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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 29年度 第 1回 地域区民ひろば推進本部会議

事務局（担当課） 地域区民ひろば課

開催日時
平成 29年 7月 13日（木曜日）

午前 9時～10時

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
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

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）、保健福祉部長、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、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（代理）、高齢者福祉課長、

障害福祉課長、子ども課長（代理）、子育て支援課長、保育課長（代理）、庶務課長、

放課後対策課長（代理）、指導課長

出席者 18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 15名
なし

事 務 局  地域区民ひろば課



2 

審 議 経 過        

案件 1 自主運営の進捗状況について

【資料 1 自主運営の進捗状況について】

（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

アクションプラン 2017策定の通り、現在 6施設において自主運営本格実施。

２．自主運営移行モデル地区について

平成 29年 4月より、区民ひろば西池袋において自主運営移行モデル事業を開始。大規模改修
に伴い休館していたが、5月 1日よりひろばの利用を再開、7月 2日には全日曜開館を開始。ワン
フロアのため、利用しやすく、順調に利用者が回復している。秋以降、利用者アンケートや法人

側の自己評価に基づき検証を実施し、平成 30年度に自主運営本格実施を予定。
平成 30年 4月より、区民ひろば南池袋において自主運営移行モデル事業を実施予定。事務局

体制の調整や、施設利用者への説明を進め、9月 29日に法人設立総会を実施する。法人名称の候
補は「NPO法人みみずくの杜」であり、平成 29年 12月に認証を予定している。

３．財政効果について

NPO法人移行前の直営時の積算と比較し、財政効果は約 1,000万円程度。池袋本町と千早の
事業実施経費の増額は、直営時に整備されていなかった子育てひろば事業の運営を開始したため

である。地域をよく知るNPO法人が、特色ある運営をすすめており、自主運営化によって、区民
ひろばが目指す「住民主体」が浸透している。

４．今後の主な課題と取り組み

区民ひろばは、地域防災計画の「補助救援センター」として位置づけられているが、NPO法
人に運営を委託している施設は利用者保護を通常運営の業務範囲として整理した。区職員が補助

救援センターを開設し、NPO法人には開設後の運営面で協力をいただく。7月 31日運営会議にて、
補助救援センターとしての取り組みを説明し、理解を得る。

【質疑応答】

(学習・スポーツ課長) 

財政効果が年間ベースで約 1,000 万円程度とのことだが、自主運営がスタートしてから総額
の財政効果はいくらか？
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(地域区民ひろば課長) 

計算方法が複雑であり、財政効果の総額 NPO 法人に移行する前の直営時のベースで比較を
して算出している。

(学習・スポーツ課長) 

NPO 法人の公益事業に伴う自主財源の確保について、公益事業収入を基軸とした事業運営
が求められるが、具体的な運営の検討をしているのか？

(地域区民ひろば課長)

持続的に自主運営を安定させていくことが重要である。その中で収益性を併せていくことは

難しいと考えられるが、バザー等で協賛金を集め、その収益を自主財源とする運営手法を検討し

ていきたい。

案件 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

【資料 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】

（地域区民ひろば課自主運営支援係長）

１．高齢者部会について 【第 1回高齢者部会 6月 29日実施】
（１）区民ひろばと介護予防センターともに、高齢者施策における見守りや介護予防事業等との

棲み分けを図り、両施設の機能が最大限発揮できる体制の確立を目指す。

（２）としまる体操の普及について、区民ひろばは、職員研修を受講した方が講師となって体操

を普及できる場として利用していただく。

（３）「見守りと支え合いネットワーク事業」は委託事業であるが地域の連携が重要である。今後

も区民ひろばでは高齢者対象事業に関わる情報を共有し、引き続き連携して見守っていく。

（４）認知症サポーター養成講座について、昨年度同様、本年度も 2 回程度ひろばの職員を対象
に実施予定。

【補足】

（高齢者福祉課長）

4月下旬に開設した介護予防センターは、1日に 15～20名の方にご利用いただいている。
高齢者対象の事業を実施しており、区民ひろばとの棲み分けは難しいものの、介護予防センタ

ーでは効果測定を実施している。今後は、調理・会食設備の整備を積極的に取り組んでいく。

高田地区にあるため、全地域への周知は難しいが、今後も周知を継続していく。

高齢者が多くなっているなか、区民ひろばの利用者の中で言動に変化が見られたときには、

各地域の高齢者総合相談センターにつないでいただきたい。
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２．子育て部会について【第 1回子育て部会 6月 19日実施】
（１）情報紙「安全・安心知っとく情報」を年 3回発行し、各ひろばに掲示。「水の事故から子ど

