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第７回 練馬区基本構想審議会 

議事概要（確定版） 

 

日時：平成 20 年 10 月 18 日（土）午前９時 30 分～11 時 30 分 

場所：練馬区役所本庁舎 20 階 交流会場 
 
 
<<議事次第>> 

  １．開会 

  ２．中間のまとめの検討 

  ３．その他 

  ４．閉会 

 

<<出席者（五十音順）>> 

  秋元和子、秋山哲男、浅野祐介、上野定雄、大杉覚、大屋幸恵、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 13 名） 

 

<<欠席者（五十音順）>> 

  伊藤勝、岩崎久美子、高橋徳行（以上３名） 

 

<<傍聴者数>> 

 ９名 
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１．開会 

■会長 
・第７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 
・13 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。 
・本日の傍聴者は９名である。 
■会長 
・第６回議事概要については確定でよいか。 
（異議なし） 
 
２．中間のまとめの検討 

■会長 
・前回のたたき台に対する議論を踏まえて修正案を作成した。特にこれからの練馬区で何

を重視し、どのような分野横断的な視点をもって取り組んでいくのかが見えにくいという

指摘があり、こうした点を踏まえて事務局と調整をして修正案を作成している。これをも

とに審議会として中間のまとめを取りまとめていく。今日は大枠の合意形成ができればと

考えている。 
・今後、予備日としていた 11 月 8 日に審議会を開催して、 終的に中間のまとめを取りま

とめたい。11 月８日には区長も出席される予定なので、区長に中間のまとめを報告する

機会としたい。 
・修正案について事務局から説明してほしい。 
■事務局 

－第７回審議会配付資料１に基づき説明 

■会長 
・私から若干補足したい。この審議会の基本的な考え方、骨太な部分を強調させていただ

いた。しかし、それだけでは十分伝わらないため、いろいろ説明すべきことを書き込むと

こういうかたちになる。しかし審議会の基本的な考え方を伝えることが大事だということ

は共有させてもらいたい。 
・区民懇談会での議論をきちんと反映させたいということがまず一つである。事務局とし

ても苦労した点であり、別表として整理したものがその詳細の資料であるが、コミュニテ

ィが重要であるという指摘が多かったということの中から、それを中間のまとめの冒頭に

持ってきている。 
・縦糸と横糸という考え方で、横糸は行政の分野別の体制や施策を生かしていく考え方で

ある。一方で、縦糸は行政の縦割りを打破するために分野横断的な考え方を生かすよう、

今回の案で３つの重点軸と表現している考え方であり、行政の分野を貫く考え方として導
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入している。 
・３つの重点軸については、くどいほどコミュニティという言葉を入れている。これはコ

ミュニティが大事だというこれまでの議論を反映したものである。 
・コミュニティという言葉はいろいろな意味で使われることがあり、審議会としてこの言

葉をどのような意味で使うか、定義をしたい。その他の言葉も、区民に分かりやすいよう

に解説をつけたい。 
・次回で中間のまとめを取りまとめるため、本日、たたき台に対して議論を尽くさせてい

ただきたい。 
■委員 
・中間のまとめを区民に示すにあたり、目次的なものを作っていただきたい。 
・１ページ目に公共計画という言葉が出てくるが、これは具体的にどのようなことなのか

ピンとこないので説明してほしい。 
・コミュニティについて、ぜひ議論して定義を明確にしていただきたい。地域を越えたコ

ミュニティというものもあるが、今回は概ね地域コミュニティのことを指していると考え

られる。 
・「５ 重点軸を踏まえた分野横断的な取り組み」の説明文に「あぶりだされてくる」とい

う表現があるが、区民に公開する際には表現を検討してほしい。 
■会長 
・表現については私も細かく見てはいないので、本日ご意見をいただきたい。 
・公共計画という言葉は行政と市民が協働して行う計画としてこうした言葉を使っている

