
        平成２０年度第２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１１月１３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１１名 

    （委員） 村上会長（小中学校校長会） 

         石津副会長（民間有識者・NPO 法人チャイルド広場） 

         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） 

         秋山委員・矢野委員（青少年相談員連絡協議会） 

         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） 

         高橋委員（こども部青少年課長） 

（事務局）河野所長・山口・小野寺・井田 

○ 委嘱状・辞令交付 

○ 会長及び副会長選出 

○ 委員紹介 

○ 職員紹介 

○ 施設見学 

○ 開会 

○ 児童センター所長挨拶 

○ 会長挨拶 

 

○ 議  事 

 １．平成２０年度上半期事業報告について 

 ２．平成２０年度下半期事業概要について 

 

○ 議事進行（会長） 

 

 

 

 

 

 



１． 平成２０年度上半期事業報告について 

 

○ 利用実績 

 昨年度より利用人数が２，６４５人増となりました。 

 利用者の内訳では、幼児３６．６％、小学生２８．６％、中学生１．５％、 

高校生０．１％、大人３３．２%です。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、富岡の利用が１％の減少でしたが、富士見、高洲、

日の出が増えています。これは７月からおたよりを全校配布にしたことやおさんぽバ

スの運行が要因であると思います。 

 

※ 質疑応答 

Q. 幼児の来館が増えているが安全面はいかがでしょうか？ 

A. 午前中も満員の状態だが保護者の協力、職員の周知をはかっている。 

Q. 満員の状態を考えて施設の拡張は検討されていますか？ 

A. 現在、高洲に公民館との複合施設をつくる予定である。将来的には、元町、中町 

  新町に一箇所ずつという計画がある。また、午前中の有効活用として子育て支援セ

ンターを拡充している。そして、NPO はじめ市民団体からの申し出がではじめた気

流がある。市として場所の提供を考えている。 

  3 歳未満の人数が多くなっている。地域子育て支援センターは元町に４箇所、中町

に２箇所、新町に２箇所。来年度に２箇所つくる計画がある。また、保育園、幼稚

園の園内開放を週に２回行っている。 

 

○ 子育て支援事業 

 〇子育て支援事業について 
・ フルポンスペシャルお父さんと一緒 
  年 4 回組み込み計画している。すでに 2 回行われたが、毎回 20 組ほど参加があ

り｢前回も楽しかったのでまた来ました。｣とのうれしい声も聞かれた。 
毎回お父さんならではの遊び(つなひきあそびなど)を取り入れている。 

・ お父さんと一緒の赤ちゃんサロン 
  子育てに積極的に参加されるお父さんが多いようで、毎回多くの方に参加してい

ただいている。参加されているお父さん同士の交流が今後できるような場にして

いきたい。 
・ 木製つみき、ドールハウスの日 
  電車あそびに比べ、利用が少ないので、内容を再検討した。始まる前に、設定を

つくり、こんなあそび方もあるんだと気づけるような環境設定にしたところ、あ

そび方が発展し、じっくりあそぶ姿も見られるようになった。 



・ マシュマロクラブ(現在 190 世帯が在籍) 
  ピーチ、バナナクラスが需要が多かったので、2クラスから 3クラスに増やした。

部屋が広すぎて落ち着かなかったり、参加人数が今後増えることを見越してクラ

スを増やしたが、あまり人数が増えなかったので、当番の負担が増えてしまった

りと問題点も出てきたので、来年度どうしていくか今後の課題である。 
・ 親子リトミック 
  毎回好評で 20 枚の整理券がすぐになくなるほどの人気だが、部屋の広さ時間的

