
 はじめに

独立30周年にあたる昭和52年、練馬区は初めての基本構想を策定しました。以来区は、区

民の皆さまや区内の団体のご協力をいただきながら、都営大江戸線の開通、体育館や図書館の

増設など、都市基盤や行政施設の整備、各種区民サービスの充実を計画的に進め、区の行政水

準は大きく向上いたしました。また、当時約56万人であった人口は、現在では70万人を超え、

練馬区は全国でも有数の大住宅都市へと成長いたしました。しかしその一方、急速に進む少子

化や地球温暖化など、当時は想定されなかったさまざまな課題が生じています。そこで、新た

な区政運営の指針として、30年ぶりに基本構想を策定することといたしました。

策定にあたっては、基本構想を「区民と区が共有する指針」と位置付け、幅広い区民の皆さ

まにご参加をいただきながら検討を進めてまいりました。また、区民意見反映制度や各種の

説明会などにより、多くの区民の皆さまから区の将来に向けてのご意見をいただけるよう努め

てまいりました。そして皆さまの夢や願いを可能な限り集約して基本構想を取りまとめ、平成

21年12月11日の区議会において議決をいただき策定したものが、この新しい練馬区基本構想

であります。

この構想では、練馬区のめざす10年後の姿を「ともに築き		未来へつなぐ		人とみどりが輝

く		わがまち練馬」とするとともに、この姿を実現するための区政経営の基本姿勢や横断的重

要施策の方向性などを明らかにしています。今後、区民の皆さまと手を携えて基本構想の実現

に全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、基本構想の策定にあたりまして、多くの区民の皆さまから貴重なご意見やご提案を

いただきましたことに、改めて心より感謝申し上げます。

平成21年12月　　　　
　

練馬区長　　　　　　　　　　　   
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	序	章	 新たな基本構想の策定

1	新たな基本構想策定の経緯
⑴	昭和52年の基本構想の策定とその後の区の取組

基本構想は、その地域における総合的・計画的な行政運営を図るために、議会の議決を経て定め
るものです。特別区は、昭和49年の地方自治法改正により、市町村と同様に、基本構想を策定し、そ
れに即した行政運営を行うことが義務付けられました。
練馬区は、昭和22年、板橋区から分離独立して23番目の特別区として誕生しました。一番新しい
区ということもあり、戦後、人口が急増する中、他の特別区に比べて下水道や道路など都市基盤の整
備が立ち遅れ、行政施設の水準も低く、いわゆる「練馬格差※」と呼ばれる状況がありました。
こうした中で、区独立30周年に当たる昭和52年に、練馬区基本構想を策定しました。
以降、区は、区民やさまざまな団体と力を合わせ、都市基盤や行政施設の整備、各種区民サービス
の充実などを進め、この間の取組により行政水準は大きく向上しました。

⑵	新たな基本構想策定の必要性
しかしながら、時代の経過に伴い、治安や災害に対する不安感の増大、少子高齢化、地球環境問
題など、区政が対応を求められる課題が新たに生じています。また、区民の暮らしの基盤となる地域コ
ミュニティ※についても、人と人とのつながりの希薄化などが指摘され、そのあり方が問われています。
そうした中で、わが国は世界同時不況により景気の急速な後退に陥り、区財政は困難な状況が続く
ものと予想されます。
このような厳しい状況にあって、増大する行政需要に対応していくためには、区だけでなく、区民や
地域の団体、事業者などと役割分担しながら、効果的・効率的に公共サービスを提供していく、協働
を柱とした区政経営※を推進することが、これまでにも増して強く求められています。
一方、特別区制度改革※や地方分権の進展など、区政を取り巻く状況も大きく変化しています。現

練馬格差■昭和22年に板橋区から分離独立し、東京23区の中で最後に誕生した練馬区は、他の特別区に比べてガス・水道・下水道などの
都市基盤の整備が立ち遅れ、児童館、敬老館、図書館など区民に身近な施設の整備も23区の中では低い水準にあり、「練馬格差」と呼ばれ
ていました。しかも、戦後の急激な人口増加により、格差の解消が十分には図れず、基本構想を策定した昭和52年当時も、練馬格差の是正
が強く求められる状況にありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域コミュニティ■練馬区では町会・自治会や小学校区など身近な地域を基盤とした活動のほか、ＮＰＯ（18ページ参照）やボランティア、そ
の他生涯学習・スポーツ、まちづくりといった特定のテーマを目的にした活動が活発に行われています。こうした多様な活動によって人と人と
のつながりをつくり、自分たちの住む地域を自分たちで住み良いものにしていこうという地域社会を「地域コミュニティ」とします。

区政経営■区が、区民福祉の向上のために、区民や地域の団体、事業者などとの協働を進め、多様な地域の資源を有効に活用し、質の高い
サービスを効果的・効率的に提供すること、その成果を検証しながらサービスの充実を図ることを、「区政経営」とします。

特別区制度改革■特別区は、戦後間もなく東京都の内部的団体とされ自治権が制限されていましたが、自治権拡充運動等を通じて徐々に自
治権が強化されました。そして、平成12年４月１日の改正地方自治法の施行により、特別区は一般の市町村と同様の基礎的自治体として位
置付けられ、清掃事業等の基礎的な市町村事務が都から区へ移管されるとともに、財政自主権の強化が図られました。
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在、第二期地方分権改革※や都区のあり方の検討※など、地方自治や特別区にかかわる見直しが進め
られています。区は、区民に最も身近な「地方政府※」としての責務を果たしていけるよう、力量を一層
高めていかなければなりません。
練馬区は、70万人以上の区民が暮らす、全国有数の人口規模をもつ大都市となりました。今後、区
が大都市の力を発揮し、困難な局面を乗り切りつつ着実な発展を遂げ、区民の幸せを実現していくた
めの区政運営の指針として、新たな基本構想を策定することとしました。

2	基本構想の位置付け

基本構想は、区民と区が、区政のめざす姿を共有し、ともに手を携えて着実にこれからの練馬区を築い
ていくための指針となるものです。同時に、区の計画体系においては、最上位に位置する区政運営の基
本的指針であり、施策について総合的に定める長期計画の根幹をなすものです。
基本構想の目標年次は、区民が実現可能性・実効性を実感できる構想とするため、練馬の未来を見通

しつつ、概ね10年後の平成30年代初頭とします。

地方分権改革（第二期地方分権改革）■地方分権改革とは、国に集中している権限や財源を地方自治体に移すことにより、国による全国一
律の行政運営から、地方自治体による地域の実情に応じた効率的な行政運営へ転換することを指します。国と地方および都道府県と市町村
の関係が「上下・主従」関係から「対等・協力」関係に改められた第一期地方分権改革（平成７年～平成13年）、地方の税財政に焦点を当て
た「三位一体の改革」（平成14年～平成17年）等の時期に続いて、国から地方へ、都道府県から市町村へ権限委譲を進めることなどをめざ
す第二期地方分権改革（平成18年～）が進められています。

都区のあり方の検討■東京都と特別区のあり方を根本的かつ発展的に検討するため、都区のあり方検討委員会が平成18年11月に設置され
ました。都区の事務配分や、特別区の区域、都区の税財政制度が検討課題です。

地方政府■一般的に政府というと国の「中央政府」を指しますが、これに対し、住民に身近なサービスを行う地方自治体を「地方政府」とい
います。内閣府に設置された地方分権推進委員会による「第１次勧告」（平成20年５月28日）では、「『国』と『地方自治体』と呼び慣れて
きたものを『中央政府』と『地方政府』と呼び変えるとすれば、広域自治体である都道府県は『広域地方政府』、基礎自治体である市町村は
『基礎地方政府』ということになる。」とされています。また、同勧告の中では、「地方自治体を『地方政府』と呼ぶにふさわしい存在にまで
高めていくためには、何よりもまず、住民に最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者の視点に立つ『地方政
府』に近づけていくことが求められる。」と述べられています。

