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平成２３年度 第３回 三郷市立児童館運営協議会議事録 

 

日時：  平成２４年２月２０日（月） 午後 1 時 30 分 

場所：  健康福祉会館５階 研修室 

出席者：【児童館運営協議会委員】 

     主任児童委員： 窪江 富美子、谷口 幸子、戸田 悦子 

     社会教育団体： 小林 久美子、 柴田 吾一 

     保護者代表： 間瀬 恵子、片口 咲子、神谷 真優美 

     知識経験者： 水村 悦郎、   

公募による市民：   吉澤 あゆみ 

                  (欠席者：山崎 祐子、岡本徳子、樋口 順子)  

 出席委員 1１名  

      【事務局】   相澤福祉部長  坂口福祉部副部長 

         子ども支援課 深谷課長 豊田課長補佐 中山係長 

恩田北児童館館長 

長谷南児童センター館長 

滝澤早稲田児童センター館長 

１．開 会             深谷子ども支援課長  

２．委嘱書の交付        木津市長より、各協議会委員に委嘱書交付  

３．市長挨拶           木津市長より挨拶 

４．事務局より          中山係長より、配布資料の確認と訂正について 

５．委員の自己紹介       出席委員による自己紹介 

６．事務局自己紹介       福祉部長以下、順に自己紹介 各児童館長自己紹介

７．会長及び副会長の選出について  相澤福祉部長進行により 

柴田会長  窪江副会長 間瀬副会長が決定 

８．会長 副会長挨拶 

９．事務局より児童館の概要説明    中山係長 

１０．議題 （議事進行：柴田運営協議会会長） 

(１)平成２３年度利用状況(１０月～１２月)について 

(２)平成２４年度年間事業計画(案)について 

              北児童館         恩田館長説明 

南児童センター     長谷館長説明 

               早稲田児童センター  滝澤館長説明 

  (３) その他        深谷課長より 

 

１１．閉 会           窪江運営協議会副会長 
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【平成２３年度第３回協議会議事内容】 

 

(１)平成２３年度１０月から１２月の月別利用者数ついて各館報告 

 北児童館（以下「北」と記述）：  

 前年度と比較すると１３４１人の減少。今年度は毎月減少している。 

 小学生が２９０１人の減少。小学校の統合や少子化の影響もあると思われる。中学生、高校生は増

加している。 

 南児童センター（以下「南」と記述）： 

 前年度と比較すると毎月少しずつ利用者が増加。小学生は１９５３人減少。授業時間が増え、下校

時刻が遅くなったことによる影響。幼児親子が少しずつ増えた要因として、つどいのひろばの定着、

年齢別のひろば事業の実施があると思われる。 

 早稲田児童センター（以下「早稲田」と記述）： 

 前年度と比較すると、総じて４５３人の増加。小学生の減少が９３０人で留まっています。幼児親子や高

校生は増加。中学生の利用者が少し減った理由としては、体育館利用の仕方が変わり交代制になった

ためと思われる。 

委員からの意見、質疑等 

委員：各館とも高年齢化というか、小学生が減り、中学生・高校生が過去に楽しく過ごした児童館を居場所

としているという感じを受けました。その反面、幼児がだんだん増えている。この年齢の差の中で、

是非、安全に過ごしていただきたい。 

委員：どの館も小学生が減っている。しかし、それは小学生自体が激減していることにより仕方がなく、児童

関係の業者に聞いても２０年前の半分で、利益をあげることが大変だと聞いている。 

委員：早稲田児童センターの話の中で、小学生が４時半までの利用だと聞いたのですが、それは３館共通

の何か規則があるのですか？ 

早稲田館長：三郷市で流している夕焼けチャイムが、陽の長い時期と短い時期では異なりますよね。それに合わ

せて小学生の帰宅時間が決まっています。児童館でもそれを遵守し、冬場、お帰りチャイムが 4 時半

の際には小学生だけで来館した子どもには、4 時半に放送を流し夕焼けチャイムを意識させ、安全の

ために帰宅を促すことを全館共通認識事項として行っています。保護者同伴の小学生はその限りで

はありませんが。 

委員：夏場の陽の長い時期は、また冬場とは変わるのですか？ 

早稲田館長：はいそうです。夏場は、夕焼けチャイムが遅くなりますので、小学生も閉館時刻に合わせる形の利

用になります。 

委員：幼児さんの利用ということでは、若いお母さんたちが横のつながりを求めて、きりんサロンや、こあらサ

ロンは需要が多いと思います。どうしたら知り合いになれるのかな？というきっかけで、今後も求められ

る場所だと思います。 
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小学生に関しては、先ほどの事業時間が増えたことに加え、習い事が定着してしまって児童館に来て

