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平成 30 年度 第３回 区民と区長との懇談会 報告書（成増地区） 

 ○日 時 平成 30 年７月 24 日(火) 18:30～20:45 

 ○会 場 成増アクトホール 

 ○出席者 区民 64 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、成増地域センター所長、広聴広報課長（司会）  

 

【第一部 懇 談】 

 質 問 内 容 担 当 部 署 

１. 青色パトロール車への助成について 危機管理室 

２. 「成増児童遊園」への防犯カメラの設置について 土木部 

３. 「赤塚農業まつり」の観客動員について 産業経済部 

４. 成増団地旧棟の跡地活用について 政策経営部 

５. 
「三園陸橋」及び「三園公園」への防犯カメラの設置

について 
土木部 

６. 公共施設の抽選方法について 区民文化部 

7-1. 「子育てエール」について 子ども家庭部 

7-2. 
更生保護女性会で区施設を利用する際の使用料免除

について 
区民文化部 

８. 赤塚体育館の優先利用について 区民文化部 

９. 三園集会所の無料使用について 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．青少年健全育成成増地区委員会の活動内容について 

２．成増松竹会の活動について 

 

【第三部 区からの情報提供】 
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【区長挨拶】 

 皆様、こんばんは。今日は懇談会ということで、成増地区の皆様方にお集まりをいただきま

した。 

 日ごろから皆様方におかれましては、町会をはじめ、いろいろな団体に属して地域のために、

ご尽力、誠にありがとうございます。 

 私もこの地域の一員として、皆様方の活動をいつも拝見しておりまして、大変、子どもたち

の童謡まつりとか、あるいは農業まつり等、この地域に非常に特性のあるイベントや、多くの

方々に大変人気のある事業もありまして、感謝申し上げたいと思っております。 

 また、田上町との関係も大変歴史がございまして、少年野球の交流、研修旅行、農産物の交

流等もございますので、非常に息の長い交流が続いてまいりました。これからも都市間交流が

さらに進展しますようにお願いしたいと思っております。 

 さて、板橋区政でございますが、28 年度から始まりました 10 年間の基本構想、これの３年

目を今、迎えております。2018 年はその前半の３年間になるわけでございます。そして、2019

年度からは 2021 年度まで、オリンピックを挟んで３年間の計画を今、策定中でございますので、

非常に今年度は重要な年と考えております。３年間のまとめをしっかりとしながら、区民の皆

様方の期待に応えられるように頑張っていこうと思っております。 

 今日は、地域の課題はもちろんのこと、また、区政全般にわたる様々な課題や要望もあるか

と思います。そういうものを頂戴しまして、区政課題の解決、また、地域の問題の解決に向け

て努力をしていきたいと思っております。 

 今日は時間の限りはございますが、皆さんには忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、有意

義な会にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  

【第一部 懇 談】 

１．青色パトロール車への助成について 

（区民）成増第一町会は安全・安心なまちを目指して、町会自前でパトロール車を平成 17 年

11 月に購入し、平成 17 年 12 月５日から現在まで、平成 30 年４月まで、1,787 回、延べ実施者

数が 4,853 名で、地域をパトロールしております。これに伴いまして、維持管理費がかかるの

で、補助をお願いしたいと思います。 

 パトロールでは、時期に応じて、振り込め詐欺、ひったくり、侵入、窃盗、自動車盗、交通

事故防止等を未然に呼びかけております。区長が進める、東京で一番安全・安心、住みたくな

る成増、それを目指して我々は頑張っていますので、ご検討をお願いします。 

（区長）青色パトロール車への助成についてのご質問をいただきました。 

 日頃から成増第一町会の皆さんにおかれましては、青色パトロールカーの運行を通じて、地

域の総合的な安心・安全にご尽力、誠にありがとうございます。 

 今、お話がありました防犯カメラをはじめとします防犯関係の維持管理経費につきましては、

防犯行政を所管する東京都に対しまして、助成制度の創設を様々な機会を捉えて要望しており

ますが、実現できていないのが現状でございます。 

 区としましては、防犯協会への助成や東京都の防犯カメラ設置助成への上乗せ助成などによ

り、地域防犯活動の負担軽減を図っているほかに、６月からは区の青色防犯パトロールカーを

24 時間動かしまして、巡回の充実を図りながら、地域の安心・安全の支援をしております。 
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 こうした中、車両の維持管理経費の補助につきましては、現段階では難しいところではござ

いますが、現行制度の中において、青色回転灯などの装備品への補助、また、不審者情報に対

する区の青色パトロールカーの重点巡回などによりまして、町会の皆さんの負担をできるだけ

軽減していきたいと考えておりますので、相談していただきたいと思っています。区は今後も

地域の皆さんと力を合わせて、地域の安心・安全に努めてまいりますので、どうぞこれからも

ご理解賜りますようにお願い申し上げます。 

 

２．「成増児童遊園」への防犯カメラの設置について 

（区民）今日は、昨今感じていることを３つお話ししたいと思います。 

 区長さんをはじめ、日夜、板橋区行政に関して努力していることはよくわかりますが、それ

と同時に、我々も地元で一生懸命、地元に不足しているものを皆さんにお伝えすることによっ

て、板橋区全体がよくなることを願っております。 

 その一つとして、防犯カメラの問題です。 

 もう一つは、このアクトホールのお手洗いを洋式化していただきたいということです。 

 それともう一つは、この成増の地域は、洪水とかの被害はないと思っていますが、昨今のテ

レビで見ますと、いろいろな地域において排水が非常に遅いということです。東京 23 区内は

50 ミリ管が多いということを聞いております。100 ミリ管にしなければ、なかなか昨今の豪雨

の排水ができない。今、板橋区はどのぐらいまで排水管の改良が進んでいるのを伺います。 

 なぜ、防犯カメラの問題を取り上げたかと申しますと、成増児童公園に防犯カメラがついて

いません。実は、事件になりそうなことが児童公園であったということなので、設置をぜひお

願いしたい。 

 ２つ目の、アクトホールの洋式化の問題は、６町会の人たちが年をとってきて、お手洗いへ

入るのに、なかなかしゃがむのが大変だということで、そういう熱望が強いので、来年度の予

算にぜひ入れていただけたらなと思っております。 

 ３つ目は、昨今の豪雨により、まちの中が水で埋まる現象が各地に見られます。昨今の現象

は台風で起きたのではありません。豪雨で起きたわけですから、特に成増のこの近辺、高台で

あろうとも、豪雨のときに排水が大丈夫なのか。配管を取りかえ、改造が進んでいるのか。今、

天気だから何とも思ってはいませんが、なったときの恐ろしさは現実には耐えられないと思う

ので、配管を 50 ミリから 100 ミリに替える予定はあるのかをお聞かせ願いたい、これだけでご

ざいます。 

（区長）ただいま、成増児童遊園の防犯カメラの設置、また、アクトホール内のトイレ洋式化、

また、成増地区の北側の浸水対策についてのご質問をいただきました。 

 はじめに、公園のご利用、誠にありがとうございます。また、町会の皆さんには、公園も含

めて、子どもたちの安心・安全にご尽力、誠にありがとうございます。 

 今、区内全体を見ますと、全体では 344 の公園がございまして、現在、防犯カメラの設置し

ております公園は 28 公園でございます。そして、区としましても、防犯カメラの必要性は今、

十分に感じているところでもございます。本年６月からは、先ほど申し上げましたように、24

時間体制の、緊急要請時にはおおむね 30 分で到達できるように、総合安心・安全パトロール

を実施しております。効果的なパトロールを推進することとともに、防犯カメラにつきまして

も設置に向けた検討をしていこうと思っておりますので、今回頂戴いたしました成増児童遊園
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につきましては、防犯カメラを設置していく方向で検討していこうと思っております。それか

