
番号 ご意見等の概要 件数 区の考え方

1

【インバウンドについて】
観光情報は特定の国だけでなく、多くの国に向けて発信すべきです。

1

観光情報については、多くの国に発信すべく、多言語対応やピクトグラム（公共空間で使
用される伝達効果が高い絵記号）の活用を行っています。多言語対応については、現在
は、来訪者の多い国や言語に対応していますが、今後必要に応じその他の言語について
も検討が必要であると考えます。

2

【東アジア文化都市について】
区民はやりたくないと思っています。

1

東アジア文化都市は、日中韓の三ヵ国で文化芸術イベント等を通じて、東アジア域内の相
互理解・連帯感の形成を促進することを目指すものです。
中国・韓国を始めとする外国人の方々が暮らす豊島区では、国際交流事業を通じて互い
の文化や習慣等を理解・尊重し、国際理解を図ることが必要です。
豊島区において東アジア文化都市を開催することは、豊島区が持つ多様な文化資源を世
界に発信するだけでなく、多文化共生の推進、さらには、相互理解を通じた、安全・安心な
まちづくりに繋がるものと考えています。
また、東アジア文化都市事業を通した青少年文化交流による人材育成、豊島区文化の再
認識によるシビックプライドの醸成、国際都市としてのブランディング、東アジア文化都市
2019豊島開催記念事業等、ソフトだけでなくハード事業を含め、区民の方たちにとっても今
後の財産、レガシーを残すような事業を展開していきます。

「未来戦略推進プラン２０１９（案）」パブリックコメントの結果について

・実  施  期  間　   平成３１年３月１日（金）～平成３１年３月２９日（金）
・周  知  方  法 　  広報としま３月１日号掲載　区ホームページ掲載
・閲  覧  場  所　   区ホームページ、企画課、行政情報コーナー、区民事務所（東・西）、図書館
・受  付  方  法　   はがき０件、ファックス０件、Eメール２件、郵送１件、持参０件
・提出意見数　   　２６件

■案に対するご意見と豊島区の考え方　　　※ここにご紹介するご意見については、プライバシーの関係からいただいた方の住所・氏名は掲載しておりません。



3

【区民の安心・安全について】
外国人による犯罪が発生するのではないかと懸念しています。

1

区として、町会等が設置する街頭防犯カメラの設置費用の助成や環境浄化合同パトロー
ルへの参加等、町の方が行っている自主防犯活動の支援を継続して行うとともに、区内三
警察署との更なる連携により、各種犯罪を起こさせない安全安心なまちを目指した活動を
推進していきます。

4

【区民の個人情報とセキュリティ対策について】
区の安全対策にサイバー攻撃への対策も盛り込むべきです。また、
住民票や戸籍といった重要な個人情報を管理する機器の選定に注
意を払ったり、区内の民間事業者に対してサイバーセキュリティ対策
講座を実施したりしてほしいです。

1

区のサイバー攻撃への対策について。区のネットワークがサイバー攻撃を受けないよう、
また受けても情報が漏えいしないよう各種対策を取っています。
機器の選定について。システム構築の仕様書の中に安全対策について項目を設けてお
り、選定手続きの中で事業者のセキュリティ対策等を確認しセキュリティレベルの高い事
業者を選定、導入しています。
民間事業者に対するセキュリティ対策講座について。民間のセキュリティ対策は業態によ
り多岐に渡ること、事業主が実施することになっていることから区が実施することは難しい
と考えています。そのため、次に掲げる情報をご案内していきます。
・警視庁サイバー攻撃対策センターの民間事業者への広報
・個人情報保護委員会の研修講師派遣
・独立行政法人情報処理独立機構（IPA)の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
第3 版」

