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はじめに 

 

少子高齢化や子育て不安・負担が社会の問題と言われるようになって久しい。子どもの数

の減少は、子どもあるいは保護者どうしが出会い、交流する機会の減少にもつながっている

ため、子育ての孤立化に拍車をかけているようにも思われる。また、地域社会においても、

近隣の関係の希薄化が指摘されるとともに、子どもの安全を脅かす事件も発生している。児

童虐待の相談件数の増加、子どもの貧困問題のように、子どもの成長・発達や子育てを取り

巻く環境は不安定になっている。 

他方で、保護者の共働き化に見られるように児童クラブの必要性は高まっている。加えて、

障害者権利条約を契機として、障害のある子どもに対するインクルーシブや合理的配慮を

進める施策が求められている。その他にも、子どもの居場所や子ども自身が家族の介護等を

担っているヤングケアラーへの支援の必要性が高まっている。 

このような社会情勢の中にあって、児童館・児童クラブが担っている子どもたちが地域の

安心・安全な環境の中で、健やかに成長していくための支援の役割が改めて重要になってい

る。 

児童館・児童クラブの担う役割に対する期待が増す中で、今後も継続して安定的に児童

館・児童クラブを運営していく必要がある。そのような状況に対応する必要性から東村山市

では、児童館・児童クラブの今後の運営体制等の方針に関する事項および運営のあり方に関

する必要事項を検討するために、「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」が設置され

た。本検討会は、令和元年 6月から全 8回にわたって審議を進めてきた。その間、喫緊の課

題であった令和 2年 4月の 4つの児童クラブの速やかな開設と安定的な運営を図るために、

令和元年 9 月に中間報告として本検討会の基本的な方針を示した。審議においては、児童

館・児童クラブの現状を踏まえ、今後の運営等に関して「公」としての東村山市がどのよう

な役割を担う必要があるのか、創意工夫によって事業を展開する「民」とどのような関係を

構築すべきかの検討を進めた。今回、「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会提言書」

として、今後の東村山市の児童館・児童クラブの運営体制等の方針（グランドデザイン）に

関して最終報告に至った。 

コロナ禍の影響により、会議の開催自体に困難が伴い、検討が長期化する中、委員各位に

は、会議の内外を問わず多大なるご協力をいただき、非常に有意義な議論を行うことができ

た。この場を借りて、厚く御礼申し上げたい。加えて、事務局には、コロナ禍においても審

議を円滑に進めるうえで多大な労をとっていただいた。記して感謝申し上げる。 

 

 

東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会 

会長  井原 哲人 
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1．東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の設置 

東村山市では、児童館・児童クラブともに長らく公設公営により事業を進めてきたが、

児童クラブ事業を中心に、「標準とする施設規模」を大きく上回る受け入れを行ってい

る児童クラブが複数存在するなどの、事業実施上の様々な課題を抱えながらの運営を

行ってきた経過がある。 

こうした課題に対処するため、この間、第 2クラブの新設や指定管理者制度の導入な

どによる積極的な対応を進め、今後も継続して安定的な事業運営を行っていくための

方策等について庁内検討を行ってきた。こうした庁内検討を経て、児童館・児童クラブ

事業を取り巻く現下の社会状況等に鑑み、これからの児童館・児童クラブの運営体制等

の方針を定めるにあたり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくため、

東村山市が「公(おおやけ)」の立場で担うべき役割とは何か、これからの事業運営の方

向性やあり方としてはどのような形が望ましいか、民間活力の導入も視野に様々な角

度から、東村山市における今後の児童館・児童クラブの運営体制等の方針や運営のあり

方に関して必要な事項を検討するため、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を委員とした「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」が

設置され、令和元年 6月より議論を開始した。 

 

2．東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の検討経過 

表 1- 1 

 日時 審議等概要 

第 1回 令和元年 6月 5日（水） 

午後 6時～午後 8時 

・東村山市の児童館・児童クラブ事業の現状 

・現状から導き出される課題等の整理、認識共有 

第 2回 令和元年 7月 25日（木） 

午後 6時～午後 8時 

・児童クラブが担う「機能」に着目した「公が担

うべき役割」に関する意見交換 

第 3回 令和元年 9月 3日（火） 

午後 6時～午後 8時 

・児童クラブが担う機能・役割に関する大筋の方

向性を整理のうえ、学校施設を活用した 4つの

新設児童クラブの運営体制について 

・中間報告に向けた意見集約 

 

 

第 1章 東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会 
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中間報告 令和元年 9月 5日（木） ・児童クラブの担う「機能」に関する集約 

・学校施設を活用した 4つの新設児童クラブの 

運営体制等に関する提言 

第 4回 令和 2年 2月 20日（木） 

午後 6時～午後 8時 

・第 1～3回検討会審議内容の振り返り 

・児童館が担う役割に関する意見交換 

第 5回 令和 2年 12月 18日（金） 

午後 6時～午後 7時 30分 

・児童館が担う役割に関する意見集約 

 

第 6回 令和 3年 3月 26日（金） 

午後 6時～午後 7時 15分 

・児童クラブが担う役割に関する意見交換 

第 7回 令和 3年 6月 17日（木） 

午後 6時～午後 7時 15分 

・児童クラブが担う役割に関する意見集約 

・児童館と児童クラブの連携のあり方に関する 

意見交換 

第 8回 

 

令和 3年 7月 26日（月） 

午後 6時～午後 7時 

・児童館と児童クラブの連携のあり方に関する 

意見集約 

・提言（最終報告）に向けた意見集約 

最終報告 令和 3年 8月 26日（木） ・児童館・児童クラブにおける今後の運営体制等

の方針及び運営のあり方に関する提言 

 （※本冊子） 

※令和 2年度及び令和 3年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、参集に

よる会議は必要最低限の開催とし、事前に各委員から個別の意見収集を行うなどの方法により、

会議当日の議論に支障がない環境づくりを行った。 
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１．児童館の法的位置づけと運営状況等                      

（1）児童館の法的位置づけ 

児童館は、児童の権利に関する条約（平成 6年条約第 2号）に掲げられた精神及び児童

福祉法（昭和 22年法律第 164号）の理念にのっとり、子どもの心身の健やかな成長、発

達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。 

18 歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育て支

援を行い、子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的としている。 

 

国の定める「児童館ガイドライン」（平成 30年 10月改正）によると、児童館は、子ど

もが、その置かれている環境や状況に関わりなく、自由に来館して過ごすことができる児

童福祉施設であり、その役割を果たすためには、次のことを施設の基本特性として充実さ

せることが求められている。 

 

①子どもが自らの意思でひとりでも利用することができる。 

 

②子どもが遊ぶことができる。 

 

③子どもが安心してくつろぐことができる。 

 

④子ども同士にとって出会いの場になることができる。 

 

⑤年齢等の異なる子どもが一緒に過ごし、活動を共にすることができる。 

 

⑥子どもが困ったときや悩んだときに、相談したり助けてもらえたりする職員がいる。 

 

 「児童館ガイドライン 第 1章 総則 3 施設特性 （1）施設の基本特性」より一部抜粋 

 

 

 

 

第２章 児童館・児童クラブの位置づけと運営及び連携の現状 
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さらに同ガイドラインでは、児童館における遊び及び生活を通じた健全育成には、子ど

もの心身の健康増進を図り、知的・社会的適応能力を高め、情操をゆたかにするという役

割があり、それらを踏まえ、児童館には以下の 3つの特性があるとしている。 

 

 

① 拠点性 

児童館は、地域における子どものための拠点（館）である。 

子どもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なる子ども

同士が一緒に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」

（以下「児童厚生員」という。）がいることによって、子どもの居場所となり、地域の

拠点となる。 

 

② 多機能性 

児童館は、子どもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、子どものあらゆる課題に直接関わ

ることができる。これらのことについて子どもと一緒に考え、対応するとともに、必要

に応じて関係機関に橋渡しすることができる。そして、子どもが直面している福祉的な

課題に対応することができる。 

 

③ 地域性 

児童館では、地域の人々に見守られた安心・安全な環境のもとで自ら成長していくこ

とができ、館内のみならず子どもの発達に応じて地域全体へ活動を広げていくことが

できる。そして、児童館は、地域の住民と、子どもに関わる関係機関等と連携して、地

域における子どもの健全育成の環境づくりを進めることができる。 

 

 「児童館ガイドライン 第 1章 総則 3 施設特性 （3）児童館の特性」より一部抜粋 
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秋津町 

青葉町 
久米川町 

恩多町 本町 

萩山町 

栄町 

美住町 

富士見町 

諏訪町 

野口町 

廻田町 

多摩湖町 

東部エリア 

中部エリア 

南部エリア 

西部エリア 

北部エリア 

★北山児童館 

★秋津児童館 

★ 

本町児童館 

★栄町児童館 
富士見児童館 

★ 

（2）児童館の運営状況等 

①児童館事業 

  東村山市では、地域ごとの特色を活かし、地域の子育て資源を有機的に機能させ、切れ

目のない支援を行うために、市域を 5 つの「エリア（東部、北部、中部、南部、西部）」

という単位に区分している（「東村山市第 5次地域福祉計画」及び「第 2期東村山市子ど

も・子育て支援事業計画」参照）。5つのエリアにそれぞれ 1施設ずつ児童館が設置され、

それぞれのエリアの実情に応じた地域の子育て施策が実施されている。 

 