もを守ろう」というテーマで 7月に本年度第 1号を発行。
（２）ミニキッズセーフグッズを部会でとりまとめて購入し、今後も日常生活における子どもの

事故防止の普及を進めていく。

（３）セーフティプロモーション事業として、昨年未実施であった 14施設を対象に「安全行動ト
レーニング」事業を実施。紙芝居型の教材を用いて、参加者に危険を予想させ、安全安心

の意識を高めてもらう事業。現在は委託講師が実施しているが、秋には研修を実施し、ひ

ろばの職員・スタッフが日常的に実施できるようにする。

（４）子育て人材活用事業「子ども支援サポーター」は現在 13名。地域で子育て支援活動をして
いただく場として、区民ひろばを利用いただく。

（５）東西の子ども家庭支援センターが区民ひろばに出張相談計画・実施。昨年度東西それぞれ

で 48回・23回の実績があり、本年度も計画・実施予定。
（６）本年度より「子育てネットワーク」に子どもスキップが加わり、就学前の子どもたちに対

する連携が強化。

（７）区内に住む乳幼児へのサービスとして、ひろばも遊び場を提供できる範囲で協力をする。

【補足】

（子育て支援課長）

平成 27年度から区民ひろばにてアウトリーチ型の相談業務を実施。年々各施設からの要望
も増え、ニーズに追いつかないこともあるが、体制を見直し強化していきたい。現在区民ひろ

ばにおいて、虐待防止の普及啓発を行うオレンジコーナーを設置し、情報発信をしている。34
年 1 月には児童相談所を設置予定のため、今後は社会的擁護の取り組みが重要になる。今後も
地域に根差した活動を継続していく。

３．CSW部会について【第 1回 CSW部会 6月 28日実施】

（１）地域でより良い解決をはかるため、区民ひろばでうけた相談を関係機関につなげられるよ

う連携を深めていくが、個人情報の問題もあり、情報共有のありかたについては昨年度に

引き続き検討をしていく。

（２）今回は各圏域のＣＳＷを含めた全体会として実施したが、来年 2 月までの間に、区内 8 圏
域ごとのエリア会議を実施し、区民ひろばと地域間の情報共有を図り、CSW活動に対する
共通認識を深めていく。

４．SC部会について【第 1回 SC部会 6月 29日実施】

（１）11月 8日に、区民ひろば上池袋において、施設見学と区民ひろばにおける SC関連事業（SP
事業）の紹介を実施予定。 

（２）SP事業の実績をもとに、プロモーション内容を確認。
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【補足】

（セーフコミュニティ推進室長）

本年度はセーフコミュニティの再認証の年であり、11月 8日の午前中には区民ひろば上池
袋において視察を実施予定。区民ひろばは豊島区の SCの特徴である。審査員の中には外国の方
で、初めてひろばを視察する方もいるため、区民ひろばの特色について様々なことを知ってい

ただきたい。

（地域区民ひろば課長）

ISS の認証に関し、区民ひろばにおいて ISS の取り組みをどのような形で区民の皆様に周
知をしていくかについて話が部会内であがった。11月の現地審査では ISSについても最大限に
PRができるよう、掲示物を充実させるなど、周知の方法等について推進室と相談しながら進め
ていきたい。

５．災害対策部会について【第 1回災害対策部会 6月 28日実施】

（１）昨年度、地域区民ひろば課において補助救援センター開設運営マニュアルを作成。5 月に
は所長・事務局長を対象に、防災危機管理課の協力の元、災害時の利用者保護までの図上

訓練を実施。

（２）7月 16日には、さくら小学校での地域防災訓練には、ひろば課職員とジャンプ職員計 9名
が見学予定。また、秋以降、区民ひろば池袋とジャンプ東池袋を併設する区民ひろば朋有

で、補助救援センター開設・運営訓練を実施予定。

案件 3 平成 29年度以降の施設整備について

【資料 3 平成 29年度以降の施設整備について】

（地域区民ひろば課管理グループ職員）

１．施設整備計画について

・区民ひろば南大塚・・耐震改修工事と外壁・サッシ改修工事（東京都が実施）

・区民ひろば清和・・・平成 30年度外壁改修工事
・区民ひろば長崎・・・屋上・外壁改修工事

・区民ひろば要・・・・旧西部保健福祉センターの施設整備に伴い、平成 30年度より全面
改修工事を実施

・区民ひろばさくら第一・・・内部・便所改修
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２．要望書の提出について