5

【多文化共生について】
多文化共生を推進することで日本人に対する施策がおろそかになら
ないようにしてほしいです。

1

国籍を問わず全ての区民の皆さんが、互いに尊重し安心して暮らせる多文化共生を推進
し、豊かなコミュニティの形成を図っていきます。



6

【環境対策について】
区の環境対策は不十分であると思います。もっと省エネルギー対策
に力を入れるべきです。

1

これまでも区は、一般住宅、集合住宅への太陽光発電システムの導入や家庭用燃料電
池コージェネレーションシステム（エネファーム）、住宅用エネルギー管理システム（HEMS）
等各種エコ住宅設備・機器の設置費用の助成を実施しています。
また、区内事業者に対しても省エネ設備の導入助成や、環境マネジメントシステム認証取
得費用の助成等を実施し、環境配慮の取組みを促進しています。
今後も再生可能エネルギーの導入支援や低炭素なエネルギーシステムの利用の検討を
進め、環境配慮、省エネ対策の普及啓発に努めていきます。

7

【公共施設の建築資材について】
公共施設の建築にあたっては国産材の活用を進めるべきです。

1

国産材の区有施設への利用に関するさまざまな効果は豊島区としても理解しています。
区有施設における木材利用は、建築物の内装制限等の関係法令に適合しなければなら
ず、すべて木材を利用することはできませんが、豊島区本庁舎を始め使用できる場所では
既に宮崎・熊本産材の杉や多摩産材等を利用しています。
今後も国産材の利用促進に努めていきます。

8

【区民農園の設立について】
高田小学校跡地や造幣局跡地について、区やNPOで管理する区民
農園をつくってほしいです。

1

公園整備の計画を作る際には、区民が参加するワークショップ等を開催して、みなさんの
意見を聞きながら進めています。高田小学校跡地や造幣局跡地については、ご指摘のと
おり公園として整備しますが、既に工事に着手しており、ご要望頂きました区民農園を作る
予定はございません。
今後、区内の暫定活用施設や未利用地の活用に際しては、今回いただきましたご意見も
参考にしながら活用案の検討を進めていきます。



9

【じゃぶじゃぶ池の設置について】
公園をつくる際、長いシーズン利用できる水場をつくってください。

1

公園整備の計画を作る際には、区民が参加するワークショップ等を開催して、みなさんの
意見を聞きながら進めています。しかし整備する公園面積や地域特性などによって設置で
きるか決まってきますが、地域のみなさんに親しまれ、利用される公園整備を目指してい
きます。

10

移転後の区民ひろば椎名町について、保育園児の散歩や放課後の
子たちが体を使って遊べる場所としての活用をお願いします。

1

区民ひろばは地域の皆さんが気軽にご利用いただける施設です。近隣の保育園の散歩
コースとして多くの保育園にご利用いただいております。新設後の区民ひろば椎名町につ
いても、同様にご利用いただく予定です。また、区民ひろばは乳幼児から高齢者まで、どな
たでもご利用いただける施設として、小学生にも利用いただいております。ただし、他の年
齢層の利用者も多いため、体を十分に使った遊びでは安全対策上、一定のルールを設け
る必要があります。区民ひろば椎名町についても、今後検討いたします。
なお、小学生を対象とした施設として「こどもスキップ」があり、新設後の区民ひろば椎名町
の向かいの椎名町小学校内に設置されております。十分に体を使った遊びが行える施設
として、ご利用ください。

11

花咲公園に建築中の「トキワ荘ミュージアム」により公園面積が半分
近く減り、保育園散歩や子どもたち、近隣住民が利用できません。当
初ミュージアム建設前に代替え公園を提案するとの約束でしたが未
だ公園がありません。区民の税金を使って建てた建物によって、公園
面積が狭まるのは大問題だと思います。約束通り代替え公園を使わ
せてください。

1

トキワ荘再現施設である（仮称）マンガの聖地としまミュージアムの工事が本年1月着工い
たしました。工事着工前に代替え公園を開園できませんでしたが、現在も代替地の確保に
向け調整を進めております。
なお、南長崎花咲公園に隣接していた、コインパーキング約500㎡を区で借り上げました。
こちらはミュージアムへの入口として整備予定ですが、6月から10月までの間、暫定的に地
域の方が利用できるように整備いたします。
工事期間中、地域の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう
お願いいたします



