
 

 

別記第 1 号様式（第 7 関係） 

会  議  録 

会議体の名称 平成２５年度 第１回 地域区民ひろば推進本部拡大会議 

事務局（担当課） 地域区民ひろば課 

開催日時  
平成２５年６月１０日（月曜日） 

午後１時～２時０５分  

開催場所 庁舎 4 階 第一委員会室 

 
 

議   題 

案件 
1 自主運営の進捗状況について 
2 地域区民ひろばの未設置地区の今後の対応方針等について 
3 地域区民ひろばにおけるセーフコミュニティの取り組みについて 
4 区民ひろばにおける新規・継続事業 
5 その他 

 
 
 
公開の 
 
可否 
 
 

 
 
会 議 

 
 

□公開 ■非公開 □一部非公開    傍聴人数 0 人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱 
（平成 20 年 4 月 21 日付区長決定）第 4 条第 1 項第 2 号による 

 
会 議 録  

 

■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 
 
 
 
 
出席者 
 
 
 
 
 

 
 
 
委 員 

 

副区長（本部長）、政策経営部長、政策経営部特命政策担当部長、保健福祉部長、

子ども家庭部長、教育総務部長、企画課長、施設課長、施設計画課長、地域区民ひ

ろば課長（事務局）、福祉総務課長、高齢者福祉課長、中央保健福祉センター所長、

子育て支援課長、学校施設課長、社会福祉協議会地域福祉推進課長、西部区民事務

所長、教育総務課長、教育指導課長  
出席者１９名 （欠席者５名） 

説 明 者  地域区民ひろば課長   

関 係 人 
委員代理者 

  区民ひろば所長 １１人  
 なし 

事 務 局  地域区民ひろば課 



 

 

 

審 議 経 過         

 
案件 1 自主運営の進捗状況について  
 
【資料 1「地域区民ひろば自主運営アクションプラン２０１３（案）」について説明】 
（地域区民ひろば課長） 
１、自主運営アクションプランの位置づけについて 
 平成２１年度決定された「地域区民ひろば自主運営基本方針、実施方針」にもとづき、地域区民ひろ

ばが自主運営を円滑に移行するための具体的な手順等を示すために平成２２年度から毎年策定してい

るものである。 
 アクションプラン２０１２のなかで、昨年度は自主運営移行モデル事業４地区（高南、富士見台、高

松、さくら）実施としていたが、平成２４年度実施結果として、池袋本町が本格実施、富士見台及び高

松がモデル事業実施で、３地区が自主運営をスタートした。 
 
２、自主運営移行モデル地区について 
  アクションプラン２０１３における自主運営移行モデル事業地区は、千早、さくら、清和の３地区

とする。運営形態は、協議会主体型。業務の範囲は事業全般型、内容として、主体は NPO 法人化した

運営協議会。既存の事業全般と受付・集会室管理業務を業務委託により実施。対象地区は、千早、さ

くら、清和の３地区。 
千早地区（区民ひろば千早）は、平成 25 年 4 月より自主運営移行モデル事業（前半）を 6 か月間実施後、

同年１０月～１２月の３ヶ月間で後半期の移行モデル事業を実施予定。検証結果を踏まえ、平成２６年１月から

自主運営の本格実施を予定。  

さくら地区（区民ひろばさくら）は、NPO 法人認証後、平成２５年 10 月より自主運営移行モデル事業（前半）を

6 か月間実施予定。平成２６年４月～９月の６ヶ月間で後半期の移行モデル事業を実施予定。検証結果を踏ま

え、同年 10 月より自主運営を本格実施する予定。 

清和地区（区民ひろば清和）は、NPO 法人設立総会を開催後の法人認証を経て、平成２６年 10 月より自主

運営移行モデル事業（前半）を予定。 

平成２５年度は、池袋本町、富士見台、高松に加えて千早、さくらが実施し、５地区で自主運営をスタートす

る予定。 

 

