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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 30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 31年 1月 29日（火曜日） 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 区民ひろば南池袋自主運営委託本格実施への移行について 

2 地域区民ひろば推進本部 部会報告について 

3 全日曜開館事業の実施状況について 

4 平成 31年度施設改修・大規模改修スケジュールについて 

5 平成 31年度部会構成（案）について 

6 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、企画課長（セーフコミュ

ニティ推進室長兼務）、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、子ども若者課長、子育て支援課長、保育課長、放課後対策課長、指導課長（代

理）、豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長 

出席者 17名 （代理出席者 1名） 

説 明 者 
セーフコミュニティ推進室長、防災危機管理課長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、

子育て支援課長、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 

 なし 

事 務 局   地域区民ひろば課 
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審 議 経 過         

 

案件 1 区民ひろば南池袋自主運営委託本格実施への移行について 

 

【資料番号 1】区民ひろば南池袋における自主運営の進捗状況について 

【資料番号 1-2】自主運営移行モデル事業に関する検証報告＜区民ひろば南池袋＞ 

【資料番号 1-2-①】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（概要版） 

＜区民ひろば南池袋＞ 

【資料番号 1-2-②】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＜区民ひろば南池袋＞ 

【資料番号 1-3】今後の自主運営化に向けて 

 

 

（地域区民ひろば課長） 

区民ひろば南池袋は平成 30 年 4 月より自主運営に移行し、現在モデル事業を実施。そこから 9

月までの取組みを検証し、本日の会議で平成 31年度からの本格実施について検討したい。 

 

■自主運営意向モデル事業実施へのあゆみ 

平成 28年 5月 13日、区民ひろば南池袋運営協議会の定時総会にて、NPO 法人化が決定。その

後、翌年 9 月に NPO 法人みみずくの杜の設立総会を実施し、12 月には東京都から認証決定通知

を受け 1月に法人手続きを完了。平成 30年 4月から自主運営移行モデル事業を開始した。 

 

■検証報告 

検証は、適正な運営並びに事業の維持、向上がなされているかについて検証し、確実な自主運営

の推進を図ることを目的としている。期間は平成 30年 4月～9月までの 6ヶ月間。評価方法は、

利用者アンケート、NPO 法人の自己評価、ほか各種実績報告書などを基に総合的に評価を行なっ

た。項目は「適正な執行・管理」の視点で 5 項目、「自主運営の進捗度」の視点で 8 項目の計 13

項目。総合評価基準はいずれも 5 段階評価としており、C であれば自主運営前とほぼ同じであり

本格実施に移行できるものとしている。 

検証の結果、NPO法人みみずくの杜は基準 Aに該当した項目が 2項目、Bが 6項目、Cが 5項

目であった。 

A評価の項目のうち 1点目は「運営主体が変わったことによる施設運営の満足度」。利用者評価

が 4.4と高い数値を記録しており、利用者の増加にもつながった。2点目は「自主運営の認知度」。

区民ひろば南池袋が、NPO 法人みみずくの杜が区より委託を受けて自主運営を行っている事を知

っているかなどの問いに対し、利用者の認知度は 60％を超えており、前年の西池袋と比べると約

2倍であった。 

反対に C 評価の項目は、事業実施経費が半年で 69.5％であったこと、広報誌やホームページが

未作成であったこと、提出書類が遅延してしまうことがあったなどの理由により C 評価となって

いる。アンケートにおける「住民参加・開かれた運営」「事務局体制・組織の能力向上」の項目で

も「ふつう」「やや不十分」の回答が多かったため C評価となった。 
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その他は全て B 評価であり、総合評価は B の「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」との判断となった。 

 

⇒上記結果をふまえ、NPO 法人みみずくの杜による区民ひろば南池袋の自主運営が平成 31 年

4月より本格実施となることを決定する。 

 

■今後の自主運営化に向けて 

現在、区民ひろば上池袋運営協議会が平成 32年度の自主運営化を目標に準備を進めている。ま

ずは平成 31年 5月の総会にて役員、委員の意思決定をする予定。ほか区民ひろば池袋・朋有・駒

込では、自主運営化した区民ひろばの NPO法人と意見交換を行なうなどを取組んでいる。 

 

 

◇質疑応答◇ 

（保健福祉部長） 

C評価となった「事務局体制・組織の能力向上」について、対策は検討しているか。 

⇒（地域区民ひろば課長） 

地域区民ひろば課と事務局との連絡体制を密にし、不足している部分は積極的に取り組

みを行なうよう依頼をしている。 

 