ら、アクトホール内のトイレ洋式化につきましては、区民文化部長から答弁いたします。よろ

しくお願いします。 

（区民文化部長）区民文化部長でございます。 

 トイレの洋式化につきましては、地域の皆様からこれまでもご要望いただいております。考

え方としましては、和式のトイレも一定程度必要だという声も、一方ではいただいておりまし

て、大体半々ぐらいの割合にする方向で、区内 18 地区の地域センター等の洋式化を計画的に

進めております。 

 このアクトホールにつきましては、４階につきましては、男女合わせて、和式が７、洋式が

７ということで、半々です。５階につきましては、男女合わせて、和式が２で洋式が４という

ことで、洋式化が進んでいるという状況です。 

 今後も地域の皆様のお声を聞きながら進めていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

（区長）今の２問目につきまして、アクトホールはやはり何といいましても板橋区の再開発第

１号でございましたので、非常に地域の思いのあるホールでございます。いろいろな方をお迎

えできるように、早期に対応していきたいと思っておりますので、改めてお願いかと思ってお

ります。 

 それから、３点目の成増地区全体の雨水対策です。 

 川の氾濫以前の問題としまして、これまでも百々向川の流域で氾濫がございました。昨年も、

台風のシーズンには２回ほど浸水がありました。ちょうど赤塚二中の下あたりですが、この部

分と、それからもう一つは北口商店街の、ずっと白子の川の辺ですが、その一番低い部分の２

カ所で、下水管が噴き上がったということがございました。 

 この問題につきまして、私は都議の時代から、百々向川の埋設管のカルバートといいまして、

貯留の容量を増やすことをお願いしていて、区長１年目のときにはその竣工ができました。容

量が足らないものでしたので、今、それに対します改善をしようと思っております。 

 今、東京都下水道局に経営計画 2016 というのがありますが、その中で成増が重点地区にな

っております。内容について、危機管理室長から説明申し上げます。 

（危機管理室長）ご質問は、配管の 50 ミリと 100 ミリというお話でございましたが、成増地

区は全体の現在の浸水対策、こちらは内水氾濫でございますが、概要をご説明させていただき

たいと思います。 

 板橋区成増地区の浸水対策という資料を用意しましたので、ご覧をいただければと思います。 

こちらの資料で図がございますが、左上から右下にかけて線が入っておりますが、これが東

上線でございます。その中央付近に成増駅がございまして、左上のほうに青い線で白子川が記

載してございます。真ん中の赤い太い破線の中に、その中にまた黒い少し太目の破線がござい

ますが、これが成増地区で浸水被害を起こす大きな要因となっております、成増幹線となりま

す。下水道の大きな管でございまして、いろいろな下水道管からこの管に一旦水が入りまして、

成増駅のほうから白子川に向けて流れております。普段は新河岸の処理場のほうに流れており

ます。多量の雨が降りましたときは、白子川に途中から直接流すような対応になってございま

す。この幹線を増強整備することが成増地域の内水氾濫の一番の対応ということで、下水道経

営計画 2016 という下水道整備の基本的な計画の中で、こちらの破線の中の地区が重点地区に
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位置づけられており、優先的な整備には取り組んでおります。いろいろなメニューが用意され

ておりますが、その中から何かを１つ選びまして、平成 32 年度までに工事を着手するという

ことで、下水道局からお聞きをしているところです。 

 それまでの対応といたしまして、真ん中のところ、赤塚第二中学校のそばに青い線が２つご

ざいますが、その中に青い楕円形が描いてあり、こちらのところがよく溢水をする、水が出る

ところでございます。本年度中に、下水道局が、今ある貯留管の有効活用ということで、工事

を今年度中にしていただく予定と聞いております。これにつきまして、具体的な内容ですとか

時期等が決まりましたら、地元の皆様に下水道局からご報告をするということになっておりま

す。 

 当面の対策といたしましては、このほかに、白子川に近いところで浸水域②というのがござ

いまして、２つほど、また水色の楕円がございますが、こちらのほうで、29 年の 11 月になり

ますが、区で白子川に道路の水が流れやすいような整備を終わっておりますし、それから、大

きな雨が降るというような予報がございますと、警報が出る前に土木部で体制を組みまして、

こちらの現地にも排水ポンプ等を設置するというような状況でございます。 

 今後また、都に対する要望ですとか、区でもできることはしてまいりたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（区長）今の問題につきましては、成増の地形が盆地になっておりますので、そこに水がたま

りやすい。赤塚二中の周辺にたまりやすいという場所が３つございます。 

 そういう地形の問題と、成増地区の人口の増加にも関係があると私は思っていまして、合併

した排水のために、生活排水と雨水が一緒になっているということがあるので、雨が降ってい

ないときの流れと、一気に雨が降ったときの流れが随分変わってまいります。そして、白子川

のほうにいきますと急に右に曲がっていきます。そのカーブのところが問題があるのではない

かということで、構造的な問題として、管を大きくすることと曲がるところを減らすこと、こ

れを今、東京都と検討しながら、抜本的にやらないと直らないと思っています。 

 そして、その間は、私どもとしましては、雨が降る台風とか大雨のときにつきましては、ポ

ンプ車も用意しています。水が上がらないように、排水も対応しまして、そういった状態をつ

くりながら、その工事が完成する前の時点におきましても事前の準備はしていこうと思ってお

りますので、ご心配な点がございましたら、ぜひ言ってください。 

 また、ご自分で土のうも組めるように、土のうのステーションも用意していますので、自分

でやれる範囲のこともあると思います。そういう部分も含めて全体で解決をするということを、

時間をかけながらやっていこうと思っております。 

 しかし、この問題は非常に急な問題ですから、今、東京都とも真剣勝負でやっています。板

橋区としましては最重点項目と思っておりますので、ぜひその辺もご承知願いたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

（区民）どうもありがとうございました。行政の皆さんがいかに努力しているかという点、聞

いて、明日から安心して眠れます。ありがとうございます。 

 

