
 

 

別記第 1 号様式（第 7 関係） 

会  議  録 

会議体の名称 平成 27 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 27 年 7 月 6 日（月曜日） 

午前 10 時～11 時 30 分 

開催場所 庁舎 5 階  508，509 会議室 

 
 

議   題 

案件 
1 地域区民ひろば推進本部設置要綱の改定について 
2 自主運営の進歩状況について 
3 地域区民ひろば推進に向けた取組みについて 
4 平成 27 年度以降の施設整備について 
5  地域区民ひろば推進本部 部会報告について 
6 地域区民ひろば 10 周年記念事業について 
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□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）、区民部長（副本部長）、保健福祉部長、子ども家庭部長、企画

課長、セーフコミュニティ推進室長、防災危機管理課長（代理）、区民活動推進

課長、地域区民ひろば課長（事務局）、学習・スポーツ課長、福祉総務課長、高

齢者福祉課長（代理）、障害福祉課長、子ども課長、子育て支援課長、教育委員

会事務局・教育部指導課長 
出席者 16 名 （欠席者 3 名） 

説 明 者  地域区民ひろば課長 地域区民ひろば課職員 

関 係 人 
委員代理者 

  区民ひろば所長 16 人  
 なし 

事 務 局  地域区民ひろば課 



 

 

 

審 議 経 過         

 
案件 1 地域区民ひろば推進本部設置要綱の改定について  
 
【資料 1「地域区民ひろば推進本部設置要綱〔改訂版〕」について説明】 
 
 
（地域区民ひろば課長） 
 
１、第 4 条について 

別表の通り、本部長を副区長、副本部長を区民部長としている。今後はハード面からソフト面重視

の会議内容にするために、本部員から政策経営部長の出席を見合わせた。幹事について、ハード面に

関わる施設計画課長、施設整備課長を外し、区民ひろばが防災補助救援センターとなっていることか

ら防災危機管理課長を加えた。 
 
２、第 6 条について 
  以前はプロジェクトチームを設置することができるという内容だったが、今回は部会を設置し、各

部会での検討内容を推進本部会議に報告するという内容になっている。 
 
案件２ 自主運営の進歩状況について 
 
【資料２ 地域区民ひろば自主運営アクションプラン２０１５（案）】 
 
（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 
 

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基本方針、実施方針」に基づき円滑に自主運営を進めていくための具体

的な手順として策定しているものである。資料の表中「アクションプラン 2015」では自主運営移行モ

デル事業を実施している区民ひろば清和が該当する。それ以外の 5 地区については、本格実施地区と

して運営されている。 

 

２、自主運営移行モデル事業地区について 

  区民ひろば清和は平成 27 年 4 月から自主運営移行モデルの前半期を実施している。9 月に前半期を

終え、10 月からモデル事業の後半期を迎える予定である。後半期において、平成 28 年 4 月からの本格

実施に向けた検証を行いたい。資料表中のスケジュールで示している。区民ひろば清和は平成 26 年 9

月 26 日に NPO 法人の設立総会を開催し、同年 9月 30 日の法人認証申請をもって、12 月 16 日に東京都

より法人認証を受けた。これに基づき、平成 27 年 4 月から自主運営移行モデル事業が実施されている。

 



 

 

３、自主運営推進事業経費 

  平成 27 年度予算額は 6地区合計で 148,662 千円、契約額は 148,146 千円である。契約落差について

は社会保険料の実績を計算し直した結果であり、ほぼ予算額どおりである。 

 

４、財政効果 

  人件費相当額が財政効果にあたる部分である。資料表中に丸を付けている部分が財政効果であり

2000 万超となっている。今までは約 3000 万だが、今年度は区民ひろば千早が子育て事業を試験的に実

施することによりその分の人件費相当額が加わっているということや消費税等の影響で1000万ほど効

果が減っている。 

  職員数については基本どおり事務局長 1名、チーフ 2名、スタッフ 11 名である。区民ひろば池袋本

町が 7名体制となっているのは、「いきいきひろば」のみを運営していることによるものであり、平成

29 年度以降は当ひろばにも「子育てひろば」が開設される予定であり、区民ひろば千早同様、職員数

が増える予定である。 

 

５、自主運営移行モデル事業実施地区の検証について 

  自主運営移行モデル事業実施地区については検証を9月下旬から11月の上旬に行う。利用者及びNPO

法人ひろば清和の理事・職員を対象にしたアンケート結果に基づき地域区民ひろば課で検証の内容を

まとめた結果報告書を作成し、12 月に開催予定の第 2 回推進本部会議で協議した結果、総合評定が C

以上をもって NPO 法人ひろば清和が本格実施へ移行する。 

 

