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練馬区この 1 年
平成 29年 4月〜平成 30年 3月

石神井川の桜（鎌田橋付近）
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29 年 4月
１日　�関越自動車道高架下を活用した施設の完成披

露式典を開催� 写真①〜④
　大泉地域の関越自動車道高架下に整備した「は

つらつセンター大泉」「大泉リサイクルセンター」

「大泉運動場」「地域交流ひろば」「地域活動倉庫」

の完成披露式典を開催した。

１日　ひとり暮らし高齢者などへの訪問支援を開始
� 写真⑤

　社会福祉士等の専門職と区民ボランティアが連

携して、ひとり暮らし高齢者などを訪問し、必要

な支援につなげる「訪問支援事業」のモデル事業

を、区内3地域で開始した。

1日　高齢者の活躍の場を創出する事業を開始
　シルバー人材センターの会員が、特別養護老人

ホームで、清掃や洗濯などの軽作業を行う事業を

開始し、介護従事者がより介護業務に専念できる

ようになった。

1日　ひとり親家庭自立応援プロジェクトの開始
　ひとり親家庭専管部署として、ひとり親家庭支

援係を設置し、プロジェクトを開始した。

5月
1日　学びと文化の情報サイト
　　　「みどりの風吹くまちに　あ・そ・ぶ」を開設

　学びに関する団体情報や区内で開催される催し

等の最新情報を提供するサイトを開設し、区民が

活動したいときや学びたいときに、いつでも活用

できるようになった。

23日　�広報キャンペーン「よりどりみどり練馬」が�
日本広報協会会長賞（入選）を受賞

　全国広報コンクール（公益社団法人日本広報協

会主催）の広報企画部門において、広報キャンペー

ン「よりどりみどり練馬」が日本広報協会会長賞

（入選）を受賞した。

6月
1日　ひとり親家庭総合相談窓口を開設

　生活や就労、子育てにおける総合的な支援を行

うため、ひとり親家庭総合相談窓口を開設した。

1日　区の臨時災害放送局の取組が「電波の日」に
総務省関東総合通信局長表彰を受賞

　27 年度の災害放送局用機材の購入から、防災

イベント等で訓練を兼ねたイベント放送を計 4回

行うなど、災害に備えた訓練や啓発を積極的に

行ってきたことや、関東総合通信局管内初の実験

試験局を開設し、臨時災害放送局の有効性を検証

した等の取組が評価された。

5 日　地域団体と「街かどケアカフェ連携協定」を
締結

　区内で高齢者の集いの場や認知症カフェ等の地

域サロンを運営している地域団体や介護事業者 6

団体と、「街かどケアカフェ連携協定」を締結し

た。

9日　画家の野見山暁治氏と漫画家のちばてつや氏を
練馬区名誉区民に選定

　板橋区からの分離・独立 70 周年を迎えること

を契機に、画家の野見山暁治氏と漫画家のちばて

つや氏を練馬区名誉区民に選定した。

�⑤��区民ボランティアによる訪問の様子

①�はつらつセンター大泉
②�大泉リサイクルセンター
③�大泉運動場
④�地域交流ひろば

①

③ ④

②
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7月
２日　東京都議会議員選挙

3日　聴覚障害者とのコミュニケーションを円滑に
行うためのタブレット端末を導入� 写真⑥

　窓口で、音声によるコミュニケーションが難し

い方を補助するため、区内企業が開発した支援用

アプリ「UDトーク」を活用したタブレット端末

を導入した。

7日　第 69代議長に小林みつぐ氏、第 71代副議長
に酒井妙子氏が就任

　第二回区議会定例会で、新議長および新副議長

がそれぞれ選出された。

26 日　アイメイト（盲導犬）の訓練を区役所庁舎内
で実施� 写真⑦

　都内で初めて、アイメイトの実践訓練の場とし

て区役所を提供し、公益財団法人アイメイト協会

による訓練が行われた。

28日　「Ｉ
あい

♥
らぶ

練馬あるある」絵本・ムービーが完成
� 写真⑧

　よりどりみどりな練馬区の魅力を発信する広報

キャンペーン「よりどりみどり練馬」の 3年目と

して、区内在住の人気絵本作家のぶみ氏とともに

「I
あい

♥
らぶ

練馬あるある」絵本・ムービーを製作した。

8月
1日　骨髄等提供者支援事業を開始

　公益財団法人日本骨髄バンクを通じて、骨髄・

末梢血幹細胞を提供した区民等（ドナー）および

ドナーが勤務する事業所に、助成金を交付する「骨

髄等提供者支援事業」を開始した。

　全国で初めて、区内在住者に加え、在勤・在学

者も対象に含めた。

1日　区民事務所 6か所にマイナンバーカード対応
証明書発行機を導入� 写真⑨

　区民事務所に、マイナンバーカードを使って住

民票の写しなどを取得できる証明書発行機を設置

し、利用を開始した。

23 日　区内の信用金庫と空家等対策に関する協定を
