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こども支援課 

児童館・児童センターの今後のあり方 

資料４ 社会福祉審議会児童福祉専門分科会資料 



１ 

内郷児童館 小名浜児童センター 

設置場所 内郷綴町川原田59

設置年月日 昭和46年4月1日

敷地面積 5,243.76㎡

建物面積 192.72㎡

建物構造 木造瓦葺2階建て

附属施設 児童用プール（大・小）,馬場児童遊園

駐車場 5台分のスペース

設置場所 小名浜寺廻町10－3

設置年月日 昭和57年4月1日

敷地面積 2,860.90㎡

建物面積 375.53㎡

建物構造 鉄骨造平屋建て

附属施設 児童用プール（大・小）

駐車場 4台分のスペース

駐車場（5台） 

児童用プール 

馬場児童遊園 

児童用プール 

駐車場（4台） 

寺廻公園 

Ⅱ 管理運営 
 ⑴ 指定管理者 公益財団法人いわき市社会福祉事業団 
 ⑵ 開館日    日祝日以外の日 
 ⑶ 会館時間   平日   午前9時から午後5時まで 
            土曜日 午前9時から午後3時まで 
 ⑷ 職員配置   施設長1名、児童厚生員2名 
   （厚生労働次官通知に基づき、2人以上の児童厚生員を置くほか、必要に応じて、 
     その他の職員を置く） 

 ⑸ その他         児童館の適正な管理運営について広く意見を聴くた 
            め、いわき市児童館運営委員会設置要綱に基づき、 
            運営委員会を設置 

児童館・児童センターの概要 
Ⅰ 役割の変遷 
 ●本市の児童館・児童センターは、昭和40～50年代にかけて、産炭 
   地区の炭鉱閉山で共働きが増加したことによる「かぎっ子」対策として 
     放課後の学童保育（登録制）を担うために整備されたもの。 
 

 ●平成3年に国の制度見直しにより、放課後児童対策として放課後児 
   童クラブが位置付けられ、徐々に児童クラブが整備・拡充されていく中 
    で、児童館は登録制による学童保育を継続。 
 

 ●平成21年度に児童館運営委員会の意見等を踏まえ、児童館を子 
   育て支援の拠点施設として、登録制から自由来館制へ見直しを行っ 
    た。 
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【参考】いわき市こども元気センターの概要 

子どもの健全な遊び、学習等を提供するとともに、子育てをする家庭及び地域社会との交流を促進し、子どもの健やかな成長を支援するため、
子ども・子育て支援拠点（児童館）機能と屋内運動施設機能を併せ持つ施設として整備。 

Ⅰ 施設概要 
 ⑴ 位置        植田町本町一丁目12番地 
 ⑵ 整備施設 
    ・構造    鉄骨造２階建 
    ・延床面積 1,470.32㎡ 
      １階部分：小学生が放課後等に集まり学習等ができる機能 
             や乳幼児を持つ親子を支援する機能を整備 
      ２階部分：児童がその年代に対応できる運動施設を整備 

9～17時 18～21時

教養室

児童の静的な活動（読み聞か

せ等）を行うとともに、子育て世

代の保護者を対象に講習等を

行う

0～12歳

保護者

中高生等

（無料）

遊戯室

（乳幼児）

小さな滑り台等を整備し、乳幼

児が安全に運動をする

0～3歳

保護者

遊戯室

（ボールプール）

柔らかいボールを入れ、幼児が

安全に運動をする

3～6歳

保護者

遊戯室

（こどもｴﾚﾍﾞｰﾀｰ､ﾈｯﾄ遊

具）

昇降式階段遊具、塔状ネット遊

具を整備し、児童が空間を立体

的に活用した運動をする

3～12歳

保護者

2 屋内運動場
ミニバスケットボールやバレーボー

ル等のスポーツを行う

0～12歳

保護者

一般

（有料）

想定利用者
主な用途室名等

階

層

1

Ⅱ 施設利用 
 ⑴ 休館日  月の最後の日曜日 
          12月29日から翌年の1月3日までの日（年末年始） 
 ⑵ 開館時間 午前9時から午後9時まで 
          遊戯室及び屋内運動場は午前9時から午後5時まで 
          但し、屋内運動場を専用する場合は、午後6時から午 
          後9時まで 
 ⑶ 利用方法 未就学児の利用は保護者同伴 
          小学生、未就学児及び保護者は午後5時まで無料 
 ⑷ 使用料  午前9時から午後5時まで 無料 
          午後6時から午後9時まで  
            ・教養室    無料 
             ・屋内運動場 有料 
                          屋内運動場使用料：940円/時間 
              屋内運動場照明設備使用料：80円/時間                   