【児童館概要】 

表 2- 1 

施設数 5施設（公営） 

利用人数 P.6参照 ※育成室利用児童を除く。 

利用対象児童 0～18歳未満の児童、未就学児は保護者同伴 

職員 館長、児童厚生員、体力増進指導員、補助員  

開館時間 

平日        9時 30分～17時 45分 

土曜・学校休業日  9時～17時 45分 

※富士見児童館は中高生のみが利用できる夜間開館を実施。 

 毎週金曜日 18時～20時 30分 

休館日 

日曜・休日 

12月 29日～1月 3日 

※富士見児童館は月曜日と休日が重なった日も休館となる。 

※児童館事業とは別に、休館日（日曜・休日）は管理委託により、施設の一部を開放してい

る。（12月 27日～1月 5日を除く。） 

 

【児童館：5施設】 令和 3年 4月 1日現在 

表 2- 2 

 

 

 

 

 

 

 施設名 所在地 

1 本町児童館 本町 4-19-26 

2 秋津児童館 秋津町 3-51-25 

3 栄町児童館 栄町 3-14-1 

4 富士見児童館 富士見町 5-4-51 

5 北山児童館 野口町 3-26-2 

図 2-1 
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【児童館一般来館者数（年間延べ人数）】 

図 2- 2 

 

※新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のため、令和 2年 3月 2日（月）から 6月

6日（土）まで臨時休館とした。 

※空調設備改修工事のため、栄町児童館は令和 2年 9月 1日（火）から令和 3年 1月 30日

（土）、本町児童館は令和 2年 9月 1日（火）から令和 3年 2月 27日（土）まで臨時休館と 

したが、一部で館外でのイベントを実施した。 

 

【児童館日曜・休日開放の来館者数（年間延べ人数）】 

図 2- 3 

 

※新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のため、令和 2年 3月 8日（日）から令和

3年 3月 28日（日）まで、日曜日・休日の児童館開放は休止とした。 

121,928 
117,061 

123,759

112,603 110,662 

95,264 

49,564 

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

17,106 

19,179 
20,469 

17,844 
16,820 

15,515 

0 
0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度



7 

 

②児童館ネットワーク事業 

児童館の活動は、主にそれぞれの児童館が設置された地域を軸に子育て支援や児童の

健全育成を担うものであるが、それに対し児童館ネットワーク事業は、当市全体の子育て

支援や児童の健全育成を目的として、市内に 5施設ある児童館と 29か所の児童クラブが

協力して、各種イベントを通じて児童の健全育成に関する様々な取り組みを行うもので

ある。主な取り組みとして、地域の団体やボランティアと協力し児童館・児童クラブが合

同で実施するあそぼう会や将棋大会、親子観劇会、夏の工作教室などの他、児童クラブと

高齢者施設との世代間交流会なども実施されている。 
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２. 児童クラブの法的位置づけと運営状況等                   

（1）児童クラブの法的位置づけ 

児童クラブは、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 6条の 3第 2項に基づき、保

護者の就労等により放課後に育成支援が必要な小学校に就学している児童を対象に、適

切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成

を図る放課後児童健全育成事業を行う場所である。 

  児童クラブにおける放課後健全育成事業では、保護者や学校、地域の様々な社会資源と

の連携を図り、子どもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面

に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにするとともに、子どもの発達段階

に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、自主性、社会性及び創造性の向上、基本

的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図ることを目的としている。 

児童クラブでは、「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）」に基づく「放課後児童支援員」の資格を有する者が中心となっ

て児童の育成支援にあたっている。また、国の定める「放課後児童クラブ運営指針」では、

主に以下の内容の育成支援を行うことが求められている。 

 

① 子どもが自ら進んで放課後児童クラブに通い続けられるように援助する。 

② 子どもの出欠席と心身の状態を把握して、適切に援助する。 

③ 子ども自身が見通しをもって主体的に過ごせるようにする。 

④ 放課後児童クラブでの生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習得

できるようにする。 

⑤ 子どもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにする。 

⑥ 子どもが自分の気持ちや意見を表現することができるよう援助し、放課後児童クラブ

の生活に主体的に関わることができるようにする。 

⑦ 子どもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつを適切に

提供する。 

⑧ 子どもが安全に安心して過ごすことができるように環境を整備するとともに、緊急時

に適切な対応ができるようにする。 

⑨ 放課後児童クラブでの子どもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携して育成支

援を行う。 

 

 

「放課後児童クラブ運営指針 第 3章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容 

1.育成支援の内容 （4）」より一部抜粋  
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（2）児童クラブの運営状況等 

東村山市では、29 か所の児童クラブが設置され、在籍する児童の育成支援を行ってい

る。また、支援員の配置については、国の基準省令では支援の単位ごとに 2人以上の配置

が求められているところ、これを上回る 3 人以上の配置について条例で定め運営してい

る。 

また、障害児については、各施設 2～3名の受け入れを原則とし、職員 1名を加配し対

応している。なお、子ども子育て新制度がスタートした平成 27 年度より、以前は小学 3

年生までとしていた児童の受け入れについて、6年生までに拡充している。 

 

【児童クラブ概要】 

表 2- 3 

施設数 29か所（公設公営 24か所、公設民営 5か所） 

利用人数 1,670人（うち、障害児 42人） 令和 3年 4月 1日現在 

利用対象児童 
小学校 1年生～6年生 

保護者の就労等により放課後に育成支援を必要とする児童 

職員 

放課後児童支援員、補助員 

※放課後児童支援員は、国の基準では支援の単位ごとに 2人以上 

（1人を除き、補助員可）の配置が求められているところ、東村山市

の条例では独自に 3人以上（1人を除き、補助員可）としている。 

開所時間 

学校開設日 放課後～17時 45分 

学校休業日 8時 30分～17時 45分 

※公設民営の児童クラブにおいては、平日は 18時 45分まで時間延長

が行われている。 

閉所日 日曜・休日、12月 29日～1月 3日 

 

【児童クラブ：29か所】 令和 3年 4月 1日現在 

表 2- 4 

 施設名 所在地 備考 

1 本町児童館育成室 本町 4-19-26  

2 大岱分室 恩多町 4-17-1 民営（指定管理者運営施設） 

3 第 1久米川分室 久米川町 4-11-19  

4 第 2久米川分室 久米川町 4-11-22  

5 久米川東分室 久米川町 2-44-3  
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6 第 1野火止分室 恩多町 5-45-4  

7 第 2野火止分室 恩多町 5-45-4 民営（指定管理者運営施設） 

8 秋津児童館育成室 秋津町 3-51-25  

9 秋津分室 秋津町 3-48-1 民営（指定管理者運営施設） 

10 第 1秋津東分室 秋津町 4-35-68  

11 第 2秋津東分室 秋津町 4-35-68  

12 第 1青葉分室 青葉町 2-35-11  

13 第 2青葉分室 青葉町 2-35-11  

14 栄町児童館第 1育成室 栄町 3-14-1  

15 栄町児童館第 2育成室 栄町 3-14-1  

16 第 1萩山分室 萩山町 4-16-5  

17 第 2萩山分室 萩山町 4-16-5  

18 第 1東萩山分室 萩山町 5-7-18  

19 第 2東萩山分室 萩山町 5-7-18  

20 富士見児童館育成室 富士見町 5-4-51  

21 富士見分室 富士見町 5-4-56  

22 南台分室 富士見町 1-16-1  

23 北山児童館育成室 野口町 3-26-2  

24 北山分室 野口町 3-45-1 民営（指定管理者運営施設） 

25 第 1回田分室 廻田町 3-12-6  

26 第 2回田分室 廻田町 3-28-1  

27 第 3回田分室 廻田町 3-28-1 民営（指定管理者運営施設） 

28 第 1化成分室 諏訪町 1-4-1  

29 第 2化成分室 諏訪町 1-4-31  
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３．児童館・児童クラブにおける連携の現状           

（1）児童館・児童クラブの関係性 

東村山市の児童館は、「児童館」と「分室」及び「育成室」をもって構成されており（参

照：児童館条例第 2条）、各館に配置された児童館長が、全体の指揮・監督にあたっている

（下図参照）。 

市内には、前述の 5つのエリア（東部、北部、中部、南部、西部）にそれぞれ 1施設ずつ

児童館が設置され（P.5参照）、各エリアに設置されている「分室」及び「育成室」で児童ク

ラブ事業が行われている。 

「分室」と「育成室」の違いは、その所在にあり、児童館外にある児童クラブを「分室」、

館内にある児童クラブを「育成室」と呼称しているが、その機能についての違いはない。 

現在市内には、5つの児童館（公営）と 29か所の児童クラブが設置されている（うち、5

か所で民営を導入）。（P.5、P.9～10参照） 

 

