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質問状への回答について

先般、ご持参いただいた質問状について、別紙のとお り回答 します。

(担当)練馬区 都市整備部 東部地域まちづ くり課

福山、清水、麻生

電話 (03)5984-1594(直通)



別紙

質問状の要旨

防災への不安について

木造住宅が密集する地域の改善には、都市計

画道路をはじめ、主要な道路を整備 し、緊急車両

の通行を確保することが必要ですなまた、公園の

整備や老朽木造住宅の建替えを促進 し、燃えに

くいまちを形成する必要があります。

栄町を含む江古田北部では、密集住宅市街地

整備促進事業による道路拡幅などを行い安全な

まちづくりを進めています。

区は、木造住宅が密集 し、災害時の危険性がよ

り懸念 される地区から順次改善に取 り組んでい

きます。

桜台 4丁 目から栄町に至るゾーンは道

路が狭降なため、緊急車両が侵入するのが

困難です。木密地域の建物の不燃化は徐々

に進んでいますが、防災への不安は絶えま

せん。区はこの一帯をどう変えていこうと

考えていますか。

早官、桜台のまちの課題について

早官、桜台地区のまちづくりの主な課題は、都

市計画道路や主要な道路が整備されていないた

め、消防活動が困難な区域があること、みどりを

確保するために公園の整備や民有地の緑の保全

と創出などがあげられます。

放射 36号線等沿道周辺地区では、放射 36号

線等の整備を契機に地域の皆様とともにまちづ

くりの課題を検討してきました。放射 35号線の

南伸を整備する際も同様に、地域の皆様による

まちづくり協議会等で検討していきたいと考え

ています。

早宮、桜台の道路は戦前の農地、農道や

水路の位置の影響を残 しています。江戸時

代か ら使われている田中道は今もこの地

域の主要道路です。それ自体はまちの風情

や特徴 として大事にされるべきですが、一

帯がそのままでは生活に不便を感 じます。

この地域のまちづくりの課題は何で しよ

うか。

空き家の活用について

平成 29年 2月 に練馬区空き家等対策計画を策

定しました。本計画の対策方針の一つとして、平

成 29年 4月 から練馬区からの委託により、公益

財団法人練馬区環境まちづくり公社みどりのま

ちづくリセンターが、空き家の所有者 と空き家

活用希望団体等 とのマッチングを行い、空き家

め有効活用の促進に取 り組んでいます。まちづ

くリセンターでは、空き家の活用に関する相談

などを行つています。

高齢者が増えて能力を活か した様々な

地域活動が期待されますが、集まれる場所

がなかなか確保できません。それに対 して

空き家が日立ってきています。防犯・防災

対策にも繋がる措置として、空き家や未使

用の住居を区が確保または仲介 して提供

出来ないでしようか。



4 商店街の活性化について

商店街に元気がありません。古くから続

く商店主は後継ぎ不足に悩んでいます。

シヤッター店を区が仲介 し、老若男女住

民の集 える場所づ くりに提供出来ないで

しようか。店として営業活動も可能かもし

れません。区の職員のまちづくりの研修場

所 としても役に立つかと思いますが如何

で しょう。

個店の後継者不足や商店街の空き店舗問題に

対応するため、様々な取組を行つています。

例えば、商店街にある個店が事業承継をする

際の店舗改修費を補助することにより、個店の

円滑な事業承継を支援 しています。また、商店会

が空き店舗を活用 しコミュニティスペースを運

営する事業に対 して補助を行 うなど、地域コミ

ュニティの醸成に繋がる取組を支援 していま

す。

5 新規集会場の建設について

桜台 。練馬地区で集まりを持ちたくても

公的な施設が足 りなく不便な思いをして

いる方が多いと思います。ココネ リは小 さ

い部屋が常に満室状態です。空地も以前に

比べ僅かになっていますが、是非新規の集

会場の建設を要望します。

桜台・練馬地区には、ココネ リの区民・産業プ

ラザ以外に、桜台地区区民館、桜台地域集会所、

厚生文化会館があり、区民の皆様の自主的活動

の場として、ご利用いただいております。いずれ

の施設も、稼働状況は 7割未満であり、インター

ネ ットを通 じて施設の空き状況の確認、予約 (但

し、地区区民館 。地域集会所は団体登録が必要に

なります。)を していただけますので、区民・産

業プラザとともに、ご利用 ください。

