度を創設したいと考えています︒また︑災害弱者

有している区民・区内事業者の災害時協力登録制

部電源に活用してまいります︒こうした車両を所

ともに︑プラグインハイブリッド自動車などを外

備と組み合わせた︑太陽光発電の設置を進めると

配備済みの小型発電機に加え︑小中学校に蓄電設

け避難拠点では︑重要な課題であります︒ 既に

会が一元的に担っていることから︑大綱は︑安心し

練 馬 区では︑子 どもに関わる施 策 を教 育 委 員

などに応じて必要な見直しを行ってまいります︒

のです︒概ね5年間を対象期間とし︑制度の変化

映し︑教育や福祉などの施策間の連携を進めるも

議して策定することにより︑地域住民の意向を反

民 意を代 表する自 治 体の長が︑教 育 委 員 会と協

開催し︑大綱の素案を取りまとめました︒大綱は︑

自立分散型エネルギー社会の究極の目標は︑地

保一元化や放課後の居場所づくりの拡大︑子育て

みました︒また︑子育て分野では︑練馬区独自の幼

権・道徳教育の推進や家庭教育への支援を盛り込

今後は︑民間建築物の耐震化を積極的に進めていく

部地区︑北町地区では︑改善が進んできておりますが︑

を進め︑防災性の向上に取り組んでいます︒江古田北

組みを進めてまいります︒省エネルギー住宅の普

対策の重要な柱であり︑引き続き︑効果的な取り

第 三に︑省エネルギー 化の推 進は︑
エネルギー

うえで︑来年2月を目途に策定してまいります︒

今後︑区議会や区民の皆さまのご意見を頂いた

趣味：読書 散歩 料理 子育て

尊敬する人：豊臣秀吉 司馬遼太郎

家族：妻・長男・次男・長女・三男・母・犬
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第四に︑区民とともに進める取り組みです︒自

を福祉避難所に搬 送したのち外部 電 源としても

域単位でICTを活用し︑再生可能エネルギーな

支援サービスの充実などを掲げています︒更に︑
両

年度からの5か年
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ますさ
︒れた工事を着実に進めていきます︒事業終了後

練 馬 区 教 育・子 育 て
大 綱の 策 定

ご意見を踏まえ︑今年度中に策定いたします︒

近く︑素案を公表し︑区議会や区民の皆さまの

てともに考え︑推進に努めてまいります︒

や事業者の皆さまに呼びかけ︑現場の実態に即し

は︑住 民や事 業 者が主 役であります︒区は︑住 民

づくりと連携したスマートコミュニティの具体化

とりわけ︑再生可能エネルギーの導入や︑まち

す︒

の主体的な行動によって達成されるものと考えま

立分散型エネルギー社会の実現は︑住民や事業者

形成に努めてまいります︒

においても︑地区計画を定め︑良好な居住環境の

練 馬 区エ ネ ル ギ ー
ビ ジョン の 策 定

エネルギービジョンでは︑住 宅 都 市としての地

域特性に沿って︑練馬区にふさわしい自立分散型

エネルギー社会の将来像と︑実現に向けた取組の
方向性を明らかにします︒

現在︑災害時のエネルギーセキュリティの確保︑

分散型エネルギーの普及拡大︑省エネルギー化の

推進︑区民とともに進める取り組みの四つの視点
から検討しております︒

第一に︑災害時のエネルギーセキュリティの確保

です︒災害時には公共施設等が︑自立したエネル

日に第4回目の練馬区総合教育会議を

難や救助︑救援活動の大動脈となる︑特定緊急輸送道

て子どもを産み育てられる環境を整え︑子どもた

今月

路の沿道建築物について耐震化を促進します︒対象建

活用できる︑福祉送迎車両の開発を自動車メーカ

ギーを確保できていることが必要であり︑とりわ

築物の 棟は︑今 年 7 月に全 棟の耐 震 診 断を終 了し

素案では︑教育と子育てのそれぞれの分野で施

と︑をねらいとしています︒

を先導する地域コジェネレーションシステムを創

策の目 標や取 組の方 向 性を 体 系 的に整 理し︑重

目指していきます︒

設し︑災害拠点病院と近隣の医療救護所が一体と
棟︑災害

点となる施策を示しています︒

棟のうち

なった︑
エネルギーの総合的・効率的な利用を推進

また︑私立幼稚園・保育所は

してまいります︒

どのベストミックスを実現した︑
スマートコミュニ

棟のうち

次に︑
木造家屋が密集する地域の改善についてです︒

ティを形成することにあります︒区としても︑
この

教育分野では︑
いじめ・不登校対策とともに︑人

時 医 療 機 関 等は

期間とする練馬区耐震改修促進計画により進めてま

現在︑江古田北部地区︑北町地区︑貫井・富士見台地

目標を目指してまいります︒

棟について︑耐 震 化の

まず︑建築物の耐震化についてです︒

や︑区民が利用する区立施設の耐震化には︑
重点的に取

いりました︒とりわけ︑避難拠点となる区立小中学校

区の3地区で︑
密集住宅市街地整備促進事業を実施し︑

必要があります︒そのため︑平成

及啓発︑
複数の省エネ機器・設備導入に対する補助︑

取組を重点施策として位置付けております︒
を期 間とする︑新たな耐 震 改 修 促 進 計 画を今 年 度 中

年度︑平成 年度まで延長し︑残された工事を着実に

分野を通して︑支援が必要な子どもたちに対する
道路︑公園などの都市基盤の整備や建築物の不燃化

災への取り組みを強化することは喫緊の課題であります︒

必要があり︑計画期間内の着実な耐震化を進めてま

第二の分散型エネルギーの普及拡大では︑全国

ちが健やかに成長できるよう教育を充実するこ

区長所信表明

平成 年 第4回定例議会

31

いります︒

別の働きかけを強化し︑計画期間中の全棟耐震化を
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