
平成２９年度 第１回地域区民ひろば推進本部会議 次第

平成 29年 7月 13日（木）
9時 00分～10時 00分

於：庁舎 1階センタースクエア

○ 本部長挨拶 

≪案件≫ 

１  自主運営の進捗状況について  

２  平成２９年度地域区民ひろば推進本部第１回各部会実施報告について 

   ○高齢者部会 

   ○子育て部会 

   ○CSW 部会 

   ○SC 部会 

   ○災害対策部会 

３  平成２９年度以降の施設整備について 

４  全日曜開館の実施状況について 

≪配付資料≫

資料番号１ 自主運営の進捗状況について 

資料番号２ 平成２９年度地域区民ひろば推進本部第１回各部会実施報告 

資料番号３ 平成２９年度以降の施設整備について 

資料番号４  全日曜開館の実施状況について 

参考資料１ ２９年度地域区民ひろば推進本部委員構成 
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１ 自主運営アクションプランの位置づけ 

地域区民ひろば自主運営アクションプラン２０１７（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。 

自主運営の進捗状況について

22 23 24 25 26 27 28 29 30

アクションプラン2010 

アクションプラン2011 

アクションプラン2012 

年度 

アクションプラン2013 

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） 

本格実施1地区、２地区（想定） 

自主運営移行モデル事業４地区 

（朝日、高南、富士見台、高松） 

本格実施１地区

自主運営移行モデル事業３地区 

（千早、さくら、清和） 

本格実施３地区、２地区（想定）

アクションプラン2010実施結果(22年度実績) 

○池袋本町：モデル事業前半(H23.2～3) 

アクションプラン2014 

＜自主運営アクションプランの計画サイクル＞

自主運営移行モデル事業１地区 

（清和） 

本格実施５地区

アクションプラン2015 

アクションプラン2014実施結果(26年度実績) 

○池袋本町：本格実施（H26.4～H27.3） 

○富士見台：本格実施（H26.4～H27.3） 

○高松  ：本格実施（H26.4～H27.3）  

○千早  ：本格実施（H26.4～H27.3） 

〇さくら ：モデル事業後半（H26.4～H26.9） 

     ：本格実施（H26.10～H27.3） 

自主運営移行モデル事業３地区 

（朝日、池袋本町、富士見台） 

アクションプラン2011実施結果(23年度実績) 

○池袋本町：モデル事業後半（H23.4～9）*検証実施(H23.6～8) 

○池袋本町：本格実施（H23.10～H24.3） 

アクションプラン2015施結果(27年度実績) 

○池袋本町：本格実施（H27.4～H28.3） 

○富士見台：本格実施（H27.4～H28.3） 

○高松  ：本格実施（H27.4～H28.3）  

○千早  ：本格実施（H27.4～H28.3） 

〇さくら ：本格実施（H27.4～H28.3） 

○清和  ：モデル事業前半（H27.4～H27.9） 

：モデル事業後半（H27.10～H28.3）

アクションプラン2016 

自主運営移行モデル事業２地区 

（西池袋、南池袋） 

本格実施６地区  

アクションプラン2017 

アクションプラン2016施結果(28年度実績) 

○池袋本町：本格実施（H28.4～H29.3） 

○富士見台：本格実施（H28.4～H29.3） 

○高松  ：本格実施（H28.4～H29.3）  

○千早  ：本格実施（H28.4～H29.3） 

〇さくら ：本格実施（H28.4～H29.3） 

○清和 ：本格実施（H28.4～H29.3）

アクションプラン2012実施結果(24年度実績) 

○池袋本町：本格実施（H24.4～H25.3） 

○富士見台：モデル事業前半(H24.10～H25.3) 

○高松○○：モデル事業前半(H25.1～H25.3) 

アクションプラン2013実施結果(25年度実績) 

○池袋本町：本格実施（H25.4～H26.3） 

○富士見台・高松：モデル事業後半(H25.4～9) 

