
基本構想審議会｢中間のまとめ」に対する庁内・職員の主な意見・提案（要旨）

1

・「地域コミュニティ」のみで区政運営のあり方を説明することはできないが、総花的・網羅的でないメリハ
リのある基本構想というコンセプトからすれば、　「地域コミュニティを育む」を区政運営の指針のキーワー
ドとするのはよい。
・「地域コミュニティ」の具体的内容となると、誰もが自明のものとは言えないので、審議会で議論のうえ、
「最終のまとめ」においては掘り下げた説明があるとよい。また、地域の担い手である町会・自治会、ＮＰ
Ｏ、商店会、企業、民間事業者、大学、ＰＴＡなどのネットワーク、行政との関係についても提案されるとよ
い。「地域コミュニティ」を中心概念にするなら尚更必要である。

2

・「地域コミュニティ」から連想するのは「ご近所の底力」的なもので、限定的なイメージがある。
・現行事業での、高齢者福祉(介護保険事業）でいう地域支援事業や地域密着型サービス、障害者福祉で
いう地域生活支援事業、青少年健全育成での地区割による健全育成事業、そして教育分野でいう地域単
位を基本とする学校応援団事業の担い手としては「地域コミュニティ=住民」の外に民間、NPO等様々であ
る。また、民間活用も記載がないので、定義を拡大しもっとわかりやすくすべきである。

3

・支えあい、助け合いの地域づくりが必要である。しかし、マンション化が進み、町会加入者も減少し、人と
人、人と地域のとのつながりが少なくなり、コミュニティや地域活動への参加意欲が低下してきている。む
しろ、プライバシー保護や個人主義優先の社会で、いかにして、練馬区の地域に暮らす住民みんなが地
域に関心を持ち、協力しあう新たなつながりや、コミュニティを形成できるか、大きな課題である。この課題
に対応するには、社会のしくみの変革、個人の生き方に向き合うための意識変革や人づくりが必要であ
る。区政運営の基本は、「地域コミュニティ」の形成とともに、地域を超えた、教養や趣味、災害支援、福祉
支援などの「テーマ」によるコミュニティや個人のニーズに対応できる「ネットワーク」によるコミュニティの
形成に広がりが大きいと考えられる。地域には利害が生じやすい。地域以外でのコミュニテイや支援を求
める区民も視野に入れて、対応できるとよいと思う。

4

・「区民が地域の活動に参加するきっかけづくり」とあるが、既に、NPO法人や法人格のない区民活動団
体など区民による自主的な活動は活発化してきている。また、阪神淡路大震災を一つの契機とし、自ら考
え、行動する人々によるボランテイアシップも醸成してきている。このような社会情勢にあって、１０年後の
区政を見据えた場合、参加（加わること）のみならず、参画（計画の立案に加わること）の要素もどこかに
入れたほうがよいのではと思う。区民との協働をうたっているのであれば、なおさらではないか。確かに、
P7に記載があるが、何といっても「基本となる考え方」なので。ただし、区民参画の要素が、「地域コミュニ
テイを育む」のなかに取り込まれるのであれば良いのではないか。

5

・自助、公助、共助のうち、「共助」の側面を強化していく必要性は高く、今後10年の練馬区に必要な考え
方である。
・地域（ご近所）の役割や力がいかに重要であり、効果的なものであるかを、他自治体の先進例について
一人でも多くの区民の方に紹介し、理解していただく必要がある。
・少子高齢化が進展して経済活動が収縮し、税収が減るなかで、複雑化する諸課題に区の力だけで対応
することは不可能になってくる。受身の姿勢ではなく、区民・地域コミュニティが行政と協働して主体的に諸
課題を解決しなければならない時代がすぐそこに来ているということを、広く理解していただく必要があ
る。
・つまり、地域コミュニティが活性化することによるプラス面に触れるとともに、地域コミュニティの活性化が
必要不可欠である点、区民一人ひとりが地域で互いに支えあう必要性についてもう少し強く触れてみては
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　１－３

練馬区基本構想審議会

平成21年1月31日
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・「地域コミュニティを育む」ことを｢基本｣にすえることについて
　　｢中間のまとめ」では、なぜ「地域コミュニティ」なのかという点について、区として政策的な背景や理由
が説明がされていない。本来は、区の政策形成論として庁内で議論し、住民に説明すべきてはないか。例
えば、次のような論点が想定される。