夏の雲公園（光が丘）　
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第4章　分野別の基本政策第4章　分野別の基本政策

第5章　基本構想を実現するために第5章　基本構想を実現するために
第3章

未来の練馬を区民とともに
はぐくむ　　　　　　　　
－ねりま未来プロジェクト

第3章
未来の練馬を区民とともに
はぐくむ　　　　　　　　
－ねりま未来プロジェクト

第2章　区政経営の基本姿勢第2章　区政経営の基本姿勢

第1章　練馬区のめざす10年後の姿第1章　練馬区のめざす10年後の姿

3	基本構想の構成

基本構想は、第１章に区政の目標とする「めざす姿」を掲げ、それを実現するための区政運営の基本的
指針を第２章～第５章で明示します。

第１章　練馬区のめざす10 年後の姿
概ね10年後の平成30年代初頭を目標年次としてめざしていく、練馬区のあるべき姿を掲げます。

第２章　区政経営の基本姿勢
基本構想の目標を実現するための、区政全般にわたる原則的な考え方を明らかにします。

第３章　未来の練馬を区民とともにはぐくむ―ねりま未来プロジェクト
「練馬区のめざす10年後の姿」を着実に実現するために、区民の参画・協働のもと、従来の行政
分野を越えて横断的に取り組む「ねりま未来プロジェクト」を掲げます。

第４章　分野別の基本政策
区の総合的な政策体系を四つの分野に分け、その基本政策を示します。

第５章　基本構想を実現するために
「第２章　区政経営の基本姿勢」で示した考え方に基づいて、第３章・第４章に掲げる政策の実
現を担保する方策を示します。



練馬区のめざす10年後の姿

第
１
章
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	第１章	 練馬区のめざす10年後の姿

概ね10年後の平成30年代初頭を目標年次としてめざしていく、練馬区のあるべき姿を、下記のとおりと
します。

ともに築き  未来へつなぐ
人とみどりが輝く わがまち練馬

ともに築き　未来へつなぐ
○	地域コミュニティを基盤として、区民のつながりと支えあいを確かなものにするとともに、
区民と区との協働を進め、練馬区のあるべき姿をともに築き、次世代へ継承していきます。

人とみどりが輝く
○	一人ひとりを尊重し多様な価値観を認めあいながら、区民が個性を発揮して多彩な活動
を展開します。

○	練馬区の豊かなみどりを基軸として、自然と生命を大切にする良好な環境をつくります。

わがまち練馬
○	まちのさまざまな資源を活かして「練馬発」の魅
力を広く発信し、新たな活力を創造しながら持続
的に発展していく都市

○	区民が安心して暮らすことができ、誇りと愛着を
もって「ふるさと」と呼べるまち、練馬区を訪れ、
憩い、集う人にも愛されるまち

練馬こどもまつりでのツリークライミング　



区政経営の基本姿勢

第
２
章
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	第２章	 区政経営の基本姿勢

区政は、多様な価値観や文化を認めあいながら人権を尊重し、だれもが安心して暮らせる練馬区を、主
権者である区民と区がともに築き、練馬の自治を発展させることを基本とします。
そのうえで区は、区民相互、そして区民と区とをつなぐものとして地域コミュニティの営みを大切にしな

がら、区民との協働を進め、区政経営の担い手としての責務を果たしていきます。

1	区民主体、地域コミュニティ重視のまちづくり

区は、区民の暮らしの基盤となる地域コミュニティを重視します。区民は、地域に暮らす人とふれあい、
地域の活動に参加するなどして、互いに信頼感をもってつながることによって、支えあい、心豊かに暮らす
ことができます。こうした地域コミュニティをはぐくむのは、一人ひとりの区民です。区は、区民の自発性・
主体性を尊重しながら、地域コミュニティづくりを支援していきます。

2	区民と区との協働のまちづくり

区は、区民の区政への参加・参画を一層促します。区民やさまざまな団体、事業者と区が、それぞれの
持ち味を十分に発揮しながら、地域の多様な課題の解決に力を合わせて取り組み、より良い練馬のまち
をともに築いていけるよう、協働の仕組みづくりを進めます。

3	持続可能な区政経営の実現

区は、区民福祉の向上をめざし、さまざまな地域の資源を有効に活用しながら、区民の視点に立った質
の高い行政サービスを効果的・効率的に提供します。そして、その成果を検証して公表し、区民との情報
の共有を図ります。このような仕組みを構築することで、区政を取り巻く情勢の変動に柔軟かつ的確に対
応するとともに、財政基盤を強固にしなが
ら、持続可能な区政経営を実現します。

練馬まつり　



未来の練馬を区民とともにはぐくむ
━ねりま未来プロジェクト

第
３
章
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1	「豊かなみどりを守り、増やし、活かす｣視点

練馬の一番の特徴であるみどりを区民
と区が力を合わせて守り、増やし、これを
「強み」としてさまざまな場面で活かすこと
で、練馬らしいまちづくりを進めていきます。
そして、みどりを活用する多彩な取組を

通じて、環境資産※である土や水、空気、生
きものなどを含めた、自然と生命を大切に
する環境都市練馬区※を実現していきます。

第３章	 未来の練馬を区民とともにはぐくむ
	 	 ―ねりま未来プロジェクト

環境資産■土、水など自然生態系を構成するものを、人類にとって価値がある財産と考え環境資産と称しています。

環境都市練馬区■練馬区は、平成18年８月１日、環境都市練馬区宣言を行っています。これにより区民、事業者および区を挙げて、地域環境・
地球環境の保全に取り組む決意と基本方針を内外に明らかにし、一層の努力を傾け、より良い環境をつぎの世代に引き継ぐこととしています。

■	｢未来の練馬を区民とともにはぐくむ｣視点
練馬区のめざす姿の実現に向けて、区民の参画・協働のもと、政策分野を越えて横断的に

取り組む重要施策の方向性を示すものとして、三つの「未来の練馬を区民とともにはぐくむ」
視点を設定します。

　　　１　豊かなみどりを守り、増やし、活かす
　　　２　まちの魅力を引き出し、活力を高める
　　　３　未来を拓く人の学びや活動を支援する

この三つの視点を横糸とし、第４章に示す分野別の基本政策を縦糸として、区の施策を総
合化し、練馬区らしい将来のまちの姿を織り上げていきます。

■	ねりま未来プロジェクト
「未来の練馬を区民とともにはぐくむ」視点を具体化する重点事業として、「ねりま未来プロ

ジェクト」を設定します。

ねりま未来プロジェクトの具体化に当たっては、従来の区民参加に加え、区民・地域の団体・
事業者等との新たな協働の枠組みにより、その知恵と力を活かしながら取り組んでいきます。

区民の皆さんによるバリアフリーの花壇づくり　
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１  みどりプロジェクト
練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例※（平成19年12月制定）は、みどりに関する練馬区の基本
的考え方を示した条例です。この条例に基づく「みどりの基本計画※」、概ね30年後に緑被率※を
30％に向上させることをめざす｢みどり30推進計画※｣が、本基本構想に先行して策定されています。
これらの計画を区民とともに充実・発展させながら実現するための取組として「みどりプロジェクト」
を位置付け、区民や事業者とともに参画・協働の仕組みづくりを積極的に進めます。

⑴	みどりを愛し守る心をはぐくむ
屋敷林や憩いの森※などの郷土のみどりや、公園や街路樹といった新たに創出したみどりなど、身
近な生活の中で四季折々の多様なみどりとふれあい楽しむことで、練馬のみどりを愛し、生命を守り
環境に配慮する心をはぐくみます。みどりを介して区民が集う機会を設け、みどりを守り、増やす行動
の環を広げていきます。