        ：本格実施（H25.10～H26.3） 

○千早：モデル事業前半(H25.4～9)/後半（10～12） 

：本格実施（H26.1～3） 

〇さくら：モデル事業前半（H25.10～H26.3） 

自主運営移行モデル事業１地区 

（清和） 

…本格実施に向けた検証実施 

本格実施５地区 １地区（想定） 

自主運営移行モデル事業２地区 

（西池袋、南池袋） 

本格実施６地区 １地区（想定） 

資料番号１ 
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西池袋

南池袋

第２四半期（7～9月） 第３四半期（10～12月） 第４四半期（1～3月）

移行モデル地区
29年度

第１四半期（4～6月）

30年度
第１四半期（4～6月） 第２四半期（7～9月） 第３四半期（10～12月） 第４四半期（1～3月）

検証実施

予定 分析・報告

★第2回地域区民ひろば推進本部会議

にて報告し、本格実施の決定

ＮＰＯ法人認証

申請９月予定

ＮＰＯ法人認証

1２月予定

事務局体制構築・利用者説明会等

委

託

契

約

運営協議会定時総会

＊自主運営化の方針報告

ＮＰＯ法人設立総会

９月開催予定
ＮＰＯ法人認証申請書類整備

リニューアル
オープニングイベント
５月１３日

検証実施

予定 分析・報告

★第2回地域区民ひろば推進本部会議

にて報告し、本格実施の決定

自主運営移行モデル事業年間実施（予定）

全日曜開館開始（7月 ）

自主運営本格実施

全日曜開館

自主運営移行モデル事業年間実施（予定）

全日曜開館 全日曜開館

対象地区及び法人名 予算経費 備　考

池袋本町
（NPO法人池本ひろば）

28,336 28,330 （契約額）

自主運営業務委託経費
　＊モデル事業前半（H23.2～3：終了)
　＊モデル事業後半（H23.4～9：終了）
　＊自主運営本格実施（H23.10～：継続中）

清和
（NPO法人ひろば清和）

27,265 27,263 （契約額）

　自主運営業務委託経費
＊モデル事業前半（H27.4～9：終了)
　＊モデル事業後半（H27.10～H28.3：終了）
　＊自主運営本格実施（H28.4～：継続中）

西池袋
（NPO法人ひろば西池袋）

24,857 24,857 （契約額）
　自主運営移行モデル実施経費

　＊自主運営本格実施（H29.4～：新規実施）

業務委託経費 期　　　　間

　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

富士見台
（NPO法人富士見台ひろば）

26,572 26,572 （契約額） 　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

自主運営業務委託経費
　＊モデル事業前半（H24.10～H25.3：終了)
　＊モデル事業後半（H25.4～9：終了）
　＊自主運営本格実施（H25.10～：継続中）

高松
（NPO法人おおきな木）

27,133 27,126 （契約額） 　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

自主運営業務委託経費
　＊モデル事業前半（H25.1～3：終了)
　＊モデル事業後半（H25.4～9：終了）
　＊自主運営本格実施（H25.10～：継続中）

　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

千早
（NPO法人はばたけ千早）

26,667 26,664 （契約額） 　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

自主運営業務委託経費
　＊モデル事業前半（H25.4～9：終了)
　＊モデル事業後半（H25.10～12：終了）
　＊自主運営本格実施（H26.1～：継続中）

さくら
（NPO法人ひろばさくら）

27,503 （契約額）27,499 　H29年4月からH30年3月まで（本格実施／年間）

自主運営業務委託経費
　＊モデル事業前半（H25.10～H26.3：終了)
　＊モデル事業後半（H26.4～9：終了）
　＊自主運営本格実施（H26.10～：継続中）

　H29年4月からH30年3月まで（移行モデル実施／年間）

３ 自主運営推進事業経費

予算総額 188,333千円    

契約総額 188,311千円

アクションプラン２０１７における自主運営移行モデル事業地区（準備中含む）は、西池袋地区と南池袋地区とする。 

西池袋地区は、平成２８年１２月１９日に所轄庁（東京都）より法人認証を受け、平成２９年４月より自主運営移行モデル事業

（前半）、１０月より自主運営移行モデル事業（後半）を実施する予定。 

南池袋地区は、平成２９年９月２９日にNPO法人設立総会を開催予定、同年１２月中旬に所轄庁（東京都）より法人認証を 
受け、平成３０年４月より自主運営移行モデル事業を実施する予定。 

２ 自主運営移行モデル地区

自主運営化に伴うスケジュール（案）

委託業務概要 

＊地域区民ひろば条例に掲げる地域区民ひろばの管理及び事業に関すること 

＊区民集会室条例に規定する区民集会室の管理及び使用料に関すること 等 
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計 内訳 内訳額 計 内訳 内訳額 計 内訳 内訳額

維持管理経費 1,381 維持管理経費 2,057 維持管理経費 676

事業実施経費 325 事業実施経費 654 事業実施経費 329
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 18,321 人件費 25,319 人件費 6,998