３．「赤塚農業まつり」の観客動員について 

（区民）私は、農業まつりについてお話しさせていただきたいと思います。 

 農業まつりも昨年度で第 40 回を迎えました。ご承知のように、農業まつりは当町会を会場と



6 

して開催されております。 

 しかしながら、日曜日の閉会式直前の３支部各町会によるみこしの巡行時、特に、復路、閉

会式直前のことですが、観客の皆様も大変まばらで、非常に寂しい限りでございます。区長さ

んはじめ、ご来賓の方々がたくさん壇上にいらっしゃるにもかかわらず、一般のお客様が大変

少なくて、おみこしの担ぎ手さんと、あと町会の関係者ぐらいしかいません。 

農業まつりは、以前、溜池公園からの、松月院、また乗蓮寺の方面に向かって会場であった

と思います。そのときに比べて、何か非常に寂しい。そのときは露天商も多く、植木市の出店

もあって、かなりのにぎわいを見せていたのではないかなと思っております。 

 閉会式直前のみこしの巡行、担ぎ手さんも何か非常に張り合いがないように思っております。

農業まつりを区民まつりに負けないように、にぎわいを取り戻すべく、区が努力することを期

待しております。 

（区長）赤塚農業まつりの観客の動員についてのご質問を頂戴いたしました。 

 いつも地元町会として農業まつりの運営にご協力、誠にありがとうございます。 

 この赤塚地域の秋の風物詩として定着をしております、農業まつりにつきましては、昭和 53

年に、農業祭、また区民収穫祭、赤塚まつりを統合する形で、赤塚溜池公園、また、東京大仏

の通りを会場として始まったところでございます。40 年たちましたが、その後、平成９年度か

らは赤塚体育館通りの周辺に会場を移転して現在に至っています。 

 会場の周りは農地が随分減っていまして、宅地化が進んでまいりました。したがいまして、

学校、赤塚体育館の場所と、通りと本部の場所は、まとまりがとりにくくなったことも多分影

響があると思います。また、農業そのものが、従事者がだんだん減ってきたので、区民全体の

皆様が関心のある区民の農業をつくる、それがこれからの農業の役割として大切だと思ってい

ます。 

 少しそれますが、成増四丁目には農業学校をつくりました。非常に人気がございまして、一

般の農業を生業としない方につきましても、農業は人気がある事業になっています。 

 そういう方たちの力を今度はさらに地域に活用する形で、農業まつりも発展をできると思っ

ております。今回はイベントの話でございますので、そのイベントの話をしたいと思いますが、

約 10 万人の来場者があるイベントで、一時は半分程度まで減ったことがありましたが、出店団

体の増加や内容の見直し、ＰＲ等の効果もあり、過去２年間は来場者が９万 3,000 人と、にぎ

わいを回復しております。 

一方において、おみこしは、赤塚体育館通りで行われる、トリを飾る催しでありますが、そ

のまま閉会式へつながっていくことから、観客の方がまばらで、しかも、立って見るものです

から、お客さんが減ってしまうという構造的な問題は、私たちも感じております。 

 今年度の農業まつりにおきましては、まず、赤塚小学校、あるいは赤塚体育館など、全ての

会場において継続的に、また、おみこしや閉会式の周知、誘導等、放送の案内をかけることに

よってなるべく最後まで足をとめていただけますような工夫をしていこうと思っておりますの

で、どうぞご協力をお願いします。 

（区民）ありがとうございました。 

 

４．成増団地旧棟の跡地活用について 

（区民）成増団地の都営住宅ですが、ほぼ建物が完成し、全部で８棟になります。３棟だけ、
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まだ人が入っていないのですが、秋口から徐々に人が入ると思います。すると、やはり人数的

には 2,000 から 2,500 名ぐらいの人が居ると思います。 

 そこでやはり、今話題に上っているのが跡地です。建物は全部壊れました。あと、給水塔が

壊れれば完全な空き地になります。そこに何ができるかということが、みんな心配しておりま

す。東京都にも声をかけているのですが、今のところ、オリンピックが開催されるので、都営

住宅のこちらの団地については白紙状態ということです。これで、２年、３年たってしまうと、

我々としてもどうなるのか気が気じゃないということで、区からどのような形で都に話してい

ただけるのかをお聞きしたいです。 

 団地としても、どういうものが皆欲しいかというと、商店がないですね。あと、病院もない

し、みんな坂を上がって成増のほうに行くのですが、年配者が多いので、非常に不便です。そ

こで、この跡地に再開発といたしまして、イオンモールみたいなものができると、皆便利じゃ

ないかなと思います。 

そのようなことで、区ではこれからどのように考えて都に話を持っていってくれるのか、お

聞きしたいので、よろしくお願いします。 

（区長）成増団地旧棟の跡地活用についてのご質問を頂戴いたしました。 

 建て替えでは自治会の皆様には大変ご協力をいただいておりまして、感謝を申し上げます。 

 ご質問の成増団地旧棟の跡地につきましては、まず、用途地域でいいますと、その制限上、

ある一定規模を超える複合施設、商業施設の建築ができない用途地域になっております。現在

の所有者であります東京都とは、適宜、情報あるいは意見交換を行っているところであります

が、いまだ情報が得られません。 

 今後とも地元の皆様のご意向を伝えるとともに、地区計画等の用途制限を踏まえながら、有

効活用が図れるような意見を東京都に対して強く申し入れしたいと思いますので、協力をお願

い申し上げたいと思います。 

 

５．「三園陸橋」及び「三園公園」への防犯カメラの設置について 

（区民）この懇談会、３年に１回ほど行われておりますが、私ども、懇談会の中では陳情的な

ことが多いのでございますが、それだけ地域の方は皆さんが皆、少しでも前に進めていただけ

ればありがたいと思って皆様申し上げているわけだと思います。 

 町の防犯と安全対策について申し上げますが、６年前頃から、三園と高島平の５号線の渡っ

ている三園陸橋がございます。これは国土交通省が管理していまして、区道の扱いではござい

ませんが、この陸橋を利用しているのは、小中学校の子どもさんがほぼ８割から９割方使って

おります。一般の方も買い物で使っております。そういう状況の中、やっぱり子どもさんが通

学する中で、人通りが少ないために、部活など終わりまして、冬場は暗い中を通学・通勤され

ていると、非常に不安でならないということは、前から私ども申し上げております。今回で３

回目です。 

 一昨年、区の土木部計画課から、「今回、防犯カメラをつける方向になりましたから待ってく

ださい。」ということで返事をもらいまして、２年たちました。その後どういう状況になったか、

一切回答も、何も説明はありません。町会で総会開きましても、私に対して、どうなっている

のか、防犯カメラつけるように要請したのはどういう状況になっているのかという質問もござ

います。私としても、あと１年待ってくれとか、この後が具体的にわかれば説明できますし、
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区の姿勢を明確にお聞きしたい。懇談会だからいいのではというような安易な気持ちでいても