締結

　適正な管理がなされていない空き家等の発生の

未然防止や有効活用等を推進するため、区内の 4

信用金庫と「練馬区における空家等対策に関する

協定」を締結した。また、30 年 3 月 27日にも、

新たに 2信用金庫と協定を締結した。

24日　NPO法人コメリ災害対策センターと災害協定
を締結

　29 年 2 月に株式会社コメリが大泉学園町八丁

目に初出店したことを契機に、NPO 法人コメリ災

害対策センターと「災害時の物資供給等に関する

協定」を締結した。

30日　大江戸線延伸推進会議を開催
　延伸地域の町会、区議会および区で構成する大

江戸線延伸促進期成同盟と、区の経済・産業界

や地域を代表する 8つの団体で組織する大江戸線

延伸推進会議を開催した。

�⑦�練馬区民事務所での訓練の様子

�⑨�
区民事務所にマイナンバーカード
対応証明書発行機を導入

�⑥�タブレット端末を使用する様子

�⑧��「Ｉ
あい

♥
らぶ

練馬あるある」絵本
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9月
10日　防災フェスタを開催� 写真⑩

　防災を身近に感じてもらうことを目的に、「防

災フェスタ」を開催した。防災機関やライフラ 

イン機関等、過去最多となる 22のブース展示を

はじめ、はしご車搭乗体験、救助犬のデモンスト

レーション、非常食体験としてカレーの炊き出し

等が実施された。

16日　天皇皇后両陛下が「藤島武二展」をご鑑賞
� 写真⑪

　天皇皇后両陛下が練馬区立美術館を訪れ、「練

馬区独立 70周年記念展 生誕 150 年記念　藤島武

二展」を鑑賞された。

10月
1日　電動アシスト付自転車を使用したシェアサイク

ル事業の社会実験を開始� 写真⑫
　区内での利用動向や費用対効果を検証するた

め、光が丘地区および大泉・石神井・上石神井

地区にサイクルポートを複数設置し、いつでもど

このサイクルポートでも、自転車の貸出し・返却

ができるシェアサイクル事業の社会実験を開始し

た。

1日　昭和 56年の放送開始後初めて「夕べの音楽」
の音色を変更

　子どもたちの帰宅を促すことを目的に、地域の

防災無線放送塔から毎夕放送している音楽を、フ

ルートからピアノの音色に変更した。

1日　町会加入促進に向けてインターネットを活用
した情報発信の支援を開始

　町会・自治会が独自のホームページを開設して

さらなる情報発信ができるよう、ホームページ作

成システムを用意するなどの支援を開始した。

8日　フードドライブ事業を初開催
　食品ロス削減のため、各家庭で余っている未利

用食品を集める事業を、10 月から11月までの間

（延べ 12日）、区内 4か所のリサイクルセンター

で開催し、30年 1月 20日に区役所でも実施した。

集まった未利用食品は、区内外の福祉団体等に提

供した。

22日　衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民
審査選挙

27日　東京 2020オリンピック・パラリンピック競技
大会のカウントダウンボードを区役所に設置
� 写真⑬

　大会に向け、区民のさらなる機運醸成を図るた

め、それぞれの開会式までの日数を表示するカ

ウントダウンボードを区役所に設置した。

11月
1日　健康づくりの多機能型スマートフォン用アプリ

「ねりまちてくてくサプリ」を配信開始　
� 写真⑭

　日々の健康づくりを応援するスマートフォン用

アプリ「ねりまちてくてくサプリ」の配信を開始

した。

�⑭�アプリ周知用チラシ

�⑫�サイクルポート

�⑪�作品を鑑賞される天皇皇后両陛下�⑩�初期消火訓練の様子

�⑬
区役所アトリウムに設置された
カウントダウンボード

【注意事項】
・対応のOSは、iOSが8.1以上、Androidが4.4以上です。
・本アプリでは、電池消費の観点から歩数のカウントに「加速度センサー」ではなく「歩数計測用のセンサー」を利用して
います。iPhone5S未満の機種および歩数計測用のセンサーが取り付けられていないAndroidの一部機種は、歩数計機能
の利用ができませんのでご了承ください。

・正確な歩数をカウントするためには、iOSは1週間に1回、Androidは1か月に1回、アプリの起動が必要です。

平成29年11月1日配信スタートしました！

練馬区公式アニメキャラクター ねり丸 © 練馬区

まだまだある便利で楽しい機能！

練馬の“まち”を歩いて、巡って、楽しみながら、
あなたの健やかな生活をサポートするサプリメントのような
スマートフォンアプリの配信を開始します！
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14 日　都市農地保全推進自治体協議会が農林水産副
大臣に、農地制度の見直しや生産緑地の貸借
に関する要望書を提出

