
「中間のまとめ」の内容および新基本構想に関する区民意見一覧

番号 分類 意見内容

1
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・心がいきいきしなければ地域もいきいきしない。練馬区には、民生委員、町会、商
店街、青少年育成団体などさまざまな団体がそれぞれの分野で活動しているが、
お互いに横の連携が取られていない。隣近所では挨拶もせず、血がつながった有
機的な関係がつくられていない。

2
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

＜区政調査の経験から一言＞
・地域コミュニティ、人と人のふれあいのある町づくりが必要です。練馬も近代化が
進みワンルームマンションが多くなりました。しかし、そこに住んでいる人は名前も
判らない人達です。個人情報、プライバシー、安全安心等の問題があることも事実
ですが、両立する方策を考えてください。

3
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・委員の皆さんに地域コミュニティとは何かということをお尋ねしたい。
・既存の地域コミュニティをいかに発展させ、行政と活力ある関係を構築すること
が、まさに協働ということではないのか。現在町会の加入率は約43％であるが、町
会に代わる新しいコミュニティを作るとしたときに、いったい何年でこの43％という数
字に到達することができるとお考えだろうか。大きな誤解があるのではないか。
・既存のさまざまな組織をいかにうまく活用しながら、新しい考えの人を巻き込んで
いくかが重要である。委員の皆さんも答申に向けて、地域の中の既存の資源を有
効に活用し、発展させるということを考えていただきたいと思う。

4
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域の中でさまざまな知識やノウハウを持っている人がおり、そういう人たちを巻
き込んでいくことこそが重要なのではないだろうか。そして、そのための基盤として、
地域コミュニティが重要であるという点は同感である。
・市民の底上げをしていくことが大事であると思う。区の職員が考えた仕掛けもある
が、そうではない仕掛けも検討していただきたいと思う。30代の人を巻き込みたい
なら、そういう人たちが来訪できる時間設定にすることから始めなければいけない。
区や区民が周りの人に目を向けられるような仕組み作りが重要だと思う。

5
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域コミュニティという表現に馴染みはないが、コミュニティという表現は徐々に浸
透しつつある。コミュニティを推進していく上で、行政の支援のあり方についてどの
ような検討が行われているのか。地域コミュニティの中に町会の位置づけが必要で
ある。町会加入率は４割と低迷しているが、町会連合会の改革が進められていると
聞いている。町会と独立した地域コミュニティづくりは困難と思われ、また、パート
ナーとしての行政のあり方も問われている。

6
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・委員は「コミュニティは手間がかかるのです」と言われました。その手間を掛けて
作り上げたコミュニティを外環延伸計画で崩されようとしています。是非崩さない方
法で計画を進めて頂きたい。

7
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域社会の再構築、特に人間関係の連携と育成
・大人社会の有機的関係育成→心の問題→心を養うこと（物質から精神文明へ）
・隣人関係の構築

8
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・30代の会社員であるが、日中は仕事をしており、地域コミュニティがどうなっている
のかよく分かっていない。町会には入っていない。いろいろな生活時間・生活スタイ
ルの人に地域コミュニティにどうやって入ってもらうかを考えてほしい。
・ボランティアなどから地域コミュニティに入っていけるような方法を考えたらどうか。

　｢中間のまとめ」の内容に関すること

「１　今後10年の区政運営の基本となる考え方と重点軸」について

資　料　１－２
練馬区基本構想審議会

平成21年1月31日
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番号 分類 意見内容

9
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・中間のまとめは抽象的で、本当にできるのかと思う。
・身近な地域コミュニティをベースにしていくとのことだが、町会・自治会でこれだけ
のことがやれるのか。調整役の人材を育成しても、どうやって町会などにアプロー
チしていくのか。

10
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域コミュニティを基本となる考え方としても、町内会・自治会に入らない、老人会
もできない状況で、どういうパワーでどういう方法でコミュニティを作るのか？
・区は職員を育成して、区がコミュニティ形成をやってくれるのか？職員は本当にで
きるのか？職員のブラッシュアップが必要である。

11
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域コミュニティについて、若い人が参加できなかったり、高齢者や障害者、ニー
ト・引きこもりの人などの意見を、どのように基本構想に活かしていくのか？イン
ターネットの普及といった技術革新に併せて見直すべきではないか。
・コミュニティについて、高齢者・障害者は、独自のコミュニティがあるので、中間の
まとめを踏まえてそれぞれ考えてもらえばどうか？

12
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・町会で役員をしている。新しい人が大勢入ってくださるが、なかなか人が継続しな
い。高齢で役員ができないのでやめたということを聞いた。

13
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・魅力ある町内会にする方法を考えてほしい。加入するとなにか良いことがあるよう
にできるよう研究してほしい。

14
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・地域コミュニティに重点を置いていいのか。なかなか難しいのではないか？入りた
くないと言う人もいる中で、地域コミュニティに重点をおいていろいろ解決できるの
か。

15
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・コミュニティは圧力団体になっていることもある。コミュニティが必ずしも良いとは限
らない。

16
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・3本の重点軸の基本となるのが地域コミュニティとするならば、地域コミュニティの
核となる町会・自治会その他の各種団体の意識革命が必要なのでは。魅力ある町
会、若者も誰でも入って自分に出来るところで協力していける、いろんな世代の人と
交わる楽しさも知るなど、まずは自分達の町会はどうありたいか、広くみんなの意
見を下から上に吸い上げながら変革していくことが大事なのでは。｢下から上に」の
根幹に行政がどのようにかかわっていくのかも課題と思う。

17
地域コミュニティの現状
に関する問題点や課題

・ 「中間のまとめ」の中で地域コミュニティが大きなウエイトを占めているが、実際に
みんながどんなコミュニティで活動していて、それが基本構想にどう活かされると
思っているのか。実際にはコミュニティはあまり活動していないのではないか。各町
会・自治会などでも何とかしなければと思っているはずだ。この点をどのように考え
るか。

18
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・ 地域コミュニティについてもう少し具体的にしてほしい。実施体制の整備につい
て、区、地域団体など多様な主体うんぬんとあるが、実現するための手立てももっ
と具体的にしてほしい。みどりの問題も含め、重点軸と個々の主体との調整をどう
するかについて踏み込んだ答申は出せないのか。行政にどこまで責任と権限があ
るのか、地域コミュニティの具体化の中で明確にしてほしい。
・ 地域コミュニティを担う人材を行政がつくるような表現になっているが、事前に寄
せられた意見にも、区が人材を育成することと主役が区民であることとは矛盾して
いるという指摘がある。この点は慎重に扱うべき。区が育成する人材と、町会など
各コミュニティを形成している主体との関係はどうなるのか。
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番号 分類 意見内容

19
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・ 地域コミュニティという言葉が分かりにくい。地域の文化を上げることだというのが
自分の結論である。そういう意味で、「安心していきいき暮らせる地域コミュニティを
育む」という今回のテーマも、もっと練馬の特長が出るよう、「みどりを活かした文化
の香るまちづくりのための」などとしてはどうか。区民にはテーマが一番目につくの
だから。

20
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・ 地域コミュニティに代わる日本語の分かりやすい言葉はないのか。

21
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・地域コミニティ→日本語で適当な言葉はないでしょうか。広く括りすぎると解りにく
い。おじさん、おばさんにわかるような…

22
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・「地域コミュニティ」という概念をもう少し丁寧に説明する必要があると思いました。
「コミュニティ」という言葉は抽象的で、練馬区が考える「地域コミュニティ」とは具体
的にどういうものかを示していかないとイメージだけで言葉が空洞化してしまう危険
性があると思いました。

23
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・広範囲の地域コミュニティとして具体的にどのような活動内容を想定しているか。

24
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・人と人とのつながりが地域コミュニティの形成上重要であると思う。しかし、人と人
とのつながりは、その人の気持ちによってつながっていくものであり、具体的にどの
ようにつなげていくかが問題となる。
・「いきいき暮らせる地域コミュニティを育む」ことが大前提とあるが、そのための調
整役の人材育成や地域コミュニティを育むための支援を行うという点について具体
的に想定している内容があれば教えていただきたい。