なことを考えると、現状で精一杯だが、参加したい方が満足できるように対応を

考えていきたい。 
・ いっしょにあそぼう 
  長期の休みのみ。夏休みの利用は 7 名の利用があった。毎日利用があるわけでは

なく、7 月中の利用のほうが多かった。 
  

○ こどもの健全育成事業 

 つくってたべよう 
今年度は「火を使わずにできる軽食」をテーマに料理教室を開催しています。 
・ ホットドッグ 
・ 三色どんぶり、オレンジゼリー 
・ むしケーキ、ブルーベリーヨーグルト 
・ レンジでしゅうまい、おにぎり 
・ クリスマス料理（仮題） 
女の子の応募が多いようですが、男の子も楽しみにしてくれているようです。 
 
つくるゾウ工作教室 
毎週異なる工作を提供しています。なるべく廃材を利用しています。 
シルバー職員が中心となり、ものつくりの楽しさやアイデアのすばらしさを褒められ気持

ちが良くなる時間を子供たちは過ごしています。 
奇数月最終日には、講師による教室を開催しています。 
 
わくわくチャレン児ランド 
いろいろなゲームに１分間の挑戦をするものです。 
豆をはしで移すのもやねじをいくつ止められるか、１分を体感で感じるものなどがありま

す。新しいゲームを加えていきながら行っています。 
シルバーによるもので、「すごいね」という声に何度も挑戦する姿が見られます。 
褒められる気持ち良さを感じているのだと思います。 
 



小学生・幼児お絵かき教室 
毎回定員を上回る応募がある人気事業です。人気事業なので参加した方は、年間１回の応

募でお願いしています。今回の小学生お絵かき教室は、日の出・明海地区が多く参加して

います。自由なものとしてしまうとなかなか描けないで悩む姿がありますが、１時間の中

で１作品を完成させてくれます。絵を通して子供の気持ちが良く現れていると思います。 
小学生、木曜日の３時３０分開始は厳しいかと思いましたが参加し楽しんでいただけてい

る状況です。 
 
初心者一輪車教室 
男の子よりも女の子の応募が多く、人気事業です。前年度に比べ自分の一輪車を持ち込む

方が増えました。子供が乗りたがっていて一輪車を買ったものの、自分の力では解決でき

なく応募したという声もありました。今年度初の試みとして、広場で実施するときに限り

保護者の方にも協力をしてもらっています。今までは広場の片隅で熱心に見ていた保護者

に現在の状況を話し、手を取り家庭に帰ってからも親子で取り組めたらと思っています。 
今までよりも上達が早いように感じています。全員の保護者が参加できるわけではないの

で心配もありましたが、他の子に手を貸したり「上手になったね」などと声をかけてくだ

さるので参加できない保護者のお子さんへ心配したようなことはありませんでした。 
お父さんやお母さん方も日頃褒められることはないけど、子供を通して嬉しい気持ちにな

ると感想をいただきました。ただ良いことだけでなく、一所懸命なあまり転ばないように

一輪車を押さえてしまったり、子供が甘えてしまったりするので遊戯室での活動も半々に

して現在行っています。 
 
スポーツクラブ 
男の子の応募の多い応募型事業です。１０回中４回は順天堂大学の学生が講師となってい

ます。体力の増進と同じ学校・学年でない児童のコミュニケーションを目的としています。 
今期はお絵かき教室同様、高洲・日の出地区からの参加もあります。 
浦安各地区から３０名の子供たちが集まり、初回はぎこちない関係も１０回が終わるとき

には仲間として受け入れている姿に体力の増進だけでない、話したり触れ合ったり協力し

たりする中で、コミュニケーションのとり方やあり方を子供たちは獲得しているのだと強

く感じています。 
 
ドッジボール・ドッジビー大会 
昨年度は、日曜日の午前中に実施していたドッジビー大会でしたが、日曜午前の小学生来

館が少なく、ゲームとして成立せずディスクを投げるだけになってしまっていたので 
日曜日午後に時間を変更し毎月第１・２をドッジビー大会とし、最近では各回２０名を超

える参加者があります。昨年度は月に１回だったのですが、ドッジボール大会は人気事業



であり定員３０名を超える日もあったため毎月第３・４週の日曜日に回数を増やしました。 
１年生から６年生までの参加があります。その日に出会った子供たちなので、スームーズ