３、 自主運営推進事業経費について 

  すでに自主運営本格実施の池袋本町は、１５、０８８,０００円で業務委託契約を結び、年間で自主運営を実

施。 

富士見台、高松、千早については、確定した契約額と平成２５年１０月以降の契約予定額を記載。 

契約額：富士見台１２，１７７,０００円、高松１２，４３６，０００円、千早７，２８５，０００円 

平成２５年１０月以降の契約予定額：富士見台１１，８５８、０００円、高松１２，２８０,０００円、 

千早３，６１７，０００円及び３，６１７，０００円、さくら１２，８１３，０００円 

 



 

 

４、 自主運営移行後の事業経費について 

   各地区の自主運営年間経費と財政効果を表に表している。 

対象地区、直営積算ベース、算定期間、区直営額、自主運営本格実施経費、財政効果に項目を分けて金額

を記載。合計欄で、区直営時は、１３５，４９３,０００円、自主運営本格実施経費は、１０３,９８２,０００円、財政効

果は３１，５１１,０００円となる。内訳としては、９割以上が人件費となる。 

 

５、 自主運営移行モデル事業実施地区の検証について 

   池袋本町が自主運営移行モデル事業実施後検証をし、本格実施に移行。他の施設も同様とする。 

 モデル事業時の運営状況を検証し、本格実施につなげるために下記のとおり実施する。 

・検証項目として運営状況、施設管理の状況、利用者の動向、受託事務管理の状況など。 

・検証方法は、①ＮＰＯ法人自らによる自己点検・評価  ②利用者による評価（アンケート）  ③区の検証の３

点で実施する。 

対象地区としては富士見台、高松、千早の３か所である。 

スケジュールは、富士見台、高松は、自主運営移行モデル事業の後半期で平成２５年６月～８月の間

に実施予定。報告書の作成後、同年９月の地域区民ひろば推進本部に検証結果を報告、平成２５年１

０月以降に本格実施予定。千早は、自主運営移行モデル事業の後半期で平成２５年１０月～１１月の

間に実施予定。報告書の作成後、同年１２月の地域区民ひろば推進本部に検証結果を報告、平成２６

年１月以降に本格実施予定。 

 

６、自主運営移行モデル事業に向けた取り組みについて 
  ①「自主運営ガイドライン」及び「区民ひろば自主運営推進マニュアル」の活用 
    既に作成されている「区民ひろば自主運営推進マニュアル」を活用し、自主運営移行モデル事

業の推進を図る。 
  ②事務局長ポストの人材確保 
    としま NPO 推進協議会等の協力や連携により、区 OB,OG 職員の活用を含めた事務局長候補者

リストの充実を図り、所長に当たる事務局長の人材確保にあたる。 
  ③自主運営に向けた意識・意向調査の実施 
    本年１１月から１２月にかけて、各運営協議会に対し、次年度以降の自主運営に向けた意識・

意向調査を実施する。 
 
７、運営協議会の組織力強化・法人化支援について 
   ①運営協議会の情報力アップのための研修の実施 
   ②会計担当者研修の実施（新規） 
   ③としま NPO 推進協議会の協力により NPO 法人設立準備セミナー及び組織力向上研修実施

（新規） 
   ④CFP（Certified Financial Planner）による NPO 法人税務・会計支援相談業務の実施 
   ⑤CFP（Certified Financial Planner）による NPO 会計支援セミナーの実施（新規） 
 
 
 



 

 

８、区の支援体制について 
昨年に引き続き、自主運営の本格実施後の運営をサポートするため、自主運営支援担当を３館に１

名程度配置し、継続的な支援を図る。 

 

９、今後の主な課題について 

   ①コミュニティソーシャルワーカー（CSW）と区民ひろばとの連携の仕組みづくり 

 区民ひろばに配置するＣＳＷと運営協議会、地域団体、個人等のネットワーク形成に向けた仕組み

を検討し、地域課題の解決を図る。 

   ②災害時等の対応に向けた支援体制の仕組みづくり 

     課内で所長をリーダーとした災害対策部会を設置している。その中で、防災課とも連携し、年度の早

いうちに補助救援センターとしての区民ひろばの役割及び機能の充実を図るとともに、自主運営館

の支援の在り方を検討する。 

   ③NPO 法人独自の事業展開の検討と仕組みづくり 

     ＮＰＯ法人としての収益事業（自主財源）のあり方と区民ひろば施設での事業展開の仕組みを検討

する。政策経営部より、自主財源の在り方について、ご示唆をいただきたい。 

 

