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（仮称）ねりま未来プロジェクトその1＜豊かなみどりを育み、活かす＞検討資料①

豊かなみどりを育み、活かす

区民みんなでみどりを
愛しはぐくむ

いのちを
はぐくむ ・・・ ・・・＜基本方針＞

＜所管組織＞

＜区民参加の
検討組織等＞

＜関連区民
団体等＞

＜地域コミュ
ニティの力＞

・・・

①
②

③

④

⑤

⑥

①このプロジェクトについては
直近に総合的な計画が立てら
れている．「みどりの基本計
画」をベースとする

②「みどりの基本計画」から脱
落した基本方針はないか．ど
のような基本方針を関連付け
られるかを考える．

③所管組織が多数あることを
踏まえて，連絡調整方法の明
確化，情報共有の強化，区民
への総合的な情報提供のあり
方を考える

④諮問機関が多数あることを
踏まえて，諮問機関間の連携，
委員選出の考え方を整理し，
区民への総合的な情報提供
のあり方や効果的かつ効率的
な区民の参画のあり方を考え
る

⑤多様な関連団体間の連携
が図られ，さらに付加価値を
高められるような効果的で効
率的な協働のあり方を考える

⑥地域コミュニティの力でより
政策効果をあげることができ
ないかについて考える

資 料 ６
練馬区基本構想審議会

平成21年1月31日



みどりの基本計画（H21策定）

（仮称）ねりま未来プロジェクトその1＜豊かなみどりを育み、活かす＞検討資料②

豊かなみどりを育み、活かす

区民みんなでみどりを
愛しはぐくむ

いのちを
はぐくむ

郷土のみどりを
継承する

公園緑地課
文化国際課

経済課
各学校

緑化委員会

練馬みどりの機構
緑化協力員（ＯＢ含む）

農業体験農園主等
公園自主管理団体

町会自治会、サークル

＜基本方針＞

＜所管組織＞

＜区民参加の
検討組織等＞

＜関連区民
団体等＞

＜地域コミュ
ニティの力＞

(例）みどりに関わり共
に活動することから新
たなコミュニテイが形

成される

まちの
自然や

農にふれる

商工観光課
経済課

練馬区観光
協議会

観光協会
民間事業者
産業経済団体

(例）地域経済
の活性化や愛
着と誇りのもて
る「わがまち練
馬」が進展

新しいみどりを
ひろげる

みどりと水の
ネットワークを

つくる

公園緑地課
施設管理課、経済課
環境政策課、計画課
施設課、各学校

緑化委員会
農業委員会

公園緑地課
経済課

高齢社会対策課
都市計画課
各学校

公園緑地課
東部地域まちづくり課
西部地域まちづくり課

計画課、施設課、各学校
各公共施設所管課

公園緑地課
経済課

緑化委員会
農業委員会

都市計画審議会

緑化委員会
都市計画審議会

公園計画の
意見交換会

緑化委員会
農業委員会

練馬みどりの機構
緑化協力員

ねりまエコ・アドバイザー
環境活動登録団体

サークル

農業体験農園主等
練馬みどりの機構

緑化協力員
駅からはじまる花
いっぱい運動団体

農業体験農園主等
練馬みどりの機構

緑化協力員

(例）民有地の落ち葉

のリサイクルの開始
により、みどりや地
域を大切にする気持

ちが広がる

(例）農業者や樹林所有

者と区民が直に接する
機会が増え、共助の考
えが広がり、郷土のみ
どりへの認識が深まる

(例）公園計画のワーク

ショップ参加や駅前等の花
壇の自主管理を通して、自
主管理団体結成につながり、
地域の他の課題も認識し共
に解決していこうとする

(例）各地域コミュニ

ティの憩いの場となる

観光事業
プラン
（H17策定）

次世代育成支
援行動計画
（H17策定）

居場所、遊び場、
多様な体験
機会の充実

青少年課
公園緑地課

次世代育成支

援推進協議会

児童遊園運営委
員会
憩いの森所有者
緑化協力員

(例）異年齢・異世
代との交流体験等
により、新たなコ
ミュニティが形成さ

れる

防災 レクリエーション環境 景観

みどりの役割



（仮称）ねりま未来プロジェクトその1＜豊かなみどりを育み活かす＞検討資料③

「みどりの基本計画」（平成21年1月策定）の計画内容