施設外観 

ネット遊具 屋内運動場 



「児童館・児童センターの今後のあり方」の検討の背景 

３ 

国において児童館ガイドラインの見直しが進められる中で、本市においても児童館・児童センターの機能・役割を整理する必要があったことから、
平成29年度より「児童館運営委員会」で検討を進めてきたもの。 

●放課後児童クラブの整備促進(昭和54年～) 
  ⇒複数の小学校区に一つの児童クラブを整備することを含 
   め、原則として、全小学校区に設置を目指す 
●いわき市公共施設等総合管理計画策定(平成29年2月) 
●いわきネウボラの実施(平成29年7月) 

【児童館運営委員会】 
 ●設置目的：児童館の適正な管理運営について広く意見を聴くため、いわき市児童館運営委員会を設置する。（設置要綱第１条） 
 ●主な役割：①児童館の運営に係る調査・検討  ②事業計画及び実績報告に対する評価・検討 
 ●組織：委員会は、委員10人以内で組織（任期2年）し、①知識経験を有する者、②関係団体の役職員、③関係行政機関の職員から市長が委嘱 
 ●開催頻度：概ね年3回 

人口減少社会の進行 
「安心して」「ゆとりをもって」子どもを産
み、育てることのできる街を目指して、
子育て支援の充実を図っていく必要
性の高まり 

家庭と地域のつながりの希薄化・
子育ての孤立化の進行 
子育てをする人にとって、地域の支え
が必要であり、子育てに関する相談や
交流の場の必要性の高まり 

支援が必要な子ども・子育て家庭の増加 
児童虐待、不登校、いじめ等の子育てに対す
る不安の解消が必要。併せて、発生予防と早
期発見に努めることが求められている 
 

子どもを取り巻く 
環境の変化 

●児童館ガイドライン見直しの検討 
 (平成29年2月～⇒平成30年10月改正) 
●放課後子ども総合プランの策定・推進(平成26年7月) 
●保育所保育指針の改定 
 (平成29年3月告示→平成30年4月施行) 
●放課後児童対策の推進 

