
今年は、衆議院の解散総選挙やアメリカの新大
統領就任をはじめ、国内外で大きな出来事があり
ましたが、天候が不順で、特に秋口からは、寒暖
の差が激しい上に、悪天候が続きました。
10月14日の第２回「みどりの風　練馬薪

たきぎ

能
のう

」は、
練馬文化センターに会場変更を余儀なくされ、区
民コンサートは中止せざるを得なくなりました。
翌日もあいにくの天候でしたが、第40回練馬まつ
りには、1万2000人を超える方々がご来場になり、
独立70周年記念パレードは、多くの皆様にご参加、
ご協力を頂き、成

せい

功
こう

裡
り

に終えることができました。
今年一年、様々な記念事業を実施してきました
が、練馬区は独立70周年を迎えて、人口が11月
１日に72万8000人を超えるなど、更に発展を続
けています。

練馬区の発展を支えてきた、様々な団体の記念
式典や、区立小・中学校の周年行事なども数多く
開催されました。各分野で活躍してこられた多く
の方々とお話しすることができ、私にとっても、
有意義な機会でした。
私は、就任以来、政策と区政改革の両面にわたっ
て、区独自の様々な取り組みを積み重ねてきまし
た。多少なりとも練馬区の発展に寄与することが
できたものと、記念すべき年にあたり実感してい
ます。
区議会の皆様、区民の皆様のご協力に、感謝を
申し上げます。

　ねりまユニバーサルフェスの開催（3行で）

区独立70周年を契機に、第１回「ねりまユニバー
サルフェス」を、来月開催し、障害者・高齢者・子
ども・外国人をはじめ、全ての方が楽しめるイベ

ントとします。「ユニバーサルスポーツフェスティ
バル」を充実し、新たに「Nerimaユニバーサルオー
ケストラコンサート」などを加え、多彩な催しを展
開していきます。
私は、障害者福祉の歴史は、人間が人間になっ
ていくプロセスではないかと思っています。私の
若い頃に比べると、障害者福祉を取り巻く社会状
況は大きく変化し、法制度も変わりましたが、基
本的な考えは変わっていないと思います。障害者
の方が、住まいのドアを開ければ、そこに住み慣
れた地域がある。障害の特性に応じた就労の場が
あり、一人ひとりのライフステージに応じた暮ら
しの支援がある。誰もが、こうした当たり前の生
き方ができる社会を、この練馬で築きたい、心か
ら願っています。

【掲載内容について】　講座・大会などは、原則として区内在住・在勤（在学）の方が対象で、発行日以降に申し込
みができます。　※郵送・ファクス・電子メールでの申し込みは、１人１通に限ります。　※参加費など記載の
ないものは無料です。　※区役所へ郵送する場合の宛先は、郵便番号（〒176-8501）と部署名のみで届きます。

「ねりま区報」は、朝日・産経・東京・日経・毎日・読売の各新聞に
折り込んでいます。また、駅・金融機関・郵便局・公衆浴場・ファミリー
マート・セブン - イレブンや区立施設にも置いています。

ねりまユニバーサルフェスの
開催

2面へ続く

はじめに

区民とともに未来を開く
改革ねりまをさらに推進

第四回区議会定例会で前川区長が所信を表明
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男　

　11月30日、平成29年第四回区議会定例会の本会議で前川燿男区長が所信を表明しました。その中
で区長は、ねりまユニバーサルフェスの開催や区立幼稚園における預かり保育の実施などについて述
べました。ここではその内容を紹介します。全文は、区ホームページでご覧になれます。
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　区立幼稚園における預かり保育の実施

現在、区内の私立幼稚園の多くで預かり保育を
実施しており、区立幼稚園在園児の保護者の皆様
も預かり保育の実施を希望しています。
来年４月から、区立幼稚園で教育時間後の預
かり保育を実施することとし、本定例会では、そ
の保育料を定めるため、条例改正案を提案して
います。
また、昨年２月に策定した「練馬区教育・子育
て大綱」の体系に合わせて、「教育振興基本計画」の
構成と内容を改定します。12月に素案を公表し、
区議会や区民の皆様のご意見を頂いたうえで、年
度内に成案とします（4面参照）。

　練馬光が丘病院の移転改築（3行で）

練馬光が丘病院は、平成24年４月に地域医療
振興協会による運営に移行して以来、入院・外来
ともに患者が増加し続けています。病院建物は昭
和61年に建設され、施設・設備の老朽化が進み、
患者の収容力は限界を迎えつつあり、早期の改築
が必要です。
先般、光が丘第四中学校跡施設活用検討会議お
よび練馬光が丘病院改築に係る基本構想策定懇談
会より、病院の移転先として光が丘第四中学校跡
地が望ましい旨の提言を頂きました。
新病院においては、高齢化の進行に伴って増加
が見込まれる、循環器や呼吸器疾患に対する医療
機能を充実します。病室の面積を拡大し、医療行
為を病室内で円滑に行えるようにするなど、療養
環境も大幅に改善します。100床程度の増床を行
い、地域包括ケア病棟など区内に不足する回復期
病床とします。また、より多くの救急患者を受け
入れるためにICUの増床やHCUすなわち高度治
療室の新設を行うほか、発災時に重傷者等を受け
入れる災害拠点病院としての医療機能を強化しま
す。応急治療をスムーズに行うため、エントラン
スなどに酸素等の供給設備を設けるほか、停電時
に医療を継続できるよう、地域コジェネレーショ
ンシステムの導入により、複数のエネルギー供給
源を確保します。
12月に練馬光が丘病院改築基本構想素案およ
び光が丘第四中学校跡地・光が丘第七小学校跡施
設の活用基本計画素案を公表し、区議会や区民の
皆様のご意見を頂いたうえで、年度内に成案とし、
平成34年度中の新病院開院を目指します（3面参
照）。

西武新宿線連続立体交差事業の促進（3行で）

練馬区内の西武新宿線には、13カ所の踏切が
存在し、交通渋滞の発生や踏切事故の危険性、地
域の分断など、区民の日常生活に支障を及ぼして

います。鉄道の立体化は不可欠です。
沿線住民の皆様の鉄道立体化への期待も非常に
大きく、平成27年１月には、区民、区議会、区
が一体となって、西武新宿線立体化促進協議会を
結成し、早期実現に向けた活動を行ってきました。
その結果、東京都は、平成28年３月、西武新
宿線の井荻駅から東伏見駅付近を、連続立体交差
事業を新規に着工準備する区間に位置づけ、現在、
構造形式や施工方法の検討を進めています。
来年１月21日には、西武新宿線立体化促進協
議会による促進大会を開催します。地域の方々の
事業実施に向けた熱意を改めて示し、事業者であ
る東京都へ早期事業化に向けた要請を行います。
上石神井駅周辺における外環の２や駅前広場の
整備をはじめ、武蔵関駅、上井草駅周辺地域にお
ける鉄道立体化にあわせた、駅周辺のまちづくり
や、都市計画道路の整備についても、沿線住民の
皆様との協議を更に進めていきます。

　練馬区無電柱化推進計画の策定（3行で）

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の
確保、良好な都市景観の創出を進めるうえで、無
電柱化は大きな課題です。
このたび、区では、平成30年度から平成37年
度を計画期間とする「練馬区無電柱化推進計画」を
策定することとしました。
計画では、優先的に無電柱化する路線を選定し、
区独自に低コスト手法の検討を進めます。これま
で困難であった歩道の狭い既存道路も対象としま
す。国・都に対して補助制度の拡充を要請してい
きます。
12月に素案を公表し、区議会や区民の皆様の
ご意見を頂いたうえで、年度内に成案とします（4
面参照）。

