
        平成２０年度第１回浦安市児童センター運営懇談会会議録 

 

○ 会議資料   別紙参照 

○ 開催日時   平成２０年５月２９日（木）午後６時～７時３０分 

○ 開催場所   総合福祉センター２階 第２会議室 

○ 出席者    委員８名 

    （委員） 村上会長（小中学校校長会） 

         辻委員（民間有識者・浦安子どもの放課後を考える会） 

         田中委員・大塚委員（民生委員・児童委員協議会） 

         豊永委員・菊地委員（子ども会育成連絡協議会） 

         指田委員（こども部こども家庭課長） 

         小澤委員（こども部保育幼稚園課長） 

（事務局）河野所長・山口・小野寺 

○ 委員紹介 

○ 職員紹介 

○ 開会 

○ 児童センター所長挨拶 

○ 会長挨拶 

 

○ 議  事 

 １．児童センター運営懇談会設置要綱の一部改正について 

 ２．児童センター運営懇談会委員の委嘱について 

 ３．平成１９年度事業報告について 

 ４．平成２０年度事業計画について 

 

○ 議事進行（会長） 

 

１． 児童センター運営懇談会設置要綱の一部改正について 

資料２・３・１７ページ参照 

 

２． 児童センター運営懇談会委員の委嘱について 

平成２０年５月２９日 新任 こども部こども家庭課長 指田委員 

 

 

 

 



３． 平成１９年度事業報告について 

 資料５～７、１８ページ参照 

○ 利用実績 

 平成１９年度は、開館日２９５日、利用人数６５，０６０人となり、６，３１８人 約

１０．８％前年度より増加がありました。利用人数は、１日の平均が２０人増、日曜日

の平均が７人増、土曜日の平均が４７人増、平日の平均が１８人増となっています。 

 利用者の内訳では、幼児、小学生、中学生、高校生、大人すべてが、前年を上回って

います。 

 地域別利用状況では、近隣の東野の利用が多くなっています。続いて富士見、堀江と

なっています。 

 

○ 子育て支援事業 

 昨年度は、各事業とも多くの方に参加頂き、ご好評をいただきました。 

赤ちゃんサロン・・・毎回多くの方に参加頂き、多いときで親子で 100 人以上の参加

もありました。参加された方の口コミなどで新規の方の参加も増えています。 

参加される方の地域の統計を取ったところ(平成 19 年 赤ちゃんサロン地域別表 参

照)、富士見地区の参加が増えており、これは｢おさんぽバス｣の開通にともない増加し

たとの見方ができると思います。 

マシュマロクラブ・・平成 12 年度に立ち上げられた母親の自主サークルです。昨年

度はピーチクラスがキャンセル待ちでしたが、年度末まではほぼ解消され各クラスとも

活発な活動が見られました。 

親子リトミック・・・1 月から始まった新規の事業です。毎週火曜日 10 時～、11 時

30 分に 20 組定員制で行っている。関心が高く、問い合わせも多い。 

いっしょにあそぼう・・障がいのあるお子さん(小学生以上)を対象に、土、日、長期

休暇中に児童センターで職員と一緒に遊ぶという事業です。昨年度は、土日の利用がほ

とんどありませんでした。 

 

○ こどもの健全育成事業 

 つくって食べよう・・お菓子作りをテーマに年６回実施しました。講師の方による講

座です。女の子の応募が多く、６回とも公開抽選となり人気のある事業です。 

 つくるゾウ・・毎週土曜日、当日の先着２０名定員で行う工作教室です。奇数月の最

終土曜日には、講師の方に教えていただいていますが、それ以外の土曜日はシルバー職

員が指導しています。参加する際に、トイレットペーパーの芯や牛乳パックなどの廃材

を持参してくださるよう呼びかけています。 

 初心者一輪者教室・・平成１８年度までは、午後２時からの１クラスを前期と後期の

２回実施していましたが、応募者が多いことから、２学期３学期は午前１０時と午後２



時からの２クラスと受入れ人数を増やしました。参加者１００人中５５人が１０回の講

座中に乗れるようになりました。 

 ドッジビー大会・・平成１９年度新規事業です。職員が研修に行き、館内事業として

実施することになりました。ディスクと呼ばれる道具を使っての運動です。 

 小学生ヒップホップ・・平成１９年度新規事業です。定員はなく、当日来館した方で

週に２回実施しています。 

 バルドラール浦安の選手とあそぼう・・バルドラール浦安 広報の方からボランティ

アとして子供たちと関わりたいとお話があり、クリスマスと春休みの２回運動あそびを

行いました。 

 ひとりでいけるもん・・１～３年生対象に、ガスの科学館へ行く館外事業です。 

１００人を超える応募がありました。 

 キッズスタッフ・・３名の児童が善行表彰をいただきました。下級生の見本となって

います。 

 スペイン語であそぼう・・平成１９年度新規事業です。青年海外協力隊員として２年

間、ドミニカ共和国で活動した経験を持つ職員が講師となり、図書室にて自由参加型で

スペイン語を使ってカードゲームなどを行ないました。 

ともだち１００人できるかな？・・春休み中の交流として、はじめて会う人と友達に

なろうというものです。１０人が１００人の友達作りを達成しました。 

子どもの健全育成事業は、新規事業を増やすよりも、内容の充実を図ることに重点を

おいて実施したため、年間の事業数は前年度同様となっています。 

 

