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平成２４年度 第２回 三郷市立児童館運営協議会議事録 

 

日時：  平成２４年１１月２１日（水） 午後 1 時 30 分 

場所：  三郷市役所 ６階全員協議会室 

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、岡本 徳子、柴田 吾一、伊倉 衣織 

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：小林 健二） 

         出席委員 １２名  

事務局： 相澤福祉部長  坂口副部長 

       子ども支援課 豊田課長、豊田課長補佐、中山係長 

恩田北児童館館長 

今南児童センター副館長 

滝澤早稲田児童センター館長 

１． 開 会       豊田子ども支援課長  

２． 挨 拶       柴田運営協議会会長  

                

相澤福祉部長 

３．  議 事   （議事進行：柴田運営協議会会長） 

１）平成２４年度前期（４月～９月）事業報告                

北児童館       恩田館長説明 

南児童センター    今副館長説明 

          早稲田児童センター  滝澤館長説明 

２）平成２４年度前期（４月～９月）モニタリング評価 

            中山係長説明  

  ３）その他  

５．閉 会         窪江運営協議会副会長 
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平成２４年度第２回児童館運営協議会議事内容 

         

１） 平成２４年度前期(４月～９月)の事業報告について各館報告 

各児童館・児童センター館長から、平成２４年度前期の事業報告（抜粋） 

・北児童館 

   前年度と比較し５６９人減少している。６月の「キッズフェスティバル」の参加者が、近隣小学 

校の学校公開日と重なり激減したことが要因。 

  ・南児童センター 

     前年度と比較し１，６７３人増加している。夏休み中、昨年まで毎日のように来館していた小学６

年生が中学生になり、部活で忙しくなり利用が減少したが、新規幼児親子の利用が増加している。 

・早稲田児童センター    

     前年度と比較し２６８人増加している。幼児、小学生、中学生増加した要因として、事業を多くし 

たり、子どもたちと職員との関わりがさらに多くなったことなどが考えられる。 

会長 

    各児童センターの平成２４年度事業報告につきまして、ご意見、ご質問等をお願いします。 

  委員 

     おまつり等で「スーパーボールすくい」を行っているところがあったと思うが、スーパーボールを 

口に入れて遊ぶ子や、弾んだ拍子に口に入るといった事故につながるケースが多いと聞いた。 

今後、小さいものは避ける、口に入れないように注意を促す等お願いしたい。 

  委員 

    各児童館の事業と人数を拝見して、とても工夫されており、多くの利用者が参加しやすい児童館に 

なっていると感じた。 

  委員 

    ３点ほどある。１点目は、各児童館とも、子どもたちによるボランティアの企画があり、画期的だ 

感じた。子どもたちが、ボランティアとしてお祭りの実行委員をしたり、子どもスタッフとなり違っ 

た角度から事業に参加できて良いと感じた。 

 ２点目は、季節の工作、今月の工作というのが、いくつか見られたが、参加人数が多いと感じた。 

その日限りではなく、一定期間を設けて、参加できることが、次に繫がり相乗効果になると感じた。 

 ３点目は、早稲田児童センターの「被災地の児童館へメッセージを送ろう」の企画では、同じ日本に 

生まれて、震災により不自由な思いをしている子どもたちがいるということを受けとめたり、感じたり 

することができて良かった。 

委員 

 南児童センターの「囲碁を楽しもう」は先生が教えているのか？それともだれかが知っていて教 

えているのか？ 

  南児童センター 
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   三郷市囲碁将棋連盟の方に講師として来ていただいている。職員としても、子どもたちと一緒に遊 

