
1 

 

平成 30 年度 第２回 区民と区長との懇談会 報告書（仲宿地区） 

 ○日 時 平成 30 年 6 月 27 日(水) 14:00～16:00 

 ○会 場 仲宿地域センター レクリエーションホール 

 ○出席者 区民 40 名  

区側 17 名 

区長、政策経営部長、総務部長、危機管理室長、区民文化部長  

産業経済部長、健康生きがい部長、保健所長、福祉部長、子ども家庭部長  

資源環境部長、都市整備部長、土木部長、教育委員会事務局次長  

地域教育力担当部長、仲宿地域センター所長、広聴広報課長（司会）  

 

【第一部 懇 談】 

 質 問 内 容 担 当 部 署 

１. 都健康長寿医療センター跡地整備に関して 危機管理室 

２. 今後の町会活動に関して 区民文化部・危機管理室 

３. 仲宿地域センターレクホールの附帯設備に関して 区民文化部 

４. 仲宿商店街通行人の安全に関して 産業経済部・土木部 

５. 町内の危険な交差点への横断歩道の再整備について 土木部 

６. 公園へのトイレの設置及び桜の植樹に関して 土木部 

７. 板橋第九小学校の跡地利用について 政策経営部 

８. 町会・自治会の掲示板に関して 区民文化部 

 

 

【第二部 地域の実情についての意見交換等】 

 報 告 内 容 

１．民生・児童委員の活動内容について 

２．板橋区スポーツ推進及び青少年健全育成・仲宿地区委員会の委員としての活動につい 

  て 

 

【第三部 区からの情報提供】 
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【区長挨拶】 

 皆様、こんにちは。今日は、大変暑い中、またお忙しい時間にお集まりいただき感謝を申し

上げます。 

 また、町会・自治会の関係の皆様、ＰＴＡや各団体の方々には、大変、ご活躍をいただいて

おります。重ねて感謝を申し上げます。 

 皆様の活動によって、安心・安全なまちをつくっていただいております。特に、先日は、第

29 回目の仲宿まつりが開催されまして、また、今後の予定としましては、妙高のキャンプや区

民運動会が予定されていると聞いております。 

さて、区では、旧板橋第三小学校に、子ども家庭総合支援センターの建設を計画しておりま

す。この子ども家庭総合支援センターでは、現在、子ども家庭支援センターで対応している様々

な取り組みに加え、新たに児童相談所の機能も加え、すべての子どもの健やかな生育を支援す

る体制づくりを行っていきます。 

 また、加賀一丁目の野口研究所の跡地につきましては、史跡公園の整備を予定しております。

これは近代化の産業遺産として活用し、保存していこうという史跡公園でございます。加賀の

持つ歴史、特に加賀藩の前田家の屋敷があった下屋敷の跡地で、明治以降は、国の様々な研究

施設があった場所でもありましたが、戦中・戦後も含め、産業の礎を築いた場所でもあり、野

口研究所や理化学研究所など、日本の科学のトップレベルを築いた産業としての部分を遺産と

して、ミュージアムとして活用していこうと思っております。 

 前回の仲宿地区懇談会の開催につきましては、27 年 11 月 19 日でございましたので、概ね３

年経過しております。今回も地域の課題はもとより、区政全般にわたる課題の話や要望等を伺

いまして、地域の問題の解決、さらには、区の発展につながっていくような、そういう大きな

話につきましても、皆様からお話を頂戴したいと思っております。 

 今年度は、「いたばし No.1 実現プラン 2018」の最終年度で、現在、次期計画３年間を検討し

ています。2019 年度から 2021 年度の 3 年間は、2020 年に開催予定の東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会の前と後の年となりますので、東京 2020 大会のレガシーに焦点を当てた

施策なども考えています。 

社会情勢は、目まぐるしく変わっておりますが、そういった変化を見通しながら、板橋区の

持つ、特に歴史とか文化とか、いろいろな板橋区の強みをもう一度確認をして、発掘をし、さ

らにそれを磨き、いわば板橋らしさを意識した新しい価値をつくり上げていくような取り組み

を推進していこうと思っています。 

 そのためには、消費的なサービスという観点から、いわゆる投資といいましょうか、その場

でもってサービスを使い切るのではなくて、いろいろなものの基盤づくりをして、例えばイン

フラをもう一回整備をし直して、また向こう 30 年、50 年を見越し、歴史を大事にして、さら

に地域の発展を考えていく、今後の板橋の将来を構築していこうと考えております。 

 区民の皆様が、板橋に住みたい、あるいは住んでよかったと思っていただけるような、そう

いう板橋のまちをつくるためには、新しい新たな価値を実感することが必要と思っております。

その土台を築いていきながら、常に先手を打つことに対しまして意識を強めながら区政を進め

てまいります。どうぞ皆様にもご協力を賜りたくよろしくお願いいたします。「東京で一番住み

たくなるまち」の実現が板橋区の目標でございます。ぜひその目標が達成できるように、今日
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お集まりの皆様には、今日は短い時間ではございますが、貴重な有意義な時間にしたいと思い

