
(3) 全国の児童館の状況 
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児童館の概要 

○施設整備費 
 ・平成２８年度予算 
   次世代育成支援対策施設整備交付金（５７億円）の 
   内数 ［補助率：定額（１／３相当）］  

 ○ 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の一つで、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、
又は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設 

 ○ 遊びを通じての集団的・個別的指導、健康の増進、放課後児童の育成・指導、母親クラブ等の地域組織活
動の育成・助長、年長児童の育成・指導、子育て家庭への相談等 

１．事業の目的、内容 

○児童館ガイドライン 
  児童館の運営や活動が地域の期待に応えるための 
 基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの（平成 
 ２３年３月雇用均等・児童家庭局長通知） 

５．公的助成 ２．設置状況 

３．設置及び運営主体 

○ 職員：児童の遊びを指導する者（児童厚生員）の 
      配置 

○ 設備：集会室、遊戯室、図書室及び便所の設置 

４．児童館の設備と職員 

○ ４，５９８か所 公営：２，７９４か所 
                          民営：１，８０４か所 
   ＜社会福祉施設等調査（平成２６年１０月１日現在）＞ 

○ 都道府県、指定都市、市町村、社会福祉法人等 

６．運営について 

 
 

○児童館実践事例集 
  好事例を事例集としてとりまとめたもの（平成２５年３月） 
  
 

○運営費 
  平成２４年度から地方交付税措置 
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法根拠 

 

児童福祉法 

小型児童館 児童センター 

(大型児童ｾﾝﾀｰ) 

大型児童館 

第 40条 児童厚生施設 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第 37条～40条 

規   模 217.6㎡以上  

集会室、遊戯室、図

書室及び便所 

336.6㎡以上 

（500㎡以上） 

運動可能ｽﾍﾟｰｽ 他 

A型 2,000㎡以上 

B型 1,500㎡以上  

C型総合施設 

事   業 すべての子どもた

ちと子どもに関わ

る大人たちの地域

活動の拠点・居場所

としてのさまざま

な事業 

左記の事業に加え

て児童の体力増進

をはかり、心身とも

に健全な育成を図

る事業 

県内全域を対象に、

モデル事業や中高

校生対象事業、指導

者の養成、地域児童

館育成等を図る 

対象 

（利用者） 
０～１８歳未満、保護者、ボランティア 

職   員 児童の遊びを指導する者（児童厚生員）2名以上 

児童センターには体力増進指導に関わる職員 

大型児童センターには年長指導に関わる職員 

大型児童館には、専門知識を有する職員の配置もある。 
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６．運営 
 ①設備：集会室・遊戯室等児童館活動を実施するための設備・備品を備
える。 

 ②運営主体：子どもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した財政
基盤により、継続的・安定的に運営できるように努める。 

 ③運営管理：利用する子どもの把握・保護者との連絡、運営協議会等の
設置、運営管理規程の定めと法令遵守、安全・防災対策等を行う。職員に
ついては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規程す
る「児童の遊びを指導する者」の資格を有する者を２人以上置くこと。      
    . 

５．職員 
 ①館長 
  運営統括、児童厚生員の指導、他組織との連携、相談・問題解決等に努める。 
 ②児童厚生員 
  地域の子育ての実態把握、子どもの成長支援・援助、育成環境の整備、児童 
  虐待防止等に努める。 
     

４．家庭・学校・地域との連携 
 ①家庭との連携 
  ・子どもの活動の様子等から必要がある場合は、継続的に援助・支援。 
 ②学校との連携 
  ・問題発生時速やかに適切な対応が取れるよう、情報交換と連絡体制を整備。  
 ③地域との連携 
  ・地域住民への情報提供や利用の働きかけにより、連携・協力関係を構築。 
     

３．活動内容 
 ①遊びによる子どもの育成       ⑤地域の健全育成の環境づくり 
 ②子どもの居場所の提供        ⑥ボランティアの育成と活動 
 ③保護者の子育ての支援                      ⑦放課後児童クラブの実施 
 ④子どもが意見を述べる場の提供       ⑧配慮を必要とする子どもの対応 
 

