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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 2 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 12 月 17 日（木曜日） 

午前 9 時～10 時 15 分 

開催場所 庁舎 1 階  としまセンタースクエア 

 

 

議   題 

案件 

1 自主運営本格実施に向けた検証報告 

2 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 

3 その他 

  第 1 回区民ひろば運営会議 開催報告について 

 

 

 

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）、区民部長（副本部長）、子ども家庭部長、教育委員会事務局・教

育部長、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（代理）、地域区民ひろば課長（事務局）、学習・スポーツ課長（代

理）、高齢者福祉課長、障害福祉課長（代理）、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、豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長 

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 14 人  

 なし 

事 務 局  地域区民ひろば課 

 



 

 

審 議 経 過         

 

案件 1 自主運営本格実施に向けた検証報告 

 

【資料 1-1 地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告【概要版】＜区民ひろば清和＞】 

 

【資料 1-2 地域区民ひろば自主運営移行モデル事業に関する検証報告＜区民ひろば清和＞】 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

 

１、自主運営移行モデル事業に関する検証報告の概要について（資料 1-1 説明） 

 

２、自主運営移行モデル事業に関する検証報告について（資料 1-2 説明） 

 

３、まとめ 

検証の結果、総合評価は B となり、『良好であり、現状のまま本格実施へ移行しても特に問題はな

い』と判断した。委託後の運営については、NPO 法人ひろば清和の理事長、理事、事務局員らが地

域区民ひろば条例を十分に理解し、円滑な運営を期待している。NPO 法人に移行すると、様々な地

域の問題が出てくる。過去に移行した現在の NPO 法人に関しても、同じであった。区としてはそ

れらを丁寧に対応していく所存である。 

 

 

【質疑応答】 

 

(副区長) 

今後はどこを自主運営化していくのか。 

 

(地域区民ひろば課長) 

区民ひろば上池袋の運営協議会会長から自主運営を目指したいという報告を受け、平成 28 年度は

自主運営に関して勉強をし、29 年度の総会まで約 1 年間をかけて進めていく予定である。自主運営の

理解を得る為には 5、6 年ほどかかる場合がある。重要なのは、メンバーの合意を得ることである。 

 

 

(区民部長) 

①NPO 法人ひろばと、直営の区民ひろばが意見交換できる場の提供を事務局が積極的に行っている

のか。 

②区民ひろばの利用者に対するアンケートは実施しているのか。 

 

 



 

 

(地域区民ひろば課長) 

①年 1 回開催される運営会議しかないというのが現状である。NPO 法人ひろばと直営の区民ひろ

ば、また NPO 法人ひろば同士の交流などの横のつながりが課題となっているため、今後考えて

いきたい。 

 

(地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長) 

②毎年 1 月、2 月の時期に行っており、区民ひろばの満足度や運営に関する認知度を調査している。

認知度の調査を行う中で、自主運営化の周知を行っている。 

 

 

 

案件 2 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 

 

【資料 2 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） 

区民ひろばが今年で 10 年目を迎えた。当初想定されていなかった、見守り、CSW、セーフコミュ

ニティ、補助救援センターといったような役割が増えた。そのため、庁内関係部局を横断的にみてい

く必要があるのではないかと考え、5 つの部会を設置した。今回は、7 月以降の各部会の報告を行う。 

 

  

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

 

１、高齢者部会 報告 

  ①介護保険法改正に伴う高齢者施策全般の情報共有 

    介護保険法が改正されることにより介護予防事業の考え方が大きく見直されることとなった。

そのため今までの心身機能の維持に重点を置き対象者が限定されていた事業形態から、今後は地

域における運営主体の介護予防事業というカタチに変わっていく。地域活動の拠点とされている

区民ひろばは今後どのような役割で事業を展開していくのか、高齢者福祉課の役割を再度確認す

るなかで、両課の情報共有を図っていく。 

 

