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第４回 調布市児童館のあり方検討会 議事録 

 

開 催 日：平成２８年１２月２０日(火) 午後６時～７時５０分 

場   所：調布市文化会館たづくり西館 3階会議室 

出 席 委 員：鈴木委員長、能登委員、遠田委員、竹中委員、橋本委員、山﨑委員、 

山本委員、猪股委員、大川委員 

欠 席 委 員：村山委員 

傍 聴 者：４名 

 

■開会 

 

事務局から配布資料及び傍聴、本会議の議事録の公開、出席委員について確認。 

 

■１．報告事項（１）第３回委員会の振り返り、（２）小学生および中高生世代のための児

童館の将来像(案)に求められる機能・役割について、（３）児童館の将来像(案)の修正につ

いて 

 

委員長：次第の 1、報告事項 1『第 3回委員会の振り返り』、2『小学生および中高生世代の

ための児童館の将来像(案)に求められる機能・役割について』、3『児童館の将来像(案)の

修正について』。事務局から一括して説明をお願いいたします。 

 

業務支援者：資料 1 をご覧ください。1 枚めくっていただきまして、前回、第 3 回委員会

の振り返りを載せております。前回は議事の 1番目『報告事項』ということで第 2回の振

り返り、また、『乳幼児家庭のための児童館の将来像等の修正』についてご報告をいたしま

した。 

 その後、議事に移りまして、小学生のための児童館の将来像についてのご議論をいただ

きました。ご意見について幾つかまとめております。特に注目されるところについて触れ

させていただきます。 

 近年、学童クラブ利用児童の数が影響しているのか、一般利用児童とのバランスという

ところで懸念されるところがあるというご意見。また、地域にあるユーフォー、あるいは

学童クラブと児童館の連携が必要なのではないだろうか。また、子どもの育ちにとって必

要な所、そして地域の人との関わり、あるいは遊びの重要性を保護者あるいは地域住民に

伝えていく必要があるというようなご意見を賜りました。遊びの価値、意義についてとい

うご意見、最後のほうにもいただきました。 

議論を経まして、資料 2になりますが、『小学生のための児童館の将来像(案)に求められ

る機能・役割』ということで、A4 版 1 枚で事務局のほうでまとめさせていただきました。
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四つのポイントは変わりませんが、『地域・関係機関との関わり』というところで、今お話

ししたようなアウトリーチのこと、あるいは児童館内外の学童クラブ、ユーフォーとの連

携について、この辺りを表現しております。また、『職員の資質』というところで、必要と

されるような専門性、スキルについてまとめております。また、『情報発信力』というとこ

ろで、こちら『乳幼児のための児童館の将来像』と非常に似ておりますけども、さまざま

な媒体を使った広報というところを掲載しております。また併せて、切れ目のない支援と

いうところで、乳幼児期だけではなく、小学生、そしてそれから先の中高生世代まで橋渡

しをしていくという機能についての周知広報というところを特化して掲載をしております。

また、『施設・設備』のところでは、先ほども触れましたが、一般来館児童と学童クラブ利

用児童が共存できる場の提供というような項目を起こして、皆さまがたのご意見を反映し

た形となっております。 

 続きまして、資料 1に戻りまして、3ページ目、『中高生世代のための児童館の将来像（案）

および求められる機能・役割について』に対してご意見をいただきました。前回は、青少

年ステーション CAPSの方にオブザーバー参加をいただきまして、利活用状況についてご報

告をいただきました。その点について、状況あるいは事業内容については高評価をいただ

いたと思っております。また併せて、東部地域、北部地域に同様の施設、機能が期待され

ているのではないかというご意見を頂戴しております。 

 また、大きな話題では、四つ目。全ての児童館で中高生対応に特化するのは難しいので

拠点館などを設けるのはどうだろうか。ただし基本的に 0から 18歳の切れ目ない支援とい

うところを外さないような形にしてほしいというご意見。また、このご意見の最後になり

ますが、次の時代の親を育成する、あるいは若年層の妊娠等も想定される中で、命の触れ

合い等に関する事業の展開が期待されるなどのご意見を頂戴いたしました。 

 これをもとにしまして、資料 3でございます。先ほどの小学生世代と似ておりますけど

も、A4の 1枚物にまとまっております。 

『地域・関係機関との関わり』というところでは、活動に関する理解促進というところ

が一つ挙げられております。それは CAPSでの利活用の状況、この部分の評価をもっと調布

市民にご理解いただくというようなことを掲載しております。また、『地域のネットワーク、

あるいは要保護児童対策地域協議会などへの関与』というところで、中学生・高校生世代

を地域の中で見守っていく仕組み作りというところを掲載しております。『職員の資質』と

いうところで、スキルあるいは対応の環境づくりというところについてまとめております。

『情報発信力』については、特に中高生世代が利用している SNSなどについて少し触れて

おります。『施設・設備』につきましては、特化した施設について検討するという表現をし

ております。先ほどのご意見から頂戴した青少年ステーション CAPSに類似した専用館ある

いは既存児童館の中で機能を特化した拠点館を検討し、CAPSとの連携というようなことを

掲載をしております。こういうふうにまとめさせていただいております。 

 また、中高生世代の動きにつきましては、今ほど机上配布になりました、『つつじケ丘児
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童館ホールでの取り組み』というのが、まさに明日ですが開催があります。こちらについ

て、委員の方から少しご紹介いただければと思います。 

 

委員：今、机の上に、赤と緑のクリスマスカラーのチラシを配布させていただきました。

CAPS と共同で、つつじケ丘児童館と近隣の緑ケ丘児童館、東部児童館。近隣の児童館で、

明日、第 1回目を、開催を予定しています。中学生や高校生や、それからその世代の人た

ちが居場所として利用してくれたらうれしいなということで、ここに来たら仲間がいるよ

とか、こんなことができるよっていうようなことを、私たちが何かをやりますとかではな

く、青年たちの思いをどうやったら職員が寄り添って実現できるかっていうことを考え合

いながら、一緒に実現していくってことを大事にしようということで、事業の準備を進め

てきました。ですので、ホールをご存じの方はお分かりかと思いますが、ほぼ階段状にな

っていまして平場でもないですし、特に大きなスタジオがあるわけでもないし、広い体育

スペースがあるわけでも何でもないんですけれども、来た利用される人たちと一緒に、「じ

ゃここはこんなふうに使おうか」とか、「舞台でこんなことやってみたい」「照明当ててほ

しい」って言ったら、プロの照明さんが当ててくれるとか、そんなふうなことを予定して

います。まず、こんな居場所があるよっていうことを知ってもらうことが大事なので、初

回は児童館まつりの残り物のポップコーンを大盤振る舞いをして、来てくれたらいいなっ

ていうふうに思ってます。それから、クリスマスのシーズンでもありますので、きょうは

ちょっとつつじケ丘では、町のライトまではいきませんが、クリスマスツリーに付けて残

ったキャンドルとかを入り口の所に飾っておきましたので、なんかキラキラした、ちょっ

とウキウキするような気分で、たくさんの人が利用してくれたらうれしいなと思っていま

す。 

 それからもう一つ。でも、どうしたら青年たちにやってるってことを知ってもらえるか

なっていうところで、やっぱり今時ですので、SNSとかそういうところが必要だよねって。

Twitterとか LINEとか、誰か一人でいいから『児童館最高』ってつぶやいてくれないかな

っていうふうなことを、おじさんとおばさんたちが一生懸命話していましたが、誰か一人、

明日来た子が、その場で『いい所だよ』ってつぶやいてくれたらうれしいなっていうふう

に思っています。ぜひたくさんの方に見ていただいて、ご意見等もいただければと思いま

すので、明日お時間がある方はお越しください。 

 

