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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 2014（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 

地域区民ひろば自主運営アクションプラン 2014（以下「アクションプラン」）は、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。 
 
２、自主運営移行モデル地区について 
  アクションプラン 2014 における自主運営移行モデル事業地区は、清和地区である。当該地区は、

NPO 法人設立総会を開催後の法人認証を経て、平成 27 年 4 月より自主運営移行モデル事業（前半）

を予定。 
 

３、 自主運営推進事業経費について 

平成 26 年度地域区民ひろば自主運営推進事業経費(予算)について。 
区民ひろば池袋本町(NPO 法人池本ひろば)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 15,524 千

円。 
区民ひろば富士見台は(NPO法人富士見台ひろば)は、平成26年4月から平成27年3月までで24,659

千円。 
区民ひろば高松は(NPO 法人おおきな木)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 25,360 千円。

区民ひろば千早は(NPO はばたけ千早)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 14,959 千円。 
区民ひろばさくら(NPO 法人ひろばさくら)は、平成 26 年 4 月から平成 26 年 9 月(移行モデル事業後

半)までで 13,299 千円。平成 26 年 10 月から平成 27 年 3 月(本格実施)まで 12,806 千円。 
総予算額は 106,607 千円となる。 

 
平成 26 年度地域区民ひろば自主運営移行モデル事業経費及び本格実施経費(契約金額ベース)につい

て。 
区民ひろば池袋本町(NPO 法人池本ひろば)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 15,487 千

円。 
区民ひろば富士見台(NPO 法人富士見台ひろば)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 24,659

千円。 
区民ひろば高松(NPO 法人おおきな木)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 25,360 千円。 
区民ひろば千早(NPO 法人はばたけ千早)は、平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までで 14,954 千円。

区民ひろばさくら(NPO 法人ひろばさくら)は、平成 26 年 4 月から平成 26 年 9 月までで 13,269 千

円。平成 26 年 10 月から平成 27 年 3 月までで 12,806 千円。 



 

 

４、財政効果 

各地区の自主運営年間経費と財政効果について 

対象地区、直営積算ベース、算定期間、区直営事業経費、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。合計で、区直営時は、137,602 千円、自主運営本格実施経費は、106,535 千円、財政効果は

31,067 千円となる。 

   スタッフ数はひろばの規模によって一定基準を設けている。タイプ A（富士見台、高松：高齢者・子育て併設

館）は 11 人程度、タイプ B（池袋本町、千早：子育てひろば未設置施設は）5 人程度、タイプ C（さくら：第１・第

2 に分離）は 10 人～12 人程度。 

自主運営には財政効果の他、ソフト面での効果も期待される。例えば NPO 法人池本ひろばは、若年性認

知症の方のへの声掛けを町会、民生委員と協力し積極的に行っている。NPO 法人おおきな木は、利用者アン

ケートを実施した結果、区直営時と比べて 66%が以前と変わらない 33%が以前より良くなったと回答を得てお

り、残り 1%の方にどのように満足をしていただくか理事会の中で検討されている。また、NPO 法人富士見台ひ

ろばは、地域の若年層のひろばへの参画を目的に「子育てに頑張るお父さん、おじいちゃんのあり方講座」な

どを開催している。このように、自主運営には経費や数値では表すことができない効果がある事に注目された

い。 

 

５、 自主運営移行モデル事業実施地区の検証について(別紙参照) 

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検証を実施する。 

検証項目は、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、NPO 自らによる自己点検・評価、利用者による評価（アンケート）、区の検証と 3 主体、3 方向か

ら行う。対象地区は、区民ひろばさくら。自主運営移行モデル事業の後半期（平成 26 年 6 月～8 月）に実

施予定。報告書作成後、同年 9 月の地域区民ひろば推進本部に検証結果を報告後、平成 26 年 10 月以降に

本格実施予定。 

検証項目は、業務委託に関する執行が適正に処理されているかをみる「適正な執行・管理」と自主運営度を

みる「自主運営の進捗度」の大きく 2 つに分け、さらに 13 の小項目を設定。各項目別に評価し、それらを参考

に最終的な総合評価を行う。自主運営前とほぼ同じ状況（現状維持）であれば、「良好」基準 C とする。 
 

６、自主運営移行モデル事業に向けた取り組みについて 
自主運営ガイドラインの一部改訂 
自主運営の基本理念と運営方針の更なる理解を求めるために、「自主運営ガイドライン」の一部改訂