⑵	みどりにかかわる情報を共有する
区内のみどりの実態、みどりを維持するための課題など、みどりにかかわる情報を区民と区が共有
し、ともに知恵を出し合いながらみどりを守り、増やすためのより良い方法を考え、実現していきます。

⑶	区民の力でみどりを守り育てる仕組みをつくる
区民の力、地域コミュニティの力でみどりを守り育てる仕組みづくりや、みどりにかかわる区民の活
動の支援を、練馬みどりの機構※等との協働により進めます。また、これらの仕組みや活動の情報を広
く区民へ発信し、区民が自発的に楽しくみどりを守り育てる活動に参加できるようにします。

⑷	みどりを多角的に活かす
区内の多様なみどりを、環境保全をはじめ、教育、防災、観光、レクリエーション、良好な景観の形
成など、多角的に活かしていけるよう、関係分野との連携を図ります。

練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例■練馬区では、昭和52年に「みどりを保護し回復する条例」を制定し、都市化の波から樹木や樹林を
守る取組により多くの成果を残してきました。しかし、約30年が経過し、みどりを取り巻く状況や環境に対する意識も変化したため、「みどり
を保護し回復する条例」を基に、平成19年12月、新たに「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」を制定しました。失ったみどりの回復にとど
まらず、区民みんなでみどりを愛し、新たなみどりをはぐくむという考えも取り入れています。

みどりの基本計画■練馬区のみどりにかかわる総合的な計画です。都市緑地法に基づき平成10年に策定した「みどりの基本計画」を、「練
馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」の制定に基づいて見直しを行い、平成21年１月に改定しました。平成50年を目標年次とし、区民一人当
たりの公園面積を６㎡とすること、緑被率（次項参照）を30％とすることをめざしています。

緑被率■樹木や草などのみどりに覆われた部分および農地が、その地域全体の面積に占める割合をいいます。

みどり30推進計画■今の子どもたちが大人になって活躍する概ね30年後に緑被率が30％となることをめざす「みどり30基本方針」をもと
に、平成18年12月に策定した計画です。平成19年度から平成28年度までの10年間の基本的な方針と、前半５か年の具体的な事業量を定め
ており、みどりの基本計画の事業計画に当たるものです。30年間で437ha（光が丘公園約７個分）のみどりを、当初５年間では58ha（光が
丘公園約１個分）のみどりを増やすことを目標としています。

憩いの森■区内に残る雑木林や屋敷林などの貴重な樹林地を保全するとともに活用していくため、土地所有者の協力を得て、無償で区が借
用し、区が整備・管理して区民に開放している制度で、全国に先がけて練馬区で取組を開始したものです。1,000㎡以上の樹林地が対象で
す（300㎡以上1,000㎡未満の場合は同様の制度で街かどの森として開設）。平成21年４月現在で区内に42か所あります。

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、活用や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めざし、平成18年３月、区民による任意団体として設
立され、平成21年４月には一般財団法人となりました。緑化協力員の経験者やみどりの専門家、憩いの森等の所有者が中心となって活動し
ており、平成21年4月現在約200名の会員がいます。将来は都市緑地法に基づく緑地管理機構になることをめざしています。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
ことをめざしています。



1�

2	「まちの魅力を引き出し、活力を高める」視点

区民や事業者が培ってきた産業、技術、文化、芸術の資産や、便利で快適な交通・都市環境などの多
彩な資源を活用して、区民・事業者・区の協働により、まちの新たな活力を創出します。住み、育ち、働き、
学び、訪れ、憩い、集う場所として魅力のあるまちづくりを進めます。
特に、農業やアニメなど練馬区の特色ある産業や、区内の文化・芸術資産のもつ力を再発見し、輝かせ、

発信することにより、地域社会全体を元気にしていきます。

２－１  農プロジェクト　
長い歴史と風土がはぐくんできた練馬の農業は、練馬区のイメージを特徴付ける産業です。また
農地は、農産物を供給するだけでなく、区民の暮らしを豊かにする多面的機能をもっています。都市
における農の重要性を練馬区から発信し、全国のリーダーとして都市型農業を振興していきます。

⑴	魅力的な都市型農業を振興する
大消費地に立地するメリットを活かし、食の安全や都市生活者のニーズにこたえる地産地消を、農
業者や農業団体との協働により推進します。農業者とふれあいながら農の実りを体感できる農業体
験農園※や観光農園、農業イベントなど、全国のモデルとなるような都市型農業の魅力的な取組を展
開します。

⑵	都市農地保全に向けた制度の見直しを働きかける
区民にとって貴重な農地の保全に向けて、都市農地の特性を踏まえた法制・税制の見直しを、他自
治体と連携して国等へ強く働きかけます。

⑶	農のあるまちづくりを推進する
都市の農業・農地がもつ多面的機能
が一層発揮され、農業・農地と都市が
共存する「農のあるまちづくり」を進め
ます。　　　　　　

農業体験農園■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、耕作の主導権をもって経営・管理している農園です。平成８
年に練馬区で誕生し、全国に広まっています。利用者は、入園料等を支払い、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
を体験します。自由に好きなものが作れるわけではありませんが、店頭に並ぶものに負けない野菜を年間20種類以上収穫することができま
す。平成21年４月現在、14園が開設されています。

ブルーベリー観光農園　
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２－２  アニメプロジェクト
日本アニメ発祥の地としての半世紀を超す長い歴史と、わが国最大の集積をもつ練馬区のアニメ
産業を育成・強化し、区全体の産業振興や雇用創出へつなげるとともに、練馬区発の文化として広く
世界に発信します。

⑴	国際競争力をもつ産業へ育成する
練馬区のアニメ産業集積を活かして、世界をリードする国際競争力をもつ産業へと育成します。企
業の集積に向けた製作環境の充実や、アニメ技術の継承と向上を図る人材育成、知的財産としての
活用などを進め、その牽引力により、雇用の創出をはじめ地域経済全体の活性化を図ります。

⑵	アニメ文化を通して練馬の魅力を高める
アニメ文化を区の内外に発信することで練馬の魅力をさらに高めていきます。アニメを区のさまざま
な施策展開に活用し、アニメを核として区民の地域への誇りを醸成します。

練馬アニメカーニバル 2009 のアニメ制作体験教室　

松本零士さん原作のアニメのキャラクターをラッピングした区の電気自動車　
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3	「未来を拓く人の学びや活動を支援する」視点

青少年が、さまざまな人や地域社会とのかかわりの中で、人としてのより良い生き方を考えながら、希望
と勇気をもって自らの未来を切り拓いていけるよう支援します。
また、だれもが自身の個性を発揮し、いきいきと人生を送ることができるよう、子どもから高齢者まで

生涯にわたって学び、活動できる環境を整えます。学びや活動の成果を地域に還元しながら、生きがいを
もって自己実現できる仕組みづくりを進めます。

３　人づくりプロジェクト
青少年の社会参加や就業を支援するとともに、区内産業や地域活動を担う人材を育成し、将来に
わたって地域社会の発展を担っていく人づくりを進めます。

⑴	青少年の自立を支援する
青少年が、学ぶこと、社会に参加すること、働くことの意義や楽しさを、地域社会での多様な経験を
通して実感し、社会で活躍するために必要な能力や資質を養うことができる機会を増やしていきます。
このため、地域の中に居場所や活動の場を設けるとともに、自立に向けた相談・支援を充実していき
ます。

⑵	福祉サービスや地域産業を担う人材を育成する
少子高齢化の進展の中で今後ますます必要性が高まる福祉サービスや、区民生活を支える地域の
産業を担う人材の育成を支援します。

