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ねりま情報メール【防災気象情報】／橋りょ
う／街路灯の省エネルギー化促進

　⑶　災害に強いまちの実現に向けた取組を
　　　支援する  �������������  146

　耐震化に係る助成および支援事業／ブロッ
ク塀等撤去費用助成について／狭あい道路の
拡幅などに係る費用の助成等

　⑷　上・下水道の整備  ���������  147
　上水道／下水道

42　地域防災力の向上  ����������  148
　⑴　自然災害に対する態勢を強化する  ��  148

　練馬区災害対策条例／災害対応力の向上
／災害対策関連計画／防災センター／備蓄
対策／飲料水の確保／区民防災組織／防災
訓練／防災功労者・功労団体表彰／普及啓
発活動／ねりま防災カレッジ事業／各種団
体との協定

43　安全・安心な地域づくり  �������  152
　⑴　犯罪等に対する態勢を強化する  ���  152

　練馬区民の安全と安心を推進する条例／
「街かど安全 72 万区民の目」警戒運動／地
域防犯防火連携組織／パトロール団体／消防
団／防犯設備整備費および防犯カメラ維持管
理費の補助制度／ねりま情報メール【安全・
安心情報】／安全・安心パトロールカー／街
頭消火器の設置

　⑵　安全な道路環境の整備  �������  153
　交通安全啓発／交通安全実施計画／区民交
通傷害保険

44　鉄道・道路など都市インフラの整備  ��  154
　⑴　公共交通を充実する  ��������  154

　区内交通の現状と「練馬区都市交通マス
タープラン」／都営大江戸線／西武池袋線／
西武新宿線／東武東上線／東京メトロ有楽町
線・副都心線／鉄道駅のバリアフリー化／エ
イトライナー／バス交通

　⑵　道路交通ネットワークを形成し、
　　　沿道を整備する  ����������  157

　区内の道路事情／都市計画道路の整備状況
／東京外かく環状道路／都市計画道路沿道地
域のまちづくり／沿道地区計画制度によるま
ちづくり／生活幹線道路の整備／生活道路／
私道整備助成制度



　⑶　快適な道路環境を整備する  �����  159
　自転車の適正利用のための環境整備／自動
車駐車場の運営

45　地域生活を支える駅周辺のまちづくり  �  162
　⑴　まちの拠点機能を向上させる  ����  162

　駅周辺地区の整備／練馬駅周辺整備／石神
井公園駅周辺整備／上石神井駅周辺整備／生
活拠点の整備

46　みどりの保全と創出  ���������  165
　⑴　みどりのネットワークの形成  ����  165

　みどりのネットワーク形成の推進／みどり
の拠点づくりを進める長期プロジェクト／特
色ある公園の整備／区立公園等の維持管理／
公共施設の樹木管理／民有樹林地の保全／み
どりの美しい街並みづくり／緑化計画の事前
協議／樹木等伐採の届出／練馬区緑化委員会

　⑵　みどりを育むムーブメントの輪を
　　　広げる  ��������������  167

　個人のみどりを地域で守る仕組み／みどり
を守り育てる人材や団体の育成／練馬みどり
の葉っぴい基金／みどりの普及啓発施設

47　自立分散型エネルギー社会の構築  ���  169
　⑴　練馬区エネルギービジョン  �����  169

　理念／ 4 つの柱立て
　⑵　環境にやさしいまちをつくる  ����  169

　「練馬区環境基本条例」と「環境都市練馬
区宣言」／練馬区環境審議会／練馬区環境基
本計画／再生可能エネルギー・省エネルギー
設備設置等補助制度／自立分散型エネルギー
設備設置補助制度／練馬区地球温暖化対策地
域協議会（ねり☆エコ）の活動

　⑶　区民・事業者と地球温暖化防止に
　　　取り組む  �������������  170

　エコライフチェック事業／環境月間行事／
環境学習事業／地域のエコ活動を担う人材の
育成／オール東京 62 市区町村共同事業／環
境情報の提供事業／環境報告書「ねりまのか
んきょう」の発行

　⑷　区が率先して地球温暖化防止に取り組む  �  171
　区の事務事業における環境配慮活動の着実
な推進

48　リサイクルの推進とごみの発生抑制  ��  172
　⑴　ごみの発生を抑制する  �������  172

　ごみの発生抑制の計画的推進／普及啓発の
推進／生ごみの発生抑制／食品ロス削減の取
組／リサイクルセンター／リサイクルセン
ターのボランティア育成／再使用の促進

　⑵　リサイクルを進める  ��������  173

　庁舎等区立施設でのリサイクルの推進／効
率的な資源回収システムの構築／練馬区資源
循環センター

　⑶　ごみの適正処理を進める  ������  175
　ごみの収集・運搬事業の推進／ごみ排出
ルールの確立／資源・ごみの排出実態調査／
清掃事務所における排出指導／一般廃棄物処
理業の許可