ますので、どうぞ皆様方の協力を賜りますようにお願い申し上げて、開会のご挨拶といたしま

す。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

【第一部 懇 談】 

１．都健康長寿医療センター跡地整備に関して 

（区民）東京都健康長寿医療センターに隣接している、大山公園の敷地内は氷川町会の防火防

災倉庫がございます。その中には区より配備されましたＣポンプ、Ｄポンプ、スタンドパイプ、

その他もろもろの防災の用具が入っています。場所はちょうど大山公園と跡地の塀の間際です。

今、医療センターは塀が取り残された見通しのいい形で整備されていますので、当町会の防災

倉庫が取り壊されるのではないかと懸念している次第です。大山公園側に、東京都の災害の備

蓄倉庫が建築されるというようなお話を伺っております。当町会としては、ほかに防災倉庫を

移す計画がございませんので、区の担当者の方々のご協力のもと、東京都とお話をいただいて、

できればその備蓄倉庫内の一角に、当町会の倉庫が確保させていただければと思い、区から東

京都に要請を強くしていただくことを期待するものです。 

（区長）東京都健康長寿医療センターの跡地整備についての、特に防災ゾーンについての利活

用についてのお話をいただきました。この健康長寿医療センターの跡地につきましては、現在、

踏切に近いところの整備が終わっておりますが、次は、大山公園の建物の解体を済ませまして、

駐車場や将来を見越した福祉施設の代替施設などを、今の駐車場や建物のあるところにつくる

予定と聞いております。都健康長寿医療センターの跡地整備に関しましては、区立大山公園と

隣接する東側の部分は、防災ゾーンとする方針が示されております。また、医療センター側に

つきましては、東京都の災害備蓄倉庫としてトラックヤード等を兼ね備えて整備をし、ゲート

ボール広場側については、北側エリアとして、防災広場の整備が提案されております。災害備

蓄倉庫につきましては、広域的な物資配送拠点として使うために、東京都が管理をする備蓄物

資以外の収納は難しいとされており、防災備蓄倉庫については東京都が全てを管理するという

回答を得ております。また、防災広場につきましては、大山公園と一体的な活用などにより、

工夫をし、地域の防災能の向上を期待できると思っております。東京都の計画の具体化までは、

それ相応の時間がかかると考えておりますので、その間に防災機能の向上のみならず、地域の

交流とか、あるいは景観性の向上などを含めて東京都に協議、または調整を続けたいと思って

います。今いただきました質問につきましてもお話をしたいと思っております。住民防災組織

と区民消火隊の格納庫につきましても、周辺の整備計画を勘案した上で、最も適切な配置に町

会の皆様と十分に調整をさせていただきながら、検討を進めていきたいと思っておりますので、

どうぞご安心ください。よろしくお願いいたします。 

 

２．今後の町会活動に関して 

（区民）次の３点の事柄を絡めまして、区政の基本的な姿勢についてお話しいただければと思

います。 

第１点は、日本の人口は少子高齢化が進んでいる状況下、町会活動にも会員の高齢化、働き

手以下の一部無関心派、地元育ちの住民と新興集合住宅の住民の存在と、私ども町会規程には
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会員相互の親睦を図り、社会共同生活の安全福祉に貢献することを目的とうたっております。

非常に不安が広がっております。 

 第２点は、現代はその組織的構図がＮＰＯ法人、ボランティア団体、町会・自治会、集合住

宅管理組合等々多岐にわたるような支援体制が構築されています。町会としての位置づけとか

活動範囲のすみ分けが必要なのではないでしょうか。 

 第３点は、区行政においてこれらボランティア集団とか組織に対し、各関連部署、区消防署、

警察署等が立ち位置等指導・助言を行っているか、活動支援がマンネリ化していないだろうか

と懸念しております。 

 以上３点について、防火防災対策を一例に挙げてお話ししたいと思います。阪神淡路大震災、

東日本大震災と現在では火山の噴火が頻発するなど、大きな災害がありました。当町会は板橋

第三中学校が避難場所で、支援協力することになっております。先日も当町会で都・区支援の

東京都災害ボランティアネットワーク事務局長の講演、避難所運営についてお話をいただきま

した。避難所はどんな人が避難してくるのか、避難所運営に必要なことなど、この講演は非常

によかったと思います。これからも講演、あるいは活動方法などご享受いただこうと計画して

おります。 

 区行政では災害対策本部があり、ピラミッドのごとく、トップから末端の区民・住民の避難

方法について、シミュレーションされ、組織化されていることは承知しております。そこで末

端組織である町会は、やはり会則に沿って組織的に活動しなければならないと考えています。

この辺、行政側の組織活動と町会の活動とは雲泥の差があるように思われます。何しろ新規会

員数の減少に歯止めをかけたい、この現状を思いながら、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等々

がどのような立ち位置となって活動するのか、役割分担を明確に周知され、住民サイドが認識

されているのだろうか、町会の役目が行政との目的にギャップが生じていないでしょうか、防

災避難訓練は最小の被害で多くの住民を助けることを願って、会員全員が危機感を持って参加

する体制をとりたい。結論は、会員の町会加入意識の高揚と組織的活動、実践が困難になりつ

つある現状を踏まえ、弱者救済に対する本音での指導対策をお願いしたいと思います。 

（区長）災害対策を支える町会・自治会の活動のもととなる町会員のいわゆる加入促進とか町

会の今後の取り組みがどういうものかということと、また、防災面でいいますと町会・自治会

の地域防災と行政との関係をどのように役割分担するか、そういう大きな２つの質問と受け取

りましたが、それでよろしいでしょうか。 

 今日お集まりの町会・自治会の皆様には、地域のコミュニティを強化しながら、また地域の

住人の皆さんの安心・安全を確保するために、特に住民防災組織やあるいは防災訓練等、様々

に地域の中でリーダー的な存在をしていただいていますことにも重ねて感謝を申し上げます。 

 まず、町会・自治会の現状、地域コミュニティを活性化するために、どのように今後、加入

促進をするかという取り組みについてお話をしたいと思っております。町会・自治会につきま

しては、地域コミュニティの活性化とともに、防災、あるいは防火・防犯活動や要支援者の把

握など、防災面では、大変多くの役割を担っていただいておりますし、区の全般的な施策にも

協力をいただいておりますことに感謝を申し上げます。また、町会・自治会とは、地域の活動

と少し活動の立ち位置が違うＮＰＯ法人とか、あるいはボランティア団体の皆様方は、専門性

を生かした防災ボランティア、例えば語学が堪能な方のボランティアは外国人の方が何か生活



5 

 