⑶	地域を担う人材の育成や地域活動の支援を進める
防災、健康、福祉、子育て支援、環境など、地域の重要な課題の解決に取り組む人づくりを、区民や
団体との協働により進めます。また、就労している人、子育て中の人、退職後の人など、さまざまな区民
が自らの関心に基づいて積極的に学び、その成果を活かして地域で活躍できるよう、総合的な情報提
供や活動支援の仕組みを整えていきます。

防災リーダー育成講習会　
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第４章	 分野別の基本政策　

1	次代を担う子どもの健やかな成長を支える

	 子ども分野
子育て家庭への支援や保育サービスの充実、青少年の健全育成に向けた取組など、
地域全体で子どもを見守り育てる仕組みづくりを進めます。また、開かれた学校づくりに
より、地域のさまざまな資源を活かした学校教育の充実を図るとともに、学校を地域の
核として位置付け、地域とのかかわりの中で「生きる力※」を育てる機会を充実します。

1－1　子どもと子育て家庭を地域で支える
○	地域の支援や子育て家庭同士の交流
を通して、子育ての不安や悩みを解消
し、安心して子どもを産み、楽しく育て
られる環境を整えます。

○	子育て家庭のさまざまなニーズにこた
える多様な保育サービスを展開し、仕事
と生活の調和を図れるよう支援します。

○	青少年の健やかな成長を、見守りなが
ら支える地域社会づくりを進めます。

○	学校と地域が連携して家庭の教育力
の向上を支援します。

○	特に支援が必要な子どもや子育て家
庭のニーズに応じて、適切な支援や相
談を行う体制を充実します。

1－2　子どもが楽しく学ぶことができ、地域に開かれた学校教育を進める
○	学校と家庭、地域が連携しながら、地域の核としての学校づくりを進めるとともに、子どもと地域の
ために学校施設の有効活用を図ります。

○	地域の特色を活かして、体験しながら学ぶ機会を積極的に設けます。
○	教育活動全般を通じて、教員が子どもと向きあい、ふれあう中で、確かな学力や豊かな人間性、健康
と体力など「生きる力」を身に付けさせることができるよう努めるとともに、教育環境を整備し、教育
内容の充実を図ります。

生きる力■知・徳・体のバランスのとれた力であり、「基礎的な知識･技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、
さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力」、「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間
性」、「たくましく生きるための健康や体力」などをいいます。　　　　　　　

光が丘地区子育ての輪　
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2	高齢者や障害者などだれもが安心して暮らせる社会を実現する

	 健康と福祉分野
区民自らの健康づくりを促進・支援するとともに、区と医療機関との連携を推進し、
保健・医療環境を整備します。また、高齢者や障害者をはじめ支援を必要とする人が、そ
の状況に応じて適切な支援を受けながら社会参加ができるよう、地域のさまざまな資源
や人の連携によって地域福祉を推進するとともに、福祉サービスの充実を図ります。

2－1　健やかな暮らしを支える保健・医療の環境を整える
○	区民が自ら健康づくりに取り組めるよう、保健・福祉・医療に関するサービスが適切に提供される仕
組みづくりと環境整備を進めるとともに、健康危機への対応態勢を強化します。

○	区内の病床の確保※を図るとともに、区と医療機関、また医療機関相互の連携を図り、区内の医療
資源が有効に機能するようにします。

2－2　高齢者や障害者などだれもが自分らしく生活できるよう支援する
○	だれもが必要なサービスや支援が受けられるよう、気軽に相談でき、必要とする人に情報が迅速に
届く仕組みづくりを進めます。また、さまざまな地域の資源や人のつながりをつくり、その人らしい生
活を地域で支えていきます。

○	生活に困窮したときに、関係機関の連携のもと、個々の状況に対応し、自立に向けたきめ細やかな
支援を進めます。

○	高齢者の生活を支えるサービスを充
実するとともに、高齢者自身が地域社
会の担い手として活躍できるよう多様
な社会参加の促進を図ります。

○	障害者のさまざまなニーズに対応でき
るよう、相談支援やサービスの提供体
制の充実を図り、就労や社会参加をし
ながら地域で自立※して生活できるよ
うにします。

病床の確保■練馬区内の病床数は人口に比較して極端に少ないということから、平成３年４月に日本大学医学部付属練馬光が丘病院を、平
成17年７月に順天堂大学医学部附属練馬病院を誘致してきました。しかし、平成20年6月現在も、練馬区の人口10万人当たりの一般病床
および療養病床は、23区平均の３分の１程度に過ぎず、23区の中で最も少ない状況にあります。このため、病床の確保は区の重要な課題に
なっていますが、これまでは、東京都保健医療計画において、練馬区が属する区西北部二次保健医療圏（練馬区、豊島区、板橋区、北区）は、
既存病床数が基準病床数を上回っていたため、病床を増やすことが困難でした。しかし、同計画が平成20年３月に改定され、区西北部二次
保健医療圏の一般病床および療養病床が不足することとなり、増床が可能となりました。これを受け、区では、病床を確保するための検討を
行っています。　

自立■「改定練馬区障害者計画」（平成19年3月）では、「単に、『就労による自立』、『日常生活の自立』、『社会生活の自立』という形態
的なことだけではなく、『障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社
会を成熟させる力となること』を意味します。」としています。

敬老館での体操教室　
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3	にぎわいとやすらぎのあるまちを創る

	 区民生活と産業分野
区民の多様な活動を活性化し、地域の人々のふれあいを通したつながりをつくります。
また、地域の特性を活かした産業の振興により、まちのにぎわいを創出します。さらに、
区民と区が力を合わせて、安心して生活できる地域づくりを進めます。

3－1　多様な地域活動を活性化し、やすらぎのある地域社会をつくる
○	地域で暮らす多様な区民が町会・自治会やボランティア、ＮＰＯ※などの活動へ積極的に参加し、区
民やさまざまな団体が連携して人と人とのつながりのある地域コミュニティをつくることができるよ
う、支援します。

○	だれもが生涯にわたって、学びたいとき、活動したいときに、さまざまな学びや文化・スポーツ活動に
参加し、自らを高めながら人や地域とのつながりを深められるように、図書館やスポーツ施設等の機
能を充実するなど、生涯学習環境を拡充していきます。また、練馬区の文化を継承し発展させ、新た
な文化の創造を図ります。

○	さまざまな立場の区民が差別なく尊重され、また、男女が社会の対等な構成員として、成果と責任を
分かちあえる社会づくりを進めます。　

3－2　経済活動を活発にし、にぎわいを創出する
○	区内産業の振興により、雇用の機会を創出するなど地域
経済を活性化し、地域の活力を高めます。中小企業の支
援を通じ、元気な区内企業を育成し、特色ある地域産業
のさらなる発展をめざします。

○	魅力的な商店街づくりを支援するとともに、地域の資源
を活かしたまち歩き観光を推進します。

○	都市型農業を振興し、区民にとって多面的機能をもつ都
市農地の保全を進めます。

○	消費生活に関する相談や情報提供などの充実を図ります。

3－3　安全で安心な区民生活を支える態勢を整える
○	自助・共助・公助※の認識の下で、区民、地域の団体等と
区が連携を図りつつ、危機を未然に防止し、災害・犯罪
等の被害を最小限に抑える態勢をつくります。

ＮＰＯ■Non-Profit	Organizationの略称で、「非営利組織」、「民間非営利団体」などと訳され、福祉やまちづくり、環境保全など、社会のさ
まざまな課題に主体的に取り組んでいる民間の組織や団体を指します。「非営利」とは、無償で事業活動を行うことではなく、利益を構成員
間で分配しないことを意味しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自助・共助・公助■災害や危機に対して、自分の責任で行うべきことは自分自身が行い（自助）、自分だけでは解決が困難なことは地域で力
を合わせて助けあい（共助）、個人や地域あるいは民間の力では解決できないことについては行政等が行う（公助）という考え方です。例え
ば、地震の被害を最小限に抑えるために、自分の命は自分が守る（自助）・自分たちのまちは自分たちで守る（共助）・行政や防災機関の防
災活動（公助）のそれぞれが、災害対応力を高め、連携することをいいます。

