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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 3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 30年 3月 8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 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 

3 全日曜開館の実施状況について 

4 平成 30年度施設改修・大規模改修スケジュール 

5 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（代理）、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、保育課長、放課後対策課長（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 15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 自主運営の進捗状況について 

 

【資料番号 1】 自主運営の進捗状況について 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

区民ひろば南池袋運営協議会は「NPO法人みみずくの杜」を立ち上げ、30年度 4月よりモデル実施

を開始予定。8か所の区民ひろばが自主運営となる。現在はスタッフの募集が終了し、2月から新事務

局長が臨時職員として勤務している。オープニングイベントを 5 月 19 日（土）または 26 日（土）で

調整中。モデル実施の報告は、次年度 2回目の推進本部会議で行なうことを予定している。 

運営協議会がない区民ひろば目白については、来年度 6 月の設立に向けて今月 26 日には、4 回目の

設立準備会を実施予定。 

 

 

 

案件 2 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 

 

【資料番号 2】 29年度地域区民ひろば推進本部 各部会の実施報告と 30年度に向けて 

 

 

■高齢者部会 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

  高田地区に新設された介護予防センターの機能を確認し、毎月の予定を近隣や都電沿線に頒布し、周

知を図ることとなった。 

 高齢者福祉課が推進している「としまる体操」は区民ひろば豊成で運営協議会が実施。その後、自主

サークル化への支援を行なうなど、区民ひろばでも普及啓発が進んでいる。 

 地域区民ひろば課職員を対象に認知症サポーター養成講座 2 回実施し、46 名が参加。課全体の 8 割

が受講済みとなった。次年度は未受講の職員に対し、高齢者福祉課で主催する職員向け養成講座への参

加を積極的に呼びかけ、事業や利用者対応で活用できることを目指す。 

 

 

（高齢者福祉課長） 

 介護予防センターは今年度 4月から開設しており、周知を進めている。その中で、各区民ひろばから

もご協力いただき感謝している。 

 「としまる体操」については、区民ひろば豊成で 3ヶ月活動したあと、9月に効果測定を行なった。

その結果、筋力などのすべての数値が上がったことが分かった。今後更に広めていきたいため、必要が

あれば連絡をしてほしい。 
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■子育て部会 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

子ども課主催の子育て人材支援事業（子ども講座）を受講し子ども支援サポーターとなった方々に、

区民ひろばでは 4名活動していただいた。 

東西の子ども家庭支援センターが区民ひろばで実施している出張相談は、昨年度より実施施設数、利

用者数ともに増加している。次年度は、入園前のお子さんがいる保護者の方も利用しやすいよう、時間

を午後に変更したり、ニーズに合わせて専門職が同行するなど、更なる相談機能の充実を図っていく。 

保育課からは保育施設の現状について報告を受けている。園庭のない保育施設の増加に伴い、区内に

住む乳幼児へのサービスとして区民ひろばを遊び場として利用してもらうなど、できる範囲での協力を

続けていく。 

来年度は全館で日曜開館が開始するため、子育て事業の充実により一層尽力する。 

 

 

（子育て支援課長） 

 東西の子ども家庭支援センターの出前講座や、区民ひろば南池袋を学習支援の場としてお借りするな

ど、協力していただいていることに感謝している。4 年後には児童相談所を設置する取組みを進めてお

り、「里親を増やす」ことが大きな課題となっている。今後も区民ひろばと協力して進めていきたい。 

 

（保育課長） 

 現在、認可保育園が 61園あるが次年度 4月からは 73園になる。また、小規模保育園等は 25園とな

り、保育園数は確実に増えていっている中、園庭が無い施設が数多くある。近隣の小学校や公園を活用

しているが、区民ひろばも積極的に利用させていただいている。夏にはプールに参加させていただくな

ど、感謝している。 

 

（子ども課長） 

 今年度 1月に区民ひろば豊成で「出張プレーパーク」を実施。好評であったため、また日曜開館もさ

らに拡大していくということで、機会があればぜひ活用していただきたいと考えている。 

 

 

 

■CSW部会 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

 6月に全体会を開き、8圏域の CSWの皆さんにご参加いただいた。2月には圏域ごとのエリア会議を

実施。社会福祉協議会で、エリアごとに関連する事業や関係団体の相関図を作成していただき、それを

もとに横のつながりを確認し整理をした。 

 福祉総務課からは地域保健福祉計画により、CSWを配置する圏域を旧出張所の単位である 12圏域に

拡大するという方針を伺った。区民ひろばへの配置などをどのようにするか、今後検討していく。 

各区民ひろばでは日常的に CSWの存在が定着してきており、利用者に関するケース会議を実施した

り、区民ひろばのイベントでも積極的に周知している。 
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（豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長） 

