
定期的に地域の方から、ペットの同行避難についての相談・問合せを頂きます。ペットは家族の一員
ですし、もちろんペットと一緒に避難所に入れます。ただし同行避難は、避難所での人とペットが同
一の空間で居住することを意味するものではありません。避難所には動物が苦手な人やペットのアレ
ルギーを持った人もいるため、人とペットの居住区は分けられています。 
区の避難所においては、 

• 飼い主がケージ、リードを用意していること 
• 餌や水などを用意していること 
• しつけができていること 
• 予防接種が済んでいること 

などの条件をクリアすることが必要です。災害時に、避難所でのトラブルを防ぐためにも、ペットの同
行避難では一定の要件を満たす必要があることを理解することは、ペットの飼い主も、動物が苦手な
人にとっても有効だと思われます。このような避難所での状況を考え、飼い主の方は、平常時から十分
な備えや必要な対策をしておきましょう。

๏ 昭和54年蓮根生まれ　43歳　家族：妻と子ふたり（5歳と2歳児子育て中） 

๏ 2015年初当選　現在2期目 

๏ 健康福祉委員会・インクルージョン推進調査特別委員・議会運営委委員会委員 

๏ ミズベリングいたばし・いたばし対話プラス共同代表、いたばし画廊共同代表 

๏ ひいらぎ保育園、志村第六小学校、志村第三中学校、板橋高等学校卒 

๏ 5年間のサラリーマン勤務の後、スリランカ内戦地域で支援活動 

๏ NZ留学を経て28歳で慶應義塾大学入学（卒業式学位記授与代表生） 

๏ ボーイスカウト板橋第四団・隊長 

๏ SVP TOKYO パートナー　子どもアドボケイト養成講座・修了 

๏ 志村消防団第二分団・班長 

๏ 国家資格 キャリアコンサルタント

ご意見、街のこと、住みたい街の未来像、お聞かせください 
間中りんぺいは対話を大事にします

間中りんぺいプロフィール

Facebook

LINE

ホームページ

インスタグラム

!"#$%&

〒174-0051　東京都板橋区小豆沢2―21－1－201 
TEL　080－3442－1520　FAX　03－6886－8417 
Email　rinpeimanaka@gmail.com

テイクアウト飲食支援エネルギー価格高騰対策 
設備更新助成金

� �

災害時の避難所について

間中りんぺい区政報告

この一年も 
みなさんと向きあって 

はたらきます！

新年が来るたびに、1995年1月17日の阪神・淡路大
震災、2011年3月11日の東日本大震災を思い返す方は
多いのではないでしょうか。そして、これまでの震災の
教訓から、防災への意識はますます高まっています。 
板橋区でも全ての小中学校で、避難所が開設されたと
きの配置図が作られています。例えば、乳幼児連れの
ための授乳室、ペットの避難スペース、特別な配慮が必
要な方の避難スペース、風邪症状があったり濃厚接触者
の避難スペースなどの配置が、全ての避難所で決められ
ています。 

私は、避難所の配置図を事前に公開し、自分の避難す
る避難所がどのような体制になっているのかを少しでも
把握する事は必要だと考えますが、区としては犯罪防
止や事故防止の観点から、おおやけには公開しない方
針がとられています。 
ただし地域での勉強会などでご案内することは可能な
ので、地域の防災訓練やイベント等で確認する機会を
設けて、防災意識の向上につなげていきたいと思ってい
ます。ぜひ皆さまも、ご自身が避難される避難所の
運営態勢について、確認してみて下さい。

避難所配置リスト 

①開錠する門 
②開錠する昇降口 
③受付設置場所 
④要配慮者スペース 
⑤負傷者対応・救護室 
⑥備蓄物資食料集積所 
⑦女性用更衣室 
⑧授乳室・乳幼児室 
⑨避難所運営スタッフ休憩所 
⑩濃厚接触者避難スペース 
⑪男性用更衣室 
⑫避難所運営本部 
⑬ペット避難スペース 
⑭給湯室・調理室 
⑮症状のある方の避難スペース ⑬ペット避難スペース