区政改革計画に基づく個別計画の策定（3行で）

●公共施設等総合管理計画実施計画の策定
超高齢社会の進展に伴い、新たに福祉・医療を
中心とする膨大な行政需要が見込まれるなか、老
朽化する公共施設も適切に維持更新していかなけ
ればなりません。昨年度「公共施設等総合管理計
画」を策定し、施設の維持・更新・管理の総合的
マネジメントを適切に進める方針を明らかにしま
した。現在、総合管理計画に基づく今後５年間の
具体的な取り組みを示す実施計画の策定を進めて
います。
12月に素案を公表し、区議会や区民の皆様の
ご意見を頂いたうえで、年度内に成案とします（3
面参照）。
●外郭団体見直し方針と人事・人材育成改革プ
ランの策定
区政を取り巻く状況が厳しさを増すなか、区の
指導・監督をはじめ関与のあり方などを示す、新
たな外郭団体の見直し方針を策定し、行政を補完、
代替する外郭団体を今後も活用していきます。
また、人事や組織を一体的に改革し、職員が仕
事に取り組む姿勢を変えるため、人事・人材育成
改革プランを策定します。
12月に方針とプランの案を公表し、区議会の
皆様のご意見を頂いたうえで成案とします。

次期アクションプランの策定（3行で）

「みどりの風吹くまちビジョン」を実現する工程
を示すため、平成27年６月にアクションプランを

策定し、戦略計画をはじめとする主要な事業の年
度別計画と事業費を明らかにしました。以来、毎
年度点検、検証しながら着実に実行してきました。
今年度は、５カ年の戦略計画の中間にあたるこ

とから、これまでの進捗状況を踏まえ、平成30
年度と31年度に取り組む事業を明らかにする、
次期アクションプランの策定を進めています。区
政改革計画における施策の充実を反映させ、併せ
て社会経済情勢の変化や新たな区民ニーズへも対
応していく考えです。
12月に素案を公表し、区議会や区民の皆様の

ご意見を頂いたうえで、年度内に成案とします（3
面参照）。

おわりに（3行で）

私は、区民の皆様にお約束した「改革ねりま」を
実現するため、「みどりの風吹くまちビジョン」を
策定し、子ども、高齢者、福祉・医療、まちづく
り、文化をはじめとして、区独自の施策を立案・
実行してきました。また、「区政改革計画」を策定
し、新たな区政の創造に向けた取り組みを展開し
てきました。時に大きな決断を迫られる場面もあ
りましたが、政策と区政運営の両面で着実に前進
することができた、しっかりとした手応えを感じ
ています。
区議会の皆様、区民の皆様のご協力に、改めて

感謝を申し上げます。
区政を更に前に進めるためには、区民と目指す

将来像を共有しながら、様々な課題に取り組むこ
とが不可欠であると考え、グランドデザイン構想
の検討に着手しました。区政改革推進会議を中心
に議論を重ね、このたび、取りまとめを行ったと
ころです（特集号参照）。
「暮らし」のグランドデザインでは、子ども・高
齢者・文化芸術・みどりなど８つの分野における
10年後の暮らしの姿を、８人の区民の物語でお
示しします。
「都市」のグランドデザインでは、みどりに恵ま
れた良好な環境のなかで、誰もが暮らしを楽しめ
る成熟都市を目指し、「魅力に溢

あふ

れ、利便性に富ん
だ駅前と周辺のまち」、「みどり豊かで快適な空間を
演出する道路」など４つのテーマで、30年後の練馬
区の将来像をビジュアルを中心に表現します。
「区民参加と協働」のグランドデザインでは、区
民の皆様の地域に根差した自発的な活動が、区内
のいたるところで活発に展開され、区民や団体と
区が、協働して練馬ならではの新たな自治を創造
する道筋を明らかにします。
グランドデザイン構想により、区民とともに目

指す将来像を明らかにし、練馬区の更なる発展を
目指し、全力を挙げて区政運営に取り組んでいき
ます。

第四回区議会定例会で前川区長が所信を表明 （1面から続く）
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子どもの成長と子育ての総合的な支援を充実します

療養環境の改善や高度治療室の新設など医療機能を強化します



【説明会を開催します】
▶申込：当日会場へ
※手話通訳あり。

日時 場所
12/17㈰10:00～12:00 学校教育支援センター
12/18㈪19:00～21:00 勤労福祉会館
12/19㈫19:00～21:00 ココネリ3階（練馬1-17-1）
1/11㈭19:00～21:00 関区民センター
1/12㈮19:00～21:00 光が丘区民センター2階

　区の計画の素案がまとまりましたので、あら
ましを紹介します。今後、区民の皆さまからご
意見を伺い、今年度中に策定する予定です。

　区は、新しい区政運営の方向
性を明らかにし、将来を見据え
た戦略を提示するため、平成27
年3月にみどりの風吹くまちビ
ジョンを策定しました。ビジョ
ンを実現する工程を示すため、
主要な事業の年度別計画と事業
費を明らかにするものとして、平成27～29年度を計画期間とするアクショ
ンプラン（実施計画）を策定し、取り組みを進めてきました。今回、平成
30・31年度を計画期間とする素案がまとまりました。

　区は平成29年3月に公
共施設等総合管理計画を
策定し、区立施設や都市
インフラの維持・更新、
管理の総合的マネジメン
ト方針を示しました。今
回、同計画に基づく5カ
年の実施計画の素案がま
とまりました。

　平成31年3月末で閉校する光が丘第四中と旧光が丘第七小の跡施設の活用基本計画の素
案と、現在（公社）地域医療振興協会が運営する練馬光が丘病院の移転・改築に関する基本
構想の素案がまとまりました。

❶子どもの成長と子育ての総合的な支援
⃝�要支援家庭への見守り訪問の実施や区子ども家庭支援センターの職員
の増員、都児童相談センターとの連携強化など育児の孤立・児童虐待
を防止
⃝�私立認可保育所、小規模保育事業の誘致や区立保育園の改築にともな
う定員拡大などによる保育所待機児童対策の強化
⃝�学童クラブと学校応援団ひろば事業を一体的に運営し、小学生が安全
で充実した放課後を過ごせる「ねりっこクラブ」を新たに12校で開始
⃝�全小中学校への電子黒板やタブレットなどの配備や学校図書館の蔵書
管理システムの導入など学校ICT環境の整備
⃝�スクールソーシャルワーカーの増員による早期登校支援チームの新設
など不登校児童生徒に対するサポート体制の充実

❷安心して生活できる福祉・医療の充実
⃝�相談・交流の場である「街かどケアカフェ」の増設や介護予防に取り組
むきっかけをつくる「はつらつシニアクラブ」の充実など介護予防の推進
⃝�特別養護老人ホームを新たに5施設、都市型軽費老人ホームを新たに2
施設整備

⃝�障害者グループホームと福祉園の整備や障害者就労定着支援事業の開
始など障害者の地域生活支援の充実
⃝�医療的ケアを必要とする子どもを支える児童発達支援事業所の開設や
保育園・学校などでの受け入れ体制の整備
⃝�順天堂大学附属練馬病院の増床と医療機能の拡充、練馬光が丘病院の
移転・改築、高野台新病院の整備など医療環境の充実

❸安全・快適な都市の実現に向けた基盤整備
⃝�地下鉄大江戸線の早期延伸に向けた促進活動、延伸地域のまちづくり
の推進と基金の積み増し
⃝�外環の２の早期整備に向けた働きかけや沿道まちづくりの推進と都市
計画道路の整備の促進
⃝�西武新宿線の連続立体交差化の早期実現に向けた働きかけ
⃝�特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化に向けた働きかけ
⃝�熊本地震の教訓を踏まえた備蓄物資（食料や組立トイレ）の充実と備蓄
倉庫の整備（4カ所）

❹練馬区の魅力を楽しめるまちづくり
⃝�商談交流会の開催や事業承継支援アドバイザーの派遣など企業活動の
活性化
⃝�商店街連合会が実施する「まちゼミ」への支援の充実や商店街の魅力を
区内外の方々に伝える商店街の魅力発信支援事業の開始
⃝�市民生活と融合した都市農業の魅力と可能性を世界に発信するための
「世界都市農業サミット」の開催
⃝�区民との協働により、みどりを守り育てる新たなみどり施策の展開と
みどりの区民会議による具体的事業の検討・実施
⃝�「練馬薪

たきぎ

能
のう

」など質の高い文化イベントの企画・実施と練馬区立美術館
のリニューアル

❺新たな区政の創造
⃝�地域おこしプロジェクトの実施や協働ワークショップの開催など区民
とともに進める区政の推進
⃝�区民と区の関係を深める新たな広報戦略の展開
⃝�クレジットカード納付や公衆無線LANの増設などICTを活用した区民
サービスの推進