  ②見守り活動等区民ひろばにおける高齢者施策の今後の展開 

    認知症の疑いがある利用者について、区民ひろばの職員は共通の認識が必要であると考えてい

る。認知症サポーター養成講座というものがあり、それを区民ひろば職員の研修として導入すれ

ば良いのではという話が部会で議論された。また「ひきこもりがちな高齢者」に対する対応とし

ては、高齢者総合相談センターをはじめとする関係機関との連携を強化していく。 

 

 

 

 



 

 

 

  ※補足 

  （高齢者福祉課長） 

    高齢者福祉課が実施してきた様々な事業があるが、今後高齢者が急増していくなかで事業の在

り方、役割を変えていく必要があると考えている。区としての活動は縮小し、地域主体の活動を

支援していく形に変わっていくのではないか。支援の例としては、活動の場に課から専門職を派

遣するなどである。そうした土台を作る為に 1、2 年は集中的に取り組みたいと考えている。 

 

 

２、子育て部会 報告 

  ①子ども・子育て支援新制度に関する情報共有 

    子ども・子育て支援新制度について周知が必要であると考え、独自で厚生労働省に依頼しパン

フレットを頂き各施設に配布した。 

 

  ②子育て支援の充実に向けた区民ひろばの新たな活用 

    東部・西部子ども家庭支援センターの出張相談の実施報告がされ、両相談事業とも効果として

は安心して相談できる環境の提供、両施設への連携、ひろば職員との情報共有の 3 つがあげられ

ている。 

 

  ③子育て安全・安心情報や施策の普及啓発の取組み 

    オレンジコーナーの設置と共に、ミニ講演会実施を計画している。 

 

  ※補足 

  （子育て支援課長） 

    セーフコミュニティの中心施設ということもあり、地域に身近な施設で相談事業を行えるのは、

相談者にとっても非常に有効である。体制の問題はあるが、区民ひろばから専門機関へ連携でき

るというようなメリットがある為、今後も改善を図りながら続けいきたい。 

     

 

３、CSW 部会 報告 

  ①CSW 活動の見える化と不在時の相談対応 

    CSW は現在 8 圏域に設置されており、相談件数は年々増加している。そうした中で隣接する 2

圏域をひとつのユニットとし、柔軟な活動を図っている。 

    不在時の相談対応は、携帯電話への転送機能を活用し実施することで改善をしている。 

 

  ②区民ひろば事業と連動した CSW 活動の取組み 

    社会福祉協議会は学びあい・支えあい活動の場として、区民ひろばでも様々な事業が実施され

ている。また、区民ミーティングを開くなかで、地域住民との情報交換をさらに図っていく必要

性について確認を行った。 

 

 



 

 

 

 

  ※補足 

  （豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長） 

    例えば声があげられない、生きる意味がないと感じているような潜在化したニーズを持ってい

る人たちの支援を重点的に取り上げ、関係機関の各分野を横断的に結びながら地域の住民と一体

となって支援をしていければと思っている。今後とも区民ひろばの協力をお願いしたい。 

 

 

４、SC 部会 報告 

  ①区民ひろば SC 関連事業（SP 事業）の定義と事業検証 

    セーフコミュニティ活動の科学的根拠を示すために、区民ひろばにおけるセーフティプロモー

ション事業の効果を測る検証方法について専門家の導入を検討した。 

 

  ②ISS 認証（再認証）及び SC 再認証にかかる区民ひろばの取組み 

    平成 29 年度の SC 再認証に向けて、現在の事業の問題、課題の整理を実施している。ISS の認

証活動については、学校と地域の連携が非常に重要となっており、住民主体の地域活動の展開が

認証取得のプロセスとなっているなかで、関係部局との連携をさらに強化することを確認した。 

 

  ※補足 

  （セーフコミュニティ推進室長） 

    セーフコミュニティの認証センターは 10 月以降、国際 NGO に変更された。そのため、今後は

認証よりも、それぞれの活動をサポートしていく形に変わっていくのではないかと思っている。

富士見台小学校の ISS 活動の一環で、区民ひろば富士見台を会場に救急救命の事業を行ったとこ

ろ、とても高い評価を得られた。こうした活動を継続していくことが重要であるとのことであっ

たので、SC の再認証に向けてはその辺りを重点的にアピールしたいと考えている。 

 