商店街の朝市　
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4	環境と共生する快適なまちを形成する

	 環境とまちづくり分野
区民・事業者と区が連携して、身近な暮らしや事業活動を環境への負荷の少ない持
続可能なスタイルに転換していくとともに、みどりや水など練馬区の自然環境を活かした
まちづくりを進めます。また、道路、交通機関、公共施設などの都市基盤を、災害に強く、
便利で快適に生活できるよう整備します。

4－1　区民・事業者と区が連携して環境への負荷を低減する
○	区民・事業者・区がそれぞれ、省エネルギー化や再生可能エネルギー※の利用拡大など、足元からの
地球温暖化対策に取り組み、低炭素社会※をめざします。

○	大量生産、大量流通、大量消費、大量廃棄の社会構造を変革するため、「廃棄物の発生抑制」「再
使用」「リサイクル」※の取組を一層進め、循環型社会システムを実現します。

○	区民や地域の団体などとの協働により、地域環境の保全や、まちの美化を進め、良好な地域環境に
支えられた清潔で美しいまちをつくります。

○	樹林地や農地といった練馬らしいみどりを保全し活用するとともに、公園等の整備や公共施設の緑
化を進めます。それらのみどりを河川などの水辺環境とつなげることで、みどりと水のネットワークを
つくります。

再生可能エネルギー■将来枯渇の恐れがある石油、石炭等の化石燃料や、原子力に対し、太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス燃料など、
自然環境の中で繰り返し起こる現象から得られる、再生使用することが可能なエネルギーを指します。

低炭素社会■化石エネルギー消費等に伴う温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、世界全体の排出量を自然界の吸収量と同等レベルにす
るとともに、生活の豊かさが実感できる社会を指します。

「廃棄物の発生抑制」「再使用」「リサイクル」■廃棄物の発生抑制（Reduce：リデュース）、再使用（Reuse：リユース）、リサイクル＝再資
源化（Recycle）の英語の頭文字がそれぞれＲであることから、３Ｒと称され、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキー
ワードとして用いられます。　　

小学校の環境学習　
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4－2　区民・事業者・区が一体となって、災害に強く快適に生活できるまちづくりを進める
○	良好な市街地の形成・保全を図りながら、道路や公園など都市基盤の整備を進めるとともに、建築
物の耐震化や不燃化など防災性の維持・向上を図ります。また、浸水被害をなくすための総合治水
対策※を積極的に進めます。

○	利用しやすく環境負荷の小さい公共交通や道路ネットワークの充実、安全な道路環境の整備を進め、
だれもが快適に移動できる交通環境を実現します。

○	鉄道駅周辺地区の利便性とまちの魅力を高めるまちづくりを進めます。
○	良好な景観※を形成しながら、地域特性に合った練馬らしいまちづくりを進めていくため、景観形成
の仕組みづくりや制度の充実を図ります。

○	多様な人々が円滑にまちを移動し、施設を利用できるよう、ユニバーサルデザイン※の考え方に立っ
てまちづくりを進めます。

総合治水対策■雨水の処理を「河川対策」だけに頼らず、一時的に雨水を貯めたり、地下に浸み込ませたりすることで、流域全体で雨水の
流出を抑える「流域対策」も含めた対策です。

景観■良好な景観は、暮らしにうるおいとやすらぎを与えるものです。平成16年には景観に対する総合的な法律「景観法」が制定され、法を
根拠として、地域特性に応じた独自の景観施策を各自治体が展開できるようになりました。区では、法に基づく「景観行政団体」となるため、
練馬区独自の景観計画と景観条例の策定をめざしています。　　　

ユニバーサルデザイン■年齢、性別、言語、個人の能力等にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人々が利用しやすいよう都市や生活環
境をデザインする考え方です。

高架化工事が進む西武池袋線（石神井公園駅付近）　



基本構想を実現するために
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1	長期計画の策定と進捗状況の区民への公表

○	基本構想を実現する施策・事業を体系的に示すものとして長期計画を策定します。長期計画では、
ねりま未来プロジェクトの具体化をはじめ、具体的施策・事業について目標を明示します。

○	行政評価制度※を活かして、「施策・事業の立案→実施→成果の評価→改善」という一連のサイクル
により長期計画の目標実現に向けた区政経営を行うとともに、区民に進捗状況を公表します。

2	区民参加・参画と協働を進める仕組みづくり

○	練馬区としての自治の基本方針を定める（仮称）自治基本条例※の制定をめざし、施策の立案から
実施・評価に至るまで、区民の参加・参画を進める仕組みを整えます。

○	区民の参加・参画への意欲を高められるよう、区政に関する情報を区民に分かりやすく提供するなど、
区政の透明性を向上させます。また、自治についての学習の場を継続的に設けます。

○	基本構想で示す区政運営の基本的指針を、区民と区が共有できるよう仕組みとして整え、具体的な
協働の取組につなげていきます。

3	地域コミュニティの活性化

○	地域コミュニティを活性化する方策を、区民参加により検討する場を設け、実施していきます。

4	基本構想を実現するための実施体制の整備

○	区民に最も身近な地方政府として、自律的な区政経営を行うとともに、区政経営を支える財政基盤
を強固にしていきます。

○	区民の視点に立った効率的で質の高い行政をめざし、行政改革を不断に進めます。
○	区・地域の団体・ＮＰＯ・事業者など、多様な担い手により、区民が必要とする公共サービスが、より
利用しやすく効果的・効率的に提供されるよう、適切な区政経営を行います。

○	柔軟で迅速な区政経営が可能となるよう組織の連携を強化するとともに、施策を効果的に展開で
きる組織体制を構築します。

○	区民の信頼を得ながら、現場感覚を活かして創意工夫を重ね、政策を立案し実行していくことがで
きる職員を育成します。

行政評価制度■区が実施する各種行政サービスについて「成果」「効率性」「必要性」の視点で評価し、数値による指標により達成状況を
把握しています。その結果に基づき改革改善をすることで行政サービスの向上をめざします。また、評価結果を区民に公表することで、説明責
任を果たす役割ももっています。区で行う内部評価と区民等による外部評価を実施しています。

自治基本条例■自治体が、自治運営の仕組みと、その基本的な原理やルールを定めるものです。練馬区では、平成17年６月に「（仮称）自治
基本条例を考える区民懇談会」を設置し、平成18年７月に区民懇談会から提言を受けました。平成19年10月に策定した行政改革推進プラン
（平成19年度～平成22年度）において、（仮称）自治基本条例の制定を取組項目としています。

第５章	 基本構想を実現するために



参考資料

区の花ツツジ　

区の木コブシ　

区の紋章
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新たな基本構想策定の経過

平成19年

7月
●練馬区独立60周年記念｢未来の練馬区｣作文・絵画コンクール（小中学生

対象）
●区の将来像等に関する区民意識意向調査・区政モニターアンケート

8月
●練馬子ども議会「私たちが望む10年後の練馬区の姿」
●練馬区の将来像を考える区民懇談会　発足（～平成20年3月　8回開催 

全体会３回、分科会６回。第1回は全体会・分科会を同日に開催）

12月 ●練馬区の将来像を考える区民懇談会　中間報告

平成20年

3月 ●練馬区の将来像を考える区民懇談会　報告提出、報告発表会（区内2会場）

4月
●基本構想審議会　発足（諮問）（～平成21年5月　審議会15回、学習会3回、

懇談会3回開催）

8月 ●練馬子ども議会「私たちが望む10年後の練馬区の姿」

11月 ●基本構想審議会　中間のまとめ

12月 ●区民と基本構想審議会委員との意見交換会（区内5会場）

平成21年

5月 ●基本構想審議会　答申

7月 ●新基本構想素案取りまとめ

8月
●区民意見反映制度（パブリックコメント）（8月1日～9月7日）
●基本構想素案等についての区民意識意向調査・区政モニターアンケート

（8～9月）
●区民と区長のつどい（9月1日・3日・5日・7日）
●区政モニター懇談会（9月12日）
●各種団体への説明会（8月～10月　町会連合会支部会、ＮＰＯ交流会、産

