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東村山市児童館・児童クラブ運営等基本方針（案）に関する意見募集の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

※お寄せいただいたご意見の中に複数にわたる内容が記載されている場合は、項目ごとに分散するなど、整理して記載しています。 

また、明らかな誤字・脱字等の修正を除き可能な限り原文のまま掲載しています。 

     ※「東村山市パブリックコメントの実施に関する指針」第 5の 3の規定を踏まえ、無記名でのご意見に関してはご意見として承りますが回答 

の対象外としています。 

1.案件名 東村山市児童館・児童クラブ運営等基本方針（案）に関する意見募集の結果 

2.担当所管 

（1）名称 東村山市子ども家庭部児童課 

（2）所在地 〒189-8501 東村山市本町 1-2-3 いきいきプラザ 2階 

（3）電話番号 042-393-5111（代表） 内線 2295・3606 

3.概要 

（1）意見募集期間 令和 4年 5月 1日(日曜)から令和 4年 5月 20日(金曜)まで 

（2）周知方法 東村山市のホームページ、市報ひがしむらやま令和 4年 5月 1日号、意見回収箱の

設置場所へのポスター掲示 

（3）資料等の設置場所 情報コーナー(本庁舎 1階)、いきいきプラザ総合相談窓口(いきいきプラザ 1階)、

各公民館、中央図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、市民スポーツセンター、

多摩湖ふれあいセンター、各ふれあいセンター、青葉地域センター、美住リサイク

ルショップ、社会福祉センター、サンパルネ内「地域サービス窓口」（ワンズタワ

ー2階）、子育て総合支援センター「ころころの森」、本町児童館、秋津児童館、栄

町児童館、北山児童館 

4.ご意見をお寄せいただいた人数 
計 15名（内訳：各施設での提出 6名、郵送での提出 0名、ファクシミリでの提出

0名、市ホームページでの提出 9名）、他無記名 2名（各施設での提出） 

5.お寄せいただいたご意見の数 20件 

6.お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方 別紙のとおり 
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№ ご意見 市の考え方 

1 

 

 

大きくわけて、2つを希望します。 

①遊び場としての遊具やイベントの充実 

②未就学児の親のサポート、ケアの充実 

 

①東村山市は、子供が遊べる場所が非常に少ない。 

こども動物園、室内遊園地、アスレチック、遊具の充実した公園等。故

に選択肢が無いので、児童館に必然的に流れますが遊び場としては物足

りない。室内外ともに大型を含む遊具施設の充実や、縁日やバザーなど

多人数が参加できるイベント回数を増やして欲しい。 

 

②親子分離イベント(託児しながらの親向けイベント)や親向けカフェ

(有料)や親向け休憩スペースの設置 

リラックスチェア、マッサージ器具などの設置 

 

今後の児童館における機能強化につきましては、本方針（案）P14から P21に記

載しております「児童館のあるべき姿」をもとに、今後の児童館の運営体制の強化

や事業の充実等についての検討を行っていくことになります。いただいたご意見に

ついて参考とさせていただきます。 
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児童クラブでも小学校の夏季休暇や土曜日で給食の代わりになる昼食

をご用意いただけるよう改善を希望します。初めは市民へのアンケート

から始めたり試験期間のような形でも良いので、まずは改善に向けてご

検討いただきたくお願い申し上げます。 

個人的には有料で、希望者のみ仕出弁当でも良いと考えます。 

食物アレルギーなど難しい課題はあると思いますが、ご検討いただけ

ないでしょうか。 

フルタイムで働き保育園児と幼稚園児をワンオペで育てております

が、保育園や幼稚園の預かり保育で給食があるので、仕事家事育児の三

足の草鞋を履く身としては仕事を継続する上でとても助かっています。 

子育てしながら働きやすい環境を整えていただけると大変ありがたいで

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

一日保育実施日における昼食の提供につきましては、保護者の皆さまからの要望

を踏まえ、過去に一部の児童クラブにおいて試行的な取り組みを行った経過がござ

いますが、慎重を期して対応すべき食物アレルギーへの対応を始め、昼食の発注や

キャンセル、保管、集金・支払い、片付けの対応や、継続して提供を行うための仕

組みや体制づくり、責任の所在などの様々な面で多くの課題があるところです。 

放課後における児童の健全育成を主眼とした児童クラブ事業の性質に鑑み、現状

では昼食の提供について、保育所等のような必須サービスとすることは考えており

ませんが、他自治体での取り組み状況や課題点などについて引き続き研究してまい

ります。 
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児童館、児童クラブは、人的マンパワーが必要であることは周知のこ

とだと思います。一方、マンパワーが集中する時間帯が多いことから、短

時間労働を余儀なくされる部分もあります。 

一定の賃金補償も必要ですし、専門的な知識も必要とされ、専門職を

配置する必要もあるかと思います。 

市直営では、優秀な人材を常に雇用し、その職に任用するには、難しい

面もあることは申し上げるまでもないかと思います。 

全施設の一括指定管理方式による、施設の管理、運営を行うのが良い

と思います。 

 

本方針（案）P33から P36「第 4章 あるべき姿の実現に向けて」に記載してお

りますとおり、児童館においては、既存クラブに対しての指導やチェックを継続し

つつ、専門性や事業の充実など児童館機能の強化を図るため、今後の児童クラブへ

の民間活力の導入に併せて、例えば、公営児童クラブから児童館への職員の再配置

を行うなどの担い手の確保に必要な手立てを講じてまいります。 

 また、児童クラブにつきましては、P36＜民営化進捗イメージ＞を基本とし、公

営から民営への変更に際し、経過措置的な期間を設定しながら丁寧に対応すること

で、利用者の理解を得ながら、総体としての民間活力の導入を進めてまいります。 
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2章-4-（3）「すべての児童クラブにおけるサービス水準の確保と質の