❶区立施設の改修・改築
⃝老朽化した施設の改修や改築を計画的に進めます。
⃝施設を集約・複合化し、利便性を向上させます。
❷委託・民営化
⃝�施設の特性に応じて、直営・民間委託・民営化のうち最
もふさわしい運営手法を選択します。

❸都市インフラの整備や修繕、改修
⃝�道路や橋

きょう

梁
りょう

、公園、駐車場について、それぞれの個別計
画に基づき整備や維持管理を進めます。

●学校跡施設（光が丘地域）活用基本計画
⃝�光が丘第四中の跡施設は、練馬光が丘病院の移転・改築用地として活用します。
⃝�旧光が丘第七小の跡施設は、当面の間、区立施設（障害者福祉施設など）の改修時にお
ける一時移転施設として暫定活用します。

●練馬光が丘病院改築基本構想
⃝�築31年が経過し、設備の老朽化が著しいことや、利用者の増加により院内が手狭に
なってきていることから、移転・改築をします。
⃝�改築は、練馬光が丘病院の運営を行っている（公社）地域医療振興協会が実施し、区が
支援します。
⃝�医療機能の拡充や増床と併せて、駐車場や病室を広くするなど利便性を向上させます。

区の計画（素案）へのご意見を募集します

■1�みどりの風吹くまちビジョン　アクションプラン�
（平成30・31年度）

■2�公共施設等総合管理計画（実施計画）
■3�学校跡施設（光が丘地域）活用基本計画�
（光が丘第四中学校跡施設、光が丘第七小学校跡施設）
■4�練馬光が丘病院改築基本構想

【今後２年間で取り組む主な事業】

【主な内容】

【主な内容】

ご意見の送付・問い合わせ先などは4面へ
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11月の放射線量
測定結果

詳しい測定結果は、区ホームページ「東日本大震災関連情報」の「放射線量等の測定結果（分類別）」をご覧ください。▶問合せ：環境規制係☎5984-4712
【測定点】区立12施設　【測定値】単位：マイクロシーベルト／時
●地表面から50cm　0.031～0.072　●地表面から5cm　0.030～0.075

　各素案の全文は、区民事務所（練馬を除く）、図書館、区民情報ひろ
ば（区役所西庁舎１階）、各担当部署、区ホームページなどでご覧にな
れます。ご意見は区民意見反映制度により募集します。①計画名②意
見③住所④氏名⑤電話番号を、各締切日までに持参または郵送、ファ
クス、電子メールでお寄せください。　※ご意見は、匿名で公表する
場合があります。

区の計画（素案）へのご意見を募集します（3面からの続き）

ご意見をお寄せください

　教育の振興のための施策に関する基本的な計画です。今回、平成28年に
策定した「練馬区教育・子育て大綱」の体系に合わせるとともに教育施策を
めぐる状況の変化を踏まえ、構成と内容を改定します。

　安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが健やかに成長できる環境
の実現を推進するための計画です。今回、近年の児童人口の推移や保育所
の需要増加などを踏まえた中間の見直しを行います。

無電柱化が完了した石神
井町2丁目の補助132号線

　「保健事業の実施計画」と「特定健康診査等実施計画」を一体化した計画で
す。「国保医療費の適正化」「生活の質（QOL）の維持・向上」「健康意識の改
革・改善」を目指し、特定健診や特定保健指導の実施率向上、糖尿病対策、
関係機関などと連携した健康づくりなどに取り組みます。

　高齢者の保健福祉施策を総合的に推進するため、
「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を一
体的に策定します。

■5�第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（平成30～32年度）

　障害のある方が自立した生活を営むことができるよう、生活状況やニー
ズに対応したサービスを身近な地域において提供するための計画です。

■6�障害者計画一部改定（平成27～32年度）・第五期障害
福祉計画・第一期障害児福祉計画（30～32年度）

■8�教育振興基本計画（改定版）

■9�子ども・子育て支援事業計画中間見直し

　都市の防災機能の強化や安全で快適な歩行空間の確保、良好な景観の創
出などを目指して、無電柱化（※）を推進するための計画です。
※…電柱や電線を道路上からなくすこと。

■7�練馬区無電柱化推進計画

■⓾�国民健康保険データヘルス計画

●目標
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、
医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的・継続的に提供される地
域包括ケアシステムを確立
●6つの施策
　⃝自立を支える介護予防と高齢者の社会参加の推進
　⃝ひとり暮らし高齢者を支える地域との協働の推進
　⃝在宅で暮らし続けられる地域に密着したサービスの充実
　⃝医療と介護の連携強化
　⃝認知症高齢者への支援の充実
　⃝自分にあった住まい・施設の選択と介護人材対策の推進

【主な内容】

●地域生活支援拠点の整備
　重度障害者グループホームと一体で、相談や緊急時の対応などを行う
地域生活支援拠点を整備します。
●医療的ケアを必要とする子どもなどへの支援の充実

　重症心身障害児など医療的ケアが必要な未就学の障害児の発達支援と、
親の就労支援のための児童発達支援事業所を開設します。
●就労支援の充実

　就労に伴う環境変化により生じる体調不良や金銭管理などの課題を解決
するため、生活面を支援する就労定着支援など、障害の特性に応じた就労
を支援します。

【主な内容】

●平成30～37年度に優先的に無電柱化に着手する道路の選定
　整備効果（防災機能の強化など）や効率性（道路の新設・拡幅事業などと併
せた工事が可能であるかなど）を考慮し、新たに9.4kmの区道を選定します。
●無電柱化の推進に向けた施策を充実

　低コストで実施できる整備方法など、幅員の狭い区道において効率的
に無電柱化を推進していくための方法の検討を進めます。

【主な内容】

【説明会を開催します】
▶申込：当日会場へ　※手話通訳を希望する方は、①②12月27日㈬③④1
月5日㈮までに高齢社会対策課計画係へ申し込んでください。

日時 場所
①1/9㈫18:30～20:00 光が丘区民センター2階
②1/10㈬18:30～20:00 勤労福祉会館
③1/12㈮18:30～20:00 関区民センター
④1/13㈯14:00～15:30 区役所アトリウム地下多目的会議室

計画（素案）の名称 問合せ・ご意見の送付先 締切日

1アクションプラン

〒176-8501区役所内企画課（本庁舎6階） 
☎5984-2448 FAX 3993-1195

kikaku＠city.nerima.tokyo.jp

1/19㈮

2�公共施設等総合管理
計画（実施計画）

3�学校跡施設活用基本
計画

4�練馬光が丘病院改築
基本構想

〒176-8501区役所内地域医療課練馬光が丘
病院担当係（東庁舎 6 階）☎5984-4673 FAX
5984-1211

iryoshisetsu＠city.nerima.tokyo.jp

5�第7期高齢者保健福
祉計画・介護保険事
業計画

〒176-8501区役所内高齢社会対策課計画係
（西庁舎3階）☎5984-4584 FAX 5984-1214

koureitaisaku02@city.nerima.tokyo.jp

6�障害者計画一部改定�
・第五期障害福祉計
画・第一期障害児福
祉計画

〒176-8501区役所内障害者施策推進課事業
計画担当係（西庁舎1階）☎5984-4602 FAX
5984-1215

shogaisisaku02@city.nerima.tokyo.jp

7�練馬区無電柱化推進
計画

〒176-8501区役所内土木部計画課地中化推
進係(本庁舎13階）☎5984-1467 FAX 5984-
1237

d-keikaku10@city.nerima.tokyo.jp
1/12㈮

8�教育振興基本計画�
（改定版）

〒176-8501区役所内教育総務課計画担当 
係（本庁舎 12 階）☎5984-1290 FAX 3993-
1196

atgakko02＠city.nerima.tokyo.jp
1/19㈮

9�子ども・子育て支援
事業計画中間見直し

〒176-8501区役所内こども施策企画課こ 
ど も 施 策 担 当 係（ 本 庁 舎11階 ）☎5984-
1306 FAX 5984-1220

kodomosisaku01＠city.nerima.tokyo.jp

⓾�国民健康保険データ
ヘルス計画

〒176-8501区役所内国保年金課保健事業担
当係（本庁舎3階）☎5984-4551 FAX 3993-
3260

kokuhoka09@city.nerima.tokyo.jp
1/12㈮
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休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科
内科・
小児科

