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未来をはぐくむあたたかいまち 

クラウドファンディングで児童養護施設卒園者を応援 
 

 

事業概要   

クラウドファンディングで子どもの未来を応援 

 

  クラウドファンディングで寄付金を募り、児童養護施

設卒園者の住まいに掛かる費用を助成します。児童養

護施設を卒園する子どもたちには、進学や生活面で大

きなハンデキャップがあり、社会的自立をはばむ「壁」

が立ちはだかります。費用助成を通して、この壁に立

ち向かう子どもたちの巣立ちを支援します。 

 

    

事業の内容   

児童養護施設卒園者住まい応援プロジェクト 

 

 

   （1）住まいを核とした学習・生活環境の整備 

進学する児童養護施設卒園者を対象に、生活費の中でも

負担の大きい住居費用を一部助成します。生活の基礎と

なる住まいの安定が図られることで、進学の機会と学業

に専念できる環境を整備し、卒園者が夢と希望をもって

巣立つことができるよう支援していきます。 

（2）助成費用について寄付を募集 

ふるさとチョイスを通じ、寄付金 540 万円を目標に募

集します。目標額を定めたクラウドファンディングによ

る卒園者への助成は、23 区初の取り組みとなります。

寄付金は家賃の一部助成に充てさせていただき、その結

果を、区のホームページ等を通じて、報告します。 

【クラウドファンディング目標額】 

540 万円（下記【助成内容】の 5 年間分） 

【助成内容】 

助成額：家賃相当額の１/２     ※3 万円を上限 

募集者数：3 名程度 

助成期間：就学に必要な最低年限  ※4 年間を上限 

助成期間：就学に必要な最低年限  ※4 年間を上限 
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継続的な支援で進学を後押し 

児童養護施設卒園者の進路は、進学よりも就職の割合が

高く、その背景には、経済的事情があると考えられてい

ます。通常、児童養護施設では 18 歳になると施設を卒園

し自立する事が求められます。必ずしも保護者からの支

援が期待できない卒園者にとって、進学しながらの自立

は非常に壁が高く、生活資金を得られる就職を選択せざ

るを得ない現状があります。本プロジェクトでは、経済

的な理由から進路の選択が制限されることを防止し、卒

業まで継続的な支援を行います。児童養護施設卒園者が

夢と希望を持って巣立つことができるよう支援を行って

いきます。 

 実施の背景・目的 

   

    

  

6 月  寄付金受付開始（ふるさとチョイス）（4 日~） 

     家賃助成等開始 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 2,452 千円 

（内訳）家賃助成        1,080 千円 

    システム使用料及び手数料 1,306 千円 

        リーフレット等作成     66 千円 

 

  子ども家庭部 子ども政策課 
課長 雨谷 周治 ℡3579-2471 担当者 吉岡 利倫 ℡3579-2454 
 

政策経営部  経営改革推進課（クラウドファンディング関連） 
課長 三浦 康之 ℡3579-2014 担当者 藤枝 恵美子 ℡3579-2060 

 