を平成 26 年 1 月に行い、運営協議会による自主運営勉強会並びに区民ひろば職員研修を実施する。 
 
事務局長ポストの人材確保 
区内の NPO 法人中間支援組織との連携と区の OB、OG を含めた事務局長候補者の確保を引き続き

行う。 
 
自主運営に向けた意識・意向調査の実施。 
自主運営については、各運営協議会の意向を尊重し、課題解決を図りながら進めていくことを前提

に、11 月～12 月末にかけて、本格実施地区・自主運営移行モデル事業実施地区以外のすべての運営協

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、運営協議会の法人化支援と NPO 法人運営支援 
区内の NPO 中間支援法人（としま NPO 推進協議会）と連携し、「NPO 法人設立・運営セミナー」

により運営協議会の法人化支援を行うとともに、「NPO 法人税務・会計・労務セミナー」を通じて、

法人運営の円滑化を図る。 
CFP（Certified Financial Planner）との年間顧問契約による「NPO 法人税務・会計支援相談業務」

を通じ、法人化した運営協議会を対象に NPO 法人にかかる税務処理及び会計事務の相談支援を実施。

NPO 法人運営において税務・会計事務は非常に重要な役割であると考える。 
 
８、区の支援体制について 

自主運営移行モデル前半期は、自主運営支援担当グループを設置し、委託法人に対して、当該職員

（所長・福祉職・再任用）の職務に関する事務引き継ぎ等を行い、円滑な運営を支援する。 
NPO 法人事務局長を対象とした「事務局長会」を開催し、区民ひろばの運営にかかる連絡事項並び

に行政情報等を提供する。また、意見交換を通じて、NPO 法人独自の運営上の課題を共有し、NPO
法人による円滑なひろば運営を支援する。 

 

９、今後の主な課題について 

区民ひろばと「コミュニティソーシャルワーカー（CSW）」との連携の仕組みづくり及び「見守りと

支えあいネットワーク事業」の体系的な整理。地域課題の解決に向けた CSW 事業の充実と見守り活動

の体系的な整理について、関係部署との調整を図る。区民ひろばで展開する様々な事業について、他

課と連携・整理し区民サービスの向上を図る。 

補助救援センターのあり方の検討・整備と災害時、緊急時の迅速な対応に向けた支援体制の仕組み

づくり。「セーフコミュニティ」の拠点として、また、防災の拠点（補助救援センター）として位置付

けられるなか、業務委託後も引き続き求められる「公の施設」としての災害時、緊急時等の迅速な対

応に向けた自主運営のあり方の検討。 

自主運営化した区民ひろばにおける法人独自の事業展開と仕組みづくり。NPO 法人の収益事業（自

主財源）の展開とこれにかかる規制緩和のあり方の検討。 

 

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 12 月に開催予定。9 月期はさくらのモデル事業実施の検

証報告の予定。 

区民ひろば運営会議は、6 月 11 日に第 1 回、その後 12 月に第 2 回を予定している。区民ひろば運

営会議は旧区民ひろば運営協議会会長会を名称変更したものである。 
 

【質疑応答】 
 
（副区長） 

運営協議会の自主運営法人化が進んでいるが、地域の知識や経験のある人材がその能力を発揮でき

る場はあるか。 
 



 

 