12

Ｐ.101「平和と人権の尊重」で、2019年度より予算がとても減っていま
す。「憲法-非核平和・人権思想周知関係事業」はとても大事だと思い
ます。今まで通りの予算をお願いします。

1

平成29、30年度は、豊島区非核都市宣言35周年を記念し、広島と長崎へ中学生派遣事
業を行っており、例年よりも予算が多くなっております。本年度は中学生派遣事業の実施
予定がないため、予算は例年通りとさせていただいておりますが、今後も引き続き、区民
の皆様へ非核平和・人権意識を持っていただけるような事業を検討してまいります。

13

区内小中学校支援学級の児童・生徒たちが年に１回舞台発表を行う
「まとめ展」は公会堂が新しく芸術文化劇場になっても子どもたちの今
を発表できる会場として、継続してください。また区民の表現の場とし
て区民が気軽に利用できる劇場にしてください。

1

区立小中学校の児童・生徒の舞台発表の機会である「まとめ展」は、今後は会場を新区民
センターにて開催してまいります。
芸術文化劇場は国際アート・カルチャー都市のシンボルとして、区民の鑑賞機会の充実の
ための利用を想定しておりますが、小中学校の連合音楽会など、区の行事にも使用する
予定です。また、としま区民センターに整備される予定の約500席の多目的ホールを含め、
規模、用途に応じ、区民ニーズに対応した運用を心掛けます。

14

学童クラブが大規模化し、学童だけで100名を超える学童も複数あり
落ち着いた環境とは言えません。また児童数に対して指導員の方が
少なくいつも大変そうです。学童の規模を小さくし、また指導員の人数
をもっと増やしてください。

1

共働き家庭の増加に伴い需要が増加している現状から、学童クラブが大規模化すること
はやむを得ないことと認識しています。100人を超える学童クラブでは、支援の単位を増や
し、国の基準を順守した職員配置や施設整備により安全を確保しています。



15

保育園入園申請で希望の保育施設に入園できない場合、居宅保育
を希望しないと待機児童カウントされないと聞きました。豊島区は日
本一の人口過密都市でもあり、狭い住居で居宅保育（ベビーシッ
ター）できる環境の家庭は少ないと思います。たとえ居宅保育を希望
しなくても、待機児童のカウントから外すことはやめてください。

1

待機児童の定義は国の定めに従っております。平成31年4月1日付保育所等利用待機児
童調査より、居宅訪問型保育事業の利用を希望しないという理由のみで待機児童数から
除外することはできないと明記されました。そのため、本区も本調査要領に従って待機児
童数を算出いたします。
しかしながら、ご指摘の人口過密都市において、居宅訪問型保育事業は土地が少なくと
も、区内のどこにお住まいの方でも認可事業の保育サービスを受けることができます。保
護者視点においても、送迎の必要がなく子どもが日頃から慣れている自宅で保育できる、
１対１の保育のため、子どもの状態に応じてきめ細やかな対応ができる等メリットがあると
考えておりますので、サービスは継続してまいります。

16

豊島区上空を今までにない低さで飛行機がほぼ毎日午後の3時間の
間、2分弱ごとに1機、連続飛行する計画が進んでいますが、木造住
宅や閑静な住宅街の多い千早・長崎・南長崎の真上を通過すること
はとても心配です。豊島区では保育施設・学校や福祉施設への防音
対策も国の対策の対象外と以前国交省の説明会で言われました。全
国でも住宅への落下物が続けて起こり、いまだ解決できていません。
先日もゴーアラウンド（着陸やり直し）で家の上空を1200ｍ程度で旅
客機が飛ぶのを見ましたが音が大きくこれがほぼ毎日になると心配
です。日本一の人口密度の豊島区を含め都内住宅密集地を飛行機
が低空で飛ぶ計画への対策や反対をセーフコミュニティ都市・豊島区
としても行ってください。
また、「羽田空港機能強化」や「羽田空港のこれから」の計画に対して
国土交通省主催の教室型説明会を、誰でも参加できる、マスコミにも
オープンな説明会として、としまセンタースクエアで複数回実施してく
ださい。