植村直己生誕 80 周年を迎える記念の年（2021 年）に、東板橋体育館へ複合化し植村冒険館をリニューアルしま

す。常設展示室を備え、植村直己氏の冒険や精神を次世代へ継承し、来館者のチャレンジスピリットを育んでいき

ます。これに先駆け、世界中に存在する「植村ファン」から寄付を募集しリニューアル費用に活用いたします。 

★クラウドファンディング関連事業 

(1)植村直己生誕 80 周年記念事業        問合：区民文化部スポーツ振興課 ℡3579‐2651 

旧粕谷家住宅の保存・管理体制を整えるため、設置を予定している管理棟及び防消火設備の整備費用に充て防火・

防犯機能の向上を図っていきます。 

寄附者には、「旧粕谷家住宅サポーター」として、区より旧粕谷家住宅に関する事業・イベント情報を提供します。

なお、一定額寄付をいただいた方には、今後設置予定の管理棟にご芳名を掲示します(希望制)。 
 

＜目標金額＞令和元年度末まで 1,000 千円       ＜寄付金受付開始＞9 月受付予定 

＜スケジュール＞ 

令和元年度 管理棟及び防消火設備(放水銃等)設計委託   令和2年度 管理棟及び防消火設備(放水銃等)設置工事 

(2)「旧粕谷家住宅」の保存・管理        問合：教育委員会事務局生涯学習課 ℡3579‐2636 

＜目標金額＞令和元年度 1,000 千円    令和 2 年度 3,000 千円    令和 3 年度 6,000 千円 

＜寄付金受付開始＞6 月 20 日（木） 区役所窓口受付、ふるさとチョイスによる受付 

＜スケジュール＞令和 2 年 4 月 設計・施工委託    令和 2 年 6 月着手予定     令和 3 年秋頃 完成予定 
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未来をはぐくむあたたかいまち 

区立八ケ岳荘の野外施設がリニューアルオープン 
 

 

事業概要   

都会生活では味わえないリゾート空間を提供 

 

    

    

 

事業の内容 

  

 

多目的に利用できる新たな野外施設 

 

 

   

 

所在地 

長野県諏訪郡富士見町立沢字広原 1-1322 

利用料金 

＜アウトドアキッチン＞ 

区内在住者     区外在住者 

大人：400 円    大人：600 円 

子供：200 円    子供：300 円 

 

＜キャンパステント＞ 

区内在住者     区外在住者 

大人：2,500 円   大人：3,750 円 

子供：1,250 円   子供：1,875 円 

 

＜バーベキューデッキ＞ 

区内在住者     区外在住者 

大人：400 円    大人：600 円 

子供：200 円    子供：300 円 

 

※大人は 15 歳以上、子供は 4 歳～14 歳。 

 なお、4 歳未満は無料。 

区立八ケ岳荘の宿泊棟の大規模修繕工事と同時に実

施していた野外施設の整備が完了し、６月にリニュ

ーアルオープンします。「都会生活では体験できない

“生活体験”を基に新たな価値を創造する施設へ」を

コンセプトに、既存施設を更新するとともに、野外

宿泊施設と野外炊飯場に新たな機能を加え整備しま

した。豊かな自然の中、家族や仲間で、特別な空間

をお楽しみください。 

（１）アウトドアキッチン 

ウッドデッキ上に設置されたアウトドアキッチンで

は、八ヶ岳の山々を望みながら手ぶらでカレー作り

やバーベキューが楽しめます。天気の良い日には、

青空や緑、星空を見ることができ、豊かな自然を満

喫できます。 

（２）キャンピング resort エリア 

キャンパステント、バーベキューデッキをそれぞれ 3

エリア備え、中央には焚火台を設置しています。特

にキャンパス内にはソファーやベッドが設置されて

おり、リゾート気分を味わえます。 

（３）キャンプファイヤー広場 

最大 250 人が利用できるキャンプファイヤー場。満

天の星空のもと、火の温もりを感じながら、家族や

仲間で、思い出に残る特別な時間が過ごせます。 
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充実した施設と感じる四季折々の薫り 

宿泊体験のさらなる魅力向上や来館者ニーズに対応す

べく大規模改修工事を実施し、緑豊かな自然を生かした

魅力ある空間へと一新しました。本格的なアウトドアか

ら快適なキャンプまで体験できる八ケ岳荘では、大自然

での宿泊体験を通して、利用者の健康増進と余暇活動を

促進していきます。 

また、集団生活を通じて心身ともに健全な青少年を育成

するため、移動教室や青少年健全育成事業の実施をする

とともに、野外炊飯など自然体験活動の技術や自然を通

じて触れ合う機会を次世代へ継承していきます。 

 

 

 実施の背景・目的 

   

    

  

 

 

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 372,794 千円（宿泊棟工事費を含む） 

 