６、自主運営移行モデル事業に向けた取り組み 

  地域区民ひろば課が自主運営を推進するにあたり、常に課題となっている事務局長ポストの人材確

保については、区内の NPO 法人中間支援組織との連携と併せて、区の OB、OG を対象とした事務局長候

補者の確保を引き続き行っていく。また、運営協議会を対象に自主運営に向けた意向調査を 11～12 月

に実施し、自主運営移行モデル事業地区の選定材料とする。 

 

７、運営協議会の法人化支援と NPO 法人運営支援 

  としま NPO 推進協議会と連携し、「NPO 法人設立・運営セミナー」を行う。NPO 法人の法人会計等に

関する質問事項に対応するため、今年度、新たに東京税理士会豊島支部の協力を仰ぎ、税理士の専門

的な知識を活用した「NPO 法人税務・会計セミナー」を実施する予定である。また、ファイナンシャル

プランナーによる「NPO 法人の財務・会計相談業務」を年間契約に基づき引き続き実施する。 

 

８、区の支援体制 

 平成 26 年度から NPO 法人の事務局長を対象に事務局長会を開催し、法人運営課題をはじめ、ひろ

ば事業にかかる課題を共有し、円滑な事業運営に反映させている。 
 

９、今後の主な課題と取組み 

  自主運営は NPO 法人が運営しており、自主財源の確保が引き続きの課題である。今後、指定管理者

制度の導入を検討する場合には、現在の委託料以外で運営費をどう捻出するかが当面の課題となって

くる。 

 



 

 

１０、各会議体の開催予定 

  推進本部は第 2 回を 12 月、第 3 回を 3 月に予定している。運営協議会の会長、NPO 法人の理事長の

出席を仰ぎ、区民ひろば運営会議を 7 月 24 日に実施し、自主運営の進捗状況や区民ひろば 10 周年記

念事業の周知等、意見交換を踏まえた会合を行う予定である。 

 

【質疑応答】 

 

(副区長) 

自主財源確保についてはどのようなものが考えられるか。 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

  ひろばまつり等を通じて、運営協議会の時から自主財源が確保されている。NPO 法人化後の自主財源

は、法人の企画事業をベースに進めていきたいと考えているが、「公の施設」としての規制のなかで、

制度上の課題を解決していく必要もあるため、関係部局との調整を図っていく。 

 

(区民部長) 

  （自主財源確保について）具体的な例はどんなものがあるか。 

   

 (地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長) 

区民ひろばに設置された療浴室を改装し、サロンとしての再活用を図るなかで、軽食等サービスを

行うなど、財源確保のあり方について相談を受けている。 

  

（副区長） 

みらい館大明は、ロケーションボックスを通じて、撮影可能施設となっており、財源確保につなが

っているが、区民ひろばにはこうした問合せはないのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  区民ひろばにはない。 

 

 （学習・スポーツ課長） 

  撮影では、部屋をスタジオとして占有する形になるので、区民ひろばでは、難しいのではないか。 

 

 

案件３ 地域区民ひろば推進に向けた取組みについて 

 

【資料３】 平成 27 年度 地域区民ひろばの推進に向けた取組み  

 

（地域区民ひろば課長） 

■区民ひろば未設置地区の開設状況について 
豊成小学校地区は上池袋第一児童館を改修し 5 月 1 日に開設した。目白小学校地区は目白児童館を

改修し、7 月 1 日に開設した。全 22 小学校区 26 施設で展開中。 



 

 

 
■運営協議会未設置地区の進捗状況 
今まで運営協議会は 18 地区に設置され活動中だったが、今年度は区民ひろば仰高、区民ひろば要の

2 か所で運営協議会を設置する。それぞれ地域懇談会や設立準備会を 9 回行い、仰高は 5 月 17 日、要

は 7 月 18 日に設立総会を実施予定である。これで 20 地区に運営協議会が設置されたことになる。 
 

■区民ひろばにおける重層的な施策への対応 
区民ひろばと CSW との連携、高齢者福祉課との「見守りと支えあいネットワーク事業」など体系的

な施策の整理・検討が必要である。関連部局との連携を図っていきたい。 
補助救援センターとしてのあり方も関係部局と調整し検討していく。 
基本計画策定について、区民ひろばもこれからの 10 年を進めていくかなど、区民活動推進課ととも

