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【昭和22年】（1947年）

18月11日 練馬区誕生。板橋区から分
離独立し、区役所を開進第
三小学校講堂に仮開設

1 1日 練馬税務署（国）開設
19月20日 第1回区議会議員・区長選挙

（区議36人選出）
20日 初代区長に臼井五十三就任

10月11日 初代区議会議長に上野徳次
郎就任

28日 練馬清掃事務所（都）開設
【昭和23年】（1948年）

16月 米軍家族宿舎グラントハイ
ツ完成

10月11日 練馬保健所（都）開設
11月15日 2代区議会議長に桜井米蔵就

任
【昭和24年】（1949年）

11月15日 区役所庁舎が現在地（豊玉
北6－12－1）に完成

18月11日 練馬授産場開設
11月11日 練馬税務署移転（現・栄町23）

25日 3代区議会議長に小口政雄就
任

【昭和25年】（1950年）

14月11日 独立後、初の都立公園とし
て、豊中公園・上練馬公園
開園（27.4.1区に移管）

18月15日 練馬都税事務所開設
10月11日 都から移管の区立公園とし

て、中新井・北新井・徳殿
公園が開園

16日 氷川台に東京少年保護鑑別
所（国）竣工

30日 4代区議会議長に梅内正雄就
任

11月10日 区議会議員補欠選挙
【昭和26年】（1951年）

17月20日 第1回練馬区農業委員選挙
19月18日 第2回区議会議員・区長選挙

20日 2代区長に須田操就任
25日 北町に警察予備隊練馬営舎

が一部完成
10月11日 練馬福祉事務所（都）開設

1日 練馬診療所開設
29日 5代区議会議長に篠田鎮雄就

任
【昭和27年】（1952年）

13月26日 千川上水暗渠（あんきょ）
化工事、区内着手

14月11日 石神井公益質屋開業
14月 東京少年保護鑑別所に外来

鑑別室開設
17月11日 区立児童遊園として初の氷

川台児童遊園開園
18日 （福）練馬区社会福祉協議

会設立
18月30日 千川上水暗渠（あんきょ）

化工事（第1期）終了
19月11日 南町・北町小学校開校

11日 区長公選制廃止（地方自治
法改正）

10月15日 第1回教育委員選挙
29日 6代区議会議長に梅内正雄就

任
11月11日 練馬区教育委員会設置

13日 長命寺所蔵「板絵着色役者
絵（鳥居清長筆）」が都指定
有形文化財に指定

◎練馬大根は病害虫などのた
め、この年を境に栽培され
なくなっていく

【昭和28年】（1953年）

15月11日「練馬区広報」創刊
18月15日 練馬母子寮開設
19月 都内で初の区営分譲住宅を

春日町に10棟建設
10月11日 牧野富太郎博士、第1回名誉

都民となる
11日 練馬公民館開館

12月12日 7代区議会議長に井口仙蔵就
任

13日 練馬区紋章制定。約900点の
応募から東大泉町、佐藤杏

二氏の作品（練馬の「ネ」
と馬のひづめを図案化）を
選定

22日 板橋区との境界を一部変更
【昭和29年】（1954年）

16月10日 石神井保健所（都）開設
11月11日 豊玉東・上石神井小学校開

校
12月22日 8代区議会議長に塚田洪憲就

任
◎石神井川改修工事完了。蛇
行していた旧石神井川を幅
8m、高さ1.2mの長線に直し、
コンクリート板棚工が施され
る。また、500,826m2に及ぶ
両岸は、耕地整理・土地整
理を行う土地改良事業が実
施される

【昭和30年】（1955年）

13月11日 学田公園（野球場）開設
14月11日 開進第四・光和小学校開校

27日 都立豊玉中公園（テニスコー
ト併設）開園（30.10.1区に
移管）

19月16日 第3回区議会議員選挙
16日 教育委員補欠選挙
20日 9代区議会議長に井口仙蔵就

任
11月19日 3代区長に須田操就任（選任）

◎立教大学グラウンド（氷川
台1丁目）建設の際、石器・
土器や縄文・弥生時代の住
居跡が発掘される

【昭和31年】（1956年）

13月13日 長命寺「東高野山奥之院」
が都指定史跡に指定

14月11日 関町・大泉東小学校開校
15月30日 教育委員の公選制廃止（議

会の同意を得て区長が任命
する任命制に移行）

17月11日 練馬区印鑑条例施行
10月11日 定例会の回数に関する条例

練馬区の年表
注：本文中、敬称略
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施行
29日 10代区議会議長に井口仙蔵