○ 社会参加促進事業 

 市内育成クラブ支援は、夏季休暇中に巡回あそびの学校として来館型の事業として２

１育成クラブ中１０育成クラブ、１３回の利用がありました。平成１９年度より「いっ

ぱいあそび隊」として出前型の移動児童館を実施していました。４育成クラブ、６回の

利用があり、誕生会やクリスマス会のひとつとして好評をいただきました。 

巡回あそびの学校といっぱいあそび隊は異なる育成クラブの利用状況でした。 

 

○ ボランティア体験受け入れ状況 

 昨年度は、9 回の受け入れを行いました。研修医は、赤ちゃんサロンにも入ってもら

い、医学的なことをお母さんたちの質問に答えてもらいました。保育士の私たちが持っ

ていない医学的な知識を母親たちに伝えられたので、研修医の受け入れは双方によかっ

たと思います。 

 中学生の職場体験は、児童センターを希望して体験に来ている子供たちだったので、

とても意欲的に取り組む姿が見られました。 

 



○ 主催事業地域別申込状況 

 応募型のみ表にしましたが、ほとんどの事業で定員を超える申込がありました。応募

多数の場合には公開抽選を行いました。４４事業中公開抽選となったものは、３９事業

となりました。申込も児童センターに近い地域、東野・富士見・堀江が多くなっていま

すが、浦安市内全地域から応募があり、毎回新しい児童が参加している状況があります。 

 

※ 質疑応答 

Q. 利用者は毎年増加していくのでしょうか？増加し続けて、施設面では心配ないので

しょうか？ 

A. 平成１９年度は大幅な事業数の増加にともない、前年度に比べ利用者の増加があっ

たのではないかと考えられます。部屋数・職員数を考えると、現在の状況が上限と

思われ、今後大きく利用者は増加しないと予想されます。 

Q.  ４年前も同じような報告があり、その後増加し続けていることで、施設・人的に安

全面で危険ではないでしょうか？ 

A. 事業の見直しや、危険が予測される場合・安全面についての話し合いを密に持つよ

うにしています。自由利用できる遊戯室や図書室、えくぼルームにも常時職員を配

置して、安全管理対策を心がけていますが、今後とも努力していきたいと思います。 

 

４ 平成２０年度事業計画 

 

○ 子育て支援事業

 お父さんといっしょ(父子事業)・・・昨年度キッズスタッフも参加して父親参加のフ

ルーツポンチを 1 回行いました。小学生のお兄さんお姉さんと遊べ、しかもお父さんと

も遊べるということで好評でしたので、今年度は年 4 回行うことを計画しています。 

 お父さんと一緒の赤ちゃんサロン・・父親講座として昨年は行いましたが、参加者が

多く｢今度いつやりますか？｣との声が多かったので、今年度は年 4 回行うことを計画し

ています。 

 ふれあい体験事業・・・来館している小中学生が、赤ちゃんや幼児と触れ合えるよう

な児童センターならではの機会を、今後作っていきたい。 

 木製積み木の日・ドールハウスの日・・・利用人数が減少してきているので、多くの

方に利用してもらえるよう内容を検討中です。 

 あそびたまて箱・・・今年度より取り入れた新規事業です。毎週水曜日幼児と保護者

を対象にシルバー職員による伝承遊びを行っています。今は幼児のみですが、今後長期

休みより小学生も対象にして伝承遊びを伝えていけたらと考えております。 

 マシュマロクラブ・・・現在 194 世帯が入会している。昨年度末の説明会後の応募が、

ピーチクラス(2 歳児)、バナナクラス(1 歳児)ともに定員をはるかに超えていたので、



クラスをひとつずつ増やすことを検討し、新たにピーチＣ（毎木 10 時～11 時）バナナ

Ｃ(毎金 10 時～11 時)を増設しました。それにより、キャンセル待ちがほぼなくなりま

した。 

 母親講座・・・今年度も 2 回予定しています。内容はまだ検討中ですが、日常の育児

に役立つような内容を考えています。 

 いっしょにあそぼう・・・昨年度、土日も行っていたが利用がほとんどなかったので、

今年度は長期休みのみ実施していきます。土日に関しては、要望があれば個別に対応し

ていくことを考えています。 

 その他の事業に関しては、昨年度と同様に行っていきます。 

 