●児童館・児童クラブの関係性イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館 

〇〇育成室 

児童館 

〇〇分室 

児童クラブ事業 

児童クラブ事業 

児童館長 

※一部民営を導入 

児童館 

〇〇分室 

児童クラブ事業 

児童館 

〇〇分室 

児童クラブ事業 

図 2- 4 
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（2）連携の現状 

 児童館の拠点性を活かして、児童館長が定期的に同エリア内の児童クラブ（公営・民営

問わず）を巡回しており、運営体制や育成環境についての確認及びチェックを行っている

他、各児童クラブからの報告・相談に随時対応し、情報交換を行っている。また、児童ク

ラブ間の連携についても調整役を担い、公営・民営問わず密な情報交換を行っている。 

例えば、アレルギーや育成支援に関する取り組み内容についての情報交換の他、児童が

児童クラブを転所する際の引き継ぎや、きょうだいで通所する児童クラブが異なる場合

の定期的な情報交換など、児童館長等の調整のもと、日々の育成支援にあたっての細やか

な対応がなされている。 

 この他、エリアごとに毎月開催される「ブロック会議」は、地域に根差した運営を行う

要の会議となっており、これに加えて、児童館どうしの情報交換・連携を図るための「館

長会議」や、児童クラブ支援員による各種勉強会や連絡会、児童館において児童の体力増

進を目的としたプログラムを企画する体力増進指導員による「体力増進指導員業務連絡

会議」など、職種別の連携も盛んに行われている。 

 更に、公営・民営問わず全ての児童館・児童クラブの全職員が一堂に会し意見交換を行

う機会等を必要に応じて設けることで、エリアを越えて、育成支援の質の維持・向上に向

けた情報交換・共有が図られている。 

 また、児童館ネットワーク事業（P.7）では、児童館が中心となって企画し、全児童館・

児童クラブが運営に参加するフェスタ（あそぼう会、将棋大会、親子観劇会、夏の工作教

室）や、各エリア単位で実施する「合同レクリエーション」（小学校の校庭等で、各エリ

アの児童クラブが集合し、スポーツやゲーム等を行う）等のイベントの機会を活用し、連

携による児童の健全育成の機会を持っている。 
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●現状の連携イメージ図 

図 2- 5 
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★ブロック会議 

（必要に応じて実施） 
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1．委員意見                        

（１） 児童館が担うべき役割や取り組みの方向性について 

 検討会では、児童館の位置づけや運営状況等を把握するとともに、今後、児童館が担う

べき役割や取り組みの方向性について議論を交わしてきた。これらを踏まえ、委員から出

された意見は、次のとおりである。 

 

地域の子育て支援の拠点としての児童館について 

・市域を 5 つの地域に分割する考え方に沿って、児童館も 5 エリアに 1 館ずつ配置され

ている。各エリアはそれぞれ地域性を持っており、全てのエリアで同じように運営する

必要はないと考える。児童館は保育園と違い、スペースを自由に使えるという利便性を

活かし、地域性を活かした運営をする必要がある。 

・地域関係の希薄化等により、人と人とのつながりが少なくなってきている。子育て世帯

の交流や世代間交流ができ、悩みを共有できるよう子育て支援の拠点としての機能も

必要である。 

・乳幼児を持つ保護者にとって保育園や幼稚園等、相談する場所はあるが、卒園してしま

うと対応できないため、小学生の保護者にとって相談する場所が少なく、その後の保護

者の支援ができていないという現状がある。切れ目のない保護者への支援としての相

談機能が求められる。その際、児童館のみで完結することを考える必要はなく、傾聴や

洞察、早期発見の機会の場として、専門機関へつないでいく機能でよいと考える。 

・問題が顕著になっている家庭に対しては専門機関が対応できているが、問題が表面化し

ていない家庭に対しては、つなぎ先がない。個々の家庭の状況を共有することは個人情

報保護の観点から難しい実態もある。個人の状況を共有するというのが難しいのであ

れば、それぞれの施設がどのような機能を持っているのか、児童館はどういう施設なの

かといった、施設間の連携・情報共有を行い、適切な支援に繋げられる体制をとる必要

がある。 

 

乳幼児家庭のための児童館について 

・現状を見ると、乳幼児親子はイベントがないと児童館に行かない、もしくは行きづら

いと思っている。そのため、乳幼児親子向けの単発ではない複数回のプログラムや乳

幼児親子が安心して利用できるスペースの整備や拡充が求められる。 

・児童館を身近な存在に感じることで、小学生以降も児童館に行きやすくなる。子ども

にとって行きやすい児童館であれば保護者にとっても行きやすい児童館となり、逆に、

保護者にとって行きやすい児童館であれば子どもにとっても行きやすい児童館になる

第３章 児童館・児童クラブが担うべき役割および連携のあり方 
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といったような相互関係があると考える。まずは、乳幼児向けのイベントを実施し、

保護者と児童館の距離を近くし、最終的に子どもが自主的に行きやすいようにするこ

とが望まれる。 

 

小学生のための児童館について 

・現状、小学生向けのプログラムは充実しているように見えるが、小学生にとっての児童

館は「遊びの場」の提供のみになってしまっていると感じる。もっと、子どもたちを巻

き込んだイベントの実施について、充実させていく必要があると思う。子どもは遊びを

通して、自律や自主性、社会性を身に付けているため、遊びの場の提供は必要であるが、

一方的に提供するのではなく、自分で遊びをゼロからつくることも必要であり、主体的

に子どもが自ら企画・参加・活動することで、発想力や考える力を養っていけるような

場の提供や支援の場所となることが必要である。 

・児童館は、保育園等の子育て施設と比較すると自由度が高いことから、児童館は可能性

を持っている施設である。 

 

中高生のための児童館について 

・現状としては小学生がメインターゲットとなっており、中高生への支援が弱いように

感じる。中高生への支援機能を高めていくためには、夜間開館の拡大や、中高生向け

のイベントの新規実施等と併せて、中高生でも行きやすいというイメージを持っても

らうことが必要であり、情報発信をしていくことも重要である。利用が少なくても中

高生への支援機能を高めていくことは必要である。 

・中高生の居場所を考えるにあたっては、児童館だけに居場所機能を持たせるのではな

く、いろいろな施設等が居場所を提供し、その中から自分の居場所を発見していける

ようにする必要がある。 

・夜間開館等の中高生への支援については、状況を把握しながら、試行的に実施し、ス

タンダードにしていく必要がある。また、多様な市民ニーズに対しては、「民」が運営

することにより柔軟な対応が期待できる。したがって、担い手については、民間活力

の導入も含め検討すべきである。 

  

安心・安全な場としての児童館について 

・子どもたちにとっての安心・安全な場として、子どもが相談したい時に相談に行けるよ

うな施設が求められる。そのため、職員が必ずしも専門的な資格を持つ必要はないが、

親身になって話を聞いてくれる職員や寄り添い見守ってくれる職員がいることが大切

であり、傾聴力や洞察力の他、相談に対応できるよう必要な研修を受けることを通じて

スキルアップを図ることが必要である。 

・子どもにとっての居場所が複数あることは重要であり、家や学校で嫌なことがあった

時、他にも行き場があることは、子どもにとって強みとなる。どのような施設なのか、 
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何ができる施設なのか等、児童館についての情報提供を行い、児童館が子どもにとって

の一つの居場所となることが必要である。 

・近年、放課後等デイサービスのような配慮が必要な子どもの居場所は増えてきている

が、児童館もその居場所の一つとなることが求められる。そのためには、児童館の持つ

地域性を活かし、配慮が必要な子どもや特別なニーズのある子どもが、地域とつながれ

る場にもなるような仕組みづくりを検討することが必要である。 

 

 

（2）児童クラブが担うべき役割や取り組みの方向性について 

検討会では、児童クラブの位置づけや運営状況等を把握するとともに、今後、児童クラブ

が担うべき役割や取り組みの方向性について議論を交わしてきた。 

また、令和元年 9月 5日付の中間報告では、児童クラブの機能について、以下のように集

約した。 

(1) 児童クラブの現場においての機能は、「民営」による対応が十分に可能であること。 

(2) サービス水準等のルールづくりや定期的なチェックなどは、引き続き「公」の役割

であること。 

(3) 民間活力を導入する場合は、事業者を慎重に選定すること。また、「公」の立場で 

必要な関与を継続し、サービスの維持・向上に努めること。 

 これらを踏まえ、委員から出された意見は、次のとおりである。 

 

児童にむけた機能・サービスについて 

・児童館は 18 歳未満の子どもであれば誰でも自由に利用できる施設であるが、児童

クラブは決まったメンバーで集団生活をする点が最も異なる。遊びのルール、時間

の使い方のルール等、子どもたちの中でルールを作って生活をすることで、自律性

を育むことができ、また、異年齢の子どもたちが一緒に過ごす中で、学校生活とは

違う力を発揮することもある。児童クラブは、子どもの可能性を引き出すことがで

きる施設でもあり、個々の子どもの状況や状態を把握し、安心・安全な生活の場と

なることが求められる。 

・保護者の働き方の多様化により、親子の接触が少なくなっている。また、心ゆたか

に過ごせる場所が少なくなってきているように感じる。人との関わりが実感できる

場所であると同時に、人との関わりを通して、人間性・社会性の健全育成を図るこ

とができるよう、児童クラブが支援の場である必要がある。子どもたちが自ら学ん

でいくことが大切であり、支援員は子どもを見守り、子どもの成長を支援すること

が必要である。 

・市内の保育園では医療的ケア児の受け入れが行われている。医療的ケア児への対応

は難しい部分も多いが、児童クラブにおいても入会を希望する家庭がある場合は、
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その子どもの状態に応じた育成支援ができるよう安心・安全な受け入れ体制の整備