就任
【昭和32年】（1957年）

11月18日 牧野富太郎博士没。享年94
歳

14月11日 田柄・旭町・谷原小学校、
大泉第二中学校開校

11日 上板橋緑地（現在の都立城
北中央公園）開設

17月20日 板橋区との境界を一部変更
10月11日 「練馬区史」発行
11月29日 11代区議会議長に梅内正雄

就任
【昭和33年】（1958年）

14月11日 北町西・仲町小学校、北町
中学校開校

18月25日 第五清掃工場（石神井清掃
工場・現練馬）操業開始

19月26日 台風22号（狩野川台風）で
31,000世帯の被害発生（仲
町、北町、田柄町、貫井町、
向山町等）

12月11日 牧野記念庭園開園
11日 仲町授産場開設
25日 練馬区立都市公園条例施行

【昭和34年】（1959年）

12月11日 農業経営基本調査実施
13月11日 都立石神井公園開園

18日 12代区議会議長に林亮海就
任

14月11日 中村西・関町北・大泉南小
学校、上石神井中学校開校

18月28日 「仲町土地改良区」設立認
可

19月16日 第4回区議会議員選挙
10月23日 13代区議会議長に上野徳次

郎就任
12月13日 4代区長に須田操就任（選任）

◎谷原町に球形ガスタンク建
設される

【昭和35年】（1960年）

14月11日 小竹・向山小学校、田柄中
学校開校

15月11日 陸運事務所練馬支所開設
12月27日 14代区議会議長に桜井米蔵

就任
【昭和36年】（1961年）

14月11日 石神井警察署開設
11日 上石神井北・豊玉南・練馬

東小学校、石神井南・開進
第四中学校開校

11日 豊玉保育園開園
17月11日 白子川改修に伴い埼玉県と

の境界を一部変更
11日 豊玉第二保育園開園

11月11日 北町保育園開園
【昭和37年】（1962年）

12月19日 15代区議会議長に梅内正雄
就任

14月11日 立野小学校、大泉学園・豊
玉第二中学校開校

18月11日 練馬図書館が一部開館
12月22日 16代区議会議長に橋本銀之

助就任
【昭和38年】（1963年）

12月11日 第1回住居表示開始（南町3
丁目は、桜台4～6丁目、南
町4・5丁目は、練馬1～4丁
目に変更）

14月11日 貫井中学校開校
15月11日 下石神井保育園（現石神井

町さくら保育園）開園
17月11日 住民登録実態調査実施
18月31日 集中豪雨で、北町、春日町、

向山町などで被害（床上浸
水155戸、床下浸水2,137戸）

19月17日 第5回区議会議員選挙
10月11日 東大泉保育園開園

23日 17代区議会議長に井口仙蔵
就任

12月26日 5代区長に須田操就任（選任）
【昭和39年】（1964年）

15月11日 関町保育園開園
16月22日 都水道局北部第二支所開設
18月11日 区役所庁舎完成（旧5階庁舎）

11日 練馬青年館（旧南大泉青少
年館）開館

19月17日 学校給食第一総合調理場完
成（区立小・中学校の給食
開始）

10月10日 第18回オリンピック東京大
会開催

【昭和40年】（1965年）

12月12日 区内初の学童クラブ（北町
西小学童クラブ）開設

13月10日 18代区議会議長に越後幹雄
就任

14月11日 地方自治法の改正により、
社会福祉等の事務が大幅に

都から移管、区の組織を5部
制の新組織機構に改正する

11日 石神井支所を石神井庁舎に
名称変更

11日 石神井福祉事務所開設（石
神井庁舎内）

11日 区政モニター制度実施（25
人）

15月11日 春日町・平和台保育園開園
10日 区立軽井沢高原寮（小・中

学校の校外授業施設）が長
野県浅間山麓に開設

18月11日 幼児の遊び場として区立小
学校の校庭を開放（15校）

1 ◎「アメリカシロヒトリ」が
異常発生し、区内の街路樹
のプラタナス、サクラや一
般の家庭の庭木に被害を与
える

【昭和41年】（1966年）

15月11日 区民相談室開設
11日 上石神井保育園開園

16月11日 下田学園（病虚弱養護学園）
を、静岡県下田市に開園

11日 桜台・谷原保育園開園
16日 第1回特別区自治権拡充大会

開催（千代田区公会堂）
29日 台風4号で区内各地で浸水被

害（5,000余世帯）
19月12日 練馬都税事務所新庁舎完成

事務開始（豊玉北5－15）
30日 新選挙人名簿制度実施（公

職選挙法の一部改正）
12月16日 区議会「区政刷新に関する

決議」全会一致で可決
【昭和42年】（1967年）

11月16日 学校給食第二総合調理場完
成（区立中学校の完全給食
実施）

14月11日 大泉第四小学校開校
15月11日 田柄・上石神井第二保育園

開園
15月12日 臨時区議会で区長の不信任

案可決。区議会解散
30日 第6回区議会議員選挙（定数

52人になる）
15月 練馬図書館で自動車を利用

した移動図書館開始
16月11日 谷原保育園開園

21日 須田操区長退任



232

17月11日 19代区議会議長に長谷川安
正就任

18月11日 区独立20周年
11日 練馬福祉会館開館

19月12日 練馬区で区長公選条例直接
請求の区民運動起こる

10月17日 区は区長公選条例請求のた
めの代表者証明書の交付を
拒否

19日 区議会が区長候補者の公募
について公聴

25日 民有地を区が借り上げた区
内初の「民間遊び場」開設

11月10日 住民登録制度が「住民基本
台帳制度」に変更

12月11日 区長公選を求める住民団体
（区長を選ぶ区民の会）が区
の処分を不服として東京地
裁に提訴

26日 区内初の下水道使用開始
【昭和43年】（1968年）

12月16日 区長選任のため臨時区議会
開催

14月11日 南田中・高松・大泉学園小
学校開校

11日 南田中保育園開園
22日 区長選任のため臨時区議会

を再度開催
15月11日 春日町第二・貫井保育園開

園
22日 法令に基づく「区長候補者

選出特別委員会」設置
16月11日 南田中第二保育園開園

16日 東京地裁緒方判決、練馬区
の代表者証明書交付拒否処
分は違法。翌7日、区は判決
を不服として東京高裁に控
訴

17月16日 20代区議会議長に小柳信子
就任（23区で初の女性議長）

29日 6代区長に片健治就任（選
任）。区長の空席期間は403
日間であった

10月11日 23区共同の「交通災害共済
制度」開始

11月28日 東京高裁、区の6月6日東京
地裁緒方判決に対する控訴
を棄却

12月11日 練馬診療所廃止
12月 「わたしの便利帳」を初め

て全世帯に配布
【昭和44年】（1969年）

12月11日 写真集「練馬区二十年の歩
み」発刊

13月28日 区議会にグラントハイツ対
策特別委員会を設置

14月11日 心身障害者扶養年金制度実
施

11日 泉新小学校開校
17月20日 練馬・石神井・大泉の三地

区農業委員会を廃止、新た
に練馬区農業委員会を設置

24日 21代区議会議長に橋本銀之
助就任

19月16日 旧練馬診療所跡に区民相談
所、石神井庁舎に区民相談
室開設

10月11日 氷川台保育園開園
11日 白百合福祉作業所開設

11月11日 区の組織にグラントハイツ
対策室を設置

12月11日 老人医療費助成と児童手当
制度実施

11日 上石神井第三保育園開園
【昭和45年】（1970年）

11月28日 春日町青少年館開館
13月11日 関町第二保育園開園
14月11日 大泉第六・田柄第二小学校

開校
11日 東京都公害防止条例施行
15日 練馬区広報紙を「ねりま区

報」と改称
16月11日 平和台児童館開館

15日 第四土木出張所開設
17月11日 下田臨海寮を小・中学校の

校外授業の施設として静岡
県下田市に開設

11日 22代区議会議長に橋本銀之
助就任

18月11日 下石神井第二保育園（現高
野台保育園）開園

19月11日 豊玉第三保育園開園
10月11日 石神井区民館（石神井庁舎

内併設）開館
12月11日 石神井図書館開館

11日 大泉北出張所移転（区民
館・敬老館併設）開設

【昭和46年】（1971年）

13月11日 第六出張所移転（旭町区民
館・旭町保育園併設）開設

11日 大泉保健相談所開設
14月11日 八坂・下石神井小学校開校

11日 北保健相談所開設
11日 第7回区議会議員選挙
15日 夜間広聴電話設置
27日 区の花・区の木を選定（花

はツツジ・木はコブシ）
17月16日 23代区議会議長に塚田洪憲

就任
10月19日 グラントハイツ跡地利用総

決起集会開催
11月13日 第1回「消費生活展」開催
12月11日 関出張所移転（区民館・敬

老館併設）開設
【昭和47年】（1972年）

11月11日 栄町保育園（児童館・敬老
館併設）開園

12月15日 武蔵関建築協定（関町5丁目）
結ばれる

14月11日 八坂中学校開校
11日 中小企業へ公害防止資金の

融資制度発足
15月12日 石神井南中学校で光化学ス

モッグによる被害発生
16月11日 総合体育館開館

17日 魚の産地直送開始
17月19日 24代区議会議長に横山繁雄

就任
21日 区の花「ツツジ」図案決ま

る
28日 片健治区長退任

18月11日 石神井プール予定地から縄
文土器片や住居跡などが発
掘される（現在の池淵史跡
公園）

11日 石神井児童館（敬老館併設）
開館

11月16日 区長準公選条例公布
12月11日 第七出張所移転（田柄区民

館併設）開設
11日 大泉西出張所移転（南大泉

区民館・保育園併設）開設
【昭和48年】（1973年）

11月11日 田柄第二・南大泉保育園開
園

11日 北大泉保育園（児童館併設）
開園

23日 日米安全保障協議委員会に
おいて、キャンプ朝霞の一
部が3年以内の返還決定
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14月11日 初めての老人クラブ農園開
園