0

維持管理経費 1,481 維持管理経費 2,042 維持管理経費 561

事業実施経費 565 事業実施経費 654 事業実施経費 89
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 27,048 人件費 23,576 人件費 △ 3,472

維持管理経費 1,481 維持管理経費 2,095 維持管理経費 614

事業実施経費 565 事業実施経費 554 事業実施経費 △ 11
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 33,384 人件費 24,177 人件費 △ 9,207

0

維持管理経費 1,381 維持管理経費 2,009 維持管理経費 628

事業実施経費 325 事業実施経費 654 事業実施経費 329
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 12,581 人件費 23,701 人件費 11,120

0

維持管理経費 1,481 維持管理経費 1,887 維持管理経費 406

事業実施経費 565 事業実施経費 554 事業実施経費 △ 11
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 35,216 人件費 24,758 人件費 △ 10,458

維持管理経費 1,481 維持管理経費 1,994 維持管理経費 513

事業実施経費 565 事業実施経費 554 事業実施経費 △ 11
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 28,430 人件費 24,415 人件費 △ 4,015

維持管理経費 1,481 維持管理経費 1,991 維持管理経費 510

事業実施経費 565 事業実施経費 654 事業実施経費 89
（運協補助金経費） 300 （法人企画事業経費） 300 （運協・法人事業経費） 0

人件費 27,464 人件費 21,912 人件費 △ 5,552

維持管理経費 10,167 維持管理経費 14,075 維持管理経費 3,908

事業実施経費 3,475 事業実施経費 4,278 事業実施経費 803

（運協補助金経費） 2,100 （法人企画事業経費） 2,100 （運協・法人事業経費） 0

人件費 182,444 人件費 167,858 人件費 △ 14,586

計 198,186 計 188,311 計 △ 9,875

合計 198,186 188,311 △ 9 ,875

西池袋 27年度 1年 29,810 24,857 △ 4,953

所（再）１・福１・非２・サ８ 総1・チ3・ス8

△ 3,513

所（再）１・福１・再１・非１・サ８ 総1・チ3・ス9

さくら 25年度 1年 37,562 27,499 △ 10,063

所１・福１・再1・非１・サ９ 総1・チ2・ス12

清和 26年度 1年 30,776 27,263

12,077

所１(再）・非１・サ５ 総１・チ2・ス12

高松 24年度 1年 35,730 27,126 △ 8,604

所１・福１・特１・非１・サ８ 総1・チ2・ス12

千早 24年度 1年 14,587 26,664

△ 2,822

所１・特１・経１、非１・サ８ 総1・チ2・ス12

池袋本町 22年度 1年 20,327 28,330 8,003

所１・非１・サ５ 総１・チ2・ス13

富士見台 24年度 1年 29,394 26,572

財政効果（予測数値）
対象地区

直営積算

ベース

算定

期間

区直営事業経費
（＊運協補助金経費含む）

自主運営実施経費
（29年度契約ベース）

■平成29年度各地区の自主運営事業経費（契約総額）と財政効果                  単位：千円 

※維持管理経費（大規模修理費用、清掃・警備委託、保守委託等費用は除く、事務消耗品等）、事業実施経費（事業講師謝礼等）、 

人件費（雇用従業員人件費等） 

※所…所長、福…福祉職、再…再任用または再雇用、非…非常勤、サ…サポーター、総…総責任者（事務局長）、チ…チーフ、 

ス…スタッフ、特…特別再雇用、経…経験活用非常勤   数字…人数 

※直営時比較で維持管理経費減少は、夜間業務委託経費（シルバー人材委託経費）を引いたうえで、従業員、理事の福利厚生費並び 

に法人本部経費（会議費等必要経費）を計上した結果によるもの。 

※直営時から比較して、池袋本町及び千早の事業実施経費の増額は、子育てひろば事業の運営を開始したためである。 

区民ひろば千早は27年度の子育てひろば事業の試行実施に伴い委託経費を増額し、２８年度以降は子育てひろば事業経費を恒常 

的な必要経費として委託経費に計上する。また、29年度より、区民ひろば池袋本町で子育てひろばが開設した。これにより、全ての 

区民ひろばで子育てひろば事業が展開されたことになる。 

※スタッフの数はひろばの規模毎に一定基準あり。 

また、人件費には理事会で承認された会計担当理事等への手当が必要経費として積算されている。 

なお、同規模館の人件費比較において、生じる差額は総責任者（事務局長）・チーフの稼動日数とスタッフの稼働日数が異なっている 

ことによるもの。 

４ 財政効果

※前年度比で財政効果が減少している要因は、区民ひろば池袋本町ならびに区民ひろば西池袋において、２９年度より 

全日曜開館事業が実施されることに伴い、必要経費の増額が図られたことによるもの。 
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５ 自主運営移行モデル事業に向けた取り組み 

