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第５回 調布市児童館のあり方検討会 議事録 

 

開 催 日：平成２９年２月１４日(火) 午後６時３０分～８時４０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，村山委員，橋本委員，山﨑委員， 

山本委員，猪股委員，大川委員 

傍 聴 者：１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，オブザーバーについて確

認。 

 

■１．報告事項（１）第４回委員会の振り返り，（２）「地域とともにある児童館の将来像（案）」に求

められる機能・役割について，（３）「求められる職員像」について，（４）児童館の将来像（案）につ

いて 

 

委員長：次第の 1．報告事項 (1)第 4 回委員会の振り返り，（2）地域と共にある児童館

の将来像（案）に求められる機能，役割について，（3）求められる職員像について，（4）

児童館の将来像（案）について，事務局から一括して説明をお願いします。 

 

業務支援者：まず，資料の 1 番「調布市児童館のあり方検討委員会 第 5 回」という資料

をお出しいただければと思います。初めに，第 4 回委員会の振り返りでございます。1 番

目に，第 3 回委員会の振り返りをご報告をさせていただきました。続いて 2 番目に，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，

議論の内容と事務局でまとめた資料について，報告をさせていただきました。それから 3

番目といたしまして，児童館の将来像（案）A3 版の資料の修正について，ご説明をさせて

いただきました。その後，議事に移りまして，地域と共にある児童館の将来像（案），お

よび，求められる機能と役割について，まず資料を用いて，調布市の児童館と地域との関

わりについて，現状と課題を概観し，その後，議論をいたしました。委員からのご意見を

まとめさせていただいております。特に注目すべきところにつきまして，いくつかご報告

をさせていただきます。まず，地域人材の積極的参加を促す必要があるというご意見。そ

れから，児童館が仕掛けたり支援してきた地域活動が各地に根付いている，この機能を維

持してほしいというご意見や，部署横断する地域での子ども，子育て施策を意識すること

が求められる，という意見。児童館側からの働き掛けと，地域住民のニーズ把握による事
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業展開があるのではないか，というご意見。地域福祉コーディネーターとの連携が必要で

ある，というご意見をいただいております。 

 続いて，求められる職員像（案）についてというところを議論いたしました。まず資料

を用いまして，児童館の職員に関わる省令・通知の確認をいたしました。その後，調布市

の職員の現状と課題について，資料を用いて概観をし，その後，議論をいたしました。こ

ちらも，ご意見をまとめさせていただいておりまして，いくつか注目すべきご意見につい

て，ご報告をいたします。子どもは職員に付く。子どもにとって必要な人材を児童館に残

せることを検討してほしいというご意見。それから，ジェネラリストソーシャルワークが

できる職員が必要。館長の運営管理，マネジメント力が必要になっている。児童館勤務経

験者が異動してくることや，一定年数の児童館経験が必要なのではないかというご意見。

職員の資質向上，維持のための職員研修については維持してほしい，というご意見。そし

て，どのような専門性が求められるのかを検証し，それに応じた人材採用や異動，研修等，

総合的に考える必要があるのではないか，というご意見をいただきました。この意見を踏

まえまして，次の資料 2，地域と共にある児童館の将来像（案），および求められる役割

機能について。と，資料 3，求められる職員像，というのをまとめてまいりました。 

 それでは資料の 2 番，地域とともにある児童館の将来像に求められる役割という資料を

お出しいただければと思います。こちらでは，この議論を踏まえまして，このペーパーに

まとめさせていただいております。まず，児童館に求められる機能，役割としましては，

まず身近な子ども，子育ての相談窓口。地域住民と利用者，子ども，保護者の交流促進。

地域住民の子ども，子育て支援活動の支援。多様な課題に対する地域のネットワーク形成。

子ども，子育てにやさしいまちづくり。こうしたことが，地域というものを捉えた場合に，

児童館に求められる機能，役割だということにまとめさせていただいております。 

 そのために必要な地域，関係との関わり。子どもの育ちと子育てに関する地域のニーズ

を把握する。市民の参加と協働を生み出す。児童館と地域，関係機関が連携できるような

関係性をつくる，というようなこと。そのために必要な職員の資質等として，コーディネ

ーターとしてのスキルが必要であると。それから，地域の関係者との有機的なネットワー

キングができる。3 番目に参加と協働を生み出すファシリテーションが可能な職員。とい

うような資質が必要であろうというふうにまとめさせていただいております。 

 それから情報発信力ということで，多様な情報媒体を活用すること。市民による情報発

信も支援していこうということ。それから，子どもの参加を得た情報発信。直営館として

の安定的かつ公平な情報発信に向けた情報収集や編集。連携する団体，機関との情報共有

のあり方についての検討といったあたりを，まとめさせていただいております。 

 そのために，施設，設備。こうしたものをどのように活用していくかというところを，

続いてまとめております。子どもたちの活動に影響のない範囲で地域に対して，集会室，

遊戯室等の貸し出しをしている。これは，現在も実施していることでございますが，継続

的に行っていくということ。それから，児童館の保有する設備，備品の貸し出しも，現在
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行われておりますが，継続的に行い，地域にその機能を果たしていく。それから，児童館

を有効活用した行事等の開催を行う。というようなことで，委員の皆さまからいただいた

ご意見を前提として，この資料にまとめさせていただいております。 

 それから前回，求められる職員像についての議論がありまして，こちらは資料では（案）

が取れていますが，（案）ということで使用させていただきます。子ども，保護者にとっ

て，必要とされる存在，必要とされる人材，こちらは求められる職員像ではないかという

ことです。そこにあるニーズを深く理解し，それを実現したり，解決していくための取り

組みを展開していけることが，職員には期待されているのではないかということ。それか

ら，地域に対して，ソーシャルワークが展開できる人材。子ども，子育てにまつわる課題

が深刻化する中で，児童館のこれまでの職員では対応しきれないケースも増えていくこと

が想定されている。総合的にソーシャルワークが展開できる職員が求められている。それ

から，コーディネートができる人材ということで，単に資源やケースをつなぐということ

にはとどまらず，ニーズや情報の収集，分析，発信といった新たなネットワークやプログ

ラム開発をすることによって，子ども，子育て課題を社会化していくことが期待されてい

る。もう一つ。マネジメント力を有した館長。多様な人材構成となっている児童館職員集

団が円滑に市民ニーズに応えるためのマネジメント力の向上が期待される。地域との関わ

りが重要視される中，内外共にその存在が見えるようになることが必要であり，また，児

童館勤務経験者が館長に登用される仕組みを継続する，期待するということでございます。 

 こうした職員像，館長像というものを維持，さらに資質向上を考えていくために，専門

性を高めていく研修会を継続するということを期待するということ。そして，市全体の研

修計画はもとより，個人別にも育成計画等を検討していくこと。また，市の社会福祉専門

職が異動する先として，児童館が含められるようになっていくこと。そうしたことを期待

するというのが，ご意見をいただいた中でのまとめになっております。 

 それから，大きな A3 版の資料の 4 番をご覧いただきたいと思います。こちらは，これ

まで議論してまいりました，乳幼児家庭のための児童館の将来像。小学生のための児童館

の将来像。中高生世代のための児童館の将来像。地域と共にある児童館の将来像。こうし

たものをまとめて，具体的に報告書に入れていく際の児童館の将来像のイメージを図化し

たものでございます。前回もお示ししておりますが，特段大きな変更は，こちらでは入っ

てございません。ご参考としてご覧ください。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，ご質問がございま

すか。前回の委員会では，求められる職員像のところで活発なご意見をいただいています。

これまでの委員会のなかでは，乳幼児，小学生，中高生世代，地域との関わりで，児童館

の将来像を描き，議論を進めてきました。その児童館の将来を担っていくのは，現場の職

員です。調布市として，どんな職員をどう配置していくのかが，重要になります。前回の
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会議で，言い足りなかったご意見や確認したいこと等がありましたら，ぜひ発言をお願い

いたします。 

 