に困っている場合には語学のボランティアが担うなど、そういう役割分担の中で、活躍される

ということが有意義と思っております。大きくとらえますと、町会・自治会は、地縁組織とし

て、ＮＰＯやボランティア活動団体の皆さまはご自分のスキルに合った活動をしていると認識

をしています。そして、様々な区政の役割の課題に対しましては、広範にわたる活動を区内全

般に行うことができるのは、町会連合会の皆様並びに町会・自治会さんがやはり中心になって

いると思っております。今後も区政にとりまして、最大のパートナーであるといつも認識をし

ております。現在、町会・自治会の皆さんには、会員の皆さんの高齢化や加入率の低下・減少

が課題になっていると聞いております。現在では加入率が 50％ちょっとと言われておりますが、

大分、一時に比べると加入率が下がっているという状況であると認識をしています。区では、

そういった問題に対しましては、転入届の提出のときに、町会加入促進パンフレットを配付し

たり、区役所で町会活動のパネル展示をするなど、加入促進に向けた様々な支援も行ってまい

りました。今後も続けていこうと思っています。また、町会への加入促進につきましては、昨

年４月からでありますが、区内の不動産販売の事業者の皆さんと協定を締結しまして、各店舗

の窓口において加入促進のパンフレットの配布を開始させていただきました。さらに大規模建

築物等の指導要綱、細則を改正いたしまして、確認申請のときに、またはそれを計画措置で出

すときにそれを受理するという、必ず事業者が手続のときに一定規模以上の集合住宅を建設す

る事業者については、区に対して町会・自治会の加入に関する協議を行うルールを徹底いたし

ました。平成 29 年度の実績によりますと、79 件の協議がございまして、そのうち約 70％に当

たる 54 件の事業者が加入をされていると聞いておりまして、大きな効果があったと認識して

います。そして、新しく区民になった方々との交流も期待をされていると考えておりまして、

今後とも事業者との協議を進めて、町会・自治会の加入促進に取り組んでいきたいと思ってお

ります。新しいマンションにつきましては、そういった接点を大事にされまして、加入をした

後、今度はまたいろいろなイベントや防災訓練等を一緒に取り組みができるようお願いしたい

と思っております。 

もう一点のご質問でありますが、地域の防災力の町会・自治会の防災組織体制と、また区で

危機管理室を中心とした防災の体制が、どのように役割分担をしたらいいかという質問と理解

しましたが、その点につきましてお話をしたいと思っています。 

 まず、宮元親興会に皆さんには、昨年度は 500 人を超える方たちの参加をいただいて、住民

防災訓練を開催されたほかに、区民消火隊のポンプ総合大会では、仲宿睦町会とともに毎年ト

ップクラスの成績をおさめられておりまして、防災活動には熱心な支部と認識をしております。

ご尽力に対しまして厚くお礼を申し上げます。こうした成果とか、日ごろの訓練は、参加者の

みならず地域の皆さんにも大きな安心感をもたらすとともに災害時には区民の生命・財産を守

る、救うためにつながるものと考えておりまして、感謝するところでもございます。災害対応

における町会の皆様と区の役割分担の質問でございますが、まず町会の皆様におかれましては、

地域のことを熟知された方々でございますので、まず人と人とのネットワークを生かした住民

防災組織として初期消火、そして応急救護、また体育館等での避難所の開設・運営、災害の広

がりを最小に抑えるための活動を行っていただくことにまず重点を置いて、その活動から大き

な期待をしております。一方、区につきましては、地域の防災活動に必要な機材の整備とか、

あるいは最近公園等に整備をいたしましたスタンドパイプなど新しい災害対応器具の普及と
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か拡大、また各種訓練の協力、バックアップなど避難所への資材・食料の供給など、地域の防

災活動の支援に対しまして、バックアップ、情報提供、そういったものを中心に担っていこう

と思っています。今後とも地域の皆様と区の連携をさらにパイプを太くしながら、地域の皆さ

んのいわゆる自助と共助、そして区の関係、あるいは消防とか警察とか自衛隊も含めたそうい

った公助をもちまして、区民の安心・安全という共通の目的に沿ってともに進んでいきたいと

思っておりますので、また一つ一つ確認をしながら進めていこうと思いますので、防災訓練に

つきましても、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

３．仲宿地域センターレクホールの附帯設備に関して 

（区民）仲宿地域センターレクホールの附帯設備について質問します。町会・自治会の総会等

で仲宿地域センターのレクホールを利用させていただいております。他のセンターではレクホ

ールに附帯設備であるカラオケがありますが、当ホールの仲宿地域センターにはカラオケがあ

りません。和室２階にカラオケが設置されておりますが、足腰の不自由な方がおり、なかなか

利用したくとも利用ができないのが現状です。レクホールに附帯設備であるカラオケを設置し

ていただければ、机と椅子が整備されていますから、足腰が不自由な方でも利用しやすく、さ

らにカラオケを目的とした利用者が増え、レクホールの利用率も向上すると思います。附帯設

備であるカラオケを設置していただければ、町会・自治会でなく、多くの区民の利用をも増え

ると思いますので、ぜひともレクホールにカラオケを設置していただければと思っております。 

（区長）カラオケは元気になりますね。ですからカラオケの設備を地域センター等には必ず設

置をしまして、多くの皆さんに歌を歌いながらコミュニティをつくり、そして自分の歌を歌う

だけではなくて、聞いていろいろな昔の歌を思い出しながらコミュニティをつくることが非常

に大事だと思っております。 

板橋区全体の地域センターの中でのカラオケの設置状況をお話ししますと、高島平地域セン

ターを除きまして、17 の地区において地域センター等にはカラオケ機器を全て設置しておりま

す。そして 17 地区のうち和室・洋室・レクホールのいずれかに１台のみ設置している地区が 12

地区ございます。そして 2 台設置をしている地区が５地区ございます。今後でございますが、

カラオケの機械を２台に増設するに当たりましては、カラオケ機器のリース料を考慮しながら、

利用実績を勘案して決める必要があると思います。現在、仲宿地域センターのカラオケのご利

用の回数につきましては、月平均６回と他のセンターに比べるとちょっと少ない状況にござい

ます。そして和室とレクホールの両方の設置をすることは、そういった状況から全体のバラン

スを考えますと、もう少し稼働率が上がるといいなと感じています。カラオケ機器を、例えば

和室からホールに移設することは可能ですが、レクホールは面積が広くて、この場所を使うと

使用料が上がってしまうので、カラオケを歌う方が、人数が多ければいいのですが、人数が少

ないと割高になってしまうということがございますので、和室での利用を希望されるお客様を

考慮する必要があります。 

 カラオケ機器の設置する場所につきましては、利用者の皆さん方のご意見を聞きながら検討

していきたいと思っております。今日は即答できませんが、利用状況とか、あるいは和室が他

の階にありますので、そういうものも勘案しながら調整をお願いしたいと思っております。 
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４．仲宿商店街通行人の安全に関して 