▶受付時間：土曜午後6時～9時30分、日曜・祝休日午前10時～11時
30分、午後1時～4時30分、午後6時～9時30分　※練馬区夜間救急
こどもクリニックは平日午後8時～10時30分も対応しています。

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404

12月納期分保険料
　国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料、介護保険料を口座
振替で納めている方は、１月４
日㈭に引き落としますので、早
めに入金をお願いします。

問
合
せ

国民健康
保険料

こくほ収納係
☎5984-4559

後期高齢者
医療保険料

後期高齢者保険料係
☎5984-4588

介護保険料 介護保険課資格保険料係
☎5984-4593

納期限は1月4日㈭

　お住まいの地域の年内の収集最終日
と来年の開始日は、集積所の看板（＝右
図）、区民事務所などで配布している一
覧、区ホームページで確認できます。　
※12月30日㈯の古着、古布の区立施設
での回収はお休みします。

問
合
せ

⃝可燃・不燃ごみ、古紙、容器包装プラスチック
　〒176・179地域･･･練馬清掃事務所☎3992-7141
　〒177・178地域･･･石神井清掃事務所☎3928-1353
⃝びん、缶、ペットボトル、古着、古布、使用済み食用油
　リサイクル推進係☎5984-1097

年末年始の
資源・ごみ収集は
お休みします

※�必ず各収集日の午前8
時（びん、缶、ペットボ
トルは午前９時）までに
出してください。

※�二次元バーコードを携帯電話、ス
マートフォンで読み取ることでも
確認できます。

12月31日㈰〜1月3日㈬

お知らせ
「女性手帳2018メモリー」
を配布
　男女共同参画に関する法制度のほ
か、仕事、保育、子育て、介護など
の資料を掲載した女性手帳を配布し
ます（1人1冊）。▶配布場所：区民事
務所（練馬を除く）、総合福祉事務所、
男女共同参画センターえーる、区民
情報ひろば（区役所西庁舎1階）など　
※郵送を希望する方は、140円切手
を貼った返信用封筒（17㎝×11㎝
以上）に住所・氏名を記入の上、12
月18日（消印有効）までに〒176-
8501区役所内人権・男女共同参画
課へお送りください（送付は1冊の
み）。▶問合せ：人権・男女共同参画
課☎5984-4518

平成28年度地球温暖化対策
報告書がご覧になれます
　一定規模の原油換算エネルギーを
使用した区立施設の年間二酸化炭素
排出量、温暖化対策の実施状況など
をまとめた報告書ができました。報
告書は、区ホームページでご覧にな
れます。▶問合せ：環境計画推進係
☎5984-4702

働く
保健福祉サービス専門相談
員【非常勤職員】
▶対象：介護保険や児童福祉の知識
があり、社会福祉士・精神保健福祉
士・介護福祉士などの有資格者ま
たは相談業務経験のある方▶期間：
4月から1年間（再任する場合あり）
▶日時：月～金曜午前8時30分～午
後5時15分（月16日）▶場所：区役所
▶内容：保健福祉サービスなどに関
する苦情や相談の受け付け・調査

など▶採用予定数：1名（書類選考・
面接）▶報酬：月額22万1000円　
※交通費支給。　※社会保険あり。
▶申込：履歴書（勤務できる曜日を
記入）と「保健福祉に関する苦情と
権利擁護」をテーマとした作文（800
字以内。様式自由）を、1月11日（必
着）までに持参または郵送で〒176-
8501区役所内福祉部管理課地域福
祉係（西庁舎3階）☎5984-2716

保育のお仕事就職相談・
面接会
　保育施設への就職を希望する方を
対象に相談・面接会を開催します。
▶日時：1月28日㈰午後1時～4時（午
後0時30分開場）▶場所：ココネリ3階
（練馬1-17-1）▶申込：当日会場へ▶問
合せ：私立保育所係☎5984-1634

ボランティア
ホームページ「シニアナビ
ねりま」取材サポーター
　50歳以上の方向けのサービスや
施設を取材し、記事を作成してい
ただく方を募集します。　※交通
費程度の謝礼あり。▶対象：区内在
住の50歳以上で、次の①②の両方
に当てはまる方　①添付ファイル
のある電子メールのやり取りがで
きる②年7回行う会議に出席できる
▶期間：4月から1年間▶募集予定
数：6名（選考）▶申込：高齢社会対策
課（区役所西庁舎3階）または区ホー
ムページにある募集要項をご覧の
上、1月19日㈮までに本人が直接、
高齢社会対策課いきがい係☎5984-
4763

福祉・障害のある方
手話通訳者登録試験
　聴覚に障害のある方へ派遣して
いる手話通訳者の登録試験を行い

ます。▶対象：区内在住・在勤（在
学）の20歳以上の方で、次のⒶ～Ⓒ
のいずれかに当てはまる方　Ⓐ区
の手話講習会（手話通訳者養成クラ
ス）または同等の講習会を修了した
（いずれも来年3月修了予定者を含
む）Ⓑ前記Ⓐに相当する手話通訳技
術があるⒸ手話通訳士の有資格者
または東京手話通訳等派遣セン
ター登録手話通訳者▶日時：2月4日
㈰午前9時30分～午後2時▶場所：
区役所本庁舎19階▶試験内容：筆
記、手話読み取り、手話表現、手
話による面接　※Ⓒは面接のみ実
施。▶申込：ハガキで①試験名と受
験資格（Ⓐ～Ⓒの別）②住所③氏名
④年齢⑤電話番号⑥手話の学習年
数を、1月5日（必着）までに〒176-
8501区役所内障害調整係☎5984-
1456 FAX 5984-1215

区内障害福祉サービス（通
所施設）利用説明会〜平成31
年4月からの利用希望者対象

▶対象：主に知的障害があり、特別
支援学校高等部を31年3月に卒業見
込みの方など▶日時：1月18日㈭午
前10時～正午　※午前9時30分～
10時に民間施設の個別説明会を開
催します。▶場所：区役所アトリウ
ム地下多目的会議室▶説明を行う施
設：①就労移行支援事業所・就労継
続支援事業所（福祉作業所など）②生
活介護事業所（福祉園など）▶申込：

当日会場へ▶問合せ：地域生活支援
係☎5984-1043 FAX 5984-1215

条例・計画など
（仮称）練馬区住宅宿泊事業
の適正な運営に関する条例
（骨子案）にご意見を
　住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行
にあたって、事業の実施を制限する
区域と期間を定めるなど、生活環境
の悪化を防止するための条例です。
今回、骨子案がまとまりました。区
民の皆さまからご意見を伺い今年度
中に制定する予定です。
〈ご意見を募集します〉
　骨子案の全文は、区民事務所（練
馬を除く）、図書館、区民情報ひろ
ば（区役所西庁舎1階）、生活衛生課
（同東庁舎6階）、区ホームページで
ご覧になれます。
　ご意見は、区民意見反映制度によ
り募集します。①意見②住所③氏名
④電話番号を、1月12日（必着）まで
に持参または郵送、ファクス、電子
メールでお寄せください。　※ご意
見は、匿名で公表する場合がありま
す。
〈問合せ・意見の送付先〉
〒176-8501区役所内生活衛生課環�
境衛生監視担当係☎5984-2485 FAX �
5984-1211 seikatueisei03@city.
nerima.tokyo.jp

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

連載
練馬区民による観光おでかけ情報

　フェイスブックを活用した情報ページ「よりどりみどり練馬」では、公
式PRサポーターになった区民の皆さまが、身近な地域情報や四季折々の
風景など、区のさまざまな魅力を発信しています。ぜひ、ご覧ください。
▶問合せ：広聴広報課「よりどりみどり練馬」担当☎5984-1089

フェイスブックで よりどりみどり練馬 と 検索

https://www.facebook.com/yoridorimidorinerima/

投稿された
記事を紹介

　練馬駅前のイルミネーションがとってもきれ
いです。規模は小さいですが・・それも練馬ら
しくて好きです(^^)