について検討を進めていく必要がある。 

・児童クラブでは、第一に「安心・安全な場」となることを考える必要があり、ハー

ド・ソフト両面の質の維持・向上が重要である。東村山市では、子ども 1人あたり

概ね 1.65 ㎡の広さを確保しているうえに、国基準（1 支援単位ごと 2 名以上の支

援員）を上回る配置（1支援単位ごと 3名の支援員）を行っている。児童クラブは、

どの子どもにとっても居やすい場所となることが必要であり、「民」の力も活用し

ながら、引き続き、この高い水準を維持した運営を行うことは極めて重要である。 

・現在の東村山市の児童クラブサービスは、満足できる内容・水準であり、引き続き、

現状のサービス内容・水準を堅持していくことは大切であるが、これからの時代に

即した育成支援の内容の構築も必要であると感じている。また、配置数を満たすだ

けでなく、支援員の質の確保も求められる。今後、正規職員の退職や児童クラブの

支援員を募集しても応募が少ないなど、必ずしも支援員の十分な確保が行えない中、

場合によっては支援員の質の低下も懸念され、公設公営での運営体制が困難な状況

が想定される。今後も安定的に運営し、育成支援のサービスを維持するためには「公」

が担うべき役割を明確にし「民」のノウハウを活用した「公」との業務分担も必須

である。 

・児童クラブでは個々の発達過程や状況・状態に応じた育成支援が求められる。また、

「児童館の役割」に関する議論の際にも挙げられていたが、児童クラブにおいても

虐待等の子どもを取り巻く問題に対応していくことが求められる。子どもの安全を

確保するため、必要な研修を受けること等を通じて、支援員の資質向上を図ること

が必要である。 

 

保護者にむけた機能・サービスについて 

・東村山市では、児童クラブの開所時間は 8時 30分から 17時 45分までとなってい

る。育成支援の時間が長くなることは、子どもにとっては決して望ましいものでは

ないが、保護者にとっては必ずしも十分な時間ではない場合もある。将来的に更な

る働き方の多様化が想定されることから、現在実施している施設の利用状況なども

十分に踏まえながら、例えば学区域内に一つは延長保育を実施するなど、対応を検

討していく必要があると考える。 

・児童クラブにおいては、まずは子どもの育成支援を主眼として対応することが大切であ

る。そのうえで、保護者への対応があるものと考える。保護者への対応に注力し過ぎる

ことが支援員の過度な負担となり、子どもへの対応がおろそかになることがあっては

ならず、保護者にも積極的に子どもの育成支援に協力してもらえるよう、保護者との信

頼関係を築いていくことが大切である。 

・核家族化や働き方の多様化により親戚関係や地域関係が希薄化してきていることから

も、子育てに悩んでいる家庭や子育てに負担を感じている家庭が多くなっていると感
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じる。児童館に地域の子育て支援の拠点としての機能強化が求められるのと同時に、児

童クラブにおいても支援員と保護者がお互いに子どもの状況や様子を共有し、子育て

の負担軽減を図る機能が求められ、児童クラブにおける事業内容や子どもの状況等、保

護者へ適切な情報提供を行う等の積極的な情報発信が必要である。 

 

事業全体の管理運営に係る機能・サービスについて 

 ・学校や地域等の様々な関係機関との連携は必要であり、適切な育成支援ができるようそ

れぞれがお互いの状況を理解・共有し、連携していくことがより重要だと考える。これ

が形式的なものにならぬよう、施設間の連携等の機能を有機的に連携・活用していくた

めのコーディネーターが必要であり、その役割は「公」が担っていくべきである。 

・児童クラブ事業は信頼関係の上に成り立つ事業であると考える。子ども・保護者・支援

員が相互に信頼関係を築くことが重要で、問題が起こった際にどのような経過があっ

たのか見極める役割は「公」が担うべきである。 

・人材確保や事業運営については、「民」の方が多様性の面において期待できることから、

「民」の活用は必要であり、適切な担い手を選定することが重要である。また、運営主

体に関わらず、統一的な水準を担保した児童クラブ運営を行うためには、定期的なチェ

ックを受け、水準の維持を図る他、事業運営における新たな気づきの機会を得ることが

重要である。そのことからも、水準づくりと定期的なチェック機能は必要であり、これ

らについては「公」が担うべき機能である。 

 ・適切な育成支援を行えるよう、国都等の事例を定期的に研究・検討する他、問題発生時

にはケース会議を行い、支援の方向性を確認し、全体での共有を図る必要がある。また、

こうした取り組みにより、支援員の知識・技能の習得・向上を図ることが求められる。 

 

＜参考＞ 令和元年 9月 5日付「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」における検討

状況について（中間報告）より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．児童クラブの担う「機能」に関する集約事項 

第２回から第３回会議にかけて、児童クラブの担う機能について、「公が担うべき役割」などの観点から委

員間での検討を行った。委員間で意見集約された事項は、以下のとおりである。 

（1）児童に対する育成支援や保護者との連携・協力、また、学校や地域との連携・協力など、児童クラブの 

現場において利用児童に対し直接提供される保育サービスや関係者との連携・協力などの機能について 

は、「民営」による対応が十分に可能であり、さらに「民営」ならではの多様性を活かした運営も期待 

できる。これらを踏まえると、民間活力の導入について積極的に検討すべきである。 

（2）その一方で、児童クラブにおいて一定水準以上のサービスを市民が安心して継続的に受けられるように 

するためには、サービス水準等のルールづくりや定期的なチェックなどの機能は、引き続き「公」がそ 

の役割を担っていくべきである。 

（3）民間活力の導入により対応を図る場合においては、これまでの経過等を踏まえて事業者を慎重に選定す 

る必要がある。また、市においては、児童や保護者等の意見を踏まえ、「公」の立場で必要な関与を継 

続することでサービスの維持・向上に努めるべきである。 

18 
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（3）児童館・児童クラブにおける連携のあり方について 

検討会では、児童館・児童クラブにおける連携の現状を把握するとともに、今後の連携の

あり方について議論を交わしてきた。これらを踏まえ、委員から出された意見は、次のとお

りである。 

 

公民の役割整理について 

・様々な社会環境の変化等への対応を迫られる昨今において、すべてを「公」で担うのは現

実的ではない。これからの「公」の役割で重要なのは、どのように「民」との協力関係を

構築するかである。例えば、行政の抱えている職員の定年による大量退職や施設の老朽化

に伴う課題にも併せて対処していくためには、積極的な民間活力の導入や、小学校への機

能集約などを含めた公共施設再生等に関する創意工夫が必要である。 

・公設である意味と責任を明確にしたうえで、当市における現状と今後の児童館・児童クラ

ブの関係性をはっきりと利用者に示すことが重要である。「民」を導入しても、「公」が最

終的な判断と責任を負うことに変わりなく、そのことを明示することで、利用者の理解も

得られると思う。 

・利用者と直接関わる現場は、そのニーズを把握しやすいため、「民」を導入することで、

自主事業などのサービス部分に「民」ならではの柔軟性を速やかに反映させることが期待

できる。 

・子どもを預ける側の保護者にとって重要なことは、適切な育成支援を受けられるか否か

であって、公営か民営かという要素ではないと思う。「民」を導入した後も、「公」がしっ

かりとサービスの質を管理することにより、積極的に「民」を導入していくべきである。 

・例えば医療的ケア児の受け入れなど、「民」でも対応は可能だが、人手や予算の負担

をどこまで「公」が支援できるのかを考える必要がある。「公」の立場として、医療

的ケア児や特別な配慮が必要な子どもに対しての育成支援の水準と、その維持のため

の仕組みづくりや、予算配分等の考え方をしっかりと構築することが必要である。 

 

スタンダード（水準）の確立・維持・チェック機能について 

・スタンダード（水準）のベースとなる部分は変わらなくても、スタンダード（水準）を実

施するための手段・方法は必要に応じて定期的に更新する必要がある。普遍的な土台にな

る部分と、例えば、コロナ禍の状況等、社会情勢等の変化に合わせて柔軟に対応すること

が求められる部分の見極めが必要である。 

・児童館が土台となるスタンダード（水準）を堅持したうえで、「民」の創意工夫によるサ

ービスが上乗せされることが重要である。東村山市のガイドラインや条例に定められた

ハード・ソフト両面における高い水準を維持し、各児童クラブにおける一定の育成支援の

水準の確保等を図るために管理や指導を行うことは「公」の役割であると同時に、一度設

定したスタンダード（水準）を国や都、他自治体の事例や社会情勢等の変化に合わせて見
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直しを行うことも役割である。 