（区民）今回の質問は、以前にも同じような質問を出しましたが、直っていない状況なので、

改めて質問させていただきました。仲宿東町会は仲宿商店街にほとんど面しています。商店街

は、通行人の安全、それから防災関係の問題、有事の際の問題も含めまして、通常は４時から

７時までが車が入れない通行禁止になっています。利用客はお昼から夕方までに集中しており、

商店の中には、道路まではみ出し陳列する店舗があります。その店舗にお客様が来ると、自転

車に乗ってくるとそのはみ出したところからまた自転車を置くということになるので、車が通

行すると通行人が危ない状況も生まれてきます。なおかつ、一部分ですが、消火栓のところま

で荷物が置いてあるという状況もあり、有事の際にそういうものを使わなくちゃいけないです

から、そういうところを配慮していただきたいと思っています。警察も動いてくれており、警

官が見ていると陳列は引き上げるけれど、いなくなるとまた出すんです。商店街としても、注

意はしているようですが、やはり罰を与えることはできませんから、そういう意味では、行政

で罰則じゃないが、そういうものも考えていただければいいのかなと思います。 

また、駐輪の見回りの方たちがいらっしゃいますが、その人たちは駐輪の放置自転車を見て

回っているときに気がついたところを報告してもらって、それに対して対応していくというこ

とができるのではと思います。 

（区長）仲宿商店街の通行人の安全に関しまして２点のご質問をいただきました。このご質問

は以前にも頂戴をしておりましたが、今、仲宿地区は人口も増えておりますし、非常に商店街

も活気があるので、地域としては安全性を確保できれば、もう言うことないと思っているとこ

ろです。一方で、やはり安全面では、車道でございますので、そこに自転車や、あるいは店舗

の陳列が前に出てくると非常に危険ですので、ルールを各店舗の皆様方が守っていただければ、

その問題の多くは解決すると思っております。 

 この仲宿商店街におきましては、一部の店舗において道路の白線部分まで商品を陳列するこ

とや、あるいは買い物の自転車が店先にあふれている光景が見受けられております。特に歩行

者と車の接触の危険など、安全性の点で問題があると区では認識しています。 

 これにつきましては、毎年板橋区商店街連合会等の会合等の機会を通じて、違法な商品の陳

列や駐輪対策に取り組むように何回もお話をしております。今回のご意見を受けまして、板橋

区では担当の課長、係長、職員が現場を確認するとともに商店街の理事長様を訪ねまして、商

店街の会議等で改めて違法陳列や駐輪対策について、注意喚起による徹底を依頼いたしました。

また仲宿商店街と区と警察の３者合同によって、はみ出し陳列の取り締まりパトロール、を毎

年、年に２回実施をしております。悪質な店舗前の駐輪につきましては、放置禁止のタグを自

転車に取りつける、ハンドルのところにそのテープを張るような対策も講じております。なお

次回のパトロールは９月に予定をしております。日ごろから往来の多い商店街におきましては、

安全に通行ができて、また安心して買い物ができる環境づくりが何よりも、地域にとりまして

も商店街の活性化が不可欠であると考えております。今後とも地域の皆様に親しまれて支持さ

れる商店街として、そういった環境づくりをいたしたいと思っておりますし、ともにつくって

いこうと思っておりますので、これからもご協力をお願いします。 

 また、もう一点は、放置自転車の見守りをやっている方がいらっしゃいますが、そういう皆

さんに、今回のこの店舗に関する見守りもあわせてできないかというご提案でございます。仲
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宿商店街を含む区役所周辺の放置自転車対策として配置している防止指導員の皆様に実態の報

告をしてもらい、それに基づいて対策を講じることも考えていきたいと思っております。今後

も状況をご覧いただいて、何かありましたら、またご連絡いただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

５．町内の危険な交差点への横断歩道の再整備について 

（区民）町内で一番危険な交差点の横断歩道の再整備をお願いします。場所は、仲宿商店街、

ライフの角、を右へ曲がった最初の十字路です。この十字路にはもちろんカーブミラー等がつ

いていますが、道路面の横断歩道のペイントがはがれて見づらくなっている状況でございます。 

 この道路の脇道にあすなろ保育園、太陽の子保育園等がございまして、お母様方などがお子

様をお迎えにくるちょうど４時ごろは、商店街は車が通れなくなるので、非常に交通量が多く

なります。そういったところの横断歩道のペイントが剥がれているので、非常に危険度が高い

と懸念しておりまして、事故防止、また安心・安全なまちづくりのためにも、ぜひとも耐久性

の高いペイントなどで、整備してほしいと思います。 

 あわせて、18 番地、19 番地の金沢小学校の集団通学路で、カーブミラーの設置してある横断

歩道も非常に薄くなっています。やはり交通量が相当あるかと思われますので、安全のために

もぜひともご検討願いたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

（区長）町内の危険な交差点への横断歩道の再整備のご質問をいただきました。場所は仲宿 28

番、29 番地先の交差点、もう一カ所が仲宿 18、19 番地の先にある横断歩道の２カ所でござい

ますね。私も写真を拝見しまして現場も見てまいりました。大分劣化をしておりますので、問

題があると思います。道路の交通標識につきましては、これは警察の業務でございますので、

一時停止線と横断歩道の塗装につきまして、区では、所管の板橋警察署に塗り直しの要望を既

にしております。警察がいつ直してくれるのかということについては、まだ明言をいただいて

おりませんので、再度また要請をして、早くこの対策をしていただくようにお願いしますので、

今しばらくお時間をいただきたいと思っております。事故が起こっては遅いので、早くしたい

と思っております。また、町会・自治会の皆さんにおかれましては、交通安全活動にご理解・

ご協力を賜り、また特に子どもたちの幼稚園、また保育園、そして小中学校の児童生徒の見守

りに対しましても、いつも心にかけていただきまして、本当に感謝するところでもございます。

今後とも学童の安心・安全も含めて交通安全につきましてご協力をお願いいたします。 

 