（地域区民ひろば課長） 
  自主運営をしている 5 つの法人中には、理事長が町会長の法人があるが、NPO 法人おおきな木にお

いては、元ジャーナリスト、元経営者、など知識や経験を持った人材がその能力を発揮している。 
 
（副区長） 
  具体的にはどのような事が挙げられるか。 
 
（地域区民ひろば課長） 
  区民ひろば高松の庭を活用したガーデニング事業や、地域で戦争を経験した人に当時の様子を語っ

てもらい、後世に記憶を伝える「戦争を語り継ぐ」事業など。乳幼児事業では、はじめてシリーズと

題し、地域の芸術家を招いての「はじめてのクレヨン」、地域の音楽家を招いての「はじめての音楽会」、

など。自らの知り合いや知人のつてを通じて中身の濃い事業を実施している。 
 
（副区長） 
  シルバー人材センターにも知識や経験豊富な人材が多くいるが、今後はこのような方の活躍の場や

参画が求められる。 
 
（地域区民ひろば課長） 
  新しい人材の参画については、新規として取り組んでいる事業もある。また、町会と同様 NPO 法人

も高齢化や若年層の参画に頭を悩ませているが、その解決に向けて NPO 法人独自の事業展開は自主運

営のメリットである。 
 
（政策経営部特命政策担当部長） 
  区民ひろばの利用者層がどのような変貌を遂げてきたか、その変化が分かるような統計の取り方の

仕組みづくりの検討していただきたい。例えば、新規の団体の増加数や、利用者の年齢層の変化が分

かるような統計方法など。今後の区の方針を検討していく際の貴重な資料となる。 
 
（地域区民ひろば課長） 
  新規の登録者の統計のみならず、年齢層など変化が分かるような統計の取り方を検討していく。 
 
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 区民ひろばの未設置地区の今後の対応方針】 
 
（地域区民ひろば課管理グループ係長） 
 

区民ひろば未設置地区の対応方針について 

後期基本計画の計画期間（5 年間：平 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。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。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。 



 

 

 開設スケジュールについて 

 仰高小地区について 

 旧駒込区民集会室を改修し区民ひろばへと転用。平成 25 年度 10 月に設置し、11 月に開設済。平成

26 年度においては運営協議設立の準備に取り掛かっている。 

 豊成小地区について 

 区民ひろば上池袋の代替施設として使用している旧上池袋第一児童館を改修・転用。平成 26 年 8 月

から改修し、平成 27 年 4 月設置、5 月以降開設予定。 
 

 目白小地区について 

 目白小の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。 

 

 要小地区について 

  （仮称）西部地域複合施設が入札不調になった結果、既に開設済である地域区民ひろば課要町地区

分室の条例化を平成 26 年度に検討し、平成 27 年 4 月開設予定。 

 その他、池袋本町は平成 29 年度、千早は 28 年度中に子育てひろばに開設を目指す。 

 

３．その他施設の今後の対応スケジュールについて 

区民ひろばの整備は実施後 10 年目の平成 27 年度で終了する。残された転用改修・改築工事につい

ては、平成 29 年度中を目途に終了させる。子育てひろば未開設施設についても平成 29 年度中を目途

に開設する。 
 
区民ひろば椎名町については、南長崎第四区民集会室の改築・転用を行い、平成 26 年度改築協議、

平成 27 年度改築設計、平成 28 年度改築工事、平成 29 年 4 月の以降の開設を目指す。 
 
区民ひろば池袋については、移転のスピードを重視したため平成 25 年度は簡易修繕に留めたが、平

成 27 年度改修設計、平成 28 年度改修工事、平成 29 年度の開設を目指す。 

 
区民ひろば千早は、平成 26 年度大規模改修設計を行い、平成 27 年度 8 月から改修工事、平成 28 年

4 月の開設を目指す。なお、大規模改修工事には、施設運営の効率化及び世代間交流の促進のため、内

階段の設置を含めて実施する。 
 
区民ひろば池袋本町の子育てひろばの開設は、現在整備が進行している池袋本町小学校内に子ども

スキップが開設され、池袋本町児童館が廃止されるスケジュールに合わせて計画するため、平成 29 年

度中の開設を目指す。 

 

【質疑応答】 

(施設課長) 

区民ひろば椎名町については、改築を計画しているのか。 

 



 

 

（地域区民ひろば管理グループ係長） 

  地域住民から、南長崎第四区民集会室に隣接する南長崎四丁目児童遊園敷地も含めた一体的改築の

強い要望があるため、改築ということで検討していきたい。 

 

 (施設計画課長) 

  改築という事だと設計期間が短い事が懸念される。今後、スケジュールについては協議させていただ

きたい。 

  

（地域区民ひろば管理グループ係長） 

今後、関係機関と調整のうえ検討していく。 

 

 （政策経営部長） 

  区民ひろば千早の大規模改修工事は決定された事でよろしいか。 

 

（地域区民ひろば管理グループ係長） 

  今年度すでに予算化されている。 

 