委員：前回ちょっと欠席をさせていただいたので，議事録と，それから今回の振り返りを

読ませていただいた中で，言わずもがなのことは，ちょっとだけ抜けてしまっているよう

な感じを受けました。何かというと，児童館ってそもそも，何をする所かっていう，一番

大前提のところが，皆さんもお分かりになっているがゆえに，この文章に表れてきていな

いような気がしました。要は，利用する方が，そこには遊びに来るっていうのが，基本中

の基本だと思います。何かを学びに来たり，何かを得に来ることももちろんニーズとして

必要になっているっていう，この議論の中の前提として，児童館は中心としては小学生が

遊びに来てくれる所。そうすると，その子たちが繰り返し，繰り返し来てくれることが大

事なわけですよね。子育てひろばに来る赤ちゃんや保護者の方も含めて，そうだとは思う

んですけど。そうすると，そこは楽しい場所の提供であり，報告書のほうには，遊びに対

する支援というような言葉が入ってきているんですけど，やはり主体的に遊びを提供する

っていうのと違うのかもしれませんけれども，とにかく来てくれる。楽しいと思ってくれ

る場所だよっていうことを，第一義に持っていかないと，人が来てくれる場所にならない

のかなという。アピールすることも大事だし，楽しいことばっかり，遊びばかりを提供し

ているわけじゃないんだよとか。この会議の最初の頃に出た，遊びの重要性，子どもにと

っての遊びの必要性とかっていうものも説いていく役割も必要だと思うんですけど，そこ

を一番最初に持ってこないと，児童館が何なのっていうのが，この報告書の頭のほうにも

ありますけれど，他市には，調布のように児童館がない所もいっぱいありますので。じゃ

あ，児童館って何っていうところについて，調布としては，こういう楽しい場所なので，

どんどん利用してもらって，利用してもらうと，こういう素晴らしい所なんだよっていう

広げ方をしていかないといけないような印象を受けました。そこを押さえておいたほうが

いいかなというふうに思いました。 

 

委員長：ありがとうございます。児童福祉法 40条の規定の所の説明を，もう少し詳しく

入れていただくほうがいいですね。他にいかがでしょうか。 

 

委員：求められる職員像なんですけど，すごいスーパーマンを求めているという印象があ

って。何と言ったらいいのか。言葉にすると，こういうふうになるんでしょうけど，地域

だとか，それから保護者だとか，そういった人たちと問題が共有できるような場面という

か，ことをつくっていけるような人が，私は一番必要なのかなっていうふうに思っていて。

要するに，何かあったときに，隠してしまうのではなくて，いろいろ発信して，みんなと

協力して，子育てというか，児童館を作っていくっていうような感じのことが，明確にな

っているといいのかなというふうに思いました。感想です。 
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委員長：事務局のほうで，その辺りについて，少し表現も含めて，案がございますか。 

 

業務支援者：ここで案として示した職員像ですが，委員の先生がたがおっしゃった内容は，

当然書き加えていくところではあろうかと思って聞いておりましたけども，ここでの意図

というのは，これまで議論してきた，その内容というものを具体的に児童館でどのように

展開をしていくのかということを考えた際に，それでは職員として，どういう力量を持っ

ているべきなのかとか，館長さんとしては，どのような役割が求められるのかといったよ

うなところを，まさに求められるところで書かせていただいているので，おっしゃるとお

り，スーパーマンみたいなことが書いてあるのかも分からないんですけれども，そういう

意識で書いています。 

 

委員長：ありがとうございます。職員のあり方を機能で分析していると思いますが，もう

少し職員の人間性というものが出るような表現も入れていただければと思います。他にい

かがでしょう。ないようでしたら，次第 2の議事に入ります。 

 

 

■2．議事（１）調布市児童館のあり方検討委員会の報告書（案）について 

 

委員長：（1）調布市児童館のあり方検討委員会報告書（案）について，事務局からご説

明をお願いいたします。なお，事務局説明ですが，資料 60ページ超と，非常にボリュー

ムがありますので，まずは，前半は報告書の構成と概略，第 1回から第 4回までの振り返

り分をご説明していただいた後，いったん休憩をはさみまして，後半に第 10章の委員会

のまとめと提言について，ご説明をしていただきたいと思います。 

 

業務支援者：それでは，資料の 5番をお出しいただけますでしょうか。まず初めに表紙が

ございまして，次，右隣が目次となっております。ご覧いただいておりますとおり，次の

2ページと 3ページまでが目次となっておりますが，10章 26節で構成をさせていただい

ております。それに加えて，『はじめに』と，それから『調布市児童館のあり方検討会の

経緯』，趣旨や経過というものを冒頭に持っていき，そして最後に，『おわりに』と，付

属資料を載せるというような構成になっております。内容ですけれども，この目次をご覧

のとおり，第 1回委員会からこれまで，本日も含めた第 5回までの検討会で行われた議論

を踏襲したものとなっております。第 1章から第 9章までがそれに当たる内容になってお

りますので，まず，第 9章までを，概略をご説明させていただきまして，委員長からご指

示がありました，第 10章は後半ということで，説明をさせていただきたいと思います。 
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 まず，5ページの部分でございます。こちらは，調布市児童館のあり方検討の経緯で，

この検討委員会の設置要領にございます趣旨を抜粋して，載せさせていただきました。そ

れから，経過ということで，第 5回までの日時，テーマというのも表示をさせていただい

ております。 

 続きまして，右隣でございます。こちらから本文でございます。まず，第 1章，子ども

を取り巻く現状と課題ということで，この検討会で検討していく検討の前提として，対象

となる子どもや家庭，児童館の全国的な状況，それから調布市としての現状と課題という

ものを押さえるということで，この第 1章を載せております。まず，第 1節でございます

が，少子化と人口減少ということで，国と調布市における少子化，そして人口減少につい

ての内容を概観させていただいております。調布市におきましても，人口減少，少子化等

が進んでいくであろうということで，少子化がさらに加速するために，子育て支援が今以

上に切実感が重く必要となってくるだろうということで，まとめております。 

 それから第 2節でございますが，子ども，子育てを巡る社会的諸問題について，7項目

について概観しております。一つが，家庭，家族の形態の多様化。それから，子どもの体

力，不登校，児童虐待，子どもの遊び場，放課後の状況，それから障害，子どもの貧困，

以上の 7点について，概観しております。こちらも第 1回の委員会の中で説明をしたもの

をまとめております。それから第 3節。全国の児童館の状況ということで，児童館の設置

根拠と，全国や都内の児童館の状況をまとめております。こちらの委員会の中でご説明さ

せていただきましたけれども，全国的に児童館数の推移が，横ばいで推移しているという

こと。東京都の場合では，26年度時点で 611館。減少傾向にありますが，この調布市は，

市町村部の児童館の中では 11館で上位に位置するということ。以上が第 1章の内容でご

ざいます。 

 続いて第 2章。これまでの児童館の役割と成果ということで，調布市の児童館 11館の

これまでの役割，それから成果というものを概観する章になってございます。まず，第 1

節として，本市の児童館のあゆみということで，こちら，年表をもう少し詳細にするかど

うかを調整しておりますが，年表で示しております。第 2節は，児童館の果たしてきた役

割ということで，調布市の児童館は，3本柱ということで，自由来館，子育てひろば，学

童クラブ，これを柱としてやってまいりました。それぞれ事業内容を充実させて機能して

きたということを書いております。これに並行しまして，単館ではできない，実現しづら

い事業が複数館で行うことによって実施可能となる全館事業の紹介をしております。全館

事業の一覧を載せております。この章では，児童館が長期的，かつ継続的に利用可能であ

る。総合的に子ども，子育てに関わることができる児童館ということをまとめました。こ

れをさまざまな事例から見いだすことができるのではないかというまとめ方をさせていた

だいております。 

 第 3 章でございますが，平成 27 年度に実施されました，利用者アンケートの結果分析，

検証をいたしております。この中で，児童館の利用状況や，感じていること，利用法等の
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検討について，有意になるであろう項目について，盛り込んでいく予定でございます。現