第一次開放教室

⑧授乳室・
乳幼児室

②開錠する昇降口

⑥備蓄物資食料集積場所

⑦女性用更衣室

①開錠する門
正門

⑪男性用更衣室

③受付設置場所

⑩濃厚接触者避難スペース

⑦症状のある方の避難スペース

④要配慮者スペース

⑫避難所運営本部

⑤負傷者対応・救護室

長机・パイプイス保管場所

⑨避難所運営スタッフ休憩所 中門

⑭給湯室・調理室

第二次開放教室

 これは一般的な避難所配置図の例です

ペットの同行避難
飼い主の方にも 
動物が苦手な方にも 
知ってもらいたいこと

避難所では 
あらかじめ配置図が 
決められています

中小法人・個人事業主等の 
「設備更新」を助成します

原油価格の高騰や長引く円安等により、エネルギー価格高騰の影響が長期化する中、経営のさらなる悪化が懸念され
る区内事業者を対象に、事業継続の支援および区内消費の回復を図るために、設備更新の助成を実施します。

令和4年4月1日(金)～令和5年2月28日(火) 
※原則、現金で購入した設備が対象です。 
※クレジットカードで購入した設備は、令和5年1月3日(火)以前に購入したものに限ります。

〈中小法人等〉 
1事業所あたり　上限50万円 

〈個人事業主等〉 
1事業所あたり　上限20万円 

※申請は1事業所につき1回のみです。 
※申請後の変更はできません。

〈すべての設備を区内事業者から購入〉 

5分の4 
〈上記以外〉 

3分の2

令和5年1月4日(水)～令和5年2月28日(火)消印有効 
問合せ先：板橋区エネルギー価格高騰対策設備更新助成金交付事業コール
センター 
電話：0120-774-707 平日9時～17時 
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

助成対象期間

助成金額 助成率 申請受付期間

詳しくは 
コールセンターへ 

お問い合わせください

冷暖房設備やボイラー、給湯器、フォークリフト、冷凍設備(大型冷蔵庫)、変圧器、
各種検査機器、業務用扇風機、研磨機器、切断機、飲食店のコンロやレンジ、食洗器、
炊飯器、業務用冷蔵庫、オーブン、フライヤー、コーヒーサーバー、ミキサー、ブラ
ストチラー、換気扇、製氷機、自動皮むき器、殺菌装置、冷蔵(保温)ショーケース、
業務用スライサー、食品洗浄機、パソコンや自動車、電動自転車、バイクなど

• 新規に購入した設備やエネルギーを使用しない設備 
• リースで導入した設備 
• 本体価格5万円(税抜)未満の設備 
• 設備の設置にかかる諸経費(助成対象になるのは設備単体の費用のみ)

対象設備の例 下記に当てはまる場合は対象外です

旅の効用

ひきこもり当事者の 
支援活動で 
思うこと

いつも手に取れる場所に、ロルフポッツ著・ロバー
トハリス監訳の『旅に出ろ！』を置いていて、旅に
出ない今もよく開きます。そこには「旅はある種の
ライフスタイルでもなければ、流行でもない。それ
は人生を普段とは違った角度から見てみようという
ひとつの方法であり、それまでの価値判断を修正し
行動することだ」と書かれています。 
私たちは、旅から「独立心」「柔軟性」「交渉力」
「計画性」「大胆さ」「自負心」「とっさの判断力」
を学びます。さらに自分がそれを冒険だと思えば、
どこからでも冒険が始まる。その第一歩は自分自身
の中にある可能性を発見することなのです。 
私たちにとって大切なことを忘れさせようとする社
会の圧力に抗うには、時には旅が有効です。旅は、
自分はどこにいて、何をしている何者なのかを、
しっかりと認識するための革新的な方法なのです。 