11日 富士見台小学校、練馬東・
大泉西中学校開校

11日 練馬保育園開園
15月11日 光化学スモッグ発生時の警

報用霧笛設置
11日 厚生文化会館開館
11日 光が丘保育園、光が丘児童

館開設
20日 練馬・石神井休日急患診療

所開設
28日 石神井公園駅周辺地区再開

発説明会開催
17月21日 ちびっ子つり場を石神井公

園ボート池に開設
28日 25代区議会議長に関口三郎

就任
18月11日 静岡県熱海市に区民保養施

設として、網代荘開設
11日 上石神井出張所（区民館・

児童館併設）開設
19月30日 グラントハイツが国へ全面

返還
10月11日 老人三事業〔友愛訪問、老

人ヘルパー派遣、老人福祉
電話（6月から）〕開始

16日 7代区長に準公選で田畑健介
就任。区長の空席期間は444
日間であった

11月11日 第五出張所移転（土支田区
民館・児童館・保育園併設）
開設

12月11日 春日町児童館（敬老館併設）
開館

11日 組織改正に伴い8部制となる
12月 練馬区基本構想（素案）ま

とまる
【昭和49年】（1974年）

11月26日 日常生活用品交換市開催
29日 第1次オイルショックに伴う

区民の生活防衛のための臨
時区議会開催

12月23日 生活防衛区民集会開催
13月11日 練馬区中高層建築物に関す

る指導要綱施行
11日 都がグラントハイツ跡地に

大公園設置のための都市計
画決定

14月11日 大泉西・大泉北小学校開校

11日 練馬区愛育手当条例施行
16日 富士見台駅北口に初めて区

営自転車駐車場開設
15月12日 第1回「憲法記念の集い」開

催
16月11日 区長公選制復活（地方自治

法改正公布）
17月11日 中村児童館（敬老館併設）

開館
20日 石神井プール開設
20日 集中豪雨で床上浸水5戸・床

下浸水383戸・道路冠水53か
所の被害

30日 26代区議会議長に田口阿久
理就任

18月11日 練馬区の独立を記念して、
「一日区長」行事始まる（一
日区長に区在住の女優壇ふ
み）

11日 寝たきりの高齢者に巡回入
浴車運行開始

18月 広報映画完成（「明日のねり
まをめざして」「樹齢の詩」）

10月20日 「54万・人間ひろば」開催
11月11日 南田中児童館（敬老館併設）

開館
15日 練馬区行財政調査会（会長

高柳信一）が特別区行財政
の強化を区長に提言

【昭和50年】（1975年）

11月25日 財政格差の解消を求める
「練馬区民大会」を練馬公民
館で開催

12月11日 北町第二保育園（北町児童
館併設）開園

12月 区の事務の効率化を図るた
め、電子計算機導入

14月11日 都から保健所の事務が移管
11日 関中学校開校
27日 第8回区議会議員選挙（定数

が52人から56人に）・区長
選挙（24年ぶりに公選制復
活）

27日 8代区長に田畑健介就任
15月11日 大泉東出張所移転（東大泉

区民館併設）開設
11日 区立初の北大泉幼稚園開園
11日 向山保育園開園

16月11日 第二出張所移転（早宮区民
館併設）開設

11日 関町児童館開館
23日 27代区議会議長に楠直正就

任
17月11日 消費者相談開始
11月11日 清水山憩いの森（カタクリ

自生地）開設
12月15日 桜台出張所（南町から名称

を変更）移転開設
【昭和51年】（1976年）

11月11日 桜台区民館（桜台出張所に
併設）開館

12月11日 東大泉児童館（敬老館・東
大泉第二保育園併設）開館

13月 練馬区行財政調査会最終報
告まとまる

14月11日 練馬第三・南が丘小学校開
校

16月11日 区営ボート場を武蔵関公園
に開設

17月11日 平和台図書館開館
19日 28代区議会議長に横山繁雄

就任
20日 高野台運動場（野球・庭球

場）開設
19月11日 中村・春日町・南田中敬老

館が団体登録をしたグルー
プに夜間開放開始

19日 台風17号で関町4・5丁目、
大泉学園などで床上浸水344
戸、床下浸水491戸の被害

10月11日 自治権拡充等の情勢に対応
するため、第一次組織改正
を実施、9部制となる

12月11日 戸籍の閲覧が禁止
【昭和52年】（1977年）

11月11日 大泉交通公園開園
12月24日 第1回練馬区保育問題懇談会

開催
12月 グラントハイツ跡地の都立

公園建設工事開始
14月11日 石神井台保育園（児童館・

敬老館併設）開園
11日 早宮・田柄第三・橋戸・石

神井台小学校、谷原中学校
開校

15月11日 埼玉県秩父市に秩父青少年
キャンプ場開設

11日 豊玉北地区区民館開館
11日 西大泉保育園（児童館・敬

老館併設）開園
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20日 福祉タクシー券制度開始
17月12日 緊急一時保育制度開始

