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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第１回朝霞市児童館運営協議会 

開 催 日 時 令和４年８月２５日(木) 午後２時から午後３時まで 

開 催 場 所 朝霞市総合福祉センター２階 会議室 

出 席 者 

朝霞市児童館運営協議会委員（９名） 

 （渡邉委員、小澤委員、大川委員、齊藤委員、水久保委

員、原委員、大塚委員、行平委員、小島委員） 

事務局（３名） 

 （高橋課長、新井課長補佐、金子係長） 

社会福祉協議会（４名） 

 （鳥居課長、栗原課長補佐、赤澤係長、夏目館長） 

会 議 内 容 

（１） 正副会長の選出 

（２） 令和３年度児童館指定管理実績報告及び総括評価 

について 

（３） 令和３年度指定管理業務総括評価について 

（４） 児童館備品の購入について 

（５） 児童館活動報告及び施設見学について 

会 議 資 料 

・次第 

・朝霞市児童館設置及び管理条例 

・朝霞市児童館運営協議会委員名簿 

・傍聴要領 

・指定管理業務の概要 

・令和３年度 児童館指定管理実績報告、事業報告 

・児童館利用状況及び児童館事業の執行状況 

・令和３年度指定管理業務総括評価票 

・資金収支計算書 

・児童館備品の購入 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書

き起こした場合の当該電

磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

 会議録の確認方法 

 委員による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 

 

傍聴人 ０人 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

【新井課長補佐】 

 定刻となりましたので、ただいまから、令和４年度第１回朝霞市児童館運営協議  

会を開催させていただきます。 

 本日、進行を務めさせていただきます、こども未来課の新井と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします 

初めに、朝霞市児童館運営協議会委員委嘱式を行います。 

委嘱状の交付に当たりましては、お時間の都合もございますので、委員を代表い

たしまして、原賢治様にお受け取りいただきたいと存じます。原様、前へお願いい

たします。 

 

（委嘱状交付） 

 

【新井課長補佐】 

ありがとうございました。 

他の委員の皆様の委嘱状につきましては、机の上に配付させていただきました。

御確認お願いいたします。 

それでは続きまして、高橋こども未来課長より挨拶を申し上げます。 

 

（高橋こども未来課長あいさつ） 

 

【新井課長補佐】 

 本日の開催に当たり、石川委員から欠席の連絡をいただいております。本日の出

席委員は９名ですので、会議の成立要件である、委員の定数１０名の過半数を満た

しておりますので、会議は成立していることを御報告いたします。 

 委嘱後、初めての会議になりますので、名簿の順で自己紹介をいただきたいと思

います。 

 

（各委員 自己紹介） 

 

続いて、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 

 （事務局 自己紹介） 

 

次に資料の確認をさせていただきます。 

 事前に郵送させていただきましたが、お持ちでない方はおっしゃってください。 

 内容 
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 ・会議次第 

 ・資料１ 朝霞市児童館設置及び管理条例 

 ・資料２ 朝霞市児童館運営協議会委員名簿 

 ・資料３ 傍聴要領 

 ・資料４ 指定管理業務の概要 

 ・資料５ 令和３年度児童館指定管理実績報告 

 ・資料６ 令和３年度指定管理業務総括評価票 

 ・資料７ 児童館備品の購入 

 

 以上でございます。不足がある場合は、挙手をお願いいたします。 

 

 （不足なし） 

 

【新井課長補佐】 

本日の会議は、新たに委員を委嘱させていただきました最初の会議ですので、会

長及び副会長が決まっておりません。 

 会長、副会長については朝霞市児童館設置及び管理条例第１５条第２項に会長及

び副会長は、委員の互選により定めることとなっておりますので、ただいまから、

当会議の会長、副会長の選出を行いたいと思います。なお、会長、副会長が決まる

までの間、高橋こども未来課長が議事を進行させていただきたいと存じます。それ

では高橋課長、よろしくお願いいたします。 

 

【高橋課長】 

 それでは会長、副会長が選出されるまでの間、私が議長を務めさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

会長、副会長の選出についてですが、初めに会長の選出から行いたいと思います。 

 どなたか立候補又は、推薦される方はいらっしゃいますか。 

 

【水久保委員】 

前期に引き続き、渡邉委員にお引き受けいただきたいと思います。 

 

【高橋課長】 

 会長に渡邉委員を御推薦いただきました。他に御推薦がなければ、渡邉委員にお

願いしたいと思います。皆様の御賛同をお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

 



4 

 

【高橋課長】 

 御異議がないようですが、渡邉委員、会長をお引き受けいただけますでしょうか。 

 

  （渡邉委員、承諾） 

 