・スタンダード（水準）の確立・維持には、児童館や児童クラブだけでなく、エリア内のネ

ットワークなども効果的に活用できればよい。 

 

連携について  

【児童館の役割】 

・児童館と児童クラブはそれぞれ単体で独立したものという認識が一般的で、現状では東村

山市においても両者の関係性は分かりづらい思う。5つのエリアの考え方のもと各エリア

に児童館が設置されていること、現状においても日頃から児童館長が児童クラブを巡回・

チェックしていること、また、児童館は各エリアにおいて地域との連携等の密接な関係性

を持ちながら、児童クラブを統括し、児童クラブと密接な関係にあることを分かりやすく

示したうえで、充実・発展を図るべきである。 

・児童館の特性の一つである「拠点性」は、「子どもの遊び場」という本来の児童館の役割

と同等に重要な役割であり、それを活かす取り組みが必要である。保育園でいうところの

公立園の役割にあたる部分を児童館が新たに担うことになるため、児童館が果たすべき

役割は、今後大きく重くなる。 

・各児童クラブで起こった様々な問題を、地域として解決するために、児童館や子ども家庭

支援センター等が、関係機関との連携を図るコーディネーターの役割を担い、児童クラブ

と各所の連携がうまく機能する仕組みを構築できたらよい。また、現場で直接各種の問題

に接する児童クラブの職員のサポートも同時に行うべきである。 

・児童館が主体となって各施設の相談を受けるなどの取り組みがあれば、専門機関に繋げや

すく、その後も連携して継続した育成支援を行うことができるのではないか。このような

コーディネートをすることも「公」である児童館の役割になるものと思う。 

・育成支援において重要な「子どもの発達」に関する研修や、「保護者への対応」に関する

研修など、エリアにおける専門的な研修の機会をより多く確保してもらいたい。 

・児童館においては、中高生の「参画」の機会がもっとあっても良いかと思う。「あそぼう

会」では、中学生の手伝いが実施されている。小学生の意見を中高生がまとめるなど、そ

んな仕組みが出来れば理想だと思う。 

・児童館の役割を今後大きく重くするならば、それに見合った職員配置と、エリアごとの柔

軟性を認めることが不可欠である。 

 

【児童クラブの役割】 

・児童館内にある児童クラブを「育成室」、館外にある児童クラブを「分室」と呼んでいる

が、利用者にとっては、「育成室」も「分室」もどちらも児童クラブに違いはない。また、

実際のサービス・機能も同じであり、いずれも公営にこだわる必要はない。 

・子育て世帯のニーズは多様化しており、児童クラブは市のスタンダード（水準）を遵守し

ながら、それに対応していかなければならない。これから積極的に児童クラブに「民」を
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導入していくなら、社会情勢等の変化に合わせて、「民」の利点である柔軟性を活かした

様々な自主事業を充実・普及させるべきである。児童クラブの時間内で特色のある自主事

業を実施することによって、保護者ニーズを叶えることにも繋がると思う。 

・子どもへの対応が基本ではあるが、昨今、保護者自身の相談の場が少なくなっており、子

どもや保護者と接する児童クラブも、その役割の一翼を担えると良い。 

・専門機関へ適切に繋げるためには、子どもをよく見るスキルが必要である。児童クラブは

放課後の短い時間の中ではあるが、保護者に代わって異変に気付けるチャンスを持って

いる貴重な場であるため、傾聴や洞察のスキルを含めた、職員の資質向上が望まれる。 

・配慮が必要な児童や家庭の場合、学校とクラブの連携が取れないと育成支援が難しい場合

がある。「公」がコーディネートすることで、より良い形で児童クラブと学校の連携が取

れるよう、情報提供のルートなどが確立されると良い。 

・もともと公営で運営していた児童クラブを民営にするには、保護者説明のタイミング等に

留意しなければならない。いずれ民営に変わる可能性があることを理解・納得したうえで、

入会してもらう必要があり、市の責任において、入会前の段階で適切な方法での説明は重

要である。 

・児童クラブにおいて、子どもが「参画」する仕組み自体は構築するメリットがあると思う

が、「参画」を促す時期の見極めは重要である。大切なのは、無理に「参画」させること

ではなく、子どもの声を、大人が拾い上げ形にする仕組みづくりや、子どもの声を聞き逃

さないための傾聴スキルを身につけることである。 

 

地域特性について 

・全ての地域の施設で画一的に運営する必要はない。むしろ、画一的な対応では不十分であ

る。地域によって、人材にも連携力にも差があることを前提にした取り組みが必要である。 

・転入者が多いエリア、従来からの住民が多いエリアでも、その地域性は異なってくる。自

然環境、文化的な背景等の要素も影響し、当然、利用者が求めるニーズも異なるはずであ

る。ベースとなるスタンダード（水準）がしっかり構築されていれば、それらの地域特性

に応じた水準を上乗せし、具体的な取り組みを行うべきである。 

 

東村山市独自のエリア内のネットワーク活用について 

・今あるエリア内のネットワークを活用しながら、「地域まるごと子育て支援」の一翼を担

っていくことが必要である。個々の児童クラブや保育園が、それぞれ日々の保育や育成支

援、保護者対応などで多忙を極める中にあって、拠点となる公立保育園と児童館が、エリ

ア全体のことについて声かけをし、各機関との関係を構築しながら、地域における子育て

支援の両輪としての役割を果たす必要がある。 

・各施設で持ち寄った事例検討会など、専門職として、育成支援の取り組みを充実できるよ

うな機会を、エリア内のネットワークを活用して確保してもらいたい。 
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2．提言                           

前項（P.14～P.21）の委員意見をもとに、今後、東村山市における児童館・児童クラブが

担うべき役割や取り組みの方向性及び連携のあり方について検討会として集約を行った。

その結果について、次のとおり提言する。 

 

 

（１） 今後の児童館が担うべき役割や取り組みの方向性について 

① 地域の子育て支援の拠点としての機能強化  

核家族化や働き方の多様化等により地域関係が希薄化し、人と人とのつながりが少な

くなっていることから、地域での子育て支援の力を上げていくことが求められる。東村山

市においては市域を 5つに分割し、5エリアに 1館ずつ児童館が設置されている。この特

色を活かし、各エリアに設置されている児童館がそれぞれの拠点となり、東村山市が独自

に取り組むエリア内のネットワークを活用することで関係機関との連携を強化する必要

がある。また、保護者への適切な支援を行うことや、子育て世帯とその世帯を取り巻く地

域の人たちを繋げ、子育て世帯間の交流や世代間の交流を推進することで、地域で子育て

世帯を支え合う環境づくりに寄与し、東村山市が掲げる「地域まるごと子育て支援」の一

翼を担う必要がある。 

 

② 年齢層ごとのニーズに応じた運営の推進  

  児童館では、日常の遊びやプログラム等を通じて子どもの自主性、社会性、創造性等を

育んでおり、乳幼児、小学生、中・高校生のそれぞれの発達段階や年齢層に応じた多様な

ニーズがある。児童館の運営を行っていくにあたっては、社会の変化等に伴い多様化する

ニーズを的確に把握しつつ、そのニーズや利用状況、地域の特性に応じた施設運営を推進

していく必要がある。また、これら様々な年齢層の子どもたちの縦の繋がりをつくること

で、子ども自身が新たな発見をする機会を作っていくことも求められる。 

 

〇乳幼児の利用促進 

  子どもにとって、家と学校以外にも行き場があることは強みとなることから、複数の居

場所があることは重要であり、児童館が、その居場所の一つとなることが求められる。乳

幼児は一人では利用することができないことから、まずは親子で利用しやすい環境をつ

くることが重要である。 

  そのためには、引き続き、子育て支援サークルが活動しやすい場所を提供していくとと

もに、現在、実施している『親子体操』といった乳幼児親子向けのプログラムを発展させ

ていくことや、乳幼児が安心して遊べる空間（場所、時間）を提供するなど、乳幼児親子

を対象とした活動をさらに充実させ、安心して過ごせる居場所となるための機能を高め
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ていくことが必要である。 

 併せて、東村山市の多くの乳幼児が幼稚園・保育園を利用していることに鑑みれば、幼

稚園・保育園に対しても児童館から働きかけを行い、就学以降に利用しやすい関係づくり

を行うことも求められる。 

 

  〇小学生の成長を支える仕組みの充実 

  子どもにとって遊びは、生活の中の大きな部分を占めるとともに、心身の健康を増進す

る重要な要素が含まれている。そのため、子どもが心身の健康を増進し、知的・社会的能

力を高め、情緒をゆたかにするような工夫を含めた遊びの展開を援助することが求めら

れる。 

現在、東村山市の児童館においては、地域の子育て資源を活用し、小学生を対象とした

各種のプログラムを展開しており、例えば、卓球・バスケットボール等のスポーツ講座や

ダンス指導といった体を動かすことを主眼とした活動や、絵画講座・音楽講座といった文

化や芸術に親しむことを主眼とした講座など、様々なプログラムが行われているが、これ

らの企画・運営は児童館が担っている。 

  今後、児童館においては、児童館が企画・運営するプログラムを引き続き実施するとと

もに、児童館で行われる様々な活動について、子どもが主体的に企画・運営を行う機会を

設け、活動の中での成功体験などを通じて自己効力感や自己肯定感が醸成できるような

環境づくりに努めることが必要である。また、こうした取り組みを経て、将来的には子ど

もの意見が児童館運営に反映されるような仕組みを作っていくことも重要である。 

 