   べるようにルールを覚える努力をしている。 

委員 

    興味のある保護者も一緒に参加して囲碁を学ぶことができるか？ 

  南児童センター 

    講師の方と相談しなければならないが、可能だと思われる。 

  委員 

    早稲田児童センターの「被災地にメッセージを送ろう」「グラスリッツェン」に参加してみたい。 

  会長 

    南児童センターの「囲碁教室」は、半期で１回となっているが、継続事業として検討しているのか？ 

  南児童センター 

    囲碁将棋連盟の方に隣のコミュニティセンターの施設予約をしていただき、そちらへ促している。 

現在、２週間に１回のペースで行っている。 

  委員 

    各児童館とも、事業回数も多く良く、参加者も増えていて良い。      

    早稲田児童センターの「子育て応援団」に毎月参加している。「こあらサロン」が開催されるよう 

になってから、「子育て応援団」への参加者が減ってはいるが、幼児親子さんが、いろいろな事業に 

参加されているようで安心している。 

  委員 

    ５月の運営協議会後、南児童センターの「おもちゃ病院」の利用件数が７月以降劇的に増えているが 

何か声かけ等したのか？ 

  南児童センター 

    館内の掲示を変えたり、利用者に分かり易く、利用しやすい工夫をした。 

  委員   

    前回、０人、１人とかだったので、来ていただいている先生にとっても、増えていることはとても 

良いことだと思う。 

    どこの児童館でも趣向を凝らしていて、客観的に見てすごいなという印象を受けた。 

    近隣の保育所や、囲碁教室の近くの会員の方や、老人福祉センター等の近隣との企画は繫がりがどれ 

を見ても出てくるので、そういった企画は良いと感じた。 

  委員 

    ３館とも入館者が増えており、うれしく思う。  

    早稲田児童センターの「バスに乗って社会科見学」というのは、借り上げバスを利用しているのか。 

   市のバスを利用しているのか？ 

    北児童館の子育て支援のところの昼開館のことについて具体的に教えていただきたい。 

  早稲田児童センター 

    指定管理をしているシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社は、バスを扱っている部署もあり、 
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２人の運転手付きで大型バスを支店長にお願いし、参加費５０円で企画した。大人気で、今後の継続も 

期待するお声をたくさんいただいているので、来年度も実施したいと考えている。 

  北児童館 

    子育て支援事業の一環として「昼開館」があり、小中学校の長期休業中を除き、毎週金曜日１２時から 

１時までの１時間を幼児親子に限定し昼食を取れるように開放しており利用者も多く、喜ばれている。 

  委員   

    各児童館とも、よくこれだけアイデアを出せるなと内容が豊富でいつも感心させられる。 

    南児童センターの７月に「おばけやしき」があり、体育館を使った学校の怪談ということだが、準備は 

職員だけでするのか、地域の子どもやお母さん方を交えて準備をするのか？ 

    早稲田児童センターの夏場に「水遊びを楽しもう」という事業があるが、衛生上のことや、着替え、シ 

ャワー等についてどのように実施しているのか教えていただきたい。 

  南児童センター     

    ７月の「おばけやしき」の準備は、職員だけでしているわけではなく、事前にお化け役をやりたい高 

学年の小学生を募って、参加する小学生に、体育館を締め切る期間中で手伝いできる日に手伝いをお願い 

している。大学生のボランティアにも準備段階からお手伝いに参加していただいている。 

  早稲田児童センター 

    ２階のテラスに人工芝が敷いてあり、たくさんの折りたたみプールや職員が膨らますプールや、大き 

   なたらい型の物を出し、混雑しないで楽しめる工夫をしている。プールのところまで、すのこを敷いた 

りブルーシートを敷いてプールの水が汚れないよう工夫している。工作室の水道の洗い場も利用している。 

病気があったり、皮膚病がある子には、プールに入れさせていません。着替え場所も、男女で部屋を分け、 

トイレにも近いので、幼児とは異なり、汚物の問題はない状況で行っている。熱中症予防のための飲み物 

も準備するなど配慮している。 

 委員 

    プールの大きさ的には、それほど大きいというわけではないのか？。  

 早稲田児童センター 

    入れ物によっては、大きい物もあり、テラスが広いのでいくつもプールをおいて、ぎゅうぎゅうでは 

なく、好きな水遊び道具を各自、持って来て楽しんでいる。また、保護者から、新品のクジラの形をし 

た大きなプールも頂き、こどもたちは大喜びしていた。 

安全上の管理として、ボランティアさんのご協力も頂き、見守りの中実施している。プール遊びは、準 

備から片付けまで、担当者を中心に大変ではあるが、子どもたちが笑顔いっぱい楽しみ、成長してくれ 

るので、今後も実施していきたい。 

 委員 

   イベントの多さや地域や団体講師との協力を得たり、子どもたちに企画を手伝ってもらったり、案を出 

すというところから参加させるということは良い。近隣との合同企画についても良い。   

 委員 

まずは幼児親子のお母さんに事業を知っていただくと、その後、小学生・中学生になってから利用する 



 