在のところは，グラフが修正中のため，仮の状態でおいておりますが，議論の中で使用い

たしました資料から，盛り込んで載せていくということで考えております。 

 続きまして，第 4章でございます。ここまで，全国の児童館の状況，課題，それから調

布市における児童館の現状と課題というものを概観してきたわけですが，第 4章におきま

して，議論の方向性というものを，あらためてはっきりさせるという意図で，この第 4章

を置いております。この図を見ていただくと分かりやすいと思いますが，まず，児童館の

概観としまして，上にあります児童福祉法第 40条ですとか，調布市の児童館が 50年ある

ことですとか，全国の児童館の状況を掲載しております。そして，児童館を取り巻く環境

ということで，少子高齢化が進展していることですとか，国の社会福祉政策の変化，地方

財政のひっ迫等の状況。それから，子ども，子育てを取り巻く環境の変化，こういったも

のが相まって，調布市児童館のあり方検討委員会を立ち上げるに至ったということです。

その議論の方向性ですが，まず，乳幼児を持つ家庭の対応，それから小学生と児童館活動，

中高生世代の居場所と活動の場づくり，地域の子育て環境づくりや，地域連携について。

これらを踏まえた，求められる職員像や，今後の児童館のあり方について，検討していく

というような内容になっております。東京都内では，児童館のあり方を検討したり，児童

館事業の方向性，位置付けを見直す動きがあり，縮小傾向にある中でございますけれども，

この委員会の中では，調布市の子どもたちにとって，児童館がどうあるべきなのか，そう

いったことを前提として議論することとしました。そのために，児童館の将来像を検討す

ることとしたということで，まとめております。 

 続きまして，第 5章でございます。ここから，各ステージについて，議論したセクショ

ンになっております。まず第 5章としまして，乳幼児を持つ家庭への対応です。この検討

委員会でも，ずっと流れるテーマでございましたが，近年，子育て支援施策では，切れ目

のない支援の必要性というものが，挙げられております。児童館は，産前，産後から乳幼

児期，その後の児童期に至るまで，切れ目のない支援ができる。そういう可能性を持って

いる施設でございます。また，児童福祉法の改正によりまして，子育て世代包括支援セン

ターや，支援拠点の設置というものが望まれている中で，児童館もこの中で役割発揮が期

待されていると思われます。 

 第 1節といたしまして，児童館における乳幼児家庭の利用状況についてまとめておりま

す。調布市児童館では，子育てひろば事業を一つの柱として，位置付けておりまして，子

育て相談員の配置等もございます。そうした状況について，まとめております。それから

第 2節，各児童館の子育てひろばアンケートより，ということで，各児童館で捉えた子育

てひろばアンケートの結果を載せております。この章で，委員会で検討されましたご意見

について，最後にまとめております。ご意見として，市民にとって身近な児童館が子育て

支援の拠点として必要であること。気軽に利用できることをアピールする必要性があるこ

と。他機関との連携が，児童館の活動の支えになったり，活動を補ったりすることにつな
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がる。それから，乳幼児から利用することにより，児童期はもちろんのこと，それ以降も

関わることができる。妊娠期にもつながり，切れ目のない支援を児童館が果たす可能性が

ある，というようなご意見をいただきました。これを踏まえまして，隣の図，乳幼児家庭

のために，児童館の将来像に求められる機能，役割のまとめをさせていただきました。 

 続きまして，第 6章でございます。小学生への対応ということで，まず，調布市内の各

児童館における利用状況について，調布市の児童館の現状と課題を概観しております。そ

の後，小学生の放課後のあり方ということで，学童クラブ，それからユーフォーとの関係

も並行して見ながら，提案をいたしております。この中では，特にユーフォーとの関わり

では，ユーフォーを競合するものとして見るのではなくて，子どもの豊かな放課後を支え

るものとして両立し，有機的に連携をすることを検討したいというまとめをしております。 

 それから第 3 節，小学生のための児童館の将来像に求められる機能，役割ということで，

議論したご意見を掲載しております。学童クラブ利用児童数の影響もあるが，一般利用児

童とのバランスが保たれることが望ましい。ユーフォーや地域の学童クラブ等との連携が

必要ではないか。児童館によるユーフォー等へのアウトリーチは必要ではないか。地域の

人など多様な人との関わりが現代の小学生に必要とされているのではないか。遊びの重要

性を保護者や地域住民に伝えていく必要性があるのではないか。というようなご意見をい

ただきまして，これらから，小学生に対する児童館に求められる機能，役割として，5点

に集約をさせていただき，さらに小学生のための児童館の将来像に求められる機能，役割

を図化しております。 

 続きまして第 7章。中高生世代への対応でございます。児童館では，中学生，高校生世

代の支援も期待されておりますが，とかく，年長児童の支援は後回しにされがちでありま

す。この中にあって，切れ目のない支援ということを考えていく場合に，児童館でもやは

り，中高生世代の対応が重要，必要不可欠なことであるという視点で議論をしております。

まず，各児童館における中高生世代の利用状況ということで，各児童館と中高生世代の対

応について，概観をいたしました。 

 それから，第 2節では，青少年ステーション CAPSの取り組みということで，CAPSの館

長さんにオブザーバーとしてご参加いただき，CAPSの内容についてご説明をいただきまし

た。その資料を掲載しております。 

 第 3節では，この中での議論を踏まえまして，中高生世代の居場所と活動の場づくりと

いうことで，ご意見を表記しております。青少年ステーション CAPSの利活用状況，事業

内容は好評である。それから，市東部地域に同様の施設，機能が期待される，というよう

なご意見。それから課題を抱えている子どもも含めた居場所，寄り添い機能が求められて

いるというご意見。全ての児童館で中高生対応に特化することは難しいのではないか，拠

点館等を設けるのはどうかというようなご意見。ただ，そうした拠点館を設ける中でも，

基本は 0から 18歳の切れ目のない支援が重要であるということ。それから，CAPSと児童

館の連携の促進を期待する。中高生世代に積極的に関わるボランティアがロールモデルを
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見せていくという意味でも，必要ではないかということ。それから，次代の親を育成する

という視点が必要なのではないか，というようなご意見をいただいております。これらを

まとめまして，以下の 5点に整理をさせていただきました。さらに，図化をしたものを掲

載しております。 

 それから第 8章。これは前回の議論，地域の子育て環境づくりでございます。地域との

連携のあり方。こちらは第 4回の資料をまとめ直して，織り込むことを検討いたしており

ます。それから，先ほどご確認をいただきました，委員の皆さまのご意見を，この中にも

盛り込ませていただく予定でございます。そのご意見を踏まえた上で，機能，役割として，

5点に整理をしました。さらに，地域と共にある児童館の将来像に求められる機能，役割

ということで，図化をさせていただいております。 

 第 9章，これまでの第 8章までの委員会での議論，それから報告書の内容というものを

踏まえまして，それでは求められる職員像は何かということをまとめております。先ほど，

ご意見をいただいておりますので，そちらも反映をしながら，まとめ直しをさせていただ

きますが，まず第 1節目は，職員の配置の現状と課題について記載し，第 2節では，職員

の役割と資質ということで，児童館ガイドラインで示されております，館長の職務につい

て。それから，児童厚生員の職務について，載せさせていただきます。以上でございます。 

 

委員長：はい，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。報告書案に対する感想，コメントでも良いかなと思います。 

 

委員：細かい話で，ここで言うべき話ではないんですが，まず，構成のところで，1ペー

ジのところなんですが，児童館のあゆみという年表がございますよね。こういう年表って，

後々の資料として，とても貴重かと思うので，先ほど，膨らませようかという話がありま

したけれども，本文に膨らませるかどうかは別にして，例えば，資料編の中にかなりきち

っとしたものを入れておくと，5年，10年使えるかなというふうに思いますので，そこら

辺は，こういう機会じゃないと，なかなか過去をとどめておくことができないと思います

ので，他の資料と合わせて作っていただくと，ありがたいなというふうに思っております。

それが 1点。 

 それから，あとは，形式のところになるんでしょうけれども，章立ての所のポイントが

小さいので見にくいっていう気がするので，ちゃんと章ごとで分けられて，きちんとそこ

が分かるようにしていただくと，ありがたいです。 

 それと，各回いろいろな議論をして，例えば，子ども，乳幼児の対応の所なんですが，

現状があって，アンケートがあって，在るべき姿，求められる役割っていうふうに運んで

るんですけど，小学生のところとか，中学生のところっていうのは，本文中に課題となる

ものが，一応書かれてはいるんですけれども，課題というものは，通常，現状があったら

課題があって，それに対して考察をしたものがあり方っていう流れになろうかと思います
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ので，その課題の所であるとか，あるいは，そこで今回議論をした考察に近いものですよ

ね。そういったものを載せていただくと，流れとして，こういう現状があって，アンケー

トなんかでは，こういう要望があって，じゃあ，こういう課題があるから，児童館の議論

をしたものが，こうなるんだね。求められるねっていうような落としのほうが，分かりや

すいかなと。文書によっては，書かれていますので，そこら辺は明確にしていただいたほ

うが，とても理解がしやすいかなというふうに思いました。ただ，乳幼児のところの課題

がすごく前段のほうに出てしまっているので，アンケートの後にまとめていただいたほう

が，皆さんが現状と思っていることを取りまとめて，こういう問題点があるね。だから，

こういった新たな展開が必要だねっていうような流れになろうかと思いますので，ちょっ

とそこは気になったところです。以上です。 

 

委員長：ありがとうございました。全体のスタイルをうまく合わせていただきたいと思い

ます。他に，いかがでしょうか。 

 