業関係団体説明会、教育委員会関係団体説明会、障害者関係団体説明会、
老人クラブ連合会理事会）

9月

10月

11月 ●新基本構想案を平成21年第四回区議会定例会に提案

12月 ●練馬区基本構想　議決、策定
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練馬区の将来像を考える区民懇談会　委員名簿

区民生活分野分科会
氏　名 所　属　等

阿部　財智 ㈳練馬西法人会
荒井　敏男 練馬区商店街連合会
市川　惠子 公募委員

○ 内田欽三郎 練馬防犯協会
奥村　隆史 公募委員
尾崎　九一 公募委員
川井　淳子 練馬区文化団体協議会
川端　法子 消費生活センター運営連絡会
木原　　勇 公募委員
坂口　節子 公募委員
清水　幸子 人権擁護委員
戸田　一誠 ㈳練馬産業連合会
西塚　正美 公募委員
平野　一枝 練馬区町会連合会
堀山みどり 公募委員
本山　裕一 公募委員
山口不二夫 公募委員
若井　治子 練馬区男女共同参画推進懇談会
渡邉　和嘉 東京あおば農業協同組合
渡邊　綱吉 練馬消防団

健康福祉分野分科会
氏　名 所　属　等

秋元　和子 練馬区民生・児童委員協議会（主任児童委員）
井戸　公近 練馬区食品衛生協会
伊部美佐子 練馬区母子寡婦福祉連合会
岩月裕美子 公募委員
岩村　美妙 公募委員
大垣喜久江 練馬区社会福祉協議会
片岡　豊子 公募委員
金子　禎子 公募委員
河本　道雄 練馬区民生・児童委員協議会
木村　昭彦 練馬区歯科医師会
黒田　雛子 公募委員
小林　幸江 公募委員
齋藤　　洋 練馬手をつなぐ親の会
酒井　政子 公募委員
戸田　了達 練馬区私立保育園協会
中島加代子 公募委員
林　　真未 公募委員

○ 増田　時枝 練馬区老人クラブ連合会
三浦　亜紀 公募委員
宮下　智行 公募委員
本橋　　隆 練馬区医師会
本橋　　恵 公募委員
森下　叔彦 公募委員

教育分野分科会
氏　名 所　属　等

石井　和政 公募委員
伊藤　　勝 公募委員
岩田　幸彦 公募委員
内田　克美 東京青年会議所第3地区特別委員会
宇野　俊明 公募委員
奥野　雅司 文化財保護推進員
小野　　明 練馬区立中学校ＰＴＡ連合協議会
加藤　　裕 練馬区私立幼稚園協会
熊木　和枝 公募委員
鈴木　洋子 公募委員
諏訪本雄次 公募委員
田中　　裕 上石神井小学校学校応援団
萩原美奈子 公募委員
前田　明美 練馬区小学校ＰＴＡ連合協議会

○ 三澤ちづ子 練馬区青少年育成光が丘地区委員会
南　　利夫 公募委員
森田　　明 ㈳練馬区体育協会
渡邊　　健 公募委員

環境まちづくり分野分科会
氏　名 所　属　等

浅野　祐介 公募委員
石田　節子 緑化委員会
市川　哲也 練馬区リサイクル事業協同組合

◎ 上野　定雄 練馬区環境清掃推進連絡会
加藤　勝義 東京都建築士事務所協会練馬支部

○ 加藤　眞一 環境美化推進委員連絡会
加藤　龍一 公募委員
要　久美子 公募委員
木村　　武 練馬区環境衛生協会
高津　智美 公募委員
小林　俊彦 公募委員
関口　陽一 都市計画審議会
田中麻起子 公募委員
沼田　美穂 公募委員
平田　英二 公募委員
深野　一民 公募委員
福澤　節三 公募委員
蒔田　　實 公募委員
松島　修三 公募委員
森田　康裕 公募委員
柳　　洋子 公募委員
渡邊　義雄 公募委員

◎ 会長　○ 副会長

（委員名は50音順。所属等は平成19年度当時）
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練馬区基本構想審議会　委員名簿

職 氏　名 所　　属

会　長 大杉　　覚 首都大学東京教授（大学院 社会科学研究科）

副会長 大屋　幸恵 武蔵大学社会学部教授

委　員 秋元　和子
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 健康福祉分野分科会

各界選任委員（主任児童委員）

委　員 秋山　哲男
首都大学東京教授

（都市環境科学研究科 地理環境科学専攻 観光科学専修）

委　員 浅野　祐介
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 環境まちづくり分野分科会

公募委員

委　員 伊藤　　勝
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 教育分野分科会

公募委員

委　員 岩崎久美子 国立教育政策研究所　生涯学習政策研究部　総括研究官

委　員 上野　定雄
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 環境まちづくり分野分科会

各界選任委員（練馬区環境清掃推進連絡会）

委　員 高橋　徳行 武蔵大学経済学部教授

委　員 沼田　美穂
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 環境まちづくり分野分科会

公募委員

委　員 林　　真未
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 健康福祉分野分科会

公募委員

委　員 三澤ちづ子
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 教育分野分科会

各界選任委員（練馬区青少年育成光が丘地区委員会）

委　員 村松　　昭 練馬区都市整備公社理事長

委　員 本山　裕一
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 区民生活分野分科会

公募委員

委　員 山口不二夫
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 区民生活分野分科会

公募委員

委　員 若井　治子
元 練馬区の将来像を考える区民懇談会 区民生活分野分科会

各界選任委員（練馬区男女共同参画推進懇談会（平成19年度））

（委員名は50音順。所属は平成21年5月当時）
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練馬区基本構想審議会条例
平成20年3月17日

条例第2号
（設置）

第１条	 練馬区の基本構想を策定するため、区長の附属機関として、練馬区基本構想審議会（以
下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条	 審議会は、区長の諮問に応じ、練馬区の基本構想の策定について必要な事項を審議し、
答申する。

（組織）

第３条	 審議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。
　⑴　区民　10人以内
　⑵　学識経験者　６人以内

（任期）

第４条	 委員の任期は、審議会が第２条の規定により答申をした日までとする。
（会長および副会長）

第５条	 審議会に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
２	 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３	 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理
する。

（会議）

第６条	 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２	 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３	 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

（意見聴取等）

第７条	 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係人に出席を求め、必要な資料を
提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。

（庶務）

第８条	 審議会の庶務は、企画部において処理する。

付　則
（施行期日）

１	 この条例は、平成20年４月１日から施行する。
（失効）

２　この条例は、第２条の規定による答申のあった日限り、その効力を失う。
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作文・絵画コンクールは、平成19年度に迎えた練馬区独立60周年を
記念し、区内の小学生・中学生に作文や絵画を通して練馬区の将来につ
いて考え、これからの練馬を担う意欲を養ってもらおうと、「未来の練
馬区」をテーマに実施したものです。

コンクールには、作文3,177作品、絵画4,757作品の応募がありました。
基本構想の検討にあたっては、応募作品に表現された子どもたちの未
来の練馬区に対する思いを参考にしました。

