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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 2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 12月 18日（月曜日）

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 全日曜開館の実施状況について
2 自主運営の進捗状況について
3 平成 29年度地域区民ひろば推進本部第 2回各部会実施報告について
4 その他

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、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、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、障害福祉課長、子ども課長、子育て支援課長（代理）、

保育課長（代理）、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 19名 （欠席者 2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名（欠席者 1名）
なし

事 務 局  地域区民ひろば課
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審 議 経 過        

案件 1 全日曜開館の実施状況について

【資料番号 1】 全日曜開館の実施状況について
（地域区民ひろば課長）

7月から 10月までの全日曜開館の実施状況について速報をご報告する。

1．基本計画の数値目標に伴う全日曜開館実績
今年 7月 2日に新たに 8施設がスタートし、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。

29年度は 1,387人が新たに登録し、その内日曜日に登録したのは 337人。4人に 1人が日曜日に登
録している。傾向としては、ファミリーの登録が多い。

2．7つの視点による主な取り組みについて
（1）平日事業の見直し
利用者のニーズに合わせ、固定化していた定例事業の内容を見直す。例えば、参加者数が減となっ

た事業、内容が類似している事業を見直すなど。今後は区民ひろば主催の事業を発展させ、サークル

への移行を図っていく。

（2）柔軟な職員体制で運営
「高齢者事業担当」、「子育て事業担当」と固定化していた担当者制を緩やかにし、柔軟な職員体制

を確保。

（3）日曜事業の目的
交流事業に年齢制限を設けず、幅広い世代が参加できる事業を実施する。特に日曜日には町会共催

の防災訓練などの事業を区民ひろばと一緒に実施している。

（4）新たな世代層を取り込む工夫
初めて区民ひろばに来館した方には丁寧な説明を実施している。ファミリー向けの事業（「パパ・マ

マカラオケ」）などを、保育園へ個別に周知することが有効である。

（5）その他（気づき）
日曜日は父親が子どもと過ごすために、区民ひろばを利用しているケースが定着している。

（6）新規登録者が緩やかな協力員・応援団になってもらう工夫

（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
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3．今後の予定
今後は、区民ひろばの新規登録者が協力員になってもらうよう、働きかけについて考えていくこと

が重要。1月には、30年度より全日曜開館が新たに始まる 9施設を対象に、全日曜開館事業連絡会を
実施予定。

（区民ひろば豊成 所長）

区民ひろば豊成は今年 7月に全日曜開館がスタート。日曜日には積極的に世代間事業ファミリーコ
ンサートや季節事業を実施している。父親と子どもが一緒に区民ひろばに遊びにくる機会も増え、親

子での区民ひろばの利用は 7月から着実に増加している。

（区民ひろば朋有 所長）

区民ひろば朋有は、豊寿園とジャンプ東池袋の 3施設からなる複合施設であり、1階と 2階の行き来
には外階段を利用する必要がある。そのため、「円滑な世代間交流」が課題であったが、全日曜開館に

伴い、日曜日に「朋有わくわく SUNDAY」と題したファミリー向けの事業の実施を開始。日常 2階を
利用する子育て世代に、1階でのイベント参加を積極的に促したことで、気軽に 1階と 2階の行き来が
なされるようになった。

（地域区民ひろば課長）

引き続き地域のニーズを把握している現場からの生の声を聴いて実施していくことが大切。 

【質疑応答】

(学習・スポーツ課長) 

全日曜開館では E階層（18歳～64歳）を増やしていくことが大事になるが、区民ひろば全体の延
べ利用者数や、運営協議会・NPO法人の役員数は増えているのか？

（区民ひろば課長）

延べ利用者数は、平成 27年度は約 72万人、平成 28年度は約 79万人。
運営協議会の役員数は、さほど推移はない。

（本部長）

全日曜開館の実施に伴い必要となる経費は？

（管理グループ係長）

事業経費は各施設 10万円。人件費経費と合わせて、平成 28年度は約 966万円。

案件 2 自主運営の進捗状況について

【資料番号 2-1】 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＜区民ひろば西池袋＞
【資料番号 2-2】 概要版
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（地域区民ひろば課長）

1．区民ひろば南池袋について
9月 29日にNPO法人設立総会を実施。法人名称は「NPO法人みみずくの杜」に決定。
12月 16日付で東京都より認証がおりた。12月 28日までに登記を行い、事務局体制を整えるため、
年明けから職員の募集を行う。