らうと困ります。 

 それと、三園公園に防犯カメラを設置していただきたい。区では 28 カ所の公園に防犯カメラ

を設置したそうでございます。我が町も、この三園公園は非常にたくさん利用しておりますの

で、安全対策ということから考えまして、ぜひ防犯カメラを設置してほしいと思います。よろ

しくお願いします。 

（区長）２つのご質問いただきました。 

 はじめに、三園陸橋への防犯カメラの設置でございます。 

 日ごろから地域の皆様には児童の安全、また安心確保のために、いたばし子ども見守り隊や

スクールガードとして活動いただき、感謝とともにお礼を申し上げます。 

 まず、国土交通省が管理しております三園陸橋の話なのですが、この防犯カメラの設置につ

きましては、国土交通省大宮国道事務所に要望したところ、国では設置ができないとの回答は

ございましたが、区が既存の街灯、あるいは街灯の柱に取りつけることについてはおおむね了

承をいただいております。 

 また、三園陸橋の付近、陸橋に至る前の部分です。その周辺の道路なのですが、その前面道

路の部分の防犯・安全対策としましては、平成 29 年３月に、高島第三小学校の通学区域であり

ます高島平五丁目の電柱に、三園陸橋方向を映す、陸橋の入り口を映す場所に防犯カメラ１台

を設置いたしました。 

 一方で、三園陸橋の防犯カメラの設置につきましては、設置に関する手続、また、設置後の

施設の維持管理が課題となっておりますので、国土交通省と板橋区が、国土交通省の三園陸橋

の上に、電柱にカメラをつけた場合に、そのカメラはどのように管理するのがいいのか、それ

を早急に詰めたいと思っておりますので、ぜひもう少しだけお時間をいただければと思ってお

りますので、協力のほど、お願い申し上げたいと思います。 

 もう１点は、三園公園の防犯カメラの設置でございます。 

 区内には 344の公園がございまして、そのうち防犯カメラは 28カ所に設置がされております。

区としましても、防犯カメラの設置の必要性は十分に認識をしております。 

 また、６月からは、先ほど申し上げましたように、24 時間体制で、緊急の要請時にはおおむ

ね 30 分以内に駆けつけられる、総合安心・安全パトロールも実施しております。 

 効果的なパトロールを推進することもありますが、防犯カメラにつきましては成増と同じよ

うに、設置に向けた検討を進めますので、以後、協議をよろしくお願いします。 

 

６．公共施設の抽選方法について 

（区民）民生・児童委員、あるいは保護司さんのように、区のお仕事で公共施設を使わなけれ

ばできない会合等がございまして、これが一般の、例えば大山の文化会館だと、何か興行を

やる人たちと同じように抽選を待たねばなりません。私たちは年間の計画を立てて活動した

いと思っていますので、全て私たちが優先的にということではないのですが、区で何かルー

ルをおつくりいただいて、こういう団体で、こういう趣旨の事業のときには優先的に、抽選

を待たずに施設を使えるといったご配慮をいただけたらと思います。 

（区長）公共施設の抽選方法についてのご質問を頂戴いたしました。 
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 まず、文化会館やグリーンホールといった比較的大規模な集会施設におきましては、利用の

希望が集中して、現在、抽選でございまして、区政にとりましては重要な事業が希望どおりに

実施できない場合もあり非常に心苦しく思っております。これらの施設につきましては、施設

が実施する文化事業などのほかに、区民まつりや区民文化祭、あるいは成人式など、抽選では

行政目的を達成できない区の事業は、一般貸し出しの利用枠を公開する前に、既に優先的に確

保しているところでございます。 

 しかし、一般貸し出しの利用枠が少ないという声も多くいただいておりますので、特に利用

希望が土曜・日曜、また祝日、集中する文化会館、またはグリーンホールにおきましては、区

が優先確保する日数を可能な限り調整しているところです。 

 こうした状況を踏まえて、一般利用との公平性の観点から、区の事業に順位をつけて優先利

用をさらに増やすことは、今現在では厳しい状況であると考えております。 

 一方、抽選の実施方法については、負担軽減、あるいは利便性の向上が見込めるインターネ

ット抽選など、他の自治体の状況なども参考にしながら、改善策について検討していきたいと

考えております。 

 

７-１．「子育てエール」について 

７-２．更生保護女性会で区施設を使用する際の使用料免除について 

（区民）今日は、このように区長さんと懇談でき、大変うれしく存じております。 

 そして、私どもは板橋区の子育てエールにお手伝いをさせていただいておりますが、各地域

で５カ所、協力しております。私どもは一生懸命やっておりますが、その成果といいますか、

皆様方がどのようにお考えになっているのかなということを知りたいので、よろしくお願いい

たします。 

（区長）子育てエールについてのご質問、いただきました。 

 板橋区更生保護女性会の皆様におかれましては、日ごろから更生保護活動はもとより、青少

年の健全育成、また子育て支援など、明るい地域社会に大変ご尽力をいただいており、まず感

謝申し上げたいと思います。 

 子育て支援におきましては、平成 26 年度まで、子ども家庭支援センターが実施をしていまし

た「０・１・２（おいっちに）ひろば」などの事業において、子どもの見守りにご協力をいた

だいてまいりました。現在は、「０・１・２ひろば」事業を引き継いだ、児童館子育て相談エー

ル事業に引き続きご協力を賜っております。 

この子育て相談エール事業につきましては、児童館に専任の相談員を置きまして、保護者の

子育てに関する悩みや、あるいは不安軽減を図ることを目的として実施をしている事業でござ

います。 

 更生保護女性会の皆様には、保護者の皆様が相談や、あるいは保護者同士の情報交換を安心

してできるように、子どもたちの見守りや保護者との交流などにおいてご協力を賜り、大変感

謝をするものでございます。これからも様々に協力を願いたいと思っております。 

 また、児童館につきましては、これまで小学生が対象だったのですが、児童館に来ていたお

子さんたちは、小学校のあいキッズや、小学校のいわゆる放課後対策に移行し、28 年度からは、

地域の子育て支援拠点として、乳幼児、０・１・２歳を中心とした利用対象に変わりました。

現在は、全ての児童館で「０・１・２ひろば」機能を持って運営しています。そういう点から、
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さらに子育ての拠点が増えたことになりますので、ぜひまた引き続き、更生保護活動をされて

いらっしゃいます会員さんのご協力を賜りたくお願いしたいと思っております。 

 どうぞ、これからも変わらぬご支援を賜りますようにお願い申し上げます。 

（区民）２つ目に、私ども本来の仕事は、私たちが住んでいるまちから犯罪者をなくそう、ま

た、犯罪者が出たとしても、もしも刑務所から出てきて、第二の人生で、このまちの中で生活

をしていかなければならない、そのような方たちもまた同じように生活できるようにしてあげ

たいという、優しい気持ちを持って、そういう方たちの援助や施設に慰問に行ったりもしてお

ります。 

 ボランティア活動でやらせていただいておりますので、グリーンホールとか、また、このア

クトホールとか、こういう大きいところはなかなか難しいと思いますが、30 人ぐらい入るお部

屋を、第４ブロックの板橋区、豊島区、杉並区、中野区、練馬区のうち、板橋区以外のところ

では、その部屋をお借りするときに、ボランティア活動をしているということで、無料で貸し

ていただけるということを聞いておりますが、板橋区では今３割減でお借りしています。 

もしほかの区のように無料でお借りできれば私たちは本当に助かるのですが、これはいかが

でしょうか。 

（区長）２問目に、更生保護活動、女性会の活動で区の施設を使用する際の使用料の免除につ

いてのご質問でございます。 

 会の皆様には、保護司さんと同様に、地域で大変貴重な更生保護活動にご尽力をいただいて

おり、深く敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 まず、活動の中でお使いになる会場の使用料の免除につきましては、板橋区公の施設使用料

