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Ⅱ だれもが健やかに暮らすために 

 ～健康福祉分野～ 

      

 

資 料 1－2 

練馬区基本構想審議会 

平成 20 年 7 月 11 日 



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

「だれもが健やかに暮らす」ことを目指し、すべての区民（地域住民）が、地域社会を構成する一員とし
て自立して生活し、その人の有する能力に応じたあらゆる分野の活動に参加する機会が与えられ、ま
た必要な時に必要なサービスが速やかに受けられる状態を目標としている。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

(基本的な考え方）
　住民と共に、それぞれの地域で誰もがその人らしい安心で健やかな生活を送れるような地域社会基
盤の推進の方策を定める。
(基本方針)
　社会福祉法第107条の規定により、次の3つの柱を定め、柱ごとに計32の事業計画を行っている。
　ア　だれもが、いつでも気軽に地域福祉活動に参加できるようにしよう
　イ　だれもが、必要なサービスを必要なときにすみやかに受けられるようにしよう
　ウ　だれもが、適切な情報や支援を得て、自分らしく安心した生活を送れるようにしよう

６　計画の位置付け・性格

「高齢」「障害」「児童」「保健」といった分野別計画を推進するうえでの共通理念として、社会福祉法第
107条の規定による事項を柱に、地域福祉分野の共通課題と方策を定めるもの。

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

計画名 練馬区地域福祉計画

平成18年3月 平成18年度～平成22年度

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
21　地域で福祉を支える

平成20年3月

４　根拠法令・上位計画等

社会福祉法



１２の基本方針ごとに、区民と区が協働で取り組む１２のアクションプラン（行動計画）を定めた

計画名 練馬区福祉のまちづくり総合計画

平成18年3月 平成18年度～22年度

　重点課題４　障害者や高齢者が暮らしやすい福祉のまちをつくります
　２１　地域で福祉を支える
　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

平成22年度までに見直しを行う予定

４　根拠法令・上位計画等

（関連法令・計画）　バリアフリー法、東京都福祉のまちづくり条例、都市計画マスタープラン、住宅マスタープラ
ン、地域福祉計画、障害者計画、次世代育成支援行動計画、高齢者保健福祉計画、等

（位置づけ）　本計画は、新長期計画の分野別計画と位置づけられ、都市計画マスタープラン、住宅マ
スタープラン等とハード面で連携するとともに、地域福祉計画や障害者計画等とソフト面で連携する。

（性格）　区民と区の協働で策定し、区民と区の協働で推進する。

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

（計画の目的）　ノーマライゼーションの考え方を基本理念とし、福祉のまちづくりを実現するための考
え方と区・区民・事業者それぞれの責務を明確にし、総合的かつ計画的な推進を図る。
（キーワード）　基本的権利の尊重、社会参加の拡大
（目標とする将来像）　「ずっと住みたいやさしいまち　＜安心・らくらく・便利＞」

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

（基本的な姿勢）
「共感：利用者の立場で考えます」
「協働：区民と協働して取り組みます」
「推進：着実な実施、継続的な発展を推し進めます」
（基本方針）　「歩きやすい歩きたくなる道づくり」
　　　　　　　　 「出会って交流、学んで行動、”気づき”で変える」など、１２分野の基本方針
(推進事業)  福祉のまちづくり200人モニター
　　　　　　　　福祉のまちづくりパートナーシップ区民活動支援事業
　　　　　　　　福祉のまちづくりを推進する区民協議会

６　計画の位置付け・性格



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

２１世紀において、区民が生涯にわたり健康で、より良く、より充実した人生を送れるよう、区民との協
働により、練馬区が「生涯健康都市」実現を目指して、今後展開する健康づくり施策を総合的・体系的
に明らかにする。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