〇中高生世代の居場所づくりの推進 

  児童館は、18 歳未満の全ての子どもとその保護者を対象に地域の子育て支援を担って

いるものの、現状の利用者は、小学生が中心となっている。 

 東村山市において中高生世代を対象に夜間開館を行っているのは、現状では富士見児

童館 1館で、かつ週 1日のみの実施であり、限定的な実施にとどまっている。 

  そのため、今後、夜間開館の拡充について検討を進める必要がある。また、児童館の活

動内容について積極的に情報発信を行うとともに、社会情勢等の変化に応じて、ニーズも

変わっていくことから、潜在化しているニーズを発見し、中高生世代が自ら選択し参加し

たくなるようなイベントを実施するなど、中高生世代にとってより利用しやすい環境を

整え、社会参画へ向けた基礎となるような居場所の一つとなり、中高生世代の自主性や社

会性が育つよう援助することが求められる。 

 

 ③ 安心・安全な居場所の提供  

  現在、不登校・虐待等の子どもを取り巻く問題が複雑化する中、児童館・学校等地域全

体で子どもが安心して安全に過ごせる居場所について考えることが求められている。東

村山市の児童館においては、配慮が必要な子どもや特別なニーズのある子どもも含め、す
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べての子どもにとって安心・安全な居場所となるよう、子どもたちの声を聴く傾聴力や、

その様子を深く見守る洞察力をもって、子どもたちの潜在化しているニーズを把握する

とともに、その機能についてさらに充実していくことが肝要である。 

  児童館職員が必ずしも専門的な資格を有する必要はないが、傾聴力や洞察力などの向

上を図り、子どもに寄り添い信頼される職員となるとともに、東村山市が独自に取り組む

エリア内のネットワークを含めた関係機関との連携により、必要に応じて専門的な支援

へ繋げるなど、子どもへの適切な支援を行い、子どもたちが自らの意思で気軽に相談がで

きる身近な居場所となる必要がある。 

 

 

（２） 今後の児童クラブが担うべき役割や取り組みの方向性について 

① 安心・安全な生活の場の安定的・継続的な提供  

保護者の働き方が多様化する中においては、家庭だけでなく、地域生活の一環として、

休息等も含めた安心・安全な生活の場を提供する児童クラブは大きな役割を担うもので

ある。 

また、児童クラブは上記の役割とともに、放課後の自由な時間を過ごす場であること

に鑑み、子どもたちが主体性を確保できるような活動を提供することも必要である。 

 東村山市の児童クラブでは、安全面に配慮しながら、子どもの自主性・社会性及び創

造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を意識した支援を行う観点から、子ども 1人当

たり概ね 1.65㎡の面積を確保するとともに、国基準を上回る支援の単位ごとに 3人以

上の支援員を配置している。 

今後は、これらのハード・ソフト両面の質については維持しつつ、これからの時代に

即した形へと柔軟に対応していくことで、児童クラブを利用する全ての子どもが安心し

て過ごすことができる生活の場の提供を継続していくことが求められる。そのためには、

発達に配慮が必要な子どもたちも集団での生活を送れるように、必要に応じて、子ども

ひとりひとりと集団を繋ぐような、合理的な配慮が必要である。また、虐待傾向等を含

む子育てに困難を抱えた家庭や子どもへの関わりについても、個人情報保護の観点を踏

まえた関係機関との連携・情報共有のあり方を検討する必要がある。 

正規職員の退職や児童クラブ支援員を募集しても応募が少ないなど、必ずしも支援員

の十分な確保が行えない中、公設公営での運営体制の維持が困難な状況となることが想

定されることから、これらを実現するには、市は「公」が担うべき役割をしっかり果た

しつつ、「民」の活用を図っていくことが必要である。併せて、発達の特性、医療的ケ

ア、多様な文化的背景等の特別なニーズなど、様々な配慮が必要な子どもの児童クラブ

での受け入れに関しても、その体制構築・強化について検討を進めていくことが必要で

ある。 
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② 子どもの健やかな育ちにむけた支援  

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ためには、保護者と支援員

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必要であ

る。 

 そのためには、就学前に利用していた施設等との情報共有を行い、縦の連携を図りながら

切れ目のない支援に繋げることも併せて検討すべきである。また、児童クラブの運営につい

て保護者へ適切に情報提供を行うのみならず、状況に応じて、保護者と支援員の間で児童ク

ラブや家庭での子どもの様子について共有するなどといった取り組みを行うことで、保護

者が積極的に児童クラブにおける育成支援に関わっていけるような機会を作ることが求め

られる。 

 さらには、こうした取り組みを通じて、保護者との信頼関係を構築していく中で、関係機

関と連携を図りながら、児童クラブにおいても子育てに悩んでいる家庭などの負担軽減を

図る機能を担い、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も

大切である。 

 

③ 児童クラブ全体のサービス水準の維持・向上  

社会情勢の変化によって子育て世帯の価値観も変化し、保護者のニーズは多様化してお

り、一定のサービス水準を確保しながら、子どもに向けた機能・サービスや保護者に向けた

機能・サービスの質を向上させていくことが求められる。 

東村山市の児童クラブでは、5 つのクラブにおいて「民」が導入されている実績があり、

そこでは独自プログラムの開発や、系列事業所で活用されている取り組みのアイディアを

取り入れるなど、延長保育サービスを始めとした各種自主事業等の実施により、「民」なら

ではの多様性を活かした運営が行われている。 

以上を踏まえれば、今後も民間活力の導入を積極的に進めていくべきであり、その際は、

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「公」の立場で担いつつ、サービスの継続性を担保することと

併せて、水準の維持・向上を図る必要がある。その際には、東村山市が独自に取り組むエリ

ア内のネットワークも活用しながら、東村山市としてのスタンダードは担保しつつ、地域ご

との特性を活かした水準を作っていくことが望ましく、その過程においては、子どもたちが

日々の生活のみならず、運営においても参画できるような仕組みづくりを検討し、主体性を

発揮できるよう検討されたい。 

また、「民」との契約にあたっては、東村山市としてのスタンダードを担保できるよう構

築し、契約事項として明確にする必要がある。 

そのうえで、「民」ならではの多様性を活かしながら保護者のニーズを適切に反映しつつ、

支援員の知識・技能の習得・向上が図られるような研修等の機会の確保に「公」が適切に関
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与していくことで、東村山市の児童クラブ総体としての質を維持・向上させていくことが求

められる。 

 

 

（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 

 

連携にあたっての前提 

●公民の役割整理  

検討会におけるこれまでの議論の中で、中間報告（巻末資料 1-1～1-7参照）にも示した

とおり、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」を活用していくかが課題であるとの前提に立ち、

公民の役割を整理してきた。 

基本的にサービス水準の確立・維持・チェック機能を除いて、利用者へ提供するサービス

において、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

を負うことに変わりなく、そのことを利用者にわかりやすく周知することが必要である。 

また、「民」に担わせる現場のサービスにおいても、例えば特別な配慮・支援が必要な児

童を適切に受け入れることができるよう、「公」が仕組みづくりを検討することも必要であ

る。 

「公」が担う役割は、各児童クラブにおける一定の育成支援の水準の確保等を図るため、

管理や指導を行うことにあり、東村山市が独自に設定する、支援の単位ごとに 3人以上の支

援員を配置するなど、ガイドラインや条例に定められたハード・ソフト両面における高い水

準を維持することである。加えてその水準は、国・都・他自治体の事例研究や、社会情勢等

の変化に合わせた定期的な見直しが必要である。 

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。 

 

 以上の前提を踏まえ、連携にあたっての児童館・児童クラブの役割等を以下に示す。 

 

 

①連携にあたっての児童館の役割  

東村山市においては、市域を 5 つに区分し、この 5 つのエリアに 1 館ずつ児童館が設置

されている。各エリアに設置されている児童館は地域の拠点となっており、かねてより児童

館長がエリアの児童クラブを巡回し、情報共有・チェックを行いながら、児童クラブのサー

ビス水準の質の維持・向上に努めてきた。 
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児童館は、これまで行ってきたエリア全体の職員の資質向上に寄与する役割、例えば、育