 突発的な相談を受けた場合、場所の課題が出てくるが、区民ひろばの相談室などを使わせていただき、

有機的な連携ができていると感じる。相談者にこちらの事務所を案内しても、他にも来所者がいるため

相談しづらく思わせてしまう事がある。地域に密着している区民ひろばで活動できることは、相談者に

とってもありがたい。 

 「区民ひろば利用者アンケート」の中で CSWの認知度は 4割程度のため、今後もひろばまつり等に

ご協力させていただきながら周知を図っていく。 

 

 

 

■SC部会 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

 今年度はセーフコミュニティの再認証の年だったため、11 月の本審査では区民ひろば上池袋で施設

見学と事業の紹介をした。審査員の方からは、区民ひろばの活動を“good example（良い例）”として

紹介したい等のお褒めの言葉を頂戴した。しかし、SC の効果検証が難しく課題となっている。現在、

SC部会員で介護予防事業参加者を対象にとした意識調査の集計を行なっており、SC推進室と情報共有

を図りながら今後の事業計画に活用していきたい。 

 

 

（セーフコミュニティ推進室長） 

 来年度以降は対策委員会と区民ひろばの連携をより深めて、協働の輪を強めていきたいと考えてい

る。区民ひろばはセーフコミュニティの拠点ということで、今後もご協力をよろしくお願いしたい。 

 

（地域区民ひろば課長） 

 ISSの取得に区民ひろばも関わっており、所長が地域対策委員会にも参加している。ひろばまつり等

を通じて、児童の皆さんが出演してくださったりして、PR活動を行なっている。 

 SC 部会は ISS の認証を取得している小学校区の所長が参加しており、今後は清和小学校と高南小学

校エリアの所長・事務局長も加わりより連携していきたいと考えている。 

 

⇒（副本部長） 

 ISSも関わってくるのであれば、教育委員会も部会に加わった方が良いのでは。 

 

⇒（地域区民ひろば課長） 

 今後調整していきたい。 

 

⇒（教育委員会事務局・教育部長） 

 以前は加わっていたが、途中から外れた経緯がある。それらも踏まえて調整していきたい。 
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■災害対策部会 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係長） 

 区民ひろばとして初の試みとなる、補助救援センター開設運営訓練を今年度 2 カ所のひろばで実

施。1 回目の訓練は区民ひろば朋有。併設するジャンプ東池袋と一緒に、実際に施設を補助救援センタ

ーと同じ配置などにし、施設見学や役割を確認する基礎編を行なった。 

2回目は区民ひろば池袋で応用編を実施。開設者、避難者、見学者の３つに分かれ、居住スペースの

確保やトイレの設営、避難者が実際に床へ横になってみるなど体験型の訓練を行なった。 

いずれも職員だけでなく運営協議会やNPO法人からの参加を得て、最後に意見交換の場も設けた。

その結果、それぞれの区民ひろばでより具体的な想定が可能になった。また、所長・事務局長のほか、

福祉職・再任用・非常勤職員を対象に、今年度述べ 4回、災害時の利用者保護までの図上訓練を実施。 

現在ひろば課では、昨年度作成した「補助救援センター開設運営マニュアル」の見直しを行なってい

る。実施した訓練の成果を活かし、課題整理に取り組みたいと考えている。 

 

 

（防災危機管理課長） 

 区民ひろばでの訓練を初めて実施したことで、どの部屋に人がどの程度入るができるのかなど、想定

と違っていたりしていた事が分かったと思う。そうしたことを自身の施設だけでなく、他の施設で体験

することも参考になったのではないだろうか。 

 現在、防災危機管理課では、発災直後、救援センターに人が溢れてしまったとして、補助救援センタ

ーはどの程度受け入れることができるのかという事が課題となっている。その中で訓練を通し、施設の

具体的な部屋割りなどができればトラブル削減につながる。 

 この訓練は来年度も 4回実施予定ということで、課としてバックアップしていきたい。 

 

 

案件 3 全日曜開館の実施状況について 

 

【資料番号 3】 区民ひろば全日曜開館事業実施状況報告 

 

（地域区民ひろば課長） 

区民厚生委員会でも報告した内容をお伝えする。29年度に 8施設が加わり、現在は 13施設で全日曜

開館を実施。30 年度は第一・第二と施設が分かれている施設を含めて、9 施設を 7 月から日曜開館す

る。これにより、全ての区民ひろばで実施されることとなる。 

 