１０、各会議体の開催スケジュールについて 

    地域区民ひろば推進本部は、今後９月及び１１月に開催予定。富士見台、高松、千早のモデル事業

実施の検証報告を行なう。 

    運営協議会会長会は、６月２１日に第１回、その後１１月に第２回を予定している。 

 

【質疑】 
（企画課長） 
 自主運営アクションプラン２０１０、２０１１のなかに掲載の区民ひろば朝日及び区民ひろば高南に

ついて、自主運営の進捗状況ははどのようになっているのか。 
 

（地域区民ひろば課長） 
 自主運営アクションプラン２０１０から２０１２にかけて計画をしていたが、各運営協議会組織状況

を鑑み、朝日については、検討し直し、また、高南については、運営協議会内部でじっくり考え、新し

い組織作りを検討中である。どちらについても区として引き続き支援していく。 
 
（教育総務部長） 
 自主運営について、地域会議などでは各町会長から経費削減のためではないか、とよく問いかけられ

る。自主運営の本来の目的は何か、資料に明確に記しておく必要がある。 
 
（地域区民ひろば課長） 
 自主運営アクションプラン２０１３では、コストカットについての意向が明らかである。 
データブック２０１２の中には、３６ページに各運営協議会活動内容を掲載しており、事業実施数も年々

増加している。 



 

 

 自主運営の本来目的について、資料に掲載することにする。 
 
（副区長） 
 自主運営化した区民ひろばには、各一人ずつ総責任者がいると思うが、区の OB、OG 職員か。 
 
（地域区民ひろば課長） 
 事務局長が総責任者となるが、区の OB,OG 職員である。 
 
（副区長） 
 処遇は、区の OB、OG 職員と同じかどうか。 
 
（地域区民ひろば課長） 
 区の再任用と同じである。給与としては、約２２０，０００円となっている。 
 
（副区長） 
 フルタイム勤務や、短時間勤務などはしていないのか。 
 
（地域区民ひろば課） 
 各 NPO 法人で調整はあるが、基本的には月１６日勤務である。スタッフの中で、チーフという者の勤

務日数を月１６日勤務より増やす形で対応している。 
 
（副区長） 
 来年から、雇用と年金との接続の関係で、希望により再任用が義務付けられることになる。NPO 法人

に事務局長として紹介する人を、どのような処遇にするのか考えておいた方が良い。 
 
（地域区民ひろば課長） 
 現在は、事務局長として区の OG 職員の活用をしている。元保育園長で、熱心且つ優秀な人材なので、

地域にとって頼りになる事務局長となっている。来年からの課題をふまえ検討していく。 
 
（副区長） 
 他に意見等がなければ、案件１について、本部で決定とする。 
 
案件２ 地域区民ひろばの未設置地区の今後の対応方針等について 
 
【資料２ 地域区民ひろばの未設置地区の今後の対応方針等について説明】 
（地域区民ひろば課管理グループ係長） 
１．区民ひろば未設置地区の対応方針について 

① 後期基本計画の計画期間（５年間：平成２３年度～平成２７年度）中に、全ての地区で地域

区民ひろばを開設する。 

② 開設の検討にあたっては、セーフコミュニティへの取り組み等を踏まえ、これまでの計画の

一部見直しを視野に入れて対応する。 



 

 

③ 開設予定地区においては、地域区民ひろば運営協議会の母体となる懇談会・準備会を計画的

に発足させ運営する。 

 