減免規則において、区が行政目的のために利用する場合や、あるいは区立学校が教育目的に利

用する場合など、非常に限られた範囲で適用しております。 

 他区の状況について、情報提供していただきまして、ありがとうございます。これまでの慣

例等からの一部免除の取り扱いがされている区があることは把握できましたが、板橋区におい

ては、公平性の観点から、規則に従いまして免除の取り扱いができるかできないか。できない

ものもございますので、ご理解願いたいと思っています。 

（区民）ありがとうございました。 

 質問ではないのですが、余計なことなのですが、このハザードマップができているというこ

とは、私、本当にうれしく思います。５、６年前に三園の婦人部長さんから女性部の方たちと

顔合わせをしたいということで、それから毎年、女性部は６町会で顔合わせをしております。

そのときに、最初に板橋区内のハザードマップをつくってくださいとお願いしたのですが、そ

のときはまだできていなかったようで、お答えがなかったのですが、今回こういう立派なのが

できまして、勉強したいと思います。これからまた、こういうことにつきまして、私は防火・

防災の部長もやっておりますが、ぜひ区でもこれを教えていただければありがたいと思います。 

（区長）大分、前から、ハザードマップの作成につきましては本当にご理解・ご努力、誠にあ

りがとうございました。今、区では、荒川の氾濫も視野に入れながら、タイムラインと申し上

げまして、事前に台風の接近から気象情報を捉えて、そして、荒川の上流・下流含めて、十数

の自治体が連携をしまして、それらに対応していこうと考えています。地形的に影響があると

ころはどこかということはハザードマップでわかりますが、今度は、いつ、どういう指示で、

どこに避難するかというのはできていません。これを板橋区は早急につくっていこうと思って
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います。 

 成増の三丁目、四丁目は高台ではあるのですが、三園一丁目、成増五丁目、四丁目のエリア

という低い地域がございますので、どの場所に避難をするか。あるいは、マンションがあった

場合には垂直避難といいまして、３階あたりに行けば大丈夫という判断もあるのですが、その

辺をまとめようと思っております。 

 第一には、要配慮者。健常者は自分の足で避難できますが、避難ができない病院の方、ある

いは老人ホームとか障がい者の方、そういう方たちはどうするかというのを第一義的には考え

ようと思っており、今まとめておりまして、その内容を区民の皆様方にお伝えしようと思って

います。そういった意味では、要配慮者の方を中心とした避難計画をつくりますので、今日い

らっしゃいます町会・自治会の皆様や、あるいは各団体の皆様には、ぜひその避難をお助けし

ていただけますように、お願いしたいと思っておりますし、高台の皆様は、自分たちは高いと

ころにいるからいいんだというのではなくて、それを迎え入れる側として、ぜひその場所の提

供等を考えていただけますように、一緒に行動をしていただければと思っておりますので、よ

ろしくどうぞお願いいたします。 

 

８．赤塚体育館の優先利用について 

（区民）常日ごろ、板橋区版ＡＩＰということで、高齢者が元気で、活発に楽しく板橋区で長

く生き続ける、こういうようなことで、区でいろいろやっていただいているということを聞い

ております。高齢者としては大変ありがたいことでございますので、ぜひこのことは今後とも

よろしくお願いしたいと思います。 

 赤塚体育館の優先利用についてご質問します。 

 板橋区老人クラブ連合会 11 支部主催の最大イベントとして、毎回 200 名以上が参加する輪投

げ大会があり、６月と 11 月の年２回開催をしております。これにつきましては、体育館の予約

を受け付けて、３カ月前に場所を確定したいわけなのですけれども、ほかの団体との関係で、

他の事業との日程調整に苦慮しているというのが現状でございます。ついては、予約受付開始

前に利用日を優先予約できるようにご検討いただきたいということでございます。 

（区長）赤塚体育館の優先利用についてのご質問を頂戴いたしました。 

 日ごろから老人クラブの運営にご尽力、誠にありがとうございます。 

 まず、板橋区老人クラブ連合会が主催されます輪投げ大会のうち、区内全域の全 12 支部が参

加する大会については、あらかじめ区立体育館を受付開始前に優先的に予約して開催をしてい

ます。現在、区の事業実施部署並びに体育関係団体によります区立体育館の優先的な利用が通

常の予約での利用を制限しているというご意見もございまして、一般区民の皆様の利用を拡大

するため、優先的予約枠の調整をお願いしております。 

 また、板橋区老人クラブ連合会の他の支部においても、優先的な予約をご遠慮いただいてい

るところから、第 11 支部による輪投げ大会については、従来の予約方法により、体育館をご利

用いただくようにお願いしたいと考えております。いい答えができませんでしたが、ご理解を

お願いします。 

 また、板橋区は輪投げが非常に盛んで、たしか下赤塚支部の老人会の方が東京都で優勝した

のですよね。非常に高得点で、500 点を超えていましたが、輪投げは非常におもしろいと思い

ました。お子さんと交流をしたり、あるいは誰でもできるスポーツですので、ぜひ輪投げの普
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及をこれからもお願いしたいと思っております。 

（区民）どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

９．三園集会所の無料使用について 

（区民）三園にはお店らしきものもなくて、皆さん集まっていただくところが全くないのです。

集会所が近くにあるのですが、ここで、１日だけでもいい、半日だけでもいい、決まった日に

ここへ来れば誰かいるという場所をつくってほしいのです。区のものですから、ここを使いた

いという私どもからの要望はできないのですが、比較的あいている時間帯、日にち、そんなと

ころを、半日でもいい、１日でもいい、いただければと思っております。よろしくお願いしま

す。 

（区長）三園集会所の無料使用についてのご提案、また、ご要望いただきました。 

まず、高齢者の皆様が生きがいを持って心身ともに元気に過ごすことが大変重要であると考

えます。また、老人クラブにおきましては、高齢者の方がいきいきと暮らすために、自主的に

活動に取り組まれております。 

 友愛活動では、ひとり暮らしの高齢者などの家庭を訪問し、日常生活の支援等も行うなど、

地域で高齢者の暮らしを支える活動にもご尽力をいただいておりますことに、老人クラブの皆

様に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 一方において、地域センター、また区民集会所等、コミュニティ施設の使用料については、

受益者負担の考え方から、実費を算定基礎として、ご利用いただく皆様に低廉な金額でご負担

をいただいております。そのため、現在、老人クラブをはじめとする各種団体に対しましての

割引は、制度的には設けていないところでございます。 

 現在、区内の老人クラブは 133 団体ございまして、地域センター、区民集会所等の老人クラ

ブの使用料を減免することとなると、区の財政負担にも大きな影響が出るかと思います。区で

は、老人クラブの活動を支援するために、板橋区老人クラブ連合会に対する助成や個別の老人

クラブに対する助成、友愛活動に対する助成を行っているところでありまして、コミュニティ

施設の使用料のご負担については、ご理解をいただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思っております。 