18日 第四出張所移転（都営住宅
内に併設）開設

21日 練馬区高齢者事業団（現
（社）練馬区シルバー人材セ
ンター）設立

27日 29代区議会議長に内田仙太
郎就任

18月11日 区独立30周年記念碑を開進
第三小学校校庭に建立

11日 春日町区民館（都営住宅内
に併設）開館

21日 北大泉野球場開設
19月11日 みどりを保護し回復する条

例施行
10月11日 区独立30周年記念写真集

「11万から55万区民へ」発刊
15日 出張所文庫（上石神井・第

六出張所）開設
17日 練馬区基本構想策定
23日 休日歯科応急診療開始

【昭和53年】（1978年）

13月 練馬駅北口カネボウ跡地の
区と都による先行取得決定

14月11日 三原台温水プール（児童
館・敬老館併設）開設

11日 大泉学園緑小学校、三原
台・大泉北中学校開校

17日 武蔵関公園が都から区へ移管
15月11日 グラントハイツ跡地開発計

画会議で1万2千戸の住宅建
設決定

16月21日 田柄川跡地の緑道工事完成
17月14日 30代区議会議長に豊田三郎

就任
18月12日 カネボウ跡地を区民に暫定

開放
19月11日 高松地区区民館（保育園併

設）開館
22日 グラントハイツ跡地開発計

画原案、都から提示
10月11日 石神井休日急患診療所で歯

科休日急患診療開始
11日 北町・桜台地区区民館、桜

台第二保育園開設
11日 練馬区宅地等開発指導要綱

施行
12日 建築物の日影（ひかげ）規

制条例施行

12月11日 区内初のみどりの保全モデ
ル地区に向山3丁目の一部を
指定

【昭和54年】（1979年）

11月14日 石神井保健所移転開設
12月14日 練馬区勤労者福祉共済会

（ファミリーパック）発足
13月23日 みどりの推進協定第1号とし

て、向山3丁目の城南住宅組
合をみどりの保全モデル地
区に指定

14月11日 北原小学校、南が丘中学校
開校

22日 第9回区議会議員・区長選挙
27日 9代区長に田畑健介就任

15月11日 早宮・下石神井地区区民館
開館

11日 下石神井第三・春日町第三
保育園開園

16月22日 31代区議会議長に貫井武夫
就任

18月11日 中村橋区民センター（第三
出張所・心身障害者福祉セン
ター・消費生活センター・貫
井地区区民館併設）開設

11日 軽費老人ホーム「すずしろ
園」が都から区に移管

20日 心身障害者（児）のための
病院委託による緊急一時保
護開始

19月11日 東京都と合同で大規模総合
防災訓練実施（光が丘運動
場）

10月19日 台風20号で区内各地に被害
12月11日 ひとりぐらしの高齢者にア

パートのあっせん開始
【昭和55年】（1980年）

12月11日 大泉図書館開館
13月11日 生活実習所、大泉福祉作業

所、平和台授産場が都から
区に移管

14月11日 総合教育センター開設
11日 大泉学園桜小学校開校
10日 長野県武石村（現・上田市）

に武石少年自然の家開設
21日 谷原出張所移転（総合教育

センター内に併設）開設
15月11日 向山庭園開園

15日 区役所庁舎東館（現東庁舎）
完成

16月12日 高齢者のための「富士見台
ケアセンター」業務開始

17月10日 32代区議会議長に上野定雄
就任

18月10日 区独立30周年練馬区史「現
勢資料編」発刊

19月11日 富士見台地区区民館（富士
見台こぶし保育園併設）、豊
玉第四保育園開設

17日 国際障害者年練馬区推進本
部設置

10月11日 氷川台（氷川台第二保育園
併設）、北町第二地区区民館
開館

12月11日 第八出張所（旧第二出張所
分室から昇格）開設

【昭和56年】（1981年）

11月23日 国土庁主催の「農住タウ
ン・ミーティング」が練馬
区で開催

12月17日 練馬区など関係11区が都営
地下鉄12号線促進連絡協議
会を結成

13月11日 大泉学園地区区民館（保育
園併設）開館

14月11日 防災行政用無線局開局
11日 東京中高年齢労働者職業福

祉センター（通称「サンラ
イフ練馬」）開設

15月11日 放射36号線の建設に建設大
臣の事業認可

16月18日 光が丘地区医療施設構想試
案が、光が丘地区医療施設
構想協議会から区長に答申

20日 都市計画法の地域地区の改
正施行

17月11日 防災無線を利用し「夕べの
鐘（現・夕べの音楽）」放送
開始

21日 33代区議会議長に矢�久雄
就任

18月28日 特別区政調査会が特別区長
会に「特例市」構想の最終
答申提出

10月11日 東京都環境影響評価（アセ
スメント）条例施行

20日 区独立30周年練馬区史「現
勢編」発刊

26日 都立光が丘公園が一部開園
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【昭和57年】（1982年）

11月31日～12月17日
練馬区長期総合計画（素案）
の区民説明会開催

13月24日 練馬区長期総合計画策定
14月11日 関町第三保育園、関保健相

談所、春日小学校開設
11日 桜台体育館開館（開進第三

中屋内運動場に併設）
11日 富士見台駅南口に、中野区

と共同で自転車駐車場開設
11日 白百合福祉作業所、精神薄

弱者生活寮しらゆり荘開設
15月11日 北大泉地区区民館開館
16月11日 光が丘地区開発推進本部設

置
11日 「チェアーキャブ」運行開

始
17月16日 34代区議会議長に大野喜三

郎就任
19月11日 関町図書館開館

11日 （財）練馬区文化振興協会
設立

12日 台風18号で練馬区内の各地
に被害

24日 練馬区在住・在勤の住民で
「練馬交響楽団」を結成

10月11日 父子・母子家庭への家事援
助者派遣事業開始

11月15日 地下鉄12号線建設促進大会
開催

12日 練馬地区環境改善計画策定
30日 区独立30周年練馬区史「歴

史編」発刊
12月17日 光が丘地区医療施設誘致構

想まとまる
20日 障害者福祉施策推進を図る

ための練馬区行動計画策定
【昭和58年】（1983年）

11月17日 災害時の生活用水を確保す
るため「ミニ防災井戸」の
指定開始

12月11日 老人保健法施行
14月11日 収入役室の業務を電算化

11日 光が丘第一小学校、石神井
台第二・旭町第二・光が丘
第二保育園開設

11日 石神井養護学校（都）開校
11日 建築業務の円滑を図る練馬

区建築審査会設置

13日 練馬文化センター開設
24日 第10回区議会議員・区長選

挙
27日 10代区長に田畑健介就任

15月15日 第1回「少年少女スポーツフ
ェスティバル」開催

22日 第1回「練馬こどもまつり」
開催

16月11日 都立光が丘公園運動施設の
利用開始

14日 尾崎遺跡資料展示室（春日
小学校内）開設

15日 35代区議会議長に貫井武夫
就任

24日 区内に初めて地下鉄（営団
有楽町線の池袋～営団成増
駅間で小竹向原・氷川台・
平和台の3駅）開通

30日 地下鉄12号線計画路線（案）
を都が提案

17月12日 旭町南地区区民館開館
15日 東大泉スポーツ広場開設
26日 区内の文化財総合調査開始

19月11日 区営の公益質屋廃止
10月11日 北町福祉作業所、北保健相

談所（改築）開設
11日 ひとりぐらし等の高齢者に

給食サービス開始
11日 地下鉄西武有楽町線の小竹

向原～新桜台駅間開通
13日 世界の恒久平和を願って、

「非核都市練馬区宣言」発表
17日 「ビデオねりま」放映開始

11月11日 区内で戦後初の土地区画整
理事業の区域（大泉町2丁目）
公示

【昭和59年】（1984年）

12月12日 特別区を「市」にするため
の促進大会開催

13月23日 光が丘出張所開設
14月11日 光が丘第三保育園、光が丘

第四小学校、光が丘第一・
光が丘第四中学校開設

11日 区役所庁舎西館（現西庁舎）
完成

11日 練馬区土地開発公社設立
12日 東大泉地区区民館開館
16日 田柄・西大泉地区区民館開

館
16日 婦人関係施策推進会議設置

16月11日 区議会が「都営地下鉄12号
線を光が丘から大泉以西へ
延伸するための意見書」を
運輸大臣に提出

19日 大泉公園内に災害時の応急
給水施設完成

17月10日 36代区議会議長に上野定雄
就任

19月11日 光が丘第四保育園開園
15日 大泉町二丁目土地区画整理

組合を設立認可
10月11日 国民健康保険退職者医療制

度開始
14日 光が丘地区に練馬区医師会

立病院の誘致を決定
【昭和60年】（1985年）

12月11日 住民記録の電算化開始
11日 練馬区プライバシー保護条

例施行
13月11日 第1回農住型まちづくり検討

委員会開催
22日 練馬区婦人行動計画策定
31日 職員の定年制実施

14月11日 関町北・春日町南地区区民
館、光が丘第五・光が丘第
六保育園、光が丘あかね幼
稚園、光が丘第三・光が丘
第七小学校開設

11日 近隣住民との紛争を防止す
るため練馬区ワンルーム形
式集合建築物の建築に関す
る指導要綱制定

15月11日 千葉県富山町（現・南房総
市）に岩井少年自然の家開
設

17日 練馬公民館（改築）開館
25日 「外郭環状線」の建設に伴

う公聴会開催
16月11日 練馬図書館（改築）開館

18日 練馬駅前再開発に伴い「練
馬一丁目地区市街地再開発
準備組合」発足

24日 「石神井公園駅北口地区再
開発準備組合」発足

17月11日 貫井図書館、貫井第二保育
園開設

11日 運輸政策審議会が都営地下
鉄12号線の光が丘から大泉
学園町までの延伸を運輸大
臣に答申
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19日 37代区議会議長に田中確也
就任

