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平成２９年度 第２回 三郷市立児童館運営協議会議事録 

 

日 時 平成２９年１１月３０日（木）午後１時３０分 

場 所 三郷市役所 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：岩間 かおり、北澤 富美               

    社会教育団体：小林 久美子、岡本 徳子、豊田 園子 

    保護者代表：見﨑 奈穂、江川 寛子、梅田 瞳 

    知識経験者：榎本 務、清水 睦美 

    公募による市民：吉澤 あゆみ、高畠 亜也子 

    

    出席委員 １２名 

    事務局 ：子ども未来部 妹尾部長、 

子ども支援課 大村課長、多田課長補佐兼子ども支援係長、秋本主任 

         児童館    土屋北児童館館長、松村南児童センター館長、 

齋藤早稲田児童センター館長 

 

１．開 会 

     大村課長 

２．挨 拶 

     岩間副会長より 

     妹尾部長より  

     松村南児童センター館長より 

３． 議 題 

  １）平成２９年度前期（４月～９月）事業報告について 

  土屋北児童館館長 説明 

松村南児童センター館長 説明 

齋藤早稲田児童センター館長 説明 

２）平成３０年度事業計画（案）について 

  土屋北児童館館長 説明 

松村南児童センター館長 説明 

齋藤早稲田児童センター館長 説明 

３）平成２９年度前期モニタリング評価について 

  多田課長補佐兼子ども支援係長 説明 

 

４）その他 

・「委員の任期満了について・北児童館の老朽化について・意見書について」 

 多田課長補佐兼子ども支援係長から説明 

 

５．閉会 

梅田副会長 
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【平成２９年度第１回児童館運営協議会議事内容】 

 

1）「平成２９年度前期事業報告について」 

   

① 北児童館 

 前年度の前期と比較すると７２人の増加。内訳と現状を報告。 

 各月の主な事業：４月[春休みスペシャル][新一年生ウエルカムパーティー][おいしんぼク

ラブ][らっこひろば][赤ちゃんひろば]５月[こどもの日スペシャル][つくってみよう][開

校記念日事業]７月[七夕かざり][夏休みスペシャル][バスハイク][親子教室]、８月[こど

もフェスティバル]、９月[らっこひろば]について報告。 

 

② 南児童センター 

前年度の前期と比較すると１１４６人の増加。内訳と現状を報告。 

各月の主な事業：４月[みなみこどもげきじょう][こどもまつり実行委員会][みなみじどう

シアター]、５月[ゴールデンウィーク企画][おうちの人につくろう Part1][パパママクラ

ブ]、６月 [おうちの人につくろう Part2][たんぽぽひろば][さくらひろば][こどもまつ

り]、７月[流しそうめん大会][スポーツ大会] 、８月[おりがみ教室][夏のこども教室][前

川中吹奏楽部演奏会] 、９月[戸ヶ崎デイサービスセンター交流会][こどもクッキング][親

子遠足][おはなしポケット][すくすく育児サロン] [おはなしたまてばこ][おはなしたか

らばこ]について報告。 

 

 ③ 早稲田児童センター 

前年度の前期と比較すると１３４人の減少。内訳と現状を報告。 

   各月の主な事業：４月 [新１年生ウエルカムイベント][新１年生歓迎レクリエーション]

５月 [グルメイト][こどもの日企画]、６月[早稲田児童センターの先生になろう][前期わ

くわくひろば・のびのびひろば]、７月[早稲田保育所のお友だちとなかよくなろう][子ど

も運営委員会議]、８月[お泊り会][夏休み 幼児わせだの大将②]、９月[小学生ミニテニ

ス教室][パパママ教室ミニソフトテニス][敬老の日工作]について報告。 

 