 （政策経営部長） 

  区民ひろば富士見台に設置した内階段は非常に好評だと聞くが、地域区民ひろば課としてどう考え

ているのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

世代間交流を図るため区民ひろば富士見台同様に、今後改修工事後は外階段ではなく内階段を設置

する予定である。区民ひろば富士見台は、内階段を設置し世代間の交流が進行した。現在、改修工事

中である区民ひろば上池袋も、改修後は内階段が設置される。区民ひろば千早の改修時においても、

内階段を設置する方向で考えている。 

 

(施設課長) 

内階段を設置することは床に穴をあける事になるため、その都度耐震診断が必要になる。したがっ

て、必ず設置するという事ではなく、可能な限り設置する方向で考えたい。 

 

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～25 年度実績報告と今後の展開～説明  

 

（地域区民ひろば課長） 

   

区民ひろばの概要（25 年度実績）について 
現在 20 小学校区 24 施設で展開中。そのうち運営協議会は 18 地区、NPO 法人の自主運営 5 地区で

展開中。年間利用者数約 73 万人。年間登録者数 16,128 人で乳幼児登録者数 4,907 人。子育てひろば

実施 18 施設で CSW は 4 地区で配置。（平成 26 年度現在、区民ひろば西巣鴨、朋有、池袋、富士見台、

千早、南大塚に設置。）年間事業数は 4,895 件、実施回は 14,573 回。 



 

 

 区民ひろばで実施したセーフコミュニティ関連事業 
  セーフコミュニティの重点課題の 10 項目から繁華街の安全を除く 9 項目を紹介する。25 年度は 257
事業、1,333 回実施、37 種類。 

 
 「区民ひろば」におけるセーフコミュニティの取り組み① 
 2013 年度は、257 事業、1333 回実施、25,920 人参加。 
 
 「区民ひろば」におけるセーフコミュニティの取り組み② 

対象別事業実施状況については、高齢者関連事業 1,133 回で 85%、子育て関連事業 45 回で 3.4%、

特定の世代間対象なし 155 回で 11.6%を占める。 
 

 「区民ひろば」におけるセーフコミュニティの取り組み④ 
  区主催事業と自主事業の割合について（年間延べ参加人数ベース） 
 自主事業の参加人数は 7,842 人参加。（自主事業とは、運営協議会及び区民ひろばを運営する NPO 法

人が企画・運営した SC 事業。） 
 
 セーフコミュニティ関連事業の様子 
  （別紙資料参照） 
 
 さらなる充実に向けた取り組み 
  施設整備等について 

施設改修に伴う内階段の設置とバリアフリー化や AED の使い方の周知徹底、安全情報掲示板の活用

を図る。 
 
事業の充実と改善 

  高齢者の転倒予防と介護予防、見守りネットワーク事業、保健福祉部との整理。CSW の全 8 圏域設

置（平成 27 年度は区民ひろば高南・区民ひろば西池袋に設置）社会福祉協議会との協議。保育園・幼

稚園に入園していない乳幼児家庭の支援事業、子ども家庭部との協議。補助救援センターとしての役

割の周知事業、防災課との協議。出前講座を積極的に活用した事業等。 
 

その他 
セーフコミュニティ情報の積極的な提供。朋有小学校、富士見台小学校のインターナショナルセー

フスクール関連の協働事業。 
 
【質疑応答】 

 

（高齢者福祉課長） 

  区民ひろば事業における高齢者の占める割合は高い。保健福祉部は現在、大学とも連携を強化し

ている。したがって、事業に対する利用者のニーズの提供があれば積極的に応えていきたい。 

 

 



 

 

（地域区民ひろば課長） 

   今後、高齢者や障害者の事業など、利用者や区民ひろば所長のニーズ・要望を汲み取り保健福祉

部と連携のうえ、より良い区民ひろば事業の運営を目指す。 

 

（企画課長） 

   消滅可能性都市の報道を受けて、幼稚園や保育園に入園されていない乳幼児の子育て支援として 

  区民ひろばは注目される。その観点からも今後、区民ひろばで実施されている事業の内容等につい

て情報交換をしていきたい。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  消滅可能性都市の報道を受けて、幼稚園や保育園に入園されていない乳幼児の区民ひろばも重要な

役割を担う事は予想される。平成 25 年度、子育て事業は 1,305 件で 4,382 回行われている。今後、子

ども家庭部との情報交換を行っていきたい。 

 