18月11日 勤労福祉会館開館
10月11日 区立美術館、石神井台・上

石神井地域集会所開設
12日 関越自動車道全線開通

【昭和61年】（1986年）

11月20日 東京都都市再開発方針素案
に関する区の意見がまとま
る

12月11日 戸籍謄本・抄本を出張所で
も交付開始

19日 特別区制度改革について都
区間で最終合意

13月11日 区立保養所網代荘閉鎖
19日 大泉学園駅前再開発計画協

議会発足
14月11日 立野・南大泉地区区民館、

関町生活実習所、早宮・光
が丘第七保育園、光が丘む
らさき幼稚園、光が丘第五
小学校、開進第二中学校セ
ミナーハウス開設

11日 区独自の文字放送番組開始
11日 練馬区特別区制度改革推進

会議設置
12日 「平和祈念碑」を区役所庁

舎前に設置
16月13日 都営地下鉄12号線、練馬駅

予定部分の準備工事開始
17月11日 練馬区自転車の適正利用に

関する条例施行
24日 38代区議会議長に望月泰治

就任
18月12日 春日町一・二丁目地区の地

区計画、春日町二丁目地区
の沿道整備計画が都市計画
決定

19月11日 練馬区公文書公開条例施行
25日 東台野球場開設

10月11日 練馬区文化財保護条例施行
15日 おおぞらスポーツ広場開設
18日 都市公園開設50年記念行事

開催
11月11日 練馬区医師会立光が丘総合

病院開院
11日 東高野会館を区の指定葬儀

場に指定
15日 「高松・谷原土地区画整理

組合」設立認可

12月12日 早宮二丁目地区・大泉町二
丁目地区の地区計画が都市
計画決定

【昭和62年】（1987年）

11月11日 練馬区特定保存樹林地事業
実施要綱施行

18日 環状7号線（羽沢・小竹町地
区）沿道整備計画が都市計
画決定

12月12日 エイズ相談窓口開設
14月11日 婦人会館（現・男女共同参

画センターえーる）、花とみ
どりの相談所、光が丘第
八・石神井町つつじ保育園、
光が丘第二小学校、光が丘
第二中学校、びくに公園庭
球場、南田中・谷原地域集
会所開設