（放課後対策課長） 

C評価となった「住民参加・開かれた運営」について、改善方法は検討しているか。 

⇒（地域区民ひろば課長） 

主体は NPO法人になるため、区民ひろば南池袋の利用者・利用団体が多い特徴を活かし

懇談会を行なうなどの取組みを強めてほしいと伝えている。 

 

（副区長） 

自主運営化は、NPO法人みみずくの杜の方々が自ら要望したものか。 

⇒（地域区民ひろば課長） 

当初は区から働きかけていたが、現在は自主運営化に対し強い意気込みを示している。

そのことについて理事長も事業の挨拶などで話しているため、「自主運営の認知度」が高い

数値を示しているのではないかと考えている。ほかにも、理事や事務局スタッフ自らが創

意工夫し愛される取組みを行なっているため、今後さらに盛り上がっていく事を期待して

いる。 
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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】平成 30年度地域区民ひろば推進本部 各部会報告と次年度に向けて 

 

 

■災害対策部会 

（防災危機管理課長） 

区民ひろばの補助救援センター開設・運営訓練の実施、その開設運営マニュアルの改訂を 2つの

柱として活動した。開設・運営訓練を平成 30年度は 4館での実施を予定しており、内 3館はすで

に終了している。4館目は 3月 13日に区民ひろば上池袋で予定しており、運営協議会と施設職員

を中心に施設の実情に合った訓練を計画中である。平成 30年末までに訓練を実施した区民ひろば

は 6館のみであり、未実施の 16館についても順次実施していきたい。 

平成 31年度は、良好な通話が可能となる IP無線を区民ひろばへ導入、そちらを利用した訓練、

救援センターと補助救援センターとの合同訓練の検討などを予定している。 

 

■高齢者部会 

（高齢者福祉課長） 

平成 30年度は介護予防センターに関する情報交換も含めたこと、としまる体操や認知症施策に

関する事業などを中心に活動を実施。また、車椅子の貸し出し事業なども連携して行なった。平成

31 年度は主に 3 つの事を中心に区民ひろばとの連携を計画している。1 つ目は、フレイル対策を

見据えた介護予防事業の強化。2つ目は、介護予防センターから区民ひろばへのアウトリーチによ

る連携強化である。介護予防センターとしては現在、高田介護予防センターがあり、また平成 31

年 5 月にはフレイル対策センターを開設する予定となっている。その 2 つのセンターと区民ひろ

ばがアウトリーチで連携し、多様な主体が支え合い安心して暮らせるまちづくりを目指す。そう

した中で 3つ目として、現場施設と担当課との情報共有を密に行ないたいと考えている。 

 

■子育て部会 

（子育て支援課長） 

子ども若者課による子育て人材活用事業については、平成 30年度は地域の子育て支援の充実に

向け、子育て人材活用を定着させるため「子ども講座」を実施。しかし講座を受講した後、子育て

サポーターとして登録したのは 11 名、内 10 名がすでにボランティア活動等を経験しており、本

来の目的である「新たな人材の開発」には繋がっていないため平成 30年度末で本事業は終了を予

定している。平成 31年度は「子ども福祉研修」の公開講座実施を計画するとともに、中高生ジャ

ンプにおいて高齢者と関わる事業を実施し、中高生の地域参加を促す取組みに見直す予定。 

区民ひろばと関係施設との連携については、以前より引き続き行われている。東西の子ども家庭

支援センターによる「お出かけ相談」「あそんで相談」は、12 月末まででそれぞれ 100 件前後の

相談があり多くの方にご利用いただいている。ほか、区内保育園は園庭の無い施設が多いため、積

極的に区民ひろばの活動へ参加をしている。今後も各課題を見直しながら継続していく予定であ

る。 
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また放課後対策課としては、迅速な不審者情報の共有を中心に区民ひろばと連携している。現在

はメーリングリストを活用し、関係機関から現場の情報を迅速に共有できるようになっている。

平成 31 年度はそこから更に、地域区民ひろば課からも不審者情報を発信することを計画してい

る。 

 

■CSW（コミュニティソーシャルワーカー）部会 

（福祉総務課長） 

豊島区を 8つの圏域に分け、各 1か所ずつの区民ひろばに CSW常駐しており、定期的にエリア

別の連絡会を実施している。平成 30年度は CSW不在時の相談者への対応、活動の周知などを課

題として取組んだ。まず CSW不在時の相談者への対応については、CSWが外出の際に携帯電話

を常備することを徹底し、また 1 日のスケジュールを区民ひろばの職員と共有することで改善を

図った。周知についても区民ひろばと連携し、ひろばまつりに周知ブースを設置するなどを実施

した。そうした中、区民ひろばでの相談件数は着実に増加している。 

今後はそうした連携を強化しながら、CSWの活動の認知度を高めるために、区民ひろば利用者

のほか職員会議などを活用し職員向けにも CSW活動を周知していく。また、補助救援センターで

ある区民ひろばの役割について共有し、災害時における CSWの役割について検討をしていく。 

 