5 

 

一つの土台づくりができると考える。 

 委員 

3 館とも、地域の民生委員の方々や、保育所、コミュニティセンターなどと地域に密着した事業をされ 

ていてたいへん良い。今後も是非続けていっていただきたい。全体的に小学生の利用が少ないと感じた。 

 3 館とも特色があり、いろいろな事業をしていただいているが、特色を生かすところは生かして、情報 

を共有して良い事業は、他の館でも共通の事業として実施していただきたい。 

 会長 

北児童館の「ジュニアサポーター」の参加人数は０ということは、中学校にお願いに行って、０なのか？ 

  張り紙をしても０なのか？ 

 北児童館 

   中学校にもポスター等を送付して募集を促し、また、館内にも掲示をしている。 

   「ジュニアサポーターズクラブ」というのは、年間を通して事業の準備や当日のお手伝いが主な活動内容 

である。クラブ員としての登録はないが、単発の事業のお手伝いとして「ボランティア」という形で募集を 

するとたくさんの応募がある。事前準備の活動まではできないが、当日のみなら「ボランティア」として事 

業を楽しみたいという気持ちだと思っている。 

 会長 

   たくさんのご意見を頂きありがとうございました。各館におかれては、参考にしていただきよりよい運営 

に生かして頂きたい。 

   続いて、平成２４年度前期モニタリング調査について事務局より説明頂きたい。 

事務局  

  児童館の指定管理前期モニタリングについて説明。  

  指定管理は３館あるうち、南児童センター、早稲田児童センターの２館になる。 

モニタリングは、三郷市のモニタリング要綱に基づき、半期に１回、４月から９月と１０月から３月の 

２回になる。今回は４月～９月の分の評価となる。 

 南児童センターから報告。３１ページが公表される形となる。利用者からの意見があるが、今回の運営 

協議会で出していただいた意見をいくつか載せて行きたい。なお、事務局側で選択させていただきたい。 

 次に、３９ページから児童センターアンケートについて説明。  

指定管理２館のアンケートとなる。 

事業参加者へのアンケートは「どうでしたか」「次回も参加したいですか」と言うようなものかと思う 

が、その中に、１回に１テーマでも良いので、館の運営について、その都度、内容変えても良いので、ア 

ンケートを取ってもらえれば、今後に反映できるのでは思う。 

内容については、概ね高評価。特に事業関係の物が多かったので高評価なっているが、中には、職員の 

注意が行きとどいていないというところもあった。 

両館には、アンケートだけではなく、これが事業反映できるように事業計画に努力していただきたい。 

北児童館では、モニタリングとは直結したアンケートはしていないが、利用者の意見を反映させるという 

意味では今後、北児童館でも利用者の意見を反映できればと思う。 
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 会長 