11月17日投稿。
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ミニガイド
◆公衆浴場でゆず湯▶日時：12月21
日㈭・22日㈮　※実施日は施設によっ
て異なります。詳しくは各浴場にご確
認ください。▶場所：区内公衆浴場▶費
用：460円（70歳以上の方100円、小学
生180円、未就学児80円）▶問合せ：練
馬区公衆浴場組合・風間☎3991-5092
◆少年少女ミニラグビー体験会▶対
象：4歳児～中学生▶日時：12月24日㈰
午前9時20分～11時30分▶場所：大泉
さくら運動公園▶内容：実技指導、模範
試合▶講師：日本ラグビーフットボール

協会公認育成コーチほか▶申込：当日会
場へ▶問合せ：練馬少年少女ラグビース
クール・和田☎090-7637-9779
◆新春初歩き～神社のにぎわいを
観
み

る▶日時・場所：1月5日㈮午前9時
30分JR御茶ノ水駅集合～湯島聖堂～神
田明神～湯島天神～午後0時30分不忍
池解散（約4㎞）▶定員：40名（先着順） ▶
資料代など：500円▶申込：往復ハガキ
で①催し名②郵便番号③住所④氏名⑤
年齢⑥性別⑦電話番号を、12月18日（必
着）までに〒177-0044上石神井1-32-
37　SSC上石神井☎3929-8100（問い
合わせは月・水・金曜午後3時まで）
◆普通救命講習会▶日時：1月14日
㈰午前9時～正午▶場所：練馬消防署▶
内容：心肺蘇生（そせい）法、AED（自動
体外式除細動器）操作方法など▶定員：

30名（先着順）▶テキスト代：1,400円
▶申込：電話で同所☎3994-0119

リサイクル・マーケット
▶出店申込：往復ハガキで①住所②氏
名③電話番号を、1月9日㈫までに申込
先へ　※700円以下の出店料が掛かり
ます。　※車での来場・搬入はご遠慮
ください。
◆長光寺橋公園（石神井町1-1-58）
▶日時：1月14日㈰午前10時～午後0
時30分（雨天中止）▶申込先：〒176-
0001練馬2-22-13　リサイクル・タ
ンポポ☎090-5423-8684（先着80店。
問い合わせは午後7時～9時）
〈リサイクル・マーケット主催者養
成講座を開催〉
▶対象：区内在住の20歳以上の方▶日

時・場所：1月26日㈮午前9時30分～
11時30分…区役所本庁舎19階、28
日㈰午前8時50分～正午…石神井公園
区民交流センター【2日制】▶内容：リサ
イクル・マーケットを主催するために
必要な知識や手続きを学ぶ▶定員：15
名（抽選）▶申込：往復ハガキで①講座
名②住所③氏名④年齢⑤電話番号を、
12月28日（必着）までに〒176-8501
区役所内リサイクル推進係☎5984-
1097

子どものための講座
　区内の団体に委託して実施。▶問合
せ：育成支援係☎5984-1292

ねりま遊遊スクール
◆こども哲学～親子で哲学しよう
▶対象：小学生と保護者▶日時：1月27

日㈯午後2時～4時▶場所：小竹地域集
会所▶定員：15組（先着順）▶費用：1人
500円▶申込：電話でねりま子どもて
つがく・髙口☎090-5419-8811
◆ティーボール▶対象：幼児～小学生　
※保護者の参加も可。　※未就学児は
保護者同伴。▶日時：12月16日㈯午前
9時30分～正午▶場所：大泉学園少年
野球場▶申込：当日会場へ

朝・夕・青空市
◆江古田ゆうゆうロード▶日時：12
月15日㈮午前10時～午後7時▶問合
せ：佐藤☎6914-8050
◆光が丘IMA南館前▶日時：12月17
日㈰午前10時～午後3時▶問合せ：北
中☎3995-4924

ここで紹介する事業は、区が支援したり、
官公署などが実施したりするものです。

情報あらかると

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

図書館名・問合せ 期間 対象

光が丘 ☎5383-6500
12/13㈬～1/8㈷ 大
1/5㈮～11㈭ 児

練馬 ☎3992-1580 12/16㈯～1/8㈷

児  青  大
石神井 ☎3995-2230 12/19㈫～1/11㈭
平和台 ☎3931-9581 1/5㈮～8㈷
大泉 ☎3921-0991 1/6㈯
貫井 ☎3577-1831 1/6㈯～8㈷
関町 ☎3929-5391 1/5㈮～7㈰ 児  大
稲荷山 ☎3921-4641 1/5㈮から

児  青  大小竹 ☎5995-1121 1/5㈮～9㈫
南大泉 ☎5387-3600 12/19㈫～28㈭
南大泉分室こどもと本のひろば
☎3925-4151 1/5㈮・6㈯ 児

春日町 ☎5241-1311 1/5㈮～11㈭
児  青  大

南田中（※） ☎5393-2411 1/5㈮～21㈰
※南田中は本の福袋ではなく、図書館員がおすすめする本が書かれたおみくじです。
児…幼児～小学生向け　青…中高生向け　大…大人向け

　図書館員がおすすめする本を「福袋」に入れ
て、中身が分からない状態で貸し出します。　
※休館日を除く。　※なくなり次第終了。

本の福袋
～本との新たな出会いを楽しみませんか

　ひとり親家庭の方などを対象に
した 親 医療証は、12月31日㈰が
有効期限です。引き続き受給でき
る方には、新しい医療証を12月
21日㈭から順次発送します。受
給者または同居親族などの平成
28年中の所得が右表の制限額以
上の場合は、受給の対象になりま
せん。
　親医療制度は、受給者とその同
居親族の住民税(特別区民税・都
民税)の課税・非課税の状況に
よって、医療機関での自己負担額
が変わります。親医療証に同封の

「親医療証のてびき」で確認してく
ださい。また、有効期限が過ぎた
医療証は、区民事務所(練馬を除

く)、総合福祉事務所（練馬を除く）、
子育て支援課児童手当係(区役所
本庁舎10階)へ返却してください。
※郵送で返却する場合は、〒176-
8501区役所内子育て支援課児童
手当係へ。

問合せ：子育て支援課児童手当係☎5984-5824

新しい    医療証を発送します親

親医療証の所得制限額
28年中の税法
上の扶養人数 受給者 同居親族

など
0人 200万円 244万円
1人 238万円 282万円
2人 276万円 320万円

以下、1人増すごとに38万円を加算
※社会保険料控除分（一律8万円）を含む

金額です。あらためて社会保険料を控
除して計算する必要はありません。

※給与所得者は、源泉徴収票の給与所得
控除後の金額です。確定申告をした方
は、所得金額の「合計」の金額です。

※この他に医療費控除など各種控除を受
けられる場合があります。

高齢者
素敵に年を重ねよう～はつらつ
シニアのロコモ体操（転倒予防体操）

▶対象：65歳以上の方▶内容：スト
レッチ・筋力アップ・有酸素運動の
実技指導▶区の担当：健康づくり係
▶申込：電話でスポーツクラブルネ
サ ン ス 練 馬 高 野 台 ☎5372-1006

（月曜を除く午前11時～午後7時）
場所 日時 定員

（先着順）

街
か
ど
ケ
ア
カ
フ
ェ

つつじ
（中村橋区民
センター内）

1/4㈭10：30～12：00

各
20名

1/18㈭10：30～12：00

こぶし
（練馬高野台
駅前地域集
会所内）

1/9㈫10：30～12：00

1/23㈫10：30～12：00

けやき
（南大泉地域
集会所内）

1/16㈫10：30～12：00

1/30㈫10：30～12：00

保
健
相
談
所

石神井 1/15㈪14：30～16：00

各
25名関 1/17㈬10：30~12：00

北 1/19㈮14：30~16：00

健康・衛生
骨量測定会

▶対象：20歳以上の方　※1年以内
に測定した方、骨粗しょう症で治
療中の方はご遠慮ください。▶日
時：1月29日㈪午後1時45分～3時
30分▶場所：大泉保健相談所▶内
容：骨量測定（素足でのかかと超音
波検査）など▶定員：60名（抽選）▶
申込：往復ハガキで①骨量測定会 
②住所③氏名（ふりがな）④生年月
日⑤年齢⑥電話番号を、1月10日

（必着）までに〒178-0061大泉学園 
町5-8-8　大泉保健相談所☎3921-
0217

子ども・教育
1月の母親学級（土曜1回コース）

▶対象：平日の参加が難しい妊娠中
の方▶日時：1月20日㈯午後1時30
分～4時▶場所：豊玉保健相談所▶
内容：講義▶定員：40名（先着順）▶
持ち物：母子健康手帳▶申込：電話で
同所☎3992-1188