向上のためには、関係機関との連携等を有機的に機能させていくための

コーディネーターの役割や、サービス水準の作成・チェック機能を担う

役割を構築する必要があるが、その役割については、児童クラブが自ら

直接担うのではなく、児童クラブとは別の機関が客観的な立場でこれを

担い、統一的かつスタンダードな対応を図ること。」（23頁） 

 

3章-2-(3)「引き続き、「公」にてその役割を担っていくべき機能 

・一定のサービス水準の確立とブラッシュアップ  

・チェック機能の確立  

・会議・研修・事例検討会等の実施 

・関係機関等との連携のコーディネート及び現場職員のサポート 

（31頁） 

 

すばらしいと思う。しかし行政内の知恵と努力だけで達成するのは、

困難を伴わないか。経常費で、外部の専門家の助言・指導等を仰ぐことを

恒常的な前提としてもよいのではないか。経験と実績を持つ民間企業や

 本方針に基づく取り組みを進める中で、いただいたご意見について参考とさせて

いただきます。 
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団体（放課後児童指導員協会、キッズコーチ協会など）、大学所属の研究

者なども多数存在します。 

 

※当該項目における民間委託や指定管理者制度の導入を支持しているわ

けではありません。 

 

5 
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3章-2-(3)「「民」でも十分にその役割を果たし得る機能は、利用者で

ある子どもや保護者に向けた現場における機能・サービス等である。」 

（31頁） 

 

上記引用箇所を読むと「学童保育の現場＝指定管理者制度適用」とも

判断されますが、その可能性はあるのでしょうか。 

エリアを統括すべき児童館と、少なくとも幾つかの児童クラブの現場

は、共に公設公営でないと、現場の状況を直接把握することがきわめて

困難になると考えます。 

現実の子どもたちの状況を、忖度も遠慮もなく行政へ、即座に伝達可

能なのは、同じく行政に属する公務員です。 

本市では 10年以上、放課後児童支援員の退職者不補充が続いていると

聞きます。これに一定の歯止めをかけないと、現場の声の伝達は不正確

になり、ひいては「引き続き「公」にてその役割を担っていくべき機能」

（31頁）自体が、機能しなくなります。 

 

児童クラブへの民間活力に導入につきましては、全ての児童クラブに対して、本

方針（案）P35から P36「3 児童クラブへの民間活力の導入の進め方について」に

記載してあります進め方を基本として考えております。 

本方針（案）P34に記載しておりますとおり、公の立場での機能強化として、児

童館が児童クラブに対するチェック体制を構築していく過程において、専門性や事

業の充実など児童館機能の強化を図るため、例えば、公営児童クラブから児童館へ

の職員の再配置を行うなどの担い手の確保に必要な手立てを講じながら、指定管理

者の運営による児童クラブの現場の状況を直接把握する取り組みを行うほか、指定

管理者との間で締結する協定や仕様書等に基づき、定期的な連絡・調整等の対応を

図ることで現場の状況を把握し、適時適切な対応に努めてまいります。 
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以下、細かいことです。 

児童館利用者として、中高生までを本気で視野に入れるのであれば、

①各児童館の施設の拡充、②児童館自体の増設が必要、と考えます。 
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①は、冨士見文化センターの分室以外の施設の一部を恒常的に夜間開

放するなどです。 

 

 

 

②については中学生の場合、自身の中学校区が行動範囲のベースであ

ることから勘案しても、本町や冨士見は対象範囲が広い、換言すれば利

用児童からは遠距離かつ施設の充実度に問題が発生する可能性が大で

す。 

そもそも児童館は久米川、続いて青葉・萩山と、8館・7館構想から縮

小していった歴史を持ちます。その過程で、進行していた福祉計画の 5エ

リア構想に追随することで、5 館という後付けの理由を設けたのに過ぎ

ません。 

児童館長の勤務時間帯は固定されていますか。毎日ではなくとも、管

轄エリアの児童クラブの子どもたちが退所する最終時間に立ち会うこと

はありますか。あるとしたら、現時点での頻度はどの程度でしょうか。 

 

【① について】 

今後の児童館における機能強化につきましては、本方針（案）P14から P21に記

載しております「児童館のあるべき姿」をもとに、今後の児童館の運営体制の強化

や事業の充実等についての検討を行っていくことになります。 

 

【② について】 

地域福祉計画や子ども・子育て支援事業計画における市内を 5つのエリアに分け

て福祉施策を展開する考え方を前提に、現在の施設体制における効果的な施策展開

を進めることを基本としています。現在では公共施設再生計画など他の行政計画と

の整合を意識した市総体としての対応が必要であり、児童館の増設についての検討

はいたしておりません。施設の増設や拡張等の可能性については、将来において各

種公共施設の更新に際して施設の複合化・集約化を図る中で必要に応じた検討を関

係所管と共に進めてまいります。 

また、本方針（案）P34「1 児童館・児童クラブのあるべき姿と取り組みの方向

性」に記載しておりますとおり、児童館における公としての機能強化のうち、児童

クラブに対するチェック体制の構築を行う中で、児童館長を含め、新たな業務への

効果的な対応を図るための勤務体制等についても検討してまいります。（なお、現

状においても児童館長については、その勤務時間中において所掌するエリアの児童

クラブに対して、日々の現場業務に必要な指示や連絡調整等を行うことを目的とし

て、定期的に訪問・巡回する対応を行っております。） 
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仮に民営化されるとなると、人員配置の適正化、保育の質の維持、料金

の値上げなどの懸念がありますが、これらの課題はクリアされるのでし

ょうか。 

児童クラブにおける人員配置の適正化、保育の質の維持につきましては、運営を

担うことになる民間事業者に対し、市との協定等仕様に基づく対応を求めていくこ

とはもとより、本方針（案）P31「（3）担い手の整理」に記載しておりますとおり、

今後段階的に民間活力の導入を図ることを想定しているすべての児童クラブにつ

いて、引き続き市が運営を継続する児童館が、市の求める水準での育成支援サービ

スの実施状況について定期的なチェック等を行うことで、継続した民営の児童クラ

ブにおける育成支援の質の維持・向上に努めてまいります。 
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 なお、支援員の配置につきましては、本方針（案）P12「（3）東村山市の児童ク