業務支援者：資料 3でご説明いたしました CAPSとの連携というところで、これまでももち

ろん、児童館まつり等での接点はありましたけども、実際に活動として一つ起こしたあり

方検討を先取りしたような形で進めている事業が動いていることをご報告させていただき

たいと思います。 

 併せまして、今までの議論、乳幼児のところ、小学生のところ、中高生のところをまと

めまして、資料の 4番。ご意見を反映しながら徐々に変化をしております。下線が引かれ
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ている辺りが修正点でございます。今回は全体の児童館の将来像のところで、『遊びの価値

を発信し』というところが入っております。また、『切れ目なく子どもたちの心身の育ち』

という表現にして、少し市民の皆さんに柔らかく伝えられるような言葉に変えております。

小学生のところでは、これまでは『放課後の居場所』というところが前にきておりました

けれども、これを後段に持っていって、実際に児童館で行われている活動というところで、

『さまざまな体験』というところを前にして、放課後を支えるということを後段に載せて

おります。そういうような文面の入れ替えを行いました。 

 また、それぞれの四角の下に当たりますけども、下に帯状で『地域や世代をつなぐ役割

として「すべての子ども・子育て家庭」を対象とし、切れ目ない支援を行う！』というと

ころで、横串でそれぞれの世代、地域をつなぐようなキャッチフレーズを入れております。

そういうような修正を加えたことをご報告させていただきたいというふうに思います。 

 その点について、資料 1の 4ページで、具体的には文言では書いておりますが、あらた

めてご確認いただければと思います。報告は以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございました。ただいまの説明についてご意見、ご質問はございます

か。 

 ないようでしたら、次第 2、議事に入ります。 

 1、『地域とともにある児童館の将来像(案)および求められる機能・役割について』、事務

局から説明をお願いいたします。 

 

 

■２．議事（１）地域とともにある児童館の将来像(案)および求められる機能・役割につ

いて 

 

事務局：それでは、私のほうから説明させていただきます。資料 5をご覧ください。 

 ここでは児童館と地域の関わり、またその必要性について事務局案として参考資料とさ

せていただいています。これらは職員による内部検討として事務局でまとめたものでござ

います。子どもたちは地域に生まれ、乳幼児期は幼稚園や保育園、学齢期は小学校、中学

校、青年期は高校など、それぞれのライフステージの中で育っており、地域の中で子ども

たちが大人になるまでの間、切れ目なく継続的に見守ることのできる児童館は、その機能

を十分に発揮する必要があります。地域は、顔が見える関係というのが重要だと思います。

児童館が子どもの子育て家庭の立場に立って、地域のさまざまな人のつなぎ役になること

が、子どもたちの安心、安全につながるばかりでなく、子育てしやすいまちづくりの一翼

を担うことになると思います。児童館がさまざまな活動を通じて、地域の関係機関と相互

関係、相互理解を進めることは、地域全体の子育て環境、育成環境を整える上で極めて重

要だと思っております。そういったことで、2 ページ目はそのライフステージの取り組み
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ということで、下の所に『今回の論点』として、取り組みを支える地域とともにある児童

館の将来像ということで挙げております。 

 3ページ目をご覧いただきたいと思います。各児童館では、地域のさまざまな関係団体、

機関、個人と関わっております。その関わりの内容や目的も多岐にわたっています。こち

ら表にまとめたものでございます。細かい説明は省略させていただきますが、地域のボラ

ンティアのかたがたを児童館では支援スタッフと呼んでいます。多くの人たちが出入りを

して、大人です。直接的に子どもたちと関わっています。レクリエーションや野外活動、

手芸や工作、ダンスや和太鼓と、内容も幅広く、各児童館ではボランティア登録をしてい

ただいています。また職員も、地域のイベントや会議などに積極的に顔を出すなど、より

多くの地域の方や子どもたちと顔見知りになる機会を大事にしています。長年こういった

取り組みは、次の資料の 4ページに、一例ということで、『児童館が関与した地域活動』と

して挙げています。あと、後ろのほうに参考資料 1ということで、『児童館をきっかけにし

た地域活動』というものがつづってあります。長年の児童館の取り組みが地域のさまざま

な活動を生み出すきっかけにも育っています。こちらの資料をご覧いただければと思いま

す。 

 このように、児童館の取り組みを通じて地域が豊かになっていくということと同時に、

地域にはいろんな大人がいるんだということを伝え、地域で暮らす子どもたちにとっての

安心感につながっているのではないかと思っています。児童館の運営会議や、乳幼児施設

連絡会議を開催して、地域の子どもたちの課題を共有したり、要保護児童対策連絡協議会

への参加、学校との情報交換会など、地域の関係団体との会議を通じて、子ども家庭への

福祉的なアプローチを試みています。そういったことで資料の 5ページ目は、地域に関わ

っている現状をお示ししています。こういった状況ですけれども、児童館はまだ多くの方

たちに知られていなくて、児童館への期待が高まっていないという現実もあると思います。 

 6ページ目に、『児童館が抱えている課題と検討内容』ということでここに掲げている通

り、職員自身が地域に根差す必要があると思います。職員も異動があるので、新たな地域

では一から信頼関係を築いていかなければならない。普段から連携を取り合えるような関

係性が必要かと思います。せっかく築けていた信頼関係が職員の異動によって損なわれる

というようなことがあってはいけないことではないかと思います。地域の中にあって、よ

り身近に気軽に利用できる児童館が必要だということで、今回は事前に委員の皆さまにご

意見をいただいておりますが、この場であらためてご意見などをいただきながら、活発な

議論をしていただければと思っております。終わります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

委員長：ありがとうございました。では、ここからは委員の皆さまからご意見をお伺いで

きればと思います。前回と同様になりますが、A3の資料の 2になります。児童館に求めら

れる機能、役割は何か。また、その機能、役割を果たしていくためにどんなことが必要か、
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具体的にどういったことをしていくべきか。『地域・関係機関との関わり』、『職員の資質』、

『情報発信力』、『施設・設備』の四つの項目を柱にしてありますので、さまざまなご意見

を頂戴できればと思っております。先ほど事務局からの説明を踏まえながら、事前にいた

だきました委員の皆さまからのご意見と同じでも結構ですし、また、その意見に対しての

感想でも結構です。児童館が地域とどのように連携し、期待されている役割がどういった

ところにあるかという部分で意見を出していただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

委員：私は児童館の中にいる人間なんですけれども、この地域との関わりというのが、言

葉では簡単なんですが、実はやはり大変難しいと感じています。以前いた所で、地域の健

全の委員さんだったんですけども、地域の者たちは、学校の先生や児童館の職員が変わる

たびに振り回されるというか。また地域の方たちも、一から関係をつくり直す必要がある

ので大変苦労するという話を伺って、私たちもそうだと思ってたけども、そこにいてる人

たちもそう思ってらっしゃるんだなというのをすごく感じているところです。なるべく児

童館としては、早く皆さんに覚えてもらうように、地域のいろんなイベントに出ていった

りとか、そういう関わりを持っていくということがやっぱり大事だなと思っています。 

 先ほど、事務局のほうから話がありましたけども、地域にある人材を有効に活用すると

いうことで、やはり呼び掛けて、将棋とか囲碁とかお手玉とか、子どもの所で一緒に教え

たいなという方たちを探し出すというのもとても大事なところで、人のつてを使って来て

いただいたりとか、そういうこともあるんですけども、逆に今度地域の方から。実は先日

もあったんですけども、委員さんからあったんですけども、「学童に絶対入んなきゃなんな

い子がいるの」っていうような情報があると、何とかしなくちゃっていうところで動くと

か、本当にさまざまなところで関わっているのが現実ですね。本当にここに書いてあるよ

うに、地域の方と早く顔見知りになって、それこそ何が求めらているのかを早く察知する

ことが、児童館としては重要な役割になっていると感じております。 

 

委員長：ありがとうございました。 

 

