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人口 723,711人
＊平成29年1月1日現在

面積 48.08㎢
＊23区の中で５番目の広さ

緑被率 東京23区内で1位＊
農地面積 東京23区内で1位＊

＊平成27年調査

昭和22年8月1日
板橋区から分離独立し、
23番目の特別区として誕生

平成29年は、

独立から70年の記念の年です。



区の紋章
デザインは、カタカナの「ネ」の字と「馬のひづめ」を
組み合わせ、図案化したものです。
（昭和28年12月制定）
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練馬区は、一年を通して
イベントも盛りだくさん！

都立石神井公園の緑鮮やかな４月
豪華絢爛な時代絵巻「照姫まつり」

複合テーマパークとしまえんで10月に開催
区内最大級の催し「練馬まつり」
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アニメのまち練馬区！10月開催
「練馬アニメカーニバル」

練馬区公式アニメキャラクター ねり丸
©練馬区

都心に近い大都市
でありながら
四季の彩りを

感じられる練馬区です

練馬区の伝統野菜
「ねりま大根」を引き抜くイベント
12月開催「練馬大根引っこ抜き競技大会」

こぶし咲く3月に開催
「練馬こぶしハーフマラソン」
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単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

０歳～５歳 人 23,423 23,713 23,970 24,082 24,088

教育・保育需要量の見込み

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

10歳未満 人日 11,388 11,323 11,199 11,137 11,028

病児・病後児保育事業需要量の見込み

＊練馬区子ども・子育て支援事業計画より
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24,844 25,435 25,812 26,113 26,513
教育・保育施設の

定員拡大

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

０歳～５歳 人 23,423 23,713 23,970 24,082 24,088

教育・保育需要量の見込み

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

10歳未満 人日 11,388 11,323 11,199 11,137 11,028

病児・病後児保育事業需要量の見込み

12,740 14,300 14,300 14,300 14,300

＊練馬区子ども・子育て支援事業計画より

練馬区では現在「待機児童ゼロ作戦」を展開し、
計画を超える定員拡大に取り組んでいます。

病児・病後児
保育事業の
定 員 拡 大
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施設数および定員の推移

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

1,560人日 1,040人日 2,600人日 1,560人日
計 ４施設
6,760人日

1,560人日 1,040人日 2,600人日 1,560人日 1,600人日
計 5施設
8,360人日

1,560人日 1,040人日 3,120人日 1,820人日 2,600人日 2,600人日

1,820人日 1,040人日 3,120人日 1,820人日 2,600人日 2,600人日

計 6施設
12,740人日

施設
名

計 6施設
13,000人日

こども
デイケア
プリムラ

H17.4.1開設

ソラスト
中村橋

（病後児のみ）

H18.4.1開設

練馬区医師会
病児保育
センター
ぱるむ光が丘

H18.7.25開設

練馬区医師会
病児保育
センター
ぱるむ大泉

H24.8.1開設

ナーサリー
ルーム

ベリーベアー
練馬

H26.8.1開設

順天堂大学
練馬病院
病児・病後児
保育室

みつばち ねりま

H27.4.1.開設
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就学前児童数
は当面横ばい
で推移

伸びていく
保育需要

ニーズ調査では
「保育サービスの充実」や
「仕事と家庭生活の両立」
への支援・対策を求める

割合多数

多様な
保育サービス
の充実が必要

多様化する
保護者の
就労形態
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病児・病後児保育事業利用実績推移

みつばちねりま*H27.4～

ベリーベアー*H26.8～

ぱるむ大泉

ぱるむ光が丘

ソラスト

プリムラ
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医療機関併設施設

保育所併設施設

＊こどもデイケアプリムラ＊
小児科クリニックビルの１階に併設
小児科クリニックの医師が回診する。定員７名

＊ソラスト中村橋＊
東京都認証保育所「ソラスト中村橋」に併設
定員4名。病後児保育のみ実施

＊ナーサリールームベリーベアー練馬＊
東京都認証保育所「ナーサリールームベリーベアー練馬」に併設
建物内同一フロアの小児科医が回診する。定員10名

＊順天堂大学練馬病院病児・病後児保育室みつばち ねりま＊
事業所内保育所「順天堂大学練馬病院 保育所ぴのぴの」に併設
順天堂大学練馬病院の小児科医が回診する。定員10名
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単独施設

＊練馬区医師会病児保育センターぱるむ＊
「光が丘」と「大泉」の２施設がある。
練馬区医師会会員の医師が回診する。さらに、ネットワークカメラを設置
し、小児科医（回診医）が、必要に応じて病状を確認することができる
仕組みを導入している。
ぱるむ光が丘 定員12名
ぱるむ大泉 定員 7名

ぱるむ光が丘

ぱるむ大泉
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平成18年7月、「ぱるむ光が丘」は、練馬区と練馬区医師会が協働して開設
しました。
区が所有する子育て支援施設を区の負担により改修し、運営を練馬区医師会
に委託しました。
これにより、地域医療、各種健診、がん検診および予防接種等の事業だけで
なく、子育て支援の分野でも、練馬区と練馬区医師会の協力・連携が始まり
ました。練馬区医師会および会員医師の多大な協力があり、子どもの健康と、
子育て家庭に対する一層の支援が実現したものです。
その後、平成24年8月には大泉地区に「ぱるむ大泉」を開設。練馬区と練馬
区医師会との協働による子育て支援が拡充しました。

ぱるむの開設について
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人材確保の方法と工夫したこと、苦労したこと・・・