国の取り組み 市の取り組み 



児童館運営委員会での検討状況（平成29年度） 

４ 

①児童館等が担うべき機能・役割、②目指すべき方向性について検討・意見集約を行った。 

児童館等が担うべき機能・役割 

項目 機能・役割として求められる内容

①機能・役割の明確

   化について

○子ども・子育て家庭を取り巻く社会環境が複雑多

   様化しており、今日的な課題に対応しうる児童館

   の機能・役割の明確化と強化

○多様な遊びのプログラムの実施

②子ども・子育て支援

　 に関する取り組みに

   ついて

○子ども・子育て家庭の身近な交流の場や相談窓

   口としての機能の充実・強化（０～２歳児 の乳

   幼児と保護者支援の充実）

③様々な地域資源と

　 の連携について

○保育所や学校等をはじめ、様々な地域資源との

   積極的な連携による機能・役割の充実

④児童の健全育成に

　 関する取り組み

 （放課後の児童の

   居場所）について

○児童館等がある小学校区における放課後児童ク

   ラブの整備

⑤職員の資質向上等

　 について

○館長、児童厚生員の資質向上のための研修強化

○館長、児童厚生員の適正配置・勤務体制の整備

⑥児童館等の地域偏

　 在について

○児童館等としての必要性の検討

  【継続検討事項】

　　　・プールの必要性　　　・駐車場の確保

児童館等が目指すべき方向性（主な意見） 

地域の子育て拠点として、在宅の未就学児（0～2歳）と保護
者向けの交流・相談事業を強化していく必要があるのではないか。 

様々な地域資源等と連携・情報共有しながら、地域における子ど
も・子育てネットワーク化を推進し、事業運営の充実・強化を
図っていく必要があるのではないか。 

市として全ての小学校区に一つの放課後児童クラブの整備を実
施していくという基本的な考え方に基づき、地域毎の児童数や
ニーズを踏まえながら、児童生徒が通学するより身近で安全・安
心な小学校敷地内に放課後児童クラブを整備する必要がある
のではないか。 
併せて、自由来館する児童への遊びを通した児童の健全育成に
関する取り組みを強化する必要があるのではないか。 

提供する遊びやサービスの質の向上を図るため、児童の遊びを専
門に支援する者・支援スタッフの適正な配置を行うとともに、館長
をはじめ、職員の資質向上・人材育成に向けた研修体制を充
実・強化する必要があるのではないか。 

市内全域から多くの利用者が来館できるよう駐車場を確保するな
ど、利便性を向上させ、利用しやすい環境を整備していく必要が
あるのではないか。 



児童館運営委員会での検討状況（平成30年度） 

①児童館・児童センターの機能・役割、②児童館・児童センターの方向性について検討し、一定の整理を図った。 

児童館・児童センターの機能・役割 

児童館等が担うべき機能・役割のうち、 
 ① 役割・機能の明確化 
 ② 子ども・子育て支援に関する取り組み 
 ④ 児童の健全育成に関する取り組み 
について、本市の状況等の整理を行い、以下のとおり整理を図った。 

☞ 児童クラブの整備により、児童館・児童センターは、 
   未就学児への対応を中心に行うこととする。 
 

☞ 児童館・児童センターの役割は、 
   約2/3が家庭での保育となっている0～2歳児及びその保護者へ  
   の対応を中心とする。（具体的な方法等は今後検討） 
 

☞ 未就学児のうち、3～5歳児は保育所等を利用しており、 
   また、幼児教育無償化も予定されていることから、無償化への対応 
     を適切に行う。 

児童館・児童センターの方向性 

⑴ 0～2歳児への対応を中心とする役割を担っていくこと等から、駐車 
  場の確保が不可欠であるため、児童館等が有する駐車場及びプール 
  の現状について確認し、以下のとおり整理を図った。 

☞ 小名浜児童センター 
   プールの廃止とそれに伴う駐車場の整備の可否について検討 
    を進める。 

【駐車場の現状（内郷児童館：5台、小名浜児童センター：4台）】 
●乳幼児向け事業時（午前中）は、来館者が集中し、近隣の駐車場を借り 
  るなどの対応を行っている。 
●平成31年1月7日から18日までの来館状況を調査した結果、 
    内郷児童館は来館者128名のうち、120名（112台・94％） 
     小名浜児童センターは来館者163名のうち、124名（119台・76％） 

  が自家用車で来館していたもの。 
 

【プールの現状】 
●原則7月21日から8月24日の10時～12時、13時～15時まで無償開放。 
●過去5年間（平成26～30年度）の未就学児の平均利用状況は、 
  内郷児童館が22名/日、小名浜児童センターが11名/日となっている。 

☞ 内郷児童館 
   耐震性に疑問があるため、令和元年度に実施する耐震診断の結 
   果を踏まえ、今後の方向性を慎重に検討する。 

５ 

⑵ 小名浜児童センターは昭和56年度建設のため、新耐震基準に適  
  合しているものの、内郷児童館は昭和45年度建設の木造構造であ 
   るため、新耐震基準に適合していない。 



児童館運営委員会の検討を踏まえた令和元年度の取り組み 

●内郷児童館：耐震診断を実施し、診断結果を踏まえた今後の方向性について検討する。 
●小名浜児童センター：プール廃止とそれに伴う駐車場の整備の可否について検討する。 
●両施設のあり方については、いわき市公共施設等総合管理計画に基づく「個別管理計画」を策定し、全庁的な推進体制との整合性を図る 
  必要があることに留意する。 
●児童館・児童センター立地地域で、学区内に児童クラブが未整備である「小名浜第二小学校」、「内町小学校」、「綴小学校」に児童ク 
  ラブを整備する。 