49　住まい確保のサポート  ��������  177
　⑴　良質な住まいづくりを支援する  ���  177

　分譲マンションに関する支援事業／住宅修
築資金の融資あっせん／長期優良住宅の認定

　⑵　公共賃貸住宅を管理・運営する  ���  177
　区が管理する住宅／他の公共住宅

　⑶　だれもが安心して暮らせる
　　　住まいづくりを促進する  ������  178

　区立高齢者集合住宅／他の高齢者向け公共
住宅

　⑷　住まい探しを支援する  �������  178
　住まい確保支援事業／住宅確保要配慮者専
用賃貸住宅への補助制度／練馬区居住支援協
議会

第５章　いきいきと心豊かに
　　　　 暮らせるまち �������  179

51　地域特性を活かした区内企業の活性化 �  180
　⑴　練馬区の産業振興施策  �������  180

　「練馬区産業振興ビジョン」の策定／区の
産業構造と特性／一般社団法人練馬区産業振
興公社との連携

　⑵　中小企業の経営を支援する  �����  181
　産業融資による支援／練馬ビジネスサポー
トセンターによる支援／商工業団体との連携
強化、各種団体への支援／中小企業等地域貢
献事業補助／アニメ制作企業等の立地促進補
助／練馬産業見本市の開催／練馬ビジネス
チャンス交流会／練馬区伝統工芸展／ねりま
漬物物産展／区民・産業プラザの運営

　⑶　中小企業の勤労者と就労を支援する  �  183
　福利厚生事業への支援／勤労者への支援／
勤労福祉会館およびサンライフ練馬の運営

　⑷　消費者の自立を支援する  ������  185
　消費者意識の啓発／消費者の安全の確保／
石神井公園区民交流センターの運営

52　魅力ある商店街づくり  ��������  187
　⑴　魅力的な商店街づくりを進める  ���  187

　魅力ある個店づくり／特色のある商店街づ



くり／商店街振興への取組／商店街連合会等
との連携

53　都市農業の振興と都市農地の保全  ���  188
　⑴　農の活きるまち練馬  ��������  188

　意欲的な都市型農業経営の支援／練馬の都
市農業の特色を活かした魅力の発信／都市農
地の保全に向けた取組の推進

54　文化・生涯学習・スポーツの振興  ���  193
　⑴　区民の文化芸術・生涯学習活動を
　　　支援する  �������������  193

　文化芸術・生涯学習施策の推進／文化芸術
の振興に関する事業／映像∞文化施策の推進
／公益財団法人練馬区文化振興協会／練馬文
化センター／大泉学園ホール（大泉学園ゆめ
りあホール）／練馬区立美術館／石神井公園
ふるさと文化館／生涯学習センター／向山庭
園／学習の機会の充実／学校施設の地域開放
推進／学校施設の一般利用

　⑵　読書活動を支援する  ��������  197
　図書館

　⑶　文化財を保存・活用・継承する  ���  199
　文化財保護の推進／文化財の指定・登録／
文化財保護のための主な事業／文化財保護推
進員／尾崎遺跡資料展示室

　⑷　スポーツ活動を支援する  ������  200
　スポーツの機会の充実／地域スポーツ指導
者の育成／総合型地域スポーツクラブの支援
／スポーツ施設の整備／練馬こぶしハーフマ
ラソン／東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた取組

55　練馬の魅力づくりと練馬ならではの
　　 観光の推進  �������������  204
　⑴　「練馬ならではの魅力」の発信  ����  204

　広報キャンペーンの実施
　⑵　「練馬ならではの観光」の推進  ����  204

　練馬の魅力を体感できる仕組みづくり
　⑶　練馬の魅力を感じるイベントづくり  �  205

　第 43 回練馬まつり／第 33 回照姫まつり
／アニメプロジェクト in 大泉

　⑷　風を感じるまちづくり  �������  205
　散策しやすいまちづくり／シェアサイクル
事業の社会実験

56　多文化共生、国際・都市交流の推進  ��  206
　⑴　各国文化の相互理解  ��������  206

　相互理解の促進と生活支援／海外友好都市
等との交流

57　平和と人権の尊重、男女共同参画の推進  �  208
　⑴　平和を尊ぶ心を育む　��������  208

　平和推進事業
　⑵　人権の尊重と男女共同参画を進める  �  208

　人権尊重の理解を深めるための啓発／男女
共同参画社会の実現に向けて／男女共同参画
に係る総合的な施策の推進／配偶者からの暴
力防止に係る啓発や被害者支援の推進／男女
共同参画センターの運営

第６章　区民とともに区政を進める  �  213

61　地域コミュニティの活性化と協働の推進  �  214
　⑴　区民の自主的な活動を尊重した支援と
　　　連携  ���������������  214

　町会・自治会の活動支援／地域活動団体の
支援／区民協働交流センター／相談情報ひろば
／地域情報コーナー／地域おこしプロジェクト
／つながるカレッジねりま／地区祭補助事業

　⑵　地域活動を支える機会・場の充実を行う  �  216
　活動と交流の場の提供／区役所会議室の活
用／指定保養施設助成事業／指定葬儀場使用
料助成事業

62　区政改革の推進  �����������  218
　⑴　区政の改革に向けて  ��������  218

　区政改革推進会議
　⑵　デジタル化による区民サービスの向上と
　　　効率的な区政運営の推進  ������  218

　情報システムの現状／デジタル化の推進
　⑶　開かれた区政に向けた情報発信の充実と
　　　区民要望への迅速な対応  ������  219

　主な広報出版物／その他の広報活動／区民
情報ひろばの運営／区政資料管理体制の整備
／情報公開と個人情報保護／主な広聴活動／
区民相談

　⑷　行政需要に柔軟に対応するための
　　　人材育成・体制整備  ��������  222

　職員の人材育成／施設の適切な管理・活用
　⑸　基礎的な住民サービスを効率的に
　　　提供する  �������������  223

　区民事務所等のサービスの拡充と事務の効
率化／外国人住民を対象とした通訳サービス
／マイナンバーカードの交付／コンビニ交付
サービスの実施／住居表示
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