基本方針 施策の柱 （主な事業） 所管組織（庁内） 区民参加の検討組織等関連する区民団体

区民みんなでみどりを
愛しはぐくむ

（１）みどりを愛する心づくり

（２）みどりをはぐくむ地域づくり

（３）練馬みどりの機構の活動
　　（緑地管理機構を目指す団
体）

(1)-1葉っぴい基金(樹林地公有化基金）の周知
  -2花とみどりの相談所の講座・イベント・ＨＰによる普及啓発
  -3牧野記念庭園の国指定文化財としてふさわしい管理と活用
  -4学校が行う校内と周辺のみどりを活用した環境学習
  -5農地の在る魅力を実感できる食育と環境学習
(2)-1緑化協力員活動
   -2区民による公園や花壇の自主管理
   -3緑化協力員ＯＢによるサークル活動
   -4みどりの協定による地域のみどりの保全と創出
(3)  区・区民・事業者の協働による民有のみどりの担い手

(1)-1-2公園緑地課
    -3公園緑地課、文化国際課
   -4各学校、公園緑地課
   -5経済課、各学校
 
(２)（３）公園緑地課

緑化委員会（条例によ
る区長の諮問機関）

(1)-1練馬みどりの機構
   -2緑化協力員・緑化協力員ＯＢ
　　 地域サークル（以下サークル）
   -4緑化協力員・サークル
   -5農業体験農園主等農業者
(2)-1緑化協力員
   -2公園自主管理団体
   -3サークル
   -4町会自治会
(３)　練馬みどりの機構

いのちを育む

(1)いのちをはぐくむ土を守り
　育てる

(2)いのちをはぐくむ水を守り
　育てる

(3)いのちを守り育てる

(1)-1畑土（農地表土）を保全し活用する
   -2環境保全型農業の推進
   -3落ち葉のリサイクル
(2)-1湧水確保のための農地や樹林地の保全
   -2水の循環と川や池の水質浄化
(3)-1重要な在来種の保護
   -2生きものをはぐくむ空間をつくりふれあい事業の充実

(1)-1経済課、公園緑地課
   -2経済課
   -3公園緑地課
(2)-1経済課、公園緑地課
   -2計画課、公園緑地課
(3)-1公園緑地課
   -2施設課、各学校、施設管理
    課、公園緑地課、環境保全課

(1)緑化委員会
 　農業委員会

(2)(3)緑化委員会

(1)-3練馬みどりの機構
(3)緑化協力員、サークル
　 　練馬みどりの機構
　　 エコアドバイザー
     環境活動登録団体

郷土のみどりを継承する

(1)農地を守る

(2)樹木・樹林を守る

(1)-1生産緑地の追加指定
   -2都市型農業経営支援と都市農業のＰＲ
   -3地産地消、児童生徒の食育の場としての活用
   -4郷土景観保全地区の指定
   -5農地と共生したまちづくりの推進
   -6農地にかかる税制度の課題研究
   -7農とふれあう機会の確保
(2)-1憩いの森、保護樹林、郷土景観保全
　   地区等みどりの保全制度の推進
   -2樹林にかかる税の緩和の要請
   -３みどりの質の向上のための管理

(1)-1経済課，都市計画課
   -2 -3 -5 -6 経済課
   -4公園緑地課
   -7経済課（農業体験農
　 　 園、区民農園、市民農
　 　 園、ふれあい農園等）
　 　 各学校（学校農園）
　 　 高齢社会対策課（老人
　 　 クラブ農園）
　 　 公園緑地課（農業公園）
(2)  公園緑地課

(1)-1農業委員会
　都市計画審議会

(1)-2 -3 -5 -6 -7
  農業委員会
(1)-4緑化委員会
(2)緑化委員会

(1)-7農業体験農園主等

(2)-1 -3
     練馬みどりの機構

新しいみどりをひろげる

(1)身近な公園をひろげる

(2)くらしにみどりをひろげる

(3)道路にみどりをひろげる

(4)公共施設にみどりをひろげる

(5)民間施設にみどりをひろげる

(1)大規模公園、街区公園整備、公園改修
(2)宅地の緑化（庭、屋上、生垣等）
(3)-1街路樹、つる植物、花等の道路緑化
    -2鉄道や高速道路の緑化
   -3駅前広場のシンボル緑化
(4)-1公共施設の緑化
   －2学校の緑化
(5)-1開発の緑化指導
   -2まちづくりと合わせた緑化推進