25
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・抽象的で分かりにくいというのが率直な感想である。地域コミュニティとは何かとい
うことが分からない。

26
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・地域コミュニティをどのようにしていくのか具体的な話を聞きたい。

27
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・「地域コミュニティ」の概念が漠然としている。町会・自治会はもとより、インフォー
マルな地縁の同好会や交友グループまで含めて考えているかどうか不明。基本構
想推進の主体になるべきものなので、きちんと整理し定義づけをして議論を進めた
ほうがよい。
・｢地域コミュニティ」を区がオフィシャルに認めた団体やサークルに限るとしても、構
成メンバーが流動的で不安定な、いわば心もとない｢集合体」に、｢重点軸」を正面
に見すえて取り組むべき主体としての適格性を期待する事は疑問がある。
・正体があいまいな｢地域コミュニティ」に無責任に丸投げしてしてこと終われりとす
るのではなく、区が主体的に啓蒙活動を継続して、｢個々の｣住民の意識の変革・変
化を求めるというのが本筋ではないか。基本構想で｢地域コミュニティ」を正面に据
えたいということであれば、まず特定地区を具体的に取り上げ、町会・商店会と協
働して美化作戦なり利便性・安全性追求作戦などを展開していくとする提言まで踏
み込めば、「練馬区としての基本構想」が描けてくるのではないか。
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番号 分類 意見内容

28
地域コミュニティの定義・
具体的内容の必要性に
ついて

・現在、区内の駅周辺でまちづくり構想が検討されているが、当該地域の住民（主と
して地権者？）によるまちづくり協議会が検討に参加し、その周辺の住民は参加で
きない仕組みになっている。当該地域だけの住民組織が地域コミュニティではない
はず。特に、商店街などでは、地域外から買い物に来る人々の視点を欠いては、的
確なまちづくりは出来ない。地域コミュニティとは何か、具体的に定義をしないと、現
状を単に追認しただけになって、本審議会の期待する方向と逆の結果を生み出す
ことが懸念される。一方、練馬区内では、地域コミュニティに相当する様々なボラン
ティア団体が存在する。こうした具体的な事例を参考にして、地域コミュニティとは
何かを提案すべきと考える。

29
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・コミュニティの育成のために住民に働きかけるよりもまずは行政の姿勢を改める
べきではないか。

30
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・基本となる考え方である地域コミュニティを育てることについて懐疑的である。しか
し、児童館を中心として、学童クラブ、PTA、老人会が連携して中村子どもネット
ワークを発足させ、活動しており、期待できる部分もある。ごみ出しや地域の屋敷
林の保全など住民の自発的な取り組みも行われている。

31
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・「地域コミュニティ」は、何時・何処で・誰が・どのようにつくるのか。
行政が、「地域コミュニティの調整役となる人材を育成するなど、地域コミュニティを
育むための支援をしていく」とあるが、コミュニティとは、（注）にあるとおり区民自ら
の自主的発想で成り立つもので、行政が人材育成するとなると、｢主役は区民｣と矛
盾するのではないか。

32
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・コミュニティとは、根をおろす地域に自身が自己を犠牲にしてともに生きることで成
り立つ（犠牲は、奉仕という意味）。これがないと｢地域コミュニティ｣は育たない。い
かにして、これを育てるかが大きな問題である。現在、地域で活動しているボラン
ティアがその核となると考える。（１）（２）（３）の｢重点軸｣にかかわっているボラン
ティアは多数いる。現状をよく調査してつかんで頂きたい。

33
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・｢中間のまとめ｣はよくできている。地域コミュニティをまわして行くのは地域住民で
ある。区民が一人一役やるぐらい全員が入っていく必要がある。町会・自治会を大
いに活用するとともに、区役所に地域コミュニティ課を設置し、そこがエンジンとなっ
て、地域コミュニティをリードして、基本構想を進めてほしい。

34
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・練馬区役所の体制の中で地域振興の所管部署が存在を発揮し、練馬区とマン
ションの管理組合などとが基本構想でめざす取り組みを協働でつなげ実現させて
いきたい。

35
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・「これからの練馬のまちづくりの主役は一人ひとりの区民です」という提案は良
い。

36
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・区民（地域コミュニティ）が主役で行政がサポートという基軸は十分に納得できる。
地域コミュニティを町会・自治会・学校応援団等とあえて特定していないことが気が
かりである。一つは芯になる組織体が必要で、行政は縦割りで各方面へ分散しな
いで、まず町会の立直しを図ることが肝要。
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番号 分類 意見内容

37
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・重点軸に“地域コミュニティの力で”をベースに提案されているが、住民同士が問
題解決のために集まったり、活動したりの結果としてコミュニティが醸成されると考
えるが、どうしたらコミュニティが出来るのか？特効薬はないと思うが、コミュニティ
がないと、みどり・まち・こどもの解決が出来ないように読める。少なくとも、現在の
町会がまったく支持されていない現状からどうするのかを検討しないと、今、練馬区
が頼りにしている現在の町会を地域コミュニティとするかぎり未来はない。
・練馬区の人口をどうするか？区の将来人口を現７０万人からそのまま増加の一途
をたどるのか。その人口によって施策は大きく変わると思う。

38
地域コミュニティ形成に
向けた基本的な方向性
について

・子育て・介護・医療など、地域コミュニティ（住民）がすでに取り組んできていること
もある。
区が、それらを後ろから支えると、現時点で活動中の地域団体は活気に溢れ、結
果的に地域住民の満足のいく活動が可能になると思う。
既存の、住民によるコミュニティ活動をもしも区が真似して行うと、助け合いのしくみ
は壊れてしまう。区行政はそっと見守って地域住民自身による積極的な助け合い
活動を後押ししていただきたい。具体的には、ボランティアで行っている継続的な地
域活動の場合の区施設の無料貸与、補助金などのほか、活動についての相談に
乗ってくださるとありがたい。また、誰もが助け合える、自分もその活動に参加でき
るという意識を持つために、区の行政には広報活動もお願いしたい。（それも後押し
のひとつの方法かと思う。）
区政は仕事としてコミュニティをどうにかしようとするが、区民はボランティアで、仕
事の傍らで助け合おうとしていることを踏まえて、是非、後押しをお願いする。後押
しは、プロでないとできない。（なぜなら、プロには経済的にも人脈的にも後ろ盾が
あるから）
住民たちの自発的な助け合い、既存の活動が、ゆめゆめ行政によって押しつぶさ
れることのないようにしていただきたい。

39
「地域」の捉え方につい
て

・小学校区という話があったが、民生委員として小学校区より広い地域で活動して
いて、子どもから老人までの問題がすべて見える。こういうコミュニティの形もあると
知ってほしい。避難拠点運営連絡会、町会、老人会も活発なところとそうでないとこ
ろがある。民生委員、保健相談所など、地域にはいろいろな核がある。もっと地域
の実態を勉強して、いろいろな角度から検討してほしい。

40
「地域」の捉え方につい
て

・地域コミュニティの範囲を小学校区と考えるという意見があったが、練馬区は出張
所ごとの自治組織を作る現基本構想がある。これを再度見直すべきではないか。
委員の考えは、杉並区和田中のようなＰＴＡ組織を無視してもいいという考え方なの
か。