①　NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)の行きづまり、今後の課題
   …「民」に開放可能な事務・事業、施設であっても、社会的公正・公平性の要請度や事業の収益性等か
ら委託化等には一定の限界がある。今後は、経済合理性から「民間企業・公益団体等」が受託困難な
サービスを、地域住民・地域団体を主とする「コミュニティ」との協働、連携により、地域・地域で作り出し、
提供していく必要が高まるのではないか。
 　…顧客主義の弊害。区は住民を顧客として｢住民満足」の向上を目指してきたが、ややもすると住民を
消費者としてしか見なくなり、それが住民自治の担い手である「住民」の自治意識を希薄化させる原因に
もつながってきている。本来、NPMおける住民の位置づけは、①自治体の有権者、②サービスの受給者、
③納税者、④特定の利害関係者・行政からの受託者等に分類されるが、実態としては、②の面が強調さ
れ、住民からも顧客としての苦情・意見が目立つようになっている。本来は、③の立場から、区のマネジメ
ントや政策形成への参加・参画する主体として、④の立場からは、協働の担い手として政策立案・実施・
チェックへの参加が期待される。それらにより「住民による自治体の規律」という本来の役割を果たすこと
ができるのではないか。そもそも、区政に参画し、共に自治をつくる協働主体の存在なしには、住民自治
は成立しない。

6

②　人口動態・社会構造の変革と国の社会保障政策の限界への対応
　後期高齢者の急速な増加と生産年齢人口の減少などのように、今後２０年～３０年で人口動態とそれら
に伴う社会構造は急変革をとげていく。従来の国による所得の再分配を中心とする社会保障制度では、
多様な地域ごとに個々の住民が抱える生活問題に対処していくことは、ますます難しくなって行く。「基礎
自治体優先の原則」による地方分権化の所以でもある。
　年金、生活保護、各種手当等による所得再分配政策は、福祉の根幹として大きな役割を果たすものの、
その地域・地域に必要とされる実態を備えたサービスが整備されていなければ、問題は解決されない。ま
た、このようなサービスは地域特性やコミュニティの実情に応じてニーズにも多様性があり、それらに応じ
た現物給付が中心とならざるを得ないし、むしろそのほうが効率性も高い。
　地域社会の住民参画に基づいて、住民相互の共同負担原則のもとに生産され、消費される公共サービ
スを地方政府である区が調整し、自己決定し、供給するシステムを｢民間」、｢地域」等と共に整えていくこ
とが求められているのではないか。

③  地域内分権と自治体内ネットワークづくり
　各地のまちづくり条例や大和市の「新しい公共を創造する市民活動推進条例(2002年)のように、住民と
自治体がパートナーシップをもとに、協働事業を展開していこうとする動きが広がっている。７０万都市と
なった練馬区でも、区内各地域の様々な生活上の問題に対処していくためには、地域内分権を進め、地
域・地域で特性にあった「参加と協働」のネットワークをつくっていくことが必要ではないか。
　「『平成の合併』をめぐる実態評価」(全国町村会、道州制と町村に関する研究会、平成20年10月)の報告
では、「地域課題に即応した効率的な地域運営を行うには、行政と住民、住民どうしの顔が見える関係が
維持される必要がある」 とし、これを「手触り感のある範囲の確保」と言っている。 こうした地域における
「つながり力」こそがますます重要になると思われるが、都市部にあり住民の流動性の高い当区のような
自治体で、同一の基準・規範・規模の住区などを設定するのは困難であるし、行政が一方的に組織化し
て「後は自分たちでご自由に」といってもあまり機能しないであろう。
　地域の住民自身が、自分達の地域課題の解決や生活満足向上のために集まり、そのような動きのなか
から組織化されていくことが理想であるが、現実には地区住民協議会等のかたちを行政が用意し、区政と
地域団体とのパイプをつくってファシリテーション役を置いていくことが必要か。

7

・地域コミュニティの育成は一朝一夕ではできないので、10年後に向けたテーマとしては相応しいと思う。
・ただし、これまで地域コミュニティに関わりない方が読んだ場合には、行政が果たすべき安全安心や、介
護等を区民の責任に転嫁しているように誤解されるのではないか。「地域の課題解決」の部分等を補足
し、上手くいっている事例を紹介したり、地域の様々な人材や資源の活用があることで地域の実情に応じ
た課題解決ができる等の記述があると理解されやすくなるのではないか。
・また、今後10年を考えるうえでは、10年後の人口や年齢層などの想定数の提示が必要ではないか。
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8

・区政運営の基本となる考え方として、「地域コミュニティ」を掲げているが、これが政策の基本でいいの
か。
・地域コミュニティに参加する区民は、就業者と非就業者、高齢者と子ども、健常者と障害者などさまざま
生活する中で、コミュニティに参加できない方へはどうするのか。また、参加できない人の地域での扱いは
大丈夫か。
・「『地域コミュニティ」を育むこと』を今後10年の区政運営の基本となる考え方」としているが、３つの重点
軸には「育む」ことに対する方法論（つくり方）が示されておらず、これから育む「地域コミュニティ」の存在
を前提とした内容となっている。
・「『地域コミュニティ」を育むこと』は、10年後にあるべき「練馬区の将来像」を実現するための手段、方法
に関する考え方（まさに「区政運営の基本となる考え方」）であり、肝心の「練馬区の将来像（あるべき姿）」
が、中間のまとめには示されていない。
・区は、きっかけづくりや調整役を担うとなっているが、行政の役割に関する記述としては不十分ではない
か。