ラブ」に記載しておりますとおり、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準（平成 26年厚生労働省令第 63号）」第 10条第 2項で支援の単位ごとに 2

人以上の配置が求められているところ、当市では、国基準を上回る、支援の単位ご

とに 3人以上の配置を条例で定めており、民営の児童クラブに対しても同様の人員

配置を求めることになります。 

 

 また、児童クラブ費につきましては、公営・民営を問わず、「東村山市立児童館

条例」にて、現在は児童 1人につき月額 5,500円(※1)としており、当該金額の改

定等については、社会情勢の変化等に照らして適正な額等を「保育料等審議会」の

審議などを経て定められるものとなります。よって、このたびの民営化を理由とし

て改定を行うものではなく、また、民営化により施設ごとにその設定が変わるもの

ではありません。(※2) 

 

(※1)条件により、別途減免の規定があります。 

(※2)ただし、指定管理者が自主事業として実施する独自のサービス（例：延長保

育等）を利用する際には、別途利用料金が発生することがあります。 
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1.指定管理者による運営が既に行われており、保護者満足度も高いとあ

りますが、実際に現場で子どもたちを見ていただく指導員の方々の満足

度も上がっているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.について】 

「保護者満足度」については、基本的には毎年定期的に各施設で実施している、

全ての利用者を対象としたアンケート調査にて把握しているところです。「指導員

の満足度」を測る調査そのものは実施しておりませんが、現在、指定管理者による

運営が行われている 5か所の児童クラブにおきましては、P28「●現状の連携イメ

ージ図」に記載しておりますとおり、各エリアを統括する児童館と日頃から連携を

図り、公営・民営を問わず、エリアを超えて育成支援の質の維持・向上に向けた情

報交換・共有が図られています。その中においても、これら 5か所の児童クラブの

指導員の適性や勤務姿勢などについては一定の評価をしており、今後とも、指定管

理者運営施設における良好な職場環境づくりに必要な支援を行ってまいりたいと

考えております。 
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2.公の役割として「関係機関等との連携のコーディネート及び現場職員

のサポート」とあります。一方、一定のサービス水準の確立とブラッシュ

アップやチェック機能の確立が担う機能であることから、市側のスタン

スとしては、「コーディネートやサポート」よりも、市側が解決するんだ！

という姿勢で対応いただけないでしょうか。 

 

 

 

 

3.民間の知識・ノウハウを公が吸収して公が柔軟に対応していくという

選択肢は検討されなかったのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.今後、民営となった場合、保護者が負担する月々の費用というのは、委

託会社が自由に設定できるようになるのでしょうか？ 

 

5.「既存の公営児童クラブの職員については、本人の希望等も考慮しつ

つ、その後の運営を担う事業者において、可能な限り積極的な雇用に努

めるよう、働きかけを行っていく」とありますが、職員の待遇について民

営となった場合の最低賃金等の取り決めはあるのでしょうか？ 

 

 

【2.について】 

本方針（案）P31「(3)担い手の整理」に記載しておりますとおり、引き続き、「公」

にてその役割を担っていくべき機能は、児童クラブ総体としての育成支援の質の維

持・向上を図ることであり、「民」でも十分にその役割を果たし得る機能は、利用

者である子どもや保護者に向けた現場における機能・サービス等の提供であると位

置づけております。市が責任を負うことに変わりはなく、ご意見としていただきま

した市のスタンスにつきましては、本方針（案）の趣旨と合致するものと捉えてお

ります。 

 

【3.について】 

民間の知識・ノウハウの還元につきましては、本方針（案）P30「●育成支援の

質の維持・向上に係る施設運営の側面における連携イメージ図」に「子ども、保護

者の声やニーズを拾い上げ、エリアごとの水準づくりにフィードバック」と記載し

ていることからも、児童クラブの担い手が「公」「民」のいずれであっても、「公」

が確立する一定のサービス水準に現場の知識やノウハウ、情報等を還元する仕組み

づくりを行ってまいります。また、前提として、児童クラブの現場における利用者

である子どもや保護者に向けた機能・サービス等の提供は「民」でも十分にその役

割を果たし得る機能と位置づけていることから、本方針においては、児童クラブに

おける公営の継続を前提とした考え方はお示ししておりません。 

 

【4.について】 

月額の児童クラブ費につきましては、回答 7を参照してください。 

 

【5.について】 

 事業者における雇用条件に関しましては、あくまで事業者とその被雇用者間での

契約となりますが、市と締結した基本協定書や仕様書等に基づき、市の求める水準

での業務の履行を確認する中で、運営事業者としての財務の安定性や、指導員の継

続雇用に係る環境整備の状況及び雇用状況等、適切な労働環境が整備されているか

の確認を行っております。 
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6.運営会社の不祥事や職員の大量退職等で突然運営ができなくなった場

合でも、学童クラブの開所は継続されるのでしょうか？ 

 

【6.について】 

 ご指摘のような不測の事態の発生時における児童クラブの運営については、指定

管理者との協定や条例の規定を踏まえ、速やかにその事態を把握し、運営事業者と

連携・調整のうえ、公設の施設として市の責任において開所の継続を前提とした対

応を図ってまいります。 
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P35「民間活力導入」についての意見。すでに回田、大岱など 4校（小

学校）に公設民営の児童クラブを併設している民間活力の導入とするが、 

年間の指定管理者への委託料が 8,200 万円のもちだしになっていること

にはふれていない。この施策によって、これまで公設公営の基本がくず

れ、新たな委託料を負担している。 

15小学校のうち、現在の 4施設をさらに拡大することを提起している。 

1校が単純計算で 2,050万円となり、残り 11校も民間委託となれば、

2 億 2,550 万円の新たなもち出しとなる計算になる。この民間活力の導

入にはたして合理性があるだろうか。事業（児童クラブ）の運営として存

在するものの体制は、自体の手をはなれていくことがすすむことになる。

さらに市はすでに児童館職員や指導員を「会計年度任用職員」へ転換、非

正規職員に切りかえている。要するに不安定雇用への身分転換であり、

費用は「人件費」ではなく「物件費」であり、安心して働く条件を切り下

げている。全体の運営がぜい弱な体制へと進んでいく中で「少子化」がぶ

つかってくる。児童クラブ閉さが現実の課題になり、小学校の統廃合へ

と傾斜することを想像することはさけられない。 

 