【高橋課長】 

 では、渡邉委員に会長をお願いしたいと存じます。 

続いて副会長の選出を行いたいと思います。どなたか立候補又は推薦される方はい

らっしゃいますか。 

 

【渡邉委員】 

引き続き、小澤委員にお願いできたらと思います。 

 

【高橋課長】 

副会長に小澤委員を御推薦いただきました。 

小澤委員に決定することについて皆様の御賛同をお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【高橋課長】 

 御異議がないようですが、小澤委員、副会長をお引き受けいただけますでしょう

か。 

 

  （小澤委員、了承） 

 

【高橋課長】 

 それでは、小澤委員に副会長をお願いしたいと存じます。 

会長、副会長が決まりましたので、議長の職を降ろさせていただきます。 

それでは渡邉会長、小澤副会長は、会長、副会長席に移動をお願いいたします。 

会長及び副会長が決定しましたので、これからの進行は、朝霞市児童館設置及び

管理条例第１６条第１項により会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

（渡邉会長、小澤副会長移動） 

 

 

【渡邉会長】 

 皆様の御協力をお願いいたします。皆様の御意見をよろしくお願いします。 
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 それでは、議題（１）「令和３年度児童館指定管理実績報告及び総括評価」つい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

【金子係長】 

 それでは、お手元の資料４を御覧ください。本市では児童館について、指定管理

者を社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会に指定しております。今年度から新たに５

年間の期間となりまして、指定期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日ま

での５年間で、指定管理料が総額１４億８，３８８万７千円となっております。。

主な業務は、児童館事業の実施と施設管理事業です。 

 指定管理制度とは、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づいて、従来は

出資法人等に限定していた公施設の管理を、民間事業者を含めた幅広い団体に行わ

せることで市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に行われておりま

す。 

 資料５を御覧ください。令和３年度児童館指定管理実績報告書となっておりま

す。まず、１ページ目には市内６館の児童館の利用状況及び児童館事業の執行状況

をお示しております。次に２ページ目以降は、児童館ごとに令和３年度に実施した

事業の開催日数、開催内容、参加者数をまとめた業務の実施状況、（７ページを）

月別及び曜日別の利用者をまとめた利用者実績、（８ページ）職員の資質向上を図

るために行われている研修の参加状況等をまとめた研修参加状況を記した資料と

なっております。年間事業や定期事業等、様々な事業を各館で実施し、令和３年度

は６館合計で計２，５０４回実施し、延べ２７，４６３人に御参加いただいており

ます。事業に関しましては、児童館満足度調査アンケートを行うなど、毎年度見直

しと改善を行いながら実施しております。 

令和３年度につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響があり、実施を見

送った事業もございますが、６館すべての児童館で継続した開館ができました。 

なお、現在も施設や部屋の時間調整や利用者ごとの、幼児親子や児童、生徒に合わ

せた利用時間の工夫のほか、施設、遊具のこまめな消毒の措置を講じております。 

説明は以上でございます。 

 

【渡邉会長】 

 ただいまの事務局の説明について、委員の皆様の中で、聞いておきたいことや御

質問等はございますか。いかがでしょうか。 

 

【小澤委員】 

 ほんちょう児童館で中高生の利用が 5,718人と、他の児童館よりかなり多いので、

中高生の居場所が確立されたのかと思うのですが、そのあたりの説明があればお願

いします。 

【鳥居課長】 

ほんちょう児童館につきましては、中学生では 5,718人、高校生以上はその他の児
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童ということで 1,071人の御利用をいただいております。開館当時から中高生の利

用は多かったのですが、開館を継続していくうちに、夜は専用で使えるよと口コミ

で広がったのではないのかなと思います。主な中高生の利用の実態ですが、友達同

士で集まってのおしゃべりや、おやつをたべながら集まることが主体となっていま

す。そのほかにスタジオがあるので、よく利用をするヘビーユーザーのこどもたち

によると、いい場所なので他に教えたくないなど、自分たちの場所として確保した

いと葛藤はあるようですが、児童館としてはみんなに教えてねと伝えています。試

験前などは勉強で利用することも実績としてはあります。日頃からかなり中学生が

中心で、お馴染みの子どもたちが来ている状況で、学校で言うと一中と四中が多い

です。高校生になると色々な市外の子どもたちも利用しています。 

 

【小澤委員】 

 ありがとうございます。４２、４３ページの児童館事業で認知症サポーター養成

講座や自習の時間などがあるので素晴らしいなと思いました。 

  

【水久保委員】 

 スタジオは結構使われていますか。 

 

【鳥居課長】 

 土日が中心ですが、使われています。中高生で知る人ぞ知るという感じですが、

一回２時間なのですが、空いていれば延長可能なので、長い人で５、６時間集中し

てスタジオに入るということ聞いています。 

 