9 ・マンションや団地の住民からどう地域コミュニティの力をひきだしていくのか課題としてほしい。

10
・地域コミュニティを育むのは良いことだと思うが、その為に区がどのように関わり、支援していくのか、もう
少し詳しく示してはどうか。

11
・コミュニティ力が全てに関わっているが今の時代とても難しい点がある。かなりやり方を工夫しないと実
になる部分を出せないと思う。

12
・基本となる考え方が”「地域コミュニティ」を育むことを10年の区政運営の基本とする”ということについ
て、それが「キーワード」の位置づけであれば、ひとつの考え方として理解できるがすべての施策の基本と
するのは無理がある。

13

・区政運営の基本となる考え方「安心していきいき暮らせる地域コミュニティを育む」は、これからの練馬区
を築いていく上で、根幹となる視点であることは間違いないと思うが、その上位にある目標が見えにくい。
区だけが基本とする考えなら掲げる必要はないと思うが、区民と共に取組んでいく区政運営なら、明確な
目標があってもいいのではないか。

14

・日本の総人口が減少に転じる中で、「７０万人の区民」は、練馬における「強み」であり「宝」だと思う。
様々な分野で活躍する多くの区民の方が,地域コミュニティに所属して地域社会の課題に真剣に取り組め
ば、練馬区は多様な問題に対処できる魅力ある地域社会になる可能性がある。「地域コミュニティ」はどこ
の自治体でも取り上げることができるテーマであるので、ぜひ練馬ならではの意義を加えていただければ
と思う。
①「安心していきいき暮らせる地域コミュニティを育む」といった「（区政運営の）基本となる考え方」は、目
標ではなく手段と受け止めた。中間報告は、答申を「取りまとめる」うえでの考え方を示すものということ
で、手段が前面に出てもよいと思うが、答申ではぜひ「全体としてこんな練馬区を目指す」といった「目標」
も示していただきたい。（「地域コミュニティに支えられ、安心していきいき暮らせる地域社会をつくる」とい
うことであれば、「目標」と受け取れるが）
②基本構想は確かに練馬区のことを考えたものであるが、地球規模で物事を考える時代でもあるので、
練馬区の枠を超えたアピール（地球環境問題に対する貢献など）も基本構想の中では積極的に触れてい
ただいてもよいのではないか。
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15
・重点軸のような横断的な考え方は賛成である。しかし、現在進めている施策は、地域コミュニティの力も
もちろん一要素ではあるが、最大の要素ではない。「地域コミュニティの力」を唯一の手段、目標とするの
は無理がある。

16 ・「地域コミュニティの力で～」の表現は、住民に丸投げしているように感じる。

17
・練馬の特長の視点（1）や次世代の視点（3）などから3点に絞り、敢えて落としたのかもしれないが、やは
り「健康・福祉」も重点軸の内容として入れる必要がある。

18

・高齢者、障害者についての記述がない。なぜ、子どもだけなのか。
・健康・高齢・障害について触れずに、10年間の構想を策定するのはどうなのか。
・(3)「地域コミュニティの力で子どもの健やかな成長を支える」は、高齢者なども含まれるような表現にふく
らませるべきだ。

19

・全ての区民の生活向上が区政運営の基本だと考えるが、（３）で「子ども」のみを重点軸としてしまうと、
今後10年間の施策が偏ってしまう恐れがある。（実際別表１の★印の事業設定に無理が生じているように
感じる。）
（３）を「地域コミュニティの力で、地域全体で見守り支えあう」とするとより対象を広くとれるように思う

20

・横串を通す考え方は、構想に特色を持たせることになり理解できるが、「高齢者」を入れず「こども」だけ
を打ち出した点に違和感がある。それも特色だといえばそのとおりだが、高齢者、特に後期高齢者の急速
な増加に対して、区は新たな政策形成を求められるし、地域コミュニティの果たす役割も、ますます期待さ
れるところではないか。

21
・高齢者が増えていく中で福祉についても重点軸に入れてはどうか？分野別施策には入っているが、今
一番不安なのは福祉だと思うので

22 ・子どもだけでなく、高齢者や障害者も地域コミュニティで支えていってほしい。

23

・人、区民という視点から、子供のみならず高齢者に対しても焦点をあててよいのかという印象を持った。
P6の分野横断的な取組み（例）の中で、子供、親子と高齢者が交流できる居場所づくりという項目で触れ
られている。一方で、３０年後には４人に１人が７５歳（以上？）になるといわれている。その来るべき時代
に備えて今後の１０年間の取組みは重要ではないか。P2でも、高齢者等を地域で支えていくとのくだりが
ある。医療費や社会保障費の抑制のためにも、元気な高齢者の活躍の場づくりやネットワークづくりなど
も重要ではないか。