が、ご議論をいただきたい。 
・コミュニティはテーマコミュニティと地域コミュニティの両方があるが、ここでは地域

コミュニティが主であったことは間違いない。しかし、今後は両者を含むような捉え方が

良いのではないかと考えている。 
・「５ 重点軸を踏まえた分野横断的な取り組み」は、重点軸に関する「重点的に取り組む

べき」という意志が先にあり、それに沿った横断的な事業が明確にされているものである。

重点軸を通すことで初めて分かったという内容ではないと思うので、あぶりだされるとい

う表現は不適切であり、修正したい。 
■委員 
・「２ 今後 10 年の区政運営の基本となる考え方」の説明文の中で、「かつてみられた隣近

所で助け合うような地域のつながりが希薄になってきました」という記述は、それを取り

戻すのか、取り戻すのは困難なので違うものに置き換えようとしているのか、よく分から

ない。こういう助け合いは、かつての日本で、消防や警察の機能が十分でない状況の中で、

自助的に形成されたものである。根津あたりでは、今でも経済力に応じて町会費を負担す

るとか、いざというとき助け合うといった結びつきがまだ残っているが、そういうものを

練馬において取り戻すのは難しいのではないか。それを何で置き換えるのかという筋道が
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書かれていない。これでは、単に希薄だという事実を述べているに過ぎない。 
■会長 
・ご指摘の通り、現状はこうなっている、ということをただ書くというのは、今回はやめ

たい。何をどうするのかを中心に書くようにしたい。 
■委員 
・私も冒頭に希薄という否定的な文言が書かれているのは気になった。新しい人々が入っ

てきて新しいコミュニティのかたちができている。かつての状況に戻せば良いということ

ではない。冒頭に書くべきなのは、ものづくりだけでは新しいまちづくりはできないとい

うことである。 
・全体としては、たたき台はいろいろな点が改善されていて分かりやすいと思う。 
■委員 
・前回はキャッチフレーズのようなかたちで｢目指す将来像の全体イメージ｣を公募するこ

とにしていた。今回はその点が抜かれているが、今後どのようにするのか。 
■会長 
・空白の欄を示すというのは審議会としてやや無責任ではないかという判断もあり、まず

こちらから考え方を提示することとした。 
■事務局 
・ 終的には募集するということは考えている。単に空欄だけを示すのはとりやめたとい

うことである。 
■委員 
・それを踏まえて考えると、これをたたき台として示すと｢目指す将来像の全体イメージ｣

にコミュニティが前面に出たかたちになるが、順序として手段と目的が違うような気がす

る。コミュニティを良くすることは目的ではないので、どのような将来像を実現するのか、

目的が明確に示されていないのではないか。 
■会長 
・コミュニティを良くするのはあくまでも手段であり、重点軸として整理しているものが、

都市の将来像に該当するのではないかと思う。 
・この審議会の中では、まだその 3 つをとりまとめた将来像まではみえきれていないので、

今までの議論の成果としては、この表現が適切ではないかと判断した。 
・都市の将来像を表現しないということではない。 
■委員 
・コミュニティは目的と手段、両方である。 
・私が教育を受けたときは、仕事をきちんとやり、税金を払いなさい、と教えられた。し

かし、現在は行政の仕事の肥大化に限界があり、行政ができないことをコミュニティでや

ってほしい、という社会的要請がある。 
・記述の中で、コミュニティの比重が大きすぎるという意見もあるが、私はこれで良いと
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思う。 
・冒頭に「かつてみられた隣近所で助け合うような地域のつながりが希薄になってきまし

た」という表現があることについては、対応策の模範解答はまだないのではないか。 
■委員 
・グローバリゼーションの中で、練馬のコミュニティをどうするかということが語られて