【水久保委員】 

 それでは、他の人に教えたくないですよね。 

 

【鳥居課長】 

 自分たちの場所だ、というふうに意識はあるようです。 

 

【渡邉会長】 

ほかには、いかかですが。 

 

【大川委員】 

 ほんちょう児童館の閉館時間について、この会議でも議論しましたが、３０分長

くするかしないかについて、今ではどのような感じになっていますか。感覚的にど

うだったんでしょう。 

 

【鳥居課長】 

 事務局としては２０時ということで、今思えば、適正だったかと思います。以前、



7 

 

ほんちょう児童館に夏目がおりましたので、子どもたちの声も聴いておりますので

説明いたします。 

 

【夏目館長】 

 開館当初は、保護者の方に言われていることもあって、７時過ぎに帰る子がほと

んどでした。最後までいる子は、いわゆるヘビーユーザーと言われる子どもたちで 

したが、だんだんと友達といっしょに居るからと、保護者の方も児童館という存在

を良いものと捉えていただけているようで、遅い時間まで平気な子どもたちが増え

ているようです。 

 

【大川委員】 

ありがとうございました。 

 

【渡邉会長】 

ほかには、いかかですが。 

よろしければ、次にまいります。 

議題（２）「令和３年度指定管理業務総括評価」について、事務局より説明をお

願いします。 

 

【金子係長】 

 それでは、資料６を御覧ください。令和３年度指定管理業務総括評価票になって

おります。児童館の指定管理が良好な運営状況にあるか確認するため、市では年２

回の実地調査及び年度終了後には朝霞市社会福祉協議会が行う自己評価及び朝霞

市で行う総括評価によるモニタリングを実施しております。資料としてお示しした

のは令和３年度の結果でございます。令和３年度事業終了後、指定管理の総括評価

についてコメント等を記入してございます。評価については４段階になっており、

Ａは協定書、仕様書を遵守し、その水準以上の内容である。Ｂは協定書、仕様書を

遵守し、その水準がおおむね沿った管理内容である。Ｃは協定書、仕様書を遵守し

ているが、管理内容の一部に課題がある。Ｄは協定書、仕様書を遵守しておらず、

管理内容の改善が必要であるものとなっております。今回の評価結果といたしまし

ては、全ての評価項目がＡとなっており、１「実施体制」２「業務内容」３「収支

等」全てがＡ評価となりました。昨年まで職員体制がＢとなっておりましたが、職

員の欠員や休暇に対する補充では、迅速に募集・採用を実施していることや、コロ

ナ禍においても６館が一体となって、欠員が出た場合も協力してカバーできる体制

の整備など、円滑な対応を用意しておりました。 

そのほか、ランドセル来館事業やほんちょう児童館における中高生の居場所づく

り、みぞぬま児童館における中学生ボランティア制度や高齢者施設訪問など地域に

密着した取り組みが展開されていることを確認しています。 

今後におきましても年２回の実地調査及び総括評価を行ってまいりたいと考えて
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おります。説明は以上になります。 

 

【渡邉会長】 

 評価の内容は、良かったということですね。経験値を積み重ね、利用しやすい施

設運営がされているようです。皆様の質問等はいかがでしょうか。 

 

それでは、私からよろしいでしょうか。中高生の制服でほんちょう児童館に行っ

てはいけないというルールは、継続されているのでしょうか。着替えてからという

話もありましたが。 

 

【夏目館長】 

 今でも着替えてからが基本ですが、知らなかったということもありますので、次

からは、そのようなルールがあることを伝えるようにしています。 

 

【渡邉会長】 

 小学生がランドセルでそのままみたいなものでもありますが。中高生になって親

の了解もらって児童館というものも、その辺の声はありますか。 

 

【夏目館長】 

制服がダメではなく、学校帰りの寄り道という理由を説明すると大半は納得してく

れます。制服でも一回帰っているよという子もいます。ただ着替えて来てくれれば

よかったのになと伝えています。 

 

【渡邉会長】 

結果的にトラブルがなければそれでいいのですが。 

他にいかがでしょうか。 

 

【大塚委員】 

 ほんちょう児童館は、１７時３０分からが中高生専用ということですけれども、

制服がダメということで、一回帰るじゃないですか。親にはちゃんと児童館に行く

と伝えて２０時まで利用しているのでしょうか？親に黙って利用して、親御さんが

心配することは今までなかったのでしょうか。 

 

【鳥居課長】 

 必ずしも子どもたちが親に児童館に行ってくると伝えているかはわかりません

が、２０時まで利用ができるので、子どもたちにきちんと親にここで遊んでいるよ

と居場所を伝えるように言ってはいます。また、スタジオについては、現在見直し

中ですが、親の同意書を取っていますのでスタジオ利用については親が了解してい

るものとなっています。 
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【大塚委員】 

今まで、まだ帰って来ないのですがとか、そこに居ませんかなどの問い合わせは

ありましたか。 

 