24
・3つの重点軸の中に高齢者のことが含まれないのは今後10年の基本としてはやはり厳しいと思われる。
私自身は“子ども”を大切に考えるのはよいと思っているが、どこかにふれていくようにしないと、区民の意
識として、入っていかないのではないか。

25

・３つの重点軸については、今後の区政の大きな課題でもあり理解できる。
ただし、「産業」について、もう一つ「・」を付し、地場産業と地域コミュニティ関連で記載した方が分かりやす
いのでないか。
また、<(4)地域コミュニティの力で「区民（子ども以外）の生活の質を高める」>を追加する。（1)と(2)で「まち
づくり」のハードとソフトを、(3)と(4)で「ひとのくらし」の年代別ステージという構成となる。

26

・練馬区の特長であるみどりを守り、育むことは大変重要である。一方で、みどりの保護はみどりのある土
地を持つ地主、企業（ディベロッパー等）、区の三者による影響が非常に大きく、その中で地域コミュニティ
の力をどう活用するのか、もう少し具体的に触れてあると、イメージが湧いてよいのではないか。
・また、今回の基本構想の柱が「地域コミュニティの強化」であるとすれば、例えば地域防災力や地域防犯
態勢を強化することも、みどりを守り育むことと同様に非常に重要なのではないか。

１　｢重点軸」について
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27

・「基本となる考え方」に盛り込まれている、地域の課題解決に取り組む①②の内容はとても大切なことで
あるのに、なぜ重点軸に、この大切なことがないのか。矢印は３つだけでなく、４つでもよいのではない
か。例えば「地域コミュニティの中で、区と区民が互いに助け合い支える。地域の安全を守る」ことを軸とし
てはいかがか。

28

・以下を追加する。
（４）区外の力も導入して、地域コミュニティを活性化する
・地域コミュニティを活性化するため、区内のみならず区外の個人や団体・法人のもつ情報やノウハウな
どの力を導入します。このことにより、練馬のまちの可能性を更に拡げていきます。

29
・１０年後の練馬区は、一層の高齢化が進む。子どもや若者が住みやすいまちづくりを目指す必要があ
る。地域に若い人がいることが活性化につながる。高齢者がほとんどの集合住宅の地域も予想されるの
で、地域コミュニティ以外の軸があるとよい。例：安心、やさしさなど。

30 ・重点軸が3つより増えないことを願う。

5



31 ・内容はよいが、「新基本構想の構造」というタイトルは分かりづらい。内容とマッチングしているか。

32

・横軸の「重点軸」に、縦軸の施策を3つに絞リこんで入れることにそもそも無理がある。横軸は、「基本と
なる考え方」に基づき、特に重点的に取り組む共通項目とするほうが、すっきりするのではないか。例え
ば、「まちの魅力を高めるような高齢者施策」、「みどりを活かした福祉のまちづくり」、「子どもの視点に
たったまちづくり」など。

33
・３つの重点軸になじまない「分野別の施策」が相当あるので、今後何らかの工夫、調整をする必要があ
るのではないか。

34
・分野別の施策を貫く重点軸（横軸）に「子どもの健やかな成長を支える」があるにもかかわらず、施策（縦
軸）の中に重点軸に類似した「子ども・教育」があるのは違和感を感じる。これにより、重点軸が各施策を
貫いて横断的な取り組みを進めようとしている意味が薄くなっている印象がある。

35
・このような構造の基本構想を作ることで、具体的にどのように縦割りを解消して、全庁横断的に課題に
取り組むことができるのか、より具体的なイメージに触れることができているとさらによいのではないか。

36
・この表を見ると、３つの軸のうち「みどり」が「環境まちづくり分野」、「子どもの健やかな成長」が「子ども・
教育分野」に偏っているように感じる。こういう形で整理するのであれば、「重点軸」は、「分野」とは全く違
う概念にした方がよいのではないか。もう一つの重点軸「まちの魅力・活力を高める」はとても良いと思う。

