってホームページ上に

掲載される。会議録は１か月経っても公表されない。まさに「まず隗より始めよ」では

ないか。 

・学校の保護者会では、保護者は自分の子についてのみ発言し、クラス、学校全体につい

ての発言がない。教師も個別の応答で、保護者会が機能していない。モンスターペアレ

ントについて教員や他の保護者がたしなめる雰囲気すらない。学校評議会、学校応援団

などいろいろな機会があるが本音の議論ができるようにしなければならない。地域にお

ける教育の課題である。 

・エアコンについては、30 度でも湿度を下げれば快適である。東京電力によると、湿度 50

％なら 29～30 度でも不快に感じる人は少ないとのことである。こういう部分にも知恵を

使うべきであり、学校長の経営力が問われる。杉並区の和田中学校の前校長のように、

自分の判断で学校経営しようとする姿勢の明確な校長が練馬区にはいないように思われ

る。 

・「32 楽しく学ぶことができる学校教育を進める」について、夏休みの確保に関しては、

先日の教育委員会で議論されている。教育委員会の資料で不登校のデータが示されてい

たが、高学年になるほど不登校が大きく増えている。現在のいじめの特徴は、ほとんど

の子がいじめた経験もいじめられた経験も持っており、多くの傍観者がいることである。

道徳教育は修身ではなく、いじめなどについて、自分たちで自分たちを自治していくこ

とが必要であり、規範について子どもたちに議論させれば良い。その方法論も教育学会

にはある。 
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・「33 次代を担う青少年を育てる」については、練馬区ではどうするかという突っ込ん

だ議論が必要ではないか。 

・「34 ともに学びあえる生涯学習を進める」については、練馬区の区民一人当たりの図

書館蔵書数と図書館面積は 23 区中 22 位にとどまっており、図書館に本が入らない状況

がある。南田中地区に図書館が新設されても 22 位のままである。先ほどの発言のように

対応が必要である。さらに学校教育、生涯教育は縦割りになっているが、本はいろいろ

な施設にある。本や情報に容易に触れられる環境づくりは、区全体のネットワークを構

築することにより可能で、近い場所で相当の蔵書数を保有することができる。 

・フィンランドの学力水準が高いのは、図書館の充実が背景にあると聞いている。 

■委員 

・子どもの教育に加え、大人の教育や地域の成長が重要だと思う。先ほどの委員のご指摘

のように、子どもは大人の背中を見て育つものである。子どもの教育もままならない大

人を教育していくという視点も必要なのではないか。 

■委員 

・議論の前提として、少子化が進行している。大学も、附属中学校を設置して子どもを取

り込まなければ、大学の質が担保できないという話もある。区外の中学校に通学する子

どもが増えている。子どもが公立学校を選ばず私立に通うという状況について、データ

や教育委員会としての対応を教えてほしい。 

■学校教育部長 

・私立や国立の中学校に進学する子どもは多く、公立中学の存在意義が問われている。選

択制も学校の魅力づくりの一環として取り組んでおり、現在選択制の検証を行っている

が、アンケート結果によると、地域コミュニティと中学校との結びつきが弱まっている

など課題も指摘されている。いわゆる「区立離れ」について、どのように対処していく

かは大きな課題として認識している。 

■事務局 

・第 1 回審議会で配付した「練馬区の現状と課題」において、小学生の進路として、平成

18 年３月時点で８割が区立中学校に、２割が国立・私立の中学校へ進学している旨をお

示ししている。 

■委員 

・私立中学を受験する子どもが多く、落ちた子どもが公立中に進学する状況となっている。 

■委員 

・「33 次代を担う青少年を育てる」について、練馬区には 17 の青少年育成地区委員会が

存在し、従来は大人の委員が子ども向けの事業を展開していたが、近年は「331 青少年

の自主的な活動を支援する」のように、青少年の自主的活動支援にシフトしつつあり、

中学・高校生のボランティア活動支援などをやっている。しかし、地域への認知度は高

いとはいえず、さらなる周知が必要である。青少年課によるジュニアリーダー養成講習

会は長年にわたり取り組まれているが、受講者の子どもが地域で活動していないようで

あり、地域で活動できるような環境づくりが求められる。 
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■委員 