委員からの意見、質疑等 

 委員：各人数の報告ですが、南児童センター・早稲田児童センターのきりんサロン・こあら 

    サロンといった事業も含まれた上での乳児が増えていることもあると思いますが、 

    この人数というのは実際の参加人数のほうに含まれているのでしょうか？ 

    例えば『ボールプール』だと北児童館だと「乳幼児」ときちんと書いてあり、早稲田児 

童センターと南児童センターでは「幼児」と書いてあり、「乳幼児」という意味で「幼 

    児」として報告しているのか、それとも乳児は乳児として分けて人数把握をしているの 

    かがよく分からないのと、乳幼児の分け方にしても報告にしても、年齢対象が乳幼児と 

    して対象としているのか幼児として対象としているのかなど、企画としての分け方をど 

    のように考えているのでしょうか？という事が一つ。 

    それから『おもちゃ病院』が数年ずっとこの人数で申し訳なくないのかという不安が毎 

年あるので、それに対して直しに来てくれている方のご意見があればお伺いしたいと思 

います。 

 

南館長：事業報告に書いてある幼児というのは乳児も含まれています。赤ちゃんが入ってはいけ

ないという事ではなく児童センターのほうでやっている幼児向けのものには乳児も含ま

れています。『ボールプール』に関しては、きりんサロンのほうで独自に行っている日も

あるので、そちらのボールプールに参加されている人の数は事業報告の方の人数には含

まれていません。つどいの広場でも月１回ボールプールを行っていますが、そこは分け

て計算していて、厳密に言うと、センター側のボールプールやトランポリンは、そこに
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いてずっと数えているわけでもなく、受付もないので、概算的な報告になってしまって

います。乳幼児が対象なので表記を訂正したいと思います。 

『おもちゃ病院』に関しては、こちらのほうでもわざわざ来て頂いていて、参加人数が

いない時もあり申し訳ないのですが、初めに来ていた方が体調不良で、違う方が変わっ

て行ってくれているのですが、「少なくてもいいので」と快く言って下さっています。 

当初は１人２点までという規定があったが、今来ている先生は何点でも良いと言って下

さっていて、参加人数が少なくても直すおもちゃの件数が多かったり、センターから出

しているおもちゃは数に入れていません。 

 

早稲田館長：当センターのボールプールに関しても、乳児・幼児区別なく参加してくれているので、

参加している子がいたら人数のカウントをしています。 

ボールを多く入れるので、保護者の方には赤ちゃんが埋もれないようにしっかり見て頂

いています。つどいの広場とは別の部屋で行っていますので、つどいの広場に参加して

いる方とボールプールに参加している方とは別として人数のカウントをしています。 

   乳児・幼児の区別をしているのは、当センターでは壁面製作の所になるかと思いますが、 

製作は折り紙を切ったり絵を描いたりというのがメインになっているので、赤ちゃんの 

参加というよりは１歳から就学前の子をメインとしているので、乳児は抜いて、「幼児 

親子」という表記をしています。 

   『おもちゃ病院』に関しては当センターでも、先生は「少なくてもやらせてもらえたら」 

と言って下さっているので、人数を増やす為にも新規で遊びに来て下さる方などにチラ 

シを配らせてもらい、アピールしています。 

 