いるメンバーが固定化されている状況だと思います。中高生に関しては、いつか新聞を読んだのですが、

放課後の居場所ということで、丹後小で以前、吉川警察の方を招いて防犯について講演をして頂いたの

ですが、三郷市は、夜、溜まっている中高生が意外と少ない、というお話がありました。安全面では良い

と思うのですが、やはり、小学生を含めて、中高生の居場所作りというのも必要なのかなと思う。 

委員：３歳の子どもと児童センターを利用させて頂いているのですが、３歳のお友達のお母さんが、「私は小

学生がいる日は児童センターには来ない。」というのを聞いて、危ないという認識があるのでしょうが、そ

ういう認識をぬぐえたらいいなと思います。 

北館長：北児童館は、他２センターと違い、小型児童館で、遊戯室が、幼児も小学生も一緒に遊ぶスペース

になっています。平日は、幼児が遊びに来ますが、学校の長期休業中は、やはり、小学生と一緒に遊ぶ

のは危険ということで、そういうときには幼児の利用は少ないです。平日は幼児向けの小さな自由に参

加できる、先生と手遊びなどする事業や、その時にだけ遊具を出して開放したりしています。そういうこと

は長期休業中にはしていません。土日も保護者同伴で幼児は来るものの、少なめです。 

南館長：南は、平日は主に、幼児親子の利用ということで、幼児室はいつでも幼児専用で遊ぶ部屋です。土日、

長期休みは、幼児親子が遊べる場所は幼児室のみになり、体育館は申し込みの順番制、図書室、木工

室は共同で使う形です。そうしますとやはり、小学生の多いときには、幼児親子の居場所は、幼児室の

みになってしまい、利用しづらいということは認識しています。ただ、いくつも使える部屋があるわけでは

ないので、体育室などは、小学生や幼児や中学生と時間帯で区切って使えるようにしたらよいのではな

いかと考えています。 

早稲田館長：早稲田では、利用者数の表示にもありますが、幼児親子、小学生の利用がかなり多いです。です

から、そういった中では、当然、普段、小学生が来館する時刻までは、幼児親子の利用は多くあります。

そういった中で、小学生が幼児と交流することで、小学生が優しいと、思いやりの心が育っているのを感

じています。また、縦のつながりができ、異年齢のお互いが、思いやりをもって、共存して遊べることを心

がけております。 

委員長：今のお話を伺って、幼児の居場所が大切なのかな、小子化に対して、幼児が安全に遊べる場所が

たくさん増えれば、そういった問題の解消にもなるのかと思います。ハード面でも検討をお願いします。 

事務局：乳幼児の利用がなかなかというお声がありましたが、児童館自体は児童福祉法に基づき、利用が１

７歳までと年齢が幅広く設定されていますので、当然、小中高の元気なお子さんが遊びにくるとなります

と、乳幼児が片隅のようになってしまうかと思いますが、ご存知のように今日の資料にもありますように、

南と早稲田児童センターには、つどいの広場があります。乳幼児向けの子育ての拠点です。児童館以

外にも、地域の地区センター、市民センターなどで、主に３歳までの親子に週３日、５日などで行ってい

ます。長期休業中などの小学生が多い時には、そちらを利用して頂ければと思います。 

事務局：つどいの広場等の子育て支援拠点施設は、８箇所あります。今後は、中央地区の駅前の高層マン

ションの付近に、一部屋部屋を確保し、２５年の５月の開設をめどに子育て支援センターを開設する予

定です。 

委員長：早稲田児童センターのような「縦の連携」というものを他館でも少しずつやって頂ければと思います。 

委員：早稲田児童センターで子育て応援団を行っていますと、引越ししてきた方が、積極的に児童センターを

利用しているようですし、実際初めて利用されるという方もいらっしゃいますし、同じような月齢のお子さ

ん同士が声掛け合ってお友達になる事が多いです。それで輪が広がっていくのはとても良いことですし、

南方面の遠いところから車で来られる方もいたり、３館をはしごしたりする方も結構いたり、それぞれの



- 4 - 
 

内容に詳しかったり、またネットを見たりと、少子化と言われているわりに、子どもが多いなと感じます。 

 