６．公園へのトイレの設置及び桜の植樹に関して 

（区民）公園へのトイレの設置と桜の木の植樹のお願いでございます。稲荷台自治会には、区

が管理している公園が２カ所あります。どちらも滑り台やブランコ等、遊具は設置されていま

すが、稲荷台第二児童遊園にはトイレがありません。この稲荷台第二児童遊園の隣接地に 12 階

建て 92 世帯のファミリーマンションが今、平成 31 年１月竣工予定で建設中ですので、この公

園を利用する子どもたちも一遍に増加することが予想されます。 

 また、同様に区内のトイレのない公園にも設置をお願いし、あわせて桜の木を植樹していた

だければ、お花見などができて近隣住民の交流の場となり、地域のきずなも生まれることにな

ると思います。区内の公園の環境整備には順番があるかと存じますが、稲荷台自治会内にこの
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ような大きなファミリーマンションができるのは初めてでありまして、利用者の増加が予想さ

れる今、何とぞ優先的に公園内の環境整備をお願いする次第でございます。 

（区長）公園のトイレの設置及び桜の植樹について、２点のご質問をいただきました。いつも

公園の管理等、様々な安心・安全も含めて、ご理解・ご協力誠にありがとうございます。今、

区では全般的な話として、公園を安全で、またユニバーサルに誰でも使えるように整備するこ

とによって、地域の新しい魅力のある場所としようと思っています。稲荷台第二児童遊園も地

域のコミュニティの核として、また新しいマンションの若いファミリーの皆さんもたくさん使

われると思いますので、そこでまた新しいコミュニティが生まれるような公園づくりをしてい

きたいと思います。 

 まず、公衆トイレの件でございます。区の公園と公衆トイレにつきましては、これまで平成

28 年２月に公園・公衆トイレの適正配置・改修計画を策定して、一つのルールを決めました。

全ての公園と小さい公園でもトイレをつくるのではなくて、ある一定の公園の配置があるとす

ると、その公園で大体どのぐらいの距離感と規模にトイレがあればいいかということを、まず

考えていきました。半径 250 メートル以内に公衆、あるいは公園トイレがある場合については、

原則としてそれを１つとして、２つ目は新設をしないというルールをつくっています。稲荷台

の第二児童遊園につきましては、近くに稲荷台児童遊園にトイレが設置を既にされております

ので、その 250 メートルの円の中では充足をしていると判断をしております。したがいまして、

今回は大変申し訳ございませんが、トイレの新設は難しいものと考えておりますので、ぜひご

理解を願いたいと思っています。 

 そして、もう一点の桜につきましては、公園の利用者の皆様方や利用する方たち、また維持

管理に支障ない場合であれば、植樹は可能であると考えています。桜の木というのは非常に伸

びるのが速く横に枝をずっと伸びて、同じように根っこが生えてきます。枝を大きく伸ばして

いける適切な場所を選び、稲荷台の第二児童遊園の広さを考えて植えさせていただき、また相

談をさせていただきます。ぜひ地域のシンボルとして、大事にしていただきたいと思っていま

す。植樹をする場合には、南部公園事務所と日程の調整をしていただいた上に現地の確認をし

て、ここに植えましょうというように決めますので、そのときは現地の確認をお願いしたいと

思っております。 

  

７．板橋第九小学校の跡地利用について 

（区民）本年３月に第一小学校へ統廃合された板橋第九小学校跡地利用に関して、お話ししま

す。以前より栄町自治会、栄町福寿会とともに竹林の整備活動や夏恒例のデイキャンプ等の活

動を通して、子どもたちと世代交流と高齢者を主体とした同様のコーラスを、長年にわたり、

板橋第九小の多目的教室を利用して活動してきました。統合後においても継続して、１階の多

目的教室を利用させていただくことお願いいたします。 

（区長）ただいま板橋第九小学校の跡地利用についてのご質問をいただきました。地域の子ど

もたちの活動に対しまして、深いご理解、誠にありがとうございます。また、第九小学校の統

合につきましても、いろいろと皆様にご協力をいただきましたことにも、重ねて感謝を申し上

げます。 

さて、この板橋第九小学校につきましては、平成 30 年４月１日をもって板橋第一小学校と統
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合いたしました。学校跡地という特性を踏まえた最適な利活用については、現在検討を行って

おります。本格的な活用については平成 33 年度以降となる見込みでございますので、それまで

の暫定利用の期間中、今まで利用されていた方につきましては、継続して利用できるようにし

ようと考えております。 

 