委員：ちょっと分からなかった所というか，51，52 ページの所で，第 8 章の所なんですが，

ここの議論というのが，どうだったかなっていうのが，思い出せないんですけれども，地

域の連携とのあり方に関して，そのまとめが子ども，子育てにやさしいまちづくりという

ふうに最後なっていると思いますが，ここが導きだされた経緯がちょっと，どういう経緯

で出てきたのかっていうのが記憶がないんですけれども，どっちにしても，子ども，子育

てにやさしいまちづくりっていう言葉にしてしまうと，すごく抽象的だし，誰もがどこで

でも言っている言葉で，で？っていう感じになってしまうのではないかなっていうのが，

危惧するところでして。例えば，こういうことを言うときには，もうちょっと子育てして

いる人に寄り添うような表現の仕方として，例えば，私が思うのが，子育てしやすいと感

じられるまちづくりとか。子育てしたくなるような地域づくりとか，そのためには何が必

要かっていうことを，すぐに次に考えられるような文言であると，多少は，その前からの

流れが分かるような気がするんですが。いずれにしても，何となくざっくりまとめ過ぎて

しまったのではないかという感じがいたしますので，ぜひもうちょっと，この先に何があ

るのかっていうのが分かるような言葉でまとめていただきたいし，それまでの経緯をちょ

っとは考察という所で明確に出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

委員長：その点はよろしくお願いします。他にございますか。 

 

委員：最後のほうに児童館の職員のところで，求められる職員像の，42ページにある児童

館・ユーフォー・学童クラブの違いを出してる表のところに，職員がどう違うかも入れた

らいいかなと思います。資格のある，なしとかもありますので。もう少し明確になると思

います。以上です。 
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委員長：その点について説明をお願いします。他にいかがですか。では，また意見があり

ましたら，その後の議論の中でしていただきたいと思います。それでは，5分間休憩を取

りたいと思います。 

 

(休憩) 

 

委員長：それでは，時間になりましたので，再開をいたします。引き続き，次第 2の議事

1，調布市児童館のあり方検討委員会報告書案について，第 10章，委員会のまとめと提言

について，事務局からご説明をお願いいたします。 

 

業務支援者：それでは，第 10章が今後の児童館のあり方，まとめと提言とさせていただ

いております。ページでは 56 ページでございます。まず第 1 節といたしまして，まとめ，

児童館の将来像を示しております。第 5章から第 8章にありますように，検討委員会で，

世代ごと，地域の支援，活動内容について議論しております。この議論は，そもそも調布

市子ども条例の理念や，調布市基本計画に示されているビジョンを踏まえ，また，児童館

のノウハウや，特色を生かした，新たに期待されていること等も提案してまいりました。

これらをまとめまして，図を示させていただく予定でございます。その図が，先ほどの資

料の中にございます，資料 4， A3版の資料でございます。こちらの中で，これまで検討

会で議論してきた内容が凝縮されておりますので，これに説明を加えるような構成で考え

ております。 

 では，図をご覧ください。児童館の将来像を，地域に住む子どもや大人の誰もが気軽に

自由に集うことができ，遊びの価値を発信し，切れ目なく子どもたちの心身の育ちを支援

できる児童館といたしました。誰もが自由に利用できるというところが児童館の特長であ

り，希有な存在でございます。その自由意思を尊重し続けるということが，さまざまな市

民を受け入れることにつながり，さらに地域において，子どもの成長，発達を見守ること

ができる。そういう土壌を作るものと考えました。遊びの中にある成長，発達を促進する

力に着目する市民を増やしていくということが大事であろうということ。また，調布市の

児童館は 50年にわたって，子どもの遊び文化を守ってまいりました。さまざまな議論は

ございましたけれども，この前提，その役割ということは変わりません。ますます遊びの

価値というものを発信するということを期待し，この機能，役割の大前提としまして，遊

びの価値を発信し，切れ目なく，子どもたちの心身の育ちを支援できるという表現をいた

しております。また，検討委員会としては，切れ目のない支援の重要性を強く認識してお

ります。0 から 18 歳未満の子ども全ての地域の子どもを児童館はもともと対象にしており，

他の施設と比べて，優位に働く可能性があると考えました。そのため，児童館の役割を地

域や世代をつなぐ役割として，全ての子ども，子育て家庭を対象とし，切れ目ない支援を

行う，ということを盛り込みました。図では，一番下の箱になります。こちらに示してお
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ります。単に年齢区分なく利用することができるということだけではなくて，つなぐ，橋