民間活力の導入を図ることを想定しているのは、既存の公営児童クラブ（全 24

施設）であり、本方針（案）P35から P36「児童クラブへの民間活力の導入の進め

方」にあるとおり、既存の公営児童クラブに対して順次段階的に民間活力の導入を

図るものであり、単純に「新たな委託料（による負担）」が発生するものではあり

ません。 

また、「15小学校のうち、現在の 4施設をさらに拡大することを提起している。」

とのご指摘ですが、上記のとおり、本方針は既存の公営児童クラブへの対応につい

て考え方をお示ししたものであり、小学校施設内に新たに整備を行うことを想定し

たものではありません。 
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育成室と児童クラブの両方に子どもを通わせています。 

児童クラブの先生は、責任者の先生 1人は固定されているようですが、 

入れ変わりが多いようです。育成室の先生は異動があっても、数年に 1回

で継続して同じ先生にみてもらえている安心感があります。 

民営化された場合、職員さんが変わっていまい、1年毎にほぼ総入れ替

支援員の配置並びに育成支援の質の確保等への対応につきましては、回答 7を参

照してください。 

各職場における人事異動は、公営・民営を問わず、各施設の運営体制の継続に支

障を及ぼさないよう配慮を行いながら、定期的に行われるものと認識しておりま

す。 
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えになるのか。育成室の現在の状態に満足しているので民営化された時

がとても不安です。 

 

異動等により職員が入れ替わることになった理由にもよりますが、現在、指定管

理者が運営する施設の運営についても市として適時確認を行いながら、適正な運営

の確保に努めているところであり、今後においてもご指摘のような状態を発生させ

ない取り組みに努めてまいります。 
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民営化には反対です。 

3 月まで〇〇育成室に在籍していました。育成室の職員さんは豊かな

経験があり、子ども達 1 人 1 人に目を配り、声かけしてくださっていま

した。遊びの経験も豊富で、〇〇公園にも連れて行ってくださり、沢山自

然の中での遊びを教えてくださっていました。子ども達にとって何より

貴重な豊かな放課後の時間でした。とても感謝しています。 

 

民営化をしてしまえば、今まで受け継がれた経験が途絶えてしまいま

す。職員さん達の保証も心配です。学童の人材が人手不足の中、民営化を

してしまえば、ますます子ども達の保育の質は下がってしまいます。 

 

民営化せず、職員さん達の働く保証や環境を上げ、市が市に住む子ど

も達のために、いい人材を育てていただきたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

本方針（案）P31「（3）担い手の整理」に記載しておりますとおり、現場で直接

的に児童や保護者へサービスを提供する児童クラブについては、市が求める一定水

準以上の「民」であれば、十分に担い手として対応可能であると考えております。

また、現在 29 か所ある児童クラブのうち、5 か所において指定管理者による運営

が行われておりますが、これら 5か所の児童クラブにつきましては、現状の実績と

して保護者満足度も高く、「民」による柔軟性を活かした運営が行われており、多

様化する利用者ニーズに対応している実績からもそのように評価しております。 

 

東村山市の育成支援の質の維持・向上につきましては、本方針（案）Ｐ24「（3）

児童クラブ総体のサービス水準の維持・向上」の今後の取り組みイメージで記載し

ておりますとおり、「担い手によらず、東村山市の育成支援の質を維持・向上させ

るための水準づくり及びブラッシュアップ」を行ってまいります。 

 

また、現在公営児童クラブに勤務する職員につきましては、本方針（案）P34に

記載しておりますとおり、専門性や事業の充実など児童館機能の強化を図るため、

「児童クラブへの民間活力の導入に併せて、例えば公営児童クラブから児童館への

職員の再配置を行うなどの手立てを講じる」ほか、P35に記載しておりますとおり、

「本人の希望等も考慮しつつ、その後の運営を担う事業者において、可能な限り積

極的な雇用に努めるよう働きかけ」を行い、その後の安定的な運営に繋げるような

取り組みを行ってまいります。 
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・もっとわかりやすくして欲しいです。何が書いてあるか長くて、とて

もわかりずらいです。 

P3「2 方針策定の経過」で記載しておりますとおり、本方針（案）につきまし

ては、学識経験者、学校関係者、児童クラブ保護者、民間事業者及び公募市民など、
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・決定している事なのでしょうか？ 

・市民に賛成か、反対かをきかないのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民営化した場合、今の職員さんは解雇されるのですか？ 

 

 

・民営化とは社会福祉法人にまかせるというのもあるのでしょうか？ 

株式会社などだけでしょうか？ 

 

外部有識者等で構成された「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」より、三

か年にわたる議論を経て提出された提言書や、保護者を代表する組織となる東村山

学童保育連絡協議会役員の皆さまとの代表者協議における合意事項等をもとに作

成したものであり、このたびのパブリックコメントにて広く市民の皆さまから意見

募集を行い、これを踏まえて最終的に策定するものです。 

また、本方針（案）は、「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」より提出

された提言の趣旨を違えないよう、基本的には提言書の構成や記載に可能な限り忠

実に策定を行ったところです。児童館・児童クラブのそれぞれのあるべき姿などを

示したうえで、両者の連携についてもその考え方等を示していることから、重複す

る形での記載を行わせていただいておりますことをご理解いただきたいと思いま

す。 

 

児童クラブへの民間活力の導入に伴う公営児童クラブの職員への対応につきま

しては、回答 11を参照してください。 

 