37
・現在の区の組織は、分野を横断する事業の企画や遂行は容易ではなく、重点軸の事業実施にあたって
は、組織内の仕組みづくりも必要ではないか。

38 ・中身もさることながら、見せ方で区の特徴をアピールしては。その点からは、ユニークでよいと思う。

39 ・わかりやすいと思う。

40
・「地域コミュニティを活性化させる」という箱が、「重点軸」×「分野別の施策」のマトリクス全体を下から支
えるイメージにしてはどうか。

41
・「地域コミュニテイの力」以外の軸、例えば「クリエイティブ・シティーズ・ネットワーク」に参加し、交流する
中に活性化が図れると考える。

２　｢新基本構想の構造」について
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42

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律24条の2の追加、地方自治法第180条の7の改正等、今、ス
ポーツ・文化行政を取り巻く状況は大きく転換し、地域コミュニティが活発な環境や各施策を効率的かつ
効果的に実現していくために、一体的なスポーツ・文化行政への流れとなっている。そのような状況を勘
案した時、区民生活分野の対象施策として「Ⅰ－5文化・生涯学習・スポーツ」は、区の施策のあるべき姿
として重要な意味を持つと思う。
・新基本構想における今後10年の区政運営の基本が「地域コミュニティ｣の育みということだが、他人に対
して、無関心（隣人の顔すら知らない・知っていても挨拶もしない等）な社会であるので、昔のようにモノを
気軽に貸し借りできる関係やおすそ分け等住民同士が支えあって生活できる社会は理想かなと思う。た
だ、実現のためには1人暮らしをしている若者（無関心の代表）から浸透させていくべきかと思うので、その
考えを変えるような施策が必要と考える。
・Ⅰ－５①「伝統文化や文化財の保護と継承」を「伝統文化や文化財および文化芸術資産の保護と継承」
と、広くとらえてはどうか。
・Ⅱ健康福祉に食育の施策がないのはなぜか。

43
・各施策を四分野とするのは当然の前提ではないので、説明が必要である。
・Ⅰ区民生活分野はⅡ～Ⅳに含まれない施策という消去法的括り・分類と言えなくもないが、一方分ける
と細分化してしまう懸念がある。

44
・コミュニテイを育むためにはITの活用なども必要になってくるが、IT等はどこに含まれるのか。
・みどりを増やすためには、農地を宅地化させないことが必要になってくるが、今後の人口管理をどのよう
に考えるのか。

45
・「教育＝学校教育＋生涯学習（社会教育）」だと思っていたので、生涯学習を除いた「学校教育」のみを
「教育」と分類することに疑問を感じる。もし、この施策を生かすならば、「子ども・教育」を「子ども」にして
はいかがか。

46 ・「Ⅲ子ども・教育」の主な対象施策の中に、｢子育ち支援」も入れる。

47
・Ⅲ　子ども・教育の分野に、大人の「社会還元型の人材養成」または「地域の教育力の向上」、「質の高
い教育環境の整備」の項目を追加

　２　「分野別の施策」について
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48
・個々の施策の結果が横断的なものであっても、それは施策として横断的であることとは微妙に違うよう
に思う。ここで意識すべきは、施策として横断していることだと思うのだが、事例に混在があるのではない
か。

49
・施策を重点的、分野横断的に取組むことを特記しているのは重要なことであり、よいと思う。ただし、具
体例はイメージとしてはよいが、実際上の取組みとして見ると、事業や関係分野の組合せとしては無理筋
のものも少なくない。リーディングプロジェクトであるので精査が必要である。

50

・【例】は、「地域コミュニティの力」が不明瞭で、また、特定の個別具体的な事業に限定されすぎている。
もっと抽象的な表現が適切ではないか。例示の内容を踏まえて施策展開がなされるならば、表現につい
ては十分な検討を行う必要がある。
・「（例）都市農地の保全と・・・・」については、「都市農地の保全と地産地消を進める」よりも、「食の安全、
まちの防災機能の向上や環境負荷の低減を図ることにつながる、練馬ならではの生活スタイル」は格段
に大きなテーマである。前者の結果として後者を持ってくるのは無理がある。
・「(例）若者・高齢者が農業の・・・・」については、「農業のサポーター」は、農の担い手の高齢化等に対処
する農業の存続のための1手段として考えられるもの。若者や高齢者の社会参加のレベルの問題ではな
い。
・「(例）農とみどり、・・・・」については、「まちづくりと産業振興を一体的に進める」とはどのようなイメージな
のか。「日本列島改造論」的な発想？　現在の時点で例示できるのか疑問。
・「（例）大江戸線の延伸・・・・」については、「商店街のバリアフリー化」は、この文脈のなかで適切な例示
なのか疑問。
・　いずれにせよ、明確化が期待されている「リーディングプロジェクト」は、今後、次期長期計画のなかで
計画化されて行くと思われるので、【例】の多くは再考が必要である。

51
・重点軸の(4)の例として、次を加える。（Ⅰ～Ⅲまでの分野別施策を横断する例）
　<例>無業者(ニート）やひきこもりの若者が自立できるよう、関係機関や地域社会と連携したネットワーク
を構築し、就労を支援する。

52
・区の組織(事業本部ごと）に施策を整理せざるを得ないが、組織横断的な課題については優先順位をつ
けてプロジェクトチームを立ち上げる等具体的な手法が記載されているとさらに、実現の可能性を実感で
きる内容になるのではないか。