にゲームが流れず話し合いとなることもありますが、最近では準備運動の声かけや前に立

ってお手本となる様子も見られるようになりました。遊びを通して、子供たちがひとつに

なれるのはすばらしいと思います。 
 
ビバ！あそび場 
土日に開催しています。バスケットやバレーボール、野球や竹馬・一輪車・縄跳びなどが

あります。最近ご家族で来ていた方が、ほかの児童をまとめてお父さんが中心となり野球

あそびをしていました。ガキ大将のいない現代ですがそれに近いほほえましい姿でした。 
 
 
小学生ヒップホップ 
火曜日の午後３：４５～と日曜日の午前１１時～実施しています。夏まで NHK でやってい

た「瞳」の影響もあるようです。ここのところ参加者が定着してきました。なつまつりオ

ープニングで１５名が舞台にたち、練習の成果を披露しました。 
 
ダンシングそーらん 
昨年６月から日水金の週３回実施していたダンシングそーらんですが、踊りたい・見たい・

今日はやっていないのですか？という声にこたえる形で、今年５月から毎日閉館前の午後

４時３０分からが毎日の恒例となっています。小学校運動会や育成クラブでも踊っている

ところが多いようで、子供たちにはなじみのあるもののようでした。子供たちからの要望

により日曜日のダンシングそーらんは鳴子を持って浦安舞が名物となりつつあります。 
 
ひとりでいけるもん 
昨年度は①は小学生１～３年生・②を４～６年生としていましたが、１～３年生対象の①

応募が１５０名を超えること②の応募が少ないこと・あそび冒険隊の対象と②の対象が重

なっていることから、今年度はひとりでいけるもん①②ともに対象を小学生１～３年生と

し、同じ「ガスの科学館・ガスてなーに？」（豊洲）に日にちを２つ設けました。 
① は１３１名、②は１７３名の応募がありました。定員はどちらも３０名です。 
 
あそび冒険隊 
１．草笛の丘（じゃが芋ほりと陶芸） 
２．茨城県自然博物館と野田の醤油工場見学 
３．１泊２日小見川宿泊体験 
４．茨城県奥日立きららの里 



５．科学技術館（予定） 
 
キッズスタッフ 
人数も増え、今年度からイベント部門・劇部門・広報部門とキッズスタッフを組織化し活

動しています。現在は５０人の登録があり、イベント（２０名）劇（２２名）広報（１１

名）重複している児童もいます。こどもまつり・なつまつりはキッズスタッフによる企画・

運営がされました。広報部門では児童センターを知ってもらおうと「児童センター新聞・

スマイルタイム」を作りました。１枚大きなものが館内に掲示されています。スマイルタ

イムの名前の由来は「児童センターから連想すること」楽しく笑顔になれるところからき

ています。現在はクリスマス会に向けて活動をしています。広報はそれぞれやっている活

動の様子を取材し、２枚目の新聞つくりに向けて活動しています。 
 
表現活動クラブ 
昨年度は視聴覚室での内容でしたが、今年度は児童センター全館で実施しています。 
ジェスチャーゲームや砂場でお山とトンネル・おだんご作りや屋上から見える絵を描こう、