   事業報告、モニタリング評価、アンケートについても高評価であり、今後ともこのまま進めて行って頂 

きたい。 

 委員 

  週末に「産業祭り」があり、救急隊の「救急法の指導」があり受講した。講習の中でもこの話がでてお 

り、喉を詰まらせる物の代表として「飴」「ビー玉」「スーパーボール」「こんにゃくを使ったお菓子」 

と続くとのこと。「飴」に比べて弾力があるので、余計危ないとの話があったのでお知らせしたい。 

 委員 

   小学校でも「お祭り」で「スーパーボール」を扱ったことがある。小さい子ではなく、小学生だから大 

丈夫と思っていたら、道路で投げて遊びながら帰っていたら、道路に転がって行ったことが問題となり、 

翌年から中止となった。 

会長 

  事務局からお願いしたい。 

子ども支援課課長補佐 

  １点目として、児童館運営協議会の開催数については、現在年３回の５月、１１月、翌年２月に開催さ 

せていただいている。 

平成 22 年度から指定管理者導入に伴い、南児童センター及び早稲田児童センターの新年度の事業計画案 

については、指定管理者から毎年 10 月中に提出されることになっている。10 月から 12 月までの事業報 

告については、新年度の第 1 回の協議会の中で実績報告、事業報告させていただくと共に、新年度事業計 

画案については、北児童館を始め、11 月の協議会で報告が可能となったので、協議会については、5 月と 

11 月の年 2 回開催させていただきたいと考えている。 

２点目として、新年度事業計画案については、協議会規則第 2 条第 1 項に年間事業計画に関する事項に 

ついて委員の皆さまから調査審議するとあるので、本日、配布させていただき新年度事業計画案について 

3 館から簡単に説明をさせたい。後日、皆さまからご意見、ご質問等をいただきながら事業計画案に反映 

できるよう努めて参りたいので、ご理解ご協力をお願いしたい。 

３点目として、ご意見、ご質問については、子ども支援課、または各児童館にＦＡＸで提出頂きたい。 

3 館から事業計画案について説明をお願いしたい。 

北児童館 

   平成 25 年度事業計画案を説明。 

   新しい事業は予定していない。今年度の事業の内容の充実と更なる参加者の増加に努めたい。 

   事業によっては、2 年 3 年のサイクルで替えている事業もあるので、少しでも参加者が増えるよう努め 

たい。 

 避難訓練の年 1 回を月１回開催を考えている。 

南児童センター 

   見た目で増えたのが 3 つある。 

   1 つ目、7 月の小学生以上の創作文化で、「夏の子ども教室」では、遊びや小学生の自由研究の助けに 
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なるような実験教室等を織り交ぜながら展開していく。 

 2 つ目は、通年のところで「将棋教室」 

3 つ目、今までは夏休みに限定していたが、児童館に来た子どもたちを巻き込んで「みんなで遊ぼう」 

ということで職員、職員の自由な発想のもとで事業を展開していく。 

早稲田児童センター 

   5 月 6 月の親睦季節で、幼児・児童も一緒に関係なく「お母さんの似顔絵を描こう」「お父さんの似 

顔絵を描こう」の母の日、父の日に向けて子どもたちの思いを似顔絵に描いた作品をセンターに掲示した 

いと考えている。 

7 月に「小学生水遊び」を実施する。今年度 8 月に実施した事業を 7 月にも増やす。 

9 月に「おじいちゃんおばあちゃん」の似顔絵を実施。 

 1 月に早稲田保育所との連携事業「こままわし」など 

 「つどいのひろば」で中学生が乳幼児と触れ合う機会を作ってあげたい。 

 8 月の幼児親子と 3 月の小学生に「大学の先生による造形教室」を加える。大学の保育科で造形を通し 

た遊びを教えていらっしゃる、ユニークな先生で、障がいのあるお子さんにも「造形教室」を継続し、定 

評があることからお願いした。 

   その他、「おとうさんと子どもの限定事業」を入れて行きたいと考えている。 

   早稲田児童センターでは、普段からお父さんの利用が多く、毎日のように利用されているお父さんもいて 

有難い。そんな中で、お父さんに限定し、より積極的な参加を促していきたい。 

   また、オセロ大会を通年で開催したい。 

  会長 

    今年度は変則的な形での事業計画の紹介となるが、この件についての意見、質問等は豊田課長佐より 

説明があったとおり、子ども支援課または各館へ直接、問い合わせもしくは連絡をお願いしたい。 

  事務局 

    子ども・子育て関連 3 法について簡単に説明させていただきたい。 

    関連３法とは、「子ども子育て支援法」およびそれに関連する２法です。 

    ２７年度から施行で、国のこども子育て会議が来年から動き出す。今後会議の度に動きがあったら、報 

告していきたい。 

    １１月は児童虐待防止推進月間となっている。駅前大橋に横断幕を出したり、チラシ配布など啓発をし 

ている。一昨年あたりから児童虐待について、マスコミでも大きく取り上げられるようになった。通報、 

通告等も多くなって、市民の関心も高くなってきている。 

    運営協議会の委員の皆さまにおかれましても、相談されたり、発見した場合は、市役所子ども支援課、児 

童相談所等に相談するよう案内して頂きたい。 

  会長 

    開催数が減るということで、協議の時間が減っていくことになる。１１月は３０分増やす等ご配慮いた 

だきたい。 

    以上で議事を終了する。 