53
・日頃私たちは、自分の業務をこなすことに精一杯で、「他部門については存ぜず」が多いと思う。横のつ
ながりを持ち、各分野で日々現場に向かいつつも、住民に最善の利益をもたらすために、各分野から集っ
た職員がプロジェクトとして重点事業に取り組みやすい具体的な仕組みづくりが必要と思う。

54 ・「歩道の整備・充実」や「歩行喫煙の禁止」を入れる。

55
・「地域コミュニティを活性化させる」という箱が、「重点軸」×「分野別の施策」のマトリクス全体を下から支
えるイメージに変更してはどうか。
・箱の中の例については、区民懇談会報告書や審議会の議論の中から、取り上げる。

56

・縦割り行政の欠陥を補う意味で、分野横断的取組は今後求められるので、よいと思う。
・まちの魅力･活力に、例：「だれでもいつでも学べ、それを地域に活かすことができるよう支援する」を追
加する。
・子どもの健やかな成長に　例：無業者（ニート）やひきこもりの若者が自立できるよう関係機関や地域社
会と連携したネットワークを構築し、就労を地域で支援する。例：ひきこもりにならないために早い段階の
支援として、不登校を支援する専門員を各学校に配置し、子どもや家庭、教師を支援する。

57

・重点軸「まちの魅力・活力を高める」の“(例）大江戸線の延伸や区内病床の確保、商店街のバリアフリー
など、便利で安全・安心なまちづくりを進め、人を呼び込み、にぎわいを創出する”について、分野を横断
する横軸で「子ども・教育」分野は対象となっていないが、バリアフリー施策についていえば、対象は障害
者・高齢者のみではなく、子育て層も対象としている。これは、関係法令、練馬区福祉のまちづくり総合計
画、(仮称）練馬区福祉のまちづくり条例の基本的考え方においても示されている。子育て分野にもかかる
べきである。

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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58
・子供に農業をふれさせる機会を与える。例えば道路、公園等の落葉を拾い堆肥づくりをする。など道路・
公園も清掃体験できるし、堆肥づくりによってリサイクルに関することも学べる。

59
・駅の構内、いわゆる「駅ナカ」や商業施設に保育施設を積極的に誘致し、子育てがしやすく安全・安心な
まちづくりを進める。

60
・美術館は展覧会によっては全国から人が来るような施設なので、中村橋を“美術館のある街”として、駅
前の商店街などとも連携してPRしていく。駅から美術館への道路を“美術館ロード”として整備する。

61

・練馬に人を呼び込むためには、他区にはない、魅力的な事業をいかに、どの世代にもメリットがあるよう
につくっていくかが大切と思う。例えば土日でも親子が安心して遊べる施設づくり（アスレチック、昼寝用ス
ペース、室内遊具等）などが整備されていると、区外からも利用者が集まり、その後ランチや買い物なども
できて、活性化につながるのではないか。

62
・元気な高齢者が、地域の要介護、要支援者をサポートし、地域集会施設、学童クラブなどで子どもたちと
も交流し、心豊かに生活、交流できるようにする。

63
・まちの魅力を高めるために、練馬在住や縁のある人の、芸術などを空店舗を格安で貸すなどして広めて
いくことで、才能を発掘したり、伸ばしたり、意識が高まっていくと思う。

64
・「地域コミュニティ」毎の幅広い年齢層対象で、農産物の生産→調理→消費の一連の流れの中で、食
育、食の衛生教育を進める

65
・子どもの環境を守るため、防犯やみどり、交通の分野で子どもの視点からみた、通いやすい安心して遊
べるまち作りができたら良い。

66
・重点軸の「子どもの健やかな成長を支える」では保育と教育が連携されていないように感じる。子どもの
健やかな成長を支える各分野での取りくみをつなげて考えられる場、計画を立て、区民のニーズを身近に
感じ、実現していく必要があると思う。

67
・高齢者、子どもなどと分けずに、集まり、交流できる場をつくる。
拠点となる場所は地区にある、児童館や敬老館、特養、地区区民館など、施設の名前や歴史にとらわれ
ず、地区の人が集まりやすい場所で実施。

68
・子どもと高齢者だけでなく、その地域全員の活動できる場として学校を活用する。※学校は防災拠点と
なっていて、どの地域にもある。一部の人ではなく、地域の中心となるものとなるようにする。

69
・アニメを使用した取り組みを全庁的に広げていければいいと思うが、既存のものを使うのではなく、でき
れば公募でオリジナルキャラクターを作ったほうが使いやすいと思う。

70
・事業ごとにキャラクターを作成し、区としての統一感がないと思う。アニメ分野をアピールするのであれ
ば、区として一つのキャラクターを作成し、区の事業に活用していく（杉並のなみすけのイメージ。）