渡しや関係性を構築することにより，切れ目がないということを体現することが必要であ

る。そのために児童館の有する専門性のアウトリーチや，現在は来所していない子ども，

保護者へのアプローチも含んでおりまして，そこにこそ児童館が必要としている市民がい

るのではないかと考えております。 

 さらに，将来像の下の箱。乳幼児家庭のための児童館の将来像についてですけれども，

この将来像は，地域の子育て支援の拠点として，気軽に集い，出会い，相談，連携ができ，

親子で楽しむことができる児童館といたしました。11 館の児童館は，市内各所で点在して，

3本柱の重要な一つとして，現在の子育てひろばの事業を行い，気軽な利用や参加を促し

ております。さらに，こちらの機能を強化していく必要があろうと考えます。 

 それから，小学生のための児童館の将来像についてですが，児童期に得るべく，さまざ

まな体験を行える場所であり，放課後の居場所を支え，地域の協力者と共に，子どもの成

長を見守ることができる児童館といたしました。児童館は全ての子どもの遊びを通した健

全育成を，第 1の目的としているわけですが，遊びを初めとする体験活動を，さらに充実

していくことが必要であり，そのことが学童クラブ利用児童も自由来館児童にも好影響を

与えるものというふうに考えております。また，地域で育っていく子どもを支える市民と

の協働というのも重要ではないかというふうに考えております。多様な人との出会いが，

豊かな人生を育むという観点からも，市民と協働を進めていきたい。そういった考えを，

この中に盛り込んでおります。 

 それから中高生世代のための児童館の将来像についてですが，思春期にあたる中高生世

代の子どもが，自宅，学校以外の第 3の居場所，サードプレイスとして気軽に集い，いつ

でも悩みを相談でき，心身を成長させることができる児童館といたしました。中高生特有

のニーズをキャッチし，それを実現していく場が必要とされている中で，児童館が第 3の

居場所として，その存在価値を発信していくことが求められているというふうに考えまし

た。その際に，小学生からの橋渡しを意識することや，次代の親である存在としての支援

が今後必要になってくるというような考えでおります。 

 地域と共にある児童館の将来像ですが，地域のさまざまな人たちや社会資源とつながり，

信頼関係を結び，相互に協力し合いながら，子どもや子育て家庭のための地域づくりの中

核を担うことができる児童館といたしました。この議論の中で，調布市の 50年という長

い歴史の中で，児童館での取り組みや，職員の関わりによって，調布市の各地域に，さま

ざまなムーブメントがつくられているということも分かりました。地域住民も，わが町の

子育てに関与したいと考えている中で，児童館側から市民に働き掛け，こうした意識をさ

らに醸成していくことは，今後さらに必要であろうということ。それから，児童館と市民

の相互の協力関係を生み出していく存在となるということが必要であろうというまとめを

させていただきたいと思っております。そうしたことを踏まえまして，児童館の職員と将

来像でございます。こちらは，先ほど案としてご説明をいたしました児童館職員の将来像



13 

について，あらためて再掲をするということになっております。4 点にまとめております。

子ども，保護者にとって必要とされる人材。ソーシャルワークが展開できる人材。コーデ

ィネートができる人材。マネジメント力を有した館長。先ほど，ご説明をしましたので，

ここでは割愛いたしますが，こうしたことが児童館の今後，進むべき方向を考えたときに，

職員として必要な将来像であろうというまとめをさせていただいております。 

 こうしたことを踏まえて，第 3節といたしまして，この検討会としての提言をまとめさ

せていただいております。まず，提言 1では，地域に密着した総合的な子ども，子育て支

援の拠点。それから提言 2といたしまして，地域と共につくり上げる子ども，子育て支援

環境とまとめております。それでは提言の 1，地域に密着した総合的な子ども，子育て支

援の拠点としてでございます。ここでは，次代を担う子どもたちのために児童館が必要不

可欠な場，機能として存続していけるような提言を行う予定でございます。児童館の有し

ている専門性をフルに利活用するためにも，地域に密着した総合的な子ども，子育て支援

の拠点としての位置付けを期待したいということでございます。 

 一つに，こちらの議論の前提としてきました，切れ目のない支援でございます。各年代

ごとで議論を進めてまいりましたけれども，委員会で重視したのは，世代ごとに分断し，

特化した支援を展開するのではなくて，切れ目なく支援することができる体制が必要であ

るということでございます。例えばということで，ネウボラという取り組みがあげられま

す。調布版ネウボラにより，課題の早期発見，対応ができることはもちろんのこと，児童

館が得意とするポピュレーションアプローチによる発生予防の観点により，その人らしい

子育てを支えることができるのではないかという考えでございます。 

 次に，センター館を中心とした均衡のとれた運営でございます。これまで，各年代ごと

の議論，そして現状，課題を分析し，今後在るべき姿というものを検討会の中で議論をし

てまいりました。この議論を，今後，児童館の中で，では具体的にどのように展開してい

くのかということを考えたときに，現在の児童館のあり方では，なかなか取り組みがしに

くいのではないか。進まないのではないかという考えから，児童館の機能を三つに分類し

て，まとめております。一つが，地域児童館でございます。現在の児童館，学童クラブ，

子育てひろばの機能に加えて，対象地域内の学童クラブやユーフォーとの活動支援。また，

連絡調整機能を有するものでございます。具体的には，児童館が有している専門性を届け

るアウトリーチ，課題への対応，支援ネットワークづくり等を行う。これを各地域の中で

行うのが，地域児童館という考えでございます。それから，拠点児童館でございます。子

育てひろば，それから小学生の遊び，自由来館による利用。こうしたことについては，各

地域の児童館でも大変盛んに行われ，さまざまな実績を上げてきたところでございますけ

れども，切れ目のない支援ということを考えた場合に，やはり中高生世代への対応という

のも児童館としては必要であると考えました。そのために，全ての児童館ですぐに中高生

世代への対応というのをすることは，難しくても，CAPSを中心とした拠点の児童館という

ものを設け，機能特化して位置付けることで，この対応ができるのではないかというもの
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です。また，アンケートの中で，CAPSのある地域というのは，中高生利用があるわけです

けれども，やはり東部，ならびに北部地域については，中高生対応の専門児童館というも

のはございませんので，引き続き検討の継続は期待したいというふうに考えております。

当然のことながら，この拠点児童館では，中高校生世代に特化して対応していくわけです

けれども，地域児童館としての機能も持ち，小学生に対しての対応も並行して行っていく

というものでございます。 

 それから 3番目，センター機能児童館でございます。こちらは調布市の中に 1館，地域

児童館，拠点児童館をまとめるセンター的な機能を持った児童館というのを選定したらど

うかということを考えております。地域児童館や拠点児童館は，これまで以上に地域住民

と関係機関との連携が求められ，非常に多様，多種な仕事が出てくることが考えられます。

そのために，全ての児童館が力を発揮していけるように，市内の児童館をサポートする，

支援する位置付けとして，相互的に連絡調整や相互支援が必要となってくるということを

想定しております。これを担う施設として，市にセンター機能児童館を 1館設定するとい

うことが考えられるのではないかという提言でございます。こうした議論を行う際，機能

整備を行う際に，運営主体に関する議論も並行して行われて，しかるべきであるというふ

うに考えております。この検討会の中では，現在の市直営方式が望ましいという方向性で

検討がされておりましたけれども，市の財政状況をかんがみますと，民間法人等への業務

委託を検討することも現実的には必要ではないかということ。このあり方検討会自体が

『行革プラン 2015』に沿った動きであることからも，これは検討するべきではないかと考

えます。ただし，拙速な民営化は，今後の児童館のあり方と逆行する可能性もあるため，

十分な検討を望みたいというまとめをしております。 

 第 4節，提言の 2番目でございます。地域と共につくり上げる子ども，子育て支援環境

ということで，調布市が他自治体と同様に，人口が縮減していくことが想定されている中

で，地域と共に子ども，子育てを支える環境づくりというのが期待されております。まず

一つ目，市民や多様な人材の参加，参画でございます。核家族化，コミュニティーの希薄

化等を背景とした子育て家庭の孤立化，育児力の低下等々が問題になり，子どもの虐待等

も，大きな社会問題になってございます。そうした中で，児童館はこれまでも地域での子

ども，子育て支援を進めてまいりましたけれども，さらに児童館が活動を通して，子ども

を核とした地域コミュニティーの形成の一翼を担い，そうした児童館に対して市民が児童

館活動やボランティアを体験する。また，そうしたことの支援にとどまらず，ソーシャル

キャピタルの醸成，形成と言ったほうがいいでしょうか。そうしたことが課題として挙げ

られますが，そうした中での児童館活動づくりというものを提案しております。 

 それから児童分野のコミュニティーソーシャルワークの窓口というのが，2番目でござ

います。現在，福祉施策や制度が高度化していく中で，制度のはざまにいる家庭が発見さ

れることが少なくない状況でございます。生活課題が重複している場合があり，ダブルケ

ア等の課題がありまして，複雑に絡み合っている状況でございます。そうした現状に対し
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まして，これまでの既存の公的な福祉サービスだけでは，十分対応ができないことも考え

られますが，地域において，こうした地域の課題を我が事として捉え，子ども食堂や学習

支援等，住民主体の支援活動が誕生している状況でございます。このような動きからも，

コミュニティーソーシャルワークを進めていくということが重要という認識でおります。

児童館も，このコミュニティーソーシャルワークを進めていく上での児童分野の窓口とし

て位置付けられるのではないかということ。全市で展開されていく包括的な相談支援体制

と連動していくことが望まれるのではないかというまとめをさせていただいております。

以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございました。以上で，事務局からの説明は終わりますので，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っています。これまで委員会で，児童

館であるべき姿，理想の姿をイメージしながら，将来像を議論してきました。地域住民に

とって，児童館がどうあってほしいか。委員会の提言となりますから，ぜひ，積極的なご

発言をお願いいたします。特にご意見をいただきたいのは，提言の部分です。4節ありま

すから，1節の所から始めたいと思います。ここでは，児童館の将来像について，各世代

ごと，地域ごとの関わりの中で，児童館のあるべき姿がまとめられています。いかがでし

ょうか。 

 

委員：児童館の将来像の最初の所ですけれども，遊びの価値を発信し，切れ目なく子ども

たちの心身の育ちを支援できる児童館とありまして，遊びの価値というのは，前回の議論

でも大変興味深いといいますか，必要なことだなということは，皆さんの共通の認識にな

ってたと思うんですが，子育て支援で，とりわけ乳幼児期の子育て支援というのは，遊び

だったりとか，人と人とのつながりづくりだけでは，足りないなというのが，私が日頃感

じているところです。例えば，3カ月，4カ月ぐらいの赤ちゃんをお持ちのお母さんたち

は，2カ月ぐらいからですかね。とにかく夜泣くのが困るとか，授乳の時間をどうしよう

とか。それから離乳食になってきたらどうだとか，生活リズムだとかっていう，どちらか

というと保健的な相談事，悩み事がとても多いし，そこを解決しなければ，楽しく遊ぶと

か，そういう所に至れない方たちが多いなというのが，日頃から感じているところです。

以前にもしたと思うんですが，保健的な，母子保健に関わる，ある程度専門性を持ったス

タッフも児童館の中に配置されるということも期待したいなということなんですね。今，

ここだけのまとめを拝見しますと，現状の機能をいかに活用するかというところにとどま

っている気がするものですから，もし期待する部分をここに盛り込んでいいのであれば，

例えば，オーダー的に健康推進課とか，福祉等，そういったところと連携して，発達の相

談がちょっとできる入り口があるとか，アレルギーの相談ができる入り口があるとか，入

り口程度でいいと思うんですけれども，そういった入り口を作るための何か。入り口を作

るために専門家のような人が配置されたらいいかとか，そういったことの検討もいかがと
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いう提案をしていただけたらいいなと思います。実際に今，助産師の方たちが入っていて，

とても評判がいいというふうには聞いていますし，お母さんたちからもすごく良かったっ

ていう生の声を何回か聞いたことがあるので，付け加えさせていただきます。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：将来像ですと，この太字で書いてある所を見ていくと，これができたら素晴らしい

とは思うんですが，遊びっていうところをピックアップしたときに，中高生世代のところ

で，遊びが抜け落ちる感がちょっと気になってしまって。自宅，学校以外のサードプレイ

スであることはいいんですけれども，集まって何してるの？ってなってしまったんですよ。

遊んでる？って，ちょっと思ってしまって。私の世代の子ども，私と同い年の子で学童に

行った子たちは，結構バスケをやったり，バトミントンをやったりっていうのがあるんで

すけれども，この文章を見ると，あんまり遊んでない感というか。来て，集まるだけ，み

たいな印象が。そこに対して，もうちょっと悩みや困難を乗り越えるためにも，遊んで笑

ったほうがいいんじゃないのって思ったんです。 

 

委員長：中高校生にとっても，遊びの重要性を書き加えてください。 

 