 ２．開設スケジュールについて 

 ① 仰高小地区について 

   平成２５年３月に廃止となった駒込区民集会室を改修・区民ひろばへ転用し、平成２５年度

第２回定例会で提案、決定、１０月に開設予定。条例上は、１０月１日付設置。 

 ② 豊成小地区について 

   豊成小に子どもスキップが整備された後、上池袋第一児童館を平成２５年１０月設計、平成

２６年８月以降改修工事、平成２７年４月区民ひろばとして開設予定。 

   また、区民ひろば上池袋を大規模改修工事中、代替施設として上池袋第一児童館を平成２５

年１１月より一時的に使用予定。 

 ③ 目白小地区について 

   目白小の整備スケジュールに則り、子どもスキップの整備により、目白児童館を改修・区民

ひろばへの転用をする。 

   平成２５年１０月設計、平成２６年８月以降改修工事、平成２７年４月以降開設予定。 

 ④ 要小地区について 

   （仮称）西部地域複合施設の平成２７年９月末竣工予定に伴い、平成２４年６月より、地域

区民ひろば課要町地区分室として開設していた施設を、複合施設内に移転予定。 

 

   その他、子育てひろば未開設の池袋本町及び千早２地区で、子育てひろば将来的に整備をし

ていく予定。 

 

３．その他施設の展開状況について（概要） 

① 区民ひろば池袋は、耐震結果に基づいて使用中止した後、スキップ池袋整備により廃止され

る池袋第二児童館を転用して移転する。 

  ※ 平成２５年４月から使用中止、事務室は池袋第二区民集会室の一室に仮移転するととも

に、事業は分散実施する。 

  ※ 併設の池袋第一区民集会室は、４月から使用中止とした後、廃止する。 

     平成２５年第２回定例会で位置変更について、区民ひろば条例の一部改正条例を提案、

及び、区民集会室条例の一部改正条例（廃止）を提案。 

② 区民ひろば上池袋及び富士見台（両施設とも併設区民集会室を含む。）は、大規模改修工事（内

階段の設置を含む。）を実施する。 

  ※ 区民ひろば上池袋は、休館中の代替施設として、スキップ豊成整備後に廃止される上池

袋第一児童館を使用する。 

  ※ 区民ひろば富士見台は、休館中の代替施設として、南長崎第四区民集会室の一室を使用

する。 

③ 区民ひろば清和第一は、屋上の庇落下により外壁の緊急改修工事を５月、６月で実施する。

④ 区民ひろば駒込、高南第一（併設区民集会室を含む。）及び椎名町の大規模改修工事の設計を

実施する。 

 



 

 

【質疑】 

（副区長） 

  区民ひろば駒込、高南第一、及び椎名町の大規模改修工事設計について、当初予算計上済か。

 

（地域区民ひろば課管理グループ係長） 

  計上済みである。 

  駒込は、約１千万円、高南第一については、約６６０万円、椎名町については、１階の南長崎

幼稚園と一体の改修工事であり、区民ひろば部分は、約２３０万円である。 

 

（施設計画課長） 

   要小地区の整備について、（仮称）西部地域複合施設の工事期間が変更となり、平成２７年

１１月末竣工となるので、平成２８年１月開設予定である。 

 

（副区長） 

  他に意見等がなければ、案件２について、本部決定とする。 

 

案件３ 地域区民ひろばにおけるセーフコミュニティの取り組みについて 

 

【資料３ 地域区民ひろばにおけるセーフコミュニティ～２４年度実績報告と今後の展開～説明】

（地域区民ひろば課長） 

セーフコミュニティの役割として、学習・相談・情報提供の３項目がある。 

 １、区民ひろばの概要として、 

 ・地域コミュニティ、セーフコミュニティの拠点 

 ・要町地区分室を含め１９小学校区２３施設 

 ・運営協議会は１８地区で設立 

 ・NPO 法人の自主運営は４地区 

 ・年間利用者数は約７３万人 

 ・年間登録者数は１５，３５７人 

 ・乳幼児登録者数は４，４２８人 

 ・子育てひろば実施１７施設 

 ・年間事業数約１２，０００件 

 ・高齢者事業約３０％ 

 ・子育て支援事業約３４％ 

 ・CSW４地区配置 

 ２、区民ひろばで実施しているセーフコミュニティ事業について 

   セーフコミュニティの重点課題とそれに関わる区民ひろばや運営協議会実施事業は、平成２

４年度は２５０事業、１，１６２回実施。平成２３年度は２２９事業、７６０回実施。 

   また、さらなる充実に向けた検討として、主な課題を３点あげる。 

 ① セーフコミュニティの拠点にふさわしい施設整備について 

   エレベーターの設置、バリアフリー化については、議会でも多くの質問を受けている。バリ

アフリーとしてどこまで施設を整備するか、工夫して回答している。また、CSW 設置については、



 