（子ども課長） 

子ども家庭部では子ども・子育て支援事業計画を策定中である。今後、区民ひろば利用者の統計取

り方の整理を調整させていただき、その結果を子ども・子育て支援事業計画に反映できればと考える。

 

 （地域区民ひろば課長） 

   区民ひろばは地域における身近な施設と認識している。今後とも他関係部署のご協力をお願い い

したい。 

 

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） 

 

区民ひろばプラチナ社会共創事業（新規） 

  地域の人材の発掘や活力ある魅力的なコミュニティづくりを促進していくために、地域活動の拠点

である区民ひろばにおいて、多世代がいきいきと暮らし、活躍できる社会モデルを「プラチナ社会共

創事業」として実施する。若者の参画として、大正大学と連携し、インターンシップを受け入れる。

区民ひろば西巣鴨、清和第一、清和第二では 17 名の学生が参加予定。また、区民ひろば上池袋ではフ

ィールドワークを実施し地域の防災マップを作成予定。シニア世代については、立教セカンドステー

ジ大学との連携によるシニア変身講座を実施し、運営協議会委員への加入や事業・イベントへの参加

を促していく。 

   

回遊音楽キャラバン（継続） 

乳幼児を対象に、質の高い音楽にふれる場を提供し、豊かな心を育む事業。東京音楽大学の学生た

ちが区民ひろばで演奏する。昨年度は 9 か所、本年度も 5 月から来年 3 月まで 9 か所で実施。平成 25
年度実績 1,705 人参加（1 カ所あたり、約 190 人の参加）。 



 

 

としまアート夏まつり 2014 について（継続） 
地域コミュニティの拠点である「区民ひろば」を文化芸術事業『としまアート夏まつり』の一拠点

として位置づけ、当該事業を通じて、世代間交流を図るとともに、乳幼児やその家族が本物の演劇作

品に触れ、豊かな想像力を育む。8 月 16 日～31 日の間で、4 施設（仰高・朋有・池袋・駒込）にて実

施。平成 25 年度実績（高南第二、南大塚、要町地区分室、西巣鴨第二）。 
 

高齢者健康増進用カラオケの整備（新規） 
 第一興商と東北福祉大学が共同研究で開発した高齢者の介護予防支援システムであるエルダーシス

テムをすべての区民ひろばに配置。健康増進、いきがいづくり、介護予防、世代間交流等の効果が期

待され、子どもからお年寄りまで使用可能である。 
 

【質疑応答】 

 

 （区民部長） 

  地元の人材の発掘については、どのように考えるか。 

 

 （地域区民ひろば課長） 

  区民ひろば利用者や事業、イベントの参加者、運営協議会役員、委員の方の口コミを中心に人材の

発掘を進めていきたい。 

 

 （社会福祉協議会地域福祉推進課長） 

  平成 25 年度に地域福祉サポーターの募集を開始し、地域にある方 66 名の方が登録している。今後、

地域のアンテナ役として、区民ひろばの活動につなげていきたいと考え。 

 

 （学習・スポーツ課長） 

  若者とシニアの参画としては、みらい館大明に「ブックカフェ」がオープンした。ここに来場する

若者が地域と触れあう場として区民ひろばを活用したいと考える。また、コミュニティ大学に参加さ

れた方においても、それぞれの地域で活躍する場として区民ひろばを活用できればと考えている。 

  

（地域区民ひろば課長） 

  区民ひろばは小学校区に 1 つあるため、活動するエリアは身近にあると考える。各区民ひろばでア

ンテナを立て、関係部署、みらい館明、CSW、地域福祉サポーター等と連携できればと考えている。

 

（子ども課長） 

一昨年から、子ども講座を開催している。地域の子育てに関心のある方が 10 回ほどの講座を受講し

ているが、講座受講後区民ひろばの子育て事業において活躍できる仕組みづくりを考えていきたい。 

 

（区民活動推進課長） 

  昨年 NPO 法人豊島の記憶をつなぐ会と連携し、大正大学や区民ひろばと協力のもと、上映会をおこ

なったが今年度はどのように考えているのか。 

 



 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

  新規事業でないため資料提示は割愛したが、先方より再度上映会をしたとの申し出があったので、

後期に実施する計画である。 

 

 （区民部長） 

  今日、議題にあがった課題や検討事項については、今後検討していく。関係部署においては、是非

協力をいただきたい。 

 