・区民ひろば池袋・・・内部改修工事の前倒し

・区民ひろば椎名町・・・整備方針について検討中

【質疑応答】

（副本部長）

財政課とは協議済みか？

（管理グループ職員）

財政課・施設整備課共に協議済み。

【補足】

（副本部長）

基本的な整備は終了しているため、今後は改修工事を実施していく。個々の施設の老朽化

に対応していくため、区全体の施設改修計画の流れとは異なる。老朽化の進捗状況によって改

修スケジュールも変則的となっている。

案件 4 全日曜開館の実施状況について

【資料 4 全日曜開館の実施状況について】

（地域区民ひろば課長）

１．3年計画
7月 2日新たに 8施設がスタートし、昨年実施の施設と合わせると、現在 13施設が全日

曜開館を実施している。30年度には 9施設の開館をもって、全日曜開館を全区民ひろばにて
実施予定。

２．実績

   （１）28年度の 5施設の実績
日曜日の交流事業やファミリー向けの事業等に力を入れた結果、E階層（18～64歳）の

利用者が昨年比で 4.8倍、登録者は 1.7倍となった。また、日曜日に初めて区民ひろばを利用
し、登録した方々の多くは「イクメン」や「イクジイ」と呼ばれる男性である。父親参加の

事業に力をいれ、日曜開館がファミリー層に定着し、今後も区民ひろばを繰り返し利用して

いただけるよう、このペースを維持していく。
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（２）基本計画（2016-2025）の成果指標
基本計画では、子育て世代を含む年齢層（18～64 歳）の新規登録者数を、平成 26 年の

年齢別人口の 2.9%から 10年かけて 5.8%と、倍増させることを目標にしている。昨年度、年
齢別人口の 4.2%を達成し、目標率を大きく上回った。これは 32年度の目標率と同率である。
しかし、区民ひろばでは 1 年ごとに登録更新をお願いしているため、現状の登録者数を維持
した上で増加を図る必要がある。2年目からは定着をさせていくことが重要である。

３．実施の視点

全日曜開館実施施設において連絡会を実施していく中で、登録者の目標値や、事業の見

直し、施設整備について検討し、施設としてより良い向上を図っていく。

【質疑応答】

(学習・スポーツ課長) 

新たな世代の利用者を増やしていくことが目的であるが、障害をもっている方や、外国

人の利用に関して把握はしているのか？また、そうした利用者への対応は？

(地域区民ひろば課長)

区民ひろばは「どなたでも利用できる」施設である。しかし、エレベーター設備のある

施設が 4 施設のみであるため、障害をもっている方へのサポートは人的配慮でカバーしてい
る。現在、年齢別構成に関してのデータは把握しているが、男女比を把握するためにも、集

計の取り方に関して今後の検討していきたい。

（保健福祉部長）

新規登録者に登録理由等の聞き取りは実施しているのか？

（地域区民ひろば課長）

登録時、窓口で職員が簡単な聞き取りをしている。新規登録理由としては、「日曜日も開

館しているため」という回答が多い。

【補足】

（副本部長）

将来的に、マイナンバーカードでひろばの登録や利用ができるようになれば、男女比の

集計等で便利になると考えられる。

まとめ 

（教育部長）

区民ひろばとは情報交換が密にできて、友好な関係を築けている。現在、外部人材を確

保することが難しいため、今後も地域一体となり、学校と区民ひろばと子どもスキップ間で
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良い関係を築いていきたい。池袋第一小学校や池袋中学校は、ISS認証に向け様々な取り組み
を実施している。区民ひろばは地域コミュニティの核であり、区民ひろばを拠点として学校

を支える体制が地域に根付いている。地域の「安全・安心のまちづくり」の中心として今後

もご協力を賜りたい。

（本部長）

    豊島区は「東アジア文化都市 2019」に立候補をする。豊島区は都市間競争から今後国外
都市間との競争になる。豊島区にとって一大事業である。

取り組む事業を今後決定していく中で、区民ひろばで参加できる分野があれば、できる

ことがないかを検討してほしい。是非お願いしたい。

（副本部長）

       出席のメンバーに、案件の内容をご確認・承認していただいたので、引き続き推進して

いくことを確認した。