71
・横断的な施策を行うにあたり、関係部署の調整が必要となる。実際は充分な検討に至らず仕事の割り振
りのみといったケースがあるので、課題とすべきである。

72
・”横断的施策例の提案”でなく、”他部門の協力がないと解決が難しい課題”を各課から出してもらい、
マッチングさせた方が良いのでは？
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73
・（３）「基本構想を実現するための実施体制の整備」の記述は幅広い内容のものが一括りになっており、
項目立ての分割も含め整理する必要がある。なお、職員の育成のほか、組織マネジメントにも触れる必要
がある。

74 ・達成度を事後評価してその後の施策に活かしていく仕組みは重要である。

75
・カッコ書きがないと意味がわからないカタカナ語（「リーディングプロジェクト」のことです）は使用しない方
がよいのではないか。

76

・第一に、区の職員、地域住民それぞれに、ファシリテーション能力のある人材を育成していくことが必要
ではないか。
区政として課題をあげると、
①  住民の権利保障や区政に対する民主的統制など、区の自治のありかたと住民の参加・協働などにつ
いて、明文化(条例化)が必要ではないか。
②  今後も経営改革等の手を緩めず、自立的な区政経営を維持していくこと。特に特別区制度に影響す
ると思われる「道州制」、「地方分権改革」、「都区のあり方検討委員会」などの動向については、後手とな
らないよう区の自立性・自律性を維持できるように対応することが必要と思われる。

77
・「基本構想に基づく地域経営を主体的に担う職員の育成」については、職員の資質向上についても触れ
るとよい。

78
・基本構想を理解している住民がどれほどいるだろうか。もっと広く興味を持ち参加してもらうには民間企
業のアイディアが必要か。

79
・「行政評価制度を活かして」とあるが、現行のものがどの程度区民に浸透しているかは確かに疑問でる。
であればこそ、現行の制度をよりわかりやすく区民に公表し、PRしていくことが求められると思う。工夫や
創造を加えたうえで継続していくことは重要であると思う。

80
・行政が担うもの、住民が担うもの、協働するもの整理とともに、意識変革の育成が重要である。
・組織の大変革と共に、現存の組織との調整が必要である。

81
・限られた人数で多様なニーズに対応するために、職員の適性配置が必要。また、既存事業の委託化も
可能だと思う。部や課をこえて、優先順位をつけて、人材配置が必要だと思う。

82

・「地域コミュニティ」の概念にある『自主性』をいかに喚起するかが、現実には欠かせないと思う。現在も、
地域との協働や連携を目標にかかげて、様々な政策が実践されているが、うまくいっているところは『自主
性』の引きだし方が上手くいっていると思う。良い事例に学び、『自主性』が上手に喚起され、政策実現に
つながれば基本構想も実現すると思う。

４　「基本構想を実現するために」について
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83
・各施策とも全ての区民を対象としたものに整理し、重点軸の内容がバランス良く各施策に盛り込まれる
ようにすべきである。

84
・それぞれの施策について、現時点での最新の区民ニーズ、社会情勢を改めて把握したうえで最良の方
法を選択するという視点が重要ではないか。

85
・分野別の施策によって、○数字をつけた施策に濃いところと薄いところのばらつきが目立つ。どうせなら
もっと特徴的な施策を具体的に項目化して目立たせてももよいのでは。

86 ・☆マークをもっと多くの項目に付けるべき。

87 ・そもそもここで分野別の施策と重点軸との関係を分類すること自体に無理がある。

88
・Ⅰ－４国際交流・在住外国人支援　の施策について、下記赤字の加筆をされたい。
②区内在住外国人の日常生活にかかわる支援の充実と、地域コミュニティー活動への参加の推進
③関係ボランティア・団体の育成・支援

89
・「Ⅳー１　③みどりと水のネットワーク」はどのようなものなのかイメージできなかったので言葉が足されて
いるとよい。

90
・Ⅳ－１④については、重点軸の趣旨をより反映させるため「農地や樹林地などふるさとのみどりの保全と
活用」としたい。

91
・Ⅳー２　地球環境となっているが、地域環境（足元から）が達成できて初めて地球環境となるのではない
か。
・他の分野別の施策が区の目標を掲げているのに対し、ここだけが地球環境と規模が大きくなっている。

92

・区民生活に、「社会貢献」、「情報センター」や「ネットワーク」（情報収集・発信、広報の場）の項目を追加
する。
・子ども・教育分野に、「人材育成」・「キャリア教育」「社会教育」「教育力向上支援」の項目を追加する。
・生涯学習のほか社会教育行政も必要である。教育分野に、組織的な教育活動を対象とする教育的視点
事業の項目を要する。