41
「地域」の捉え方につい
て

・基本となる考え方を「安心していきいき暮らせる地域コミュニティを育む」ことと、そ
の地域コミュニティをベースに、総花的ではなく「みどり」、「まちづくり」及び「次世代
育成」の３つに重点軸をしぼって、そこに全区民の参加の道筋をつけようとする構
想は大変結構だと思う。しかし、一口に「自分たちが住んでいる地域」と言っても、
70万人が住んでいる広い区域の中で、「地域」をどのように捕らえていったらよいか
と言うことになると、地域によっては特色や抱えている課題もまちまちなので、それ
ぞれの取り組み方のイメージにはバラツキが生じ、具体的な活動のネット・ワーク
づくり＝総合的なシステムづくりに必要な共有できるきめ細かい情報の絞込みなど
は、大変難しく無理があるのではないか。そこで、「４　基本構想を実現するために
(3)基本構想を実現するための実施体制の整備」のところで表現されている「区は適
切な地域経営を行う」の「適切な地域」については、どのような区域を構想している
のかについて触れてほしい。（練馬明るい社会づくりの会（練馬明社））
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番号 分類 意見内容

42
地域コミュニティに関す
る検討の視点・方法につ
いて

・石神井公園駅前などの再開発事業に当たっての地権者・商店主・住民からなるま
ちづくり協議会の設置など、地域コミュニティに関する取り組みは既に区内で行わ
れている。３年前に制定されたまちづくり条例は、住民からの提案が可能な点で他
地域に誇るべき条例である。地域コミュニティをベースとした取り組みについて、的
確な情報を審議会委員に提供すべきではないのか。
・区民懇談会での検討成果が｢中間のまとめ｣にまったく反映されていないと感じて
いる。まちづくり条例やまちづくりセンターの取り組みを踏まえた地域コミュニティの
あり方を検討していただきたい。

43
地域コミュニティに関す
る検討の視点・方法につ
いて

・地域コミュニティの調整役は大変な職務を荷うことになると思われます。重点軸に
沿って、分野別の横断して施策を実施するために区、地域団体等の間の考えを調
整するということですから、識見の高い民間の方を登用することも協議（審議）して
みて下さい。→審議済だとも思いますが、意見をということなので記入しました。
☆3月の答申に対し、行政が真摯に対応してもらい、素晴らしい練馬（安心して生々
暮らせる練馬）にして下さい。

44
将来像・キーワードにつ
いて

・基本構想ではグランドデザインが示されると思っていたが、構想の実現に至る手
法の一つとして地域コミュニティが示されたが、グランドデザインはまだ示されてい
ない。
・地域コミュニティを地域自治に言い換えた方が分かりやすいのではないか。基本
構想は地域の人が地域の自治を考えるための構想と捉えるべきではないか。地域
の自治を考える上で、学校や保育園、児童館など、子どもを中心としたつながりを
重視する必要がある。

45
将来像・キーワードにつ
いて

・10年後の練馬区がどのような区になるのかはっきりと見えてこない。現在は特色
のないベッドタウン的なまちに見える。
・現在の金融不況をみると、来年の区民税や財政調整も含めて見通しが難しい状
況である。審議会を傍聴していると、環境を中心に答申を打ち出すという意見も出
ていたが、「みどり 30 推進計画」のような答申を出してほしい。

46
将来像・キーワードにつ
いて

・今回の内容を拝見すると、練馬区の夢が弱いように思う。分野別の施策の中では
練馬区での高齢化率を低くするとか、若い世帯が住んで楽しくなるといった内容が
含まれていると思うのだが、こういったことをもう少し前面に出してはどうか。
・練馬区は他区よりも高齢化率を低くする、子育てをしやすいまちにしていくことが
重要であると考える。そうした観点から既存の施設の有効活用なども考えてほし
い。

47
将来像・キーワードにつ
いて

・基本構想に練馬区の特徴であるみどりをいかに示すかということが明確になって
いない。また、地域コミュニティを活かすとあるが、表面的な印象を持っている。
・環境まちづくり分野分科会では「ふるさと都市」というキーワードで検討を進めた。
明確なキーワードを示し、区民のモチベーションを高める必要がある。中間のまと
めでこうしたキーワードが示されていないため、非常に失望した。土と川と水、みど
りや人々の暮らしを含めた概念として、「ふるさと」が必要なのではないか。ふるさと
は奥深いものであり、安心して暮らせる地域コミュニティといった表現を用いなくとも
メッセージを発信できるのではないか。
・平成19年度区民意識意向調査の結果では、練馬区の将来像について「福祉や保
健･医療が充実し、だれもが健やかに暮らせるまち」が第一位であった。10年後の
将来像を検討する際には、喫緊の課題が強く反映されてしまうアンケートを用いる
のは適切ではない。練馬区で暮らす楽しさを打ち出すべきではないか。みどりを
「守る」のではなく、みどりを「楽しむ」ことが重要である。
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番号 分類 意見内容

48
将来像・キーワードにつ
いて

1.「3つの重点軸」をくくるキーワードとして「ふるさと都市」（育てるところ、巣立ってい
くところ、帰ってくるところ、つないでいくところ）を提案する。
2.「地域コミュニティ」ということばは使うべきではない。
3.「みどりを育み、活かす」ためには「みどりをたのしむ」ことこそが大事。
4.「川と水」のことが抜けてしまっている。
5.「みどりが多い」という練馬区の特徴を活かし、「練馬区だから言えること」を前面
に出すべき。

49
将来像・キーワードにつ
いて

・区は新基本構想で「区のめざすべき将来像」を明らかにするとしているが、「中間
のまとめ」ではその点がよくわからない。「１　今後10年の区政運営の基本となる考
え方と重点軸」を見ても、「区のめざすべき将来像」の基本を読み取ることができな
い。
これから審議されるべきと思われる「区のめざすべき将来像」については、以下の
ことを要望する。
１、現基本構想の根本すなわち基本理念を正しく継承し発展させてください。
２、めざすべき将来像の基本として、次の二つのことを取り入れてください。
　　①区民が健康で文化的な 低限度の生活ができるようになっていること。
　　②区民が主権者として区政に参画することが出来るようになっていること。

50
将来像・キーワードにつ
いて

・練馬区の現状・現実・予定されている計画等を、もう少し把握して構想を練ること
をお願いする。例えば、人口増を自然増にまかせるのか、コンパクトを目指すのか
で、随分違った考え方が要求されるのでないか。外環延伸は10年内で、必ず避けら
れない重要案件であり、今までのコミュニティは分断され、想像もつかない街の出
現が控えている。是非、個別案件を加味した｢考え方｣の再考をお願いする。

51
将来像・キーワードにつ
いて

・｢安心していきいき暮らせる地域コミュニティを育む｣という基本的な考え方は、当
たり前すぎて全国どこの地方自治体でもいえる言葉にすぎず、また、あまりにも抽
象的な表現にとどまっていて、わくわくさせる魅力、ひとを引きつけるメッセージが込
められていない。｢練馬区ならではの他にない特色を前面に出すべきだ｣ということ
を懇談会で述べてきたつもりだが、審議会ではどのように議論されたのか？その考
え方を象徴的にあらわすキーワードは何か？　そこをよく議論してもらいたい。
懇談会からは「ふるさと都市」、｢農緑都市｣というキーワードが提案されていたが、
それはどう審議され、何故消えたのか？
重点軸・施策に入れるだけでは決定的に不十分で、｢どのようにイメージされる練馬
区になりたいのか｣をできればひとことで、 大3語程度で言い表すことが必要だと
思う。
・「安心していきいき暮らせる」「いきいき暮らせる」「地域コミュニティ」その三つを串
刺しに出来ることばこそ「ふるさと都市」だと思うが、審議会ではどのように議論され
たのか？
・｢地域コミュニティ｣ということばで、人々の理解・共感を得られるのか？注）をつけ
なければならない語は、こういう基本になるフレーズに使うべきではない。
・区民アンケートの結果で「福祉」がトップになったようだが、多数対象にアンケート
を行えば、喫緊の社会問題がある場合それに引きずられることは自明で、｢将来
像」を練り上げる作業には適さない。｢福祉｣を安定して持続していける地域基盤を
つくることこそが｢将来像｣に盛り込むべきビジョンだと考える。

52
将来像・キーワードにつ
いて

・練馬区の将来像を審議する上で、まずは人間性の復興が必要である。教育の復
興については行政にも関わってほしい。
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番号 分類 意見内容