本方針（案）P35「児童クラブへの民間活力の導入の進め方」に記載しておりま

すとおり、民間活力の導入にあたっては、指定管理者による運営を基本と考えてお

り、指定管理者については、地方自治法第 244条の 2第 3項の規定に基づき、東村

山市立児童館条例第 16条第 1項にて「法人その他の団体であって市長が指定する

もの」にその管理運営を行わせることができると規定しています。なお、過去にお

ける指定管理者の公募に際しても、当市では株式会社のみならず、社会福祉法人な

どを含めた幅広い法人類型を対象としたところです。 
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結論から言うと民営化には反対です。 

平成 30年から検討してたとのことですが、市民や保護者にどのように

周知されてましたか？ 

2年前から児童クラブに通わせてますが知りませんでした。 

第 2 保育園が民営化される時も子どもが該当年齢でしたが、その時も

本パブリックコメント実施の趣旨等を踏まえ、児童館・児童クラブに関するご意

見に対し、ご回答申し上げます。 

平成 30年度当時の今後の児童館・児童クラブの運営体制についての庁内検討を

もとに、このたびの本方針策定に向けた、市民や保護者の皆さまへの検討経過等の

周知につきましては、市ホームページ上にて「東村山市児童館・児童クラブ運営等

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/jidokan/uneitoukentoukai.html
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周知不足を感じました。もっと全員が周知できる方法で広く知らせるべ

きです。 

市側は結論を保護者に伝えるだけ、きっとここで意見を言っても決ま

ったことと言われることでしょう。 

第 2 保育園を民営化された後に残った保育施設を有効活用してくれる

と言ってくれましたが、結果どうなりましたか。 

売却となるのを知り本当にがっかりしました。 

萩山駅から南側に市の施設は一つもなくなりますがその点はどう考え

てますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

話しは逸れましたが、民になっても施設の維持はできるでしょうが質

は落ちます。だって民は利益優先なんです。 

本当に子どもたちの事を考えてくれるのなら市の運営で頑張って欲し

いです。今の児童クラブの先生方は本当に子どもたちのことをよくみて

くれています。色んな子どもの事をよく知っています。あまり児童クラ

ブに行かない私ですが、そう感じて安心して子どもを預けることが出来

ます。 

児童館、児童クラブの存在意義から目を逸らしているのは市ではない

のでしょうか？ 

本当の存在意義をもう一度考えていただきたいです。 

みんな仕事をしていて忙しいです。そちらは仕事なのでこの事に向き

合うことができますが、保護者は違います。 

仕事に子育てにいっぱいいっぱいなんです。 

検討会」の検討経過及び「中間報告・最終報告（提言）」を公開している他、提言

受領後の取り組みにつきましても「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の最

終報告（提言）を受けての取り組み」として、担当所管である児童課と、保護者を

代表する組織となる東村山学童保育連絡協議会役員の皆さまとの間で、本方針策定

に向けた最終的な合意形成や、より良い児童クラブ運営を実現するための意見交換

などを行う代表者協議の枠組みの中で協議した内容につきまして、その協議概要を

公開しております。 

また、令和 3年 11月 26日付にて、当市の児童クラブに在籍する全児童の保護者

の皆さまに向けて「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の最終報告（提言）

を受けての取り組みについて（お知らせ）」を一斉メール配信等の方法で周知させ

ていただいた他、令和 4年 5月 2日付にて、同様に「東村山市児童館・児童クラブ

運営等基本方針（案）の策定について（お知らせ）」をもって、これまでの検討経

過等を含めてお知らせしているところです。 

今後も必要に応じて、市ホームページや、保護者への一斉配信メール等を活用し、

周知に努めてまいります。 

 

児童クラブにおける育成支援の質の維持・向上につきましては、回答 7を参照し

てください。 

 

なお、この間の三か年にわたる「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」に

おける議論や提言の内容、また、昨年度より継続している東村山学童保育連絡協議

会役員の皆さまとの協議においては、前提として運営の担い手のいかんに関わら

ず、育成支援の質の維持・向上を図ることが重要である旨の考えが示されており、

これらのこと等をもとに、本方針（案）を策定しております。 
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パブリックコメントがなければ意見がないと決めつけないでくださ

い。 

どうぞよろしくお願いします。 
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 児童館の児童クラブが、民営化されるかもしいれないと聞き、今まで 

児童館でいろいろな行事をやってもらってきた事が、少しでも減ってし 

まったりするような事があれば、民営化されても意味がないと思います。 

 いろいろな行事や工作だったり、お散歩だったり、先生のきめ細やか 

な配慮があって、とてもいい児童クラブだと感じていましたので、それ 

がなくなってしまうかもしれないと思うと、さびしい感じがします。 

 

 

 

 

回答 11を参照してください。 
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 児童館や児童クラブの民間委託には、現在の保育の質が保てるのかと 

の不安が拭えません。 

 利益が第一の企業に任せるというのには納得できません。経費削減の 

他に、何か理由があるのでしょうか。 

 放課後にどのような環境で過ごせるのか、子どもの人格形成に影響し 

ますので、公営を継続してください。 

 少子化なのに、子どもを取り巻く環境が厳しくなっているこの頃、「子 

育てしやすい町」のままでお願いします。 

 

 パブコメなのに、個人情報を詳しくと言われましても、市の方針に反 

対表明なので、困ってしまいます。まだ当分住み続けますので。 

 

回答 7を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市におけるパブリックコメントは、「東村山市みんなで進めるまちづくり基本

条例」第 9条に規定する「情報の共有」及び第 12条第 2項に規定する「市民参加」

の手法として、「東村山市パブリックコメントの実施に関する指針」に基づいて行

われており、同指針第 5の 3には、「意見を提出するもの（以下「提出者」という。）

は、住所、氏名、連絡先等を明らかにするものとする。」と規定されております。 
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なお、意見提出者の個人情報の取り扱いに当たっては、本パブリックコメントに