２．機能・役割 
 ①発達の増進 

   子どもと長期的・継続的に関わり、遊び及び生活を通して子どもの
発達の増進を図ること。 
 ②日常の生活の支援 

   子どもの遊びの拠点と居場所となり、子どもの活動の様子から必要
に応じて家庭や地域の子育て環境の調整を図ることにより、子どもの安
定した日常の生活を支援すること。 
 ③問題の発生予防・早期発見と対応 

   子どもと子育て家庭が抱える可能性のある問題の発生を予防し、か
つ、早期発見に努め、専門機関と連携して適切に対応すること。 
 ④子育て家庭への支援 

   子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場を提供
し、地域における子育て家庭を支援すること。 
 ⑤地域組織活動の育成 

   地域組織活動の育成を支援し、子どもの育ちに関する組織や人と
のネットワークの中心となり、地域の子どもを健全に育成する拠点として
の役割を担うこと。 

１．理念と目的 

 ①理念：「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育
成されるよう努めなければならない」という児童福祉法の理念に基づき、
それを地域社会の中で具現化する児童福祉施設。故に保護者をはじめと
する地域の人々と共に子どもの育成に努めなければならない。  
 ②目的：18歳未満のすべての子どもを対象とし、遊び及び生活の援助

と地域における子育て支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成す
る。    
 

「児童館ガイドラインについて」（平成２３年３月３１日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） ガイドラインの概要 

○ 児童館の運営や活動が地域の期待に応えるための基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの。 
 

○ 本ガイドラインを参考にして、常に児童館における活動や運営の向上を図る。 

趣  旨 
児童館ガイドラインについて 
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児童館の施策の推移区分 
 

1947年～ 
理念先行 
民間児童館による模索 

（創設・未整備
期） 

1960年代
～ 

児童資質向上対策からの 
注目と理念の再構築 

（整備・拡充
期） 

1970年代
～ 

健全育成機能強化と 
メニュー方式の多様な事業 

（転換期） 

1990年代
～ 

少子・高齢化社会における 
児童館の展開 

（模索期） 

2000年代
～  

地方行革・地域の空洞化と 
岐路に立つ児童館 

（変動期） 

2010年代
〜 

類似事業の台頭 
児童館の廃止・転用 

（整理・再編
期） 
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平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童館における子育て支援等実
践状況に関する調査研究」報告書（主任研究者  野中賢治／平成28年３月）より 

「児童館における子育て支援等実践状況に関する調査研究」 
結果・提言の要旨① 

☛児童館ガイドラインを周知している市区町村は、児童館を設置して 
 いるところで 55.0％、ないところは 2.9％であった。  

☛児童館の市区町村設置率は 62.2％で減少傾向にある。 

☛児童館新設予定または検討中の市区町村は 85あった。 
 そのうち、大型児童センターの新設は ５あった。 

☛大型児童センターは、市区町村における児童健全育成施策の発展に 
  大きな可能性があることが示された。 

☛児童館を休館・廃止予定の市区町村は 107あった。 
 その理由は「老朽化」「児童の減少」「他の事業等との統合」 
「政策の転換」の順で多い。 

☛児童館の主な活動として、「遊びによる子どもの育成」をあらため
て社会に発信する必要性が提起された。  
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平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童館における子育て支援等実
践状況に関する調査研究」報告書（主任研究者  野中賢治／平成28年３月）より 

市区町村における児童館設置の有無 

児童館設置市区町村 740／1,741（62.2％） 

62% 

38% 

児童館ある 

児童館ない 
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平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童館における子育て支援等実
践状況に関する調査研究」報告書（主任研究者  野中賢治／平成28年３月）より 

児童館新設予定・検討中の市区町村 
（平成31年度末まで） 

児童館設置市区町村 740のうち、児童館新設予定・検討中は 62（8.3％） 
児童館未設置市区町村 447のうち、児童館新設予定・検討中は 23（5.1％） 

児童館設置市区町村 

62 

678 

児童館未設置市区町村 

23 

424 

児童館新設予定 
・検討中 



平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童館における子育て支援等実
践状況に関する調査研究」報告書（主任研究者  野中賢治／平成28年３月）より 