1

区としては、羽田空港機能強化の必要性は理解しているところですが、同時にセーフコ
ミュニティ国際認証都市として区民の皆様の安全安心をないがしろにしてはならないと認
識しています。
航空機からの落下物はあってはならないものであり、2018年3月にとりまとめられた落下物
対策総合パッケージの取り組みや騒音対策の徹底を、今後も引き続き国に要望してまい
ります。
また、区民の皆様への丁寧な情報提供として、誰でも参加でき、情報を共有できる教室型
説明会の開催に向け、国と調整を図ってまいります。

17

4月にほとんどの保育施設が定員になってしまい、早生まれ等で年度
途中入園を希望しても保育園に入れず待機児なってしまう方が多くい
ます。入所予約制度では受入れ数や施設数が少ないので今後も対
策をお願いします。

1

ここ数年は年度途中の新規開設園もあり、入所予約の枠以外にも入所可能な枠が増えて
おります。各施設の４月の入所状況によっては、必要とされる歳児の入所枠を広げる定員
変更を実施するなど、可能な範囲での対応しております。また、待機児童対策として居宅
訪問型保育事業を用意していますので、ご検討ください。



18

保育園に通う子どもたちの迎えに関して、豊島区の認可施設としての
引き渡しの基準を設けてください。また「豊島区保育の質ガイドライ
ン」にも記載して頂きたいです。

1

個別に事情が異なりますので、施設ごとに保護者と取り決めた基準で対応していただくの
が望ましいと考えています。豊島区保育の質ガイドライン(平成31年3月作成)も同様の理
由から記載の考えはありません。

19

駒込第二、池袋第三、東池袋第一区立保育園の廃止と民営化はしな
いでください。
また、旧雑司ヶ谷保育園、旧高松第一保育園を売却せず、区民が集
まりコミュニケーションがとれるような施設・公園にしてください。

1

多様化・複雑化する保育需要のすべてに行政だけで対応していくのは不可能で、一定の
役割分担のもと民間との協働による保育施策の充実を図っていく必要があると考えていま
す。
ご指摘の駒込第二、池袋第三、東池袋第一保育園については、計画通り民営化を行いま
す。旧雑司が谷保育園及び旧高松第一保育園については、倉庫として暫定活用中です。
今後の行政需要を考慮しながら、本格活用を検討しております。

20

以前からある自転車駐輪場出入り口の坂の角度が急で、特に電動
自転車など20～30キロの重さがあるので利用しづらいです。改善を
お願いします。

1

最近整備された駐輪場のスロープにおいては自転車搬送用コンベアを設置しています。
以前整備された駐輪場でコンベアのないスロープについては順次コンベアを設置していき
ます。



21

中高生ジャンプが豊島区内２か所のみというのはとても少ないです。
利用する場合などどうしても繁華街を通ることになります。せめてあと
２か所設置してください。

1

中高生センタージャンプは区内の東西に１か所ずつ設置し、中高生の自主的な活動を支
援しています。中高生は移動手段が多岐にわたる事、移動距離が延びる事、その他の活
動場所が増えることから、現在のところ増設の予定はありませんが、日曜日も開館して開
設日数を増やすなど、中高生が利用しやすい施設・事業の運営を図ってまいります。

22

池袋本町プレーパークのような公園を区内でもっと広げてください。
出張プレーパークが近所に来たときは子どもたちもとても楽しく、保護
者同士も交流できました。これからも定期的に出張プレーパークを
行ってください。
出張プレーパークは直前まで実施日や場所がわからないので年間で
の掲示や、豊島区ＨＰ等でも周知してください。

1

常設プレーパークを増やすことは予定しておりませんが、出張プレーパークをはじめ、子ど
もが遊べる場所や機会の拡大を図ってまいります。出張プレーパークについては、定期的
に開催している場所もございますので、多くの方に利用していただけるようホームページ
等での周知の時期を検討いたします。