2．自主運営移行モデル事業に関する検証報告＜区民ひろば西池袋＞について
・検証対象：NPO法人ひろば西池袋（区民ひろば西池袋運営協議会）
・検証期間：平成 29年 5月～平成 29年 9月
・「Ａ」評価項目について

① 委託経費の執行状況

執行率 85.5％であり、正確な予算執行が期待できる。
② 報告（報告書類の種類と提出状況）

業務委託契約に基づき提出されるべき書類は全て期間内に正確に提出されている。

③ 運営主体が変わったことによる施設運営の満足度

法人が利用者ニーズをつかみ、丁寧な説明が行き届いている。

（1）自主運営の効果
法人の理事・会員自らが利用者やサークル活動へ呼びかけ、「顔と顔がつながる生の PR」を行なっ
ている。また CSWの周知活動や交流などにも力を入れており、相談や緩やかな見守りの「つなぎ役」
として貢献している。

（2）今後の課題・方針
複合施設の特色を生かし、NPO法人ひろば西池袋独自の事業展開により、さらに西池袋の独立性を
深めていく。また、施設全体が発災時の「帰宅困難者受け入れ施設」に指定されていることから、日

常的な環境整備を行なっていくことが必要。

（3）総合評価
検証の結果、総合評価は B。「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」と評
価した。

3．区民ひろば目白について
12月 19日に第 1回運営協議会設立準備会を開催。来年 5月・6月に運営協議会を設立予定。

【質疑応答】

(学習・スポーツ課長) 

自主運営がスタートして 7年経っているが、全体的な財政効果はいくらか？
また、今後の他地区の自主運営の展開予定について伺いたい。

（地域区民ひろば課長）

全体的な財政効果は約 1億 5,000万円。しかし、池袋本町の子育てひろばの開設や、全日曜開館に
伴う事業経費の増により運営状況が変わってきているため、財政効果については単純比較ができない
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状況である。参考数値としてご理解いただきたい。

今後の自主運営の展開については、南池袋以後は予定なし。自主運営の推進には運営協議会の気運

の高まりを見逃すことなく感じ取ることが重要。

また、「施設が整備されたら法人に移行したい」という声が聞かれることから、施設の改修が大きな

ターニングポイントであると考えている。施設整備を進めながら進めていきたい。

（福祉総務課長）

自主運営に移行した後にはどのような課題があるのか。

（地域区民ひろば課長）

区の方針を法人に理解していただくために、説明に時間をかけている。

また、10月 1日には東京都の最低賃金が増額改定されたため、それらを考慮し、NPO法人には次年
度の委託料を積算していただく必要がある。持続的なNPO法人を目指すためには、理事会の若返りが
重要となる。日曜開館を実施するなかでこの課題を克服していきたい。

（本部長）

賃金の上昇はどれぐらいか。

また、現在のスタッフと呼ばれる職員の募集状況について伺いたい。

（自主運営支援係長）

東京都の最低賃金は現在 958円。
スタッフの日給は 7時間 45分勤務の 7,300円であるが、増額改定の影響でこの金額では最低賃金を
下回るため、新たに積算し直している。

（地域区民ひろば課長）

直営は 7時間 1,000円。直営も NPO法人もなかなか応募が集まらない現状がある。

（学習・スポーツ課長）

自主運営スタートから 7年が経過し、次のステップを考える時期ではないのか。自主運営のメリ
ットを明確に示していかないと次の自主運営館が生まれず、既に自主運営したNPOから批判が出る。
そのためには収益を生み出す、自主運営の最終目標である指定管理者制度の導入があるが、検討して

いるのか。

（地域区民ひろば課長）

収益事業をどうするかは今後の課題である。
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案件 3 平成 29年度地域区民ひろば推進本部第 2回各部会実施報告について

【資料番号 3】 平成 29年度地域区民ひろば推進本部第 2回各部会実施報告

1．高齢者部会について 【第 2回高齢者部会 11月 29日実施】
（1）としまる体操の普及は、研修を受講した区民の方の普及啓発の場として、今後は、区民ひろばにも

積極的に取り入れていく。

（2）高田介護予防センターの事業について問い合わせが区民ひろばに多くあるため、都電沿線の区民ひ
ろばを中心に、介護予防センターの事業予定表を配布する。今後は施設の特徴を生かして、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、区民ひろばの機能が最大限発揮できる

体制を確立することを目指していく。

（3）認知症サポーター養成講座を、本年度も 1月 23日と 2月 16日に 2回、研修として実施予定。

【補足】

（高齢者福祉課長）

「としま Plus」にとしまる体操と高田介護予防センターについての記事が掲載されたことで、介護
予防センターの 1日平均利用者が増加。
としまる体操に関しては、様々な区民ひろばで実施されており、1月 21日には区民ひろば豊成で実
施予定。高齢者福祉課で委託しているリハビリテーション連絡会から講師を派遣するため、専門的な