成支援において必要となる専門的な研修や会議、事例検討会等の実施や、情報交換・共有の

機会の確保などを、今後さらに充実させていくことが求められる。この他、同エリア内の児

童クラブで起こった様々な問題を地域として解決するために、関係機関等との連携をコー

ディネートするのと同時に、現場で直接利用者に接する職員をサポートする役割も担う必

要がある。 

上記のことに鑑みれば、「連携にあたっての前提」（P.26）として、「公」の役割は一定水

準のサービスの継続性及び質を担保することと集約したが、この点においては、児童館が持

つ「拠点性」を活かし、地域の児童クラブに対して、定期的なチェックを行うことが有用で

あると考える。その水準に関しては、利用者である子どもや保護者の声のみならず、東村山

市が独自に取り組むエリア内のネットワークを活用し、地域特性を反映させることが望ま

しく、加えて、国・都・他自治体の事例研究や、社会情勢等の変化に合わせて定期的な見直

しをかけることも求められる。 

以上のことから、児童館は「公」による運営を行い、その「拠点性」を活かし、チェック

機能を始めとする役割を担う必要がある。 

なお、これらのことを踏まえると、今後の児童館は従来の機能に加え、より多岐にわたる

役割を担うことになるため、それに見合った職員配置と、統括するエリアごとの柔軟性を認

めることが必要である。 

 

② 連携にあたっての児童クラブの役割  

利用者へ直接サービスを提供する役割は、「民」でも十分に対応が可能である旨を中間報

告（巻末資料 1-1～1-7参照）においても集約したことから、児童クラブは民間活力の導入

について積極的に検討すべきと考えるが、その際には、各エリアに 1館ずつ配置された拠点

となる児童館と連携の上、東村山市が定める一定のサービス水準を遵守することが前提と

なる。 

なお、本提言における児童クラブとは、児童館内にある「育成室」及び館外にある「分室」

の双方を指し、両者の児童クラブとしてのサービス・機能に変わりはないことから、民間活

力の導入についての基本的な考え方は同様である。 

今後の児童クラブにあっては、先に述べた東村山市が定める一定のサービス水準を土台

としたうえで、更に地域特性に応じた上乗せ水準を確立し、地域の実情に沿った育成支援が

行われることが望ましい。そのためには、利用者である子どもや保護者と接する児童クラブ

が、その声やニーズを拾い上げる役目を担い、児童館と連携し、地域特性に応じたエリアご

との水準づくりにフィードバックすることが必要である。そのためにも、子どもが主体性を

発揮できるような関係性を日頃から築いていくことが重要である。こうして構築された水

準に加えて、「民」の強みの一つである柔軟性を活かした運営を行い、育成支援に活かして

いくことが必要である。 
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また、児童館による定期的なチェックを受け、指摘事項については速やかに改善し運営に

反映させることも児童クラブに求められる重要な役割である。 

子育ての孤立化や虐待等の問題が深刻化する中で、児童クラブは直接保護者や子どもと

接する最前線の現場であり、危機管理や傾聴力及び洞察力、関係機関との連携に対する知識

と実践など、職員の知識・能力の向上が強く望まれる。従って、児童クラブに携わる者は、

内部で行う研修のみならず、児童館が中心となってエリアで行われる研修や会議、事例検討

会等に積極的に参加し、情報交換・共有を行い、地域一丸となってのレベルアップに寄与す

ることが求められる。 

なお、東村山市においては、平成 30年度より指定管理者制度による公設民営の管理運営

を取り入れ、現在 29 か所ある児童クラブの内、5 か所において指定管理者による運営が行

われている。これまでも民間活力の導入にあたっては、利用を希望する保護者への説明を丁

寧に行ってきたところであり、今後、児童クラブの運営を「民」へと移行する際には、利用

者説明の時期等に十分に配慮したうえで、市の責任において適切な方法での説明を行うべ

く留意されたい。 

 

 

●提言に基づく児童館・児童クラブの今後の運営面における連携イメージ図 

図 3- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童クラブ(民)の役割 

・水準に沿うとともに質の向上を目指し

た運営を行う 

・定期的なチェックの実施 

・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 

・指摘事項を改善、運営に反映させる 

・一定のサービス水準 土台  

を連携する児童クラブに維持させる 

・地域特性に応じたエリアごとの 

水準の確立 上乗せ  

・上記水準の見直し 

 

・東村山市が定める一定のサービス水準の確立 土台 

・国・都・他自治体の事例研究、社会情勢等の変化に合わせた定期的な見直し 

・チェック機能の確立 

児童館(公)の役割 
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③ 子どもへの支援にあたっての連携  

ここまで提言として、今後の連携にあたって児童館・児童クラブが担うべき役割について、

主に運営面に着目して集約したが、子どもの健全育成においては、支援にあたっての連携に

ついても運営面同様に重要であることから、ここで触れておく。 

「第 2章 3．児童館・児童クラブにおける連携の現状」（P.11～13）で示したとおり、現

状、東村山市においては、子どもへの支援に関する仕組みが構築されており、これらの仕組

みを活用した児童館・児童クラブ間における連携が行われている。 

しかし、社会環境の変化等に伴い、子どもを取り巻く環境は日々変化しており、今後もそ

れらに即した支援を行うためには、現在の仕組みも活用しながら、児童館・児童クラブ間の

連携体制をより充実・強化していく必要がある。 

加えて、子どもの特性を踏まえつつ、児童館・児童クラブ以外のサービスに繋げていく役

割も充実させていくことで、エリア内のネットワークの仕組みを有効に活用しながら、東村

山市総体の行政サービスとして、切れ目のない支援をすべての子どもに提供できるような

体制を今まで以上に機能させていくことを検討されたい。 

こうした取り組みを通じて、児童館・児童クラブ双方が子どもにとって安心・安全な居場

所となるよう、情報共有を始めとした密な連携を行い、子どもにとって最適な環境づくりを

引き続き進めていくことが重要である。 

 

 

●提言に基づく児童館・児童クラブの今後の子どもへの支援面における連携イメージ図 

図 3- 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童館(公)の役割 

 

児童クラブ(民)の役割 

エリアごとの会議・研修・事例検討会等 

の実施 

情報交換・共有 

・関係機関等との連携をサポート 

・現場職員のサポート 

参加 

コーディネート 
サポート 

児童クラブ 

職員 



 

 

おわりに  

 

 以上、足かけ三年にわたり時間をかけて丁寧に行ってきた議論をもとに、検討会としての

考えを最終報告として申し述べてきた。様々な社会情勢の変化は、子どもや保護者の環境だ

けではなく、地方自治体を取り巻く環境にも大きな影響を与えている。今回とりまとめた提

言書においては、公民間の関係について多くを述べてきた。しかし、児童館・児童クラブは、

東村山市が行う事業ではあるが、民間事業者が展開する事業としての性格だけではなく、当

市における子どもの成長や発達、保護者の子育てにとって社会資源としての貴重な財産で

ある。それは、直接利用している子どもや保護者だけではなく、将来の子どもや保護者、広

く市民にとってかけがえのない財産でもある。そのため、一つの事業所だけの展開を考える

のではなく、関係事業者等と情報共有や連携を適切に行い、総体としての児童館・児童クラ

ブ事業の向上に努めていくことが求められる。他方、成長・発達の主体は子ども自身であり、

子育てをする主体は保護者であり、支援の主体は支援者であり東村山市や事業者である。こ

れらの三者が協力していくことが大切だと考えている。今後も、政策判断として、一時的な

局面だけではなく、先を見通した対応を求めたい。民間事業者の協力を得ようとする場合に

おいても、選定や指定の更新等を拙速に進めることなく、慎重な対応が必要である。 

今後、市において本提言の具体化に向けた検討がなされ、児童館・児童クラブ事業の一層

の充実が図られることを期待し、我々検討会委員は、提言の策定に携わった者として、今後

の動向にも注目していきたい。最後に、しかるべき時期に行われた具体策について検証する

機会をもつことを要望しておきたい。 
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令和元年 9月 5日 

 

東 村 山 市 長 

渡 部  尚  様  

 

東村山市 

児童館・児童クラブ運営等検討会 

会 長  井 原  哲 人 

 

 

「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」における検討状況について 

（中間報告） 

 

 

「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会設置要領」第 3条第 1項の規定に基づき、当

検討会におけるこの間の議論により集約された一部の検討結果等について、別紙のとおり

報告いたします。 
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1．検討会の設置目的 

東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会（以下「検討会」という。）は、児童館・児童

クラブ事業を取り巻く現下の社会状況等に鑑み、これからの児童館・児童クラブの運営体制

等の方針を定めるにあたり、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行っていくために

東村山市が「 公
おおやけ

」の立場で担うべき役割とは何か、これからの事業運営の方向性やあり

方としてはどのような形が望ましいか、民間活力の導入も視野に様々な角度からのご意見

を賜り検討を図るべく設置された会議体である。 

 

2．検討会の委員構成 

検討会は、「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会設置要領」に基づき設置された会

議体であり、外部の有識者や保護者、公募市民など 7名の委員から構成されている。具体的

な委員構成は、以下のとおりである。 

 

選出区分 選出要件 氏名 

学識経験者 児童館・児童クラブ事業に関する有識者 井原
い は ら

 哲人
あきひと

 

学識経験者 公共施設の管理・運営に関する有識者 関
せき

 幸子
さ ち こ

 

学校関係者 学校運営における管理職経験者 長谷川
は せ が わ

 正夫
ま さ お

 

児童クラブ保護者 東村山市学童保育連絡協議会の推薦する者 永田
な が た

 有希子
ゆ き こ

 

民間事業者 当市の子育て施策に関する民間事業者 千葉
ち ば

 瑞枝
み ず え

 