 

平成２５年度は、西巣鴨、朋有、池袋、富士見台の４地区、また、平成２６年度については、

２地区増やす予定。しかしながら、既存の施設内で、どこに CSW の部屋を確保するか悩んでい

る。今後も検討していく。 

 ② 関連事業の整理、見直しについて 

   転倒予防事業については、ひろば事業としての転倒予防体操と、高齢者福祉課より委任を受

けている事業とがある。また、一人暮らし高齢者見守りネットワーク事業についても、各課で

実施している同内容事業については、その有効性について監査委員より指摘がある。事業の統

合、整理などについて検討していきたい。 

   また、子育て支援については、としま政策データブック２０１２より、就学前人口９，３９

８人中保育園、幼稚園入園児数３，６０４人、を差し引くと約５，７００人、区民ひろば登録

乳幼児数４，４２８人ということは、区内の子育て支援を担っているといえる。今後、区民ひ

ろばで実施している子育て支援策について十分かどうか子ども家庭部と整理、調整していく予

定。次に、補助救援センターの役割については、課内で検討し防災課と協議していく。 

  庁内関係各課や、警察署などの出前講座については、これからも積極的に活用予定。 

 ③ 運営協議会によるセーフコミュニティの推進について 

   セーフコミュニティ情報の積極的な提供と事業の実施はセーフコミュニティ推進室と連携し

ながら進めていく。また、台北市文山区とは、平成２５年度も市民レベルでさらに交流を進め

ていきたい。 

 ３、今後の検討予定について 

   関係部局と検討を実施し、課題整理をして次回９月の推進本部会議で報告をしていきたい。

 

【質疑】 

（副区長） 

 文山区とはいつごろ交流予定か。 

 

（地域区民ひろば課長） 

 １１月に運営協議会会長と文山区に出向き、会議に出席する予定。 

民間レベルでの交流である。 

 

（副区長） 

 セーフコミュニティについて、WHO の年次報告の役割分担は？ 

 

（地域区民ひろば課長） 

  セーフコミュニティの対策委員会で、１２月くらいにまとめて年次報告予定。実績については、

年間事業数、事業額、ポイントついて記載。特命担当部長と連携していく。 

 

（福祉総務課長） 

  各区民ひろば所長方に、民生児童委員が大変お世話になっている。 

 各部局の役割分担として、高齢者の安全や子ども関係など実施していることと、結果としての状

況を整理し分担の確認をして、夏に向けて意見交換などを経て検討していきたい。 



 

 

（地域区民ひろば課長） 

  セーフコミュニティをきっかけに、区民ひろばに花が咲いたと考えている。今後も機能の充実

のため関係部局と分担整理を進めていきたい。 

（福祉総務課長） 

  CSW（コミュニティソーシャルワーカー）について、引き続き各地域包括の圏域ごとに設置して

いきたい。 

 今後設置予定の区民ひろばについて、こちらから足を運び調整していきたい。 

 

（豊島区民社会福祉協議会地域福祉推進課長） 

  CSW について、現在４か所の区民ひろばに２人ずつ計８人設置し、町会の関係者や民生児童委員

への認知度も上がってきている。 

  既存の区民ひろば内で CSW の事務所設置が難しいということだが、現在かなりの成果が上がっ

てきていることもあり、ひろば課と綿密な連携をとり、全圏域８か所の設置を目指したい。 

 

（副区長） 

  東日本大震災の避難者支援については、CSW で実施しているのか。 

 

（豊島区民社会福祉協議会地域福祉推進課長） 

  東日本大震災の避難者支援については、千川と巣鴨２か所にサロンを設置して、６月から７月

にかけて、社会福祉協議会として訪問している。また、CSW でも顔が見える活動となっているので、

信頼をもらった支援ができている。 

 