 委員：早稲田地区に住んでいて、早稲田児童センターを主に利用しています。前期の報告を見

ても、親子でお世話になっている部分も多く、幼児の頃から３人兄弟でお世話になって

いますが、年齢とともにお世話になる内容が変わってきて、『卓球教室』や『ミニソフト

テニス』などの教室を特に楽しみにして毎年必ず参加しています。今回どうしても市の

陸上大会や習い事と重なってしまったりして、全４回の部分が半分しか参加出来なかっ

たりして、子どもたちは「両方行きたいけど」と残念な時がありました。９月にたくさ

ん事業に参加しているのですが、『お父さんと作ろう』というのも「お父さんも大丈夫だ

ろう」と申込みをしましたが、お父さんの都合が合わず参加出来なかった事があったの

で、そういう時にお父さんではなくても親だったらどちらでもいいという方向で考えて

もらえると、子どももせっかく参加したいと言っているので、改善していければと思い

ます。 

    今回のバス事業も兄弟で参加し、遠方まで行って初めて和紙作りという体験をしてきて、

１日充実したようで「楽しかった」と帰って来ました。 

    夏休みには北児童館の『こどもまつり』にも参加し、そこに早稲田児童センターの先生

も手伝いに来ていて、「行けば知っている人もいるんだ」という発見もあり、楽しませて

頂きました。早稲田児童センターの『キッズフェスティバル』でも長男が中学生に上が

ったのでボランティアとして参加させて頂き、家族皆でお手伝いに参加し、携われて良

い経験をさせて頂きました。これからもそういった経験をさせて頂ければと思います。

よろしくお願い致します。 

 

 委員：ＰＴＡ連合会から参加させて頂いているのですが、ＰＴＡ連合会の事業の中に「家庭教

育後援」というのがあるのですが、各学校でＰＴＡが企画して親に対する教育や家庭の

中でという事をやっています。例えばヨガの教室や調理の教室をやりたいという学校が

あるのですが、内容によっては学校で出来なかったり広い場所が必要だったりして、ど

こか施設がないかという話が出ており、そういう事で児童館でご協力してもらえるかな

と考えていました。もし、調理室や体育館をＰＴＡの事業で利用させてもらう事は可能

ですか？あとＰＴＡの中で一つ話題になっているのが、小学校１年生にあがる保護者の
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方と、幼稚園の保護者の方を繋げる場所があったらいいなという話が出ていまして、今

考えたら児童館はすごく良い場所だと思い、これから色々話合いをしながらＰＴＡのほ

うでもやっていきたいと思っているので、ご協力をお願いしたいと思いました。 

１年生にあがる時に、やはり親御さんが不安を持っている方が多いという話がＰＴＡの

話の中でも出ており、親御さんの不安を解消する為に色々な事を学校でもやっています

が、親同士の繋がりを作る場所がもうちょっと色々な所にあったらと私個人としては思

っていて、私は後谷小学校で早稲田地区でも奥の方に離れてしまっていて、早稲田児童

センターでも子どもを連れて行くのはしんどい時もあり、早稲田児童センターは駐車場

がなかったりするので、車で行くのもと言う所もあるのですが、そういう横の繋がりを

学校に限らずに、「小学校にあがる時ってこういうんだよ」という親御さんの不安を解消

出来る場所が児童館の中にもあったら有難いと思いました。それは中学１年生の時も同

じだと思うのですが、顔見知りのお母さんがいると安心するという親御さん、特に初め

てのお子さんや一人っ子のお母さん方というのはすごく不安を抱えている方が多いので、

お母さんたちの意見を聞くと、もう少し児童館を利用できるような親御さんたち、もう

ちょっと「児童館でこういう話が出来るよ」というのがあれば親御さんたちの不安を取

り除けると思い、子どもだけではなく保護者向けにも何か組み込んでもらえたらと思い

ました。 

 

早稲田館長：早稲田児童センターの調理室は入れても定員が２４人くらいで余裕を持って作業が出来 

る形になっているので、人数によっては作業が難しいと思います。 

体育室も広いので、人数や企画内容によってはお受けする事も出来ると思います。 

  