委員：携帯を持っちゃうと，最近そればっかりになる印象が強くて。自分のときは，まだ

携帯も出始めで，あんまり持ってない子が多かったんですけど，そういうときって，やっ

ぱり外で遊んでた気がするんですよね。なので，資料とかにも書いてありましたけど，高

校生たちが使う SNSに対して，情報を発信するのももちろんいいと思うんですけども，結

局すぐに携帯とかになっちゃうのかなと思って。中高生世代ができる遊び，中学生以上じ

ゃないとできないような，体力的な部分のものもあると思うので，そういうのをもう少し，

こういうのがあるよって言ってあげたりできる場所であったらいいんじゃないかなと思い

ました。どっちかっていったら中高生をもうちょっと見てあげたらなと思います。 

 

委員長：ありがとうございます。中高生の問題と乳幼児の問題が出ました。他にいかがで

しょうか。 

 

委員：乳幼児さんに対しては，先ほどおっしゃったように，保健的な悩みだとか，それか

ら初めての子育てに関する悩みなんかを持って，そこに行くっていうことが明確ですし，

中高生のほうは，CAPSなんかを見ていても，このために行くっていうのは，結構明確だと

思うんですよ。その割に，小学生っていうのがすごく今，やることがいろいろあって，な

かなか体を動かして遊んだりとか，大人と遊んで楽しさを覚えるっていうようなことが経

験できなくなってるし，選択しなくなってるっていう状況があると思うんですよね。その
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ために，どう児童館，小学生を対象とする児童館が，子どもたちを引き付ける何かをつく

っていくかっていうような重要性っていうのかな。その辺を，もっと強調してもらいたい

なって。そこが，今，いっぱいいらっしゃる児童館の館長さんの一番の悩みでもあるし，

私たちも，下校した子どもたちって一体何をやってるんだ。お家の中でゲームをやってる

んじゃないかとかって思っちゃって，それで本当にいいのかなって。お母さんたちもそれ

で，自分が忙しいから，OKってしちゃっている部分があるので，その辺のところを掘り起

こすような。大切な小学生時期を掘り起こすような動きっていうか，そのあたりについて，

もう少し明確に書いてもらったほうがいいかなっていうふうに思います。 

 

委員長：乳幼児，小学生，中高生に関するご意見が出ました。あともう一つ，地域という

問題が残りますが，いかがでしょうか。 

 

委員：児童館って，ここでも意見が出てたと思うんですけれども，ご存じの方しか知らな

い施設で，児童館は，やはり地域の方にとっては，子どもが利用する施設だと思う。先ほ

どおっしゃったみたいに，子どもはもう楽しくして来てもらうっていうことで，来てくれ

たとしたら，今度，子どもから児童館の話をフィードバックされた保護者が，どう関わっ

ていけるかっていうところの仕組みづくりっていうのが，変な話，ずっと読んでいくと，

館長頑張れって書いてあるような気がしちゃうんです。館長が地域と連携して，館長がそ

ういう人材で。ではなくて，利用者が，やはり地域の一員でもイコールであるっていうと

ころに，少し何かポイントを置けないかなっていうふうにちょっと思いました。子どもも

お客さまではないんですよね。中高生も含めて。なので，子どもがいるからこそ，入って

いける世界っていうのがあって，そこと，さらに全く第三の，かつての子どもを育ててい

た家庭とか，あるいはかつての子どもとか。そういったところの人たちも，地域として包

み込んでいくような流れっていうか，そういうのが見えないと。ぽんと地域，児童館何や

ってるっていうところを館長が頑張ってアピールして，地域の人を引っ張ってこいみたい

に見えてしまうと，違うような気がするんですよね。だから，結果として地域を引き寄せ

る魅力のあるものみたいなことになるのかな。表現がちょっと難しいんですけれども，私

は，利用する人が，地域とつながっていくっていうようなイメージがうまく描けるといい

なっていうふうに思いました。 

 

委員長：ありがとうございました。他によろしいですか。 

 

委員：今のご意見に関連するのが，恐らく 59，60ページの部分なのかなというふうに思

いました。そのときに，この中でコミュニティーソーシャルワークの窓口なのかなって思

うと，なかなかそう言い切っちゃっていいのかなって思いも若干あったりして。最後の 2

行に，児童分野のコミュニティーソーシャルワークの窓口に位置付けられるっていうふう
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にしているんですけど，本来は，例えば，コミュニティーソーシャルワークと連携した児

童福祉の拠点なんじゃないかな。要は，大きなコミュニティーソーシャルワークというか，

地域づくりとか，地域福祉づくりっていう中の，児童福祉の拠点として，CSWさんなんか

と連携してるっていうイメージのほうが，本来妥当かな。今，おっしゃったように。子ど

もを中心にした所だよと。でも，地域の，例えば，おじいちゃん，おばあちゃんが，元気

な高齢者の支援かなんかでね。お手玉作って，子どもたちも楽しいし，文化も引き継がれ

るし，おじいちゃん，おばあちゃんも，すごくそこに生きがいを持って元気になるみたい

な，そこがコミュニティーソーシャルワークの窓口なんではなくて，それぞれの例えば，

高齢福祉におけるデイサービスとか，フォーカスの専門機関と児童福祉の専門機関が，そ

のコミュニティーソーシャルワークっていう枠組みを通して出会っていくっていう，そう

いうイメージのほうが，今，おっしゃったような考え方に近いのかなというふうに思いま

した。 

 

委員長：ありがとうございました。4の所に関連しましたが，少し戻って，2節の所です

ね。児童館職員の将来像。ここを少しお願いしたい。いかがでしょう。前回もだいぶこの

所で意見があり，議論が盛り上がりました。 

 

委員：文字面にすると，固いような，これやるのは大変なようなんですけれども，実は私

たち職員は，このようなことは普段，日々の仕事の内容としてやっていることだと思いま

すし，実は，きょうは，児童館担当者会というのがありまして，一応最終回だったんです

けれども，そこでも職員たちは，やっぱりこういうことをやっているんですね。やらなき

ゃなんないと感じているし，人が集まるために，子どもたちを見るためにっていうことで

は考えているので，この将来像として，私は書いていただいているのはいいかなと思いま

す。さっき館長頑張れみたいな。ありがとうございます。地域コーディネーターさんって

いう方が地域にいらっしゃって，児童館ってやっぱり職員だけではできないことがいっぱ

いあって，今，助産師さんが入ってくれたりとか，それから児童館の中も，いろんな職種

の人が人が一緒に働いているんですけども，いろんな人の協力を得ながら，いろんな人と

子どもたちが接するっていうのは，すごく大事なことで，本当に地域のコーディネーター

さんのお世話になっています。そして乳幼児さんのほうに特化しているんですけど，自主

サークルの支援っていうのが，ちょっと大きな課題ではあって，なかなか自主サークルが

育たないとか，いろいろ言うんですけれども，やっぱりそういう人たちを育てることで，

その人たちは地域の人たちなので，将来ずっと児童館に関わる，そこに住んでいる人たち

として，児童館を経験して，育てていってくれるといいなっていうのは，いつも思ってい

るところです。職員には，やっぱりこういうことができる人たちに来てほしいですし，市

として，そういう人を入れていきたいなっていうふうに思うので，それがこういうことか

なって思いました。 
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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：何度もすいません。今，おっしゃってたように，児童館の館長さんも含め，スタッ

フの皆さんも今，やれることを精いっぱいやれているっていうか，将来像というよりも，

現在像だっていうことだと思うんですけれども，さらにそこで期待されるところっていう

のは，そこに参加して，例えば，乳幼児期のお母さんたちですと，そこにただ来て，遊ん

で帰りますだけではなくて，そこのお母さんたちが自主的なサークルとか，そういうもの

をっていうようなお話だったと思うんですが，これは自分が見ていることだけなので，公

平な考え方かどうか分からないんですけど，私が今，事務所を置いている隣にプレイセン

ターっていう所ができまして，考え方はいろいろで，賛否両論もあるのかもしれないんで

すが，オープンしてからちょうど 2年がたとうとしているところなんですけれども，本当

にそこに来て 2年ぐらいたってお母さんたちの積極性と盛り上がりがすごくって，隣にい

るだけで何だか圧倒されるぐらい，非常にいろんなことが有機的に動き始めているなって

感じていて，なんでそうなったのかはあんまり分からないんですけれども，そこの施設長

の方に聞くと，初めはこっちが主導でやっていたことも，ちょっとずつ来てくれるお母さ

んたちの顔なじみの人とか，しょっちゅう来る人にだんだん投げると，じゃあ私，ピアノ

が得意なので，今度弾きますとか。実は中国人の方なので，簡単中国語講座を親子で楽し

くやりましょうとかっていう，小さなイベントがどんどんどんどん立ち上がってきていて，

コサイトでも紹介しきれないんですね。ですので，職員の方たちが何もかも背負う必要は

なくて，能力という部分で言えば，振る力みたいな。任せられると，結構頑張ってですね。

その結果，一番すごかったのが，うちでカフェをやってますけども，そこにプレイセンタ

ーの交流会をやりますということで，一昨日かその前ぐらいの日に貸し切りで，大人，子

どもを入れて 100人，それ以上受け付けられないぐらい集まったんです。プレイセンター

の利用者，預かりを使っている人もいれば，普段，ひろばで使ってる人とか，いろんな人

が一緒に集まって，中には，そこを卒業していくお子さんもいるわけですよね。保育園が

決まったとか，あるいはプレイセンターにも来なくなって，今度幼稚園に入るから，プレ

イセンターに来ません，みたいな人たちが，お別れする会みたいにもなってたりしたんで

す。そこのプログラムも 2時間ぐらいなのに，ぎゅっと凝縮されて，パネルシアターがあ

ったり，リトミックがあったりとかっていうのを，全部お母さんたちの主催でいろんな催

しがあって，2 時間あっという間に終わったというふうに聞いているので。館長さんなり，

スタッフの方たちが，お母さんたちと仲良くなって振っていくっていうことでは，もしか

したらプレイセンターが少し参考になるかもしれないなと思いました。以上です。 

 