係る用途のみに使用し、氏名等の個人が特定される情報を公表しないことはもとよ

り、「東村山市個人情報保護に関する条例」及び「東村山市情報公開条例」を遵守

した対応を行ってまいります。 
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◎児童クラブの民営化について 

◎児童クラブの民営化について 

児童クラブの民営化には反対いたします。反対理由は以下の通りです。 

 

1.子どもたちへのメリットがない 

→子どもたちにとって、具体的に何がどのようによくなるのか資料か

ら読み解くことができません。経費削減ありきの民営化であれば、

利益を上げるために人件費を削るため、能力のある人材が集まりに

くいと懸念します。また、設備投資を蔑ろにする事が予想され、取り

返しのつかない事故や事件につながる可能性が高くなります。 

民営化によってもたらされる子どもたちへのメリットをご提示下さ

い。 

 

2.公費の不適切な運用につながる可能性が高い 

→株主利益が優先され、利益が子どもや市に還元される可能性が極

めて低くなると思われます。例えば、中抜きなど公費の不適切な運

用を防ぐための対策についてご提示下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.～2.について】 

本方針（案）でお示しした、児童クラブの民営化に関する市の考え方につきまし

ては、P3「2 方針策定の経過」で記載しておりますとおり、学識経験者、学校関

係者、児童クラブ保護者、民間事業者及び公募市民など、外部有識者等で構成され

た「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」より提出された提言書や、保護者

を代表する組織となる東村山学童保育連絡協議会役員の皆さまとの代表者協議に

おける合意事項等をもとにしております。 

 

このうち、今後の児童クラブへの民間活力の導入にあたっては、「東村山市児童

館・児童クラブ運営等検討会 提言書」P26「（3）今後の児童館・児童クラブにおけ

る連携のあり方について」にて、市では様々な社会情勢等の変化への対応を迫られ

る中、すべての機能を「公」で担うことは現実的ではなく、今後はどのように「民」

を効果的に活用していくかが課題であるとの前提に立ったうえで、現場に関する機

能のほとんどは「民」でも十分に担うことが可能であるが、民間活力を導入した後

も、「公」は引き続き一定水準のサービスの継続性及び質を担保する責任を負うこ

とに変りないこと、これらの「公」の役割を土台として、「民」の創意工夫による

サービスが上乗せされることによって、多様化する利用者ニーズに対応することに

も繋がる旨が明記されており、本方針（案）においても、その考え方を基本として

おります。 
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3.サービスの向上に繋がらない 

→児童クラブの運営では企業間の競争がほとんどないため、サービ

スの向上や利用料金の低廉化には繋がらないと考えられます。それ

ゆえ、どのような施策でサービスの向上を図るのかご提示下さい。 

 

 

 

 

 

4.民営化より優先すべきことがある 

→民営化よりも下記を是正する方が子どもたちの環境を整えることに

なると考えます。子どもを取り巻く環境の改善よりも、民営化を優先

する理由についてご提示ください。 

 

以上の観点より、民営化には反対いたします。 

上記 1から 4のために、何をどのように対策を取るのか具体的にご提 

示ください。 

 

 なお、民間活力の導入を図るのは、主に児童クラブの現場における児童への育成

支援サービスの提供についてであり、ご指摘の施設の維持・補修等につきましては、

仕様書等で市と事業者との間での負担区分等を明確にしたうえで、市の責任におい

て、引き続き「公設」の施設として適切な維持・管理を行うほか、指定管理料につ

きましても、市の予算として毎年度計上し、市と締結した協定や仕様書等に基づき、

市の求める水準での業務の履行を確認のうえ、運営事業者へ適正な対価として支払

うものであり、現状においても市としてチェック体制を構築し、日頃から確認して

います。また、「東村山市指定管理者管理運営評価協議会」にて毎年度、管理運営

の状況が適正かモニタリングを行っております。 

 

【3.について】 

 児童クラブ事業の運営には当市のみならず、他の自治体においても多くの民間事

業者が参入しており、当市においては直近で行った令和元年度における事業者選定

の際にも、大変多くの事業者から提案のご応募をいただき、プロポーザル方式によ

る選考を実施したところです。また、現行の指定管理については、指定期間は永続

的なものではなく、「東村山市立児童館条例」において 5年と定められており、指

定期間が終了する際には、改めて事業者選定を行うものであることから、サービス

向上、競争の機会を設けております。 

 

【4.について】 

 本方針につきましては、P2「1 方針策定の背景」に記載しておりますとおり、

子どもや家庭を取り巻く社会環境が絶えず変化する中にあっても、これまで東村山

市が培ってきた児童館・児童クラブのサービス水準、運営にあたっての理念を堅持

しながら、継続・安定的な運営を実現するために、児童館・児童クラブ総体に関わ

る今後の運営体制等の方針（大きな方向性）を定めるものです。 

 その中で、児童館については児童クラブに対するチェック体制の構築を始めとし

た機能強化を、児童クラブについては継続・安定的な運営を実現するための手法と

して、民間活力の導入を図ることとしたものです。 

 また、子どもを取り巻く環境への対応につきましては、本方針（案）P22から P24
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にかけて、「（1）安心・安全な生活の場の安定的・継続的な提供」「(2)子どもの健

やかな育ちに向けた支援」「（3）児童クラブ総体のサービス水準の維持・向上」の

項目を挙げて、それぞれについて、あるべき姿、実現するための取り組み、今後の

取り組みイメージを記載しております。 

以上のことから、本方針は、子どもを取り巻く環境の改善に対応する、児童館・

児童クラブの持続可能な体制づくりに関するものとなっております。 
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◎その他要望 

 

 

1.配布された基本方針（案）について 

基本方針（案）からは、子どもたちを取り巻く環境を良くしていこうと

いう意気込みが感じられません。東村山市として、これから先、子どもた

ちをどのように育て、どのようにサポートし、どのような大人に育って

欲しいのか、全く伝わりません。 

何をいつまでに何割まで改善するのか、もしくは達成するのか、全項

目においてご提示ください。 

 