区では、保有する公共施設の老朽化が進行 し、

施設の維持・更新に多額の財政支出が伴 うこと

から、今後の施設の維持・更新・管理の方向性を

明らかにするため、平成 29年 3月 に「練馬区公

共施設等総合管理計画」を策定しました。この計

画に基づき、既存施設の改修・改築、機能転換、

複合化等に合わせて、集会ができる機能を含め

た必要な機能や規模の検討を行っていきます。

なお、桜台地域集会所については、平成 31年

度に大規模改修工事を行います。改修の中で、集

会ができる部屋を 2部屋増やす予定です。



歩道の段差や点字ブロックの改善について

道路のバ リアフリー整備は、「道路の移動等円

滑化整備ガイ ドライン」に基づいて進めていま

す。歩道の段差等については、車いす利用者およ

び視覚障害者等から多くの意見をいただいてお

り、安全性等に配慮 した構造について検討 して

いきます。

歩行に障害をもつ方々 (主に車いすの障

害者)、 高齢者、ベビーカーなどにとつて導

路や歩道に段差や点字ブロックがあるこ

とにより、円滑な通行に支障がある構造に

なっており、改善が必要です。

しかし、視覚障害者の方々が段差や点字

ブロックが必要と主張 しています。特定の

障害者のバ リアフリー策が他の方のバ リ

アになることはあつてはならないと思い

ます。

バ リアフリー整備の助成制度の改善について

商店などの多くの方が利用する建築物の建て

主等には、平成 15年のハー トビル法改正により、

バ リアフリー整備に努める責務があります。

練馬区福社のまちづくり整備助成は、バリア

フリーに関する法整備が整 う以前に建てられた

建築物の改修を促すことを目的としています。

このため、ハー トビル法改正以降に新築、改

築、増築、用途変更等を行つている場合は助成対

象外となります。

商店などの入 口に段差があることがあ

ります。練馬区の施策 としてスロープなど

のバ リアフリー整備設置の助成制度が一

応できています。しかし、助成対象から改

築などが外されているため、多くの店舗が

助成対象にならず、この制度がほとんど使

えないものになつています。制度を改定す

る必要があると思います。

廣徳寺の魅力について

廣徳寺は、大正 14年に練馬に墓地を、昭和 46

年には本坊も移転し、昭和 53年に総合移転 した

寺院です。

また、本堂の裏には、柳生家などの大名墓があ

りt仏殿には紙本着色以天宗清像等計 8点の品

が指定登録文化財に登録 されていると認識 して

います。

練馬区総合運動場から廣徳寺・高稲荷公

園更に城北公園に至る石神井川沿いは区

内でも貴重なグリーンベル トです。廣徳寺

には 108本の区の指定保護樹があり、大名

家の墓域を抱える450年続く臨済宗の名茉1

です。36号線沿道周辺のまちづくり構想図

では「寺社周辺」で「歴史的建造物や樹木

の保全」、「周辺の通 りにおける地域の歴史

的魅力の創出」をうたつています。廣徳寺

の魅力をどう考えていますか。



親水公園整備について

練馬総合運動場沿いの土地を道路づ く

りに供する予定ですが、ここに親水公園が

出来ないでしょぅか。今す ぐ実現出来なく

とも 50～ 100年先を見据えたグラン ドデザ

インの一端をこの地に築けないで しょう

か。

練馬総合運動場沿いの土地は、練馬区画街路

第 1号線の整備を進めています。本道路は、補助
172号線から練馬駅を結ぶ駅へのアクセス路線

として位置付けられています。

本箇所を親水公園にする予定はありません。

武蔵関から板橋区への散策について

区は「水と緑のネットワーク」づくりに

力を入れています。武蔵関公園から城北公

園まで続 く石神井川沿いに、豊島園も含

み、季節の移 り変わりを楽 しめる散策が出

来たらと考えています。

区では、まちづくりの基本方針となる「練馬区

都市計画マスタープラン」を平成 27年 12月 に改
定しました。この中では、みどりの拠点として公

園や緑地などを整備し、河川や幹線道路の街路樹

等のみどりの軸でこれを繋ぎ合わせることでみ
どりのネットワークの形成を図り、防災、環境、

景観、レクリエーションなどの機能向上を掲げて
います。

現在の「としまえん」の周辺区域は、将来的に

東京都が都市計画公園として整備を行 う予定で

す。区では、防災機能はもとより、練馬区の新た

なみどりの象徴となる「水とみどりのネットヮー

クの拠′ほ」としての整備に向けて東京都と調整し

ていきます。