53
将来像・キーワードにつ
いて

・どんなに時代が変わっても、どんなに世の中が進歩しても世の中が悪くなるのも、
やはり〝人〟がその中心を担っていると思います。「事業は人なり」と申しますが、
練馬区の将来像を審議する上でまず「人間性の復興」と謂いますが、人間性を高め
るべき施策がまず何よりも大事なことだと思っております。行政も大いに関わっても
らいたいという希望です。

54
将来像・キーワードにつ
いて

・若い人が練馬区に住み子育てをしたいと思え、高齢者になったときに希望が持て
るような基本構想をつくっていただきたい。

55
将来像・キーワードにつ
いて

・グランドデザインを決めるに当たり、経済状況を考慮することが重要である。計画
は作ったから実現すれば良いというわけではない。グランドデザインの検討は、税
金の無駄遣いにならないよう、経済状況を踏まえ、確実に実現可能な事項を明らか
にするなど慎重に行うべきである。

56 独自性・新規性について ・練馬の独自色を出してほしい。

57 独自性・新規性について

・中間のまとめは、無難でありきたりの印象。総花的に寄せ集めた感があり、何を
練馬区特有の訴求ポイントにしたいのか不明。練馬で生まれ育った子供たちが故
郷の練馬を誇り愛するように、具体的なイメージを描いて基本構想を策定して欲し
い。
・｢練馬区のイメージをハイクラスにチェンジする」など、もう少し｢夢」を取り込んでも
よいのではないか。

58 独自性・新規性について
・ 上位の行政計画とある割には、ほとんど今まで言われて来た計画、政策であ
り、新しい計画とは何を指すか具体的に知りたい。
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番号 分類 意見内容

59
重点軸「豊かなみどりを
育み活かす」について

・練馬区が23区で もみどりを増やすことを考えていると示してほしい。

60
重点軸「豊かなみどりを
育み活かす」について

・「みどりを大事にする」ということは、まだ、農地をはじめとした空間があるというこ
とであろう。農地の私有財産と公有財産とのバランスは重要であるが、いずれにし
ても、農地は住宅地になる可能性が高いということを踏まえる必要がある。

61
重点軸「豊かなみどりを
育み活かす」について

・近くにあったすばらしい木が、マンションが建ってなくなってしまった。みどりが減っ
ている。区は、良い木があれば移植するなどしてほしい。みどりが失われるのが不
安。

62
重点軸｢豊かなみどりを
育み、活かす」について

・「地域コミュニティの力で」とあるのは何を意味するか。町会単位などの努力でみ
どりを育むことや、各家庭が申し合わせて庭木を育てるようになることを区が期待
するとしているのか
・｢地域コミュニティの力で」を外して、豊かなみどりを育み、活かす」だけを取り出し
てみると、平凡な田舎のイメージが浮かび上がる。練馬区よりみどり豊かな地区は
全国各所に存在する。他と差別化を図るためには、「みどり豊か」を唱えているだけ
では｢ダサい」イメージが払拭できない。｢練馬区は東京の広域公園的存在を目指
し、田園的風景を維持し提供する」などを指標としたらどうか。

63
重点軸「豊かなみどりを
育み活かす」について

・何でも集めてきたという印象で、盛りだくさんである。ポイント、アピールするスロー
ガンがほしい。「みどり豊か」は、少し郊外ならどこでも似たようなことを言っている。
コミュニティは田舎。練馬でなくともよい。イメージアップできるようなものがほしい。
「美しい練馬」をアピールしてほしい。

64
重点軸｢豊かなみどりを
育み、活かす」について

・無規制のマンション建設が戸建の家のみどりがなくなる原因の一つだが、戸建の
住民の高齢化に伴い、近所に気兼ねして、落ち葉処理が出来なくなると木を切る
か、家を売り払ってしまうかになる。みどりを守るためには何らかの手を差し伸べな
いと個人は保持できない。

65
重点軸「まちの魅力・活
力を高める」について

・産業論が弱い。福祉産業、環境産業もある。産業的な考え方が必要である。

66
重点軸「まちの魅力・活
力を高める」について

・産業振興について、魅力的な商店街作りは、商店街のお店がだんだん減っていく
中で難しい。地域の活性化はどのようにしていけばよいか？

67
重点軸｢子どもの健やか
な成長を支える」につい
て

・学校にボランティア事務局を置き、ボランティアと先生の調整をする。
・教室には先生一人ではなく大人を置く。学校に常時大人（ボランティア）を置き、穏
やかでたおやかな時間を共有できる場所を作る。
・PTAは夜開催する。お父さんたちの力をしっかりつなげること。
・臨床心理士を各校に置く。
・親も子も先生を尊敬し、それにふさわしい先生になってほしい。
・地域での盆踊りを一緒にみんなで踊るような雰囲気を作るのも学校教育ではない
か。
・姿勢の大事さ、食事時のマナーなど先生一人では教えきれてない、そういうことを
伝える人も用意する必要がある。

１　｢重点軸」について
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番号 分類 意見内容

68
重点軸｢子どもの健やか
な成長を支える」につい
て

・保育園に子どもを預ける子育て世代にとって、「子どもの健やかな成長を支える」
ことを区の「基本方針」とすることは大歓迎である。たんにスローガンにとどめること
なく、子育て世代の声を尊重した、コミュニティづくりになる子育て支援策が求めら
れる。今、練馬区の子育てと保育に係る問題で、 大の問題は公立保育園の民間
委託問題である。区民の納得も理解も得ないまま子育てに関する行政施策をすす
めるようでは、区民懇談会が答申した「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」にはならないと思う。今後、練馬区基本構想を作成するにあ
たって、なんでもかんでも民間委託にするような区の姿勢を改め、行政の責任をき
ちんと堅持しながら、地域の力を発揮できる方向を示すよう要望する。（関町第三
保育園父母会）

69
重点軸｢子どもの健やか
な成長を支える」につい
て

・基本となる考え方、重点軸、新基本構想の構造など、概ね賛同する。
その上で、｢子供・教育｣を 重点に置き、東京一、日本一の教育区をめざして欲し
い。そのためには、予算の重点投入、他のあらゆる施策を教育との関連性をつけ
て実施するなど、従来の枠を超えた取り組みが必要と考える。
日本の教育予算、教師の教育投入時間の低さ、学力の低下傾向、一方で青少年
の凶悪犯罪の増加、家庭環境や学校環境（校内暴力など）の問題も連日のように
報道されている。学校の指導力、教師の指導力の強化、向上を図り、学校を起点と
して、家庭、地域の環境の改善を進めることは 重要の課題であると考える。
学校については、優秀な教員の確保、少人数学級の実現など課題はいろいろあ
る。練馬区は農地も多く、住環境も良いなど有利な条件があり、農業体験など推進
されているが、さらに、食育の推進などにおおいに生かして欲しい。

70
重点軸の変更・追加に
ついて

・現在のような社会情勢の中では、練馬区を福祉と環境のまちとして位置づけ、そ
の中で施策を展開してほしい。

71
重点軸の変更・追加に
ついて

・ 地域の貧富の格差が大きな問題になっている。子どもだけでなく生活弱者や老
人のことも重点軸に取り上げるべきだと思う。

72
重点軸の変更・追加に
ついて

・懇談会では、子どもから高齢者までが地域で支え合い成長してほしいという問題
提起をした。子どもだけでなく全体で思いやれる地域づくりという重点軸にしてほし
い。

73
重点軸の変更・追加に
ついて

・地域には高齢者も多いが、重点施策の中に高齢者という単語が載っていない。

74 重点軸の評価
・中間報告の致命的欠点は、分野横断的な重点軸が、実は分野別（別表がそれを
示している）であることである。
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番号 分類 意見内容

75 男女共同参画
・副会長の 終まとめで、「男女共同参画」についての意見が出なかったとのご指
摘がありましたが、既に、男女共同参画をすべてに共通する考え方として欲しい旨
の要望書を提出しておりますので、よろしくお願いします。