ハローワークを介して公募。常勤は応募が
あるが、非常勤職員はまず応募がない。地域
の求人ビラに募集掲載、現職員からの紹介、
ホームページに募集掲載等により、必要な人
材をなんとか確保。

併設している医療機関の院長が診察。

ハローワークを介して公募しているが、ほ
とんど応募がない。地域の求人ビラに募集掲
載、現職員からの紹介、ホームページに募集
掲載等により、必要な人材をなんとか確保。

①開設時は、社の保育方針等を十分理解し実践
できる人材を社内異動で確保。その後はハ
ローワーク等の求人媒体を利用。

②ハローワーク等の求人媒体を利用。条件等の
要因で応募数があり、あまり苦労はしていな
い。

③給与改善や福利厚生を充実し、待遇向上を図
りながら募集。

①隣接の小児科との連携。
②大学病院が運営しているため、確保に関して
特段の問題は生じていない。

①ハローワーク等の求人媒体を利用して確保。
②大学病院ホームページにて募集。求人数が多
くないため、特段の問題は生じていない。フ
ルタイム希望者が少ない。

③給与改善や福利厚生を充実し、待遇向上を図
りながら募集。開設以来継続勤務。

保育士

嘱託医

看護師

医療機関併設施設 保育所併設施設



このほか、このような事例がありました。

保育所併設施設では・・・
○調理士は、保育所からの搬入なので
確保不要。
○事務職員等は、保育所で事務管理を
行っているため確保不要。

単独施設では・・・
○調理士の確保のため、新聞折り込み
広告に募集を掲載したが応募がなく、
施設前に募集ポスターを掲示したと
ころ、近所の方の応募があった。

ハローワークを介して公募。常勤は応募があ
るが、非常勤職員はまず応募がない。地域の求
人ビラに募集掲載、現職員からの紹介、ホーム
ページに募集掲載等により、必要な人材をなん
とか確保。

併設している医療機関の院長が診察。

ハローワークを介して公募しているが、ほと
んど応募がない。地域の求人ビラに募集掲載、
現職員からの紹介、ホームページに募集掲載等
により、必要な人材をなんとか確保。
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新聞折り込み広告に募集を掲載し、確保。

医師会が運営しているため、医師会会員の
小児科医から協力医を募っている。

新聞折り込み広告に募集を掲載している
が、応募が少ない中から人材を確保し、処遇
などを配慮することで、離職防止や定着を図
れている。人員体制が厳しい中、職員はやり
がいを持って働いてくれている。
以前に比べ、病児保育事業について一般的

に認知度が上がってきているが、実際に、ど
のような保育看護をしているか、具体的な内
容はあまり知られていないと思われる。
「病児保育」という名称から受けるイメー

ジにより、なんとなく敬遠されるということ
もあるかもしれない。

人材確保の方法と工夫したこと、苦労したこと・・・

単独施設

保育士

嘱託医

看護師
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事業の委託経費予算の確保

保育従事者の処遇改善のための補助金交付

○東京都キャリアアップ補助金を活用して、区から申請のあった事業者へ補助
金を交付し、施設に勤務する職員*の賃金改善を実施。
*非常勤を含み、法人役員である職員は除く。

職員が専門性を高めながら、やりがいを持って働くことにより、離職を防止
するとともに保育サービスの向上を図る。

定員別に金額設定

事業基本額
事
務
費

実績加算

病児対応加算

医師巡回加算

賃借料加算

保育士確保加算

１人1日
2,000円

病児保育実施施設対象

賃貸物件で事業を実施する施設対象

医療機関や保育所等を併設しない施設対象

病児保育実施施設対象
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人材確保事業の案内

人材確保の機会を得ていただくため、病児・病後児保育施設も含めて
保育事業を運営する事業者に事業や出展の募集を案内。
○東京都保育人材確保事業 保育士就職支援研修・就職相談会
○練馬区人材確保事業「保育のしごとGO！DO！フェア セミナー＆説明・
面接会」

○練馬区人材確保事業「潜在保育士支援セミナー『保育のお仕事魅力発見
フェア』」＊セミナー参加者全員に、応募事業者の求人チラシを配付



多様な保育サービスの充実
仕事と家庭生活の両立を力強く支援
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平成27年度当初に
計６か所で実施。

主要な事業の3年間
（平成27～29年度）

の年度別計画で、
新たに１か所を
整備予定。

少しでも近くに
できると使いやす
くなるから、
安心して仕事が
できるわ。

送迎が楽になって
子どもも親も
負担が減ります。

ぱるむ大泉
ぱるむ光が丘

こどもデイケア
プリムラ

みつばちねりま

ソラスト中村橋

ナーサリールーム
ベリーベアー練馬



区が把握した保健、
衛生管理等に関する
情報および研修実施に

関する情報を
引き続き各施設に提供

病児・病後児保育の
質の向上を目的として
病児・病後児施設連絡
会を練馬区医師会とと
もに開催し、施設間の
情報交換および
情報共有を推進
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より良い
病児・病後児
保育を提供する
ために

病児・病後児保育事業
の発展・向上を目的と
して病児・病後児保育
施設の利用者への

アンケートなどを実施

区ホームページや区報
等による情報発信、
教育・保育施設での機
会を捉えた事業の周知
等により、区民への
情報提供を充実
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東京都 練馬区教育委員会事務局

こども家庭部保育課 保育事業者係

電話 03-5984-5845（直通）

E-Mail HOIKU05@city.nerima.tokyo.jp

練馬区公式アニメキャラクター ねり丸
©練馬区