23

近所には家にお風呂のない一人暮らしの高齢者の方が多くいます
が、銭湯が減り遠くまで通わなければならない状態です、要介護でな
くとも一定年齢以上の独居の方向けにお風呂送迎や入浴サービスな
どを行ってください。

1

ご自宅及び近隣に銭湯がなく、要支援・要介護認定を受けていないかたの入浴支援は大
変重要な課題と考えております。一方で、高齢化に伴う介護保険外サービスの財政負担
は年々増大傾向にあり、支援については地域全体の生活支援を含めた多角的な視点か
ら検討してまいります。
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学童クラブでのおやつの時間は3時頃に実施するようにしてください。
それが難しいのであれば下校前に学校で児童全員を対象におやつ
を提供するなど発想の転換をお願いします。

1

現在、豊島区の学童クラブの間食提供については、17時以降の保育利用者で希望される
方のみを対象としております。
①小学校の授業終了時間が延び、学童クラブへの登室時間も遅くなっていること
②①に伴い、放課後子どもの自主的な遊びや活動（各種プログラム・放課後子ども教室な
ど）の開始時間が15時30分以降となる日が多いこと
を踏まえつつ、児童の遊びや生活の流れ、間食を提供する時間や内容を総合的に考慮
し、17時に提供することが妥当と判断したもので、現在のところ変更の予定はございませ
ん。
ただし、夏休み期間中につきましては、今年度も、万全を期して間食の提供が可能との判
断から、水分補給も兼ね、15時から16時の間での提供を引続き実施してまいります。

25

学童クラブは子どもにとって居場所としてだけでなく、生活の場として
また子どもたちが成長するのに大きな力とサポートを頂いています。
しかしスキップの非常勤指導員の方が欠員の状態が長く続いていま
す。子どもたちの安全や指導のためにも、指導員の欠員にならないよ
うにしてください。
また、学童指導員が長く勤められるよう、待遇の改善や非常勤から正
規の採用につながるような制度をつくってください。 1

学童クラブの職員体制については、採用活動へ注力するとともに、欠員の改善に向け学
童指導員の報酬を改善しています。また、障害や配慮が必要な子どもに対応するため、ス
クール・スキップサポーターを半数の施設に配属しました。
なお、特別区では、民間企業等での従事暦が一定期間以上あるある方を対象とした経験
者採用試験・選考を実施しており、非常勤職員も要件を満たせば受験可能です。

26

小学校就学時購入が必要な準備品でもリサイクルが比較的可能な
鍵盤ハーモニカ、リコーダーなど小学校単位でリサイクル品の管理や
貸し出しなどできるようにしてください。
中学校に関しても制服や体操着などのリサイクルをおこなえるように
してください。
学校用品・制服等のリサイクルについては「豊島区リサイクルセン
ター」などで常時在庫を持ったり、寄付された物品をメンテナンス出来
るようにしてください。
個人情報の観点や、購入およびリサイクルの観点からも体操着等の
個人名の刺繍は廃止してください。
リコーダー、鍵盤ハーモニカなど同じ商品でも学校ごとに値段が違い
ます。リーズナブルなもので、区内どこの小学校で購入しても同じ値
段に統一するか、区内一括して購入するなどしてください。

1

区立小・中学校では、ＰＴＡが主体となって使わなくなった鍵盤ハーモニカやリコーダー、サ
イズが合わなくなってしまった制服や体操着などを集めて、必要な方にリサイクルしていた
だく仕組みを作っているところもあります。このような取り組みが多くの学校で広まるよう、
ＰＴＡを通して働きかけていきたいと考えております。
体操着等における個人名の入れ方については、各学校へリサイクルのしやすさを踏まえ
たやり方で行うよう周知いたします。
リコーダーや鍵盤ハーモニカなどは、学校ごとに製品を決めているため統一は図れており
ません。各学校へは、使用目的に合致した安価な製品を選ぶよう周知いたします。

※提出意見数 26