13日 区の人口が60万人超える
12日 都道放射36号線一部開通
26日 田畑健介区長任期満了で退

任
26日 第11回区議会議員・区長選

挙
27日 11代区長に岩波三郎就任

16月15日 39代区議会議長に楠直正就
任

15日 大泉郵便局（郵便番号178）
開局

17月11日 都市整備推進本部設置
21日 アスベスト撤去作業を小・

中学校合わせて4校で開始
18月11日 区独立40周年記念の集いを

練馬文化センターで開催
11日 40周年記念誌「練馬区小史」

発刊
11日 びくに公園に多目的運動広

場開設
19月11日 ひとりぐらしの高齢者に学

校給食提供開始
11月10日 （財）練馬区都市整備公社

設立
16日 区内初の特別養護老人ホー

ム育秀苑開設
12月11日 練馬区医師会立光が丘総合

病院で夜間の急病・安心コー
ル開設

13日 区民の応募による「ねりま
百景」決定

10日 西武池袋線、富士見台～石

神井公園駅間の高架化完成
22日 ふるさと練馬をつくる政策

会議設置
【昭和63年】（1988年）

11月14日 環状7号線沿道整備計画が都
市計画決定

18日 育秀苑デイサービスセンター
開設

12月11日 旭丘地域集会所開設
11日 文化財保護推進員設置

13月10日 田柄五丁目地区の地区計画
が都市計画決定

14月11日 光が丘わかば幼稚園、光が
丘第三中学校開設

11日 光が丘生活実習所、光が丘
第九保育園開設

15月16日 区役所西館（現西庁舎）1階
に区民課総合窓口開設

27日 稲荷山図書館開館
16月16日 石神井公園駅北口地区第一

種市街地再開発事業が都市
計画決定

17月13日 40代区議会議長に椎名貞夫
就任

19日 地下鉄12号線延伸促進期成
同盟発足

18月11日 練馬区福祉公社設立
17日 区立中学校各1人、34人を米

国へ10日間派遣（第1回）
19月11日 第1回「照姫まつり」開催
12月14日 行政改革懇談会の報告まと

まる
15日 ふるさと練馬をつくる政策

会議の報告まとまる
【昭和64年】（1989年）

11月17日 昭和天皇崩御
【平成元年】（1989年）

11月18日「平成」に改元
10日 練馬区福祉公社事業開始
13日 池袋のデパートで第1回「ね

りま漬物物産展」開催
12月11日 中村地域集会所開設
13月26日 第1回「ねりまボランティア

まつり」開催
29日 千川上水の一部に清流が復

活（関町南の一部）
14月11日 光が丘さくら幼稚園、光が

丘第八小学校、田柄特別養
護老人ホーム開設

13日 住民票などを練馬区内の郵



237

便局から郵送請求できる行
政サービス開始

18日 区役所が第二・第四土曜日
閉庁開始

15日 夏の雲公園庭球場開設
18日 練馬区障害者福祉施策推進

会議設置
15月11日 土支田庭球場開設

25日 心身障害者中村訓練作業室
開設

16月14日 みなみおおいずみスポーツ
広場開設

17月11日 東部・西部公園管理事務所
開設

11日 光が丘福祉事務所開設
13日 光が丘区民センター開設
21日 41代区議会議長に山田左千

夫就任
19月11日 ねりまタウンサイクル開始

30日 練馬区国際交流協会設立
10月18日 「練馬区の歌－わが街・練

馬－」発表
11月10日 国土地理院の測量方法変更

に伴い練馬区の面積が
47km2から48.17km2に変更

12月11日 光が丘消防署開設
【平成2年】（1990年）

11月11日 昭和38年2月から始まった練
馬区内の「住居表示」事業
が第28回の豊玉上・豊玉北
地区実施ですべて完了

14日 電算業務専用棟の中村北分
館（民間施設借用）開館

13月19日 練馬区障害者福祉施策推進
会議の提言まとまる

14月11日 光が丘第六小学校開校
11日 看護学生に看護婦への修学

資金・就業支度資金貸付制
度開始

11日 光が丘警察署開設
18日 ねりまレインボーサイクル

開始（障害者による再生自
転車）

15月18日 総合教育センター教育相談
室の光が丘分室開設

19日 長野県軽井沢町に軽井沢少
年自然の家開設（軽井沢高
原寮は、3月31日に閉所）

10日 旭町北地区区民館開館
16月11日 区民相談所で外国語による

専門的相談開始
17月10日 練馬西税務署（国）開設

13日 42代区議会議長に渡辺耕平
就任

18日 小竹図書館開館
25日 英語版、中国語版広報紙発

刊
31日 練馬区長期総合計画策定

18月30日 西武池袋線桜台駅～石神井
公園駅間の連続立体交差化
事業などを行うために、都
区・鉄道会社等の出資で
「東京鉄道立体整備（株）」
設立

19月11日 出張所で住民税証明書発行
開始

10月11日 練馬区の面積が48.17km2か
ら48.16km2に変更（建設省
国土地理院調べ）

10日 第1回「練馬区健康フェスティ
バル」開催

18日 温室植物園開園
11月11日 練馬区障害者就労促進協会

（レインボーワーク）設立
12月13日 空き缶・空きびんの分別回

収開始
16日 大泉学園駅前地区第一種市

街地再開発事業都市計画決
定

11日 電話申込みによる住民票の
写しなどを夜間・休日でも
交付する閉庁時窓口サービ
スコーナー開設

【平成3年】（1991年）

11月11日 23区内の電話局番が4桁とな
る

20日 上石神井体育館開館
12月13日 第1回練馬区民音楽祭開催

23日 地区区民館合同の第1回地区
区民館ふれあい文化祭開催
（2日間）

28日 練馬春日町駅西地区第一種
市街地再開発事業が都市計
画決定

13月30日 練馬区街づくり基本計画策
定

14月11日 特別養護老人ホーム光陽苑
開設

11日 土支田地域集会所開設
11日 光が丘病院が「日本大学医

学部付属練馬光が丘病院」
として再出発

21日 第12回区議会議員（定数が
56人から52人になる）・区
長選挙行われる

27日 12代区長に岩波三郎就任
16月11日 練馬区議会史発刊

11日 都立大泉中央公園全面開園
13日 区立保育園で育児電話相談

開始
13日 43代区議会議長に関口和雄

就任
17月11日 都市型CATVの活用のため

練馬区CATV検討委員会設
置

18月11日 外国都市との連絡・交流な
どに携わる初の国際交流員
として、オーストラリア人
女性（ミッシェル・アラン）
を採用（5年7月まで）

20日 練馬区シャトルバス試行運
行

21日 中国北京市海淀区に区議会
の代表と区内の少年野球チー
ムを練馬区日中友好訪中団
として派遣

19月19日 区立初の高齢者集合住宅鶴
の里開設

26日 第1回「国際お茶の間ミーティ
ング」開催

10月15日 生産緑地法一部改正のため、
区に生産緑地対策本部設置

11月11日 午後7時までの延長保育を開
始

15日 光が丘郵便局（郵便番号179）
開設

29日 リサイクルシステム検討委
員会設置

12月10日 都営地下鉄12号線が光が丘
駅～練馬駅まで部分開通

【平成4年】（1992年）

12月12日 練馬歯科休日急患診療所開設
14日 練馬区の緑化計画が新聞社

主催の「緑の都市賞」受賞
13日 「全国自転車問題自治体連

絡協議会」発足（練馬公民
館で設立総会開催）、岩波区
長が初代会長に選任される

13月11日 大泉町地域集会所開設
13日 全国自転車問題自治体連絡
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協議会が国に「自転車法」
等の改正を求めて要望書を
提出

19日 練馬区自転車駐車場条例施
行

14月11日 21世紀に向けた諸課題に対
応するため、区の組織を13
部制に改正

11日 区立初のレンタルサイクル
事業ねりまタウンサイクル
開始

17月11日 区役所が毎週土曜日を完全
閉庁日とする週休2日制導入

12日 44代区議会議長に吉野信義
就任

15日 区立図書館全館を結ぶオン
ラインネットワーク完成

10月11日 （福）練馬区社会福祉事業
団設立

13日 中国北京市海淀区と、友
好・協力交流に関する合意
書に調印

11月11日 初の区立西大泉市民農園開
設

12日 区内の農地を計画的に保全
する生産緑地地区の都市計
画決定

12月13日 びん・缶の分別回収の「サ
ンデー・モーニングリサイ
クル」を区内8路線で試験的
に開始

23日 社会教育施設の祝日開館実
施

【平成5年】（1993年）

11月12日 「練馬春日町駅西地区市街
地再開発組合」が設立され、
練馬区で初めて市街地再開
発事業スタート

21日 中国北京市海淀区、オース
トラリア・イプスウィッチ
市の児童・生徒の書・絵画
を展示した「児童・生徒合
同作品展」を区立美術館で
開催

12月12日 長尾幸作氏からの寄付を受
け、練馬区芸術作品設置基
金条例を制定

13月23日 区立土支田高齢者集合住宅
が、区として初めてデイサー
ビスセンターを併設して開

設
14月11日 練馬区で初めて都市型

CATV事業を行う「ケーブ
ルテレビネリマ」開局
（現・J・COM）

10日 フランスのストラスブール
フィルハーモニー管弦楽団
が、練馬文化センターで公
演。同市長が練馬区を表敬
訪問

15月19日 体験農場を備えた土支田農
業公園開設

16月11日 関町特別養護老人ホーム開設
16日 石神井川に「平成みあい橋」

と「緩傾斜護岸」完成
29日 南大泉図書館・南大泉青少

年館開館
17月11日 厚生文化会館改築・開館

29日 45代区議会議長に大橋静男
就任

19月11日 中国から招へいした中医が、
日大光が丘病院で漢方医と
しての指導助言を開始

11月13日 平和台体育館開館
17日 練馬区環境基本計画策定

12月27日 練馬区住宅マスタープラン
策定

【平成6年】（1994年）

12月11日 区役所新庁舎（本庁舎20階
建）竣工

13月17日 練馬区福祉基本計画策定
30日 東京外環自動車道の大泉イ

ンターチェンジと和光イン
ターチェンジの区間約
2.9km開通

14月11日 地域別街づくり計画策定
15日 平成つつじ公園開園
20日 光が丘地区区民館開館

15月14日 光が丘体育館開館
26日 練馬、大田、世田谷、杉並、

板橋、北の6区で構成する
「エイトライナー促進協議
会」発足

16月11日 富士見台特別養護老人ホー
ム開設

17日 練馬春日町駅西地区で再開
発ビル着工

17月12日 46代区議会議長に中島力就
任

18月11日 三原台地域集会所、北町地

域集会所開設
10月18日 西武池袋線の桜台駅付近か

ら練馬駅付近までの下り線
の高架化完成

15日 オーストラリア・イプス
ウィッチ市と友好都市提携
の合意書に調印

11月11日 特別養護老人ホームやすら
ぎの里大泉開設

10日 長野県武石村（現上田市）
と友好提携の合意書に調印

12月11日 武石少年自然の家に新館開
館

17日 西武池袋線の新駅練馬高野
台駅誕生

17日 西武有楽町線が練馬駅から
小竹向原駅まで開通し、営
団有楽町線への乗り入れ開
始

21日 都と23特別区は、都区制度
改革に必要な法令改正につ
いて自治大臣に対して正式
に要請し、受理された

【平成7年】（1995年）

12月11日 区内初の在宅介護支援セン
ター（光陽苑在宅介護支援
センター、やすらぎ舎在宅
介護支援センター）開設

13日 練馬区生涯学習推進計画策
定

22日 光が丘図書館開館
14月11日 練馬・光が丘・石神井の各

総合福祉事務所開設
11日 知的障害者生活寮大泉つつ

じ荘開設
11日 区内共通商品券発行開始
15日 区役所に健康センター開設
23日 第13回練馬区議会議員・練

馬区長選挙
27日 13代区長に岩波三郎就任

15月11日 田柄在宅介護支援センター
開設

21日 ねりま区報が1000号を迎える
16月19日 47代区議会議長に�橋かず

み就任
21日「防災の手引」を全戸配付
21日 健康づくり推進会議が「練

馬区における健康づくり施
策の基本的な考え方とその
進め方について」を答申
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17月11日 狭あい道路拡幅整備事業開始
11日 練馬区行政手続条例施行
18日 西武池袋線練馬駅北口に公