 

 

2.児童クラブに求めること 

子どもたちの安全、いじめのない環境を保護者として求めます。そのた

めの対策について取り組まれていることをご提示ください。 

 

 

 

 

 

本パブリックコメント実施の趣旨等を踏まえ、本方針（案）に記載した内容との

関連でご回答申し上げます。 

 

【1.について】 

本方針（案）につきましては、P2「1 方針策定の背景」に記載しておりますとお

り、子どもや家庭を取り巻く社会環境が絶えず変化する中にあっても、これまで当

市が培ってきた児童館・児童クラブのサービス水準、運営にあたっての理念を堅持

しながら、継続・安定的な運営を実現するために、児童館・児童クラブ総体に関わ

る今後の運営体制等の方針（大きな方向性）を定めるものです。個別具体的な事業

の実施計画や達成目標等を直接的に掲載する趣旨のものではありませんが、本方針

の考え方に基づき、各年度において必要な予算計上を行いながら具体的な事業展開

を図ってまいります。 

 

【2.について】 

本方針（案）P23「（2）子どもの健やかな育ちに向けた支援」に記載してありま

すとおり、児童クラブにおいては、子どもを第一に考え対応することが大切であり、

その中で家庭と児童クラブが両輪となって、子どもの健やかな育ちを支えていくこ

とや、関係機関と連携を図りながら、東村山市が掲げる「地域まるごと子育て支援」

の実現に繋げていくことを、今後の児童クラブのあるべき姿として捉えています。

ご意見としていただきました「子どもたちの安全」「いじめのない環境」につきま

しては、本方針（案）の趣旨とも合致するものと捉えております。 
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3.長期休暇時の昼食は無償化にて宅配サービスによる昼食を提供して下

さい。子どもの貧困を防ぐためにも、全児童クラブの昼食から始めて下

さい。いずれは東村山市内の保育園（認可無認可問わず）・幼稚園・小・

中学校での給食費無償化までつなげて下さい。 

 

4.全児童クラブの女子トイレに無償にて生理用品の常時配布をして下さ

い。これも子どもの貧困を防ぐためです。いずれはこれも東村山市内の

小・中学校へつなげて下さい。 

 

【3.～4.について】 

子どもの貧困等につきましては、本方針（案）P22「（1）安心・安全な生活の場

の安定的・継続的な提供」に記載しておりますとおり、これからの時代に即した形

へと柔軟に対応することで、児童クラブを利用するすべての子どもが安心して過ご

すことのできる生活の場の提供を継続してまいります。 

昼食の提供に関する考え方については、回答 2を参照してください。 
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5.児童クラブに所属する子どもの個人情報は、安易に情報を流出させな

いで下さい。 

 

（1）現に●●児童クラブでは、保護者会が保護者の了承を得ずに個人情

報を入手しています。その際相談した児童課の方は名前だけでは個人が

特定されないため、個人情報にはならないと間違った解釈をしておられ

ましたが、それは東村山市個人情報保護に関する条例（第 2条（1）ア）

違反と思われます。 

これについては、4/5（火）に市の総務部情報公開係に違法な旨確認済

みです。今後、間違った法解釈をされぬようにして下さい。 

 

（2）●●児童クラブの保護者会会則第●●条第●項において、“名簿記

載内容のうち児童氏名、在籍クラブおよび学年については、市より受領

するものとし、（以下省略）“と書いてありますが、なぜ市がただの任意団

体に個人情報を流出させているのでしょうか。ただの任意団体に個人情

報の流出を可能とする根拠をご提示ください。 

親の入会・非入会で子どもに差別をする任意団体は、そもそも学校の

敷地内で活動することはできないと思います。 

（※1）ましてや、実施機関（教育委員会等と同等）でもありません。 

 本パブリックコメント実施の趣旨等を踏まえ、ご回答申し上げます。 

 

個人情報保護につきましては、「東村山市個人情報保護に関する条例」第 7条（目

的外利用等の制限）を遵守した対応を行ってまいります。 

 

その他、ご意見等として承りますが、児童クラブ保護者会は、あくまでも任意団

体であり、個別具体的な事案への回答は控えさせていただきます。 
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［参考資料］ 

※1：月刊司法書士 2020年 2月号「PTAの法律問題 入退会の自由と非会

員の排除禁止」p.24から 25など 

→児童クラブの保護者会も PTA も任意団体なので、考え方としては同じ

です。 

 

 

（3）保護者会の会則において、その会の目的は子どもの安全や幸福のた

めではなく、備品に関することや知識の向上と書いてあります。 

子どもの安全や幸福のためではない目的を持つ任意団体を無条件に学校

内で活動させる意義は何ですか？その根拠をご提示ください。 

 

（4）保護者会の 2022年度予算案に、学保連分担金とあります。 

非加入世帯の子どもの人数を含めて上納させるのはやめて下さい。 

 

（5）市が仮に任意団体である児童クラブの保護者会や PTAを社会教育団

体と位置付けているのであれば、学校の敷地を無償で貸している以上、

差別的な活動内容をしないように管理すべきです。管理を怠り、そのよ

うな団体を野放しにすることは差別を容認していることであり、市がこ

のような差別を容認する理由をご提示ください。 

 

（6）保護者会などの任意団体に個人情報を無断で提供がなされることの

ないように、●●児童館および●●児童クラブだけでなく、他の児童館

や児童クラブの状況についても調査の上公表し、再発防止の取り組みに

ついてご提示ください。 

 

 なお、すでに流出した件については、パブリックコメントの締切日よ

り 1 ヶ月以内に全保護者宛に、個人情報を流出させた旨を児童クラブか

ら、保護者の同意を得ずに個人情報を取得した旨についてのお詫びを保
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護者会から、どちらとも書面にて提出させて下さい。 

 