1月の2歳6カ月児歯科健診
　2歳10カ月頃まで受けられます。
担当地域の保健相談所で受けてくだ
さい。▶持ち物：母子健康手帳、歯
ブラシ▶申込：当日会場へ
場所（保健相談所）・問合せ 受付日時

豊　玉☎3992-1188 17㈬・26㈮
13:00～15:00

　北　☎3931-1347 19㈮
9:00～11:00

光が丘☎5997-7722 30㈫
13:00～15:00

石神井☎3996-0634 12㈮・26㈮
13:00～15:00

大　泉☎3921-0217 26㈮
9:00～11:00

　関　☎3929-5381 15㈪
9:00～11:00

講座・催し
文化交流講座
「冬のあったか韓国麺」

　ハングルを担当している多言語情
報支援員と一緒に、韓国料理を作っ
て食べ、異文化交流を行います。▶
日時：1月30日㈫午前10時～午後1
時▶場所：文化交流ひろば▶定員：
30名（抽選）▶材料費：500円▶申

込：往復ハガキで①講座名②住所③
氏名④電話番号を、12月25日（必
着）までに〒176-8501区役所内事
業推進係☎5984-1523

区民将棋大会
▶日時：1月21日㈰午前9時～午後5
時　※小学生は午後0時30分から。
▶場所：生涯学習センター分館▶内
容：クラス別リーグ戦▶定員：120名

（抽選）▶申込：往復ハガキまたは電子
メールで①大会名②住所③氏名（ふ
りがな）④電話番号⑤段級位（小学生
は「小学生」と記入）を、12月28日（必
着）までに〒176-0012豊玉北6-8-1　
生涯学習センター☎3991-1667
s-center@city.nerima.tokyo.jp

平成30年健やかカレンダー
原画展

　応募総数2,159点の中から選ば 
れた区内小中学生の作品240点を展
示します。▶日時：12月21日㈭～1
月10日㈬午前8時45分～午後8時

（10日は午後3時まで）　※12月29
日㈮～1月3日㈬を除く。▶場所：区
役所アトリウム▶問合せ：青少年係
☎5984-4691
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■ 社交ダンス　ガーデニア　多少
踊れる方対象　月4回水曜午後7時30
分～8時30分　勤労福祉会館　講師　
プロA級／山本真大　入会金1,000円　
月会費4,000円　矢部☎090-3471-
8307
■ 楽しいパソコン、タブレット、ス
マホの活用学習会　月4回日曜午前9
時30分～11時30分　石神井公園区民
交流センター　元専門学校教師などが
指導　入会金2,000円　会費1回1,000
円　荒木☎3904-3437（要予約。午後
5時～10時）

■仲間をつくってセカンドライフを
楽しむさわやか'17（バスツアー、
食事会、カラオケなど）　主に第2水
曜午後1時～5時　石神井公園区民交
流センターなど　年会費2,000円　交
通費など実費　佐々木☎090-4130-
8487 s5sasaki@mint.ocn.ne.jp

（要予約）
■韓国語学習サークル　ハングル文
字が読める方対象　月3回水曜午後6
時30分～8時　石神井庁舎5階　講師　
西川鈴子　月会費4,500円　教材費
実費　藤本☎090-6142-3993（要予
約）
■ 社交ダンス　花水木会　初級者～
中級者対象　毎土曜午後5時30分～9
時30分　田柄地区区民館　プロが指
導　 入 会 金500円　 月 会 費3,500円　
柳☎3938-7659
■ ハワイアンキルトサークル　月1
回午前10時～正午　ココネリ3階　会
費1回1,000円　材料費実費　関岡☎
090-5392-7195（要予約）

■男性料理教室　ふきんの会　60歳
以上の男性対象　第2土曜正午～午後4
時　石神井公園区民交流センター　講
師　練馬栄養士会会員　月会費1,000 
円  荒木☎ FAX 3928-8875 kzaraki 
@jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 初心者向けストレッチヨガ　女 
性対象　毎月曜午前10時30分～11 
時 30 分　豊玉地域集会所　会費 1 
回1,000円　山内☎080-1080-1632 

chibitasan331@gmail.com 
（要予約）

■ 筆ペン書道会　第1土曜午後1時～
3時　田柄地区区民館　月会費1,500
円　関口☎3975-3019
■ FC大泉フットサル　毎金曜①午後
4時～5時（4～6歳児）②午後5時～6時

（小学1～3年生）③午後6時30分～7時
40分（小学4～6年生）④午後7時50分
～9時10分（中学生）　大泉学園町体育
館　①～④とも入会金1,000円、月会
費3,000円、保険料年800円　渡辺☎
090-6171-5455（要予約）

■ 書道（毛筆・ペン）　桑文会　月2
回土曜午前10時～正午　勤労福祉会館　
産経国際書会審査会員が指導　月会費
3,000円　田村☎3923-6818
■絵手紙・水彩画教室エムズアート　
60歳以上の方対象　第1火曜午前9時
30分～正午　石神井敬老館　会費無
料　宮崎☎3904-0374（要予約。午後
3時～8時）
■ストレッチ＆有酸素運動　さざん
か　60歳以上の方対象　毎木曜午後6
時～7時　はつらつセンター豊玉　講師　
健康指導員／小林いずみ　月会費1,000
円　登坂☎090-3437-2239（要予約）
■歌謡サークル　なでしこ会　主に
月4回土曜　大泉町地域集会所　講師　
谷岡美和子　入会金1,000円　月会費
2,100円　初回は無料体験可　水尾☎
090-3596-6581
■ 囲碁　青泉会  5級以上の方対象　
主に毎木曜午後1時～5時　勤労福祉会
館  入会金2,000円  月会費1,000円　年
4回大会あり  細川☎ FAX 3923-0059

■ 社交ダンス　ゆりの会　初心者対
象　月4回月曜午前9時～午後1時　田
柄地域集会所など　プロが指導　入会
金500円　会費1回700円　初回は無
料体験可　瀬古☎080-5021-4773
■新春講演会「新春福笑い」　1月7日
午後2時～4時　石神井公園区民交流セ
ンター　出演　大泉落語研究会　参加
費500円　睦会事務局☎080-9645-
4210（午前9時～午後8時） k-y@ 
theia.ocn.ne.jp（要予約）
■ 新星'78クリスマスコンサート（そ
りすべりなど）　12月16日午後5時開
演　生涯学習センター　入場料1,000
円　音楽団体新星'78・三好☎ FAX
3994-4555 musica-go6410@ 
docomo.ne.jp（要予約）
■ 水彩、アクリル画　カノン絵画
クラブ　第2・4火曜午前9時～11時　
生涯学習センター　講師　七吉幸子　
入会金3,000円　月会費3,000円　横
田☎080-2260-8750

●この欄は、区民の方のサークル活動
などを紹介しています。内容などの確
認は当事者間でお願いします。
●掲載を希望する方は、区ホームペー
ジ「ねりま区報」の「区民のひろば掲載
申し込みについて」をご覧ください。
●場所は施設の予約状況により変更
になる場合があります。

区民のひろば

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

　野見山暁治さ
ん（＝写 真 ）は、
現代洋画界を代
表する練馬区ゆ
かりの画家です。
今回、練馬区名
誉区民になったことを記念し、
野見山さんの作品を展示し、そ
の豊かな造形を紹介します。

《アニタ》　昭和30年　油彩・カンバス

練馬区名誉区民顕彰記念
野見山暁治収蔵作品展

　和食は日本人の健康的な食事スタイルです。ご飯を中心とした
汁と菜（おかず）の「一汁一菜の食事」を提案する料理研究家の土井
善晴さん（=写真）に、家庭料理の原点に返ることで見えてくる和
食の本質について、お話を伺います。▶日時：1月23日㈫午後2時
～4時▶場所：練馬文化センター▶
定員：580名（抽選）▶申込：往復ハ
ガキで①講演会名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤電話番号⑥参加人
数（2名まで）を、12月25日（必着）
までに、〒176-8501区役所内栄
養指導担当係☎5984-4679　※保
育室（1歳以上の未就学児対象）を利
用したい方は、お子さんの氏名・
年齢もお知らせください。