76 産業振興

・練馬区は農業、農地があるので、生産者の顔が見えるものを食べられる地産地
消の仕組みづくりに取り組んでほしい。農地の相続問題でマンション化が進み人口
が増加している。このような問題も含めて練馬で食べていける農業というものを考
えてほしい。

77 産業振興

・環境については地産地消の強化に取り組むべきである。みどり、産業の両方の角
度から重なり合う問題である。石神井や大泉など側に農地がある地域では、直売
所を設ける取り組みも見られるが、全区的には、区内の青果業者とどう連携してい
くのか、流通をどう確保していくのかも含めて、練馬の農業をどう後押ししていける
のか計画してほしい。

78 産業振興

・練馬の農業について、地産地消はどこでも言われるが、都市型農業の難しさは、
土地の価格が高いこと、そして土地対策として生産緑地制度を押し付けられている
ことに要因がある。こうしたことが農地を所有している農家を苦しめており、これらに
対する行政支援は必要だと考えている。練馬区を含む複数の特別区・市が、合同
で都市農地保全の協議会を立ち上げており、国に働きかけていくことになると思う。

79 産業振興

・区民としては、折角、練馬に住んだのだから、顔の見える生産者の農産物を購入
できたらと思う。“地産地消”のための仕組みつくりとして、道の駅とか区営市場と
か。農作物も都の補助があると聞くキャベツ・ブロッコリだけでなく、多彩な農作物
を、農業が儲かる産業として、農家を継ぐ人が出てくるような他の区にない練馬区
を計画してほしい。

80 産業振興

・働いている人の視点がぬけている。働きたくても働けない人に仕事につけるように
支援することも入れてほしい。長時間残業で働いている人は、地域コミュニティーに
参加しづらい。また、アルバイトや派遣で働いている人は夜も仕事をしていたり、低
賃金をカバーするためダブルワークなどで参加する余裕がない。区民が主役とい
われながら、参加できない人たちがいる。ホームレスゼロの練馬区をめざしてほし
い。不況の中、がんばって働きたいという人を応援する練馬区であってほしい。

81 産業振興

・分野別の施策で、就労している人に対する施策が少ないように感じた。また、働き
たくても働けない人を支援するという観点も必要ではないか。地域コミュニティを育
成するという観点から言えば、いわゆる就職が難しい人たちや派遣労働・アルバイ
トで生活している若い世代の人たちは、夜間も働いていることが多く、地域活動に
参加することは出来ない。若い世代が参加できる環境を作るという観点から、こうし
た面での対応が必要となるのではないか。

82
文化・生涯学習・スポー
ツ

・生涯学習は、定年退職した人を対象とした講座が中心となっている。しかし、生ま
れてから死ぬまで学び続けることができる、例えば、もう一度大学に入り直すなど
夢のある考え方も必要であると思う。

83
文化・生涯学習・スポー
ツ

・希望あふれる街、文化を育む環境づくり
・施設の充実ではなく、どの様な活動がされるのかではないでしょうか

84
文化・生涯学習・スポー
ツ

・生涯学習を学齢期後の｢学び｣と捉えず、誕生―死亡までの学習プログラムで、構
想されることを提案する。
・各人が自発的意思に基づき、必要に応じ、何時でも自分に適した手段・方法で学
習出来るような仕組みづくりを組み込んで頂きたい。

85 健康
・健康危機の予防と発生時の的確な対応の整備、安心して適切な医療が受けられ
る地域環境の整備等について具体的に討議したい。

　２　「分野別の施策」について
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番号 分類 意見内容

86 健康

・練馬区のがん死亡者数を半減させるために、たとえば”がん撲滅非常事態宣言”
を出し、がん検診の受診率を上げるなど、検診に取り組むシステムを構築する必要
がある。
・今後増加が予測される認知症に対し、治療や早期発見に関する動向を見ながら
対策を講じる必要がある。

87 高齢者福祉

・区民の代表である区議会議員の方の検討中、特別委員会を作ってどれぐらいの
スパンで検討されるのか。
・若い人が老人を見て本当に練馬区に住みたいと思う区に、練馬区に住んで良
かったと思う老人対策を考えて検討されているか。ケアマネージャーの現状は？

88 高齢者福祉
・高齢者の就労について、受け入れ先の開拓に努力して、安心して長生きできるよ
うにしてほしい。

89 高齢者福祉
・特別養護老人ホームなど、地元の施設に入れるようにしてほしい。近くの施設が
利用できるような環境を考えてほしい。

90 高齢者福祉
・高齢者にやさしい練馬区にしてほしい。子どもたちあってこその高齢者であるが、
高齢者あっての若い人でもある。

91 高齢者福祉 ・老人の住みやすい練馬区にしてほしい。

92
高齢者福祉・障害者福
祉

・福祉はきちんとした専門家の仕事として位置づけてほしい。何でもボランティアに
する考え方は改めてほしい。

93
高齢者福祉・障害者福
祉

・学校跡施設の利用検討中の光が丘の4校について、駅から近い学校を是非、障
害者・高齢者の総合的な施設として活用を望む。また、他三校についても全国的に
跡地利用で成果の出ている所（例、四谷第四小跡おもちゃ美術館など）を参考に地
元により効果的な活用を考えてほしい。

94 障害者福祉
・障害者福祉について具体的にどういうことをやっていて、今後どういうことをやって
いく、また、どういう反響があったのかをわかりやすく説明してほしい。

95
高齢者福祉、医療、子育
て支援、学校教育、青少
年育成

・子どもと老人、医療・教育を大切にしてほしい。

96 学校教育
・教育環境が変化するときは、地域住民、教師、子ども、保護者の話をきちんと聞い
て、納得できる形で教育環境を変えていく必要がある。どのような形で基本構想に
盛り込んでいくのかは分からないが大切な要素だと思う。

97 学校教育

・現在、中学校の学校選択制を行っているが、学校格差が大きく広がっている。地
域性も失われ、中学校の生徒が地域の行事参加も中々出来ていない状況だ。地
域と学校がどんどん離れてしまう。
・小学校の選択制には反対である。自分の足で歩ける環境の学校に通学するの
が、親も安心出来、地域でも子どもの安心・安全に気をつけることが出来る。

98 学校教育
・今、学校では子供の扱いが甘い様に思われる。教師は毅然とした態度で子供た
ちの教育にあたり、教育者という自覚を持って欲しい。

12



番号 分類 意見内容

99 学校教育

・子供が練馬を”ふるさと”と思える環境・自然はほとんどないに等しく、あっても歩
いていけるような場所でなかったり、禁止事項の多い公園であったり・・である。練
馬をもっと住みよいところにするためにも教育は も大切である。今の老人はまだ
まだ幸せである。まず人材育成に力を注いでほしい。教員の養成、若者が仕事に
つけるように予算を使ってほしい。

100 みどり
・練馬版ナショナル・トラストを提案するという案は良いが、現実に行われている緑
地制度を踏まえ、どう発展させるのか？

101 みどり

・「みどりを育み活かす」みどりを増やすということに力を入れる工夫として、区内に
ある空き地（農地）を区が買いあげるとか、区有地などはみどりを増やすことに力を
入れるとか。例：練馬駅前の区有地にはみどり多い広場にすべきである
・教育環境についての考えは「地域住民と共に」環境づくりを！

102 みどり ・高齢者も子どもも一緒に遊べる公園がほしい。

103 みどり
・せめて今ある神社・お寺、屋敷森、畑を残すために、区民の関心を持ってもらうた
め、ハッピーグリーン（幸せのおすそわけ）ということで、春の月間でなく一年を通し
て500円～1000円位、役所・出張所等で募金をつのってはどうか。

104 地球環境
・今後、世界、日本社会共に協調精神でエコライフ環境、省資源、省エネルギー等
を目指す時代に入ると思う。練馬区は他に先がけて、以上の問題等をあらゆる分
野に於いて住民に啓蒙する先覚的姿勢が欲しい。