（区民）ありがとうございました。 

 

成増地域集会室の跡地活用について 

（司会）第一部の最後に、町会連合会成増支部様よりご質問いただく旨、あらかじめお伺いし

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（区民）質問と申しますか、成増地域集会室がございます。この跡地の利用につきまして、３

年前から成増支部としまして、この跡地をぜひ貸してほしいということを、地域センターに申

し上げております。 

 実は、７月の町会長会議の中で、区の政策企画課長さんと係長さんがお見えになりまして、

この跡地の利用につきましては文化財の保存倉庫にしたいということでお話がありまして、６

町会の町会長をはじめ皆さんびっくりしたわけです。なぜかといいますと、やはり我々、３年

前から跡地の利用について、区長さんはじめ、皆さんから、区民の意見を聞きながら進めてい

きたい、いきましょうというようなお話をいただいたような記憶をしております。地域の皆さ
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んがこの集会所を非常に楽しみに利用させていただいておりますし、また、いろんな地域の活

性化の事業につきましても大いに利用させていただいており、また、新潟の田上町との交流会

にも利用しながら、この施設を有効に利用させてもらっております。これが文化財の保存倉庫

だけにしていただくということであれば、影響は大きくございます。これを進める上について

は、もう少し地域の住民のご意見を聞きながら、お互いに話を進めていっていただきたい。 

 お話を聞きますと、文化財の保存、何を保存するのかということ、お聞きしましたら、土器

を何か、どこかの学校の置いてあるあれを保管したいということでおっしゃっていまして、別

に土器が悪いというわけではございませんが、もっといろんな文化財、子どもさん、地域に還

元するような内容でありますれば、我々もそれなりに理解をしていかなければならないですが、

その内容も見えないし、これにちょっと、もう来年の３月には閉鎖するというお話でございま

すので、時間もありませんが、区のお考え方をぜひお聞きしたいと思いまして質問いたしまし

た。よろしくお願いします。 

（区長）町会連合会成増支部様から、成増地域集会室の跡地活用についてのご提案をいただき

ました。 

 ３年前の懇談会のときにもご提案をいただき、また、毎年の町会連合会様の全体要望の中に

も、この内容についてはずっと触れられていました。３年以上にわたりまして満足な答えがで

きなかったこと、本当に心苦しく思っておりますし、また一方では、区では、公共施設の再編

整備というのをやっていますので、成増だけではなくて、全区的な集会所の統廃合について着

手をしてまいりました。 

成増地域センターは、もともと赤塚二中のところにございましたが、この成増アクトホール

内にセンターを移転しました。下赤塚地域センターが、赤塚庁舎の３階のホールのところにあ

ることと比べてみますと、別にある成増地域集会室には、小さい会議室もありますし、そして、

青健で使うような倉庫もありますので、そういう点では使いやすいとは思っています。一方で、

この成増地域センターにつきましては、例えば青健の倉庫での問題、事務の職員については成

増アクトホールと一緒になっています。また、このホールそのものが地域センターになってい

るのは、板橋区の中では多分、特筆すべき点であると思っています。ほかの地域では、こうい

う大きなホールはまず持っておりませんので、ほかの地域とは違う特徴ではないかと思ってい

ます。 

 集会室の跡地は大きな面積ですし、しかも、まだ耐久・耐震の問題はないので、どういうふ

うに活用するか検討しました。集会所の全面的な統廃合を考えながら、この地域特有の文化財

とか、あるいは、赤塚の郷土資料館と非常に近いので、そういうところで一部使わせてもらっ

て、また、文化財をしまうだけではなくて、活用することによる価値を見出せるかなと思って

おります。したがって、成増はほかの地域とは違う方向性を持って、新しい価値観でやってい

く必要があると思ったところです。 

 ですから、文化財の倉庫にだけするのかと感じられたのかもしれませんが、それだけではな

くて、いろいろな人がいる、物がある、あと文化という、時間をかけて、どうやってそれを守

っていくのかという、いわゆる赤塚の文化があるものですから、そういうものを兼ね備えた空

間として検討してもらうのが、この成増にとっては非常にいいのかなと思っています。  

 そういう点から、成増の特性を生かして、ぜひこれを活用しながら、集会機能とは違う意味

での、人が集う場所としても活用できるような場としてもらうのが、成増・赤塚にとっては非
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常にいいのでないかと思っております。 

 ぜひ継続をして話をさせていただきたいと思っております。ぜひその点はご理解をいただい

て、協議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。  

（区民）この７月の 10 日にお話のありました内容については、これから内容を詰めてくとい

うことでよろしいですか。広く地域の議論をお聞きしながらですね。 

（区長）そうですね。 

（区民）今、10 日の日にお聞きしたことにつきましては、あくまでも文化財の保存の倉庫に使

うということで、我々はあれでびっくりしました。 

（区長）区の説明も聞いていただいて、地域の要望もうまく合わせていく。多分、そうしない

と恐らく他の地域との公平性が保てませんので、ぜひその点をご理解いただきたいと思います。 

（区民）じゃ、それだけ信用してよろしいですね。それは皆さん、私がなぜこういうことを言

うかって、６町会、みんな、それ心配しているんですよ。あそこの今の機能が全然なくなりま

すと、この活性化できなくなっちゃうんですね。 

 区長さんもご存じのとおり、田上町の交流会にも、何かあれも寄与させてもらっているし、

また、資材もたくさんございますし、やはり地域センターが、なかなか機能できなくなるよう

な状況になりますので、もう一度その計画を、もうちょっと我々と膝を交えて詰めていってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【第二部 地域の実情についての意見交換等】 

（司会）本日、地域で活動されている２名の方から、活動のご様子などをお話しいただきます。 

（区民）青少年健全育成成増地区委員会でございます。日ごろ大変お世話になっておりまして、

ありがとうございます。 

 青健成増は、町会・自治会から推薦されて、約 100 名の委員、そして、青少年委員、スポー

ツ推進委員、学校関係者、それからまた、顧問・相談役として、町会長さん、自治会長さん、

議員の皆様と有識者の皆様、総勢 150 名で構成されております。年間通じて活発な活動を行っ

ております。青健の委託料も、高島平地区に次いで、約 390 万円の予算を頂戴しておりまして、

効率的に活用させていただいております。 

 年間の主な活動を申し上げます。 

 ６月は、児童館との共催で行う親子ふれあいフェスティバル、そして、アクトホールではふ

れあい劇場ということがあります。 

 夏には、区の親善関係を目指して、小中学生による野球の地区大会。 

 榛名の二泊三日のキャンプ。 

 ８月に入りますと、先ほどお話にありました、成増と交流しております新潟県田上町の児童

による野球交流会。今年は成増の子どもたちが田上町を訪れ、野球漬けで田上町の子どもたち

と親交を深めてまいります。 

 ８月末には、例年行っておりました親子映画会、今年は、着ぐるみをかぶったクラシック音

楽を聞かせる音楽の絵本鑑賞会。今年、有料なのですが、初めての試みで行われてございます。 

 ９月には、小学校対抗のドッジボール大会。 

 10 月には、支部との共催でありますが、ウォークラリー大会。 

 赤塚地区３地区において行っております少女バレーボール教室と少女バレーボール大会。地
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区対抗で大いに盛り上がる事業でございます。 