  （副区長） 

    WHO は民間の認証機関になってしまったため、今後認証について再検討が必要になってくる可

能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５、災害対策部会 報告 

  ①補助救援センター開設関連備品等の体系的な整理 

    補助救援センター開設関連備蓄品等の整備は収納場所の問題を含め検討を継続していく。新し    

い情報としては、使い捨ての哺乳瓶、消毒液を各区民ひろばの新規備蓄品として設置した。賞味

期限切れの備蓄品についての対応は、随時行っていく予定である。 

 

  ②新庁舎災害対策センターと区民ひろばとの通信訓練 

    区民ひろばの補助救援センターの運営については、臨時職員が鍵を所持しているなど具体的な

運営面の行動について、今後防災危機管理課と整理していく考えである。また NPO 法人のひろば

について、補助救援センターとして運営する際の手続きとして、災害協定を結ぶなど、その方法

について防災危機管理課と検討していく。 

 

  ③災害情報（デジタルサイネージ）及び災害救援機能付自動販売機の導入設置 

    必要性をひろば課として訴えている。今後も防災危機管理課と検討を続けていく。 

 

  ※補足 

  （防災危機管理課長 代理） 

    災害情報（デジタルサイネージ）及び災害救援機能付自動販売機の検討については、区の災害

情報伝達制御システムを活用し、補助救援センターである区民ひろばを通じて災害情報を発信す

るものであるが、予算措置の関係で、滞っている状況にあり、この取り組みは進んでいない。 

 

 

６、その他 

  ①年賀状企画について 

（高齢者福祉課長） 

    別件ではあるが、現在区民ひろば等を利用している高齢者の方々に、高齢者利用可能施設の周

知や見守りの一環として、年賀状を出す企画を進めている。 

 

（副区長） 

    本企画の経費は 300 万以上かけており、単発で終わらしたくないという強い思いがある。今後

発展していくにあたって、各季節１回ずつ年に 4 回行えるようになればと考えている。 

 

  ②今後の学校づくりにあたって 

（教育委員会事務局・教育部長） 

  区民ひろばと学校との交流という、地域の学校を区民の方々で支えるという視点は、文科省で

推進するコミュニティスクールと非常にマッチしていると感じている。知識や学力の向上などを

抜きとした、子どもたちと区民ひろばの方々と地域の学校の交流は、子どもたちにとって非常に

有意義である。そうした、地域で学校を支えるという土台ができていくなかで、今後とも区民ひ

ろばとは連携した学校づくりを推進していきたいと考えている。 

     

 



 

 

 

案件 3 その他「第 1 回 区民ひろば運営会議 開催報告について」 

 

【参考資料 1 第 1 回区民ひろば運営会議 ご意見回答について】 

【参考資料 2 運営会議出席者発言内容への回答】 

【参考資料 3 高齢者人口・高齢化率（町丁目別集計）】 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

 

１、第 1 回区民ひろば運営会議 報告（参考資料 1 説明） 

 

２、運営会議出席者発言内容への回答（参考資料 2 説明） 

 

３、豊島区の高齢化率について（参考資料 3 説明） 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

  地域の方から、様々な課の属する意見も頂いておりそれらに真摯に答え、できるだけご理解頂ける

ような努力をしながら住民主体という体制を崩さず事業を進めていきたいと思っている。 

 

 

【質疑応答】 

 

（副区長） 

  豊島区でどの地区が一番高齢化が進んでいるのか。 

 

（地域区民ひろば課長） 

  高齢化が一番進んでいる所は目白一丁目となっており、数値としては 75 歳以上が 27％、65 歳以上

については 55.2％と半分が 65 歳以上という結果が出ている。対照的に若いところとしては、駒込五丁

目。高齢化率が 1.2％となっている。理由としては、三菱の社宅になっているためである。 