(2) 平成２４年度年間事業計画(案)について 

 

委員長：では次に、(２)の平成２４年度年間事業計画(案)についての議題に進みたいと思います。 

     館長さんよろしくお願い致します。 

北館長：特に、来年度増える事業はありません。継続事業として、今年度実施した事業の反省を踏まえ、一つ一

つずつ振り返り、充実させ、参加人数はもとより、利用者のニーズに応えられるように努力していきたいと

考えております。 

委員：北児童館だけではなくて、しくみがわからないので３館にお聞きしたいのですが、こういった事業の内容は、

３館で話し合って計画を均等に決めているのか、似たようなものもあるので、独自で決めているのか？ 

北館長：この事業自体は、毎年全く変えてしまうというわけではなくて、対象ごとに分類をし、そして季節・親睦など

で作っていますので、中には季節の事業で３館同じようなものが入っていたり、独自性をもたせた事業が

あったりと、北児童館に関しましては、従来からある事業を２日間に増やしたりとか、若干の変化をもたせ

たり、３年や２年のめどでやってみるかなど、ある程度の変化をもたせています。 

北館長：３館合同事業というのも計画としてありまして、一箇所に３館の子どもが集まって、ゲームやレクリェーショ

ンをして、親睦を図るということもしています。また、一緒にバスハイクなどもしています。 

早稲田館長：それぞれの館の事業計画の立て方についてのご質問ですが、３館が一緒に集まって立てていると

いうわけではありません。各館ともそれぞれに、以前から続いていた事業を引き継ぎ、そこに見直しや、ま

た新たな事業を加えたりして立てています。特に、南さんと早稲田に関しましては、指定管理になりました

この２年、新しいスタッフの個性や特性を生かし、オリジナルの事業をさらに増やしているといった実情で

す。 

委員：各館の独自性というお話がありました。色々な児童館に行っていますが、比較するわけではありませんが、

それぞれ良さはあると思いますが、子どもが増えているのはよくわかりますが、児童館に行く人は行き、行か

ない人は行かない、と分かれてしまっていると思います。引越しをして児童館に行く人は勇気がある人で、私

のまわりは行かない人もいます。 

早稲田児童センターの良さは、「人と人がつながる機会」がすごく多くて、話をするとか、また、今、ここにある

事業計画を見ていても、何か「センターの人といっしょにやる」とか、一つのイベントにしても、そこに参加した

人たちだけで完結するのではなく、「みんなが参加して一緒にやる体験をもつ」という姿勢があると、感じてい

ます。 

南館長：２４年度は、23 年度の事業をほとんど継続したうえで、４つの新規事業を予定しています。特徴としては、

単発の講座ではなく、継続して子どもたちに参加してもらえるように考えています。 

①自由に、折り紙や切り絵をしてもらい、壁面に「季節の共同制作」をしていきます。 

②児童対象に、「ハンドベル教室（名称：ＭＨＢ２０)」を始め、発表会もしていく予定です。 

③小中学生対象に、「囲碁教室」を始めます。 

④センター前の広場を使い、「よさこいソーラン」を練習し、こどもまつりでの発表などを目標にしています。 

保護者対象として、リフレッシュや親交を考えて、春には「ミニソフトテニス教室」、秋には「インディアカ教室」

を、行う予定です。 

委員：土曜日に、息子をハンドベルの体験に参加させたのですが、とても楽しかったと言っていました。普段できな

いような体験をさせてもらえるのが、とてもありがたいです。お母さんが声かけをしてどんどん参加させる環
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境がとても大切だと思います。 