105 生活環境 ・公害問題もきちんと位置づけてほしい。

106 生活環境

・現基本構想には｢公害のないまちづくり｣が謳われている。2007年全国の光化学
オキシダント注意報の発令延べ日数220日である。練馬は子どものぜんそく認定者
が、23区中ワースト２にある。外環延伸も実現の様を呈している現在、区民の健康・
環境は守られ安心して練馬に住み続けられるか。公害問題を重要事項として、是
非組み込むようお願いする。

107 都市基盤整備
・近年、ゲリラ豪雨が増えている。区内の細街路を徹底的に浸透性にしてほしい。
雨水浸透マスもあまり宣伝されていないので、全区に理解を広めるとともに、新た
な雇用も生み出し、区内事業者の活性化にもつなげてほしい。

108 都市基盤整備 ・上石神井駅近くに公衆トイレがほしい。

109 交通
・細い道を車が通り大変危険である。一日のうちで時間を区切って一方通行にして
いる道路は終日一方通行にしても良いのではないか。

110 交通
・光が丘区民センター前光が丘公園敷地内の放置自転車は、区が中心として改善
すべき。また、多くの駅の放置自転車対策も徹底して欲しい。

111 その他の提案
・10年後に希望をもつために練馬未来基金を作り、１０年後に区民みんなで、集
まった基金の活用を考えるような取り組みをしたらどうか。

112 その他の提案
・生涯学習・まちづくりで行われている助成金を支給することでの受付は改めるべ
き。 初はボランティアを募集し、その中でどうしても資金が必要であれば、助成す
るとの方法をとれば良いのではないか。
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番号 分類 意見内容

113
分野横断的な取り組み
（例）に関する評価

・リーディングプロジェクトが示されているが、これは行政の縦割りの所掌業務が羅
列されているに過ぎない。例えば、地球環境に関する施策は示されているが、ヒー
トアイランドなど都市環境の視点が抜けている。ごみについても、減量化への言及
が少ない。将来のリーディングプロジェクトを定める上では検討が不十分である。適
切な現状認識と近未来の将来予測が必要ではないか。

114
分野横断的な取り組み
（例）に関する評価

・説明の中に構造図や分野横断的な取り組みの例示があるが、基本構想から各論
にいくときにずれていくのではないか。

115
分野横断的な取り組み
（例）の具体的提案

・分野横断的なプロジェクトについて審議会として具体的に例示してほしい。その理
由の第一は、中長期の計画に反映させるべき分野横断的な政策が必要となるから
である。分野横断的な取り組みの実現には上位計画への位置付けが必要である。
第二の理由は、区民懇談会で提案した具体的な事業を参考にしてほしいからであ
る。環境まちづくり分野分科会では四つの将来像を提案し、分科会としての一つの
結論を「ふるさと都市」を目指すと定めた。たとえば、「ふるさと都市整備事業」を創
設してはどうか。第三の理由として、みどりの基本計画、水辺ふれあい計画、練馬
区都市計画マスタープラン地域別指針などの分野横断的な計画を参考にすべきと
考えるからである。
・さらに、基本構想の検討に当たっては実現可能性と実施主体を明らかにしてほし
い。

116
分野横断的な取り組み
（例）の具体的提案

・練馬区の文化への需要は非常に成熟しており、アニメ、農業とあわせて音楽など
文化産業の間口を広げて、将来練馬区を支える産業として計画してはどうか。

117
分野横断的な取り組み
（例）の具体的提案

・重点軸「まちの魅力・活力を高める」の中の分野横断的施策（例）
　「農とみどり、アニメなど「練馬ブランド」を強力にアピールできる資源を活用しなが
ら、まちづくりと産業振興を一体的に進める」に関連して、　アニメだけでなく文化産
業全般を次世代の基幹産業に位置付けることを提案する。音楽も文化産業のひと
つで練馬区に人をひろく集めることができる。例えば、石神井の日銀グランドを会場
として、夏季に、自然の中で、一流の音楽家たちの演奏をきく野外音楽祭を連続し
て開催すれば、関東一円から多くの人を練馬区に招くこともできる。区内にある武
蔵野音大の教授や学生たちも応援してくれるのではないか。

118
重点事業の必要性につ
いて

・「地域コミュニティ」を目的と手段の両方に取り上げている点に、審議会の基本的
な考え方が示されている。その目的は、“重点軸を踏まえた分野横断的な取り組
み”にあり、そのためには、具体的な「リーディングプロジェクト（重点事業）」が不可
欠で、審議会自らが提案すべきものと考える。「練馬区の将来像を考える区民懇談
会」では、“住民の目指すべき将来像を示し、それを実現するための具体的な事業
を提案する”ことを、区の方針に基づいて作業し、報告書としてまとめた。区民懇談
会の具体的な事業案を素材とし、その意図をくみ上げた「分野横断的なリーディン
グプロジェクト（重点事業）」を提示するのが審議会の役割と考える。（例示された分
野横断的な取り組みは、単なるキーワードを並べただけで意味がない）
リーディングプロジェクトを提案することが審議会では出来ないのであれば、リー
ディングプロジェクト（重点事業）策定のための仕組み（誰がどの様にして策定する
のか）を提案すべきと考える。

119 その他の提案

・「みどり」で言えば三鷹市等、「アニメ」で言えば杉並区等が想起され、必ずしも他
の自治体との差別化が明確になっていない。
基本構想が総花的になることは十分理解できるものの、目玉として何か打ち出すこ
とが住民へのアピールの点から必要なのでは？

３　「重点軸を踏まえた分野横断的な取り組み（例）」について
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番号 分類 意見内容

120
(仮称）自治基本条例に
ついて

・行政運営では、計画に盛り込まれていない事業が予算に盛り込まれることが多い
が、計画的な行政運営のためには、基本構想は重要な役割を担っている。
・自治基本条例の検討も行われているが、計画の実効性についても基本構想の中
で触れる必要があると考えている。

121
(仮称）自治基本条例に
ついて

・審議会委員の皆さんは今の練馬区政運営の課題をどのようにとらえているのか。
基本構想はもとより、長期計画や個別事業計画にないようなものが中期計画（実施
計画）、予算で突如でてくることが非常に多い。「計画行政」というなら、どうしてそう
なるのかの説明が不可欠だが、「総合的判断」「区の責任」という合理性のない理
由ばかりで非常に不透明。区長は選挙で通ったから何をしてもよいわけではない。
基本構想は区民が行政をコントロールするためのものなら、計画や構想にないこと
をするのはあくまでイレギュラーであり、そのためには相応の手つづきがいるような
しくみにしなければいけないのではないか。自治基本条例にその部分をあずけよう
とされているようだが、実際には策定がどうなるのかもわからない中では基本構想
にもりこまなければ結果として絵に描いた餅になるのではないか。

122
(仮称）自治基本条例に
ついて

・「区民参加の仕組みづくり」として「自治基本条例の制定」が位置付けられて本当
に良かった。

123
(仮称）自治基本条例に
ついて

・基本構想と自治基本条例のあり方がすっきりしていない。基本構想は「10年後の
めざすべき将来像」と規定しているが、練馬区の住民自治、団体自治とどのように
形成・強化していくのかという現基本構想のもつ理念を発展させる内容とすべきで
あり、自治基本条例は住民参加でこの理念を実現するための方法を明記するもの
とするような位置づけの明確化を改めて検討すべきではないか。

124
(仮称）自治基本条例に
ついて

・自治基本条例の早期制定に取り組むべきである。

125
(仮称）自治基本条例に
ついて

・基本構想を実現する為にという名目で“自治の基本条例”を制定する必要は全く
ない。「基本条例」というものは憲章の性格を帯びてしまい、非常に危険である。他
自治体で反対の多い「地方自治体への外国人参政権容認」「人権擁護法（条例）」
等の制定する温床となってしまうことが危惧される。基本構想は、それを指針として
施策を進めれば良い。決して「基本条例」を制定すべきではない。