　前川燿男区長が会長を務める都市農地保全推進

自治体協議会は、農林水産副大臣に、農地制度の

見直しや生産緑地の貸借に関する要望を行った。

また、12 月 19日にも、同様の要望書を国土交通

大臣に提出した。

16日　大江戸線延伸フォーラム「もっと知ろう！大江
戸線延伸！」を開催

　大江戸線延伸推進会議が開催した「大江戸線延

伸フォーラム」では、区が大江戸線延伸の現状等

を報告したほか、日本大学教授による講演が行わ

れた。

12月
1日　区役所アトリウム等区内4か所で、無料公衆無

線LAN「Nerima�Free�Wi-Fi」の運用を開始
� 写真⑮

　区民や区を訪れた方、外国人旅行者など、誰

もが無料でインターネットを利用できる公衆無線

LAN「Nerima Free Wi-Fi」の運用を開始した。

3日　第 11回練馬大根引っこ抜き競技大会で、ギネ
ス世界記録に認定� 写真⑯

　3分間で 492 人が同時に大根を抜いた記録がギ

ネス世界記録に認定され、公式認定証が授与され

た。

7日　「グランドデザイン構想（素案）」を発表
� 写真⑰

　おおむね 10 年後から 30 年後の区の将来像を、

「暮らし」「都市」「区民参加と協働」の 3つの分

野からなるグランドデザイン構想として示した。

20日　ねり丸ポスト完成記念式典を開催� 写真⑱
　区役所本庁舎 1階に、区公式アニメキャラク

ターねり丸をモチーフにした「ねり丸ポスト」を

設置した。完成を記念した式典では、ねり丸が見

守る中、保育園児が除幕を行い、「ねり丸年賀状」

をポストに投函した。

30 年 1月
18日　株式会社北豊島園自動車学校と「災害時にお

ける緊急輸送等の協力に関する協定」を締結
　地震等の災害時に、区からの要請に基づき、同

社の従業員が教習車両等を活用して緊急輸送に協

力したり、災害対応車両に燃料の供給を受けられ

る協定を締結した。

21日　西武新宿線立体化促進大会を開催
　前川燿男区長が会長を務める西武新宿線立体化

促進協議会は、西武新宿線（井荻駅～東伏見駅

付近）立体化の早期事業化を実現するため、区民、

区議会および区が一体となって、西武新宿線立体

化促進大会を開催した。

�⑯�ギネス世界記録に認定された。

�⑰��「グランドデザイン構想（素案）」を
　　��発表する前川燿男区長

�⑱��除幕式にて、ねり丸ポストと記念撮影を
する前川燿男区長とねり丸

�⑮�利用エリア内に
　　��PRステッカーを掲示



14

30日　区と練馬区町会連合会、（公社）東京都宅地建
物取引業協会練馬区支部および（公社）全日
本不動産協会東京都本部練馬支部の四者で協
定を締結

　町会・自治会活動の周知と、加入促進を図るた

め、「練馬区における町会・自治会加入促進に関

する協定」を締結した。

2月
13日　区内 3消防署と、「震災時におけるり災証明書

発行に関する協定」を締結
　迅速な「り災証明書（※）」の発行を目的として、

練馬、光が丘および石神井の 3消防署と震災によ

る火災の発生時の対応に係る協定を締結した。

※り災証明書：

　災害による被害の程度を証明する書面のこと

3月
9日　「練馬区観光ガイドマップ」を発行� 写真⑲

　区を代表する 45の観光スポットを紹介したガ

イドマップを発行した。今回は初めて、外国人の

おもてなしや案内にも便利な外国語版（英語、中

国語および韓国語）も発行した。

19日　練馬区独立 70周年記念映像の公開開始
� 写真⑳

　こぶしハーフマラソンを皮切りとした花火フェ

スタや真夏の第九などの記念事業を、桜並木や紅

葉、雪景色など季節の移り変わりとともに紹介す

る記念映像を公開した。

20 日　平和祈念コンサートで、練馬区名誉区民ちば
てつや氏が戦争体験を講演� 写真�

　平和祈念コンサートで、練馬区名誉区民で漫画

家のちばてつや氏が、幼少期に体験した旧満州か

らの引き揚げ体験について講演した。

22 日　シンポジウム「区民参加と協働による、新た
な自治の創造に向けて」を開催� 写真�

　「区民参加と協働」について、区民とともに考

えるため、区民協働のあり方検討会議の委員によ

るシンポジウムを開催した。

28日　西武新宿線立体化の早期事業化などを都に要請
　区民、区議会および区で構成する西武新宿線立

体化促進協議会は、西武新宿線（井荻駅～東伏

見駅付近）立体化の早期事業化と外環の 2の早

期整備などに関する要望書を都に提出した。

30日　新たな「アクションプラン」を策定� 写真�
　『ビジョン』の実現に向け、これまでの進捗状

況や、社会経済情勢および区民ニーズの変化を踏

まえて策定した。

��
ちばてつや氏による講演の様子

����みどりの風吹くまちビジョン
アクションプラン

���シンポジウムの様子
�⑳�練馬区独立 70周年
　　��記念映像の一場面

�⑲�練馬区観光ガイドマップ