 教育委員会 生涯学習課 

  課 長 水野 博史  ℡3579-2630 

  担当者 川上 哲雄  ℡3579-2633 

アウトドアキッチン 

最大 250 人が一度に利用できる屋根付

き施設。移動できる釜戸やテーブルを備

え、薪のほか、ガス調理器具も導入して

いるため、様々な楽しみ方が味わえる。 

バーベキューデッキ 

３エリア 定員 6～8 名程度 

■アウトドア 
キッチン ■キャンプ 

ファイヤー 

■エントランス 

■多目的広場 

■キャンプ 

エリア 

 
■キャンピング 

resort 

エリア 

 

区立八ケ岳荘 エリアマップ 

キャンパステント 

キャンピング resortエリアに3エリア設

置。定員 5 名程度。 

 

写真左：キャンパステント（外観） 

写真下：キャンパステント（内観） 

 

キャンピング resort エリアから 
アウトドアキッチンへの眺め 

【交通アクセス】 
・車  中央自動車道利用⇒諏訪南 IC より車で 20 分 

              小淵沢 IC より車で 20 分 

・電車  JR 中央線富士見駅よりタクシーで 20 分 
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いきいきかがやく元気なまち 

都内自治体主体として初！オリンピックデーラン板橋大会を開催！！ 
 

 

事業概要   

誰もが参加できるオリンピックムーブメント 

 

  オリンピアンと触れ合うことで、オリンピック精神や、

スポーツの楽しさを共有するイベント「オリンピック

デーラン板橋大会」を 9 月 15 日（日）、都立城北中央

公園で開催します。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を

来年に控え、区からオリンピックの魅力を全国に発信

していきます。 

 

    

事業の内容   

オリンピアンと楽しむスポーツの祭典 

オリンピックデーランは日本オリンピック委員会

（JOC）と連携した全国各地の自治体で毎年開催され

ていますが、都内の自治体が主体となって開催するの

は板橋区が初めてです。さらに東京 2020 大会を来年

に控えた時期に都内で開催することもあり、多くの方

の参加を見込んでいます。 

イベントは、2.5ｋｍのウォーキングをメインとし、

オリンピック実施競技体験やトークショーなど様々な

プログラムを通じてオリンピアンとの交流を図り、ス

ポーツを愛する誰もが楽しめる内容となっています。 

 

 

   

 

オリンピックデーラン北九州大会 

提供：JOC 

トーチプログラム  提供：JOC 

オリンピアントークショー 

  提供：JOC 

【実施プログラム】 

・9：00   開会式・トーチプログラム 

・10：00   2.5ｋｍウォーキング 

・11：00   オリンピアントークショー 

・11：30   オリンピアンサイン会 

・13：30   スポーツ教室（バレーボール等を予定） 

※8：15 より随時、オリンピック実施競技体験を実施 
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オリンピアンが集うまち板橋 

区では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会に向け、賑わいの創出、スポーツ環境の再整備など、様々

な取り組みを行っています。その中でも、大会機運の醸成

とトップアスリートとの連携では、オリンピック教室をは

じめとした JOC との連携事業を通じて、多くの区民へオ

リンピアンと接する機会を提供しています。また、区内に

ナショナルトレーニングセンターへの玄関口となる駅が

あることから、多くのオリンピアンが来訪しています。そ

のような中で、区民に、より一層オリンピックに興味を持

ってもらうためオリンピックデーランを開催します。 

 実施の背景・目的 

   

    

  

7 月 中旬    参加者募集開始（予定） 

9 月 15 日（日） オリンピックデーラン開催 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 5,304 千円 

 

 

  

 

◆2019 オリンピックデーラン開催地 

6/9 群馬県 

太田運動公園 

6/23 北海道 

士別市陸上競技場 

7/7 福島県 

押切川公園スポーツ広場 

9/15 東京都板橋区 

都立城北中央公園 

9/21 新潟県 

新潟スタジアム 

11/2 長野県 

南長野運動公園 

12/14 福岡県 

福岡県立久留米総合 

スポーツセンター 

11/24 茨城県 

ひたちなか市総合運動公園 

11/10 大分県 

大貞総合運動公園 

区民文化部 オリンピック・パラリンピック担当課 
課長 小田 健司 ℡3579-2546 担当者 柴田 政弘 ℡3579-2667 
 

区民文化部 スポーツ振興課 
課長 a金子 和也 a℡3579-2650 
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（1）板橋区少年サッカーの聖地化 