このパンフレットでは、作文と絵画の最優秀賞受賞作品を紹介します。
※ 受賞者の学校名・学年は平成19年度当時のものです。

小学１・２年生の部　最優秀賞

「花とみどりのみらいのねりまく」
早宮小学校２年　柴田 理紗

わたしが今のねりまくですきなところは、木や花ややさ

いがたくさんそだっているところです。はたけにじゃがい

もほりに行ったり、近くのおうちにたくさんの花や木やや

さいがあって、とても気もちがいいです。

春になると、光がおか公園や、しゃくじい川にさくらが

さいてとてもきれいです。

花や木があるとふんいきが明るくてきれいなかんじにな

ります。はたけのやさいを見ると、「これはなんのやさい

かな。」とわくわくしたり、「どんなふうにせい長するのか

な。」と思います。

だからねりまくにしょうらい、今よりもっとしょくぶつ

ややさいがそだってほしいです。とくにわたしのすきな花

と木は、ヒヤシンスとチューリップ、もみじの木とくぬぎ

です。今ねりまくにある花や木をへらさないようにするた

めにだいじにそだてなければいけません。

ねりまくが花や木でいっぱいになったら、わたしはしょ

うらい花やさんになってたくさんのしょくぶつをうりたい

です。わたしのすきな花をたくさんうりたいです。

ドライフラワーや、本ものの花でリースをつくってか

ざったりもしたいです。リースだと本もののお花より長く

かざれるし、おへやがきれいになるからです。

わたしがリースづくり名人になってリース教しつをひら

きたいです。たくさんの人につくりかたを教えて、リース

をたくさんかざってほしいです。花や木や、花をつかった

リースでいっぱいのねりまくになってほしいです。そして

ねりまの人が明るい楽しい気もちに、なればいいと思いま

した。

「ぼく、ねりまくに生まれてよかったな」
練馬東小学校２年　有野 直紀

ぼくは、ねりまくに生まれてよかったなあと、思います。

それは、ねりまくにはとうきょうにはめずらしいものがた

くさんあるからです。

たとえば、む人やさいはんばいしょ。ぼくのおかあさん

は、のうかの人が朝、はたけからとってきたきゅうりや玉

ねぎを一ふくろ百円でかってきます。とりたてのやさいは

やわらかくておいしいです。

それからたとえば、やたいのおでんやさん。おでんやの

おじいさんは、五十年まえから毎日おでんをうって歩いて

いるそうです。おじいさんは、「おまけだよ。」、「おいしいよ。」

と言って、あじのしみたたまごやがんもを入れてくれます。

そしてたとえば、ふじ山。ふゆの晴れた日に、えきまえ

のこうさ点でふじ山が見えます。青空にうかぶ白い山や、

夕やけの空にしずんでいくむらさき色の山は、とてもきれ

いです。ふじ山が見えた日は、なんだかとくをした気ぶん

になります。

みらいのねりまくにも、うつくしいけ色や、りっぱなは

たけがたくさんあるといいと思います。そして、おでんや

さんのようなやさしい人がすんでいてほしいです。そのた

めにぼくは、みんなでくるまをへらして、みどりをいっぱ

いにしたほうがいいと思います。のうかの人のお手つだい

もみんなでしたいです。そしていつか、ねりまくに大すき

なかぶと虫がやせいでくらせる森をつくりたいです。

ぼくは、ねりまくがとうきょうで一ばんすてきな町にな

るといいなあと思います。

練馬区独立60周年記念

未来の練馬区
作文・絵画コンクール

作	文		最優秀賞受賞作品
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小学３・４年生の部　最優秀賞

「わたしの大好きな練馬区」
光塩女子学院初等科４年　廣瀨千代子

わたしは、練馬区に住んで、十年たちました。

これからも、練馬区に残してほしい事を、三つ書きます。

一つ目は、自然が多い事です。わたしは幼い頃から、光

が丘公園で、野鳥を観察しています。時々、めずらしい野

鳥を見つけると、

「この鳥は、どこの何ていう名前の鳥なんだろう？。」

と、思います。今、東京に、こんなにたくさんの鳥がいる

ということに、とてもびっくりしました。また、鳥だけでは、

ありません。植物もあります。例えばキャベツ畑です。毎

年、モンシロチョウが卵を産みに、やってきます。こんな、

風景は、ずっと残しておきたいです。

二つ目は、にぎやかなことです。わたしの家の近くでは、

毎年、『阿波踊り大会』があります。『阿波踊り大会』は、踊っ

ている人はもちろん、見ている人まで楽しめます。この様

な行事は、みんなが楽しめるので、いつまでも残しておき

たいです。

三つ目は、昔の文化をとても大切にしていることです。

石神井公園で行われる、『照姫まつり』を見ると、昔に、

タイムスリップができます。将来の人にも、この文化を知っ

てもらうために、残しておきたいです。

今、わたしが書いた三つの事を、わたしの子ども、そし

て、また、その子どもの世代まで引き継いでほしいです。

小学５・６年生の部　最優秀賞

「練馬の緑」
豊玉小学校６年　亀田 安紀

私は、最近の公園は緑が減ってきたと感じています。ゴ

ミが増え、公園が汚くなってきています。また、新しくで

きた公園はコンクリートやジャリの地面で、気持ちばかり

の遊具と日がまともにあたる所にベンチが置いてあるだけ

です。緑はというと、虫も育たないような細くて小さな木

が植えてあります。見晴らしがよいため、犯罪が起きにく

い公園となっています。今の時代、そういうことに気をつ

けて公園を作ることは大切だと思いますが、そのことにこ

だわりすぎて子供が楽しく遊べる公園が少なくなってきて

いる気がします。都会にはビルや家が多く、自然の多い場

所に行くには車に乗り、時間をかけて行かなければなりま

せん。

私は、緑がたくさんあって、花がいっぱい咲いているよ

うな美しい公園が近くにあってほしいです。お花があれば

チョウが集まり、大きな木があれば、野鳥やセミが集まっ

てきます。虫が増えたら、それをえさとする鳥達も増え、

自然が増えたら、そこにすずみにきたり木かげで読書をす

る人達が訪れます。大人の人が公園を利用することにな

れば、子供を犯罪の目から守れると思います。人は、自然

と接し、元気に遊ぶことで成長するのではないでしょうか。

私は、美しい自然を見ることで心が豊かになり、笑顔が増

えると思います。自然が人の心を豊かにし、成長させてい

く。人も自然を守っていく。人と自然は助け合って生きて

いると思います。自然は、私たち人間の命と言えるのでは

ないでしょうか。私は、そんなたくさんの命が集まる公園

が好きです。未来の練馬には、「虫いっぱいつかまえたよ」

と、子供たちが笑顔で言える公園があってほしいです。

「母とぼくが育った『練馬区』」
豊玉東小学校５年　谷本 　光

祖父母が住み、母も育った練馬区にぼくは小さいころ

引っこして来ました。他の区に比べて、緑も多く畑もあり

自然がたくさんある所だと思いました。

そして、ぼくには忘れられない思い出があります。それ

は、一年生になったばかりのころ自転車を乗る練習をして

いた時の事です。上手く乗れずに何回も転んでいた様子

を見ていた近所のおじいさんと、八百屋さんのおじさんが

かけつけて自転車の乗り方を教えてくれました。おじいさ

んはハンドルを持ち、八百屋のおじさんは後ろから押して

くれました。何度も何度も三人で汗をかきながら練習しま

した。そのおかげでぼくは自転車が乗れるようになったの

です。おじいさんはその様子を写真にとり、祖母の家に持っ

て来てくれました。その写真は、ぼくの大切な宝物です。

また、ぼくが歩いていると、

「車に気をつけて。」

「今日は暑いね。」

などと商店街の人や近所の人が声をかけてくれます。ぼく

は、みんなに見守られながら生活しているのだと感じます。

ぼくたちが大人になった時はこの練馬区はどうなってい

るのか心配です。少子化、環境問題とたくさんの問題をか

かえているからです。子供たちも大人たちと協力し、未来

の練馬区を考えていく必要があると思います。まずは、ぼ

く達にもできるゴミ問題やＣ０２削減に取り組んでいきた

いと思います。今は、小さな一歩かもしれませんが、やが

て大きな一歩になるために自分達のできることを考えて実

行に移したいと思います。また、地域との交流を深め、ぼ

くのような素敵な思い出を一人でも多くの子供が持てる

『練馬区』になるように頑張っていきたいです。
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中学生の部　最優秀賞