委員：私のほうからちょっとお伝えしたいのは、2013年に学童保育のほうも連絡協議会で

やったアンケートなんですけど、そのときに学童保育のほうでは、基準作りというのをし

ていて、設置運営基準を制定されるところの年だったんですね。その手間でやったアンケ

ートで、回答数は全学童の 60パーセントでそんなに高くはないんですが、それでも回答数

751 で、実は 1 位が職員の配置資格に対して、最も重要だと思っているというアンケート

の結果になってます。回答数は 407なので、半分以上の方が職員の配置資格に対して重要

だと思っているというふうなアンケートを採ってます。ちなみに 2位が安全対策で 369、3

位は育成内容で 328。その第 1位、2位、3位全てがソフト面、つまり人的側面といった内
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容になっているので、その後がハード面だったり、開始時間だとか保育の時間だったり、

施設や設備に対して重要だと思ってるっていうようなアンケートになってたので結構びっ

くりしたんですね、その年に。一番問題になってたのが、人員が多くて狭くなってるって

いうふうに思って採ったアンケートに対して、一番回答数が多かったのは職員の配置や資

格という結果になったので、やはり今回検討している課題としても、職員の資質とかそう

いうところっていうのは本当に妥協してほしくなくて、今は資格がなくてもなれるとか、

すぐに異動されちゃったりとか、結構事務的なスタッフさんが多くなってしまう状況にあ

るとは思うんですが、せっかく調布市は子どものための施策をたくさんやっているので、

そこはちょっと妥協してほしくなくて。どういった資格が一番望ましいのかというのはち

ょっと分からないんですけど、学童のほうでやってるアンケートっていうのは、その年は

まだ 1年生から 3年生までの対象の年でしたので、かなり狭い範囲内のアンケートなんで

すが、大体 1年から 3年生までのお子さんを持つお母さんというのは、下か上にきょうだ

いがいることが多くて、やはり広くいろんな所で関わってきた後で採ったアンケートとも

取れますので、実はここに載ってる児童館も、全部このアンケートに関わっている状態な

ので、ぜひ委員の皆さんに見ていただければと思うんです。ちょっときょうは皆さんにお

渡しできるような資料がないので、次回、何かそういった、アンケートの結果を踏まえて

みたいなものを持ってこれたらいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長：職員の問題は、この後にまた議論させてもらいます。他にいかがでしょうか。 

 

委員：今、お話しのあった職員の面で、この後あるとは思うんですけど、児童館に通って

いた人としては、やっぱりこの児童館にあの先生がいるとか、この児童館にあの先生がい

るっていうのは、子どもの中ではその人がそこのブランドみたいな。この先生がいるから

これをやらせてくれるとかっていうのが結構あったので。本当に人に付いていく。けど、

子どもはついていけないんだよ、地域が広いとかって。学童でいっぱい遊んでくれてた先

生が、市役所に行っちゃったってなったら「市役所で遊べないじゃん」ってなっちゃうの

で、そこをやっぱり。異動は仕事だと思うので何も言えないんですけど、やってはいけな

いですけど投票みたいな。やっぱり人気のある先生は現場にいてもらうみたいなことも考

えてもいいんじゃないですか、子どものことを考えると。ちょっと残酷ではありますけど。

今でも、その児童館の先生たちと関わりがありますけど、「来年から異動になっちゃって」

って言われると「あー残念です」って。「市役所に入るんです」って言うと「あーあ。お疲

れさまです」みたいに正直なってしまうところがあるので。そこにいる人材っていうのは

本当に、改修工事とかそういう以前の問題で、ものすごく大事だなっていうのを感じてま

す。 

 あと地域との関わりなんですけど、この外部で発生しているサークル、『参考資料』のマ

ップですけど。1 番、児童館をきっかけにした地域活動っていうのが結構いっぱい生まれ
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てても廃止になっちゃってるのとかもあるんですけど。北ノ台のユニホッケーとか、全然

児童館がここだっていうのを今初めて知って、すごいびっくりしています。私の友人も、

今まだここでプレーしている子がいるんですけど、結構そういうのを見てうれしいと思う

ので。地域にある例えば深大寺児童館だったら、深大寺にまだ住んでる児童館利用者の卒

業生たちがいっぱいいると思うんですけど、その人たちが今やってる職業とか、趣味でそ

うやって続けているものに関して、戻ってきて教えてくれる人みたいなのを探してみるの

もいいんじゃないかなとは思うんですよね。先生たちが異動するに当たり、その人が続け

ていけるっていう橋渡し的な存在がずっといてくれるのは、地域に根差すという意味では

ありなのかな。先生が代わってもその人が教えてくれる、その人がいるっていうのがまた

ブランドになっていくのもあるかなと思うので、そういうことの後追い調査じゃないです

けど、ていうのもやっていったらいいのではないでしょうかと思いました。せっかくそれ

で設備が生きるなら、それでいいかなと思います。以上です。 

 

委員長：ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

委員：地域との連携と言っても、この児童館のあり方が、今後、乳幼児から中高生まで幅

広くとなると、ものすごくたくさんの所と調布市役所内の部署をかなり横断的な。まず、

その内部だけでも横断的な連携を実現しなくてはならないというすごい大きな課題がある

上、さらに地域とどう連携するかというと、やっぱりまずは行政でどれくらいできるかっ

ていうところが分からないと、地域の出番がどこが出どころなのかがちょっと分からない

ので、誰を呼んできたらいいのかとかっていう提案はちょっと難しいなって今は思ってい

るんですが。 

例えば今、私がやっている事業は、コサイトで時々名前を出してくださってますけれど

も、行政や当事者が自分ではできない発信を代わってすることができる、ちょっと外側に

いるっていうところで発信ができる。そういう人たちと例えば連携すれば、何か発信につ

いてはうまくいくだろうとかっていう一つ一つかなって思ったんですね。ただ、そういう

仕組み上の連携っていうか、ここを運営するために地域のどういう機関と連携するかって

いうことは、行政が主体となりつつ、それぞれに声を掛けていくっていうことになろうか

と思うんですが、もう一つの、地域の人たちの実際暮らしている人たちのニーズを察知し

たいっておっしゃっていましたけれども、地域のニーズですかね、それから地域にどんな

人たちがいるかを気付くというか、知りたいっていうところで言うと、もしかしたら学童、

地域というか児童館ごとの地域で応援団みたいなことを、ちょっとすごく緩い感じになる

と思うんですが、サポーターみたいな、会員制のサポータークラブみたいなこととか、そ

んなことから。そういうものがあると、そこに登録しておいていただいて、そういう人た

ちに常に情報を開示しておいて、出番が来たら手を挙げてもらえるっていうようなことが、

ちょっと開かれた感じになると、割と地域の連携ができるんじゃないかなというふうに思
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いました。ただ、ものすごく今度、児童館がもしかしたら調布では生まれ変わったときに

すごい機能を兼ね備えた所になってしまい、今の感じだと想像を絶するすごいことになっ

ちゃいそうな気がしているので、ちょっとそれぐらいしか今は思いつかないです。ごめん

なさい。 

 

委員長：ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 確かに、児童館を行政の中でどう位置付けるかということも重要な点です。児童館が生

まれてきた経過っていうのは、地域からの要望で作ってほしいというよりも、先に法律が

できて、設置が進んだと言えます。特に東京都の場合には計画的に作ったという経過があ

りますから、地域との関係は薄いかなと思います。むしろ各児童館の職員たちが努力して、

積極的に、地域に発信をして、地域の人たちと結び付いたり、団体と連携しながら事業を

進めてきたという状況になっているのではないかと思いますね。調布の児童館まつりに私

も健全育成の委員として参加していますけれども、恐らく委員の力というのがなかったら

児童館まつりは発展しないのではないかと思いますね。ですから、地域との関係は、児童

館職員の努力とか、子どもたちのニーズで変わってきたのではないかという感じがします。

他にいかがでしょうか。 

 