委員長：他にいかがでしょうか。ここの所は，職員の機能とか，能力ということですが，

その前に職員の人間性とか，一緒に遊んでくれるとか，表情とか，そういったものが全体
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に少し書かれているといいのかなという気がします。例えば，大学でも評判のいい，人気

のある教員っていうのは，社会的な活動をしている，論文を書いてる，本をいっぱい書い

てるというよりも，授業を分かりやすく教えてくれる。それから一緒に話をしてくれる，

悩みを聞いてくれる。そういう先生の人気がありますね。だから，肩書とかよりも，実際

に自分たちに合わせてくれる能力，問題を解決してくれることが大事ですね。児童館職員

も，子どもに対して，一緒に遊んだりとか，話を聞いてあげるとか，この先生いいなって

いうところで，来館するのではないかと思います。その点を考えながら機能を考えること

かと思います。 

 

委員：職員像の所なんですが，本当に個人的な話なんですけれども，せっかく先生がたが

いらっしゃるので。後ろに私が小学生で学童クラブにいた頃にお世話になった先生がたが

いっぱいいて。ちょっとこの前にいるのが恥ずかしいんですが。やっぱりここに書いてあ

るのを見ると，固いイメージ。そして，こんなことをやってたんだなっていうのがあるん

ですけど，学童クラブにお世話になってた私からすると，自分の父親とか母親とかと遊ん

だ記憶がほとんどなくて。どっちかというと学童の先生がお父さんとかお母さんに近い感

じなので。さっきもちょっと盛り上がったんですけど，お菓子でクッキーを焼いてくれて

たのが，忘れられなくて，今でも食べたいと思うことがあるんです。そういう，将来，母

親，父親，そして 2人目，3人目みたいな。ていうのを今でも思い浮かべられるぐらい大

事な人たちなので，そういうふうに子どもが思ってくれるような人がいればいいかなって。

感極まってますけど。遊んでくれる人，いてくれたらいいなって思います。 

 

委員長：そういった部分も加えながら，書いていただければと思います。他によろしいで

すか。では，時間の関係がありますので，3と 4の一番大事な提言ですね。ここの部分に

移っていきたいと思います。 

 

委員：すいません，質問なんですけども，ここに書いてある民間法人等への業務委託って，

いうのが一つの提案としてありますけれども，もう一つ，市にセンター的機能っていうの

があるんですけど，その市，センター的機能の児童館っていうのが，直営で業務委託を交

わしていくっていう提案なんですか。ちょっと読み取りにくかったので。 

 

委員長：事務局から説明してください。 

 

事務局：これについては，今，この提言にあるような地域児童館，拠点児童館センター児

童館のどこをどう委託をするのかとか，そういった提案ではありません。民間の力を借り

る必要性がないとは言わず，むしろ，必要な部分はやっていく必要があるというところで，

非常に抽象度の高い表現で，両論併記で，押さえさせていただいています。また，センタ
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ー機能という部分は新しい話すが，東京都や他の自治体でも，センター児童館というのが

ありますので，そういった所での活動の状況だとか実態なんかを市がきちんと学んで，ど

ういうふうにやっていくかっていうのは，これから話ししてはどうかというところで，あ

り方検討委員会ではどこをどうするという踏み込んだご提案ではありません。 

 

委員長：よろしいでしょうか。三つの機能についていかがでしょうか。議論の中でも少し

出てきましたが，こういう形で整理されているのは，今回が初めてなので，少し質問して

みたいという方もいらっしゃると思いますので。 

 

委員：今ある児童館をそのままの建物とか，大きさとかで，やろうと思うと，これ以上広

げられないのかなっていう感じがあって，ああしたい，こうしたい，こうやったらって思

うことはあるけれども，そんな財政のことなんかは，予算もないから，あるもので，とす

ると，これで精いっぱいなのかなと思いますね。私，先日，渋谷区の本町の青少年何とか

っていう所に行かせてもらって，ちょっと見てきたんですね。ダンススタジオがあって，

クライミングウォールがあって，バスケットコートが広くあって，卓球台があって，それ

が地下なんですね。1 階には子ども園があって，それも大勢の子どもたちが通ってきてて，

幼稚園っていう感じで。高齢者のお風呂も一緒にあって，工作室があって，子どもたちが

飲食できる部屋があって，私，小学生の子どもと，高校生のめいっ子たちと一緒にぞろぞ

ろみんなで，5人ぐらいで行って見てきたんですけども，ここだったら，高校生の子たち

も，行きたいなって。ずっとしゃべってていいんでしょうっていう感じ。スタジオも完備

してあって，すごい敷地の中でそういうことが実現してて。自転車もいっぱい置いてある

んですよ。これだけフル活用してたら，この土地も生かされるなって思ったり。ただ，今，

調布にある児童館を想像したら，それはできないよなと。だから，いくつかの館が協力し

てっていうんですかね。例えば，私のいる富士見町では，富士見保育園と児童館と地域福

祉センターが，みんなが協力して，一緒にやるっていうか。そのものはこっち行ったら，

あっち行ったらってみんなが知ってる関係というか，コーディネート的な。1カ所ではで

きないんだけれども，チームでやるっていうか，そんなことが調布だったらできるのかな

っていうのが。そんなふうに，今，皆さんの話を聞いていました。 

 

委員：今の話って実は，貴重な提言だなと思って聞いていました。できるかどうかは，全

然分からないですよ。分からないですけど，例えば，調布の各公共施設は，児童館が 50

周年を迎えるというような状況の中で，いろいろな施設が築 40年とか，50年とかってい

う時間が経過していると。という状況の中で，統廃合だとか，合築だとか，ということも

一つの大きな課題にもなってくるだろうというふうに思ったときに，単純に一個一個建て

替えるということではなくて，今，言った，地域のいろいろな資源を集約してまとめて大

きくするとかっていうことが，あながち不可能というか，空想的なことでもないんだろう
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なと思うんですね。そうしたときに，ここに，例えば，複合化によるいろいろな機能の拡

充だとか，っていうこともちょこっと一言でも入れてもいいのかなと。現実には，ちょっ

と最近思ってるのは，高齢者の施設ってお昼とか朝がメインじゃないですか。ところが夜

って，空くんですよね。皆さん，割と元気な方は，ダンスだとか，とっても盛んで。鏡が

欲しいとか。そこって CAPSのお部屋とかなり似ている状況があるので，どういう住み分

けをするかはともかくとしても，例えば，そういう多世代交流もできるような施設ってい

うようなコンセプトなんかも，ちょっと言っていないと，そういう機会があったときに，

いつ機会があるか分かりませんよ。そういう機会があったときに，そんな話もあったよね

っていうふうな議論はしておいてもいいのかなとは，ちょっと思っています。 

 

委員：ローラースケート場もありました。以前は，プールがあったので。だから，それが

プールを廃止して，屋上がローラースケートになった。図書室もあって。赤ちゃんの部屋

もあってっていう。 

 

委員：昼間とか，ウオーキングもあれになるかもしれない。 

 

委員：ローラースケート？ 

 

委員：学校行ってる間はやらないからね。 

 

委員長：建物をすぐ造るのではなく，機能を作りましょうっていうことですから，その機

能に従って，もし必要であれば，建物を造りましょうという話ですね。今のところは，み

んな地域館だけですね。そこに拠点館と言っているのですから，機能は複合化されますか

ら，より大きな仕事ができるのではないですか。 

 