いない。個別のコミュニティ論議が全体像としてどうなるのかが描かれていない。こうす

ればコミュニティが良くなるというストーリーが必要である。 
・ハードとソフトの両方が組み立てられて初めてコミュニティが適切に機能する、という

ような流れがあるのではないか。 
■委員 
・コミュニティには単に人の集まりという意味があると思われるが、今回は地域コミュニ

ティに限定した方が良い。また、まちづくりの目的は住む人が幸せになるまちである、と

いうような基本的なことを置いておき、その方法論としてコミュニティを強調してはどう

か。 
・男女共同参画を強めに打ち出してほしいというのが、寄せられた意見の中にあるが、そ

の意見を反映させたほうが良い。 
・方法論が見えないという指摘があったが、「６ 基本構想を実現するために」の中に、具

体的にどうするかが触れられているので、この記述をうまく活用してはどうか。 
・寄せられた意見で基本構想ニュースを全戸配布してほしいという意見もあったが、周知

のためには、それよりも言葉を平易にしたほうが良い。 
■委員 
・コミュニティを活性化する手段について記述するという話について、方法までは分かっ

ても具体の手段はないというのが現状ではないか。日本では、かつての隣近所がもつそう

いう機能を、国が経済成長を進める中で剥がしてきたという経緯がある。しかし今、防災、

防犯を中心にコミュニティの機能が注目されており、これらの分野の取り組みを積み重ね

るのが良いのではないかとも思う。 
■会長 
・難しいとばかりも言っていられないので、分野別の目標の中に重点軸を推し進める上で

考慮すべき重要な視点として、また行政のあり方を制御する考え方として、コミュニティ

の重要性を盛り込んでいるので、それを明確にした方が良いかもしれない。 
■委員 
・コミュニティは、まずは近隣だけで十分ではないかと思う。 
・10 年後どうなるかということを考えると、小学生が読んで分かるように、４歳ぐらいの

子が何となく分かるように書くべきだと思う。たとえば、審議会という言葉自体、変える

べきだと思う。 
・希薄化した地域の人々のつながりは、それを取り戻す努力とともに、代替案を用意して
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おいた方が良い。 
■委員 
・男女共同参画の視点が薄いことは私も気になっていた。 
・重点軸の例に高齢者と子どもの視点はあるが、弱者と女性の視点がない。 
・【分野横断的施策の例示】の図は、練馬区をベッドタウンと考えればほぼ完璧な内容だが、

バランスの取れた都市を目指すべきである。観光都市であるヴェネチアでも観光に特化し

すぎて住民が住みにくくなったと聞いている。例えば、商店街を、街の魅力という観点か

ら再生させていくこと、アニメを観光ではなく産業として育成していく、こういった産業

の視点が必要である。 

・デルファイ法による未来予測調査を実施したことがあり、また 2 年前にイノベーション

25 のデザインに関わってきたことがある。その際、私は芸術文化と遊びが重要であると

主張した。地域の視点においてもこうした点を盛り込む必要がある。 
■会長 
・【分野横断的施策の例示】の図はあくまで例示であり、内容については別途事務局に意見

を提示してもらいたい。 

・男女共同参画は区民生活で取り上げられるべき施策が抜けているということだろう。個

人として尊重されるということは重要だと思うので、男女や外国人などいろいろな視点で

読み込めるようにしたい。また、基本的人権など大きな視点は基本構想だけでなく、自治

基本条例で盛り込むべきであるのではないかと思う。 

■委員 
・基本構想を策定する際に、実現性と絵に描いた餅のバランスをどのようにするかが重要

である。絵に描いた餅でも大切なものは、それを具体化するためには基本構想との繋がり

を持たせることが重要となる。しかし、この場で全員が満足するようなものができても、

絵に描いた餅ばかりではしょうがない。 

・基本構想は、区民に分かりやすいということも大事だが、一番これを読むのは行政の職

員であり、まず職員がそれを見て意欲をかき立てられるような言葉で書くべきである。 

・評価をいつするのかを明示することが重要である。また、役所の組織や体制の改革の必

要性についても書くべきである。こういうことも暗に含ませたものにすべきである。つま

り、いかに動かすかという視点で考えてほしい。 

■会長 

・意欲をかき立てる表現をというのは重要な指摘だと思う。それを指摘するのが重点軸で

もあると思うので、重点軸はそれを推し進めることで、区民もハッピーになるということ

を示した方が良い。 

■委員 
・【分野横断的施策の例示】の図の事例は、職員が自分ごとと捉えられるように、網羅性が

あるものにしておくことが大切である。 
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・東京都では排ガス規制に対応していないバスが東京都に入って来ているのを防ぐという

際に、基本構想や基本計画に位置付けられていないために上手くできなかった。こうい

う観点から、漏れのないようにすることが重要である。 
・分かりにくくても良いから、職員がその気になる書き方をした方がよい。 
■会長 
・【分野横断的施策の例示】の図では大きな括りを示すという位置づけとしており、もう一

方で細かく行政が分野別に実施すべきものは別表として整理している。 
・連携して実施すべき事業を片方の部署しか気がついていないために進まない事例は多い。 
■副会長 
・行政が担い手ではあるが、区民が主体という視点がなければ受け入れがたい。この書き