委員：私は、子どもが今 3 年と 4 年生、児童館、学童保育には 1 人、3 年生の子がお世話

になっていますけども、上の子が 1年生に上がったとき、児童館に私は物言いに行ったん

ですね。「もう私はここへ預けなかったら働けないんです」って「だからもう先生がたを信

用して、お願いするしか方法がないので、ちゃんと守ってください」ということを。やっ

ぱり、1 年生で何も分からず通い始めたときに、上級生の洗礼を受けて「もう行かないん

だ」って言ったときに、3 日目ぐらいだったので、あーもうどうしようって、そんなんだ

ったら働けないよっていう思いで相談に行って、訴えをしたらすぐに対応してくださって。

選べないんですね。先生たちも子どもを選べませんし、私たちも選べないので。だから本

当にもう、みんなが努力するしかないっていうところで、本当に児童館の先生たち、新し

い役所の方が来ても、一生懸命子どものことを考えて動いてくださって、勉強してくださ

って、いっぱい対応を学んでくださっているので。その後は「児童館楽しい」「学童楽しい」

って、毎日喜んで通ってくれれたのでいいんですけども。そうやって努力してくださって

ればいいんです。それがもししてもらえなかったら、本当に困っちゃうなっていうところ

です。 

 赤ちゃん時代、私もこの中にあるサークル活動に二つぐらい参加してました。あちこち

におんぶしてフラを踊りに行ったり、エアロビクスやらせてもらいに行ったり、本当に児

童館は何軒通ったかなというぐらい、本当に児童館には行かせていただいて。ここに廃止

とかってなってる人たちも、そのグループのまま名前を変えて活動してるかたがたもいて、

ああこういう努力があって今もつながってるんだなというのは感じますので、いっぱいこ
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ういう活動が続けられていったらいいかなっていう思いもしています。 

 ただやっぱり人材というのは、最初から技量のある方がいてくださればすごく安心です。

資格とか。いろんな発達に課題を抱えるお子さんたちが本当に大勢いますので、そこを対

応できる職員というのが必ずいてほしいなっていうふうには思います。一番、地域の隠れ

た心配なお子さんたちが集まるのが児童館だと思いますので、利用体験につながるような

視点っていうか、そういうものもアンテナを広げていただきたいなというのはあります。 

 

委員長：その職業というのは、また後で議論させてもらいます。他にいかがでしょうか。 

 

委員：発足当時から比べると、子どもの質も変わってるし、地域の状況も変わってるしと

いうことで、児童館のかたがた、先生がたもすごく苦労されて、多分今なんかは、お子さ

ん集めるのに努力されてるのかなっていうのが、やっぱりこの間の児童館の利用状況が増

加してるようなことから見てもうかがえるということで、すごく努力と、それから子ども

たちに添った中身を作っていこうっていうようなことで頑張ってくださってるなっていう

のがすごくよく分かりました。 

 それと、地域っていうことでいくと、非常に地域差があるのかなっていうふうに思うん

ですけど。例えばうちの地域なんか、割と皆さん入ってきやすいっていうか、来る者を拒

まず、出る者追わずっていうようなところがあるので、入ってきやすいところなのかなっ

ていうふうには思ってるんですけれども。この間、子ども食堂のときに、大川館長がクリ

ハラさんと一緒に来てくださって、子どもたちを見て、児童館に通ってる子がいっぱい来

てるっていうようなことをおっしゃってくださったんですね。やっぱり学校からの情報っ

て、なかなか取りにくいんですけど、児童館だと割と気安く情報とかっていうのをいただ

けるのかなっていうふうな思いがあって、今、富士見町では、子どもネットワークってい

うのを作って、Kiitosですとか、母子生活支援施設とかいろんな。調布学園ですとか、あ

と民生委員だとか集まって情報交換をしているんですね。その中で出てくるお子さんなん

かを、どこで受けとめたらいいのかっていうような論議をしているんですけれども。そう

いう中に、この間児童館長にも、児童館の状況も伝えてっていうようなことで話して。や

っぱりいろんな子どもたちがどこかで支えられるっていうか、網の目のような感じで、ど

こかで救われる場ができたらいいなっていうふうに思っていて。富士見町なんかはそうい

うのが結構できる場かなっていうふうに思っているので、ぜひ児童館の活動と、それから

地域の状況等々を組み合わせて、いろいろ検討していけたらいいなというふうに思ってお

ります。 

 

委員長：ありがとうございます。他にどうですか。 

 

委員：今のお話を伺ってて、私もちょっと足りなかったと思ったんですけど、連携ってい
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うことの難しさっていうのは、意見がなかなか出ないっていうのは、難しさが入ってない

のからだと思うんですが、富士見町ではそのように既に地域のネットワークを作られてい

て。今回は児童館のあり方っていうところで話してはいるから、ちょっと児童館の機能に

目が行きがちなんですけれども、児童館を拠点とした網の目ネットワークという、そうい

う意味での地域連携というのが一番有効ではないかと、今ちょっと思いました。まさに能

登さんがやってらっしゃるような。そのために何が必要かというのを、この間もちょっと

私たちの NPOで勉強会をしたときに分かったのは、お互いの活動を知ること、地域にいる

人たち同士がっていうことで、あるエリアではそれができてきていらっしゃるということ

を、ちょっと今。作りつつある。でもそれはすごく先例だと思うので、その地域で活動し

ている丸々さんはこんなことをやってる、何とかさん、何とかっていう団体はこういうこ

とをやってる、子ども食堂はここにあるとか。 

 あと、今実際、子ども食堂っていう名前がついているだけで、市内には二つ確実にあっ

て、それ以外に子ども食堂じゃないんですけど、孤立じゃないけど、家で母子家庭みたい

にご飯を食べているおうちが結構あったりするんですが、実際母子じゃない場合でも、2

人だけで食べてると、なんか子どもたたいちゃったりしそうだけど、みんなと一緒に食べ

るとちょっといいよねっていう発想も一部にあって、それだけじゃないとは思うんですけ

ど、みんなでのご飯会ていうレベルのものが市内で 1カ所。市内の人が関わってて、三鷹

で、1カ所、本当に自主的にやっていて、『今月もご飯会やるよ』みたいなことが SNSで発

信されて、結構お母さんたちが子どもを、ちっちゃな子を連れて参加してたりするってい

うのがあるんですけど。例えば、そういう人たちと緩やかにつながるネットワークを作っ

て、それを『チーム何とか児童館』って例えばして、児童館に普段行くわけじゃないけど、

私たち児童館から二つ離れたこの辺でこういう活動をしてますっていうことを児童館の人

に知っていただくとか。 

 あと、館長さんからファクスをいただいてお礼の電話もしてなかったんですけど、上ノ

原のボードゲームクラブの情報も、私、コサイトでいただいて、地域でボードゲームを楽

しむサークルを運営してらっしゃる方たちが、やっぱりそこも、どうも子どもたちのちょ

っとした居場所的になってるのと、多世代交流の場になっているみたいで、中高生から小

学校低学年ぐらいの年の子まで、大人まで幅広く集まってボードゲームを楽しむという一

点なんですけど、そういう団体があるっていうことを気付けないでいると思うので、気付

ける入り口を行政主導で例えば何かやっていただくと、富士見町のようなネットワークが

できるのではないかと、今、急に思いつきました。 

 

委員長：ありがとうございます。他にないですか。 

 

委員：皆さんのご意見をいろいろ聞いていて、本当に児童館が子どものいろいろな遊びや

活動の拠点として、実際これまでも機能してきたし、今後もそういった役割があるんだな
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というふうに思いました。それをより豊かにしていって子どもの育ちを助けたり、あるい