委員：言葉の中にどうしても入れておいてほしい言葉がありまして，何かというと，学校，

幼稚園，保育園，子どもを対象としている施設の連携というところを，この中のどこに入

れていただくかは別なんですけれども，ワードとして，地域，その他とか，児童館，学童

クラブ，他みたいな形の表現になっている所があるんですけれども，やはり小学生，中学

生を持っている保護者は，学校だと思うんですよ。なので，学校との連携がちゃんと保た

れるんだよっていうのは，とても安心感につながるし，実は学校に対しては言えないんだ

けど，児童館からでも，ちょっとそういう声が上がっていくといいなみたいな。ちょっと

消極的な考え方をなさる方もいたりする中で，どちらからでも話が通じるよっていうよう

な安心感っていうのは担保しておく必要があるということで，あえてやっぱり保育園，幼

稚園，学校っていう言葉をこのネットワークの中の文言として盛り込んでいただきたいな

と思います。 
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委員長：それはどこ？ 

 

委員：拠点館で，拠点児童館の所じゃなくて，センター児童館の所でのそういう表現がい

いのか，あるいは一番最後の項目の所で，学校という言葉を入れ込んでいただくほうがい

いのかなと。そのあたり，どこがふさわしいのか悩みながらなんですが，キーワードとし

て絶対に入れていただきたいと思いました。 

 

委員長：他にいかがでしょうか。 

 

委員：すいません。さっき業務委託の話が出たんですけど，私，業務委託が必ずしも悪い

ということではないと思うんです。やっぱり財政難とかいろんなことがあって，そこは検

討しなくちゃいけないことだって出てくると思うんですけど，そのときに今のユーフォー

で業務委託して感じるのは，やっぱりそれぞれの学校のユーフォーによって，やり方が違

ったりとか，連絡の方法が違ったりとかっていうのが結構あって。保護者間でいろいろ話

していて出てくることがあるんですね。今，お話ししていただいたように，ここの今の児

童館は，きょうもお話し合いをされたということで，やっぱりそういう業務委託されても，

中身が伝わるような，中身っていうのをどうつくっていくのかっていうことを考えていか

ないと，やっぱり行く所によって，全然サービスが違ってたりっていうことがあってはい

けないと思うので，その辺はちょっと配慮した上で，検討していただきたいと思います。 

 

委員長：他にいかがでしょう。提言の 2の所はいかがですか。4節になりますけど。 

 

委員：私も地域福祉コーディネーターさんとお会いする機会をいただいて，お話しするこ

とがあったんですけれども，地域福祉コーディネーターさんは，調布の場合は四つの地域

に分かれていて，それぞれ担当地域をお持ちで，そこを中心に活動をされているんですけ

れども，そこにいろんな情報が集約されるっていうか，集まっているようなんですね。そ

れは本当に児童館だと子ども中心っていうふうになりますけれども，地域コーディネータ

ーの皆さんは，子どもも，老人も，大人も，いろんな方が地域の困りごとを相談されて，

コーディネーターさんは，それをどう解決したらいいかっていうところで，いろいろな解

決方法を探ったり，解決するためにいろんな機関とつながったり，人とつながったり，そ

れをしようとされてると思うんですけれども，先ほどお話しがあったように，やっぱり児

童館が全部を請け負うだけではもちろんないですけれども，そこの中の一員として，例え

ば，児童の問題で地域から相談があった場合は，児童館に相談しようっていうか，児童館

も巻き込んで，一緒に支援策を探っていこうっていうようなことができるんだなって。具

体的なイメージがすごく湧いたので，なかなかまだ CSWって知られてないと思うんですけ



24 

れども，そういうことも少し具体的にも書いていただいていますし，必要なことだなとい

うふうにすごく感じています。 

 それから，新しい大きな建物はなかなか建たないので，既存のいろんな社会的な施設を

利用してっていう話もありましたけど，昨年まで東部児童館という所にいたんですけれど

も，仙川地域では，仙川地域にある公的な施設の連絡会っていうのを，今年を入れて 3年

目ぐらいになると思うんですけれども，始めたんですね。そこでも 2カ月に一度ぐらい，

私がいるときは定例化してましたけれども，公民館とか，包括支援センターとか，いろん

な分野の，いわゆる公的機関の人たちが集まって，情報共有をしたり，一緒にイベントを

やろうって言ったり，そういう日常的なつながりを持っていました。それぞれの地域で，

そういう場があると，顔見知りにもなれるし，課題も共有できるし，そのときはこうしよ

うっていうようなことが，すぐ割と直線的につながったりして，いいんだなというふうに

すごく感じています。本当に，児童館の職員だけではできないこととか，今ある児童館の

施設では，やっぱりやれることってすごい限られていると思うので，そういう所とどうつ

ながっていくかっていうところで，館長頑張れって言われていますが，そこで人材を，質

を上げていったり，施設等をつなげていくというところで，館長は頑張らないといけない

んだなというふうにちょっと感じました。 

 

委員長：ありがとうございました。他によろしいですか。皆さん，さまざまなご意見あり

がとうございました。それでは時間も迫ってまいりましたので，各委員さんからいただき

ましたご意見を事務局で整理していただき，報告書として取りまとめていただければと思

っています。なお，児童館あり方検討委員会は，本日が最終日となりますが，今後の報告

書の作成と修正部分の確認については，いかがいたしましょうか。 

 

事務局：では，今，委員長からございました，報告書の作成と，修正部分の確認について

は，委員長に一任という形でよろしいですか。 

委員複数：異議ありません。 

 

事務局：それでは，委員長に一任をよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長：分かりました。それでは，報告書の最終案がまとまったところで，事務局から各

委員の皆さまに送付をしていただき，内容を確認していただくということで，よろしくお

願いいたします。 

 

委員：あり方検討委員会としては，例えば，こういう提言をするとか，こういうことが期

待されるっていうことで，あり方検討委員会として市に提出するという形を最終的にまと

まったら取る。その上で，市が行政文書としての報告書にまとめる。それは，市が自ら期
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待しても変なので，何とかであるとかっていうふうな言い方でまとめて，行政文書として

報告書を取りまとめるという，そういう理解でいいですよね。 

 

事務局：そういうことで，まさに今。 

 

委員：一応，そこは皆さんに確認しておいてください。 

 

事務局：報告書はそういう形で表現をさせていただきたいと思います。この作業について，

委員を代表した委員長と事務局で確認していきます。 

 

 

■３．その他（事務連絡） 

 

事務局：それでは，本日も長時間にわたりまして，貴重なご意見，ありがとうございまし

た。本日で，調布市児童館あり方検討委員会を全て終了になります。今，お話のとおりで

すけども，1年間議論を重ねてまいりました，本委員会の報告書を近日中に取りまとめま

して，各委員の皆さまへ内容を確認のために送付させていただいた後に，年度内に発行し

て参りたいと思います。内容を確認の上，何かありましたら，また事務局のほうにご連絡

をいただきたいと思います。 

 

委員長：最後，全体を通して，ご意見等はございますか。 

 

事務局：事務局を代表して，私のほうから一言ごあいさつをさせてもらいたいと思います。

本日まで 5回にわたりまして，あり方検討委員会を開催させていただきまして，皆さまか

ら貴重なご意見をいただきました。毎回，言ってましたけども，皆さんのほうから，児童

館の将来的な夢を，この 5回にわたって語っていただきました。その夢を語っていただい

たものを，今度提言としてまとめていただいて，それを最終的には報告書という形に取り

まとめ，来年度，平成 29年度からは，この夢に対して，現実に，実際にはどういうふう

に細かい所を実現していくのかっていうことを，今回の皆さんの議論をもとに，行政とし

て平成 29年度に形をつくっていきたいというふうに考えております。この今回の 5回の

議論が決して無駄にならないように，私たちが今度はしっかりと受け継いで，平成 29年

度については，調布市としてもしっかりと，今後の児童館を形づくっていきたいなという

ふうに思っております。5回にわたりまして，皆さまからの，本当にさまざまな，私たち

も気付かなかったご意見をたくさんいただきまして，大変勉強になりました。本当にあり

がとうございました。 
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今回，このあり方検討委員会の中には，一般財団法人児童健全育成推進財団の協力がなく

ては，本当にこのまとめには，ここまでこれなかった。そして，今回は第 1回目にもお伝

えしているかと思いますけども，本来，こういった一自治体に，ここまでご協力いただけ

ないところが，財団さんのおかげで，このような形を取っていただいて，まとめることが

できましたので，本当にそれを感謝を申し上げることをちょっと言い忘れてしまいました。

追加をさせていただきます。 

 

委員長：委員の皆さんにおかれましては，今後とも，調布市の児童館の活動に対して，さ

らなるご協力をいただきますよう，お願い申し上げまして，調布市の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。 

 

一同 ありがとうございました。 

 

(了) 