児童館を休館・廃止予定・検討中の市区町村 

予定・検討中 

107 

予定なし 

678 

無回答12 

44 

34 
27 
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12 

27 
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休館・廃止の理由 
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平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童館における子育て支援等実
践状況に関する調査研究」報告書（主任研究者  野中賢治／平成28年３月）より 

「児童館における子育て支援等実践状況に関する調査研究」 
結果・提言の要旨② 

☛放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業などをもって、児童

館の代替機能とする自治体もあったが、児童館本来の目的や役割

は代替することはできない。 

☛子どもの貧困対策や要支援家庭への対応は切実で緊急性が高く、各

地の児童館においてすでに様々な配慮や工夫がされていることが

わかった。 

☛実態調査では「子どもの参画」「子どもの権利」に関する記述は

わずかであった。 

☛市区町村の行政（担当部署等）の児童館に対する考え方が施策に

大きく影響していることが明らかになった。また、館長等現場職員

の考え方との間に大きな差異があることがわかった。 



○ 昭和60年に国が設置した「こどもの城」（平成27年３月末に完全閉館）は、これまで、先駆的な遊びのプログラム（約500種
類）を開発し、来館した子どもたちに提供するほか、全国の児童館等に情報提供するなどの役割を果たしてきたところである。 

○ こうした約30年にわたり蓄積されてきた遊びのプログラムや「こどもの城」が果たしてきた機能及び役割については、今後も
国が引き継ぎ、社会保障審議会児童部会の下に「遊びのプログラム等に関する専門委員会」を設置して、関係団体や地域
の児童館等の協力を得て、その機能を継承することとする。 

「遊びのプログラム等に関する専門委員会」の設置について 
－ 社会保障審議会児童部会 － 

 
○ 「こどもの城」が開発してきた遊びのプログラムの全国的な普及啓発を図るとともに、時代の要請に対応した障害児
や配慮を必要とする子どもを含めた新たなプログラムの開発などにも取り組む。また、今後の地域の児童館等の果たす
べき機能及び役割 についても、併せて検証、検討を行うことにより、全国で遊びのプログラム等を実践している児童館等
の取組をより一層推進する。 

○ 当面の主な検討課題（論点）は以下のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．主な検討事項（論点） 

１．設置の趣旨・目的 

【１．「こどもの城」が開発した遊びのプログラム等の分析及び評価について】 
 ○ 「こどもの城」が開発した遊びのプログラム（約500種類）や地域の児童館等で行われている活動プログラムの実践状況

の把握、分析及び評価の方法について。 
 ○ 遊びのプログラム等の好実践事例の効果的な普及啓発や情報発信の方法について。 

【２．遊びのプログラムの改定、開発に向けた検討について】 
 ○ これまで蓄積されてきた遊びのプログラムを改定していくために必要となるニーズや関心の把握及び分析の方法について。 
 ○ 時代の要請に対応した障害児や配慮を必要とする子どもを含めた新たなプログラムを開発していくために必要となるコン

テンツやツール、技法及び効果測定等について。 
 ○ 新たなプログラムの試行的実践方法とモデル児童館等の指定の方法について。 

【３．地域の児童館等の果たすべき機能及び役割の検討について】 
 ○ 遊びのプログラム等の実践状況の分析及び評価から導き出される、児童館等の活動に参加した子どもの変化等を踏ま

え、子どもの発達段階に応じた「遊び」の効用を体系的に整理することについて。 
 ○ 平成23年に策定した「児童館ガイドライン」に基づく取組状況の評価及び課題について。 
 ○ 「遊び」を基本としつつ、子どもの健全な育成や子育て家庭への支援に資するために、地域の児童館等が果たすべき機

能及び役割の検討について。 

厚生労働省作成資料 
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平成２７年度厚生労働省社会保障審議会児童部会・遊びのプログラム等に関する専門委員会 