委員：南児童センターだけが、事業の分類で児童(小学生以上)となっていて、他の２館は、小学生となっています。

どのような思いで、南は小学生以上としたのか？  

南館長：小学生以上とは、書いてありますが、実際には、今まで中学生の参加はなかったですね。それで、囲碁

教室という形で、中学生にも参加してもらえたらと、計画しています。 

委員：計画の上で、小学生と中学生も含めてか、それとも、小学生中心という形で計画をしてきたのですか？ 

南館長：小学生中心という形で展開しています。 

早稲田館長：２３年度事業をほとんど２４年度に引き継ぎ、行っていきます。 

今年度の事業もたくさんありましたので、土曜日がほとんど埋まっていますので、それ以上増やすには、

日曜日に入れていくことが多くなっていくと思います。 

来年度は、「子どもたちの心を育てる」こと、「縦のつながりを築いていくこと」を柱として、事業を行ってい

きたいと思っています。 

４月から通年事業として「被災地の児童館へメッセージを送ろう！」 ７月には 「バスで社会科見学に行

こう！」を実施します。８月の夏休みには、隣の「早稲田保育所さんと連携事業」を行います。すこやか課

の課長様からも応援を頂いております。８月と１月の長期休業中には「早稲田児童センターの先生になっ

てみよう！」を行います。以前私がおりました草加市の児童館で立ち上げて実施しておりましたが、大変

喜ばれ、子どもが成長した事業です。９月には「船の会(ボランティア)のお兄さんお姉さんと遊ぼう！」を行

います。 

また、中学生対象としまして、時には中学生が体育館を占有して思い切り使えるようにしたいと考えてい

ます。中学校の事業予定を考慮して、年に２回程度実施する予定です。 

また、幼児親子対象事業を、夏休みと春休みには行います。普段、通園していてなかなか児童センターに

来られない方を考慮し、児童センターの事業に参加できる企画を実施したいと思います。 

委員：早稲田児童センターさんの本当に良いところや特色として、本当に、縦のつながりが強いといえます。私自

身がセンターに行っても、小学生が幼児さんと遊んであげていたりとか、中学校・高校のお姉さん・お兄さん

たちが小学生と遊んであげていたりとか、そういう姿をよく見かけます。また、教育面でも、今、小・中連携の

教育というのが早稲田中の地区で試行的にされています。 

委員：早稲田児童センターに行っていますが、ものすごくよくやって頂いているなと感じています。 

委員長：それでは最後に３館まとめて共通で年間事業計画案につきまして、私から２点、先ず、幼児の方(お母さ

ん)への広報はどのような感じでやられているのでしょうか？ 

もう１点は、来年度の新規事業の中で他の市内の団体との連携ということが幾つか語っていました。そういっ

た各団体との連携について各館がそれぞれ独自に伝手をたどっていっているのか、あるいは市役所にお願

いをして紹介をしてもらっているのか、その辺はどんなルートになっているのでしょうか？ 

北館長：幼児親子さんへの広報についてですが、北児童館でいえば、先ず、３ヶ月から１歳半対象の「赤ちゃんひ

ろば」を月２回実施しており、そこが出発点かなと思っています。そこで少しずつ大きくなった子が一人で遊

べるようになると児童館の方に来て頂いていたり、また市のホームページ等を利用されているのか、吉川

市にも近いことから、吉川市の児童の参加もあります。児童館だよりや、ホームページを見て頂ければと

思っています。 

早稲田館長：早稲田児童センターの場合の幼児さんへの広報についてですが、広報みさと・ホームページはもち

ろんですが、毎月のセンターだよりを、幼稚園、保育園、三郷市の健康推進課さんへもお届けしております。

子ども支援課さんの窓口でもお便りを置いて頂いていると思います。また、児童センターの窓口にも常に
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置くと共に、つどいの広場のお知らせも常置し、たくさんの利用者さんが手にしていらっしゃると感じており