「ひきこもりUX会議」などのさまざまな活動をさ
れている恩田夏絵さんにお話をお伺いしました。小
学2年生から不登校になり、引きこもりや自傷行為の
当事者であった恩田さんは、「旅」で自分の人生の
歩みを進める道筋を見つけます。それまでは自分自
身を卑下し、旅を終えたら死のうと思っていたそう
ですが、3ヶ月の世界放浪で多様な人たちに出会い、
実は大人たちもだらしないんだと知りました。不登
校になった時点で「人生詰んでしまった」と思った
けれど、そうじゃなかった。自分のことを引きこも
りだと知らない人たちの中で、土地にも人間関係に
も縛れらない、大切な時間を持てたそうです。 
自分が住む地域でどう生きるかも大事だけど、切
り返しが難しいなと思ったら、旅に出るのが良いか
もしれない。恩田さんと共に「ひきこもり & 旅」計
画を、ぜひ進めていきたいと考えます。 

「見次公園の池を綺麗にして欲しい」と要望を貰いますが、なかなか
予算がつかず実現出来ていません。噴水装置が壊れていて水の循環が
ない事も一因のようですが、水を全部抜かないと修理が出来ません。
「池の水よりも優先すべきこと」に予算は回りやすいので、具体的な
解決策は打ち出すことができていないのが現状です。 
しかし「公園の池の水が綺麗」って本当はすごく大きな価値があると
思います。その地域全体の質にも関わってくるはず。夏には匂いも出る
でしょうから、それまでには何とかしたいです。

公園の整備

見次公園の池を 
綺麗にしたい！

新制度

恩田夏絵さんが手にするのは 
「ひきこもりUX会議」のパンフレット

都会のイルミネーションが映える 
板橋区の見次公園

板橋区HPも 
チェック！

mailto:rinpeimanaka@gmail.com


アウトリーチ 
アウトリーチには、手を伸ばす、届ける、
などの意味があり、子どもと直接つながっ
て支援する時に必要となるスキル。子ど
もに関わる専門職が、施設で待ちうける
のではなく生活の場に出向いて、問題点
を発見することが求められる。 

•対象者を発見・つながること 
対象者は、自らSOSを発することが
難しい場合がある。 

•アセスメント 
相談だけでは見えてこない情報を得る
必要がある。たとえば家族が語る対象
者の姿は、あくまで家族の目からの姿
であると認識すべきだ。 

•支援 
支援を不要だと拒んでいる場合、その
根底に対象者が、対人への不安・恐怖
を抱いている可能性がある。

いじめ対策

間中りんぺいの試み

子どもへのアウトリーチ

【りんぺいポイント】 
7月から、区の子ども家庭支援センターに、
都が運用してきた児童相談所が統合され、区
独自の「児童相談所」運営が始まった。 
この統合により『相談のワンストップ化』
『迅速できめ細やかな支援』が期待される。
これを機に、支援を必要とする子どもたちに
向かって、行政側から支援していくような展
開を求めたい。

大阪府箕面市では、学校側が見守り対象である生徒数を266名と
していたが、行政が把握する各世帯の情報と、学校と教育委員会が
把握する児童の成績や身体検査データを照合すると、緊急支援が
必要な数は477名に増えたという。区は、プログラムを用意して申
請を待つだけではなく、箕面市のようにケアが必要な子どもに向
かうアウトリーチを展開すべきだ。

•学校や保育園等へ訪問するアウトリーチを実施して、支援してい
る児童の直近の状況の聞き取りを進めている。 
•緊急性がある場合は通告として受理し、その学校や保育園等で
対応可能と判断した場合は、対応方法について助言をしている。 
•こうしたアウトリーチを重ねることで、学校や保育園等との連携
を深め、通告や相談の機会を得る。 
•アウトリーチに積極的な支援を必要とする子どもや家庭を把握
し、迅速な対応につなげている。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

いじめ問題・対策における 
警察との連携の必要性の認識と現状は

［参考］全国の被措置児童虐待件数
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厚生労働省HP 各年度の「被措置児童等虐待届出等
制度の実施状況について」からデータ抜粋