主要課題Ⅰ　生涯を通じた健康づくりの推進
　　施策課題Ⅰ　健康づくりを支援する
　　施策課題Ⅱ　健康づくりの条件整備を行う
主要課題Ⅱ　安心して暮らせる生活環境の確保
　　施策課題Ⅰ　健康に関する危機管理を行う
　　施策課題Ⅱ　安全な衛生環境を確保する
主要課題Ⅲ　地域保健医療福祉の充実
　　施策課題Ⅰ　地域における医療体制を確保する
　　施策課題Ⅱ　保健福祉の総合支援体制を確立する

６　計画の位置付け・性格

・「練馬区新長期計画」の分野別計画に位置し、保健・医療分野および関連分野の現状と課題を明ら
かにして、今後達成すべき目標を掲げたもの。
・健康増進法により策定を求められている「健康増進計画」の性格を持ち、区民の健康づくり運動の
指標となることを目指している。

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

平成14年度に実施した「練馬区健康実態調査」の結果に基づき、練馬区の現状と2010年の目標値
を掲載。

計画名 練馬区健康づくり総合計画

平成18年3月改定 平成18年度～平成22年度

Ⅱ だれもが健やかに暮らすために
22 健康に暮らせるまちをつくる

平成23年度以降、「練馬区食育推進計画」と統合し、健康づくりと食育を総合的に推進する

４　根拠法令・上位計画等

健康増進法、食育基本法



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

　区民が様々な体験や学習を通じて、食の知識と食の選択力を学び、食の大切さの理解を深めて、
生涯を通して健やかに過ごしていくことをめざす。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

（基本方針）
１　健全な食習慣の習得と、心身の健康増進を図ります。
２　食を大切にする心を育みます。
３　健康的で安全・安心な食べ物を選択する力を育てます。
４　多くの区民の連携による食育の広がりを目指します。
（施策）
　４つの基本方針とそれを支える１０の施策を体系的に推進する。
（１）乳幼児と保護者の食育の推進　 　 （６）食文化の伝承
（２）児童・生徒の食育の推進　　　　     （7) 食に関する情報発信
（３）成人の食育の推進　　　　　　   　    (８）食の安全・安心の確保
（４）高齢者の食育の推進           　　 　(９) 食育を推進する人材の育成
（５）生産者、事業者との交流体験　　　 (10）関係機関・団体などとの連携、ネットワークづくり

６　計画の位置付け・性格

　食育基本法第１８条により策定を求められている、市町村食育推進計画の性格を持ち、区の食育
推進に関する取り組みを定めている。
　練馬区新長期計画を上位計画とし、その分野別計画に位置し、食に関わる分野の現状と課題を
明らかにして、計画期間内に達成すべき目標を定めている。

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

　７つの具体的な重点目標を設定し、その重点目標の目指す平成22年度の状態を示すため「重点目
標に関する指標」により、目標の達成状況を明らかにする。

計画名 練馬区食育推進計画

平成19年12月 平成20年1月～平成23年3月

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
22　健康に暮らせるまちをつくる

平成23年度以降、「練馬区健康づくり総合計画」と統合し、健康づくりと食育を総合的に推進する。

４　根拠法令・上位計画等

食育基本法



計画名 練馬区次世代育成支援行動計画

平成17年3月 平成17年度～平成21年度

子どもと子育て家庭に関するすべての分野および政策

平成21年度に必要な見直しを行い、平成22～26年度までの５年間を後期計画として策定する

４　根拠法令・上位計画等

次世代育成支援対策推進法

長期計画を上位計画とする、子どもと子育て家庭に対する施策をまとめた個別計画

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

「子育て、子育ちをみんなが応援するまち　ねりま」を計画目標に掲げ、父親・母親その他の保護者が
子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、地域社会全体で家庭の「育てる力」
と子ども自らの「育つ力」を応援することによって、安心して子育てができるまち、そして、子どもが未
来に希望を持ち、時代を担う力を身につけることのできるまちの実現をめざす。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