はするためにも、なんか児童福祉と言うと固いですけど、児童福祉の拠点的な機能として、

身近な地域の中で、「あそこに児童館あるよね」「なんかここに行けばいろんな情報がある

よね」とか、あるいは子どもが「行きゃ、そこで何とかいろんな楽しいことがあるよね」

っていうような発信も含めて、地域づくりの中でそれを位置付けていくことが大事だなと

いうふうにちょっと思ったというのが一つと、それから参考資料の 2を見させていただく

中で、黒ポチの上から 4番目、2のとか、1ページ目の一番下の、児童館に来れば困ってい

ることを解決できる手だてがあったり、解決できないけれども、解決できそうな所と結び

付けるというような、そういう役割があるねっていうようなところを読んだときに、さっ

き委員さんがおっしゃった、発達障害だとか、虐待だとか、いろんな課題があると、つい

つい仕事でわれわれいろんなことをやってると、利用対象者がすごく、児童福祉だったら

子どもに向きがちだったり、高齢者だったら高齢者って向きがちなんですけど、本当は家

族だとかおうちで見ていかなきゃいけないんですよね。そうなったときに、このお母さん

がどうなのとかっていろいろ思ったときに、やっぱり子どもの福祉、児童福祉に限らず、

高齢とか障害みたいなことと結び付くっていうところを、多分その児童の所も、高齢の所

も、いろんな所でお互いが共有していないと、今言った課題が実はできないかなと。その

ためには、じゃ勉強しましょうって勉強になかなかならないと思うので、現実には一人一

人の事例に丁寧に当たりながら、「困ってんだけど」っていうのを、ちょっといろんなご近

所さんの関係機関、人を含めて相談するような何かシステムがあって、そのシステムの中

で一人一人がいろいろな連携ができるといいのかなというふうにちょっと思いました。以

上、意見です。 

 

委員長：他にどうでしょうか。 

 

委員：地域福祉コーディネーターという立場の方がいらっしゃいますが、児童館にそうい

う方が配属されて、全部の情報をあちこち公表するっていうのは、今はないんですか。 

 

委員：今はないんですよね。 

 

委員：そういう人がいたら、本当に児童館に行きますよね。何だって児童館に連絡すれば、

どこへつなげるかを教えてくださる方。 

 

委員：例えば、児童館の中でそういう役割があるといいと思うんですが、ただ、全てのこ

とを分かってる人、地域福祉コーディネーターって、いろいろあっち行ったりこっち行っ

たりするので。となると児童館の仕事ができなくなっちゃうので。逆に言うと、児童館と

地域福祉コーディネーターさんがいろんな形でお付き合いができてきて、何か困るとコー
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ディネーターさんが、子どものことだったら児童館に聞きに来るとか、また児童館で何か

親御さんのことで困ったなと思ったら、コーディネーターにちょっとそれこそ電話できる

とか、そういう顔の見える関係が、要は地域の中でできてるととてもいいんだろうなと、

ちょっと今の話で思いました。 

 

委員：私たちは、Ａさんっていう地域福祉コーディネーターがいらっしゃるので、本当に

助かってます。そこでちょっと聞けば、あちこちつないでくださったりしますので。そう

いう方がいれば、本当に誰でもつながれるんです。 

 

委員長：専門職の世界では、専門職一人で仕事をすることはできませんから。専門職同士

がネットワークをつくり、いろいろと連携をしてますよね。足りない部分をお互いに補い

合い、子どもの問題は児童館が核になり、高齢の問題は他の部署が責任を持つという形が

大事なんじゃないかなという気がします。 

 他にどうでしょうか。子どもや保護者にとって、調布の児童館はもう 50年たっています

から、生活の中にある感じがしますね。ただ、それが今の貧困の問題ですとか、さまざま

な課題に、このままでいいかというと、そうではなくて、社会が必要としている課題に対

応していくシステムを作っていくというのも、児童館の仕事ではないかなと感じています。 

 他にございますか。では、ここで 5分間の休憩を取ります。よろしいでしょうか。時間

になりましたら、また席にお戻りください。 

 

(休憩) 

 

■２．議事（２）求められる職員像（案） 

 