第１四半期 
 

第２四半期 
 

第３四半期 
 

第４四半期 
 

児童福祉 
専門分科会 

児童館 
運営委員会 

●児童館・児童センターの今後のあり方 
●内郷児童館：耐震診断の実施 
●小名浜児童センター：プール廃止・駐車場整備の可否の検討 

内郷児童館 
耐震診断 
着工 

内郷児童館 
耐震診断 
竣工 

小名浜児童センタープール廃止及び
駐車場整備の可否の検討 

●乳幼児（0～２歳児）支援内容検討 

【最長５ヵ月】 

「いわき市公共施設等総合管理計画」との整合性の確保 

児童館運営委員会 

●耐震診断結果を踏まえた今後の方向性の検討 
●乳幼児（0～２歳児）支援内容検討 

６ 

★ 

放課後児童クラブ余裕教室整備完了 
 ・綴小学校 ・小名浜第二小学校 

★ 

放課後児童クラブ敷地内プレハブ整備完了 
 ・内町小学校 

児童福祉 
専門分科会 

児童福祉 
専門分科会 

児童館 
運営委員会 

●耐震診断結果を踏まえた今後の方向性の検討 

（4月） （5月） （6月） （7月） （8月） （9月） （10月） （11月） （12月） （1月） （2月） （3月） 



７ 

内郷児童館 小名浜児童センター 

参考資料1 児童館・児童センターの駐車場及びプールの現状 

【児童館駐車場】 5台分の駐車スペース 【児童センター駐車場】 4台分の駐車スペース 

【児童用プール】 
 ①縦15m、横7mの長方形、水深90cm 
 ②直径約4mのひょうたん型、水深30cm 

【児童用プール】 
 ①縦20m、横10mの長方形、水深90cm 
 ②直径約7mの星型、水深20cm 
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参考資料2 児童館に係る法的位置づけ及び児童館ガイドライン 

法的位置づけ 

●児童福祉法第35条第３項 
     市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置すること 
   ができる。 
 

●地方自治法第224条の２ 
   普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを 
  定めなければならない。 
 

●いわき市児童厚生施設条例 
   児童に健全な遊びを与え幼児又は少年を個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするため、児童厚生施設を設置する。 

児童館ガイドライン概要（平成23年3月策定⇒平成30年10月改正） 

児童福祉法改正や、子どもの福祉的な課題への対応、子
育て支援に対する児童館が持つ機能への期待を踏まえ、
次の観点から改正を行っている。 
 

●児童福祉法改正及び児童の権利に関する条約の精神 
  にのっとり、子どもの意見の尊重、子どもの最善の利益   
  の優先等について示したこと 
●児童福祉施設としての役割に基づいて、児童館の施設 
  特性を新たに示し、①拠点性、②多機能性、③地域性 
   の3点に整理したこと 
●子どもの理解を深めるため、発達段階に応じた留意点を 
  示したこと 
●児童館の職員に対し、配慮を必要とする子どもへの対応 
  として、いじめや保護者の不適切な養育が疑われる場 
   合等への適切な対応を求めたこと 
●子育て支援の実施について、乳幼児支援や中・高校生 
  世代と乳幼児の触れ合い体験の取組の実施等内容を 
   加筆したこと 
●大型児童館の機能・役割について新たに示したこと 

改正のポイント 

【目的】 
児童館は、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する施設であ
る。 
 

【機能・役割】 
1 遊び及び生活を通した子どもの発達の増進 
2 子どもの安定した日常の生活の支援 
3 子どもと子育て家庭が抱える可能性のある問題の発生予防・早期発見と対応 
4 子育て家庭への支援 
5 子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進 
 

【活動内容】 
1 遊びによる子どもの育成        5 子育て支援の実施 
2 子どもの居場所の提供         6 地域の健全育成の環境づくり 
3 子どもが意見を述べる場の提供    7 ボランティア等の育成と活動支援 
4 配慮を必要とする子どもへの対応    8 放課後児童クラブの実施と連携 

ガイドライン概要 