（副区長） 

  各事業の整理について、９月の報告に向けて積極的な検討を要する。 

 案件３について、本部了承とする。 

 

案件４ 区民ひろばにおける新規・継続事業について 

 

【資料４ 主な区民ひろば新規・継続事業説明】 

（地域区民ひろば課長） 

 １．新規事業として、区民ひろば地域活性化貢献賞を実施済み。 

   区民ひろばで活動する事業、サークル講師９５名に区長より感謝状を贈呈。 

   「自治の推進に関する基本条例」に示す区民ひろば事業の充実に関わるソフト面での支援策

として実施したもの。４月１６日、区民センター文化ホールで実施済み。 

 ２．豊島記憶の遺産事業 

   NPO 法人「としまの記憶」を区民ひろばの３か所でミニ上映会＆座談会を開催し、語り手を囲

み交流を行なうもの。地域の語り手のみなさんによる地域の歴史的な話を合計８０本の作品と

なり、豊島区のホームページからも動画を見られるようになっている。 

  ミニ上映会日程：７月１日 区民ひろば長崎、７月２５日 区民ひろば清和第一、８月２９日

区民ひろば西池袋 各午後１時３０分から３時３０分 



 

 

 ３．回遊音楽キャラバン 

   乳幼児を対象に、質の高い音楽を提供し、豊かな心を育む事業として昨年に引き続き開催。

東京音楽大学の学生たちが区民ひろばを訪れ演奏する。昨年度は１０か所、本年度は５月から

来年３月まで９か所で実施。平成２４年度実績は、保育園児にも参加してもらい、１０か所で

２，０６７人参加。 

 ４．新規事業として、としまアート夏まつり２０１３～区民ひろばツアー～ 

   NPO 法人アートネットワークジャパンと共催し、例年実施されているとしまアート夏まつりへ

の誘導という形でワークショップを開催。 

  ７月に、区民ひろば西巣鴨、南大塚、高南、椎名町、要町地区分室の５か所で開催。 

 

   その他事業として、９月に区民ひろばプロモーションビデオの制作と、８月に小林大輔夏休

み親子朗読会の開催予定。各課にチラシを配布し、事業への参加を呼び掛ける予定。 

 

【質疑】 

 （副区長） 

  回遊音楽キャラバンについて、騒音の問題はないのか。楽器は何を使用して実施しているのか。

 

 （地域区民ひろば課長） 

  地域からクレームはない。楽器は、各回様々な楽器での演奏をしてもらっている。 

 

 （副区長） 

  経費の支払いはどのようになっているのか。 

 

 （地域区民ひろば課長） 

  地域区民ひろば課本課の経費で実施している。資料番号４に掲載事業は、本課経費での実施事

業である。 

  

 （副区長） 

  案件４についても了承。 

 

その他 

 （地域区民ひろば課長） 

  平成２１年から毎年作成しているデータブックだが、本年分の「データブック２０１３」を作

成予定。資料としているデータブック２０１２のなかで、１７頁の運営経費について説明をする。

 平成１７年度のことぶきの家、児童館・スキップを合わせた運営経費は、１，５３４，７３１,８

２６円、平成２３年度の児童館・スキップ、ひろば課を合わせた運営経費は、１，３９７,８３５,

１８０円で、約８．５％１億３，０００万円の削減となっている。 

  また、３３頁の運営協議会委員構成表のなかで、平成２４年４月１日現在のものであるが、委

員構成として町会からの推薦が一番多く１９２名、２番目として区民ひろば利用団体から１８９

名、３番目は個人利用者１０３名、４番目は民生児童委員９１名、全体合計７４０名となってい

る。 



 

 

 

  ３４頁の運営協議会会長名簿は平成２４年８月１日現在のものだが、町会長と兼務している運

営協議会会長も多い。 

 

（副区長） 

  データブック２０１３は、いつ頃作成か。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  次回推進本部開催の９月に作成予定である。 

 

                                     以上 

 

  

 

 

 

 

 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