共地下駐車場開設
18月11日 戦後50年写真展開催

15日 平和祈念碑を光が丘公園内
に建立

19月11日 ペットボトルの回収開始
29日 練馬区生涯学習推進協議会

発足
10月11日 関区民センター開設

14日 商工業振興月間を創設
23日 「憩いの森」制度で練馬区

が第15回緑の都市賞を受賞
11月22日 練馬区行政改革推進懇談会

設置
12月13日 大泉学園駅前地区第一種市

街地再開発事業の事業計画
が認可される

【平成8年】（1996年）

13月30日 区役所本庁舎アトリウム棟
竣工。落成記念区民コンサー
ト開催

14月12日 東大泉地域集会所開設
30日 子育ての広場「光が丘ぴよ

ぴよ」、「大泉ぴよぴよ」を
試行的に設置

15月11日 関町在宅介護支援センター開
設

16月11日 東大泉デイサービスセンター
開設

14日 三宝寺池が環境庁の日本の
音風景100選に認定される

17日 練馬春日町駅西地区再開発
ビル「エリム春日町」完成

25日 48代区議会議長に関口三郎
就任

17月11日 石神井庁舎の電話に直通方
式を導入

10日 練馬区医師会訪問看護ステー
ション開設

28日 立野公園開園
18月11日 ねりまタウンサイクル練馬

春日町開設
11日 O-157等対策本部設置
28日 春日町図書館開館

10月11日 練馬デイサービスセンター
開設

12月11日 特別養護老人ホーム練馬キ
ングス・ガーデン開設

18日 第1回アトリウムミニコンサー
ト開催

24日 練馬区行政改革実施計画決
定

【平成9年】（1997年）

12月15日 職員参集訓練を実施
13月15日 区内初のリサイクルセンター

（現・関町）開設
14月11日 関町ボランティアコーナー

開設
11日 大泉学園町福祉園開園
11日 区内の産業情報を発信する

インターネット事業開始
15月11日 リサイクルセンターで大型

家具の展示・販売開始
11日 みどりの実態調査の結果が

まとまる
16月11日 24時間巡回型ホームヘルプ

サービス事業開始
11日 立体区道「やすらぎ歩道橋」

利用開始
17月11日 練馬区ポイ捨ておよび落書

行為の防止に関する条例施
行

20日 区独立50周年を記念して
NHKラジオ体操の全国公開
放送を光が丘体育館前ひろ
ばで実施

24日 49代区議会議長に浅沼敏幸
就任

18月11日 区独立50周年記念式典・記
念コンサート開催

11日 区独立50周年記念誌「ねり
ま50年の移り変わり」発刊

15日 北京市海淀区少年野球団来区
19日 大泉学園町体育館開館

10月16日 区内初の老人保健施設練馬
ゆめの木利用開始

15日 区民親善訪問団が北京市海
淀区訪問

16日 大泉井頭公園が親水公園と
して利用再開

11月11日 小竹地域集会所開設
12日 区独立50周年記念区民オペ

ラ「アイーダ」上演（2日間）
10日 大泉学園駅前地区市街地再

開発事業で振替道路関連工
事に着手

19日 フランス・ストラスブール市
で、桜の植樹記念式典開催

12月11日 びん・缶の「街区路線回収
事業」の対象地域を富士見
台周辺・大泉学園町周辺に
も拡大

13日 西武池袋線の中村橋駅付近
～富士見台駅付近の下り線
の高架化完成

19日 都営地下鉄12号線の練馬駅
～新宿駅間開業

【平成10年】（1998年）

13月12日 錦デイサービスセンター開設
26日 西武池袋線と地下鉄有楽町

線が相互直通運転開始
14月11日 特別養護老人ホーム第2育秀

苑開設
11日 石神井台みどり地域集会所

開設
15月27日 フランス・ストラスブール

市から寄贈されたマロニエ
の植樹式開催

16月11日 第2育秀苑併設のデイサービ
スセンター・在宅介護支援
センター開設

19日 50代区議会議長に関口和雄
就任

17月11日 大泉総合福祉事務所開設
16日 練馬区産業振興計画策定
19日 練馬区リサイクル推進協議

会設置
31日 都が練馬区全域を緑化地区

に指定
18月13日 練馬区みどりの基本計画策

定
19月11日 老人保健施設大泉学園ふき

のとう開設
11日 区立中学校に「心の教室相

談員」配置
16日 学校給食を活用した高齢者

食事サービス開始
10月11日 児童手当支給事業開始
11月16日 地下鉄12号線延伸促進大会

開催
14日 石神井公園駅北口地区市街

地再開発事業の工事に着手
12月11日 ねりま区テレホン・ファク

スサービス開始
12日 区内共通商品券の特別販売

を実施
15日 交通安全区民大会で「交通安

全都市練馬区宣言」を行う
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【平成11年】（1999年）

11月15日 「子どもショートステイ」
事業開始

13月11日 練馬駅周辺道路を「環境美
化推進地区」に指定

10日 練馬区地域振興券使用開始
27日 江古田駅地下横断歩道開通

14月11日 区立大泉特別養護老人ホー
ム、特別養護老人ホーム第
二光陽苑開設

25日 第14回練馬区議会議員、練
馬区長選挙

27日 14代区長に岩波三郎就任
16月11日 駅型グループ保育開始（東

大泉グループ保育室開設）
11日 51代区議会議長に関口和雄

就任
17月21日 集中豪雨による水害発生
18月12日 区ホームページを試験開設
11月11日 練馬中学校デイサービスセ

ンター開設
11日 老人保健施設ミレニアム桜

台開設
【平成12年】（2000年）

11月14日 「育児支えあい事業」開始
14日 老人保健施設すずしろの郷

開設
12月15日 大泉学園駅北口で再開発ビ

ルの建設開始
14月11日 特別区制度改革実施

11日 都から区に清掃事務事業移管
11日 練馬区個人情報保護条例施行
11日 練馬区リサイクル推進条例

施行
11日 練馬区違法駐車等の防止に

関する条例施行
11日 区ホームページを本格開設

15月25日 自転車利用総合計画策定
17月11日 ストーカー被害防止のため、

住民票の写しの交付請求や
閲覧の制限実施

11日 練馬区介護保険運営協議会
発足

14日 52代区議会議長に土屋新一
就任

19月21日 練馬区リサイクル推進計画
策定

10月11日 介護老人保健施設平和台ア
バンセ開設

11月17日 大泉学園再開発地区の名称

が、一般公募により「大泉
学園ゆめりあ」に決定

12月31日～11月11日
ミレニアムカウントダウ
ン＆婚姻届出記念セレモニー
開催

【平成13年】（2001年）

11月11日 戸籍事務の電算化開始
12月11日 小中学校の余裕教室などを活

用した保育園分園事業開始
13月13日～14日

中村陸橋付近で西武池袋線
の逆立体切替工事実施

16日 練馬区長期総合計画（平成
13～22年度）策定

14月11日 練馬区区民・勤労者福祉サー
ビスセンター（ファミリー
パック）発足

16月11日 練馬区夜間救急こどもクリ
ニック事業開始

17月11日 53代区議会議長に小林みつ
ぐ就任

18月18日 練馬区立小・中学校用教科
用図書を採択

19月17日 「ねりまの名品21」決定
10日 平日夜間特別窓口開設
23日 大泉学園駅西側に補助135号

線（アンダーパス）開通
10月18日 「健康都市練馬区宣言」を

行う
11月11日 高野台デイサービスセンター

開設
22日 大泉学園駅北口再開発ビル

「ゆめりあ1」完成
12月11日 介護老人保健施設カタクリ

の花開設
20日 新病院の運営主体が、学校

法人順天堂に決定
【平成14年】（2002年）

12月11日 大泉学園ゆめりあホール開館
13月12日 石神井公園駅北口再開発ビ

ル石神井公園ピアレス完成
19日 練馬福祉会館閉館
29日 健康増進センター閉館

14月11日 区役所内に職員による「夜
間、土・日曜日および祝・