(1)(2)(3)-1 -4
    公園緑地課
(3)-2 -3
    計画課、公園緑地課
(4)-1各公共施設所管課
   -2各学校、施設課
(5)-1公園緑地課
   -2東部地域まちづくり課
　 　 西部地域まちづくり課
　 　 公園緑地課

(1)都市計画審議会
    緑化委員会
　　公園計画の意見交
換会

(2)(3)(4)緑化委員会

(5)-2都市計画審議会

(2)緑化協力員

(3)-2駅からはじまる花いっぱい
　　 　運動団体

みどりと水のネットワー
クをつくる

(1)みどりと水の拠点をつくる

(2)みどりと水をつなぐ

(1)-1練馬らしいみどりの拠点確保
(2)-1歴史と文化の系＜石神井川のみどりをつなぐ＞
   -2郷土風景の系＜白子川のみどりをつなぐ＞
  -3歴史と憩いの系＜田柄川・田柄用水＞
  -4農とのふれあいの系＜区全域＞により農とのふれあい充実
  -5生きもの回廊の系＜区全域＞により生きものの保護

(1)(2)-1 -2 -3 -5
公園緑地課
(2)-4経済課

　緑化委員会
(2)-4農業委員会

(2)-4農業体験農園主等
　　-5練馬みどりの機構
　　　緑化協力員



用語説明

葉っぴい基金

　平成１６年１０月設立の条例基金。樹林地等の練馬らしいみどりを公有化
するために積み立てている。区民の寄付額と同額を区が積み立てる。現在
３億１千万円。２３年度まで５億円が目標（憩いの森２個分）。基金のイメー
ジキャラクターがみどりの妖精のぴいちゃん。基金のＰＲを進めることで、み
どりの大切さをひろめている。

緑化委員会

　みどりを愛し守りはくぐむ条例に基づく、みどりの保全および創出に関する
重要な事項を調査審議するための区長の諮問機関。学識経験者13名と区
民委員11名の計23名から成る。区民委員のうち4名は緑化協力員の各ブ
ロックから1名ずつを委嘱。任期は２年。会議は年４回程度開催。

緑化協力員

　みどりを愛し守りはぐくむ条例に位置づけられた１００名の公募区民による
組織。緑化委員会が調査審議する機関であることに対し、実際に緑化活動
を実践する組織。区を４地区に分け各ブロックごとに緑化活動している。合
同の緑化イベントも開催。
　今年で３２年目。みどりを使った環境学習指導や野草管理、樹林管理に
定評がある。任期は２年、３期まで継続可能。

公園自主管理団体
公園自主管理花壇団体

 公園毎に地域住民が会を立ち上げ区と契約し公園を管理する団体。清
掃、除草に地域住民が携わることで常に地域の大人の目が公園で遊ぶ子
どもたちに注がれ、公園の事故防止につながり、安全安心が確保できる。
子どもから高齢者まで広い地域コミュニティも形成される。平成８年立野公
園計画づくりワークショップの参加者が管理形態も同時に話し合ったことか
ら第一号設立につながる。１８公園で展開中。梅の実の収穫祭や落ち葉の
感謝祭等独自でイベントを開催している団体もある。
  公園の花壇も同様に地域住民が区と契約を結び年４回の植え替え管理を
している。（２１箇所１１６㎡で展開）
　毎年１０月第４日曜日に花とみどりの相談所周辺で開催するグリーンフェ
スティバルに、団体の説明パネルづくりや花壇コンクール参加を通して団体
間や区との情報交換を図っている。

公園計画の意見交換会
　新たに公園を開設する際に、開設地の周辺住民を対象に開催。ワーク
ショップ形式により、どのような公園にしていくか周辺住民により意見交換の
うえで合意形成を行い、公園計画に反映。