 委員：かなり前からこの会議に出ていますが、最後がいつも利用する方がどんどん増やせるよ

うな体制をとって頂きたいなという事に尽きてしまうというのが一番なのですが、児童

館を利用している方は年々増えているのではないかと思います。 

    今回この月別利用者数を見ると、早稲田さんが減っているのは冷房の問題などもあった

と思います。ここの所暑いので、暑い時に熱中症になりそうな所で遊ばせようとは思い

ませんし、それを除いては人数的には、会議に出させて頂いた最初の頃より、どの児童

館も頑張って皆さん努力されて、私が子育てしている時だったら「もっと利用したいな」

「もっと利用すればいいのに」というような計画が立てられていると思います。 

    前の方がおっしゃったように、今の若いお母さんたちや小学生のお母さんたちは、先日

うちの娘にも言われたのですが「公園でどうやって友だちを作っていいかわからない」

とすごく言うんですね。うちの娘も１歳半の子どもがいて、私が１歳だった時に公園デ

ビューした時の友だちと今でも仲良く付き合っていて、娘の結婚式にも出て頂いたお母

さんたちがいるのに、どうして友だちになれないと言うのかが私としては理解できない

と思っていました。今のお母さんの話を聞いていて皆さん本当に不安があるんだという

のがわかりました。乳幼児の時点で児童館で友だちが出来ているお母さん、行く事が出

来ているお母さんというのは児童館というのを身近にとらえているのではないかと。 

でも最初に行っていないお母さんは、小学校からというのもなかなか行けなかったり、

児童館をあまり「そういう場所」だと思えなかったりするのかと思ったら、報告の場面

でもっと児童館は利用価値があるというのを若いお母さんなどにも「もっともっと身近

なものなんですよ」「子どもたちを遊ばせるのにすごく良い場所なんですよ」とわかって

頂いたら、もっと利用をしてくれるかと切に思います。あと、三郷市は人口が増えてい

ると最初におっしゃいましたが、中央駅のあたりは高層マンションなどが建っていて、

乳幼児の方や新しい小学生がすごく多く増えていると思います。やはりそういうお母さ

んたちは共働きであったり、三郷市というのがどんな所かわからないし不安もあるでし

ょうから、その辺に児童館や皆で利用できて輪が広がれる場がもっと作れたら三郷市が

子育ての町となっていくと感じました。 
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 委員：彦糸小の児童は主に北児童館の事業にお世話になっていると思います。ありがとうござ

います。北児童館・南児童センター・早稲田児童センターとも工夫を凝らして毎月事業

をされているという事が報告を聞いてわかりました。特に具体的には、月ごとの対象の

重点を変えたりだとか、祝日や記念日に合わせた事業があったりして工夫して経営され

ていると感じました。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

    今の方々のお話をお聞きして、小学校に入学してくる保護者が共働きが多いという事が、

一世代前私たちが子育てしていた時代に比べて増えていると感じています。 

    こちらに参加している子どもたちが幸せだと感じました。 

 

 委員：今年度一年目の委員という事で参加させて頂いたので、まずは百聞は一見にしかずとい

う事でご案内頂いた北児童館の『こどもフェスティバル』南の『こどもまつり』早稲田

の『キッズフェスティバル』全部に行かせて頂きました。それぞれの施設を見て、それ

ぞれの施設の特徴があるなと。それぞれの施設の特徴に合わせた企画をなさっていて、

どこも熱気に溢れていました。特にお祭りという事で、外部のボランティアの方がたく

さん入っていたのですが、その方々の「一緒に盛り上げていこう」という気持ちがよく

伝わってきて、それまでの各児童館さんのボランティアの方々との事前打ち合わせもご

苦労されながら当日スムーズな運営が出来ているというのは素晴らしいと思いました。

また、今のご報告の中で前年度の反省を生かして、子どもの実態をよく捉えながら変え

ていくという所がどの館も見られて良いと思いました。先程から素晴らしいご意見が出

ている中で自分の事を思い出したので最後にしますが、私も子どもがいて大きくなりま

したが、小さい頃地元の児童館に通って私は送り迎え係やイベントの時に参加させて頂

いていて、今でもその当時知り合った方と連絡を取り合ったりもしており、児童館での

活動というのは何十年後までも子どもや保護者の思い出になる事を自分自身強く感じて

いる事ですので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 委員：皆様の話を聞いていて、私は今度５年生になるお姉ちゃんがいるので小さい頃から児童