広場でダンボールを使ってあそんだり、巨大壁画を作りました。 
なかなか家庭では味わえないダイナミックなあそびが、いろんな人とできて楽しいとご意

見をいただいています。今後は図書室に本を紹介しようや朗読劇などを予定しています。 
 
カリブの国・ドミニカ共和国を知ろう 
昨年度火金曜日でやっていた「スペイン語であそぼう」を土曜日に５回の教室として内容

を広げて展開しています。青年海外協力隊として２年間の経験を持つ職員が、写真やゲー

ム、工作・調理実習を通して英語以外のもうひとつをと展開しています。 
 

○ 社会参加促進事業 

 
いっぱいあそび隊 
あそびの提供を出前方で行うものです。上半期に２つの育成クラブから依頼があり、舞浜

育成クラブはお誕生会・東育成クラブはそーらんの指導に行きました。 
依頼のない日には、館内にいる児童を対象に水曜日は体を動かすものを、木曜日にはパネ

ルシアターやじゅげむを覚えて幼児さんと保護者に発表をしています。 
いっぱいあそび隊では、毎週発表をすることを楽しみにしている小学生がいます。 
始まったばかりのころは、言葉使いや態度が乱暴だった子供たちが、言葉使いが変わりと

げとげした態度が変わりつつあります。この子供たちが舞台でやっていることを席も立た

ずに見守ってくれている幼児と保護者の方のおかげかと思います。 
○ . 主催事業地域別申込状況 



 今年度からインターネットからの応募が多くなっています。 
カリブ海の国ドミニカ共和国が定員割れだったがその他は抽選となりました。 

応募数の多い地区として、東野 28.4%、富士見 10.1%、日の出 8.9%、堀江 84％ 

 

 

○ ボランティア体験受け入れ状況 

 高校生・・・さわやかちば県民プラザの｢高校生のためのボランティア体験講座｣ 
   8／１２～１３ 2 日間 
  大学生・・・浦安市ボランティアセンター   
   8／１９～２０ 2 日間(午前中) 
  実習生・・・聖学院大学、上智社会福祉専門学校 
 小・中学生・・・キッズスタッフとは別に自発的に｢児童センターのお手伝いをし

たい｣｢友達と一緒の仕事をしたい｣という子が増えているのでその気持ちを汲み

つつ、そこから学べるもの(思いやりや、責任感)を感じてくれたらいいなと期待

をしている。 
※ 質疑応答 

Q. ボランティアの小学生９名と中学生２名の学年は？ 

A. 小学生は３・４年生で、中学生は１・３年生です。 

 

２ 平成２０年度下半期事業概要について 

 

○ 子育て支援事業 

・ あそびたまて箱 
  毎週水曜日に昔遊びをシルバーの先生たちに教わりながらの内容だが、乳幼児よ

りは小学生以上のほうが参加が多かった。長期のみ昔遊びを行い、普段は廃材を

利用した手作りおもちゃの紹介という内容にして行こうと考えている。 
・ 母親講座 

  11／28(金)スピードクッキング 1／３０(金)子育てに役立てるパペットエクサ

サイズ を予定している 
・ 窓口・電話相談 

  窓口に相談コーナーは設けているが、えくぼルームでの相談が多く、話しやすい

環境ということもあり、えくぼルームでの相談に重点を置いている。 
  

 

○ 子どもの健全育成事業 

卓球をしょう 



月１回、卓球台３台使える日を設けました。 
ハッピーハロウィン 
日曜日の来館者は１００名程度だが、この日は４４０名であった。 
 
クリスマス会 
３年目の君こそスターだの応募や準備を現在しています。 
 
昨年度は中学生の利用は年間５４４名でした。今年度は上半期で５６８名と昨年を早くも

上回る結果となっています。漫画を読みにくることが主な目的となっていますが、下半期

はそれ以外にも目的が持てるよう健全育成として努力していきたいと思います。 
  

 

○ 社会参加促進事業 

 こども会の物品貸出、母親サークルの物品貸出があります。 

 

○ ボランティア体験者の受け入れ事業 

 昨年同様随時受け入れます。 

  

※ 質疑応答 

Q. 遊戯室のソフトブロックはなくなったのか？ 

A. 高く積んでその上に登って飛び降りているので一時しまいました。 

  変わりに牛乳パックでつくったブロックを使っています。 

Q. 以前、卓球のラケットなどが整備されていませんでしたがどうですか？ 

A. シルバーの職員が直している。また、予算内で新しいものを購入している。 

 

 