アドボケイト

以前から区に提案を続けてきた 
「子どもアドボケイト」がスタートした 
これからの動向を注視していきたい

現状、一時保護所で、子どもの声をどのように集め、それをどの
ように扱っているのか。またアドボケイトからの区への内容報告
は、どのように行われ、対応が進められているのだろうか。また里
親家庭の子どもと、アドボケイトの接点は図れるだろうか。

•月2回程度、アドボケイトは一時保護所を訪問し、児童と日課活
動や食事を共にしながら意見や要望を聴取するほか、希望に応じ
て面談を実施する。 
•アドボケイトが感じたこと、聴取した意見・要望について、定期
的に意見交換を実施し、子ども意見の尊重に努めている。 
•里親に委託した児童も、アドボケイト事業の対象であり、申し出
があった際には意見を聴取する。さらに児童福祉士や里親との連
携で、アドボケイトによる意見聴取につなげていきたい。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

行政から子どもたちへ 
向かう支援展開が必要だ

引きこもり支援

生きづらさを抱える 
若者の支援

引きこもりに関する専用窓口は、当事者の視点を考慮して設置し
て頂きたい。そして区としての支援は、家族会だけでなく、自助会
との連携を積極的に進めることが、当事者理解を深めることにつな
がるのではないだろうか。また、社会に馴染めない若者支援たちの
就労支援を整備することが必要だと感じる。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

• 現時点で区が用意する引きこもりに関する相談先は、健康福祉
センター、発達障がい者支援センターあいポート、板橋生活仕
事サポートセンターなどだ。 
• 今後、窓口を一本化する予定であり、その際は利用者に寄り
添った相談しやすい環境を整備したい。 
• 本年9月に、板橋区にて「ひきこもりの地域家族会」が結成さ
れ、連携を図っている。 
• 就労支援については、本人の特性に合わせた支援が必要だ。い
たばし若者サポートステーションのほか、板橋ジョブトレーニ
ングセンターでは、若者の社会参画・就労準備・就労と一連の
支援を行っている。よりきめ細かい就労支援の在り方について
研究していきたい。

間中りんぺいが区議会に提案した項目の一部を紹介します 間中りんぺいが区議会に提案した項目の一部を紹介します

学校・保育園・幼稚園・児童福祉施設等での虐待は、増
加傾向にある。わいせつ事案を起こした教員数も、2010
年の175人から2019年には273人と急増している。

7月から運営が始まった板橋区の児童相談所と一時保護
所。現在8名の「こどもアドボケイト」さんが月に２回訪
問して、こどもの声を聴いてくれている。アドボケイトさ
んは区の職員ではなく、行政からは独立した立場の民間の
方々だ。勿論きちんとトレーニングを受けていてスキルを
有する、こどもの側に立つ存在だ。 

- 一時保護所でのこども達の環境に問題が無いか？ 
- 職員からの暴言や暴力は無いか？ 
区の職員とアドボケイトが良い緊張状態にあることは、
利用者であるこども達にとっても好ましいことだ。 

板橋区の「子どもの権利ノート」 
低学年用と高学年用（内容は同じ）
に分かれているそのノートの巻末に
は、連絡先と共に、「アドボケイト
（区の職員ではない話しを聞いてくれ
る大人）があなたの話しを聞いてくれ
ます」と、記載されている。

いじめ加害者の登校を制限する「出席停止」処分制度はあるが全
国でほぼ使われていないのが現状だ。この制度をどんどん使うべき
ということではないが、いじめをした生徒は学校に通い続けて、被
害者が学校を離れていく、という状況の放置はだめだ。また、教育
現場や保護者から、いじめ問題を「警察と連携して解決すべき」と
する声を聞く。

•児童生徒の問題行動等に、学校だけで対応し切れない案件が増え
ており、警察等関係機関と連携した学校サポートチームの活用を
推進している。 
•いじめ行為の重大性・継続性をふまえ、加害側の子どもには別室
でオンライン授業を受けさせるなどの対応をとっている。被害・
加害の両者に寄り添い、学校生活における安心安全の確保と、子
どもたちの将来を考えた対策が重要だと考える。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