ぶりだと区民はどこにいるのか、という気がする。 
・現在の書き方だとコミュニティ＝町会というイメージだがそれだと難しい。個人のエン

パワーメントが重要である。 
・子どもが意思決定の主体として扱われていない。子どもがどう考えるのかという視点も

必要である。 
・男女共同参画については、区民生活の一文だけではなく、性別に応じた、といった視点

をそれぞれの取り組みに盛り込む、たとえば別表１に「各年代に応じた心身の健康づく

りの支援」があるが、こういったところに各年代だけでなく「性別に応じた」という視

点を盛り込めば良いのではないか。 
■委員 
・地域力は重要であり、その力がなければ難しい。 
・【分野横断的施策の例示】において、男女共同参画について女性女性ということあまりに

強く打ち出すのは、私は反対である。 
・立川の方で町会が元気な事例がある。どうやって地域力を生かしていくかが重要である。 
■委員 
・コミュニティをベースにしつつというより、それを手段として使いつつ、それをはぐく

むということではないか。 
・「３ 重点軸」の記述は、箇条書きで現状、課題、目的または目標という書かれ方がされ

ているが、これらを並列で扱うと分かりにくい。 
・重点軸に健康福祉の視点が盛り込まれていないことに疑問を感じた。 
■会長 
・コミュニティと目的は相互に補強する関係である。 
・全部箇条書きにしているのは私の指示でそうなっている。 終的には項目立てをするこ

とも検討している。いずれにせよ全体として文章が長いと感じている。 
■委員 
・「今後 10 年の区政運営の基本となる考え方」については、何を述べているか分かりやす
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くするために、現状と将来像の概念図をつくるといったことができないだろうか。 
■会長 
・概念図よりも絵が一番良いが、今の段階で描くのは難しい。 
■委員 
・コミュニティという、定義が不明確なものを基本構想の冒頭に持ってくるのはリスキー

ではないか。 
・区の施策に区民の声が反映されているように感じない。区民が区政に無関心であり、だ

からコミュニティが育まれてこない。 
・こうした状況に対し、区民の自治意識を育てるような仕組みづくりや、皆が一緒に取り

組むということを 初に盛り込めると良いのではないだろうか。 
■会長 
・コミュニティそのものを作り上げていく中で、住民自治が考え方として必要であること

を明示した方がよい。それも、住民自治が必要であるということではなく、住民自治を

育てることで、地域でのまちを良くする活動が活性化し、さらにそれがコミュニティの

活性化につながるというスパイラルの中で、地域が活性化していく、ということを明示

していかなければならない。 
■委員 
・コミュニティの活性化は行政と区民の両方が責任をもつ必要がある。行政ができること

は限られている。地域の人々が責任をもつべきことがこれだけある、ということを示す

べきではないか。 
■会長 
・全国的にみると行政が破綻しているところほどコミュニティが再生している。条件整備

などの面での行政が果たすべき役割を書くことになるだろうが、そこを強調しすぎるの

もどうかと思う。 
■委員 
・旗振り役が行政ではなく市民であるべき、ということはない。市民は、まちづくりに参

加する気持ちはあるが、手立てがなかったり、きっかけがないので、行政にはこれを支

える役割が求められる。「６ 基本構想を実現するために」に書かれていることをしっか

りやることが必要である。 
・ただし、この中に記述されている「進捗状況のチェック」について、評価という言葉が

もつマイナスイメージを考えると、評価よりも、職員が、自分たちは意義のあることを

やっていると、張り切って働けるようにすることがより重要ではないか。 
■委員 
・地域で何かしよう、ということを考えている人は増えている。こういう人たちに呼びか

けていけば、力を結集できる。 
・同窓会などをやると、今は何もしていないが、地域のために何かをしたいという人が多
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い。 
■会長 
・そうした人達への支援、呼びかけの仕組みは練馬区にもあるが、それが知られていない。

ベストプラクティスのＰＲなどを広くやることなどが重要である。 
■委員 
・行政マンが地域に入り込むという仕組みができつつある。30 年前世田谷区において職員

が地域に入ってボランティアセンターをつくっていった例があったが、当時は異端児扱

いされた。 
・行政マンが地域コミュニティの旗振り役として参画できる環境がまだない。 
■委員 
・町会活動の中で、現状では、地域がやらなければという点について地域で旗振りをして