○ 子どもの健全育成事業 

 平成２０年度も、新規事業を増やすのではなく、現在実施している事業内容の見直し

に重点をおいて事業計画を立てました。 

カリブ海の国ドミニカ共和国を知ろう・・平成１９年度の「スペイン語であそぼう」か

らの発展事業として、応募型５回コースで実施していくことにしました。青年海外協力

隊員として、ドミニカ共和国に２年間活動していた職員が、講師となっています。日本

とは異なる文化・風習・特色などをあそびを通して伝えることを目的としています。ド

ミニカ共和国でのお祭りのお面作り、お祭りでのおしりたたきを再現した風船ゲーム、

郷土料理作り、スペイン語でのカードゲームやクイズを予定しています。 

 料理教室・・「火を使わないで、作る軽食」をテーマに、応募型事業として６回を予

定しています。１回目：ホットドック、２回目：三色どんぶり。 

 表現活動クラブ・・平成１９年度は視聴覚室のみで実施しましたが、今年度は砂場で

団子作りやトンネル・山作り、図書室で自分の好きな本を探そう、屋上で絵を描こう、

広場でダンボールを使ってあそぼう、など毎月いろいろな場所での実施を計画していま

す。 

 レゴブロックであそぼう・・児童センターにあるレゴブロックの活用として、毎週木

曜日午後試行的に実施しています。レゴブロックが、とても小さい部品のため小学生以

上を対象としています。 

 ドッジボール・ドッジビー大会・・月に１回の事業でしたが、人気事業のため月２回

と実施回数を増やしました。 

ダンシングそーらん・・小学生を対象としていましたが、幼児の参加が多いため幼児

以上と対象を変更し、週３回から毎日に拡大しました。 

ひとりでいけるもん・・小学１～３年生、４～６年生を対象とし各１回ずつ実施して

いましたが、館外活動「あそび冒険隊」３年生以上と対象者が重なっていることから、 

今年度は、１～３年生を対象として２回実施する予定です。場所は、ガスの科学館です。 

 



キッズスタッフ・・・人数の増加にともない、従来のボランティア活動に加え、劇部

門・イベント部門・広報部門とキッズスタッフを組織化し、話し合いや活動がスムーズ

にいくように検討しました。平成２０年度の新キッズスタッフ申し込みの際には、体験

期間を設け、理解した上で入会をすることとしました。新キッズスタッフ１６名を加え、

５０名で活動していきます。広報部門活動として、「児童センターを知ってもらうため

に」というテーマで話し合いを持ちました。多くの意見が出た中、新聞作りをすること

になりました。現在、来館者にインタビューをして「児童センター好きなイベント」を

聞いています。一番意見の少ないイベントに力を入れていけば、児童センターはもっと

良くなると思うという意見が出ました。 

 

○ 社会参加促進事業

いっぱいあそび隊は依頼がない日には、職員の研修や勉強会をしていき、子どもたち

へ充実したあそびの提供ができるようにしていきたいと思っています。 

 

※ 質疑応答 

Q. キッズスタッフでのボランティア活動の具体的な内容はどんなものですか？ 

A. 砂場の清掃や図書室の整理、花の水あげ、各事業の手伝いや放送、館内での小さな

お子さんへの声かけをしています。それ以外にも、子どもたちが考え出来ることを

行っています。 

  ※委員より 

   ３月の音楽鑑賞会で、自ら考え積極的に活動している姿がありました。 

   言われたこと以外にも、会場整理や会場内を盛り上げ、自分たちで児童センター

を運営していこうとする気持ちが見られました。 

Q. ひとりでいけるもんは、バスで行くのですか？班を作って自分たちで行くのでしょ

うか？ 

A. バスに乗って、保護者から離れてひとりで行動することを目的としています。 

Q. 子どもたちが作る新聞や児童センターのお知らせ、子育て情報誌は、どこに配布さ

れていますか？ 

A. キッズスタッフの新聞はこれから作りますが、児童センターのお知らせと子育て情

報誌は、館内窓口に置いています。児童センターのお知らせは、近隣 4 校（富岡・

東・南・入船南小学校）と浦安市内全公民館、大きなイベントと夏休み特集号は全

校配布しています。子育て情報誌は、子育て支援センターと浦安市内全公民館に配

布しています。 

Q. 児童センターは市内に 1 箇所なので、近隣 4 校だけではなく、市内小学校全校に配

布が望ましいのではないのでしょうか。 

A. 広く市民の方へのお知らせということで、広報うらやすやホームページに掲載して



います。全校配布にあたって校長会への提出等があり、時間的に厳しい現状ですが、 

  今後検討・努力していきたいと思います。 

Q. 母親講座には、どれくらいの応募がありますか？ 

A. 定員を 20 組としていますが、毎回好評をいただき倍以上の応募があります。 

  平成 19 年度は、スピードクッキングを 2 回実施しました。今年度もスピードクッ

キングを 1 回は実施を予定しています。 

 

 

・ 事務連絡 

第２回運営懇談会は 11 月 13 日（木）を予定しています。 

任期が 10 月 31 日までということで、改選後の会議となります。 