休日なんでも相談室」開設

11日 練馬区情報公開条例施行
22日 石神井公園区民交流センター

開設

15月20日 谷原出張所が西武池袋線練
馬高野台駅高架下に移転

17月16日 54代区議会議長に村上悦栄
就任

18月15日 住民基本台帳ネットワーク
システムの第1次稼動開始

19月11日 練馬区・東京都合同総合防
災訓練実施

10月11日 石神井公園駅北口駅前広場
完成

11日 夜間休日の住民票などの即時
発行窓口開設

11日 春日町リサイクルセンター
開設

11月15日 大泉学園駅南口再開発ビル
「ゆめりあ2」完成

【平成15年】（2003年）

11月14日 総合教育センター移転
12月11日 関町地域集会所開設
13月13日 北町・田柄地区と光が丘を結

ぶシャトルバスの運行開始
16日 練馬春日町トンネル（環状8

号線）開通
14月11日 練馬駅北口・大泉学園駅南

口の駅前広場完成
11日 図書館資料のインターネッ

ト予約サービス開始
27日 第15回練馬区議会議員、練

馬区長選挙
27日 15代区長に志村豊志郎就任

15月23日 練馬区観光協議会発足
16月12日 55代区議会議長に中島力就任
17月15日 春日小学校に芝生の校庭完

成
19月13日 「練馬区にちなんだ商品

（愛称：ねりコレ）」を決定
15日 「ともに地域を築く区民と

区長のつどい」（第1回）開催
11月13日 「るるぶ練馬区」発売
12月11日 生活支援センターきらら開設

19日 天皇皇后両陛下が中村橋福
祉ケアセンター訪問

25日 新行政改革プラン（平成16
～18年度）策定

【平成16年】（2004年）

11月17日 震災総合訓練実施
12月16日 障害者通所施設貫井福祉

園・貫井活動交流室開設
14月11日 区立大泉さくら運動公園開設

11日 特別養護老人ホーム豊玉南
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しあわせの里開設
16日 安全・安心パトロールカー

運行開始
15月19日 区役所に屋上庭園・屋上緑

化見本園開設
16月11日 国民健康保険料のコンビニ

エンスストアでの納付開始
18日 56代区議会議長に小林みつ

ぐ就任
17月30日 ペットボトル街区路線回収

モデル事業開始
18月27日 新たに20品目が「ねりコレ」

に決定
19月11日 財政白書を公表
10月11日 区役所の開庁時間を一部窓

口で延長
16日 豊玉高齢者センター開設
18日 みどりを育む基金「みどり

の葉（は）っぴい基金」設置
12月13日 練馬区区民の安全と安心を

推進する条例施行
【平成17年】（2005年）

11月25日 各種届出の電子申請サービ
ス開始

13月14日 練馬区産業振興基本条例施行
16日 第100回アトリウムミニコン

サート開催
31日 下田学園閉園

14月11日 区の組織を3事業本部制に
改編

11日 知的障害者デイサービス谷
原フレンドと谷原あおぞら
学童クラブの併設施設開設

11日 「屋上緑化助成事業」開始
11日 中学校学校選択制実施

15月19日 インターネットによる公文
書公開請求受付開始

17月11日 順天堂大学医学部附属練馬
病院開院

22日 57代区議会議長に本橋まさ
とし就任

18月11日 練馬子ども家庭支援センター
開設

10月13日 権利擁護センターほっとサ
ポートねりま開設

11月21日 「ねりま安全・安心メール」
配信事業開始

12月28日 練馬区新長期計画（平成18
～22年度）・中期実施計画
（平成18～20年度）策定

【平成18年】（2006年）
11月11日 練馬区アスベスト飛散防止

条例施行
14日 全国で初めて印鑑登録証明

書にホログラムを導入
19日 区が環境省の平成17年度

「循環・共生・参加まちづく
り表彰」受賞

13月13日 中村小学校に都内最大規模
の芝生校庭完成

14月11日 練馬区まちづくり条例施行
11日 インターネットによる公文

書公開実施
10日 関教育相談室・関ぴよぴよ

開設
13日 みどり30基本方針策定

15月11日 軽自動車税のコンビニエン
スストアでの納付開始

28日 環状8号線全面開通
16月12日 練馬区観光協会設立

28日 58代区議会議長に村上悦栄
就任

18月11日 練馬区環境基本条例施行、
環境都市練馬区宣言記念式
典開催

10月12日 住民票の写し、印鑑登録証
明書の自動交付機を導入

11月17日 大江戸線延伸促進大会開催
12月17日 「練馬区健康いきいき体操」

発表
11日 わがまち練馬みらい債（住

民参加型市場公募地方債）
発行

26日 みどり推進計画策定
【平成19年】（2007年）

11月11日「練馬区の素敵な風景100選」
発表

27日 都市農地保全推進自治体フ
ォーラム開催

13月23日 地図情報ねりまっぷ運用開
始

23日 「るるぶ練馬区」第2弾発売
14月11日 関子ども家庭支援センター

開設
12日 中村橋駅に住民票などの自

動交付機設置
22日 第16回練馬区議会議員、練

馬区長選挙
27日 16代区長に志村豊志郎就任

15月16日 練馬区情報番組「ねりまほっ

とライン」放送開始
11日「練馬区の素敵な風景100選」

切手発売
16月11日 59代区議会議長に関口和雄

就任
17月12日 納付案内センター開設
18月11日 区独立60周年記念式典・コ

ンサート開催
11日 名誉区民として6名を顕彰
11日 区独立60周年記念誌「ねり

ま60」発刊
31日 練馬区観光案内所開設

10月31日 行政改革推進プラン策定
【平成20年】（2008年）

11月14日 出張所が4か所の区民事務所
と13か所の出張所に再編

29日 北京市海淀区との友好交流
15周年記念碑除幕式開催

12月18日 区立学校適正配置第一次実
施計画策定

13月16日 第1回「ねりたんアニメプロ
ジェクトin大泉」開催

14月19日 光が丘子ども家庭支援セン
ター開設

14日 平日夜間や休日に利用でき
る公金収納コーナー開設

16月11日 練馬区みどりを愛し守りは
ぐくむ条例施行

20日 60代区議会議長にしばざき
幹男就任

10月11日 資源とごみの分別方法が変更
29日 都市農地保全推進自治体協

議会設立
11月15日 名誉区民として5名を顕彰
22～24日

第1回「ねりたんアニメカー
ニバル」開催

【平成21年】（2009年）

11月22日 中村南スポーツ交流センター
開館

30日 練馬区地域共存型アニメ産
業集積活性化計画策定

12月12日 牧野記念庭園が国の登録文
化財に指定

14月12日 豊玉リサイクルセンター開
設

22日 フランス・アヌシー市とア
ニメ産業交流協定締結

15月11日 南田中図書館開館
13日 石神井障害者地域生活支援
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センターういんぐ開設
16月17日 第61代区議会議長に本橋正

寿就任
18月13日 23区初のアニメキャラクター

入り証明書（住民票の写し
など）発行開始

10月19日 練馬区歩行喫煙等の防止に
関する条例公布（平成22年4
月1日施行）

11月24日 練馬区区政資料管理整備計
画策定

12月11日 練馬区基本構想策定
【平成22年】（2010年）

11月15日 貫井子ども家庭支援センター
開設

12月11日 区ホームページ全面リニュー
アル

13月12日 練馬区長期計画（平成22年
度～26年度）策定

15日 練馬区福祉のまちづくり推
進条例公布（平成22年10月1
日施行）

19日 練馬区区民との協働指針策
定

28日 石神井公園ふるさと文化館
開館

※平成22年4月～23年3月については
「練馬区この1年」（2ページから6ペー
ジ）をお読みください。