館を利用していたのですが、下の子が年長で今度１年生になるのですが、そのお友だち

と「どこで遊ぼうか」となった時に「児童館はどう？」と言うと「児童館に行った事が

ない」と言うお母さんがいて、「小さな頃から通っていないから行きずらくて、１年生に

なってから行くのは難しい」と話をされています。「行った事がないからどんな所かわか

らないから、公園で遊ぼう」となってしまいます。何人か誘って行ったりすると「こう

いう所だったんだね」と分かってくれたりするので、今度また下の子が小学生になり、

４月に歓迎月間があるので皆を誘って行くようにしたいと思います。 

    あと、上の子が今度５年生なので今までは企画も参加側だったので、今度は手伝い側に

まわれるので楽しみにしているので、これからも利用したいと思います。よろしくお願

いします。 

 

 委員：たくさんの事業が充実していて、今回も事業計画など見させて頂いて頑張って下さって

いるとすごく感じています。私はだいたい北児童館が近いので使わせて頂いていますが、

７月に行っているバスツアーも、いつも７月の後半で子どもたちが７月の夏休みが始ま

った頃は学校のプールに通わないといけなかったりして、イベントに参加しずらいとい

う事がありましたが、今回７月の前半に持ってきて頂いて参加しやすいように工夫して

下さり、有難いと思います。これからも頑張って頂けたらと思います。よろしくお願い

します。 

 

 委員：私は孫がいるくらいなので、実際に携わる事はほぼないのですが、今回ご案内頂きまし

たので、南児童センターの『こどもまつり』と、北児童館の『こどもフェスティバル』

を見に行かせて頂きました。皆さんが仰る通り、とても活気があって何より驚いたのが、
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中で楽しんでいる子どもたち以上にボランティアの方たちがすごく盛り上げていて、し

かも人数もとても多いという事に、「なんでこんなに多いんだろう」とずっと思っていま

した。もちろん民生委員さんなどもお手伝いをされていたのですが、今このお話を聞く

と実行委員といって子どもたちが自分たちでも準備をする形を作っているから、その子

たちがだんだん大きくなってボランティアとして参加していくという形をとっているの

が、きっとそれに繋がっているのだと初めて分かりました。 

    わざわざ実行委員会というのを作っていくというのはすごくナイスなアイディアだと思

いました。 

    ただ、前回の話し合いの中で北児童館さんが古くなったという事で、そういう所もしっ

かり見ようと思いまして北児童館も見させて頂き、やはりトイレと駐車場の件もそうで

すし、まず何よりも行くのに普通だったら２０分くらいで行く所が、迷ってしまい４０

分かかりました。位置的にわかりずらい場所にあって、たまたま遠くから行ったせいも

ありますが、使われるのは近くの人たちにしても、多くの人を取り込もうと思ったら、

もう少しわかりやすい場所や案内があったり、遠くからも行ってみようと思う際はやは

り駐車場があってもいいと思いました。普段行かれるお子さんたちは自転車で行かれる

からそれほどではないと思いますが、１つ１つの事業に対して「参加したいな」と思っ

た時の駐車場の確保がどうにかならないかと思いました。 

    それから南児童センターの『たんぽぽひろば』が大人気という事でしたが、早稲田さん

のほうは４回４回で毎週のように行っているみたいですが、人員的にも月にもう少し回

数を増やす事は可能かと思ったのですが。 

 

南館長：前期は４回、中期が６回、後期が６回で行っていますが、他の事業や曜日の設定も難し

く、なるべく皆さんの意見を聞いて近隣の幼稚園のプレと重ならない曜日や、特に中期

は願書受付と重なってしまうとほとんど来ないなど、すごく難しくて、他にダンスなど

も行っていて同じ体育室を使うので、ダンスがある日にひろばがあると時間が伸びてし

まったり、体育室で遊びたい子も来ているので、皆さんのニーズを上手く織り込んでや

っていくと、今の状態が最善で行っています。 

    施設も古くて狭いというのがあり、兼用で使っているので、これ以上は厳しいという所

です。 

 