・小中学校でのエアコンの設置については私も関わった。PTA 連合会からはエアコン、AED、

部活動の充実に関する要望を出した。エアコンの設置は、暖房機の耐用年数が近づいて

いたこと、練馬区は 23 区でも最後まで導入していなかったことが背景にある。一方で、

壁面緑化にも取り組んでいる。子どもにはエアコンを使わせないというのではなく、適

切な使い方を学ぶのも教育であるという考え方もある。 

・校長については、やる気のある校長もいることは認める。今後は個々の学校を強化する

ことも必要だが、やりすぎると特定の学校に人気が集中してしまうという諸刃の剣でも

ある。ある学校では防災訓練を地域との協働で実施するほか、地域の人材や卒業生を公

開道徳講座に招くなどの取り組みを行っている。 

■委員 

・「匠の里」でホタルの鑑賞をしていて、農薬を使っていないとホタルが集まってくると

いうように、親として、環境問題について子どもたちの理解力に応じて話をした。こう

した話を子どもに教えられるようになるためには、親が事前学習しないといけないこと

を痛感した。 

■委員 

・基本構想を考える上で、教員の人事権は練馬区にないことも問題の一つである。 

 

３．その他 

■委員 

・健康福祉分野に関する議論で、地域コミュニティが重要であるとの意見が出たが、各分

野での理想像を示すだけにとどめずに、基本構想の枠組みとしてコミュニティのあり方

を示す必要がある。 

・区の財政が厳しい中、基本構想に基づいて優先順位を決めることが重要なのではないか。

基本構想に盛り込む内容は並列的ではなく、迷ったときの選択の視点が示されている必

要があると思う。 

・会長のお考えかもしれないが、基本構想の実現の仕組みについても基本構想の中で検討

すべきなのか。それとも、基本構想では理想像を示すにとどめ、その実現を行政にゆだ

ねるという性善説に立つのか。本来は、基本構想で示す理想像を具体的な政策に落とし

込むところまで議論すべきではないか。 

・政策決定の際に区民参加の視点をどこに入れるかについても議論すべきではないか。 

■委員 

・個人的には、基本構想に優先順位をつけることに反対である。練馬区に多くの人がいて、

考え方も多様であり、また長期の構想でもあるため、優先順位をつけてしまうと時代の

変化に対応できなかったり、全体を反映していなかったりする問題もあるのではないか。 

■会長 

・今回は健康福祉分野と教育分野を検討したが、子どもに関するテーマとしての幼保一元

化など、両分野にまたがる論点が抜けていた。他にも、練馬区として重視しないわけで
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はないものの示されていない論点はまだあるはずである。 

・練馬区は大きな自治体であるため、多様な課題を抱えており、基本構想の中に優先順位

をつけることは難しい。基本構想に実効性を持たせるためには、地域コミュニティに関

して十分に議論する必要がある。今回も検討できなかった「Ⅴ 確かなまちの未来を拓

くために」については内容を充実させていく必要がある。次回以降も皆さんからご意見

を出していただきたい。 

■事務局 

・本日欠席の委員のご意見は机上に配布させていただいた。 

－資料３について説明 

・その他、前回は 12 月の区民との意見交換会等について日程のみ決めていただいたが、各

委員のご予定を勘案して参加委員を決めさせていただいた。おおむね各委員２回程度参

加していただくよう予定している。 

・前回と今回の意見の概要を基本構想ニュース第２号で紹介したいと考えており、また、

各委員にも一言寄せていただきたいと考えている。この件について本日は詳細のご相談

はできなかったため、ご意見があれば個別に事務局に寄せていただきたい。 

■会長 

・次回の日程と会場を確認する。 

■事務局 

・次回は８月 25 日（月）午後６時半から、今回と同様に庁議室で開催予定である。 

 

４．閉会 

 

（以上） 

 