 共催事業といたしまして、成増阿波踊り大会、成増童謡まつり、成増地域センターまつり、

赤塚梅まつり、積極的に青健地区委員会がかかわっておりまして、子どもたちの健全育成に寄

与しております。 

 以上が青健活動の報告をさせていただきましたが、先ほど、町連成増支部が提案しました、

成増地域集会室の跡地利用の件につきまして、青健成増地区としても意見を述べさせていただ

きます。 

 従来も対区要望を、支部・青健の総意で提出をしております。現在の集会室は、昨年度の利

用率、和室で約 46％、洋室で約 43％の利用があります。集会室には青健の倉庫があり、先ほど

お話がありましたが、地域センターの職員が事業の都度、準備をしております。そういったこ

ともありますので、青健倉庫が併設されるような新たな地域センターの新設を、過去、要望し

た経緯がございます。 

 先ほど、区長さんがお話しになりましたように、成増と 30 年来交流のあった新潟県田上町が、

農業まつりと赤塚梅まつりの際に、地域集会所の和室を宿泊場所として利用しております。 

 というような今までの利用でありますが、今回、先ほどお話がありましたが、文化財の保管

庫という話は突然の話で、大変驚いております。文化財資料を整理・保管、または公開するこ

とは有意義なこととは思います。ただいま申し上げたような成増地区の事情も十分お含みおき

をいただきますように、お願いを申し上げます。 

 集会所として今後利用できない、どういうことでしょうかということを、私の感じ方なので

すが、集会所の密度が他地域と比較して高いからというような印象を私は受けました。住民基

本台帳、今年の４月１日によりますと、成増地区の人口は４万 5,554 人で、区内 18 地区のうち、

高島平地区に次いで２番目に人口が多いところです。あまり密度とかにこだわらずに、ぜひ今

までの利用率が高いこの集会所の利用を、成増地区として継続をお願い申し上げます。 

 青健活動の報告と、お願いといたします。ありがとうございました。 

（区長）ただいま、青少年健全育成成増地区委員会様に、お礼とともに、活動の概要と、また、

青健活動の核になる集会所施設の存続について、切実なご意見を頂戴いたしました。 

 改めて、皆様方の活動の価値と重要性を認識したわけでもありまして、今日頂戴した言葉を

心に刻みながら、今進めております区の経営改革、また、これからの公共施設のあり方、それ

について、地域の皆様の気持ちを十分に反映しながら対応していかなければならないというよ

うに強く思いました。ぜひ、活動がそがれることなく、今まで以上に活動が活発になるような、

そういう取り組みにつながるような、そういう基盤整備をしていこうと思います。これからも

ご相談と、また、活動の面からも、いろんな面で協力をお願いしたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

（区民）私は、民生・児童委員としてこの地区に関わっていまして、今のお話に非常に感銘し

ております。これは何とかしなきゃいけないと。 

 区長さん、それから皆さんがおっしゃっている地域共生社会をつくろうという、今、一生懸

命、皆さん働いていらっしゃいますが、その原点というのは居場所づくり。居場所づくりとい

うことが今一番大切だと言われています。その居場所を、文化財も大変大切かもしれませんが、

ここで生きていく人たちの居場所づくり、これを奪うことはやっぱりいけないだろうと思いま

す。ご配慮をお願いしたいと思います。 
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（区長）稼働率が 40％、稼働率は高い方ではありませんが、標準的な数字だと思います。それ

だけは、各地域同じように、公共施設のあり方とあわせて、ただ今おっしゃった活動がどのよ

うにうまく結びつくのか、それをぜひ考えていくということにご理解いただきたいと思ってお

ります。 

 今あるものをそのまま残していくということは、非常に、ある意味では簡単なのですが、そ

れは先行きの変化に対しましてどのように備えるかという問題もあるものですから、また、い

ろんな地域との関係の中で成増がどうあるべきかという観点から、この問題についてはしっか

りと取り組んでまいります。皆様には、また相談申し上げますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

（司会）それでは、第二部の最後に、成増松竹会様よりご報告をお願いいたします。 

（区民）ご紹介いただきました、松竹会といいます、老人クラブです。 

 板橋区には 12 の支部がございまして、四葉から成増にかけて 11 支部という。現在 15 クラブ

が存在します。つい二、三年前までは 20 クラブありましたが、極端にここのところ老人クラブ

の数が減っております。 

 今日はすばらしい人を私から紹介をさせていただきます。 

 この 11 支部 15 クラブの中に、現役の 100 歳の会長さんがいらっしゃる。今日来ています。

ご紹介します。 

 この方は、板橋長生会の会長さんです。満 100 歳を超えました。今年の４月に満 100 歳にな

りまして、現役の会長ですよ。もう足が丈夫で、自分のうちから下赤塚の集会所まで毎日、会

合のたびに歩いていっております。私なんか意気地なくて自転車に乗っておりますが、この方

は歩いている。 

 まず、こういう人がこの近くで、老人クラブの会長として、みんなの先頭切って活動してい

ること、よく覚えておいてください。 

 11 支部の老人会の中で、こんな人がいるってことを初めて知った方がほとんどの方ではない

かと思いますが、こんなに頑張れるのですよね。 

 平成 12 年に介護予防制度というのができました。今から 18 年前ですが、それ以来、成増、

板橋中に老人クラブができました。それで今もまだそのムード、老人に対する事業、マンショ

ンにしても何にしても、老人に関する事業はふえており、これすごく、それだけ需要があるっ

てことです。老人に対する需要がある。 

 どういうことかといいますと、こういう 100 歳の会長さんがいる半面、活動に対して全然興

味を持たない老人も多いということです。自分はまだ老人ではないって威張って、80 歳超えて

いる人がいっぱいいますが、それはそれで結構です。ただ、老人クラブだけで活動しても活動

し切れないものもたくさんあるのですね。それ、どうしたら解消できるかといったら、町会あ

るいは青少年健全クラブもそうですが、やっぱり何か共通するものがあったら、社会資源の活

用という意味で、みんな手を携えて頑張っていかなければ、１つのクラブ、１つの団体が解決

できる問題はありません。 

 先ほど、質問の中でお話のありました板橋版のＡＩＰ、今、一生懸命構築しようと思って、

板橋区でも頑張って、区長さん中心にやっていられる。板橋は、そういう意味では、老人に対

する考え方、非常に親切で、本当に頑張っていただいておりますので、それは本当に心から感

謝しています。 
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 ただ、まだ老人に対する、本来の老人が、老人という意識がないという。それ、何のために