 

２）「平成３０年度事業計画（案）について」 

① 北児童館 

  今年度と大きな変更はなし。施設の老朽化もあり制限される事も出てくるかと思うが、内容

などは出来る範囲で計画通りに実施していきたい。また、実施日や曜日などについては要望

も聞きながらたくさんの方に参加してもらえるような事業を行っていく。 

 

② 南児童センター 

  [ハロウィン月間][クリスマス月間][夏休みわくわく体験教室①～④][クラフト教室][ぬり

えグランプリ][毎月のクイズ][先生に挑戦]について説明。 

 

③ 早稲田児童センター 

[植物を育てよう][地域の方と伝承遊び]について説明。 
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３）「平成２９度前期モニタリング評価について」 

多田課長補佐兼子ども支援係長から説明 

・９月から三郷市の指定管理者モニタリング要綱が改正され、３点満点から５点満点の評点   

 に変わりました。 

・南・早稲田ともに８０点で良好な管理運営がされている。 

質疑等。 

 委員：何年か前に東日本大震災の直後あたりに意見を出させて頂いて、避難訓練に力を入れて

頂きたいという話をしましたが、３点で「適切な管理運営がされている」となっていま

すが、この３点が４点くらいになって欲しい。改善点はぜひ考えて頂きたいと思います。

避難訓練の報告をして頂いたので、積極的な訓練を各場所それぞれ老朽化してきている

ので、その辺を踏まえて。 

    それから利用者からの意見で、「そんなに皆お菓子が食べたいの？」と思ってしまったの  

で、これは夏の「水分が必要だから、水分をとりたい」という意味の飲食なのかと思っ

たのですが。 

 

秋本主任：モニタリングで緊急対応という事で、伺った時に年に１回避難訓練を行っているが、４

月から９月ではなく３月に行っているという事で今回は３点とさせて頂きました。 

 

委員：その時の意見の時に、４月に子どもたちが来るので、その時期に出来るだけ訓練をして

頂きたいとお話をしたと思うので、これだけたくさん事業がある中で避難訓練の事業を

入れるのはかなり難しいとは思いますが、考慮して頂けたらと思います。 

 

南館長：年に１度行っているのは、隣にコミュニティセンターが隣接しているので、年に１度は

コミュニティセンターと合同で消防署に届出と避難訓練計画を出して消防署員の指導の

もと行っています。それ以外に職員だけでも避難訓練は出来ますので、いざという時の

為に日々の訓練やＡＥＤ救命に関しても２年に１回は職員に受けるように指導していま

す。今後はつどいのひろばがある日に行っていきたいと話もしていて、実際に火災や地

震で避難する際に誰が大変かというと赤ちゃんを連れている親御さんが一番大変で、訓

練に参加してもらうのは「せっかく遊びに来ているのに」と思うかもしれませんが、理

解して頂いて今後入れていく計画をしています。それに合わせて防犯訓練も入れていき

たいと思います。 

お菓子の件は子どもたちからの意見で、館内ではお菓子はだめで、もちろん水分補給は 

必要なので、体育室とホールなどカ－ペットではない、こぼしても拭ける部屋でなら水 

筒に入っている水分はＯＫにしています。今はおやつの袋菓子を持って遊びに来る方が 

いて、今の子どもたちの状況だと思い、外では禁止にせずゴミ箱も用意してありますが、 

働いているお母さんも多くて遊びに来ておやつも食べて帰るという事で、児童館の中で 

食べていると注意されるので中でも食べたいという意見だと思います。 

 

 

４）「その他」 

・「委員の任期満了について・北児童館の老朽化について・意見書について」 

 多田課長補佐兼子ども支援係長から説明 

 

  質疑等なし。 

 

  以上 