126 実現方策について
・分野横断的施策を実施する為の庁内での具体的な仕組づくりにつながる構想を
つくって下さい

127 実現方策について
・基本構想を絵に描いた餅にしないようにするために行政・区民が連携していくこと
が大切。

128 実現方策について ・計画倒れにならないようにしてほしい。

129 実現方策について ・絵に描いた餅になってしまわないようにということを、強く主張したい。

130 実現方策について
・実現するためには、予算措置が不可欠な要素なので、区施設の委託化・民営化
などを推進し、強力な経済的基盤の確立の上実現されることを期待している。

131 実現方策について

・たとえば将来練馬区が大災害に見舞われたり、練馬区の施設や設備が劣化して
改修が必要となったりするなど、緊急対応が必要となる場合もあると思う。練馬区
の将来を考えて、練馬区の子どもたちに区の財産を残すことを考えれば、こうした
緊急対応が必要な場合に備え得るよう少しでも貯金しておくという考え方も重要で
あり、そうした観点から歳入と歳出のバランスを確保するという考え方も必要ではな
いかと感じた。
・区の基本方針と言うことであるので、区としては、借金は作らないとか、緊急時に
備えるとか、将来に備えて財政についてどういうスタンスでいるのかということを明
確にして、議論すべきではないか。

４　「基本構想を実現するために」について
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番号 分類 意見内容

132
民間委託のあり方につ
いて

・「区は適切な地域経営を行う」と記載されているが、この表現が安易な民間委託を
推進することにつながるのではないかと不安を覚えている。練馬区が責任を持って
実施していた公共サービスがボランティアや市民団体に代替されてしまうのではな
いだろうか。そうすると、そうした公共サービスの提供について職務として従事して
いた若い世代の職を奪うことになるのではないか。基本構想では、練馬区は必要な
公共サービスについて安易な民間委託をしないということを明記してほしい。

133
民間委託のあり方につ
いて

・様々な場面で、区は近年、主に財政的理由により事業を民間あるいは地域に丸
投げしているが、その実態について審議会の方々は、どのように認識しているの
か？構想を考えても実際に施策として行う時は委託・丸投げでは、なんのための構
想かわからなくなるのでは？

134
民間委託のあり方につ
いて

・安易な民間委託をおしすすめるのではないか心配だ。自治体として責任をもって
やらなければならない公共サービスはより充実させてほしい。指定管理者制度で民
間に委託したら、そこの従業員の賃金が下がったりする例もある。
・保育園の民間委託が練馬区でも進められており心配している。公立保育園として
の質が結果として下がっている。行政の責任はきちんと明記してほしい。その上
で、地域の力をいかせる方向を示してほしい。

135
民間委託のあり方につ
いて

・公共施設の民間委託は納得出来ない。
・職員は、もっとまじめに勤務してほしい。
・新基本構想審議会を、日曜、祭日に催してはどうですか？
・資源回収等もっと監視をきびしくして下さい。

136 実施主体について

・将来を考えるに当たって、主体を明確にしておく必要がある。
・自治基本条例や区民憲章の制定は、地方自治体における外国人参政権の付与
などについての議論とも関わるため非常に不安である。
・区民懇談会では行政に期待したいことについて検討してきたが、「中間のまとめ」
には区民を主体とし、区民に期待されることが記載されている。主体を区民とする
と、将来的に区民のあるべき姿を縛ることになり、行政を主体とした基本構想を考
えるべきである。現状の「中間のまとめ」のままでは、区民懇談会での議論が無駄
になった気がしてならない。

137 実施主体について

・「中間のまとめ」には実施主体に関する記述が希薄である。区民に押し付けるとい
うよりも、計画の実施主体としての行政の役割を明確にしてはどうか。
・地域コミュニティは協働を意識したものと思われるが、市民・企業・専門家（行政）
のトライアングルで捉えられるが、区民の側から情報を発信することが難しいため、
行政としてのビジョンを示してほしい。
・行政が縦割りなのはある程度は仕方がない。しかし 上位の計画でも、地域の暮
らしのレベルにおいても横のつながりが必要である。受け皿となる地域コミュニティ
や、基本構想実現のための財源や経済についても取り上げていただきたい。

138 実施主体について

・日本の現状は”小さな政府”政策の破綻を示している。民間活力、ボランティアを
前提とした区政運営では、負のスパイラルに陥るのではないかと思う。福祉、環境
等の対策を雇用拡大のチャンスとして捉えることで、結果としてにぎわいと活性化を
もたらすプラスのスパイラルを作り出せるのではないだろうかと思う。

139 実施主体について

・区の職員（区長含む）と区民との関係は、どうあるべきか？お答えいただきたい。
（単なる役割ではなく）
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　行政の基本的理念だと思うが…

16



番号 分類 意見内容

140
具体的な施策内容につ
いて

・今回の資料には具体的な施策が少ない。

141
具体的な施策内容につ
いて

・自転車の利用環境の向上ということが記載されているが、そのためには 低限自
転車専用道の整備が必要であると思っている。

142
具体的な施策内容につ
いて

・支援が必要な外国人も存在するほか、外国人が在住外国人へ支援を行う場合も
ある。

143
具体的な施策内容につ
いて

・別表１に｢学校の経営力の向上｣とあるが、経営は私立学校なら分かるが、区内は
大半が区立であり、「運営力」とすべきではないか？

144
具体的な施策内容につ
いて

・分野別施策・Ⅲ－２学校教育①に、教員の指導力の向上、とあるが、現在、日本
の学校教育が抱えている問題の本質は、個々の教員の指導力や資質ではなく、マ
ンパワーの不足である。その不足したマンパワーのなかで、教員はすでに、指導力
向上のための研修に多くの時間を費やしている。教員を多忙から開放しストレスフ
リーにすることが、必ず教育力の向上に繋がるはずだ。
・学校教育においては、①～⑥のように観念的な題目を連ねるより、単純に、独自
予算で、問題の多いクラスへの補助教員や学校アシスタントの人件費を捻出する
ほうが実効的である。

145
具体的な施策内容につ
いて

・コミュニティを形成する個人にとって、まず必要なのは自己責任を負える主体とな
ることである。そのためには、考えるための資料・材料が必要で、この供給源は図
書館である。分野別の施策と重点軸との関係表を見ると、「Ⅰ－５③文化・生涯学
習・スポーツの多様な区民ニーズに応じた施設・機能の充実」とあるが、文化を共
通なキーワードとして、施設が互いに連携し、生涯学習、スポーツの垣根を超えて
充実へと進むべきである。そして練馬区立中央図書館がマネジメントの機能を果た
すことが出来るはずだ。

146
分野別施策の整理につ
いて

・ 別表１の施策はもっと減らして整理しなければならない。これ以上サービスしても
しかたがないものもある。財政にも限度がある。

147
分野別施策の整理につ
いて

・別表１の「分野別施策」は、何を根拠に作ったのか疑問に思われる。「練馬区の将
来像を考える区民懇談会の報告書」の内容とも異なり、現在の「練馬区新長期計
画」の施策よりもむしろ内容的に不足していて、粗雑である。
・「リーディングプロジェクト（重点事業）」の目的は、総合的かつ効率的な事業の実
施と、行政と住民の協働（地域コミュニティの育成）と共に、行政の縦割りの弊害の
除去にあると考えられる。分野別施策は、「リーディングプロジェクト（重点事業）」を
的確に実施していくためのもので、「リーディングプロジェクト（重点事業）」が明確に
されて初めて策定されるべきものである。逆に、リーディングプロジェクトのための
参考資料としての分野別施策であれば、的確な将来予測に基づく、より総合的か
つ正確な内容にすべきである。

５　別表１　｢分野別の施策と重点軸との関係」について
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番号 分類 意見内容

148
住民参加の方法につい
て

・民意を反映しているように見えるが、モニターや審議会や懇談会などの民意が本
当に反映されるのか？区民が主役になれるのか疑問である。基本構想ニュースに
掲載されている委員の議論がどのように反映されるのか？