に「参加と協働」のカテゴリーで検討していく。また、区民ひろば利用者アンケートを毎年実施して

おり、このアンケート結果において、利用者の満足度は 80％強と非常に高いことが示されているが、

区民ひろばを利用されていない新規利用者層をどのように開拓していくかを今後の課題として捉えて

いる。 
 
【質疑応答】 

 

（福祉総務課長） 

 CSW を区民ひろばに配置したことでずいぶんと定着してきた。福祉総務課としては CSW についてこれ

からも区民ひろばとの連携を図っていきたい。 

 精神障害のある方が救援センターで過ごされる際に、たくさんの方が避難する当該センターでは、 

その環境自体が精神障害のある方々の状況を悪化させてしまう可能性もあり、そうしたなかで、 

区民ひろばのような補助救援センターを一時避難所として活用できるのか否かについて、今後、検討 

させていただきたいと考えている。 

 

（副区長） 

  部会はいつごろから動き出すのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  すでに動き出している。 

 

（企画課長） 

  災害ベンダーの機能を持った自販機やデジタルサイネージ機能を持った自販機を設置することにつ

いて、区の方針として利益を生み出すことを優先するようになっている。そこを変える必要があるの

ではないか。コストパフォーマンスとしては 上位ではないが、区の方針自体に災害対策という視点

が優先できる選択肢を加える必要がある。 

 

（地域区民ひろば課長） 

自販機について全庁的な方針が出れば地域区民ひろば課としてもありがたい。 

 



 

 

案件４ 地域区民ひろば推進に向けた取組みについて 

 

【資料４ 平成２７年度施設整備の今後のスケジュールについて】 

 

（地域区民ひろば課長） 

区民ひろばの整備については平成 27 年度ですべて終了した。残された転用改修・改修工事について

 は平成 30 年度中に終了させるという区の方針が示されている。 

現在、子育てひろばが未設置の区民ひろば池袋本町と区民ひろば千早については、本年度より区民

ひろば千早が仮移転先の旧千早児童館を利用して子育てひろばを試行的に実施する。区民ひろば池袋

本町については、小中連携校の池袋本町小学校が予定より少し早く開設するとの見込みを受けて、子

どもスキップも開設し、池袋本町児童館が廃止となることで、当該児童館が子育てひろばとして開設

されることになる。 

 

１．区民ひろば椎名町について 

  地元から南長崎第四区民集会室および南長崎四丁目児童遊園を一体にして、区民ひろばに改築でき 

ないかとする要望があり、関係課には情報提供済である。施設計画課はエリア全体の施設整備につい 

て調整が必要と考えており、地域区民ひろば課としてもこの方針に従い、区の全体の流れの中で検討

していく。 

 

２．区民ひろば千早について 
区民ひろば千早は 7月 14 日まで営業し、その後大規模改修工事に入る。工事は年度内で行われ、 

旧千早児童館を仮運営の代替施設とすることから、子ども課と合同で地元説明会を 5回行った。 

 

３．区民ひろば駒込について 
駒込二丁目の複合施設は、現在改修工事中にある。3月まで改修工事を行う予定であり、4月にはリ

ニューアルオープンを予定している。また、ソメイサクラプロジェクトのなかで、改修された駒込複

合施設を活用したソメイサクラの PR 方法について、例えば、施設の入り口には桜のイメージをあしら

ったものを装飾するとか、施設の内装を桜の花びらを散らしたデザインにできないかなど、所管課と

検討している。 

 

４．区民ひろば西池袋について 
勤労福祉会館全体の改修工事ということで閉館は 1月ごろを見込んでおり、改修工事を来年度いっ 

ぱいかけて行う予定である。現在は区民ひろば西池袋の仮運営場所について模索中であり、事務所の 

機能と事業実施場所を分けることも含め、近隣で場所を検討している。 

 

５．区民ひろば朝日について 
教育委員会・学校の協力により併設されている体育倉庫を校庭に移動し、13 平米ではあるが施設を

拡張する。区民ひろば朝日の建物全体拡張は困難であり、これは長期課題となっている。 

 
 
 



 

 

 
【質疑応答】 

 

 （副区長） 

  区民ひろば西池袋の仮運営場所について、あては全くないのか。 

 

 （地域区民ひろば課長） 

  何件か見学に行っているが、設備の関係等で見合わせる物件が多い。現在は、区民活動推進課の統

計調査室を借りられないかということで検討している。 

 