老人クラブがあるかということは、そこは区、行政からも、我々もそういう宣伝をしていかな

ければいけなんのではないかと思っています。それには、今言われた制度ができたのが、予防

介護制度です。予防活動、これは、いかにお金かけないで、老人の方々には長生きして喜んで

いただける、そういう活動をつくっていこうということです。それが本来、老人クラブの活動

です。 

 実際、私たちは、区で指導を受けて、友愛活動というのを一生懸命頑張っています。友愛活

動ってご存じでしょうか。寝たきりだとか、家から一歩も出られない孤独の老人がいっぱいい

らっしゃる。買い物にも行かれない。病院にやっとタクシー乗って行かれるという方がたくさ

んいる。そういう情報が私たち老人クラブだけではなかなかつかめない。災害があったとき、

それでは、町会にそういう資料がいっているって話は聞いていますが、それが全部活動できる

のか、有効に使うことができるのかという話になると、やっぱりちょっとそれも、個人情報と

かいろいろな問題がありますので、できないと思いますが、何かそういうところを、みんなで

手助けして、みんなで助け合うという、そういう部分を老人クラブに、皆さん、力を与えてく

ださい。私たちも一生懸命頑張りますから。 

 今、板橋で、極端に会長のなり手がなくて、会がなくなっています。それは、先ほども言い

ましたが、20 クラブあったというのも 15 クラブ、この３年でなくなりました。だから、そう

いう意味では、ぜひ皆さんのご協力をお願いして、質問ではありません、お願いで終わります。 

（区長）今、成増松竹会様から、老人クラブさんの活動、また、課題、老人クラブの活動をさ

れて、現役で会長されております板橋長生会の会長さんをご紹介いただきました。 

 まさしく人生は 100 年時代に入ったと考えてもいいのではないかと思います。今、区内全体

でいいますと、100 歳を超える方が、たしか 300 人を超えていると思いますが、年々ふえてお

ります。また、100 歳で老人会の会長をやる方は、多分、板橋長生会の会長さんしかいないの

ではないかと思います。私も新年会とか総会でいつもお会いしますが、非常に足もしっかりし

ていまして、私も尊敬をしております。 

 ぜひ、これから私たちも、生き方として、この 100 年時代をどうやって生きてきたのか、そ

れを身をもってお示ししていただけるとありがたいと思っております。そういった姿が、これ

からの高齢化社会にふえてくる老人に対します、いろんな意味でのエールになるのではないか

と思いますので、これからも板橋長生会会長様、また、今は大変この運営のことで苦労されて

おります成増松竹会会長様、ぜひクラブ間の交流といいましょうか、さらに老人クラブが盛り

上がるように、今日お見えの町会・自治会の皆様の協力を得ながら、ネットワークを強くして

いく、そういう取り組みをしていこうと思っております。 

 今、板橋区では、ＡＩＰという話が出ましたが、高島平を一つのモデルとして、全区的に取

り組んでおります。地域包括ケアという言葉があるのですが、ケアだけではなく、介護の必要

のない、生きがい活動にも、日ごろの健康管理や、長く健康でいられる秘訣がたくさんあるわ

けでございまして、そういうことを多くの方々に知っていただくことが大変重要と思っており

ます。 

 ぜひ、老人クラブの皆様は、その一つのリーダーとして活躍をされますよう、区としまして

も、老人クラブさんの活動をもとっと対外的にＰＲできるような、そういう取り組みをしてま

いりますので、これからもお元気で、さらに活動をお願いしたいと思っております。 
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 ありがとうございました。 

 

【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ブロック塀に対する安全対策について 

②成増地区に関係する水害対策の取り組みについて  

③熱中症対策について 

④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） 

⑤ボローニャ国際絵本原画展・ボローニャブックフェア  

⑥いたばし花火大会 

⑦板橋区勢概要 

⑧板橋マニア 

 

（司会）以上で第三部を終了いたします。 

 最後に、本日の懇談会全般につきまして区長からお話をお願いいたします。 

 

（区長）まず、今日は成増地区の皆様方、本当に今日はご多忙の中を、最後までお付き合いい

ただきましたことに、厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 今日頂戴をいたしました様々な要望や課題をしっかりと受けとめさせていただきました。今

日は満足な答えできなかった事柄もあったのですが、また持ち帰って十分に検討しながら、よ

い計画ができるように、また、実行ができるように進めていきたいと思いますので、ご理解の

ほどをお願いします。 

 区の取り組みを説明させていただきますと、この５年間の全国の、例えば日経新聞の調査が

ありますが、そのランキングを見ますと、板橋区の経営革新度は全国４位でございます。そし

て、高齢者の介護対応度、これは全国１位でございまして、また、安全、防災活動についても

同じように全国４位という評価をいただいております。まだまだ実感できるようなところでは

ありませんが、努力をしながら、さらに区民の皆様の気持ちに添えるような区政をしていこう

と思っております。 

 また、先ほど司会より申し上げた「板橋マニア」という本は、今年の４月に発売したのです

が、１週間で 1,000 部売れまして、１カ月以内に１万部刷っておりまして、非常におもしろい

ものになっています。板橋区の地形とか、あるいは川とかの内容を書いてありますので、ぜひ、

懐かしさを含めて読んでいただければと思います。 

 そしてもう一つは、赤塚二中ですが、改築して４年目だと思いますが、おかげさまで、赤塚

二中は区内ではトップレベルになっています。学力、あるいは文化、スポーツ、どれも非常に

いい内容になっています。この勢いを教員の皆さんとともに、さらにいい学校づくりをしてい

こうと思っています。そして今、ＩＣＴでも、コンピューターを使った事業とか、あるいは新

しい事業を開発しております。 

 今必要なのは、そういった学校のハードだけではなく、コミュニティを生かしたコミュニテ

ィスクール、また学校を支える地域の連携でございます。ぜひこれからも皆様方には、学校の
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事業だけではなく、いろんな面から、安心・安全を含めた取り組みをお願いしたいと思ってい

ます。 

 冷房・暖房につきましては、もう既に各学校は、教室については全て冷暖房が入っておりま

すので、ご安心願いたいと思っております。 

 今日は発言がなかった方もいらっしゃいますが、今日の会議の後に、用紙がございますので、

ぜひそれを書いていただいて、また、今日だけではなく、いつでも成増地域センター所長に届

けていただければ、私も読んで対応したいと思います。どうぞ、これからもご協力をお願いし

たいと思っています。 

 まもなく、台風や雨の多い季節が来ますが、ぜひ、水害や熱中症も大変問題になっておりま

すので、子どもたちや家族の皆さんの安心・安全を、気遣っていただきますようにお願いしま

す。 

 また、今年も、８月４日は花火大会がございますので、お揃いでご覧いただければと思いま

す。ちなみに、11 年間ずっと雨が降っておらず、天気に恵まれてまいりました。今回もよい天

気で、すばらしい大会になりますように努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞ楽しい

板橋区の花火にもご参加を願いたいと思っております。 

 今日は 15 分ほど会の延長をしました。皆様方の協力に感謝を申し上げます。 

 これからの成増地区のますますのご発展と、そして、今日お集まりの皆様の活躍、そして、

地域がますますご発展をされますことを祈念いたしまして、私からの閉会のご挨拶にかえます。 

 本日は誠にありがとうございました。 