大阪府寝屋川市の例 

寝屋川市では「いじめ問題」の解決に、 
3段階の対策を講じている。 
1. 教育的アプローチ：教育カウンセラー
などの派遣 

2. 行政的アプローチ：市民である児童生
徒の人権問題として扱う 

3. 法的アプローチ：警察への告訴・民事
での訴訟のルートを確保し、行政的ア
プローチの実効性を担保する 

それぞれが相関・補完関係を持つことで、
これまで把握できなかった登下校時にいじ
めなどを発見するにいたっている。警察と
の連携は現場の教師からも望む声が多い。

【りんぺいポイント】 
昨年、名古屋大学の内田教授グループによ
る調査では、73%の中学校教員が「警察との
連携」を求めていた。 
いじめ問題に際して、加害者の登校を制限
する「出席停止」処分制度があるという事
を、児童生徒に伝える事も必要なのでは。そ
ういうルールや制度が有ると言う事を知るこ
とが、自分を守ることにも繋がる。

【りんぺいポイント】 
引きこもり支援に関連する議会の委員会
で、区の担当者さんから「親御さんは困って
相談に来るのに、本人はなかなか出てこな
い」という説明があった。しかしきっと、親
御さんよりも本人のほうが困っているはず
だ。出てこないのではなく、出て来れるよう
な窓口を区役所側が作っていないのではない
だろうか。 
多くのひきこもり当事者は、区役所の窓口
を怖いと思って、相談に来ようなどと考えら
れない状態にある。

自助会のユニークな活動例 

奈良・大阪で活動する引きこもり自助
会「ブレイク」は、さまざまな試みを実
践しており、関係者の間では有名だ。 
その「ブレイク」では、以前からオン
ラインツール”Zoom”の活用を行なって
きたが、この4月から”Discord”に切り
替えたという。オンラインゲームに親和
性の高いツールの採用は、引きこもり当
事者の現状に合わせたものだ。 
自助会は、基本的に専門の支援機関で
はないが、区の行政や家族会には無い発
想が期待できそうだ。

子ども家庭総合支援センターの開所式で手にしたパンフレット
の１ページ目の記述が気になっています。そこには「次代を担う
板橋区の子どもたちの(後略)」とありました。しかし、子どもた
ちは「次代を担う」と形容される以前から、いま現在だって子ど
もは子どもとして、板橋区を担っているはずです。 

アドボケイトを学んでいる人たちの間ではよく知られている、
ヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)はポーランドの小児科医で
あり児童文学作家。世界初の児童福祉施設をつくったとされ、
「子どもの権利」という概念をつくった先駆者です。そしていく
つかの言葉を残しています。 

• 子どもは、だんだんと人間になるのではなく、既に人間である 
• 彼らの理性に向かって話しかければ、我々に応えることもでき
るし、心に向かって話しかければ、我々を感じとってくれる 

• １００人の子どもは１００人の人間だ。いつかどこかに現れる
人間ではない。まだ見ぬ人間でもなく明日の人間でもなく、す
でにいま、人間なのだ 

こうしたコルチャックの言葉は、児童福祉に関わる人たちの基
本であり、区の児童相談所でも意識されるべきでしょう。 

ひるがえって、パンフレットの「次代を担う」の”担う”の意味を
考えてみます。それが指すものは、将来の納税・労働なのかもし
れません。現時点でまだ子どもだから社会を担っていない、子ど
もの存在をそう扱っているようにも思えてしまいます。 

区の児童相談所、一時保護所においては、子どもの声から始め
ることを大切に、子どもを１人の人間として捉えて、アドボケイ
トさんと連携していただきたいと思います。 

間中りんぺい

デュアルスクール

都市と地方の２つの学校の 
行き来を容易にする

地方と都市の２つの学校の行き来を認め、双方で教育を受けるこ
とができる新しい学校の形である「デュアルスクール」の導入を検
討できないだろうか。すでに連携が始められているケースでは、東
京からの利用者が多く、とても魅力的なプログラムなので、区の保
護者にも関心を持ってもらえる内容だと思われる