18～64 歳の E 階層は日曜開館に伴い、登録が 216％、利用が 136％増加している。また、日曜日の

利用者の半数が E 階層であるという結果が出ている。区民ひろばでは、父親が利用しやすいよう遊具

の整備や事業の実施など環境を整えたり、専用のリーフレットを作成するなどで工夫をしている。利

用者からも好評をいただいている。特に保育園での周知が有効であることが分かったため、保育課よ

り「保育施設MAP」をいただき、各区民ひろばに配布し連携を図っている。 

「区民ひろば利用者アンケート」から、認知度が 8割を超えているという結果が出ている。 

30年度は、新規登録者が区民ひろば運営のゆるやかな応援団になっていただくことを目指すと共に、

町会との連携強化を図っていきたい。 
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（学習・スポーツ課長） 

 資料から 29年度の E階層の新規登録は 2,609人とのことだが、他の階層はどのようになっているの

か。豊島区全体の人口から見ると、この数は 1％にも満たない。同じ人が何度も利用するのではなく、

新規の登録者を更に増やしていかなければならない。利用者の方が、他に広めてくださるような方策を

取らなければいけない。日曜日の事業を魅力あるものにしていくことが、そうした課題解決に繋がるの

では。 

 

⇒（地域区民ひろば課長） 

 豊島区全体で利用登録している方は、28万人の区民のうち 8％ほど。その数値はあまり推移が変

わらないが、E階層の登録数が増えたことにより、乳幼児の数も増えている。反対に減少している

のは F階層の高齢者である。この数字はまだ 2年間のものであるため、今後しばらく推移を確認し

ていきたいと思う。 

事業に関しては、1 年目は周知のための事業というのも実施していたが、それだけが求められて

いる物ではないというのが現場からの意見である。利用者にとって区民ひろばが、良い居場所にな

ることでリピーターが増えるのではとのこと。区民ひろばは“屋根つきの公園”であるというのを

PRしていきたい。 

 

 

 

案件 4 平成 30年施設改修・大規模改修スケジュール 

 

【資料番号 4】 施設改修・大規模改修スケジュール 

 

 

（地域区民ひろば課管理グループ職員） 

○30年度の改修スケジュールを説明 

 区民ひろば南大塚は都が管理する都営住宅、区が管理する区民ひろば、地域文化創造館等の複合施

設。都が実施する耐震改修の実施設計、工事を行なう予定。 

 区民ひろば清和第一は、巣鴨第一保育園が併設している施設。外壁改修の基本・実施設計、工事を

行なう予定。 

 区民ひろば要は西部生活福祉課、西部障害支援センター、西部高齢者総合相談センターとの複合施

設。平成 32年度の全面改築に向けて、30年度はプレハブリースの仕様書の作成を行なっていく。 

 区民ひろば椎名町は、昨年度末に運営協議会会長から要望書を受理し、関係部署と協議を行なって

いる。 

 区民ひろばさくら第一は内部の全面改修を 31年度～32年度にかけて実施予定。その際、エレベー

ターを設置するため、来年度はエレベーター設置の実施設計を行なう。 

 区民ひろばさくら第二では 30 年度の新規拡充事業として、1 階さくらホールに冷暖房設備の設置

工事を行なう予定である。 

 

また来年度は、NPO 法人に運営業務委託している 7 施設に非常通報装置の設置を計画している。こ

ちらは不審者等の対策として、押すと警察本部に通報される仕組みになっている。 
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（副本部長） 

 区民ひろば南大塚は 1 階と 2 階が繋がっていないが、行き来しやすくなるような改修は行わないの

か。 

 

⇒（地域区民ひろば課管理グループ職員） 

  今回は耐震改修のみとなっている。 

 

（学習・スポーツ課長） 

 31 年度から予定されている区民ひろば池袋の全面改修工事では、集会室と区民ひろばが行き来しや

すくなるのか。 

 

⇒（地域区民ひろば課長） 

  運営協議会の方から熱望されているため、可能になるよう計画を進めている。 

 

 

 

案件 5 その他 

 

【参考資料 1】 高齢者人口・高齢化率（町丁目別集計）基準日：平成 30年 1月 1日 

 

 

（区民活動推進課長） 

 町会活性化の条例については、審議が終わり 4月 1日に施行される予定である。この条例が制定され

る理由は、課題となっている町会加入率の低下や担い手不足の解消を目指して、区が町会をバックアッ

プするためである。条例の施行後は、区民ひろばで町会活動の紹介を行なうようなイベント等を計画し

ていき、課題解決を図りたいと考えている。 

 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

○【参考資料 1】説明。 

○平成 30年度の推進本部会議は、全 2回の開催を予定している。 

 