いるのは行政ではなく町会だが、もっともっと行政に旗を振ってほしいという思いがあ

る。 
・町会は決まったことを決まった時期にやるのに手一杯であり、新しいことをやる余裕が

ない。若い人がいないということもあるので、若い人を立てようと思っている。 
・行政がバックアップしてくれると、町会もそれならがんばろう、という機運となるので

はないか。 
■会長 
・具体のコミュニティのあり方については、基本構想がまとまった後で、行政と町会の間

で調整することになるだろう。 
■委員 
・前回までの議論で意見がいろいろ出ており、これがまとまるのかと思っていたが、「中間

のまとめ」のたたき台修正案は、これまでの意見をきちんと取り込んでいただいている

と感じた。 
・コミュニティについて、既存のものの再生と代替のどちらにするのか、定義をどうする

のか、議論の方法や手順はどうするのか。 
■会長 
・中間のとりまとめとして区民に報告する日程の制約上、審議は今回が実質的には 後に

近い。 
・残された課題については今後議論するとともに、議論されてきた中には基本計画や実施

計画に盛り込むべき内容も多かったと思うので、それらをうまくつないでいく必要もあ

る。そのあたりは仕分けをして整理したい。 
・コミュニティは、地域ベースで考えることが一般的であるが、テーマ型コミュニティも

含めて考える必要もある。 
・今までの議論を踏まえると、地域コミュニティと表現するか、もしくは地域コミュニテ

ィという意味でコミュニティという表現を使うということが良いのではないかと思うが
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どうだろうか。 
・それ以外のテーマ型コミュニティについては、違う示し方をしてはどうかと考えている。

終的な方向性は今後議論する。 
■委員 
・コミュニティとして、近所づきあいを密接にするのがこの基本構想の狙いなのか、オー

トロックのマンションの中で成立しているような今日的な安全を求めて閉じていく「ゲ

ーティッドコミュニティ」は想定するのか。イメージが明確にならないと難しいのでは

ないか。 
■会長 
・ 終的には多次元的に展開されているコミュニティの、それぞれの役割について考えて

いく必要があるのではないか。 
■委員 
・地域コミュニティに限定することには賛成であるが、「新しく住民が流入したために、も

ともとあった古いコミュニティが希薄になった」と捉えるのは適切ではない。 
・新住民が郷里に持っていた濃密なコミュニティには負の面もあったはずで、それを嫌っ

て都会に出てきたのではないか。だから、そういったマイナス面を 大限減少させ、な

おかつコミュニティのプラス面を、マンションコミュニティなども念頭に入れた今日的

なかたちで 大限活かす、新しいかたちの練馬区的コミュニティのあり方を考えるべき

である。 
・また、コミュニティの形成は非常に地道な作業であるため、そこに行政支援は必須であ

るように思う。 
■委員 
・練馬区の(仮称)自治基本条例を考える区民懇談会に参加していたが、そのときに、コミュ

ニティは地域における多様な人と人とのつながりと規定している。区民は区内在住者だ

けではなく在勤・在学者や拠点を置く各種活動団体も含むとした。練馬区に関係する人

すべてが関係し、責務を負うことになるので、こうした点を明確にした方が良いのでは

ないか。 
・別紙１の環境まちづくりの中にバリアフリーのまちづくりという表現があるが、この考

え方を就業や情報にまでも適用していただき、ユニバーサルデザインという考え方に広

げて推し進めていただいた方が良いのではないかと思う。 
■会長 
・１点目は、基本構想での定義を自治基本条例と同じにする必要はないと考える。 
・２点目は個別の論点なので、また後ほど議論させていただきたい。 
・中間のまとめとしては、おおよそこの方向性で出すということに同意いただいたという

ことでよいか。 
・次回開催させていただく際には実質的な修正は時期的にできない。それまでの取りまと
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めは私に一任させていただくということで良いか。 
（異議なし） 
 
３．その他 

■事務局 
・次回 11 月８日はスケジュールの関係で午前 10 時から開催ということでお願いしたい。 
・本日欠席の委員から事前にご意見をいただいている。概ね了承ということで、重点軸に

ついて高齢者という言葉がなくて良いのかといった指摘があった。 
・次回には、区民との懇談会についての調整もさせていただきたい。また、次回以降の日

程についても調整させていただきたい。 
 

４．閉会 

 
（以上） 