○ 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、毎年年度 

末に、すべての運営協議会を対象に、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。 

６ 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、東京税理士会豊島支部の協力を仰ぎ、「NPO 法人税務・会計セミナー」を実施
するなかで法人運営の円滑化を図る。（２９年度の主な支援対象地区：南池袋） 

７ 区の支援体制 

○ 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。 

８ 今後の主な課題と取組み 

○ NPO 法人の公益事業に伴う自主財源の確保について、法人の運営プランに応じた事業費収入のあり方や協賛
金・寄付金事業の運営手法等を含め、委託料のみの事業運営から、公益事業収入を基軸とした事業運営が可能

となる運営上、制度上の課題整理を関係部署と調整を図りながら進めていく。

○ 「公の施設」として、業務委託施設にも、発災時にも引き続き求められる利用者保護および緊急対応について、28

年度に発災時対応として業務内容の整理をした。これに沿って、法人への周知と実施における課題に取り組む。 

９ 各会議体の開催予定 

会議体名 第１回 第２回 第３回 

地域区民ひろば推進本部会議 ７月１３日（木） １２月１８日（月） ３月８日（木） 

区民ひろば運営会議 ７月３１日（火）  ―  ― 
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29 年度地域区民ひろば推進本部 第１回各部会 実施報告    
部会名称 構成メンバー 29 年度 各部会運営方針 第 1 回部会検討内容 