８．町会・自治会の掲示板に関して 

（区民）町会・自治会の掲示板の掲示物は重要なお知らせが貼られております。日時が入って

いるものも当然ございます。その掲示物が風雨にさらされると、飛ばされたり剥がされたりし

まっているものが見受けられます。掲示後もすぐ後に台風が来て、ほかの町会様や自治会様で

も掲示板に画びょうだけが刺さっていて、掲示物が全部剥がれているというような悲惨な状態

をよく目にいたします。 

そこで、まず掲示板にビニールを張っていただき、掲示物が剥がれないように守っていただ

きたい、それがかなわないということでしたらば、多少紙がかたいものがあれば大丈夫なのか

なという思いと、あと掲示物に文章がびっしり書かれてしまうと、画びょうでとめるそこの部

分の字がちょっと隠れてしまいますので、少しのりしろというか、余白を開けていただきたい

と思います。 

（区長）町会・自治会の皆さんに管理をお願いしております板橋区の掲示板に関しましてのご

質問をいただきました。町会の皆さんには地域のコミュニティの維持とか活性化への活動を含

めて、地域の情報や行政情報の発信のために掲示板の維持・管理にご協力、誠にありがとうご

ざいます。 

 情報化の時代ですが、いざというときの防災等、いろいろな面で町会の掲示板は非常に重要

だと思っておりますので、これからも大事にしたいと思っています。一方では、皆様方のご尽

力によらなければできないことですので、Ａ４のコピーに対しまして、画びょうも６本も９本

も打ち込んでいただいている状況を拝見すると、本当にありがたいです。そういう気持ちに支

えられて区政があると、本当に思っているところでございます。 

 今回のご質問は、掲示板の設備が前進すれば大きく解決する問題です。掲示板につきまして

は、カバーを取りつけることによりまして、掲示物を守ることは可能であると考えられており

ます。地域の皆様から風雨対策としてのご要望いただいておりますので、風雨対策に取り組ん

でいく必要があると認識しています。風雨対策として既存の掲示板にアクリル板をつけて、非

常に効果を上げた他の自治体の事例を参考にしながら、検討していきたいと考えています。ま

たポスターの紙質がかたいもの、風で飛ばないような厚いものにすると、確かに防水性は若干

違うと思いますが、やはり一定程度コストが上がってしまうということでございますので、課

題もあると感じております。掲示物に画びょうを刺すための余白をとることについては、なる

べく画びょうが刺しやすいように印刷物をつくってくださいということを区内や関係機関に依

頼したいと思います。 

 

【第二部 地域の実情についての意見交換等】 

（司会）本日の懇談会には地域で様々な活動をされている方々にもご参加いただいております。

活動のご様子などを本日はお二方にお話しいただければと思います。 
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（区民）仲宿地区民生・児童委員をやっております。まず、地区の活動については、私は、老

人会と民生・児童委員協議会、それから新しく始まりました支え合い会議・仲宿、板橋区の生

活支援体制整備事業の第二層の協議体の運営に関わらせていただいております。 

 まず、老人会は、主に清掃やグランドゴルフ、輪投げ、カラオケなどできるだけ高齢者の方

に外に出て活動していただくということを心がけて活動をしております。そのほか、会報を月

１回発行し現在 616 号ということで、1968 年ぐらいからずっと毎月１回、地域の方の高齢者の

情報誌として発行し、そのほか文芸誌を年１回発行させていただいております。 

 問題点は、どこのところでも同じかと思いますが、出てこられる高齢者の方が固定されてい

ます。高齢化社会と言われておりますが、意外と高齢者の会員が増加しないということです。

それからいろいろ活動プログラムを増やしたいと思っており、月 100 円という会費と区、それ

から町会の補助をいただいて運営しておりますが、なかなか厳しいというのが現状でございま

す。次に、民生・児童委員協議会・仲宿地区でございます。24 名の民生委員、そのうち主任児

童委員が２名という体制で活動し、月１回の協議会、各部会、子育て支援、障がい福祉、高齢

福祉、児童福祉、生活福祉、主任児童委員会の６部会があり、イベントやボランティア等で、

活動しています。仲宿地区の状況は、高齢者が増加していると、これはもうやむを得ないこと

でございますので、見守りを今後強化していきたいと考えております。それから児童につきま

しては、児童虐待とかというのはあまり委員会の中でも出てきません。比較的落ち着いている

のかなと考えております。新しく児相ができるということでございます。今後の課題でござい

ますが、ご承知のように年１回高齢者の見守り調査というのをやらせていただいております。

今年はもう既に終わっておりますが、昨年度は 70 歳から、今年は 71 歳以上が調査対象でござ

います。年々75 歳まで引き上げているということになりますが、民生委員にとりましては調査

対象が減るので、負荷が減るということは非常にいいことだと思いますが、逆に本来の目的で

ある高齢者をどのようにサポートしていくかということになりますと、そういうことで高齢者

の情報が欠落していくということになるのではないかなという心配をしております。これは、

個人情報の問題もあるかと思いますが、別途何かのリスト等を頂戴して、高齢者の支援に活用

できればいいのかなと考えております。 

 次に、支え合い会議・仲宿でございます。先ほど申し上げました板橋区の生活支援体制整備

事業第二層協議体の運営でございますが、現在、過去３回打ち合わせをいたしまして、４月か

ら正式に支え合い会議・仲宿ということで活動を開始させていただいております。８町会より

14 名、それから地域包括、社協、おとしより保健センターから出ていただきまして、打ち合わ

せをさせていただいております。そのうち、民生委員が 12 名、福祉事業者さんが１名、それか

らサロン運営者さんが１名という構成でございます。我々としましては、もう少し地域の一般

の皆様にご参加をいただければいいかなと思っていますが、なかなかご参加いただけないとい

うのが現状でございます。本会の目的は地域における支え合いの体制づくりということで、板

橋区の地域包括システムが目指します、いつまでも元気に暮らすための生活支援介護支援の仕

組みづくりの一環ということで、支えられる高齢者に対して支える側、元気な高齢者に軸足を

置いた施策をつくっていこうと、いわゆる板橋区の目指すＡＩＰを実現していこうということ

でございます。現在までにどのような活動をしたかというと、各町会長様、各町会の役員、各

町会の皆様にこの支え合い会議がどういうものかというご説明をさせていただきました。６月
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には、家庭・地域における仲宿地域における介護予防の課題とか問題とかということに協議を