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答
【りんぺいポイント】 
現行の学校教育制度では、２つの学校に籍を
置くことはできないが、デュアルスクールな
ら、板橋区に住民票を置いたまま、徳島県等
の学校に学籍を移し、年に複数回行き来する
ことなどが可能だ。学びの形が広がる。

ノラ猫対策・地域ネコ推進

飼い主のいない猫を 
できる限り 
減らしていくために

区のボランティア制度をより効果的なものにしたい。最終的に地
域からノラ猫をゼロにするために、去勢・不妊手術であるTNRの
推進に重点を置くべきだ。また、書類のデータ化を進めて、より簡
便に手続きができるようにできないか。さらに、制度を支援を希望
される区民の声に応える仕組みを検討してはいかがだろうか。

間中りんぺいの質問

板橋区からの回答

【りんぺいポイント】 
区による登録ネコボランティア制度が始
まった。野良猫の糞尿や鳴き声などの問題に
対し、これ以上、不幸な猫を増やさないため
に去勢・不妊手術、新たな飼い主への譲渡活
動などを推進する制度だ。

• 住民票を異動させず保護者の短期居住などに合わせ、地方の公
立学校への就学を可能とする制度ととして承知している。 
• 都市と地方、双方の視点を持つことができる利点のいっぽう
で、学習内容や進捗状況の違いに課題があると認識する。 
• 今後、区民から申し出などがあった場合に、適切に対応できる
よう、制度の研究を進めていきたい。

• さまざまな要因で発生する飼い主不在の猫に対し、TNRを中心
とする地域猫活動と、保護猫活動の複合実施で成果を目指す。 
• 申請・研修は電子化済み、情報共有は電子化を進める。 
• 支援者を増やすことは効果的であり、登録ボランティアの活動
内容を随時ホームページなどで知らせていく。

デュアルスクール 

まず徳島県が2016年に始めた公立小中学
生向けの制度。徳島と居住地の二つの市区
町村教育委員会が「区域外就学願」を承認
すれば、住民票を移動せずに一時的な転校
が可能。徳島での授業日数が出席としてカ
ウントされる。１年間に複数回行き来する
ことができ、時期・機関・回数は希望に合
わせて調整される。徳島県の受け入れ先の
小中学校には、学習進度の違いを調整する
ために講師の派遣がある。

「ノラ猫にエサをあげる人たちが猫を繁
殖させる」と捉えられがちだが、独自に捕
獲して不妊・去勢手術を施した1代限りの
猫に対して、里親を探したり、エサやりを
行なうボランティアも存在する。 
ネコボランティアも、野良猫問題に困っ
ている方も、野良猫問題を解決したいのは
同じ思いなのだ。無責任なエサやりは、本
当にやめてほしい。

TNR活動とは？

区域外就学願 

特別な事情により、指定学区域外の学校
への通学を希望する場合の申請制度。その
受け入れに関する実態は、各自治体の状況
や政策のあり方に応じて様々である。

【りんぺいポイント】 
そもそも被害が露見しにくいと言われる学
校や保護施設において、虐待を受けている子
どもの声を代弁し権利擁護を進めるマイクの
ような役割をつとめるのがアドボケイトだ。 
子どもアドボケイトが必要とされた背景に
は、子どもの権利の実現に加え、外部からの
目が届かない施設や職員への不信感がある。 
したがって、この制度を確立・運用するに
は、行政から独立した第三者的な立場を設け
ることが重要だ。板橋区でもアドボケイトを
行政関係でなく外部に委託し、アドボケイト
担当の区側の窓口も児童相談所ではなく別の
部署に置いている。 
行政から独立した立場の民間の方々である
アドボケイトが子どもの声をきちんと扱い、
その声が適正に扱われるという信頼感が提供
されることに期待が掛かる。

1. Trap : 猫の捕獲 
• 地域で飼い主のいない猫を捕獲 

2. Neuter : 去勢・不妊手術 
• 手術済みの猫の耳にV字カットを入れる 

3. Return : 元に居た場所へ戻す 
• 動物の遺棄等の法令違反にならぬよう