「拝啓  未来の練馬のあなたへ」
中村中学校３年　望月 飛鳥

今年私たちの練馬区は、六十周年を迎えました。練馬

区は緑の豊かな街です。四十年後、百周年を迎えた未来

でも、この暖かい風景は今とかわりませんか。

春。練馬区にはたくさんの桜の木が植えられています。

街のいたるところに桜がずらりと並んでいて、外に出かけ

るのがとても楽しみです。千川通りの桜のトンネルは、空

が見えないほどに花が咲き乱れていて、立ち止まって見と

れてしまうほど美しいです。私は、石神井川の水面に映っ

た桜を小鳥の鳴き声をききながら眺めるのがことさら好き

です。この桜色の平和な景色は、未来の練馬のあなたにも、

ぜひ見せてあげたいものの一つです。

夏。練馬区の農地面積は二十三区内で最大、東京都内

でも三位の広さを誇ります。都内にこれだけの農地があ

るということは、とても貴重で、希少だと思います。また、

練馬区は全国で何番目というぐらい、暑いです。しかしそ

の暑さも、練馬でとれた新鮮な野菜を食べれば乗り切る

ことができます。農家の方が育ててくださった野菜は体に、

そして心にも優しいと思います。練馬でとれた心に優しい

野菜は、未来のあなたたちの食卓にも届けられていますか。

秋。練馬区の秋といえば、光が丘公園のいちょう並木

が思い浮かびます。私はマラソン大会で光が丘公園を訪

れました。いちょう並木に沿って走る三キロは、私にはと

ても長く感じられました。公園はいつも人でにぎわってい

るので、少しはずかしかったけど、多くの人とすれちがい

ながらゴールに向かいました。「がんばって。」と声をかけ

てもらい、心が暖かくなりました。未来のあなたの周りに

も地域の方との暖かいつながりがありますか。

冬。私の住んでいる地域にはたくさんの地域行事があ

ります。中でも、私が毎年参加していた「ふるさと中村

音楽祭」はまだ続けられていますか。地域の方が主催し、

子どもからお年寄りまでが参加し、小中学校の体育館で

行う、あの手づくりの音楽祭はまだ続けられていますか。

立派なコンサートではないけれど、お客さんが集まってく

れたのが、出演する私にはとてもうれしかったです。寒い

時期に行われるので、手や足がとても冷たかったのです

が、参加された方々が体全体で表現している手づくりの

音楽に、笑ったり感動したりして、ちぢこまるひまなどあ

りませんでした。心と心でふれあえる、そんな機会が、未

来の練馬にも残っていますか。

練馬という地域はそこに住んでいる人たちが一つにな

るために、お互いを思い合い生活しています。それは、こ

れから何十年たっても、かわってほしくないことの一つで

もあります。私は、この派手ではないけれど、優しく穏や

かな時間の流れる練馬が大好きです。未来のあなたが住

みやすいように、私の大好きな練馬を語り継げるようにが

んばります。

待っていてください。敬具

小学１・２年生の部　最優秀賞

　「学園通りのさくらなみ木」 大泉学園緑小学校2年  岡野　真依 （５ページに掲載）

小学３・４年生の部　最優秀賞

　「未来の練馬区」 大泉第二小学校３年  加藤　里菜 （９ページに掲載）

小学５・６年生の部　最優秀賞

　「照姫まつり」	 石神井東小学校５年  都築　藍花	（15ページに掲載）

　「笑顔と緑の練馬区」	 上石神井小学校６年  土屋　真凛	（表紙に掲載）

中学生の部　最優秀賞

　「未来の自然・練馬区」	 石神井西中学校１年  渡邉　祥子 （21ページに掲載）

　「変わらない町並」	 大泉中学校１年  代野　麻琴	（７ページに掲載）

絵画		最優秀賞受賞作品



練馬子ども議会「未来の練馬区に向けての提案」

練馬子ども議会は、区政に関する子どもたちの意
見を聴き、区政に反映させる機会とするため、区の誕
生日にちなんで、毎年8月1日に実施しているものです。
平成19年度および20年度には、新たな基本構想
の参考とするため、「私たちが望む10年後の練馬区
の姿」をテーマに開催しました。
各年度の練馬子ども議会でまとめられた「未来の
練馬区に向けての提案」は、未来を担う子どもたちの
意見として、新たな基本構想の検討に活用しました。

	 平成19年度
○	練馬区内の商店街でお店とお客さんが会話をもつことができ、全天候に対応できて、専用のプリペイドカード
があり、やる気のある人がお店を始めやすいしくみがあること

○	農業をやっている人が今よりも増えていて、それとともに練馬大根の栽培が盛んになっていること
○	避難体制が万全であり、交通では多くの人が交通ルールを守っていて、パトロールの強化ができていること
○	10年後の練馬区の人々がバランスの良い食生活や適度な運動をし、心も体も健康に過ごせていること
○	お年寄りや障害者が楽しく安心して過ごせるために、地域の人たちと気軽に交流し合える身近な場所や機会
があること

○	全ての家庭で子育てしやすい環境になっていること
○	区内の全ての学校がスクールカウンセラーの人がいなくても大丈夫なくらい、いじめがなくなっていること
○	たくさんの悩みを解消させてくれたり、物事を前向きに考えさせてくれる、そんなすてきな本がたくさんある図
書館があること

○	ポイ捨てがなく、みどりがたくさん増えていること
○	みんなが安心して暮らせるように、自転車道路や生け垣を作り、道路を広くするために、電柱や駐輪場を地下
に埋めたりして、みどりが多い広 と々した街になっていること

	 平成�0年度
○	ねりコレ※や地域のお祭りなどを通して、多くの人が練馬に興味をもってくれて、練馬のよさを知ってもらうこと
○	安心してまちを歩いたり、子どもが自由にのびのびと公園で遊べるようになること。また、災害や犯罪に強いま
ちになっていること

○	子どもたちがもっと安心してくらせるようになっていること。学校ではもっと規則正しい生活を教え、公園や児
童館ではイベントなどがたくさんあること。そして、病気にかかっても「練馬区なら大丈夫！」と言えるようになる
こと

○	みんなが協力し、お年寄りや障害のある人も平等に暮らす、笑顔あふれる練馬区になっていること
○	学習ができ、自由に遊べ、公園のように自然と触れあえる施設をWPP（ワークプレイパーク）と名づけ、その
WPP（ワークプレイパーク）が見近な場所に設置されていること

○	10年後の子どもが、練馬の伝統文化を知っていて、練馬の伝統文化に興味をもっていること
○	森林が保護され、屋上緑化や植林により、緑被率が上がり、ホタルやメダカなどの生き物が住める環境がある
こと

○	自転車専用道路ができていたり、バリアフリーの道路や建物が多くなっていたりと、安全で快適なまちになって
いること

ねりコレ■「練馬区にちなんだ商品」の愛称で、「ねりまコレクション」・「ねりまといえばコレ」を略したものです。和菓子、洋菓子、食品、工
芸品など全77品（平成21年10月1日現在）が区の名物となるよう区内外にＰＲをしています。