観点から指導が可能。今後も広報を進めていく。

2．子育て部会について【第 2回子育て部会 11月 30日実施】
（1）保育園等各施設からの要望も高い「出張プレイパーク事業」を、区民ひろば豊成にて実施予定。
（2）地域または職員向けの「児童虐待防止ミニ後援会」の開催について、ひろば所長会で案内予定。
（3）区内保育施設マップが新しく改訂。各区民ひろばに配布し、連携を強化していく。
（4）子どもスキップが今年から「子育てネットワーク」に加わり、就学前の子どもに関わる連携がよ

り可能になった。

【補足】

（子育て支援係長）

出張相談については大きく効果が出ている。西部子ども家庭支援センターにおける発達相談につい

ては、相談件数も増加傾向にある。平成 28年度の相談件数は 86件、平成 29年度 11月末現在では 117
件に増加している。今後も区民ひろばと協力していくことが重要となる。

3．CSW部会について【第 2回 CSW部会 12月 6日実施】
（1）12月開催のひろばセンタースクエアイベントでは、CSWの活動紹介コーナーを出展予定。
（2）年内に区内 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。
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4．SC部会について【第 2回 SC部会 12月 7日実施】
（1）11月 8日の再認証の本審査では、区民ひろば上池袋にて SC再認証に向け、現地審査を実施。審

査員からは「区民ひろばの取り組みは世界に類のない素晴らしい取り組みである、good-example
として紹介したい」との高い評価をいただいた。

（2）ISS（インターナショナルセーフスクール）のひろばでの活動についても報告され、地域ぐるみ
で取り組むことの重要性を再確認した。

5．災害対策部会について【第 2回災害対策部会 12月 6日実施】
（1）11月 28日に、区民ひろば朋有にて、初めての補助救援センター開設・運営訓練を実施。今回は

初級編として部会の役割を確認し、実際に施設内を補助救援センターとして見立て設営。工夫を

凝らした訓練となった。

（2）1月 30日には区民ひろば池袋で「応用編」の補助救援センター開設運営訓練を実施予定。

【補足】

（防災危機管理課長）

全日曜開館に伴い父親と子どもの来館が増えているとの報告があったが、防災面では、発災時に開

設運営の担い手になっていただける年齢層の方々なので、大変ありがたい。

災害時に運営の力になっていただくため、防災知識の普及を目的に防災講座など、若い方対象の講

座を実施する場合は、協力する。

案件 3 その他
【参考資料 1】平成 29年度 区民ひろば運営会議議事録
【参考資料 2】「つなぐ つながる ひろばのWA 2017」

1．平成 29年度 区民ひろば運営会議 開催報告について
7月 30日開催。今年は初の試みとして、NPO法人を午前、運営協議会を午後という二部構成で実施。
区民部長より、「地域区民ひろばの災害対応」について補助救援センターについて取り上げた。

2．FF協定における連携事業について
企画課より。西武百貨店本店との共催事業を実施。「ランドセルの選び方」、「足育（ファーストシュ

ーズの選び方）」などの事業を実施。 

3．クールチョイス推進事業について
環境政策課より。環境保全の推進周知を目的に、ひろばまつりにて出店いただいた。約 4,000もの
賛同を得た。

4．地域区民ひろばセンタースクエアイベントについて
12月 21日～23日までの 3日間、センタースクエアにて開催。区内 22の全ての区民ひろばが集結
し、展示発表と舞台発表を実施。
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5．各課情報提供
（教育委員会事務局・教育部長）

ISS（インターナショナルセーフスクール）について、12月 14日に池袋第一小学校と池袋中学校の
認証が内定。2月 6日には認証式を予定。
来年度の認証は清和小学校と高南小学校を予定している。引き続きご協力いただきたい。

（子ども家庭部長）

本年度待機児童ゼロを達成。保育園が増え、6割の児童は施設に入っているが、いまだ約 3.4割の児
童は施設に入れておらず、今後、子育ての孤立化や格差が増すのが懸念される。「ひとり保育」が増え

ている中で、全部の地域で日曜開館が始まるのはありがたい。

また、ミニキッズセーフに関連し、子ども安全センターの施設が古くなってきている。子ども安全

センターは区内にも一か所しかないため、子どものけがや事故防止についての啓発 DVDを作成した。
今後各区民ひろばでも連携があればご協力いただきたい。

（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。