「地域の児童館で行われている活動プログラムの実践状況調査結果」より 

遊ぶことが楽しくなった 
週に数回利用 

67.8％ 
年に数回利用 

62.1％ 

友達のいいところを見つけることが
できた 

ほぼ毎日利用 

10.0％ 
年に数回利用 

7.5％ 

他の行事等に積極的に参加するよう
になった 

ほぼ毎日利用 

45.2％ 
年に数回利用 

34.8％ 

ルールを守って遊べるようになった 
ほぼ毎日利用 

30.5％ 
月に数回利用 

27.9％ 

困っている友達を助けてあげたり、
困っているとき友達が助けてくれるよ
うになった 

ほぼ毎日利用 

15.9％ 
月に数回利用 

12.0％ 

子ども（32,492人）へのアンケートによる 
「児童館利用頻度の多い児童の優位性」 



平成26年度 
東京の児童館・学童クラブ事業実施状況 

• 別途配付 

 報告書を参照 
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○クラブ数   ２２，６０８か所 

  （参考：全国の小学校20,113校） 

○支援の単位数     ２６，５２８単位（平成27年より調査） 

○登録児童数   １，０２４，６３５人 

○利用できなかった児童数（待機児童数） １６，９４１人 

  〔利用できなかった児童がいるクラブ数 2,454か所〕 

【事業の内容、目的】 

【現状】（クラブ数、支援の単位数及び児童数は平成２７年５月現在） 

放課後児童クラブの概要 
共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図る 

 （平成９年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第６条の３第２項〉：平成10年４月施行） 

 ※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした（平成27年４月施行） 

【今後の展開】 

○「放課後子ども総合プラン」（平成２６年７月３１日文部科学省と共同で

策定） 

 ⇒国全体の目標として、平成３１年度末までに、 

  ・放課後児童クラブについて､約３０万人分の受け皿を新たに整備 

  ・全小学校区（約２万か所）で一体的に又は連携して実施し、 

  うち１万か所以上を一体型で実施 
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地域で子育てを支える 

地域子育て支援拠点事業 

 

○ 公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、 

 乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施 

○ ＮＰＯなど多様な主体の参画による地域の支え合い、 

 子育て中の当事者による支え合いにより、地域の子育て力を向上 

 

 

 

 

 

 

 
・３歳未満児の約７～８割は家庭

で子育て 

・核家族化、地域のつながりの希

薄化 

・男性の子育てへの関わりが少ない 

・児童数の減少 

・子育てが孤立化し、  

 子育ての不安感、負担感 

・子どもの多様な大人・子

どもとの関わりの減 

子育て中の親子が気軽に集

い、相互交流や子育ての不

安・悩みを相談できる場を 

提供 

  育児不安 

解消 
地域子育て支援拠点 

 

① 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

② 子育て等に関する相談、援助の実施 

③ 地域の子育て関連情報の提供  

④ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

事 業 内 容 

背  景 地域子育て支援拠点の設置 課  題 

平成２６年度 
実施か所数 

（交付決定ベース） 
 

６，５３８か所 
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「放課後子ども総合プラン」の推進 

実施場所 
小学校 ５３．１％、その他（児童館、公的施設など） 
４６．９％（平成２７年５月） 

実施か所数 
(クラブ児童数) 

２２，６０８か所（1,024,635人）（平成２７年５月） １４，３９２か所（平成２７年８月） 

 趣 旨 

小学校 ７４．０％、その他（公民館、中学校など） 
２６．０％（平成２７年８月） 

すべての子供を対象として、学習支援や多様な
プログラムを実施 

共働き家庭などの小学校に就学している児童を対象
として、放課後に適切な遊びや生活の場を提供 

 

放課後子供教室 （文部科学省） 放課後児童クラブ （厚生労働省） 

Ｈ28予算額 ５２．５億円の内数（27予算額：５０．８億円） ５８２．７億円（2７予算額：５７５．０億円） 
※H28予算額には、平成27年度補正予算7.9億円を含む。 

○共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安
全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後
子供教室の計画的な整備等を進める 

趣旨・目的 

 ■放課後児童クラブについて、約30万人分を新たに整備 
  （約94万人⇒約122万人） 

 ■新規開設分の約80％を小学校内で実施 

取組の現状 

 ■全小学校区（約２万か所）で両事業を一体的に又は連携
して実施し、うち１万か所以上を一体型で実施 

【４つの推進方策】 

○市町村行動計画等に 
 基づく計画的な整備  

○学校施設の徹底活用 

○共通プログラムの充実 

○総合教育会議の活用 
 による総合的な 
 放課後対策の充実 

（平成２６年７月３１日策定・公表） 

国全体の目標（平成３１年度末まで） 
今後の方向性 
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