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【素案】
第2次 緑の風吹くまちビジョン・アクションプラン 戦略計画！
施策の柱1『子供たちの笑顔輝くまち』

戦略計画1 子育てのかたちを選択できる社会を実現。
戦略計画2 子どもの成長に合わせた相談サポート体制の充実。
戦略計画3 すべての小学生を対象に放課後の居場所づくり。
※小学校1年生の学童クラブ優先入会ができるよう
選考基準を見直します。
※夏休みの居場所事業の拡充。
戦略計画4 夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子ど
もたちの育成。健やかに成長できる環境整備。
※家庭や地域と連携した教育の推進。

施策の柱2『高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち』
戦略計画5 高齢者地域包括ケアシステムの確立。
※介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう医療・介護・予防・住まい・生活
支援が一体的に提供。
※特別養護老人ホーム・在宅サービスの充実。
戦略計画6 介護予防と元気高齢者の活躍の推進。
※高齢者の就業機会を拡大。

施策の柱3『安心を支える福祉と医療のまち』

戦略計画7 障害者が地域で暮らし続けられる基盤の整備。
戦略計画8 ひとり親家庭の生活困窮世帯等の自立を応援。
戦略計画9 住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制
の整備。
※順天堂練馬病院の増床と医療機能の充実
※練馬光が丘病院の移転・改築
※高野台病院の整備
※新たな病院整備の検討
戦略計画10 みどりの風の中で、自ら健康づくりに取り組めるま
ちの実現。
※健康診査やがん検診の受診環境を整える。

施策の柱4『安全・快適、みどりあふれるまち』

戦略計画11 地域の災害リスクに応じた『攻めの防災』
。
戦略計画12 みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラ
の整備。
※都営地下鉄大江戸線の延伸については、国と
東京都から整備に向けた明確な位置づけがさ
れました。
戦略計画13 魅力にあふれる利便性に富んだ駅前と周辺のまち
づくり。
※大江戸線の事業化に向けた手続きの着手に取
り組みます。合わせて新駅予定地周辺等の沿
線まちづくりを進めます。
戦略計画14 みどりに恵まれた環境を未来へつなぐ。
戦略計画15 住宅都市にふさわしい自立分散型エネルギー社
会へ。
※避難拠点のエネルギーセキュリティの確保。

施策の柱5『いきいきと心豊かに暮らせるまち』
戦略計画16

地域特性を活かした企業支援と商店街の魅力づく
り。販路拡大など企業活動の活性化。
戦略計画17 生きた農と共存する都市農業のまち練馬。
※都市農業の保全に向けた取り組みを推進します。
戦略計画18 練馬ならではの都市文化を楽しめるまち。
戦略計画19 豊かなみどりの中で誰もがスポーツを楽しめるま
ち。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。
※区民ニーズを踏まえたスポーツ施設の整備。

施策の柱6『区民とともに区政を進める』

戦略計画20 区民協働による住民自治の創造。
※防災や一人暮らし高齢者の見守りなど、様々な
地域活動を行っている町会・自治会の組織の基
盤強化を促進します。
戦略計画21 窓口から区役所を変える。
※窓口サービスの区民満足度の向上。

全区立小中学校の体育館に空調設備を設置し、教育の場として
はもとより、災害時避難所の環境となるように強く要望し決定！
どんなご相談でも…

かしわざき強事務所

〒178-0062 東京都練馬区大泉町4-34-5
TEL：03-3924-7789 FAX：03-3924-7729
http://www.t-kashiwazaki.com
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～これまでの重点取り組み～

基金の積み増しで合計 50 億円の取り組み計画発表！

練馬区の最重要課題である大

後費用負担のあり方として国や都の補助金の確保、地元自冶体として

江戸線の延伸については平成 27年

の役割などをどのように考えていくのか、収支採算性をどのように向

東京都の「広域交通ネットワーク計画について」で「優先的に検討す

上させていくのか、延伸をふまえたまちづくりをどのように進めてい

べき路線」の一つに選定、また平成28年に国の諮問機関である「交

くのか、更なる気運をどのように向上させていくのかなど、課題の一

通政策審議会の答申」で「進めるべき」プロジェクトとされました。

つ一つ克服し、早期着工に結びつけていただきたい。延伸実現のため

延伸地域住民は早期の事業化を大いに期待するところであります。今

地下鉄大江戸線延伸を実現のために更なる基金の積み増しを要望。

要望・質問要旨

「練馬区立はつらつセンター大泉他４施設
開設完成 2 周年」

関越自動車道路高架下施設
私は、区議会議 員初当選以来、暗いイメージを払拭し新
しいまちをつくるため、高 架 下（土 地 代 無 償）地 域 資 源、
有効活用を推進してきました。
「地域活動倉庫」
「大泉運動場」
「地域交流広場」「リサイクルセンター」最新の機器トレーニ
ングマシン・浴室・娯楽室・調理室を備えた高齢者（60歳以
上無料）の健康促進・レクレーション施設「はつらつセンター」
4施設は連日利用者で賑わっております。皆様に是非足を運ん
で頂きご利用頂きたいと思います。施設開設にご協力いただき
ました皆様に感謝申し上げます。

大泉北小
卒業製作

関越自動車道

！
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地域活動倉庫に大泉北小学校
に続き、大泉学園小学校、大
泉第一小学校に卒業記念創作
をお願いしました。
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（仮）大泉リサイクルセンター
平成29年4月開設予定
（道路公園管理事務所併設）
環境学習活動施設
（水害時の活動拠点を併設）

イベントや防災訓練など多目的
に利用できるスペース

大泉町四丁目
泉町

信号機

（仮）大泉高齢者センター
平成29年4月開設予定
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地域交流スペース

平成29年4月開設予定
（整備後、暫定利用開始）
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地域倉庫
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平成29年1月開設予定
地域団体が所有する
イベントや防災用資器材の倉庫
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H 区画

大泉町3丁目
もみじ山憩いの森公園として完成

大泉IC

地域医療促進

開院 2 周年

中里郷土の森緑地
ホタルの里

大泉学園新病院「ねりま健育病院」
所在地：東京都練馬区大泉学園 7 丁目 3 番地

橋戸たんぼ整備

清水山の森

カタクリ群生 整備着手

大泉アニメゲート完成

ホタルの里完成