グラウンドの人工芝化にあたって、クッション性の高い

ロングパイル芝と熱吸収を抑制する天然素材の充填材

を導入します。良好なプレー環境を提供し、技術向上と

エリート選手の育成に繋げます。 

（2）幼児期の運動能力向上のための環境整備 

幼少期からの運動能力の向上を目的に、可動式ボルダリ

ング壁やトランポリンなどの遊具を設置します。 

また、保育園や幼稚園、スポーツ教育を目的とする団体

の遊び場や運動会などのイベント場として提供するこ

とにより、地域全体の子どもの運動能力の向上と地域コ

ミュニティの形成に寄与していきます。 

（3）多世代のスポーツ拠点となる多目的な運動場へ 

周辺の子育て支援施設の利用を促進するほか、フットサ

ル、グラウンドゴルフなど様々な目的でスポーツを楽し

める運動場とし、子どもから高齢者までのあらゆる世代

の運動能力とスポーツ環境を充実させていきます。 

いきいきかがやく元気なまち 

高島平少年サッカー場を子どもの夢を叶えるフィールドへ 
 

 

事業概要   

高島平少年サッカー場の再整備で新たな価値を創造 

 

  グラウンドの人工芝化と、あらゆる世代が様々なスポー

ツを楽しめるよう、利用日時を拡大し、多目的な利用が

できる運動場とします。グラウンドのほか、防球ネット、

トイレ・更衣室・管理人室を備えた管理棟など、周辺環

境も併せて整備します。 

整備にあたっては、乳幼児を連れた保護者が安心して子

どもを遊ばせることができ、運動能力向上を図ることが

できる遊具等を設置します。 

 

    

事業の内容   

ライフステージに合わせたスポーツ環境 

 

   

 

現在の高島平少年サッカー場 

所在地：板橋区高島平 2-24-1 

子ども向け遊具のイメージ 
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区民スポーツ環境の改善 

高島平少年サッカー場は軟弱地盤に整備された土のグ

ラウンドであったため、風雨の影響を受けやすく、コン

ディションの悪い状態が続いていました。また、対象・

用途・使用時間が限られており、施設の有効活用と利用

環境の改善が求められていました。これらの課題を解決

するため、グラウンドの人工芝化と利用条件を拡大し、

多目的に利用できる運動場とします。このようにして、

幅広い世代の利用の促進と平日昼間から地域住民のコ

ミュニティフィールドとして機能強化を図るとともに、

区民スポーツ環境の発展に寄与します。 

 実施の背景・目的 

   

    

 令和元年 6 月  既存倉庫、トイレの解体   

令和元年 7 月  人工芝、防球ネットの工事 

令和元年 11 月  管理棟工事 

令和 2 年 3 月  リニューアルオープン 

 今後のスケジュール 

   

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 201,400 千円 

(内訳)工事費、遊具設置費等 

 区民文化部 スポーツ振興課 

  課 長 金子 和也  ℡3579-2650 

  担当者 沼  俊一  ℡3579-2651 

●グラウンドサイズ 

★少年サッカー 

11 人制  a53ｍ×100ｍ 

（青線） 

８人制   50ｍ×68ｍ 

（赤線） 

★フットサルコート 

40ｍ×20ｍ（3 面）      

（白線） 
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いきいきかがやく元気なまち 

板橋区版フレイル予防事業が始動！ 
 

 

事業概要   

フレイル予防で健康長寿！ 

 

  最近のフレイル研究・調査で、体が衰える最初の入口に

なりやすいのは「社会参加の機会の減少」であることが

明らかになっています。健康長寿のためには、栄養・運

動・社会参加の三位一体で維持・改善し、それを継続す

ることが重要です。板橋区版フレイル予防事業では、特

に社会参加に注目し、区が実施する様々な社会活動への

参加を促し、フレイル予防に取り組んでいきます。 

 