委員長：それでは、再開をいたします。先ほどの皆さまのご意見については、事務局で整

理しまして、次回内容をご報告をしていただければと思います。 

 では、議事の 2『求められる職員像(案)』について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

事務局：では、資料 6をご覧ください。1枚めくっていただきまして、2ページ目。こちら

は厚生労働省の関係の資料を記載しております。2ページ目のものは、『児童福祉施設の設

置および運営に関する基準』ということで、職員の資格に関する表になります。第 38条の

中に『児童の遊びを指導する者』ということで、1 番は、養成する学校を出ている者。2

は保育士、3は社会福祉士の資格ということです。4番ですけれども、こちらは簡単に言っ

てしまうと、高校卒業した者以上の人で、2 年以上の児童福祉事業に従事をしたことがあ

るということで有資格という形になります。5 番目は、幼稚園、小学校、中学校、高等学



14 

校の教員の資格。6 番については、こちらに掲げてあります学部、学科、専攻を卒業した

者といった内容になっております。そういった者を 2人以上置くということがこちらに記

載をされています。下の 4ページを少し。下の段ですけれども、『児童館職員について』と

いうことで、こちらは児童館ガイドラインに定められた館長そして職員の職務等について

伝えさせていただきます。(1)は、児童館には館長を置く、その職務は以下のとおりです、

ということで、児童館の運営を統括し、そして職員が業務を円滑に行えるように指導する。

3 番目は、今まさにお話をしていただきましたけれども、地域との連携、子育ての環境の

改善に努めるといった 5 項目書かれておりますが、5 番もまさに地域との関係に関するこ

とだと思います。そして(2)が、職員の児童厚生員ということで書かれておりますけれども、

こちらも 6項目掲げているところです。 

 次のページをご覧ください。こういった規定がある中で、調布の児童館の職員がどうな

っているのかというところの資料になります。先ほどの資格の状況から、右側の上の四角

の中が人数です。左側を先に説明いたしますけども、現在、正規職員が 48名。児童館は今、

調布市の児童館としては、事務職職場として位置付けられています。内訳が、元専門職の

11名を含む 41人が一般事務職ということになっております。保育士が 4名、2名は保育園

からの異動の職員で、もう 2名は再任用の保育士の職員、保育資格を持った職員、そして

3名が児童指導員ということで、合計 48名です。右側の上の表が資格の保有状況ですけれ

ども、こちらは複数重なり合っています。先ほどご説明した 2年以上従事した者というこ

とで、48名中 43人は 2年以上の有資格で、2年から 20年以上、30年以上の職員も含めて

43名。そして一番下の欄の『資格なし』は、5名の職員が 2年未満なので、43名と『資格

なし』の 5名で 48名です。下から 2段目の『児童福祉事業 2年以上従事のみ』ということ

でちょっと説明させていただきますが、要するに、全くの資格がない中で児童館に来て 2

年以上たった者ということで、2年以上のみという記載になっております。下の表ですが、

各児童館ごとに職員の勤務年数ということで、一番多いのは 2 年から 4 年、2 年以上従事

している者が 16、2年以上 5年未満が 16人です。その次に多いのが 20年以上従事してい

る者ということで 13名おります。下の欄になります。下のページですね。職員の意識、そ

して事務職や配置の状況、専門性のことについて『課題』ということで記載しています。

地域とのつながり、先ほどからお話がありましたが、児童館としてのつながりを意識する

必要があると。一人一人の職員が異動しても、児童館としてつながる必要があるだろうと

いうことです。そしてまた事務職が配置されている中で、数年で異動してしまうというこ

ともあり、専門スキルが身に付かない中でどう専門性を身に付けていくのか。切れ目のな

い支援のために勤務年数を長くする必要もあると。そして、この 10年の間に元専門職の職

員がゼロになってしまうという課題があります。また、大勢の子どもたちとの集団の指導

ですとか地域への働き掛けとかそういったことでも専門性を身に付ける必要であるという

こと。行事などをやるだけではなくて、子どもたちが成長していくことに見通しを持つこ

とも必要です。 



15 

 これまで 3回のあり方検討会の中で、乳幼児や小学生、中高生、地域ということで議論

をしてきましたけれども、いろんなところで職員の役割についてご意見が出てきたかと思

います。職員の役割が重要であるということがはっきりしているのではないかと思います。

事前にご意見もいただいておりますけれども、あらためてここでまた皆さんの意見交換を

していただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

委員長：ありがとうございました。それでは、委員の皆さまからご意見をお聞きしたいと

思います。 

 これまでこの委員会では、乳幼児家庭、それから小学生、中高生世代、本日の地域をテ

ーマにして児童館はどうあるべきか、今後の児童館がどのような役割、機能を果たしてい

くべきかということで進めてまいりました。これからは、児童館で働く職員について目を

向けて、これまでも議論してきた児童館の将来像を実現していくために、どのような職員

が必要なのかということでご意見をお願いしたいと思います。先ほど同様、事前にいただ

いているご意見がございます。それでも結構です。忌憚のないご意見をお願いしたいと思

います。 

 

委員：ちょっと事務局のほうに質問があるんですけど。職員さんって、異動のときは、ご

本人の希望がなくても、何年かに一遍は必ず異動しちゃうシステムに、今なってますか。 

 

事務局：職員の異動については、児童館職員は一般事務職という扱いになっておりますの

で、市役所の職員も一般事務職ということですから、全体的な異動の中での異動にはなり

ます。ですから、先ほど話があったように、児童館から市役所のほうに行くというのもあ

ります。その中で、職員の異動については、人事セクションが異動を掛けるんですが、そ

の際には本人の異動希望だとか、そういったことも考慮した上で異動がされておりますの

で。必ずしも自分が行きたくて行けるというわけではありません。全体的な異動がありま

すけれども、本人の異動の希望も聞いた中で、総合的に異動が行われていると、そんな状

況でございます。 

 

委員：その職員さんの配置に関してコーディネーターじゃないですけど、ていう機関と言

うんですかね。なんかそういうのが少しあれば、何年ぐらいはここにいてもらおうとか、

そういう温めてもらうみたいなのもできるのかなと思って。今の現状でそんなに離れが早

いかと言われると、2 年未満の方も少ないですし、多くはないなとは思って安心はしてる

んですけど、その状態が維持できるのかどうかとか、慣れるまでに何年以上ぐらいいても

らうのが望ましいのかっていうのは、ちょっと難しいところなんですけど。やっぱり経験

の長さが物を言う職場とは思いますので、そういった特殊な場所はなるべく異動させない

方向っていうのは整えられないものなのかなっていう気持ちがあるので。ご本人が希望し
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ている場合は、しょうがないと思うんですよ、やっぱり異動は考えてあげないと。それじ

ゃない場合は、避ける方向っていうのはできないのかなっていうのがあったので、ちょっ

とそれは事務局のほうに検討していただきたいなと思っています。 

 

 

委員：同じ役所で、いろんな職種を覚えなきゃいけないというのは分かります。分かりま

すけど、子ども嫌いな人が来ちゃったら困るんですよ、預ける側としては。ていうところ

ですね。なので、そういう一般事務ではないけれども、一般事務職として捉えられている

のであれば、一般事務職は子どもが好きな人しか選べないとか、そうしていただかないと

いけないなって。 

 

委員:人に当たる仕事ってすごい難しいと思ってるんですけど。例えば、子どもとの関係の

中で、うまくいくとか、うまくいかないとかっていうのを自分の中に振り返ってきちんと。

うまくいかなかったら、どうやったらうまくいくんだろうかとかっていうのが考えられな

い人っていうのは、なかなか人と対する仕事ってすごい難しいなって思うんですね。私も

長く調布学園で働いていて、やっぱりすごく「子ども好き」って言ってても、自分の枠を

越えられない人って、いくら好きで自分でやってても、子どもとの関係がいつも悪いとか

があるんですよね。それが自覚できないとかっていうね。そういう事務とは全く違った観

点から物を見ていかないとすごい難しいなって。だから、それを見極める人がどういう人

なのかっていうのもきちんとしていかないと、すごく子どもも不幸だし、職員も不幸って

いうね。そういうパターンがすごくあるなって思ってて。そういうときに、例えば館長さ

んだとかが見ていて、「ちょっとこの人向かないよ」とかっていうのって言えるんですか。 

 

委員：でもどうにもならない方は、異動希望出すんじゃないかなとは思うんですけれども。

そこの指導をするのは、人を育てるとなると難しいですね。そして、専門職、有資格者と

か、有資格じゃないかっていうことよりも、委員さんがおっしゃったとおりなんですね。

有資格者でもうまくできない人もいるし、何も資格がないけれども、最初から天職のよう

に上手に扱える人もいるんですけど。私は、ここであえて書かせていただいたんですけど、

やはりある程度の専門知識のスキルを持った人が、やはり児童館にいるべきだなと思うの

で。全員じゃなくてもいいんですけれども、そういうスキルを持った人は必要で、指導す

るときも、ここからでいい人と、ここからですという人と。子どもを扱うときとか、人と

接するときの用語とか、専門用語とかすら知らない人からやるのと、ある程度の線から「だ

からこうよね」って言って教えるのでは、やっぱりちょっと違うので。その辺とかが、今、

児童館の職員の人数が 4人でやっておりますので、たくさん職員がいれば先輩が後輩を教

えるとか。普通の社会で、市役所なんかまさにそうだと思うんです。たくさんの人が。き

っと、課長が全部下々の人に教えないと思うんですね。でも、少ないと循環がいかないと、
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やはりなかなか育てるときに難しいので。私は、育った中の人たちから館長っていう人も

なってってもらいたいし、経験に裏打ちされたものが、子どもたちにも、親御さんにも、

地域の方にも説得力があるかなと思うので、そういう人に館長にいずれなってもらって、

また後輩の指導をっていうのが、循環がうまくできるといいなと思っています。 

 

委員長：ありがとうございます。かなりリアルな意見が出されているようですね。 

 

委員：そもそもなんですけど、児童館の職員が一般事務だっていうことに、ものすごい響

きの恐ろしさというか。一般事務なのっていう感じで。『専門職』って今言葉が出てる『元』。

これもちょっとはっきり意味が分からないんですけど。専門職の人って、いつ頃にいた人

のことを言うんですか。 

 

事務局：分かりにくいところもあるかと思います。年数ははっきり分かんないですけど、

平成 3年か 4年頃までは専門職採用を市がしています。私もその一人ですし、今、それで

採用された人たちが 11人残っています。市が専門職として、児童館や学童保育の仕事をし

ませんかと、保育園が保育士を採用すると同じようにやっていた時代があります。それが

平成 3年か 4年頃までやっていました。その人たちは、最初は学童保育指導員という専門

職から児童厚生という専門職に名前が変わって何年か続き、その後採用が途中で終わりま

した。なので、その人たちを通称で『元専門職』という言い方をしています。元専門職で

あって、位置付けは事務職となってしまっていますので、児童厚生という名前自体、もう

市としてはありません。そういった状況です。 

 

委員：それが終わってしまった理由っていうのは。なんでやめちゃった。 

 

事務局：当時、市の方針として、児童館の職場の職員が専門職で異動がないということで、

組織が固定化するということと、事業がマンネリ化をしているということが理由だったと

記憶しています。 

 

委員：それで、外部から別の方法で、資格がなくても入れますって感じになったってこと

ですか。 

 