基本理念
1 子どもの最善の利益を考えるとともに、子ども自らの「育つ力」を大切にします。
2 父親・母親を中心とした、家庭の「育てる力」を大切にします。
3 子育ての負担を家庭だけに負わせることなく、地域や職場が子どもと子育て家庭を応援します。
4 行政は、地域や職場と連携しながら、子どもと子育て家庭を応援します。

６　計画の位置付け・性格



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

安全・安心で、いきいきと暮らせる地域社会を実現していく

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

【基本理念】
・高齢者の尊厳を大切にする
・高齢者の自立と自己決定を尊重する
・高齢者の社会参加と地域の支え合いを促進する
【施策課題】
（１）多様な社会参加の促進
（２）健康の保持増進
（３）特定（虚弱）高齢者への支援
（４）要支援・要介護高齢者への支援
（５）保健福祉基盤と住まいの支援
（６）連携と支え合いの仕組みづくり

６　計画の位置付け・性格

高齢者の保健福祉施策の総合的な推進および介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るた
め策定したもの

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

計画名 練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

平成18年3月 平成18年度～20年度

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
24　高齢者が暮らしやすいまちをつくる

平成21年3月

４　根拠法令・上位計画等

老人福祉法および介護保険法



個別計画シート

計画名 練馬区公的介護施設等整備計画

1　策定年月 平成18年6月 ２　計画期間(目標年次） 平成18年度～20年度

３　改定の予定 平成21年度

４　根拠法令・上位計画等

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
24　高齢者が暮らしやすいまちをつくる

６　計画の位置付け・性格

練馬・光が丘・石神井・大泉の４つの日常生活圏域ごとの当該区域または当該市町村の区域におけ
る公的介護施設等の整備に関する目標等を定めたもの

その他

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

各圏域ごとに、地域密着型サービス拠点を重点的・計画的に配置し、各整備拠点と地域包括支援セ
ンターとの連携を図り、地域の高齢者が安心して居宅生活を可能な限り継続することをめざす。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

【主要な取り組み】
・平成１８～２０年度において、各日常生活圏域ごとに地域密着型サービス拠点の必要整備数を定
め、重点的に整備する。



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

【計画目標】
　障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立
した生活ができる社会をめざす。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

【基本理念】
　①　自己選択・自己決定による利用者本位の支援
　②　ケアマネジメントによる相談支援とサービスの提供
　③　「気づき」と｢支えあい」による成熟した社会へ
　④　区民や地域との共生を進める障害者施策の実現

６　計画の位置付け・性格

障害者の自立及び社会参加の支援を図るための、障害者施策に関する基本的な計画

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

個別の取組項目に目標を設定している。

計画名 練馬区障害者計画

平成19年３月 平成19～22年度

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
２５　障害者が自立して暮らせるまちをつくる

平成23年３月までに改定する

４　根拠法令・上位計画等

障害者基本法



個別計画シート

1　策定年月

３　改定の予定

２　計画期間(目標年次）

【計画目標】
　障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立
した生活ができる社会をめざす。

基本理念・基本方針、主要な取り組み等

５　計画の対象とする分野・政策（政策番号・政策名）

【基本理念】
　①　自己選択・自己決定による利用者本位の支援
　②　ケアマネジメントによる相談支援とサービスの提供
　③　「気づき」と「支えあい」による成熟した社会へ
　④　区民や地域との共生を進める障害者施策の実現

６　計画の位置付け・性格

障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の必要な量の見込みと、その提供体制の確保の
ための方策

７　計画の主な内容（計画の目標・めざす状態、基本理念・基本方針、主要な取り組み等）

計画の目的・目標・めざす状態

その他

計画名 練馬区第一期障害福祉計画

平成19年3月 平成19年度から20年度

Ⅱ　だれもが健やかに暮らすために
25　障害者が自立して暮らせるまちをつくる

平成20年度中に必要な見直しを行い、第二期障害福祉計画を策定予定

４　根拠法令・上位計画等

障害者自立支援法