高齢者部会 

開催実績  

○ ６月２９日 

◎高齢者福祉課 

・高齢者福祉課長 

・高齢者福祉担当係長 

           2 名 

◎地域区民ひろば課 

・地域区民ひろば課長 

・区民ひろば所長 5 名 

■介護予防センターと区民ひろばの機能

上の区別化を踏まえ、双方の機能を最大

限発揮できる部局間の連携強化 

■「としまる体操」の普及啓発に向けた職

員研修と区民ひろばにおける介護予防

事業の取組み強化 

■認知症施策の推進に向けた活動の場の

提供（認知症サポーター養成講座の実

施）や認知症カフェの情報提供支援 

■高齢者対象事業に関わ

る情報共有 

 ・介護予防センター 

 ・「としまる体操」普及

 ・認知症サポーター養

成講座開催 

 ・高齢者福祉課事業（介

護予防サロン・認知

症カフェ） 

 ・見守りと支えあいネ

ットワーク事業 

 ・高齢者クラブの実情 

子育て部会 

開催実績  

○ ６月１９日 

◎子ども課 

・子ども課長 

・子ども施策担当係長 

◎子育て支援課 

・子育て支援課長 

・東部子ども家庭支援

センター長 

・西部子ども家庭支援

センター長 

◎保育課 

・保育課長 

・保育担当係長 

◎放課後対策課 

・放課後対策課長 

・子どもスキップ所長 

◎地域区民ひろば課 

・地域区民ひろば課長 

・区民ひろば所長 2 名 

・福祉職 3 名 

■子育て人材活用事業の定着に向けた活

動の場の提供 

■東西子ども家庭支援センターとの連携

による、区民ひろばでの子育て専門相談

のさらなる定着（東部 10か所／西部 11

か所）と「木育」を活用した子育てひろ

ば事業の充実 

■子どもスキップの「子育てネットワー

ク」への参加を通じて、児童期の課題解

決に向けた関係機関との情報の共有 

■児童虐待防止の普及啓発にむけた児童

虐待防止関連情報の掲示と「児童虐待対

策コーディネーター」によるミニ講演会

の実施 

■区民ひろばミニキッズセーフコーナー

の充実と子どもの事故予防に関わる「安

全安心知っとく情報」の発行

■ひろば課子育て部会の

29 年度事業予定 

・「安全・安心知っとく情

報」の発行 

・ミニキッズセーフグッ

ズ購入と配布 

・SP事業「あんトレ（安

全行動トレーニング）」

の実施 

■子育て関連事業に関わ

る情報共有 

・子ども課「子育て人材

活用事業」 

・子育て支援課「区民ひ

ろばでのアウトリーチ

型相談、出張発達相談」

・保育課「区内小規模保

育所等の実態」 

ＣＳＷ部会 

開催実績 

○ ６月２８日 

◎福祉総務課 

・福祉総務課長 

・福祉総務担当係長 

◎社会福祉協議会 

・地域相談支援課長 

・CSW 担当チーフ 

◎地域区民ひろば課 

・地域区民ひろば課長 

・区民ひろば所長 5 名 

・NPO 法人事務局長 3 名 

■CSWが常設される区民ひろばと8圏域の

CSW との情報共有全体会並びに、8 圏域

（エリア）別の情報連絡会の実施  

■区民ひろば事業（区民ひろばまつり等イ

ベント事業）を活用した CSW の周知・PR

支援 

■8 圏域全体での情報共

有（区民ひろば常駐

CSW 8 名、福祉総務課

担当の参加） 

■圏域内の区民ひろばと

の情報交換を年度末ま

でに実施予定 

■豊島区民社会福祉協議

会より「28年度 CSW 事

業実施報告および 29

年度 CSW 事業推進体

制」 
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部会名称 構成メンバー 29 年度 各部会運営方針 第 1回部会検討内容 