次の世代に伝えたい和食
～家庭料理を初期化してみると

10:00～18:00
（入館は17：30まで）  ※月曜休館。

場所 練馬区立美術館
☎3577-1821

12/20●水～27●水

食育推進講演会 観覧無料1/23火 14：00〜16：00

えーるスクエア「愛する人を暴力
の被害者・加害者にしたくない～
貧困や生きづらさを乗りこえて」

12とも▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶申込：電話またはファク
ス、電子メールで①講座名（12の
別。1はⒶ～Ⓒの別も。複数申し込
み可）②氏名③電話番号を、同所☎
3996-9007 FAX 3996-9010
oubo@nerima-yell.com　※2 で手
話通訳が必要な方は1月5日㈮までに、
1のⒸと2で保育室（1歳以上の未就
学児対象。定員6名）を利用したい方
は1月12日㈮までにお子さんの氏名

（ふりがな）・年齢もお知らせください。
内容など 日時

1上映会「マララ～
教育を求めて闘う少
女」（字幕付き）▶定
員：各20名（先着順）

1/20㈯
Ⓐ10：00～10：30
Ⓑ11：00～11：30
Ⓒ16：00～16：30

2講演会「生きづら
さ、働きづらさを抱
える若年シングル女
性たち」▶講師：ノン
フィクション ラ イ
ター／飯島裕子▶定
員：40名（先着順）

1/20㈯
13：30～15：30

ねりま小中一貫教育フォー
ラム

　区では、全ての小中学校で小中一
貫教育を進めています。フォーラム
では小中一貫教育研究グループの発
表などを行い、小中一貫教育につい
て考えます。▶日時：1月22日㈪午後
2時30分～4時▶場所：練馬文化セン
ター▶定員：200名（抽選）▶申込：ハ
ガキまたはファクス、電子メールで
①催し名②代表者の氏名・電話番号
または電子メールアドレス③参加人
数を、1月9日（必着）までに〒176-
8501区役所内教育指導課管理係☎
5984-5746 FAX 3991-1147  
shidoshitsu@city.nerima.tokyo.jp　
※落選者には、1月16日㈫までに通
知します。

〈ポスターを展示します〉
▶日時：1月22日㈪午後1時45分～
5時▶場所：ココネリ3階（練馬1-17-
1）▶内容：小中一貫教育の取り組み
事例を紹介▶申込：当日会場へ
◎問合せ：教育指導課管理係☎5984-
5746

スポーツ
初心者スポーツ教室

1 2 とも▶場所：光が丘体育館▶
問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
1 ファミリースポーツ（マット運
動、トランポリンなど）
▶対象：家族▶日時：1月27日～3月
10日の毎土曜午後6時～8時【2月
17日を除く。6日制】▶保険料：1人
48円▶持ち物：上履き▶申込：当日
会場へ
2少年少女体操（跳び箱、マット運
動、トランポリン、鉄棒など）
▶対象：Ⓐ小学1・2年生Ⓑ小学3～
6年生▶日時：1月27日～3月10日
の毎土曜Ⓐ午後1時45分～3時10
分Ⓑ午後3時20分～4時45分【2月
17日を除く。6日制】▶定員：各60
名（抽選）▶保険料：144円▶申込：
往復ハガキで①教室名（ⒶⒷの別
も）②住所③氏名（ふりがな）④年齢 

（学生は学年も）⑤性別⑥電話番号

を、12月21日（必着）までに〒176-
8501区役所内スポーツ振興課事業
係へ

区民体育大会
自転車（ロードレーサー）

▶対象：中学生以上　※中学生は 
保護者同伴。▶日時：1月21日㈰午
前9時から▶場所：西武園競輪場（埼
玉県所沢市）▶内容：中学生・一般
男子19歳以下の部、一般男子29歳
以 下・39歳 以 下・49歳 以 下・59
歳以下・60歳以上の部、一般女子
の部　※400m・1,200mのタイム
トライアル。▶保険料など：500円
▶持ち物：ロードレーサー、ヘル
メット▶申込：ハガキで①部別②住
所（区外の方は勤務先〈学校名〉も）
③氏名（ふりがな）④年齢（学生は 
学年も）⑤性別⑥電話番号を、1月
12日（必着）までに〒179-0085早
宮1-29-2　自転車連盟・斎藤へ▶
問合せ：スポーツ振興課事業係☎
5984-1947
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広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。　※広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。広告

広告

区役所アトリウムでイベントを楽しもう！12/20水

　練馬区公式アニメキャラクター
ねり丸をイメージした郵便ポスト
を区役所アトリウムに設置します。
完成を記念して、保育園児による
ポストへの初投函などのイベント
を開催します。▶問合せ：庁舎管理
係☎5984-1091 ⓒ練馬区イメージ

ねり丸と郵便ポストの
コラボレーション！

～ねり丸ポスト完成記念イベントを開催

　5月に長野県上田市で発生したひょうによる被害にあっ
たりんごを販売します。おいしいりんごをぜひお買い求め
ください。▶問合せ：国際・都市交流担当係☎5984-1302

上田市の農家を支援します

▶曲目：モンティ（許可編曲）／チャルダッ
シュなど▶出演：許可（二胡）ほか▶問合せ：
（公財）練馬区文化振興協会☎3993-3311　
※事前の申し込みは不要です。
※車での来場はご遠慮ください。

第252回 アトリウムミニステージ
入場無料特別公演

練馬区
公式アニメ
キャラクター

僕をイメージした
郵便ポストが
完成したねり！

12：45〜13：00 12：15〜12：45

　都市農地をもつ都内38区市町が連携した都市農地保全推進自治体協
議会によるフォーラムです。フォーラムでは、農業を営む染宮利章さん
と松澤智昭さんが都市農業の価値や魅力について講演を行います。
▶日時：12月17日㈰午後1時15分～4時▶場所：板橋区立文化会館▶定
員：1,200名（先着順）▶申込：当日会場へ▶問合せ：農業振興係☎5984-
4759

　都内農地で生産された、新
鮮な農産物や加工品を各地域
のJA（農業協同組合）が販売し
ます。ぜひお越しください。
▶時間：午前11時30分～午後2
時30分　※なくなり次第終了。

▶交通：東武東上線
大山駅下車北口徒
歩３分または都営
三田線板橋区役所
前駅下車A3出口徒
歩７分　※車での
来場はご遠慮くだ
さい。

第11回 都市農地保全自治体フォーラムを開催
新たな価値を発信する東京の農業をめざして

12/17日
13：15〜16：00

交番

東京都健康長寿
医療センター

区立板橋
第一中学校

板橋税務署

板橋都税事務所

板橋区
保健所

板橋
区役所

郵便局

板橋板橋区役所前駅区役所前駅
都営三田線都営三田線

区立グリーンホール
（旧産文ホール）

遊座大山商
店街

北口

南口

A3
出口

り
通
手
山

東武東上線東武東上線
大山駅大山駅

場所

板橋区立文化会館
（板橋区大山東町51-1）

都内産の新鮮野菜などの即売会
同時開催

10：00〜
16：00
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　区長に就任するにあたり、区民の皆さまに「改
革ねりま」をお約束しました。早いものです、も
う3年7カ月が過ぎました。この間、「みどりの風
吹くまちビジョン」と「区政改革計画」を策定し、
新しい施策の展開と区政運営の改革に全力で取り
組んできました。わずかなりとも成果を上げるこ
とができたとすれば、区民の皆さまのお力添えの
賜
たま

物
もの

であります。
　私は、長年行政に従事し、行政は不断の改革で
なければならないと考えています。「改革ねりま」は未だ道途上であります
が、初心忘るべからず、「ここに練馬区あり」と胸を張れる自治体を目指し、
この道をまっすぐ歩んでいきたい。いま改めて、思いを強くしています。
　「改革ねりま」の根幹は、区民参加と協働であります。グランドデザイン
構想によって、目指す将来像を区民の皆さまと共有し、更に前に進みたい
と考えています。幅広いご意見・ご提案をお待ちしています。