公募市民 市内児童館を利用している未就学児の保護者 加藤
か と う

 美香
み か

 

公募市民 市内在住の 20歳以上の者 清水
し み ず

 知美
と も み
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3．本中間報告の位置づけ 

本検討会では、その設置目的を達成するため、さしあたり今年度いっぱいの期間をかけて、

児童館・児童クラブ全体に関わる今後の運営体制等の方針（グランドデザイン）について十

分に議論を行うこととしている。 

一方で、東村山市においては、児童館条例施行規則に規定される「標準とする施設規模」

を大きく上回る受け入れを行っている児童クラブが複数存在する現状にあることから、こ

うした児童クラブにおいて、現在サービスを利用している児童のより安全で快適な保育環

境を整えていくため、当該児童クラブが所在する学区域内の 4 つの小学校（回田
めぐりた

小学校・

大岱
おんた

小学校・秋津小学校・北山小学校）の施設を活用し、令和 2年 4月より新たに 4つの児

童クラブを開設することについて、学校側と協議のうえ、既に市として決定をしている。 

令和 2 年 4 月の施設開設が目前に迫る中、第 1回会議においてこれら 4校における児童

クラブの運営体制等の方針については、年度の中頃の段階までの検討経過を踏まえ、検討会

として意見を述べていく旨を集約し、これを受けこの間の検討を進めてきたところである。 

こうした経過を踏まえ、冒頭で述べたとおり、児童館・児童クラブ全体に関わる今後の運

営体制等の方針（グランドデザイン）については、今年度いっぱいの期間をかけて十分に議

論していくことを前提としながら、このたび学校施設内に新設する 4 つの児童クラブの運

営体制についてもその方向性を同一のものとし、本検討会による中間報告として提言する

ものである。 
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4．検討会におけるこの間の検討経過 

検討会の会議は、令和元年 6月 5日を初回（第 1回）とし、今日までの間に計 3回の会議

を開催し、検討・意見交換を行ってきた。審議等の概要は、以下のとおりである。 

 

回数 開催日 審議等概要 

第 1回 令和元年 6月 5日 
東村山市の児童館・児童クラブ事業の現状、現

状から導き出される課題等の整理、認識共有 

第 2回 令和元年 7月 25日 
児童クラブが担う「機能」に着目した「公が担う

べき役割」に関する意見交換 

第 3回 令和元年 9月 3日 

第 2 回会議を踏まえ、児童クラブが担う機能・

役割に関する大筋の方向性を整理のうえ、学校

施設を活用した 4 つの新設児童クラブの運営体

制について、中間報告に向けた意見集約 
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5．児童クラブの担う「機能」に関する集約事項 

第 2 回から第 3 回会議にかけて、児童クラブの担う機能について、「公が担うべき役割」

などの観点から委員間での検討を行った。委員間で意見集約された事項は、以下のとおりで

ある。 

 

（１）児童に対する育成支援や保護者との連携・協力、また、学校や地域との連携・協力な

ど、児童クラブの現場において利用児童に対し直接提供される保育サービスや関係者

との連携・協力などの機能については、「民営」による対応が十分に可能であり、さら

に「民営」ならではの多様性を活かした運営も期待できる。これらを踏まえると、民間

活力の導入について積極的に検討すべきである。 

 

（２）その一方で、児童クラブにおいて一定水準以上のサービスを市民が安心して継続的に

受けられるようにするためには、サービス水準等のルールづくりや定期的なチェック

などの機能は、引き続き「公」がその役割を担っていくべきである。 

 

（３）民間活力の導入により対応を図る場合においては、これまでの経過等を踏まえて事業

者を慎重に選定する必要がある。また、市においては、児童や保護者等の意見を踏まえ、

「公」の立場で必要な関与を継続することでサービスの維持・向上に努めるべきである。 
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6．学校施設を活用した 4つの児童クラブの運営体制等に関する提言 

前頁の集約事項を踏まえ、東村山市の児童クラブにおいて、将来にわたり継続して安定的

な事業運営を行い、今後もサービスの維持・向上を図っていくことを目指し、本検討会で引

き続き検討を進める。 

ただし、令和 2 年 4 月に開設する学校施設を活用した 4 つの児童クラブの運営体制等に

ついては、以下のとおり提言する。 

 

 

先行事例のある指定管理者制度を活用し、新たに設置される「公設民営」の児童クラブと

して、民間活力の導入を図る。 

なお、本提言を踏まえ、必要な情報提供・周知を行う。特に、民間活力の導入により整備

を行う 4 つの小学校（回田
めぐりた

小学校・大岱
おんた

小学校・秋津小学校・北山小学校）の利用児童並

びに保護者に対して必要な情報提供・周知を行い、疑問や不安の解消に努めること。 
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7．おわりに 

本中間報告においては、令和 2 年 4 月の学校施設を活用した 4 つの児童クラブの新規開

設に向け、市として速やかな方針決定が必要である実情等を踏まえながら、これらの児童ク

ラブの運営体制等の方向性についてを中心に、先行して議論を進め、検討会として提言を行

った。 

東村山市においては、本中間報告における提言を尊重いただき、施設開設に向けた所要の

準備を速やかに進めるとともに、「公」の立場として開設後の安定した事業運営に努められ

たい。 

なお、今後も年度末にかけて本検討会の会議を開催し、東村山市の児童館・児童クラブ全

体に関わる今後の運営体制等の方針（グランドデザイン）の決定に向けた検討を継続するこ

ととし、その検討結果については十分な議論を経たのち、最終報告を行いたい。 

以上 
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平成 31年 4月 15日設定 

 

東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会設置要領 

 

（設置） 

第 1条 東村山市の児童館・児童クラブ運営について、本事業を取り巻く現下の社会状況等

に鑑み、今後の運営体制等の方針を定めるにあたり、東村山市児童館・児童クラブ運営等

検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 （定義） 

第 2条 この要領において「児童館」とは、東村山市立児童館条例（平成 2年東村山市条例

第 18号）第 2条に掲げる児童館のうち、育成室及び分室を除いた施設をいう。 

2 この要領において「児童クラブ」とは、同条例第 3条第 2項に基づき、児童館の育成室

及び分室において行う放課後児童健全育成事業をいう。 

（所掌事項） 

第 3条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行い、その検討結果を市長に提言するも

のとする。 

（1）東村山市の児童館・児童クラブ運営について、今後の運営体制等の方針に関する事項 

（2）その他、東村山市の児童館・児童クラブ運営のあり方に関して必要な事項 

（構成） 

第 4条 検討会は、別表に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱する。 

（会長等） 

第 5条 検討会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選により選出する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

4 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。 

（任期） 

第 6条 委員の任期は、委嘱の日から市長に対して提言する日までの期間とする。 

 （委員の責務等） 

第 7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同

様とする。 

2 委員は、検討会の公平性及び中立性を損なうことのないよう、検討対象となる施設及び

関係者との関与につき、十分な配慮をしなければならない。 

（会議等） 

第 8条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。 

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

資料２ 
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3 検討会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第 9条 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

 （報償） 

第 10条 検討会に出席した委員及び前条の規定に基づき出席を求められた者で、必要があ

ると認められる者に対しては、報償を支払うことができる。ただし、東村山市職員及び指

定管理者であるものを除く。 

（公開） 

第 11条 検討会の会議は、東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針に基づき、原則

として公開とする。 

（庶務） 

第 12条 検討会の庶務は、子ども家庭部児童課において処理する。 

（委任） 

第 13条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会

に諮って定める。 

 （施行及び廃止日） 

第 14条 この要領は、設定された日から施行し、市長に対して提言された日を以て廃止と

する。 

 

 

別表（第 4条） 

検討会委員 

選出区分 選出要件等 人数 

(1)学識経験者 児童館・児童クラブ事業に関する有識者 1人 

(2)学識経験者 公共施設の管理・運営に関する有識者 1人 

(3)学校関係者 学校運営における管理職経験者 1人 

(4)児童クラブ保護者 東村山学童保育連絡協議会の推薦する者 1人 

(5)民間事業者 当市の子育て施策に関する民間事業者 1人 

(6)公募市民 市内児童館を利用している未就学児の保護者 1人 

(7)公募市民 市内在住の 20歳以上の者 1人 

備考 第 4号、第 6号及び第 7号の区分に該当する委員は、東村山市民に限る。 
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東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会委員名簿 

 

 

 
選出区分 選 出 要 件 氏 名 

1 学 識 経 験 者 児童館・児童クラブ事業に関する有識者 井 原  哲 人 

2 学 識 経 験 者 公共施設の管理・運営に関する有識者 関  幸 子 

3 学 校 関 係 者 学 校 運 営 に お け る 管 理 職 経 験 者 長谷川 正夫 

4 児童クラブ保護者 東村山学童保育連絡協議会の推薦する者 永田 有希子 

5 民 間 事 業 者 当市の子育て施策に関する民間事業者 千 葉  瑞 枝 

6 公 募 市 民 市内児童館を利用している未就学児の保護者 加 藤  美 香 

7 公 募 市 民 市 内 在 住 の 2 0 歳 以 上 の か た 清 水  知 美 
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