ＳＣ部会 

開催実績 

○ ６月２９日 

◎企画課 

・企画課長（SC推進室） 

・企画課担当係長（SC） 

・企画課主任主事（SC） 

◎地域区民ひろば課 

・地域区民ひろば課長 

・区民ひろば所長 4 名 

・NPO 法人事務局長 2 名 

■SC の再認証に向けた説明を、29 年度区

民ひろば運営会議のなかで、区民ひろば

運営協議会並びに NPO 法人の役員等を

対象に行い、再認証ロードの概要を確認

■職員による区民ひろば SP 事業の効果検

証と事業者による子どものけが予防事

業（安全行動イメージトレーニング）の

効果検証を継続実施（ともに 10 施設程

度を対象予定） 

■28 年度 SP 事業実績報

 告 

■SC 再認証に向けての

取組み 

・本審査（11 月 8 日上

池袋）当日の SP事業

の組立て・スケジュ

ール、 

■ISS 取組みの区民周知

の方法 

災害対策部会 

開催実績 

○ ６月２８日 

◎防災危機管理課 

・防災危機管理課長 

・防災危機管理担当課長

・防災危機管理担当係長
 2 名 

◎子ども課 

・子ども課長 

・ジャンプ東池袋所長 

・ジャンプ長崎所長 

◎地域区民ひろば課 

・地域区民ひろば課長 

・区民ひろば所長 3 名 

・福祉職 3 名 

■補助救援センターの開設・運営にかかる

「受援計画」について、必要に応じた防

災危機管理課との調整 

■区民ひろば職員を対象に、住民主体によ

る避難所運営の基本的な知識の共有化

を図る研修会の実施 

■補助救援センター立ち上げ訓練につい

て、防災危機管理課と調整を図り、年度

内 2か所のモデル事業として実施 

■補助救援センターの開設・運営に関わる

子ども課（ジャンプ）との調整 

■区民ひろば・ジャンプ

其々の災害時の対応準

備状況 

■合同通信訓練 

（7月 13 日） 

■補助救援センター開設

運営訓練の実施に向け

て 

 ・池袋 

 ・朋有（ジャンプ東池

袋） 
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平成 29年度以降の施設整備について 

○ 区民ひろばの整備は、実施後１０年目の平成２７年度で終了した。今後、老朽化に伴う施設の大規模改修工事等については、施設改修計画に 

基づき実施する。  

○ 平成２９年度より区民ひろば池袋本町に子育てひろばが開設されたことに伴い、全小学校区の区民ひろばに子育てひろばの整備が完了した。 

【施設整備計画】                                                    

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

実施設計 工事

外壁・サッシ改修【都実施】
実施設計・工事

外壁改修

基本・実施設計、工事 基本・実施設計 工事

基本・実施設計 工事（1/2年） 工事（2/2年）

屋上・外壁改修

基本・実施設計、工事 基本・実施設計 工事（1/2年）

基本・実施設計 工事（1/2年） 工事（2/2年）

基本・実施設計 工事

№ 施設名
計画期間（29年度から5年間）

備　考

全面改修（サッシ・便所・空調・給排水等）

1

【大規模改修】
区民ひろば長崎

※全面改修

（～H34年度まで）

※長崎第三区民集会室は

H34年度末まで利用休止

※改修に関する要望書受理

（運営協議会会長より）

※内部改修前倒し

（36年度→32年度）

4

2

3

屋上・外壁・内部全面改修

耐震改修【都実施】

※都営南大塚二丁目アパート

の耐震改修工事及び外壁・

サッシ改修工事

（東京都実施）

【その他工事】
【大規模改修】
区民ひろば南大塚

【大規模改修】
区民ひろばさくら第一

※内部改修前倒し

（36年度→30年度）

【施設改修】
区民ひろば要

○運営協議会からの移転・
改築に関する要望を受け、
現在、整備内容を協議中

※南長崎第四区民集会室の改

築・転用《南長崎四丁目児童

遊園敷地を含む。》

※移転・改築に関する要望書

受理（運営協議会会長より）

【改築】
区民ひろば椎名町

※旧西部保健福祉センターの

施設整備。工事中の仮移転先

については、西部区民事務所

内会議室を予定。

【大規模改修】
区民ひろば清和第一

※昇降機は37年度実施予定

【大規模改修】
区民ひろば池袋

7

内部・便所改修

5

給排水等改修（予定）

全面改修（外壁・サッシ・屋上・便所・空調等）※昇降機設置予定

6
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   全日曜開館の実施状況について 

１．3 年計画 

年度 区民ひろば 

28 年度 仰高・上池袋・南池袋・富士見台・千早 5 

29 年度 駒込・南大塚・豊成・朋有・池袋本町・西池袋・目白・要 8 

30 年度 清和・西巣鴨・朝日・池袋・高南・長崎・椎名町・高松・さくら 9 

〇開館時間 ： ９：００～１７：００    〇休館日 ： 祝日・年末年始 

２．実績 

（１）28 年度の 5施設の実績 

 E 階層（18－64 歳）の日曜日の利用者と新規登録者の年度比較（人） 

年度 E 階層利用者数 E 階層登録者数 

27 年度 1,556 581 

28 年度 7,487 984 

28 年度/27 年度 4.8 倍 1.7 倍 

（２）基本計画（2016-2025）の成果指標 

    年齢別人口（18－64 歳）に対する E階層（18－64 歳）の登録率 

26 年 1 月 27 年 1 月 28 年 1 月 32 年 1 月 37 年 1 月

年齢別人口 189,106 人 190,913 人 194,689 人 196,420 人 197,656 人

登録者 5,449 人 5.575 人 8,106 人 8,250 人 11,464 人

登録率 2.9％ 2.9% 4.2% 4.2% 5.8%

目標率 2.9％ 3.1% 3.3% 4.2% 5.8%

３．実施の視点 

視点 1 年目 2 年目 3 年目 

1 平日事業の見直し    

2 柔軟な職員体制    

3 日曜事業の目的（ねらい）    

4 新たな世代層を取り込むための工夫    

5 その他（気づき）    

6 ゆるやかな応援団・協力員になってもらうための
働きかけの工夫 

7 サークル活動団体への協力員としての働きかけ
の工夫 

※ 実施施設の連絡会を開催し、進捗状況・課題を確認し協議する。 
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平成29年4月1日

本　部  長  副区長 水島  正彦

副 本 部 長  区民部長 佐藤　和彦

本　部　員  保健福祉部長 石橋　秀男

 子ども家庭部長 金子　智雄

 教育委員会事務局・教育部長 天貝　勝己

幹　　　事  政策経営部 企画課長 高田　秀和

 政策経営部 セーフコミュニティ推進室長 渡邉　明日香

 総務部　防災危機管理課長 　    樫原　 猛

 区民部 区民活動推進課長 増子　嘉英

 区民部 地域区民ひろば課長 八巻　規子

 文化商工部 学習・スポーツ課長 　    藤田　力

 保健福祉部福祉総務課長       直江　 太

 保健福祉部 高齢者福祉課長 渡邉　圭介

 保健福祉部 障害福祉課長 髙橋　隆史

 子ども家庭部 子ども課長 副島　由里

 子ども家庭部 子育て支援課長 猪飼　 敏夫

 子ども家庭部 保育課長 田邉　栄一

 教育委員会事務局・教育部 庶務課長 兒玉　 辰哉

 教育委員会事務局・教育部 放課後対策課長 髙桑　光浩

 教育委員会事務局・教育部　指導課長       加藤　 勲

 豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長 大竹　 宏和
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