（7）以前保護者会について児童課に相談した際、児童課は保護者会は管

轄ではないと仰っておられました。それならば、児童館が管轄外の保護

者会に児童クラブに在籍する児童の名前などの個人情報を無断で提供す

ることをやめさせるべきと考えます。そもそも、指導できないような団

体（児童クラブや PTA など）に学校内を使用させて、子どもの安全上防

犯上問題ない理由は何でしょうか？ 

また、保護者会からの配布物によると、2022年度の役員候補に OBが名

を連ねていますが、なぜ部外者が入っているのでしょうか？ 

例年院政を続けて来られているのでしょうか？ 

そもそも、部外者を児童クラブに関わらせて、防犯上大丈夫なのでし 

ょうか？ 

 

 以上の観点より、指導できないような団体や部外者に学校内で活動さ

せて、防犯上安全上良しとする理由をご提示ください。 

 

（8）もし保護者会役員のなり手がない場合、児童課の方から保護者会の

解散を勧めてはいかがでしょうか。現に東村山市内においても、保護者

会を解散したところがあると聞きます。 

 今まで保護者会によって何が改善されましたか？ 

 コロナ禍などの緊急事態時に、子どもたちのために有意義な活動がな

されていないような不要な保護者会であれば、部外者が院政を敷くより

も子どもたちにとっても健全な児童クラブになると思いますが、いかが

でしょうか？ 
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6.児童クラブ保護者会等による任意団体による子どもたちへの差別につ

いて 

（1）●●小の児童クラブの保護者会において、親が入会しないと子ども

本パブリックコメント実施の趣旨等を踏まえ、本方針（案）に記載した内容との

関連でご回答申し上げます。 

回答 17でお答えしましたとおり、本方針（案）P23「（2）子どもの健やかな育ち
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を差別すると公言しています。これは同校の PTA でも同じで、さらに子

どもへの差別を了承するよう非加入の親に確認書を書かせます。 

 パブリックコメントの締切日より 1 ヶ月以内に、この差別に対する撤

回書を保護者会に提出させて下さい。 

 加えて、以前配布したものについては差別表現を削除し、その他訂正

したものについても同期間内に再配布させて下さい。 

 

（2）現在、他の地方公共団体では市長自ら、または教育委員長自ら、市

の PTA 協議会の会長自らがこのような差別を許さないという姿勢を示し

ているのに（※2、3、4）、東村山市ではこのような差別を容認し、まだ改

善に至っていません。そもそも、一部の子どもだけを対象とする団体を

公立校の敷地内で活動させるということは、学校教育法第 137 条に違反

すると思われます。（※1） 

つまり、公共のためではない活動（児童クラブに所属する子どもたち

全てのためでははない活動＝会員限定サービス）は法律上禁じられてい

るのではないでしょうか。 

東村山市内の学校内などにおいて、このような会員限定サービスを良

しとする根拠をご提示ください。 

また、市長や教育委員長からこのような差別を禁ずる旨の通知を出す

ことができない理由についてもご提示下さい。 

 

敷地の所有者である東村山市と●●小には、そのような法律違反をす

るような団体の敷地内使用について禁止するように是正願います。 

また、ほかの児童クラブでもそのような差別が行われていないか調査

し、全て公表して下さい。 

そして二度とそのような差別が起きぬような対策についてもご提示く

ださい。 

 

 

に向けた支援」には、「児童クラブにおいては、子どもを第一に考え対応すること

が大切であり、その中で家庭と児童クラブが両輪となって、子どもの健やかな育ち

を支えていく」ことや、関係機関と連携を図りながら、「東村山市が掲げる「地域

まるごと子育て支援」の実現に繋げていくことが求められる」と記載しております。

児童クラブにおける育成支援にあたっては、「保護者と児童クラブ支援員がともに

協働して、子どもが安心して生活できる環境づくりを行っていくことが求められ

る」ため、集団保育の実施にあたっては、日頃からの保護者との連携は不可欠であ

ると捉えております。 

 

その他、ご意見等として承りますが、個別具体的な事案への回答は控えさせてい

ただきます。 
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［参考資料］ 

※1：月刊司法書士 2020年 2月号「PTAの法律問題 入退会の自由と非会

員の排除禁止」p.24から 25 

※2： 明石市「校則・PTA・いじめ・体罰総合相談ダイヤル」 

※3： 熊本市教育長発「学校における PTA 加入世帯・非加入世帯への対

応について（通知）」 教政発第 941号平成 30年 3月 23日通達 

※4：横須賀市 PTA協議会 HP＞PTAは有料会員サービスではありません＞

やりがちだけどやってはいけないこと 

 

上記 1 から 6 のために、いつまでに是正するのか、再発防止のために

いつまでに何をどのように対策を取るのか、パッブリックコメントの締

切日より三ヶ月以内に具体的に提示の上、公表してください。 

是正できないのであれば、その理由もご提示下さい。なお、すでに被害

が出ていますので、周知することで是正とするのはおやめください。 

 

以上で、東村山市児童館・児童クラブ運営基本方針（案）に関するパブ

リックコメントとします。 
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公立児童クラブに約 6 年程お世話になっています。指導員の先生方の

対応に大変満足しています。公立の児童クラブの存続を望みます。基本

方針の中でなぜ今後完全民への移管となるのか理由がわかりませんでし

た。まず、わかりやすい説明お願いします。 

 

①説明会を求めます。メールでの周知では理解も含め不十分です。 

児童クラブの保護者に対し、②十分な説明と、その上で意見を求めて頂

きたいです。 

 

 

児童クラブへの民間活力の導入の理由につきましては、回答 16【1.～2.につい

て】を参照してください。 

 

 

 

【①②について】 

ご意見として承ります。また、このたびの本方針策定に向けた、市民や保護者の

皆さまへの検討経過等の周知につきましては、回答 13を参照してください。 
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③意見の受付を延長してください。 

 

【③について】 

 本パブリックコメントにつきましては、「東村山市パブリックコメントの実施に

関する指針」第 5の１の規定に基づき、「政策等の案を公表した日から起算して 20

日」を実施期間としたものです。 

 