 （区民活動推進課長） 

  統計調査グループの事務所機能が現在は新庁舎へ移っているので、統計調査室の会議室などを活用

して区民ひろばの事務所として設けられるようにはできる。 

  

（副区長） 

  統計調査室は 2階も利用できるのではないか。 

  

（区民活動推進課長） 

  色々な調査書類が多くあり、それを広げて調査員と作業をするのでスペースは現在でも足りないく

らいだが、業務に支障のない範囲で提供する。 

 

（地域区民ひろば課長） 

統計調査室の 2 階にある１部屋を区民ひろばの事務所として検討している。近いうちに一度視察に

行く予定である。 

 

（副区長） 

  区民ひろば椎名町は来年の予算査定の時に施設をどのようにするかを決定することになるのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  加えて現在区民ひろば椎名町の 1 階は幼稚園になっているため、エリアの公共施設をどう整理する

かも調整が必要だということを施設計画課長から話があった。 

  

案件５ 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 
 
【資料４ 地域区民ひろば推進本部 部会実施報告】 

 

（地域区民ひろば課長） 

１、部会設置のねらい 

10 年間区民ひろばの設置に向けて取り組んできた。本年度をもって、22 の全小学校区に区民ひろば

が設置されることになった。この 10 年間のひろば運営を通じて、当初、想定されていなかった急速な

少子高齢化や CSW 設置、また、セーフコミュニティの拠点としての役割、東日本大震災を背景とする



 

 

災害時補助救援センターとしての位置づけなど、区民にいちばん近い施設として、多様な課題を抱え

ることになった。これらの課題解決を図ることは、今後の区民ひろば運営を円滑に進めるうえで、欠

かせない取組みになるとの結論から、課題整理に向けた部会を次のように設置し、運営した。 

 

２、部会運営について 

  高齢者部会、子育て部会、CSW 部会、セーフコミュニティ部会、災害対策部会の 5つの部会を組織し

た。各部会を通じて、区民ひろばの取組みや関係課からの要望など、様々な意見交換を含め、部会が

担う課題の整理や今後の方向性について話し合われた。詳細は、自主運営支援グループ係長より報告

する。 
 

 （地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

区民ひろばの主要課題については、重層的な課題でもあることから、各課題を再整理し、テーマご

とに解決が図れることを部会運営の狙いとしている。各部会の運営状況について報告する。 

 

■高齢者部会について 

高齢者部会については介護保険法の改正に伴い、区民ひろばに与えられた役割があるのではないか

ということで、高齢者福祉課長から部会の中で情報提供していただいた。また、見守り活動について

区民ひろばの役割を再度確認するということで検討課題として挙げている。これらにかかる今後の方

針として、法改正に基づき介護予防事業が地域主体の取組みとして期待されるなかで、区民ひろばに

おける介護予防事業をどう展開していくのかなど、現場からの意見を踏まえるなかで、より住民主体

が図られる仕組みづくりを今後検討していくことが必要になる。また、見守りに関しては、「ゆるやか

な見守り」という視点で、利用者の様子に何か気になることがあれば関係機関へつなげていくなかで、

安全安心な地域づくりを実践していくことを確認した。 

 

■子育て部会について 

子ども・子育て支援制度が施行され、今後の区民ひろばの役割を確認するとともに、子育て支援施

策の充実に向けた区民ひろばの新たな活用並びに子育てに関わる安全安心情報に関わる普及啓発の方

法について、関係部局から意見を伺い検討課題として整理した。具体的には、区民ひろばの子育てひ

ろば事業は子ども・子育て支援制度の「地域子育て支援拠点事業」として実施されていることから、

相談後のフォローを含めた相談実績の数値化を通じて当該事業の充実を図るとともに、子育て支援策

として、東西子ども家庭支援センターの取組みを区民ひろばで出前事業的に行うことについて検討す

ることを確認した。今後の方向性としては、子育て支援課で作成する情報掲示板（オレンジコーナー）

を区民ひろばに設置し、児童虐待に関連する事業の普及啓発を行うとともに、その他の検討事項につ

いては順次、子育て支援課と調整を図っていくこととした。 

 

■CSW 部会について 

CSW が 8 圏域に設置され、区民ひろばでも活動を進めている。活動の明瞭化という点で、CSW の活動

を浸透させていくために、区民ひろばと連携した取組みを検討課題として挙げている。この課題解決

に向けては、8圏域の CSW を 4 つのユニットに組織化し、圏域をまたがるような広域な活動を視野に検

討を進めていくこととしている。また、区民ひろばに設置されている CSW は、区民ひろばに常駐して

いるわけではないため、この不在時への対策として携帯電話の活用を徹底させていくことを確認した。



 