    

事業の内容   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

シニア世代活動支援プロジェクトとは・・・ 

シニア世代の主体的な健康維持・増進と生

きがいづくりにつながる活動を促進するた

めのプロジェクト。趣味活動から地域活動、

ボランティアや就労まで、多種多様なプロ

グラムがある。 

 

      飯島勝矢 教授 

      1990 年東京慈恵会医科大

学卒業後、千葉大学医学部

付属病院をはじめ様々な病

院や大学で老年医学等の研

究に携わる。2016 年より 

東京大学高齢社会総合研究機構の教授に

就任。フレイル研究の第一人者として、全

国にフレイル予防の取組みを広めている。 

フレイルとは・・・・ 

加齢により心身の活力（能力、認知機能、社会とのつながり等）が低下した❝健常

と要介護の中間の状態❞を示す。フレイルの兆候を早期に発見し、日常生活を見直

すなどの対処をすることで、フレイルの進行を抑制したり健康な状態に戻したりす

ることができる。 

（１）フレイルチェック測定会 

フレイル度をチェックする測定会を区内 4 か所（各２回）

で実施します。フレイル研究の第一人者である飯島勝矢教

授とフレイル予防チームが開発したチェックシートを用

いてフレイル度を「見える化」し、自分自身の心と身体の

健康状態に対する「気づき」と行動の変化を促します。ま

た、チェック結果に応じた生活習慣の改善や、「シニア世

代活動支援プロジェクト」が推進する社会活動への参加を

支援していきます。半年後には、同じ参加者を対象に再度

測定会を実施し、半年間の自身の活動の効果を実感しても

らうことで、フレイル予防に向けた取り組みの継続と定着

を図ります。 

（２）フレイルサポーター養成講座 

フレイルチェックに必要なスキルを講義と実技で習得し、

フレイルチェック測定会を主体的に担ってもらう、区民サ

ポーターを養成します。シニア世代の地域での活躍の場の

創出・拡大につなげる一方で、同世代のサポーターが測定

会運営に携わることで、チェックを受ける側のシニア層に

おける社会参加に対する意欲向上を図ります。 

 

事業を通してシニア世代の社会参加を促進 
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高齢社会に向けた先駆的な取り組み 

高齢者人口（特に後期高齢者人口）の急増が予測される中

で、フレイル状態や要介護・要支援状態になる時期を遅ら

せる施策が必要とされています。 

区では、元気力チェックなどの一般介護予防事業を行って

いますが、65 歳以上を対象しているため、早期介入が要 

となるフレイル予防に対応しきれていない状況にありま

した。フレイル予防事業は早期に自分自身の変化に気づく

ことで、健康管理の意識の定着を図り、健康寿命を延ばし

ていきます。 

また、フレイル予防事業の運営側に立つサポーターを養成

し、支援を受ける側から支援する側へシフトチェンジを行

うことにより、シニア世代の活躍の場の創出・拡大を図っ

ていきます。 

 実施の背景・目的 

   

    

   今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 616 千円  健康生きがい部 長寿社会推進課 

  課 長 近藤 直樹  ℡3579-2380 

  担当者 外﨑 暁子  ℡3579-2376 

（１）フレイルチェック測定会（初回） 

A 日程 7 月 2 日（火）  グリーンホール           601 会議室 

B 日程 8 月 1 日（木）  高島平区民館             ホール 

C 日程 9 月 6 日（金）  グリーンカレッジホール  教室１ 

D 日程 10 月 4 日（金） 成増アクトホール     第１洋室 

※半年後、同じ参加者を対象に 2 回目の測定会を実施 

 
（２）フレイルサポーター養成講座（3 日制） 

日時：6 月 19 日（水）、20 日（木）、7 月 2 日（火） 

               13 時～16 時 30 分 

場所：グリーンホール 601 会議室 

内容：講義「フレイル予防」・体力測定の技術習得、 

   フレイルチェック測定会の実践 
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その他の事前案内 

板橋で開催されるイベントについて 
 

 

