平成 27 年（2015年）3月24日

平成 27 年 議会レポート VOL. 42

発行／編集 練馬区議会 自民党政務調査会

練馬区が

な

その中で区が平成27年度から31年度の5ヵ年で取組む
戦略計画18項目が示されました。
そして、戦略計画18項目の中には私の意見要望をそのまま
区の計画に取り入れて頂いたものが何点もございます。
引続き、各種委員会や一般質問等で、地元の声をしっかりと
区政に反映できるよう頑張って参ります!!

か

私の意見要望が採用された
区の戦略計画(一部抜粋)
計画8. 2(1)
災害時の要援護者支援の充実
要援護者の安否確認体制の強化
高齢者や障害者等で災害時に自力での避難が困難な方に対して、災害時要
援護者名簿への登録を勧奨します。
登録者に対しては、避難拠点（区立小中学校99校）に集結した民生・児童委
員や区民防災組織、
ボランティア等の協力による安否確認を実施します。
災害時要援護者名簿未登録者で避難に支援が必要な方については、被害甚
大地域を優先して、区職員が中心となり安否確認を行う仕組みを構築します。
あわせて、
ケアマネジャーや介護・障害福祉サービス事業者等との連携により、
要援護者に対する災害時の生活支援体制を強化します。

計画9. 3
西武新宿線の立体化
早期の鉄道立体化に向けて、区民、区議会、区が一体となった要請活動に取り
組みます。沿線のまちづくりを進め、早期の事業化を都に働きかけます。

浸水被害が想定される河川沿い等の場所で、都の河川改修や下水道貯
留管の整備に加えて、区における雨水流出抑制対策等を強化します。
石神井川稲荷橋付近に雨水貯留浸透施設を増設します。

計画11. 2
上石神井駅周辺地区のまちづくり
上石神井駅周辺では、
交通広場の整備計画を策定し、
整備に着手します。
外環の２の沿道については、
都と連携して道路と沿道の商店街や住宅を
一体とした整備の事業手法の検討や合意形成を行い、
まちづくりを進めます。

計画11. 3(1)
その他の駅(武蔵関駅上井草駅)周辺地区のまちづくり
西武新宿線の武蔵関駅では、広場など交通結節機能の整備計画を関係機関
と連携し策定します。
また、上井草駅周辺地区では杉並区と連携し駅周辺のまちづくりを進めます。

計画14. 3
都市農地の保全に向けた取り組みの推進
積極的に他の自治体と連携し、
引き続き都市農地の保全に向けた制度改正を
国に働きかけます。

計画の詳細については練馬区ホームページでご確認ください。
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①上石神井自転車駐車場
(上石神井2-34-15)が
24時間利用可能になります!!
現在利用時間が6:30〜23:00に限られて
おりますが、始発電車や終電車等をご利用
の方々から24時間化を求める声をいただ
きました。駐輪所の近隣住民と調整をはか
り、4月から24時間利用可能となります。

②上石神井駅南
第3自転車駐車場
(上石神井1-5-19)
駐輪所の需要が増えている現状にお応え
して、区立の駐輪所を新設しました。
3月1日オープン、収容台数150台。

③上石神井体育館に
自転車シュミレーターを
設置します。
区内の交通事故件数のうち、自
転車の事故は約4割を占めます。
交通ルールやマナーを学び、安全
に自転車を利用するように、自転
車 シュミレ ー タ ー を 上 石 神 井
体育館に設置します。
4月から利用可能となります。

田中よしゆきのホームページ ➡➡➡ http://tanakayoshiyuki.jp
どんなご相談でも…
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計画10. 3
雨水貯留浸透施設の増設等水害対策の強化
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田中 よしゆき

『 (仮称)区政運営の
』
〈素案〉
新しいビジョン
を発表しました。
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