いろいろさせていただきまして、多くの意見が出てまいりました。こういったものを参考にし

ながら、今後いわゆる仲宿地域の資源マップ、例えばサロンとか集会所とか、活動プログラム

とか、イベントとか、あるいは各町会そのものとか、老人会とかそういったものを、８町会、

横串を通したそういう情報を提供する仕組みをつくって、コミュニケーションが図れる場所を

皆さんに知ってもらうということを、高齢者に的を絞った形で、資源マップをつくっていこう

と考えております。こういったマップをつくることで、さらにこのマップからサービスを提供

していただける人、逆にサービスを使う人、使っていただける人をマッチングさせるような仕

組みづくりをいたしまして、さらにただ使うだけ、提供するだけではおもしろくないので、例

えばマイレージとかポイントとか、そういった仕組みづくりもできればいいかなと考えており

ます。これはまだ今後構成員の皆さんと打ち合わせをしながら、仕組みづくりをつくっていく

予定をしております。仲宿の地区では、集まる場所が少ないというのが現状でございます。８

町会ございますが、一応サロンが８、そのうち高齢者向けというサロンが４、児童向けが、誰

でもいらっしゃいというのが２ということで、集まる場所が少ない。今後は支え合いの場づく

りとしてそういうサロンの立ち上げとかにも関わっていきたいと思います。他の協議体との交

流、あるいは関連団体、行政とか包括、社協、そういったものとの連携、協働を図りながら、

最終的には住民の皆さんが安心・安全、心豊かにその地域で暮らしていけるような社会、いわ

ゆるＡＩＰの実践を図っていくために、今後支え合い会議でずっと頑張っていきたいと思って

おります。 

（区長）ただいま、民生・児童委員さんの活動について大変詳しくわかりやすくご説明をいた

だきました。本当ありがとうございました。私も正直言って、このように民生委員さんが地域

で、いわばご自分の民生委員さんとか経験を生かしながら、さらに地域でネットワークをつく

っているという点で、努力に対し本当に感謝申し上げます。 

 特に本年度は、民生委員制度が始まって、これは 100 年前に岡山で始まった運動ですが、そ

の運動が全国に行き渡りました。東京都でも岡山の次の年に始まって、100 年目という節目を

迎え東京都や板橋区でもイベントを過日開催させていただきました。民生委員さんの先人の皆

様も含めて、地域の福祉の中で活動が非常に大事だということが再認識されました。この地域

の活動が今地域の様々な社会情勢とか、あるいは今の現代の社会のあり方を含めて、いろいろ

な意味で民生委員さんの活動が変化をしているという事実もありますので、民生委員さんと社

会福祉協議会、また板橋区、地域の福祉を支える皆さんが、公助、自助、共助の取り組みを進

めていこうということ決意をしたところでもございます。 

 先ほども話に、ＡＩＰという言葉が出ましたが、これは板橋区でいち早く進めてまいった取

り組みでございます。ＡＩＰの頭文字、Ａは Aging、Ｉは in、場所、Place、したがってこのＡ

ＩＰは、ずっとこの場所に地域に住み続けるためにどうしたらいいかということの頭文字でご

ざいます。その取り組みのために昨年度、特に本年度から本格的に第二層の協議体という話が

ありましたが、民生委員さんを中心として、また地域の事業者とか、あるいは区職員も含めて、

地域包括ケアシステムを、地域ごとに仕組みづくりを進めていこうということでございます。

先ほども、すばらしい今までの活動をご紹介いただきました。地域の資源マップは非常にこれ

は有効ではないかと思いまして、ぜひこれは仲宿から発信をしていただいて、各 18 の地域セン



13 

 

ター全てに地域の人たちが支え合いをするために、例えばレクリエーションであったり、安心・

安全のための取り組みをするグループ、いろいろな主体するグループとかあるいは場所、そう

いうものをあらわすことは非常に重要だと思っております。 

 今後とも高齢者のみならず、コミュニケーションが伝わるような取り組みとして、資源マッ

プの作成を充実していただきますようにお願いしたいと思いました。区としましても協力をし

たいと思っております。 

 そして課題もございました。集まる場所が少ないということについては、区もよく状況を見

ながら、地域の活動拠点として民間のものも含めて、どのようにしたら地域の皆さんがコミュ

ニティを図れるか、その辺を十分に考えていきたいと思います。 

 この７月には、板橋区と金沢市が友好都市に結ばれて 10 年目を迎えました。商店街の皆さん

の協力を得て、この 10 周年の記念イベントを仲宿の商店街等で実施を企画しております。昔の

板橋宿のあった本拠地の仲宿が金沢ともっと強い結びつきになるように願っています。地域の

皆さんにも参加できるような、これからの交流が市民同士でできるような、そういう取り組み

を考えたいと思います。 

 少し脱線をしましたが、民生・児童委員の皆様の活躍に、敬意とまた感謝を申し上げます。

どうぞこれからも地域福祉を支える重鎮として、ご協力を願いたいと思っております。ありが

とうございました。 

（司会）それでは、お願いいたします。 

（区民）私からは板橋区スポーツ推進及び青少年健全育成・仲宿地区委員会の委員としての活

動について、少しご報告とご提案をさせていただきます。 

 私たちの活動は板橋区で 60 人、仲宿地区に３名、氷川町会と東町会とＪＲ自治会の３名で活

動しております。主な活動ですが、１つは板橋区スポーツ推進委員協議会の仕事、それから東

京都スポーツ推進協議会の行事、それから青少年健全育成仲宿地区委員会、この地域の行事を

担当しております。それともう一つ、私は自治会の役員待遇でやっていますので、自治会の役

員の行事も参加させていただきます。 

 それらの行事を通じて、いろいろ私は活動的でとても楽しい思いをさせていただいているの

ですが、行事が非常に頻繁で、担い手が不足しています。板橋区のスポーツ推進協議会の主な

事業ですが、いたばしウォークラリー、高齢者スポーツ大学、区民体育大会総合開会式、障が

い者スポーツ大会、高島平・日刊・ロードレース、ハイキング大会、いたばしウォーキング大

会、板橋区ドッジボール大会、板橋Ｃｉｔｙマラソン、広域地区別意見集会宿泊研修となって

います。それ以外に定例会が１カ月に１回、ドッジボール審判講習会が１カ月に１回、各部委

員会が年６回で、スポーツ推進委員の行事だけでもとても忙しいところです。プラス東京都の

スポーツ推進協議会として、研修委員会に１カ月に１回、実務者研修会など、それプラスこの

地域の青少年健全育成・仲宿地区委員会の行事がございます。仲宿地区まつり、健全育成連携

強化懇談会、少年野球大会、野外キャンプ、区民運動会、見守りハイキング仲宿ドッジボール

大会、新春書き初め大会、成人の日の集いなど主に年間 35 の事業がスポーツ推進委員にかかっ

ています。それプラス私は自治会の役員もやっておりますので、夏休みのお楽しみ会、ラジオ

体操など年間はかってみますと百何回参加しないといけない行事が、スポーツ推進委員一人一

人がかかわっています。地域の方との連絡ができて、とても楽しいと思っているので、私はも
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う 10 年間続けていますが、忙し過ぎて、これぐらいは行事があるので、次の担い手というとこ