委員：でも実は、私が入った頃は学童指導員でしたけれども、児童館を運営している職員

は一般事務の方だったんです、当時、始まったときから。普通は一般事務の方たちが児童

館を運営していて、学童保育を専門職の人が雇われて入ってただけなので、一般事務の方

がずっと実は。 
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委員：その児童館にはいたっていうことですね。 

 

委員：いました。で、全部やっていて。 

 

委員：同じこともやってるってことですか。 

 

委員：もちろんです。とにかく仕事が分かれてたので、学童と児童館と。 

 

委員：それはどっちかといえば、元専門職っていう方が一般事務もやるようになったって

いう感じですか。ていうわけでもない。事務っていう。 

 

委員：一般事務のその概念がね。児童館運営をずっと携わっておりますけど、一般事務に

なっても。 

 

委員：ただ、これでその 11人。保育士とか幼稚園教諭っていう資格を持っている 11名っ

ていうのが専門職っていうふうな位置付けになるとしたら、今、他にはいないっていうこ

とですか。後から入ってきた人たち。 

 

業務支援者：左の表と右の表は連動していませんので、11名の元専門職の方が保育士、幼

稚園教諭であるということではありませんので。たまたま数字が一緒なだけです。 

 

委員：そういうことですか。分かりました。ただ、その専門職の人が持ってるスキルとい

うのはなくなってしまうってことですね。この 10年以内にゼロになるっていうのだと。 

 

委員：20年以上従事している職員のほとんどが 11人しか残ってないので、今 13人います

けども、この 11人は 20年以上従事するところに入っていて、それ以降専門職採用してい

ないので、要するに経験というか、児童館にいる年数が 5 年以上っていう人を足すと、5

年以上と 10年以上で 15人いますけれども、2年から 4年ぐらいまでが 16人の半分くらい

今在籍してるという状況になっていますよね。 

 

委員：それは積極的に補てんするとか、そういうのはないんですか。結局、そのまま育っ

た人とか、その人たちが抜けた後にそれが続けられないというか、そういう位置付けの人

がいなくなるっていうのは児童館にとってあまりいいことではない気がするんですが。誰

が責任取るのとか、誰が知っているのとか。 

 

委員：それは職員の中でもすごい危機感がありまして、もう 5 年ぐらい前から、あと 15
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年したら誰もいなくなってるというふうに言われて、職員研修どうしようかとか、あと、

職員の位置付けも含めて児童館のあり方をやっぱり考えていかないといけないねっていう

ことで、多少は内部で職員の内部検討もここ数年してきましたけれども、すごい危機感を

持っています。現実には、だけど日々児童館をやっていますし、急に専門性を持った職員

が入ってくるわけでも今の現状ではないので、児童館に配属された職員を、館長や先輩職

員たちが育てていくためのシステムを強化していくっていうことと、やっぱり地域の皆さ

んや保護者の皆さんにもすごい育ててもらってると思うんですね。で、やっと育った 3年

とか 4年になって、今度はあなたたちが後輩にもっと身近な関係で指導をしていけるよう

になったなというところで、また異動のサイクルがやってきたりして、循環がうまくいっ

てないかなと思う部分も確かに生じていると思います。 

 

委員：一般的に言うと、保育士さん、社会福祉士さん、それから小中学校、高校の教諭が、

関連学科の芸術タイプは除いて、その辺って専門職ですよね。だから結構、専門職の方も

いらっしゃるっていうことだけど、異動もあるということなんですね。 

 

委員：48名しかいないんですよね。これってすごく責任がのしかかってくるってことです

よね。今度その専門職の方たちが卒業されていくっていうことですよね。定年を迎えて卒

業されていった後、すごい大変ですよね。48。ちょっと心配ですよね。 

 

委員：逆にこういった資格とか、そういうのを持っているのに学童とかじゃなくて、通常

の事務として市役所に勤めてる方も結構たくさんいるっていう形ですか。そうするともっ

たいないというか、そっちに持っていかないでみたいな気持ちになっちゃうんですけど。 

 

委員：それがまさに。 

 

委員：ですよね。 

 

委員：だから「異動残念です」って言っちゃいたいわけですね。 

 

委員：「残念です」っていう。そうなっちゃうんで、持ってる人は積極的にこっちに寄こす

システムがあってもいいんじゃないかなっていうのがあるんですけど、どうでしょうか。 

 

委員長：あまりないんじゃないですか、保育士を持っている。 

 

委員：でも、どうなんだろう。 
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委員長：社会福祉士を持ってる人は都や県では、児相とかそういう所に回ったりしますけ

どね。 

 

委員：実際にはどんな感じで。 

 

委員長：東京で児童館が増えた頃は、当初は事務職がまず施設に配置されたんじゃないで

すかね。その後、児童厚生員が採用されていきました。そこで 23区と三多摩は少し違った

んですね。23区はほとんど児童厚生員だったんです。三多摩は、確か小金井と調布ぐらい

で、あとはみんな一般事務職だったと思いますね。今でも小金井は専門職でやってますけ

どね。四館ぐらいですけど、全部専門職でやってますね。調布は異動等の関係で入れ替え

たんですね。ただ、このままだと、将来的には、さっき言ったマンパワーが消えるわけで

す。これはハード面とかソフトを作ったとしても、それを動かすマンパワーがなければ操

縦できないですから、問題はありますね。ちょっと深刻になってしまいましたけど。 

 

委員：今、関わってる児童館の職員とかを見ていても、自分は子どもではないっていう見

方もあるとは思うんですけど、やっぱり何かを一緒にやっていくとか、お願いされるとか、

そういう本当に専門的な話ではないですけど、一般常識の点とかでもすごい「大丈夫です

か」っていう方が結構いるので。もちろんその場では叱らなかったですけど、小娘に叱ら

れるのもちょっとプライドがあるかなと思って、館長側とかにちょこちょこ言ったりとか

はしますけど。そういう人が子どもを見ていくのも不安があるし、親からも多分あると思

うんです。不安感みたいなのが出てる気がするので。で、職員面では思ってます、児童館

は今。 

 

委員長：これまで児童健全育成推進財団が力を入れてきたのは、職員の研修、養成です。

専門職というのは、資格だけもらえればできるものではなく、資格プラス様々な経験とか

ですね。 

 

委員：現場ですね。 

 

委員長：職員は職場のＯＪＴの中で育っていきますね。書類を処理する能力とはまた別な

もんですね。ある程度『専門ばか』って付くぐらいな感じの集中的に子どもや親に向ける

目線とか能力がないと、続かない仕事ですからね。 

 

委員：一般事務って言われて仕事してるより、専門職と言われて仕事してるほうが、なん

か響きとしては責任感みたいなものが生まれるのかなとちょっと思うんですけどね。せっ

かく資格を持ってるしって思ってます。 
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事務局：ちょっと一つ。専門職というと、基本的には児童館のほうにずっといるというイ

メージですね。で、一般事務となると、市役所も含めた異動もあるという。逆に、市役所

の人間がそこに行くというところもあります。先ほどちょっと、適性かどうか、職員のこ

ともありましたけども、その辺りについては、私は児童青少年課の課長という立場で職員

を見てますので、適性が児童館の業務として正しく仕事ができているかどうかについては、

私のほうで管理をしていて、そこが正しくなければ、例えばその人間が、他の部署のほう

が活躍できるんじゃないかという点については、例えば異動してもらうと。それは要望と

して人事採用に要望するといったところでの異動はあります。ですから、ずっとそういっ

た状況の中で児童館に位置付けるということは、むしろその職員、もしくはその業務とし

てどうなのかというような業務についての管理、業務管理の中で私たちはやっています。 

 で、この資格の保有状況ということで、保育士だとか、社会福祉士だとかいろいろ。た

またま児童館にいる職員がこういった資格を持っているというふうにも捉えられますし、

事務職の中でもいるんですよ、資格を持ってるこういった保育士が。本庁の中にも、市役

所の中にも、保育士の資格を持った人がいて、私はやっぱり児童館で自分の資格を活用し

た仕事をしたいという人間が集まっているというのも考えられますし。だから、この資格

そのものを持ってるということは、やはりそこについて勉強してるということですので、

そういった人たちを市役所にいる人間に、もう少しわれわれがいろんなアピールをして、

児童館に来て仕事しようじゃないかというような PRを、児童青少年課として発信をする必

要があるかななんて思って。 

 あと、先ほど委員長がおっしゃっていただいたように、一般事務職であっても、研修と

いうのは引き続き必要ということで、児童館の研修委員会ということを、委員会をつくっ

て毎年いろんな研修を、児童館の職員、それから学童クラブの職員、ユーフォーの職員を

対象に研修を継続的にやっています。で、資質を高めております。そんな今、取り組みを

やっています。ちょっと参考までに。 

 