93

・分野別施策で重点軸のマークがないもの（Ⅱ－４－②③、Ⅱ－５－②③など）はほんの少ししかない。重
点軸の解説（３ページ）を大幅に変える必要がもしなければ、これらを「まちの魅力・活力を高める」の重点
軸でくくることはできないか。縦割りになりがちな分野別施策を総合化する視点は、どの施策にも（少なくと
もそうしようとする努力は）必要ではないか。「子ども」のように重点軸で積極的に示していなくても、高齢
者や障害者、外国人などに対する配慮も忘れていないということを示すうえでも。

94 ・介護をしている方、家族（老老介護）などへのメンタルケアや支援も必要

95
・平和、人権、男女共同参画については、人々の心の面でのベーシカルなものであるから、今のままのあ
り方で良いのか、分野で良いのか疑問を感じる。

96

・別表１の「Ⅲー２　学校教育」について、地域コミュニティの力を２０年後、３０年後にも活かしていくために
は教育に「共助の意識の育成」を盛り込み、推進できるとよいと思う。
・人口増やベッドタウン化などにより、実際には地域コミュニティに属さない区民の増大も避けられないも
のと思う。これらの対応も重要事項である。（重点軸には盛り込まずとも分野別施策には入っていてもよい
かも知れない。）
・区の将来像を考えるにあたり、特別区の区域割りが再編される可能性まで考慮するならば周辺区との
連携強化も入っていると再編された後の事業継続が円滑化するのではないか。

97

・別表２として「地域コミュニティの活性化」を追加し、（地域コミュニティ自体、区内の個人・団体・法人、区
外の個人・団体・法人）×（短期、中期、長期）のマトリクスに、「地域コミュニティの活性化」に寄与する取
組を埋める。例として、「区外の個人・団体・法人」×「中期」の取組として、「大学もしくは大学院の誘致」を
入れてはどうか。

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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98
・「行政運営の重要視点として地域コミュニティを育む」と「施策の横断的、総合的視点からの取組み」とい
う構成・内容は、総花的でなく、焦点が絞られ、分かりやすい基本構想と言える。

99
・全体として、「支援」という言葉が目に付くが、例えば「～し易い環境を整える」といった表現の方が適切
ではないか。「支援」という言葉を多用すると区民の活動の主体性が弱く感じられる。
・構想がイメージできるよう、イラストや構成の工夫があるとよい。

100

・「地域コミュニテイ」については、10年前から取り組んでいる課題である。地域の協力・活性化が難しい。
子どもの時から、地域社会の一員である意識や協力し合う関係を育むことが大切である。また、「地域コ
ミュニテイ」は人づくりと人のつながりが重要であり、交流の場所も欠かせないので場の提供を支援するこ
とが必要である。

101
・最上位計画ということで、めざすべき将来像を「ざっくりと」示す性格のものであると思うが、より具体的な
表現にすると、区民の方の理解も進み、よりいっそう共感を得られるのではないか。

102

・１２．８地方分権推進委員会第２次勧告の内容が、国の出先機関の統廃合に重点が置かれ、委譲され
る権限が私たちの仕事に身近かなものと感じられるよう内容ではなかった。勧告の内容が基本構想に盛
り込める内容であるとよいのだが、無いように感じた。
・自治行政権・立法権を実現させ、練馬区民に身近な存在として、練馬というミニ政府を確立していきた
い。

103

・人が増えない時代にあって、区政を担う人材育成が大切とはよくいわれていることである。地域を所管す
る自治体としては、国や都と交渉する際にも、地域住民の意見や要望（全てかなえられずとも）を背中に
受けて交渉する必要があると思うが、区民と協働するという職員のセンスは、日常的区民参加、協働を通
じて育まれるのだと思う。区民が主役の区政推進や区民との協働に裏打ちされた区政を推進するのであ
れば、区民の意識のみならず、庁内職員の協働意識なども育むことも重要軸といえると思う。

104
・職員の仕事に対する意識、意欲が低いと思う。（特に他の係・課の業務内容について）意識を高められる
ような魅力ある研修等があると良い。

105 ・財政面、人材の育成など様々な面において、民間のような経営感覚、手法を参考にすると良いと思う。

106
・想定している平成３０年になって、ほとんどが実現できたとなるためのマニュアル作りがこれからの課題
である。

107
・大江戸線延伸に関連したまちづくりのアンケート等、私の家にも直接届きますが、〝直接的な〟区民と
行政のやりとりはとてもいいと思う。ホームページは〝できる〟人しかできないので、昔ながらの郵送方法
ではありますが、しっかり伝わるのではないか。

108
・基本構想を進めていく上で、多くの意見を集めることが重要と思うが、区政運営について意欲的に取り
組む方からの意見を募集するのも大事であるが、普段、あまり意識していない方からある程度強制的に
意見をだしてもらうというのもよい方法と思う。

109 ・子どもが年齢に応じて、自らまちづくりに参加できることをめざすとよいと思う。

その他、新基本構想に関すること
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