練馬区長 前
ま え

川
か わ

燿
あ き お

男　

考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 
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年
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の
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見
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　「みどりの風吹くまち」のおおむね10年後から30年後の将来像を、「暮らし」
「都市」「区民参加と協働」の３つの分野で示す「グランドデザイン構想」につい
て、区政改革推進会議を中心に議論を重ね、このたび、素案をとりまとめました。
　素案では、目指す将来像を区民の物語やビジュアルで表現するなど、手に取っ
て頂けるよう工夫しています。
　今後、区民の皆さまからご意見・ご提案を募集し、平成30年度中に成案を
公表する予定です。▶問合せ：企画課☎5984-2448 FAX 3993-1195

目指す将来像を区民と共有し、未来の
練馬をつくっていく
●暮らし…区民が安心して心豊かに生活する
「暮らし」の目指す姿を示す
●都市…区民の暮らしの舞台である「まち」の

目指す姿を示す
●区民参加と協働…「区民参加と協働」の目指

す姿を示す

都市都市 暮らし暮らし

区民参加と協働区民参加と協働

グランドデザイン構想

12/11
平成29年
（2017年） 練馬の未来に向けた

ご意見を募集

グランドデザイン
    構想特集号

〒176-8501区役所内企画課（本庁舎6階）
FAX 3993-1195 

kikaku@city.nerima.tokyo.jp



グランドデザイン構想みどりの風吹くまち

みどりの風吹くまち

暮らしのグランドデザイン 都市のグランドデザイン

　グランドデザイン構想の内容など詳しくは、冊子
（4面参照）または区ホームページをご覧ください。

問合せ 企画課☎5984-2448 FAX 3993-1195 問合せ 都市計画課☎5984-1534 FAX 5984-1226

（働きながら2人の娘
を育てる30代女性）
　忙しい日々を送る中、
子育てと仕事の両立に
悩みながらも、娘の成
長に幸せを感じる姿を
描いています。

（認知症の夫を介護す
る70代女性）
　夫の介護と向き合い
ながら、介護サービス
や地域の人たちに支え
られて暮らす姿を描い
ています。

子育て
Episode1

高齢者福祉
Episode2

（知的障害がある息子を
育ててきた60代男性）
　息子の将来に不安を
持ちつつ、親としての
喜びを感じ、希望を持
つ姿を描いています。

（ひとり親として息子を
育ててきた50代女性）
　息子が中学生の時に
夫が病死するが、区の
支援を受け、息子を育
ててきた姿を描いてい
ます。

障害者福祉
Episode3

生活福祉
Episode4

（病気を経験し、健康
づくりに目覚めた50
代男性）
　狭心症を経験したこ
とをきっかけに、運動
や食事など健康づくり
に取り組むようになった
姿を描いています。

（文化芸術のまち練馬
を楽しむ20代女性）
　「練馬といえば練馬
大根」といわれていたま
ちが、文化芸術のまち
となったことを実感す
る姿を描いています。

健康づくり
Episode5

文化芸術
Episode6

（みどりの区民会議で
活動する40代男性）
　近所の桜並木を守る
活動をきっかけに、みど
りの区民会議に参加し、
行政や住民の意識が変
わってきた姿を描いて
います。

（休日に農業体験を楽
しむ30代男性）
　普段はIT企業に勤め
るが、休日に農業体験
農園で農作物の収穫を
楽しむ姿を描いていま
す。

みどり
Episode7

都市農業
Episode8

　 練馬区が目指すおおむね30年後のまちの将来像を、４つのテーマに沿ってビジュアルを中心に描いて
います。この将来像を共有して、区民の皆さまとともにまちづくりを進めていきます。 

　おおむね10年後の暮らしの姿を、8つのテーマで示しました。区民の皆さまと共有できる、分かりや
すいものとするため、将来像は8人の「区民の物語」として描いています。希望、喜び、悩み、葛藤、さ
まざまな状況にありながらも、前を向いて努力している区民が主人公です。

まちの将来像の４つのテーマ 

テーマごとの具体的なまちのイメージ

■魅力にあふれ利便性に富んだ駅前と周辺のまち
■みどり豊かで快適な空間を演出する道路
■生きた農と共存するまち
■みどりあふれる中で多彩な活動が展開されるまち

　テーマごとに、鳥
ちょうかんず

瞰図と4つの具体的なまちのイメージ
で表現します。 

鳥瞰図

テーマの構成 

+
具体的なまち
のイメージ

多くの人々でにぎわう駅前空間
 

農のある風景 

みどり豊かな幹線道路

自然とふれあう憩いの森

地域の特色を活
い

かし
個性を発揮するまち 

農と共存する住宅地

多様な交通を支える道路

自然の中でスポーツを楽しむまち 

 魅力的な商店街

農とのふれあい

区民が集い活動する道路 

楽しみと安全をもたらす大規模公園

良好な環境を備え
住民が支えあう住宅地 

地場農産物のマルシェ

安全性を高めた生活道路

文化芸術の香り高いまち

魅力にあふれ利便性に富んだ駅前と周辺のまち みどり豊かで快適な空間を演出する道路

みどりあふれる中で多彩な活動が展開されるまち生きた農と共存するまち
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　練馬の未来を描いた
冊子「グランドデザイン
構想（素案）」ができまし
た。ぜひご覧ください。 
▶閲覧場所：区民事務所

（練馬を除く）、図書館、
区民情報ひろば（区役
所西庁舎1階）、企画課

（同本庁舎6階）など

特　集4 平成29年（2017年）12月11日  

　①意見・提案（未来の練馬に望むことや今後取り組むべき課題な
ど）②住所③氏名を、1月19日(必着)までに持参または郵送、ファ
クス、電子メールでお寄せください。　※ご意見・ご提案は、匿名
で公表する場合があります。

ご意見・ご提案の
提出先

〒176-8501区役所内企画課（本庁舎6階）
FAX 3993-1195 

kikaku@city.nerima.tokyo.jp

区民の皆さまが考える練馬の未来について
ご意見・ご提案をお待ちしています

区民参加と協働 のグランドデザイン

みどりの風吹く　練馬ならではの新たな自治の創造へ

現在考えられる、区の取り組みの方向性
地域活動に一歩踏み出し、
協働の取り組みを始めるた
めのきっかけづくり

区民や団体同士の信頼関係
の醸成

区民や団体のアイデアの
具現化に向け、区もともに
考え、行動する仕組みづくり

区組織の縦割りを超え、区
民参加と協働を推進する体
制づくり

地域に根差した区民の自発的な活動が
区内の至るところで活発に行われている地域おこしプロジェクト

地区祭
子育てのひろば

みどりの区民会議

地域の音楽祭

まちゼミ

ねりマルシェ
街かどケアカフェ

　【地域の現状と課題】

●町会・自治会を中心とした「地縁に基づく互助」の活動と、NPO・ボ
ランティア団体などが特定の課題に取り組む「市民（区民）活動」が行
われています。
●それぞれ組織基盤、人材、資金など「組織の課題」を抱えていますが、
「組織の課題」へ互いに連携して対応する発想が少なく、本来の目的
である「地域の課題」への取り組みが進まないケースがあります。

　【地域の現場から生まれ始めた協働の取り組み】

●地域の現場では、区民や団体が、互いの「強み」を活
い

かして「組織の

課題」に対応しながら、「地域の課題」に立ち向かう協働の取り組みが
生まれ始めています。
●この取り組みは、区民や団体が自発的に協働しながら「地域の課題」
解決力を高めていく試みであり、新たな「自治」の創造への芽生えが
あります。

　【区民と区が一緒に手探りで進めます】

●多くの区民が参加し、協働しながら取り組む地域の自治にはさまざ
まなあり方が考えられます。区は、下記の取り組みを行いながら、
練馬ならではの新たな自治の創造に向けた、区民参加と協働の推進
を、試行錯誤しながら手探りで進めていきます。

問合せ 協働推進課☎5984-1247 FAX 3557-1351

　「暮らし」と「都市」の２つのグランドデザインで区民の皆さまと共有する、目指す将来像を実現するには、区民参加と協働を根幹
に据えて、取り組むことが不可欠です。
　地域に根差した区民の皆さまの自発的な活動が、区内の至るところで活発に行われるよう支援し、区民と区が一緒になって、試
行錯誤しながら、「練馬ならではの新たな自治の創造」を目指します。

地域の現状と課題

区民と区が一緒に手探りで進めます

新たな「自治」の創造への芽生え
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