 

今後の方向性としては、CSW の活動スケジュールを区民ひろばでも把握するなかで相談応対への連携を

密にしていくとともに、社会福祉協議会として地域課題の解決を住民同士の学びあい、支えあいの仕

組みのなかで進めていくために、区民ひろばをフィールドとして活用することを検討していくことと

した。 

 

■セーフコミュニティ（SC）部会について 

区民ひろばにおけるセーフコミュニティの活動概念を整理し、それに基づいた事業形態を再度検討

するとともに、ISS の認証や SC の再認証に関わる区民ひろばの今後の活動を含め検討課題とした。今

後の方向性としては、SC の求めるエビデンスを考慮した区民ひろば事業を整理するとともに、SC の再

認証に向けて、今後示される予定を踏まえ、区民ひろばでの取組みを進めていくこととした。 

 

■災害対策部会について 

現在、区民ひろばは、補助救援センターとしての役割を担うなかで、備蓄品を設置している。しか

し、区民ひろばで必要なものが全て備蓄できるわけではないため、必要に応じて、防災危機管理課か

らのアドバイスを伺いながら、必要な備蓄品の整理を行う。今後の取組み・方針としては、庁舎５階

にある災害対策センターと各区民ひろばとの通信訓練を行うなかで、防災無線の通信状況を確認し、

機能面のチェックを行うこととしている。また、新たな視点として、災害救援機能付きの自動販売機

を防災の観点から設置できるよう、防災危機管理課、企画課等の関連部局と情報を共有しながら進め

ていきたいと考えている。 

 

【質疑応答】 

（副区長） 

 部会長はだれなのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

 区民ひろばの所長が部会長を行っているが、実務上は地域区民ひろば課長が担っている。 

 

（副区長） 

災害機能付き自販機とはどのようなものか。 

 

（企画課長） 

 一定規模以上の地震が発生したときにお金を入れなくても商品が出てくるものである。また、デジ

タルサイネージがついており、通常は宣伝等が流れているが災害時には対策本部からの情報が流れる

機能がついているものがある。 

 

（区民活動推進課長） 

新たに区民ひろばと連携してセーフスクールの認証を取得しようとしているところはあるのか。 

 

（教育部 指導課長） 

朋有再認証、富士見台認証に向けている。池袋本町、仰高が今年・来年の認証に向けている。 

 



 

 

 

 

（区民部長） 

部会で職員が話し合ったことを運営協議会に報告するのか、また、運営協議会とのやり取りの中で

内容を詰めていくのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

10 年前には予想していなかった地域のコミュニティを取り巻く各課題に対して、区民ひろばとして

どのように対応していくのかについては、運営協議会に伝えなければならないと考えている。報告及

び意見を聞く場として 7月 24 日に開催される区民ひろば運営会議を考えている。 

 

（副区長） 

部会を行っている職員と運営協議会との接点はあるのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

各運営協議会が毎月開いている役員会に区民ひろばの所長が出席していることから、意見の集約や

区の報告事項を確認できる機会はある。 

 

案件６ 地域区民ひろば 10 周年記念事業について 
 
（地域区民ひろば課長） 

区民ひろばが開設して今年で 10 年ということで年間 5 回のイベントを企画している。5 月 9 日にひ

ろばフェスタⅠと題して、としまセンタースクエアで 2000 人弱の方に来ていただいた。各区民ひろば

が工夫を凝らし、ステージ上での演目を通じて、ひろばの特色を披露する企画として行われた。また、

カレンダーやポスター等でイベントの周知を行い、5 種類の缶バッジを年間 5 回のイベントを通じて、

配付することとした。この缶バッジは、全てのイベントに来場すると、全種類が集まるようになる。5
月 9 日のイベントの様子は、資料 2 ページに掲載し、今後のひろばフェスタの予定は資料 3 ページに

掲載している。資料 4 ページは、10 周年の記念誌を発行する旨の内容である。一人あたり 90 分程度

のインタビューを実施し、運営協議会会長・NPO 法人理事長から、区民ひろばの開設当時のことや運

営協議会の立ち上げに関わる苦労話を聞くなかで、今後の区民ひろばの方向性や地域活動等について、

ご意見をいただいていた。今回の記念誌はそうした思いを踏まえるなかで、過去を振り返りつつ、将

来を見据えていくというような冊子としてまとめ上げていく予定である。 

 