149
住民参加の方法につい
て

・基本構想に心が見えない。多くの区民のアイデアを集めるべき。区民も真剣に協
力すべき。

150
住民参加の方法につい
て

・区は区民の意見を広く聞いて基本構想を検討しているとは感じられない。より住
民の意見を聞き、実態を知ることが求められる。これまでのやり方で基本構想を検
討しても住民の意見が反映できないのではないか。

151
住民参加の方法につい
て

・誰でも気軽に審議会に参加できるようにしてもらいたい。また、基本構想ニュース
の写真では、傍聴者の数が少ないように見えた。大勢の人が審議会を傍聴できる
ようにしてほしい。

152
住民参加の方法につい
て

・審議会の中で、テーマを絞って懇談会メンバーをまじえて、フリーディスカッション
する機会を設けてもらえないだろうか。たとえば、キャッチフレーズ（私はキーワード
と言っているが）の問題、みどりと水と土の問題、ご長寿さんの問題、教育（ひと）の
問題など。

153
住民参加の方法につい
て

・区民懇談会では区の計画や事業についてもかなり具体的な議論がされていたよ
うでした。それに対して基本構想はかなり抽象的なものに昇華されてしまうので懇
談会に参加した区民に不満が残っている感じがしました。
・基本構想段階だけでなく基本計画を作る段階でも懇談会のようなものを設けた方
が良いのかもしれないと思いました。（今まで全く参加したことがなかったのでピント
外れかもしれませんが）

154
住民参加の方法につい
て

・意見交換会の進め方について、もっと分かりやすく説明し、意見のやりとりをして
ほしい。

155
策定スケジュール等に
ついて

・先行き不透明な現在の社会情勢において、予定どおり来年10月に策定するに
は、無理があるのではないか。現基本構想も社会情勢の激変に遇い、成案化作業
を中断したと聞いている。もう少し時間をかけて区民に認知頂き、70万区民皆が｢練
馬に生まれ、育ち、生活出来てよかった｣と言える基本構想をお願いする。

156
策定スケジュール等に
ついて

・金融不安・企業倒産・労働者の解雇など、１００年に１度の経済不況を考えると、
「基本構想」は、時間をかけて検討するべきなのではないかと思う。練馬区の平成１
９年度決算では、特別区民税と財調が同程度の額だが、次年度の区民税も財調も
収入の予定が立たないと言われている。財政の裏づけのない行政の計画は意味
がない。従って、基本構想審議会の答申も、時間をかけて慎重に検討すべきでは
ないか？こういう状況なので、「環境」とかの重点を作るというのも一考に値すると
思う。

157
策定スケジュール等に
ついて

・ 近の経済状況を見ると、10年後の区民の生活状態を見据えることは無理があ
るのでは。もう少し時間をかけて状況を分析する必要があると思います。

その他、新基本構想に関すること

18



番号 分類 意見内容

158
策定スケジュール等に
ついて

・基本構想は行政の上位計画であり、さまざまな行政計画の根拠となるものと考え
るならば、審議会が発足した時点と100年に一度の危機と言われるような経済不況
の今とではおのずと審議会委員の基本構想に対するイメージも違ってきているので
はないか。ベースとなる税収の伸びや区民の生活実態などの共通認識を新たにし
て、もう少し時間をかけて答申を出すべきと考える。
・キャノンの解雇者を市の臨時職員に採用するという大分県杵築市の対応は、住
民に身近な自治体だからこその判断だと思う。自治体の役割が区民福祉の向上で
あるならば、自治体のセーフティーネットの役割を明確にあらわしてほしい。

159
策定スケジュール等に
ついて

 ・基本構想は日本国憲法の理念、特に第２５条の生存権をはじめとした基本的人
権を現実化するよう特段の配慮を要する。
・ 行政の任務は市民の生活、生命、財産を守ることが第一義であり、この観点から
作られるべきである。
・長期ビジョンを立てる時、その裏付けとなる税等の財源算定は必須事項である
が、今、この算定は極めて予測不可能な時期にある。基本構想は、ある程度経済
の見通しがつき、財源の算定が確実性を持って見通せるようになるまで、経済状況
を見ながらじっくり検討すべき事柄である。
 ・策定計画日程を見ると、拙速のそしりを免れない。真摯で、十分なる手続きと検
討期間を設け、区民一丸となった新基本構想づくりが行われるよう切に願う。

160 策定プロセスについて
・審議会や区は、現基本構想の達成状況や、区の現状を熟知した上で新基本構想
を検討しているのか。

161 策定プロセスについて

・委員の選出方法？専門分野のかたよりは？委員構成の％は？公平、平等性
は？
・10年前の基本構想の実現率（％）？
・区の過去、現在の状況を委員の方は熟知した上で将来の基本に取組んでおられ
るか？

162 策定プロセスについて

・例えば北海道栗山町では議会基本条例を制定し、長期計画策定にも議会が関与
した。基本構想は議決事項のため、議会への「根回し」が必要となるが、基本構想
策定プロセスにおける議会の関与はどのようなものか？また区民、審議会、議会
の3者による意見交換も必要ではないか。

163 策定プロセスについて

・現在の基本構想と新しい基本構想を対比して、変わっていく流れを知りたい。新
構想のアピールにも役立つのではないか。
・未来を考えるなら、子供がどのように未来を考えているのか、子供の声は大切。
年齢を超えて区民一丸となって、「練馬区の新構想を練り上げる」「構想を実行する
には、今の子供たちの力も必要である」ことを今から呼びかけ発信していくことが必
要ではないか。

164 策定プロセスについて
・基本構想審議会が机の上での話し合いや、アンケートだけでの問題点の見直しを
しようとするところに第一の問題がある。委員自ら町に出て体験したり現状を見るこ
と、問題提起された課題について直接本人から話を聞くことが大切である。

165 検討の視点について
・現基本構想と新基本構想との関連がふれられていません。特に新基本構想には
理念についての議論が抜け落ちているのではないか。
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番号 分類 意見内容

166 検討の視点について
・細かくなると行政が考えた主導的な姿になってしまうのが気になる。
「地域」「コミュニティ」それは、地域を拠点として地域が考える、立体的な課題、問
題点の発掘をこころがけてほしい。（近々課題は医療・介護の人材不足など）

167 検討の視点について
・まちの活力の基礎となる資金的財力、資産的財力、人的財力などについて機動
力・推進力を生み出すものの育成を意識した審議して下さい。

168 検討の視点について

・区の社会システムを変革するための基本構想を作っていただきたいと思ってい
る。地域がしっかりしないと都や国もだめになる。
今後は次の三つの観点から検討していただきたい。第一に時間軸である。多くのこ
とを羅列すると分かりにくくなってしまう。第二に人口軸を考えていただきたい。10年
後の人口や少子化の状況が分かればテーマの分類もできる。第三に行政の情報
開示である。行政がやっていることとやっていないことを明確にすべきである。区に
は、財政を含めた現状を教えていただきたい。

169 計画期間等について
・ 10年後の計画ということだが、経済をはじめ外的状況が変わると思うが、見直し
規定といったものは定めるのか。今回は見直しについて盛り込んでほしかった。つ
くったものは見直すことが大事である。

170 計画期間等について

・「基本構想」は、10年間をアミかけて「行政計画」の基本的考え方を策定するという
ご説明ですが、これは30～50年を見据えての「構想」でないと、環境・みどりなど
は、間に合わない事態になると思います。（30～50年を見据えた10年先の議論をお
願いします。）

171 表現について ・特に基本構想のような文書は、誰が読んでも分かりやすいものにしてほしい。

172 表現について

・基本構想は今のところ難解でわかりにくいので、「法三章」のようにわかりやすい
ものにしたい。
・今回は、全般的に意見傍聴に専念していたこともあり、今までのような発言をして
いた時とはまた違った今回テーマへの皆さんの思いをくみ取ることができたのでは
ないのかと思う。
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