ろでは二の足を踏みます。 

 ２年後にスポーツの祭典、東京オリンピック・パラリンピックがございまして、板橋区民の

多くの方がスポーツに対する機運が高まっているのではないかなと思います。それで今、足立

区などではスポーツボランティア制度というのをすごく活用していて、何百人の方がもう登録

されているというところです。同時に総合型地域スポーツクラブというのを多く立ち上げて子

どもからシニアまでいろいろな方がスポーツクラブ、多職種・多年齢という形で、いろいろな

方たちが集まって地域を連絡していくというような取り組みです。スポーツを通じた公共を通

じることで、きっと町内会の役員ですとかそういった方たちとも交流が持てて、それによって

こういった地域の活動ももっと活発的になっていくのではないかなと思っております。スポー

ツをするだけではなくて、大会を見る、そして参加するというボランティアの方、参加したり

支えるとかという方がもうちょっと増えていただけるといいんじゃないかと思います。練馬区

では区立の総合スポーツ施設が８個あるのですが、その８個にそれぞれに地域総合型地域スポ

ーツクラブをつくっています。ぜひ板橋区も５つある総合体育館の中に、それぞれに総合型地

域クラブをつくっていただけると、きっといろいろな方が参加できていて、その中からきっと

スポーツ推進委員の担い手も含めてスポーツを進めていく方々たち、地域を支える方々が発掘

できていくのではないかなと思っています。今の地域の自治会の関係ですと、若い方たちと参

加をする、交流する場ないかなと思いますので、ぜひまたいろいろなスポーツを通じて若い者

と高齢者の方、その中間層の方が皆さん活動できるといいと思います。 

（区長）私は行事でよくお会いしているので、顔はよく、お名前も含めて存じ上げております。

青健の実行委員として、また区のスポーツ推進委員として、10 年以上お務めいただいておりま

すことに、敬意と感謝を申し上げます。 

 今、紹介をされた行事の数が全体で 100 とお聞きし、驚き、このたくさんの行事を１人でこ

なすということは、誰でもできることではないので、これから将来に向けていろいろな方に参

加をしてもらって、できる範囲で、得意な分野の分担などを考えていく必要があるなと思った

次第でございます。 

 2020 の東京大会に向けまして、板橋区ではイタリアのオリンピック委員会と小豆沢体育館の

体育施設を約１カ月間、オリンピックの期間前と期間中に、バレーボールチームの練習場とし

て利用することを、５月 29 日に正式決定をいたしました。男女ともイタリアのバレーボールは

強いですから、練習の風景を見てもらったり、あるいは選手の練習の合間を見て交流会をした

りとか、そういう点からスポーツのみならず文化の面でも交流ができるなと思った次第でござ

います。その中でボランティアの皆さんも含めて、バレーボールのみならず多くの方がその人

間の交流も含めてやっていけるような体制づくりをしていこうと思いました。 

 ご紹介をいただきました足立区のスポーツボランティア制度は、板橋区でも今やっている内

容とも近いところがありますが、多くの種目や幅広い年齢、地域性も板橋区全般、スポーツを

愛する方、また経験のない方、やってみたいという方も参加しやすいような仕組みづくりを、

スポーツ推進委員さんとはまた違う角度から発掘できるようなことを考えていこうと思いまし

た。また、練馬区さんでやっているような体育施設を中心としたスポーツクラブをつくってい

るということも非常にいいアイデアかなと思いました。スポーツはするだけではなくスポーツ
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を通じて様々なことを学び、支えたり、かつて自分がアスリートとした活躍を、今度は自分の

若い世代にバトンタッチするというような仕組みができるといいなと思った次第でございます。

ぜひまた、いろいろな方面からスポーツ推進委員として、これからのこの健康なまちづくり、

スポーツのまちづくりに対しましてご提言賜りました内容をしっかりと検討をして、やるべき

ところは取り組んでいきたいと思っておりますので、また以後ご支援のほどお願い申し上げま

す。 

 

【第三部 区からの情報提供】 

（司会）引き続き第三部、区から情報をお伝えさせていただきます。  

（所管部長より説明） 

①ブロック塀等に対する板橋区の安全対策について  

②金沢市との友好交流都市協定締結 10 周年記念事業について 

③介護予防事業について（「高齢者の暮らしを拡げる 10 の筋トレ」実演あり） 

④熱中症対策について 

⑤いたばし花火大会 

⑥イタリア国際絵本原画展 

⑦ボローニャ・ブックフェアｉｎいたばし 世界の絵本展 

⑧板橋マニア 

⑨板橋区勢概要 

（司会）以上で本日の懇談を終了いたします。 

最後に区長からお話を申し上げます。 

 

（区長）皆様、長時間にわたりましてお忙しいところありがとうございました。今日は、皆様

の日ごろの地域での活動を垣間見まして、皆様のご尽力に感謝するところでございます。東京

で一番住みたくなるまちの実現に向けて区政は邁進いたしますので、今後とも地域のために、

また区の発展のために、また未来の子どもたちのために、皆様方の力を借りて、変わらぬご支

援を賜りますようお願いします。 

 今日頂戴しました要望につきましては、すぐに実現できないものも、早く解決するように努

力をしたいと思っております。またほかにもいろいろと発言をされたい方もおられたかと思い

ますが、お手元に用紙に、区長への手紙ということで記入していただいたり、今日のみならず

いつでも結構でございますので、地域センターの所長に提出いただければ、拝見し、回答させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本当に今日はありがとうございました。感謝を申し上げます。 