    

  北区・東京家政大学との三者共催で実施する育児期女

性向けのワークショップを開催します。育児や家事に

追われてちょっと疲れてしまった女性が元気を取り戻

す方法を学ぶ<レジリエンス編>と、「家政学」の考え

方を使って忙しさにのまれず、生き生きと生活を回し

ていく方法を考える<家政学編>の 2 種類のコースを

実施します。 

 

 

    

    

  リニューアルオープンと開館 40 周年を記念して、

「2019 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」を開

催します。本展では、コンクールで入賞した 27 か国

76 名（うち日本人 10 名）のイラストレーターの作品

を展示します。新しくなった展示室で、今まで以上に

楽しめる魅力的な展覧会を開催します。また、同時開

催として、開館当初の設計者「村田
む ら た

 政
まさ

真
ちか

」氏と今回

の大規模改修の設計者「柳
やなぎ

 学
がく

」氏の特別展示を行い

ます。 

なお、開催前日には関係機関へのお披露目として、オ

ープニングセレモニーを行います。 

 

 

 

 

 

子育て中の女性を応援！ 

セミナー「子育てママの未来計画」を開催 

オープニングイベントを開催 

区立美術館リニューアルオープン 

<レジリエンス編> 

前期：7 月 6 日（土）、13 日（土）※2 日制 

後期：9 月 6 日（金）、20 日（金）※2 日制 

<家政学編> 

前期：7 月 20 日（土）、27 日（土）※2 日制 

後期：9 月 28 日（土）、10 月 12 日（土）※2 日制 

＜会場＞ 

 東京家政大学 

＜問合＞男女社会参画課(3579-2486) 

 

 

＜オープン＞ 6 月 28 日（金）オープニングセレモニー 

＜一般公開＞ 6 月 29 日（土）～2019 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展  

＜問合＞区立美術館(3979-3251) 
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都営

東武

 

 

    

 板橋の夏の風物詩「第 60 回いたばし花火大会」荒川河

川敷で開催します。対岸の「戸田橋花火大会」と併せて、

総打ち上げ数 12,000 発を超える花火が板橋の夏の夜

空を彩ります。また、今回は、第 60 回を記念して特別

な演出で会場を盛り上げます。 

 

有料指定席券は、6 月 8 日(土)から区内先行販売、6 月

15 日(土)から一般販売開始です。おなかに響く尺玉の

音も醍醐味となりますので、大迫力の花火を楽しめる有

料指定席がおすすめです。 

 

・都内最大の尺五寸玉 4 発の打ち上げ  

・尺玉 60 発の打ち上げ 

・花火とカラフルなレーザー光線との共演 

 

  

    

    

 自然・歴史・文化が集まる赤塚地域で「再発見！赤塚地域

の魅力・スタンプラリー」を実施します。赤塚城址や不動

の滝をはじめ、旧粕谷家住宅や赤塚植物園など様々なスポ

ットがあります。これらのスポットを巡ることで、楽しみ

ながら自然・歴史・文化に触れられます。また、スタンプ

帳は地域の観光マップとなっており、全てのスタンプポ

イントを制覇した方には、オリジナル記念品を用意して

います。 

 

  

 

    

    

圧巻の演出で盛り上げる 

第 60 回いたばし花火大会 

＜日時＞8 月 3 日（土） 19 時～20 時 30 分 

＜問合＞くらしと観光課(3579-2251) 

赤塚地区の自然・歴史・文化を探訪 

再発見！赤塚地域の魅力・スタンプラリー 

＜スタンプラリー開始＞ 

６月 29 日（土） 

＜スタンプポイント＞ 

郷土資料館、美術館、赤塚植物園、旧粕谷家住宅、郷土芸能伝承館 

＜記念品配付期間＞ 

第 1 回 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土） 

第 2 回 2 月 1 日（土）～3 月 31 日（火） 

＜問合＞郷土資料館（5998-0081） 

東武東上線 

都営三田線 

★マーク・・・チェックポイント 