委員：私が言うのも変な話なんですけれども、今、この議論で、専門職なのか、有資格な

のかっていうような議論があるんですけれども、この間、第 1回からの議論を踏まえると、

例えば切れ目ない支援を行うにふさわしい職員像であるとか、あるいは小学生や中学生の

遊びや生活の課題を見つけて、それを一緒に解決するためにふさわしい職員像。あるいは、

今回地域との関係が出ましたけれども、そういう地域との関係をつくっていくような職員

像。じゃ、どういった人がふさわしいのかっていうのは、逆に言うと、このあり方検討の

中で皆さんのご意見として出していただいていいと思うんですね。その上に立って、じゃ

それにふさわしい採用の方法だとか、あるいは有資格じゃなきゃいけないのかとかってい

う、その次の議論になると思うので、まずこういった職員がいいねとか、それが専門職な

のか、非専門職なのかっていうのは、また次の議論かなと思うので、まずどういった職員
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像が望ましいと。さっき委員がおっしゃってた、本当に会いに行きたくなるような、人間

関係がちゃんとつくれる人っていうようなことをおっしゃってましたけれども、そういう

ことをちゃんときちっと出した上で、それにふさわしい採用の仕方とかは委員会として意

見を言っていただいていいかなとは思います。それが変な話で、私がそう言ったから、「じ

ゃそれやります」っていうふうになるかどうかは分かりませんけど、議論としては十分し

ていただいたほうがいいいかなと思います。 

 というのが、ちなみに調布市役所は、4 年前から社会福祉における専門職採用を始めた

経緯があります。そこは職場の中での専門性が大事だということで、社会福祉士等の有資

格のソーシャルワーカーに専門職の採用をしているので、例えばそういった人たちの一つ

の場としても考えられるのではないかみたいなことも、多分意見としてはあってもいいの

かなと思いますし、あるいは皆さんこれはどうか分かりませんけど、児童厚生をもう一回

採用してよみたいな話があってもいいと思うんですよ、それはこの議論の場なので、いろ

いろご意見を。 

 

委員長：今のこれまで出た議論で、児童館の課題を解決するには、遊びを指導する者とい

う規定では限界がありますね。ソーシャルワークという考え方。ゼネラルソーシャルワー

クの考え方、思想、技術を持ってないと、今の課題に対応できないんじゃないかと思いま

す。単なる遊びを指導するプレーヤーでは無理ですね。そうなってくると、総合的に問題

解決できる職員を採用するとか、またはそういう資格がある人を考えてもらう。今、高い

レベルでの仕事をしないと、児童館は価値を見いだせないのではないかと思います。 

 

委員：難しいね。館長がおっしゃったように、基本的に最低の児童福祉に関わるような知

識っていうのはやっぱりあったほうがいいと思うんですね。だけど、それがあったからっ

てどうなのっていう部分もまたあって。さっきも話したように、子どもとトラブルばっか

り起こしていて、なんか次に進めない職員ももしかしたらいるかもしれないんで、その辺

を見極めていくっていうことも重要だし、そういう人でももしかしたら伸びる可能性があ

るかもしれないから、研修とかいろいろ実習をしたりとかっていう機能も果たさなくちゃ

いけないしって。両面からやっていって、あるべき姿っていうのをつくっていくっていう

のがやっぱり必要なのかなっていう気はするんですよね。 

 

委員：多分、今のここにいらっしゃる館長のお二人は、児童館の職員としてすごい理想的

な、あるロールモデルなのかって思うんですが。そういう、今ここで、それこそ資質とか

も含めて理想のというか、あるべき児童館の職員の姿っていうものが共有できれば。それ

をきちっと作る。もしかしたら危険だなと思ったのは、有資格者を採用したけれども、そ

の人が合わないときに辞めさせることができないっていう。経営者として、私もこれは感

じるところですね。私たちは、辞めさせたいというだけじゃないですけど、やっぱりそう
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なったときに、専門職だとそれが大変だろうなと思ったんですね。だからやっぱり文化を

今、館長さんがいらっしゃるときにしっかりつくっていただければ。それが児童厚生員な

のか何なのか、『どなたでも、そこに気概のある者集まれ』みたいのをしたときに集まって

くれる、「やりましょう」と言ってくれる、ガッツのある職員が集まっていただければと思

うのと、もう一つ、きょう CAPSからいらっしゃってますけども、やっぱり CAPSの皆さん

は内情を詳しく知ってるわけではないですけれども、職員の方が割と固定的にいらっしゃ

って、いつもいるあのお兄さんやお姉さんがそこにいるって思うから子どもたちが来てる

っていう機能が、行政の範囲じゃないから実現できてる。あまり異動がない大変さもある

とは思うんですけども、そういう CAPSの育成方法とか、スタッフの関わり方、そういうも

のもちょっと参考になり得ないかなってちょっと思いました。でも、今すごく苦労されて

るっていう現実をもうちょっと知っていただいて、育成っていうところをぜひ共有してい

ただければと思います。 

 

委員長：確かに子どもといろいろ関わっているときでも、ソーシャルワーク的なことはし

てるんですが、プレーヤー的な感じになりますね。でも中学生とか、お母さんからいろい

ろ難しい問題を問われたときは、ソーシャルワークの考え方を持たないと対応できません

し、館長になればマネジメント的な、経営管理的な感覚を持たなければ仕事はできません。

そこは適材適所の人材の配置というのも考えるということが大事になってくるんじゃない

かと思います。 

 だいぶ時間が迫ってまいりましたので、これまで出ました意見については、事務局で整

理して、次回、内容を報告をしていただければと思います。次回よろしくお願いします。 

 

■３．その他（事務連絡） 

 

委員長：それでは、最後に第 3ですね。その他について、事務局から連絡をお願いいたし

ます。 

 

事務局：本日も長時間にわたってありがとうございました。事務局からの事務連絡は、次

回の日程の調整ということで。次回ですけど、あらかじめなんですけれども、2月の 14日

火曜日。時間はきょうと同じなんですけれども、もう一度だけ開催したいと考えておりま

すが、ご都合の悪い方、もしいらっしゃれば。 

 

委員長：時間は 6時でいいんですか。 

 

事務局：6時半です。もしいらっしゃらないようでしたら、2月 14日火曜日の 6時半とい

うことでお願いしたいと思います。次回は最後の委員会ということで、これまで委員会で
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いただいたご意見を取りまとめまして、報告書の案という形で事前にお示しをした上で、

その内容についてご意見を頂戴するという場にしたいと考えております。また皆さまに開

催通知をお送りしますので。場所については、こちらで用意しておきます。事務局からは

以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。最後に全体を通してご意見はないですか。 

 ないようでしたら、以上で本日の調布市の児童館あり方検討委員会は全て終了いたしま

した。委員の皆さまにおかれましては、今後とも調布市児童館あり方検討委員会の際にご

協力をいただきますようお願い申し上げます。第 4回調布市児童館あり方検討委員会を閉

会させていただきます。ありがとうございました。 

 

(了) 