ます。 

委員：子育て応援団をしていても、児童センターに来てくださらない方が問題なのかな？と民生委員さん達とお話

しています。そういった方のお家がわかるときには担当の民生委員さんが児童館だよりを持ってこういう事業

ありますよと、お誘いにいったりしています。母と子どもだけの関係ですと煮詰まってしまうらしくお母さんが大

変になってしまうそうで、民生委員さんがお声かけをしてくれています。町会でも早稲田第１の方は委員や、

児童館の事業を紹介して町会の回覧でお誘いしてまわしています。全ての人を把握することはできませんが

そういうこともしています。 

事務局：三郷市でもツイッターで情報発信を広報でしているのですが、子育て情報でも広報を通じて少し流してい

ます。これから本格的に子ども支援課でも子育て情報を使って流していこうと思います。今のお話の幼児さん

の事業ですが、実際に幼児そのものが情報を知るというのではなく、子育てしているお父さんお母さんが情

報を得る。その年代ですとツイッターのツールも親しみがあるのではと思います。今準備してまもなく発信い

たします。児童館でもやっていくつもりですのでその際にはご協力お願い致します。 

早稲田館長：早稲田では、丁度広報さんと支援課さんからのお話で、この２月末と３月の事業をツイッターに載せ

ていただいたところです。 

委員長：団体との連携についてありましたらお願いします。 

南館長：南の場合ですが囲碁将棋教室を始めるにあたりまして三郷市内の児童担当者会議をもとに、今回、東和

地区センターから紹介をして頂きまして、今回、三郷市の囲碁将棋連盟と連絡をとりまして体験教室を開催し

て頂くことになりました。また、よさこいソーランは隣にあるコミュニティセンターで活動している団体でして、相

談させて頂き、よさこいソーランならば広場でできるのではないかということになりました。近隣施設との情報

交換を先ず第一に、また、南児童センター独自の運営委員会の委員さんの意見もありまして発展したのもあ

りました。そういうように、地域との連携もとるようにしています。 

委員長：そういった横のつながり、垣根を越えてやるのは難しいかと思いますが、是非進めて頂ければと思いま

す。 

委員：検診のときに紙をもらったかもしれませんがそのときにもっとアピールしてもらえば行く人がいるのではない

かと思います。 

委員：小さいお子さんをおもちのかたが車でつどいの広場にいく現象があるのでそういう方を呼び込めれば、ツイ

ッターと同じ考えなのか別なのかはわかりませんが紙で配るのも良いかと思います。 

委員長：可愛いチラシを配るとか。 

委員：検診のときに、｢あっ！？」と思わせるようなしかけを作るといいと思います。 

委員：検診のときに紙でもらえたなら。一歩入るとこんなにたくさん同じような悩みを持ったママがいる、見てくださ

る先生がいることがわかって門が開かれたような思いになったので本当に最初の一歩、そこだと思います。 

委員：親が行きたいと思うような工夫があるといいとおもいます。 

事務局：電子データではなく紙のものというお話でしたが、子ども支援課で毎年発行している子育てガイドにこにこ

という冊子を転入・出産時にお渡ししたり、主任児童委員さんも活動の中でＰＲもしたりして頂いていますし、

愛育班の中のこんにちは赤ちゃんの中でもＰＲしています。その中で出生からずっと年齢を追ったもので利

用できるサービスや施設や医療の給付や子育てに関する情報を網羅しています。市としてもいろいろな媒体

や人を介してつどいのひろばや児童館事業のＰＲはさせていただいていますが、底辺の掘り起こしというの

は難しいと思います。 

委員：検診の際には、その方の一番近い児童館が今、今月来月こういった事業をやっていますという紙をお渡しし
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たほうが目にも留まるしお友達どうし行ってみようかということになると思います。 

早稲田館長：検診等の際に、支援課さんを通じて児童館のおたよりやつどいのひろばのお知らせなどを親御さん

全員に渡していただければみなさんに見て頂けて良いのではと思います。 

事務局：そのへんは対象と目的が必要かと思います。年齢のピンポイントに合うものが配られると見たいと思いま

す。健康推進の方でもそれは良いと思います。情報収集が必要ですのですぐにはできませんが検討したいと

思います。 

委員：「にこにこ」が２３年度は、中が変わってカラーになって、見やすくなり今まで頂いていたのより良くなりました。

やはり、見たいと思えるようなものを、と思います。 

事務局：今まで白黒版でした。今回は企業さんの広告が入っています。制作費は会社のお金、情報は市からです

ので制作費はかけないで工夫して作っています。カラーにしたことで一段ずつ色違いにできたので、電話

番号等の掛け間違えなども防げるので、段ずれ防止もでき、情報誌としては良くなったと思います。 

 

委員長：本日は終了させて頂きます。みなさまご協力ありがとうございました。 

 

(３)   深谷課長より挨拶。 

 

 

 

閉会の挨拶 

          窪江副会長より 

 

 

 