■SC（セーフコミュニティ）部会 

（セーフコミュニティ推進室長） 

本区のセーフコミュニティ活動は、区民ひろばを活動拠点としている点が特徴である。町会・商

店会・民生児童委員など、地域で活躍している主体が参画し、各セーフコミュニティ対策委員会と

区民ひろばが連携・協働しながら事業をすすめている。また、同じエリアでセーフコミュニティ活

動とセーフスクール（ISS）活動を連携させることで、地域の取組みに大きな効果を出している。 

区民ひろばで実施するセーフティプロモーション（SP）事業は実施回数・参加人数ともに増加

傾向にあり、特に「高齢者の安全」についてはどちらも全体の 6 割を占めている。反対に数値が

低い分野については、各委員会と連携しながら強化していきたいと考えている。 

またセーフスクール活動においても、学校と地域区民ひろば、そして地域を連携した取り組みを

より強化していきたいと考えている。 

 

◇質疑応答◇ 

（保健福祉部長） 

1 月 24 日に開催した補助救援センター開設運営訓練について、参加者から災害時の CSW の活

動について何か期待のようなものがあったか。 

⇒（区民部長） 

補助救援センターは長期間の開設を想定されていないため、CSWは救援センターやある

いは在宅の方々の見守りなどの方面で活躍されるのではないか。 

⇒（豊島区民社会福祉協議会 地域相談支援課長） 

CSWの使命は、制度の狭間などで社会的に孤立している方々と繋がっていることを活か

し、安否確認をまず行なう事ではないかと考えている。その上で、補助救援センターとど

のように連携していくのか今後検討していきたい。 
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⇒（福祉総務課長） 

災害時における CSWと区民ひろばの関係についてはまだ整理できていない。 

⇒（区民部長） 

災害時に相談者が区民ひろばに訪ねてくる可能性も考えられる。そうしたことも想定し、

全体を見渡しながら検討していく事になるのではないか。 

 

 

案件 3 全日曜開館事業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 

 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係員） 

地域区民ひろば課では、「多世代交流の促進」「子育て支援」「区民ひろば事業の充実」を目的に、

平成 28 年から 3 年間をかけ、本年度 7 月にすべての区民ひろばでの全日曜開館が完了。その結

果、これまで平日の利用が難しかった方や、子育て世代を含む 18 歳～64 歳の E 階層と呼ばれる

ファミリー世帯の利用が増加。当初 3 年間で E 階層が 1,656 人新規に登録することを目指した

が、平成 30年 12月末までで目標値を大きく上回る 3,246人が新規登録をしている。そのうち 716

人は日曜日に登録しており、新規登録者のうち約 4人に 1人が日曜日に登録をしたこととなる。 

実際に施設からも父子での来館が増えたとの声が上がっており、日曜日の利用者からは「安心感

があり、大変ありがたい、助かっている」といった感想を多数いただいている。 

今後周知活動の継続のほか、各施設の課題や情報を共有し合いながら引き続き検証を進めてい

く。 

 

 

◇質疑応答◇ 

（放課後対策課長） 

日曜日の区民ひろばに小学生の利用はあるか。また、そのことについて所管課はどのように思わ

れているのか。 

⇒（地域区民ひろば課長） 

小学生の利用もあり、すでに利用されている方々と時間や場所を共有しながら時には交

流をして、区民ひろば的な利用をしている印象。区民ひろば清和では、小学生を対象とし

た事業を実施している。一方で動きが激しくなる場合もあるため、安全面については慎重

に配慮したいと考えている。 

⇒（区民ひろば駒込所長） 

小学生と他世代の利用者がどのようにして一緒に過ごしていくかは、職員同士で話し合

いをしながら対応している。 
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案件 4 平成 31年度施設改修・大規模改修スケジュールについて 

 

（地域区民ひろば課管理グループ係員） 

【資料番号 4】施設改修・大規模改修スケジュールを基に説明。 

 

案件 5 平成 31年度部会構成（案）について 

 

（地域区民ひろば課長） 

【資料番号 5】平成 31年度部会構成（案）を基に説明。⇒承認 

 

 

案件 6 その他 

 

（地域区民ひろば課自主運営支援グループ係員） 

【参考資料 1】区民ひろばにおける「東アジア文化都市 2019豊島」関連事業 

【参考資料 2】つなぐ つながる ひろばのWA2018 実施報告 

上記資料を基に報告。 

 

 

以上 