駅からはじまる花いっぱい
運動団体

　駅前広場のフラワーポットを年４回植え替え管理する区との契約団体。２
～３人の小人数で会を作り携わる例が多い。１０駅、４１個のフラワーポット
で展開中

練馬みどりの機構

　区民・事業者・区の三者の協働により、屋敷林等練馬らしいみどりの保護
と保全、育成、活用ならびに新たなみどりの創造を目的とするとともに、活
動を通してみどりを介した地域コミュニティが形成されることを目指し、１８年
３月、区民が任意団体として設立。
　緑化協力員のＯＢやみどりの専門家、森の所有者が中心に活動してい
る。現在会員２００名。
　将来法人化し、都市緑地法に基づく緑地管理機構になることを目指してい
る。緑地管理機構は行政と同様に憩いの森等の設置管理ができる団体で
あり、公のみどりを所管する区と役割を分け、民のみどりを守る担い手にな
ることを目指す

緑化協力員ＯＢ地域サーク
ル

　任期を終えた緑化協力員が特定の活動地ごとに野草管理等を目的につ
くったサークル。現在７団体。練馬みどりの機構とかねて参加するＯＢが多
い。



用語説明

都市計画審議会

　都市計画法および練馬区まちづくり条例に基づく区長の諮問機関。
　学識経験者5名以内、区議会議員9名以内、住民の代表者13名以内、関
係行政機関職員3名以内の計30名以内。現在は25名。住民の代表者のうち
4名は公募区民。学識経験者および住民の代表者の任期は2年。公園や生
産緑地の都市計画やまちづくりに関する諮問事項等について調査審議を行
う。

農業委員会

　地方自治法（第１８０条の５－３）および農業委員会法（第３条１－５）によ
り設置が義務付けられている行政機関で、公職選挙法に基づく選挙によっ
て農業者の中から選ばれた委員１５名を中心に、区議会推薦の委員等を含
め計２０名で構成される合議体の行政委員会。会議は毎月１回程度開催さ
れる。

農業体験農園

　練馬区が管理する区民農園・市民農園とは異なり、農家が開設し、耕作
の主導権を持って経営・管理している農園。
　利用者は、入園料・野菜収穫物代金を支払い、園主（農家）の指導のも
と、種まきや苗の植付けから収穫までを体験する。自由に好きなものが作
れる訳ではないが、店頭に並ぶものに負けない野菜を年間20種類以上も
収穫することができる。
　現在１３園で、平成21年4月にもう1園開設する予定。

環境活動登録団体
　区民の自主的な環境活動を活発にしていくために、区内で環境活動をし
ているグループを区民に紹介する目的で登録。区ホームページ等で紹介。

ねりまエコ・アドバイザー

区の環境教育の推進に寄与しうる人材の育成を目的とする練馬区環境教
育講習会「ねりま環境カレッジ」基礎コース及び応用コースを修了した方に
「ねりまエコ・アドバイザー」を委嘱し、区が行う環境教育啓発事業や環境調
査への協力、地域で行われる環境保全活動への助言・協力等の活動を
行っている。
環境月間行事や環境・リサイクルフェア等の区が主催・共催する事業に企
画・運営等で協力してもらっている。
また、個人・所属団体での地域における自主事業を実施している。
20年12月14日付けで75名のねりまエコ・アドバイザーがいる。

観光協会

　まち歩き観光に関するこれまでの区や民間の取り組みをさらに発展させ、
にぎわいの創出による地域経済の活性化と愛着と誇りのもてる「わがまち
練馬」の実現をめざし、練馬区産業連合会、練馬区商店街連合会、ＪＡあお
ば、西武鉄道、としまえんなど産業経済関係団体、観光事業者など１７団体
により設立。練馬区にちなんだ商品（ねりコレ）事業、観光ガイドマップの作
成や観光案内所の運営などを行う。

次世代育成推進協議会

　練馬区次世代育成支援行動計画を推進するにあたり、区民および学識経
験者の意見を反映させるために設置。公募区民 9 人以内、地域住民組織・
事業主 6 人以内、学識経験者 2 人以内、保健・福祉・教育関係者 10 人以
内、行政職員 3 人以内で構成。年４回程度開催。

児童遊園運営委員会
　児童・青少年の健全育成と地域住民の相互交流および自主的活動の促
進を図るため、児童遊園の近隣住民により組織する運営委員会に管理を
委託。21年1月1日現在、４７か所の児童遊園で設置。