【夏目館長】 

ここに来ていませんか、のお問い合わせはあります。 

 

【鳥居課長】 

問い合わせについては、あります。中には、家に帰りたくないという子もいまし

て。職員が対応してから、保護者とお話をしたこともあります。 

 

【渡邉会長】 

色々なお子さんがいますし、基本は家族で齟齬が無ければよいのですが、必ずし

もそういうお家ばかりではないので、こういうとこで話し相手がいなくて、話し相

手になってあげるのも児童館の意義があるのではないでしょうか。人間関係がつく

れるかどうかだと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 次に児童館の備品購入についてということで、事務局の説明をお願いします。 

 

【高橋課長】 

 概要といたしましては、本年３月３０日に巣鴨信用金庫から子ども・子育てに係

る事業等に役立ててほしいとの寄附をいただいたたことに伴い、指定寄附金を活用

し、児童館管理運営事業の一環として備品を購入するものでございます。 

寄附金の経緯でございますが、巣鴨信用金庫の１００周年事業として、支店を構え

る自治体（１６自治体）に対し寄付を行う中で、本市においても巣鴨信用金庫朝霞

台支店が所在することから、１００万円の寄付があったものでございます。 

 なお、寄附金は「子どもたちのために活用いただきたい」との要望があったこと

から、児童館遊具や備品等の購入に充てさせていただくことといたしました。 

 購入する備品は、エアー式マット遊具、幼児用身長計、体重計、ベビーベットな

どでございます。 

 児童館備品等に充てさせていただく理由といたしましては、新型コロナウイルス

感染症の影響が続く中、本市においては児童館を休館することなく、子どもたちの

居場所となるよう努めておりますが、新しい室内遊具等を配置し、子どもたちの心

身の健康増進を図り、魅力ある児童館づくりに資することが、寄付者の意向に沿う

ものと考えるためでございます。 

 参考までに、指定管理者からの意見として、「エアー式マット遊具は過去、障害

者施設から借用し児童館に一定期間配置した経緯があり、子どもたちに大変人気が

あった遊具であったことから、児童館としても備品として揃え活用を図っていいき
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たい。」、また、児童館利用者アンケートでの意見として、「緊急事態宣言中は居場

所がなく、親子共にストレスを抱えます。安心して遊べる場所が増えると嬉しいで

す。」、「幼児の身長（体重も）が測定できるとよいと思う。」などの意見を参考とし

て指定管理者と計画したところでございます。説明は以上でございます。 

 

【渡邉会長】 

 寄附は大変ありがたいですね。これは、ローテーションで使用するものですか。 

 

【鳥居課長】 

 6館で貸し借りしながら使用する予定です。 

 

【渡邉会長】 

 ソフトもハードもないといけない施設ですので。了解いただけますか。 

 

 （全員了解） 

 

 続いて児童館活動報告及び施設見学についてですが、事務局からお願いします。 

 

【金子係長】 

 本日の会議を、膝折市民センターで行った理由としましては、会議の後にひざお

り児童館を委員の皆様に、直にご覧いただくことが大切ではないかと考えたもので

す。このあと児童館に移動して、指定管理者が説明を行いながら、見学いただく予

定です。 

 

【渡邉会長】 

 議題については、以上になりますが、御意見いただいていない方で一言づつお願

いできますか。 

 

【小島委員】 

 学校の立場でも、子どもたちに使ってもらえるよう声掛けをしてまいりたいと思

いますが、マナーの問題もありますので、施設に迷惑をかけないように連携が図れ

れば良いかと思います。 

 

【行平委員】 

 児童館で遊んだと子どもたちから聞いたり、今日は午前保育だからこれから児童

館に行くんだとか聞きます。 

【原委員】 

 児童館は、孫が小学校の時に活用させてもらって、ついて行ったりしていました

が、最近は足が遠くなっております。このような機会がありますので、また足を運
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んでみようと思います。 

 

【齊藤委員】 

 ５歳の息子がおりまして、ひざおり児童館は良く利用させてもらっています。 

児童館の中で遊んでいた子どもたちが、外に出ておやつを食べる際に広場や階段な

どで中高生が柵の外など危ない場所を歩いていたりしていて、だんだん小学生が増

えてきたな、中高生が増えてきたなと、５歳のこどもなので、そろそろ帰ろうかな

と。外の事なので難しい部分もあるかと思いますが、見回りに行くなど、大人の目

があるといいかなと思います。 

 

【鳥居課長】 

 児童館の職員は、何かトラブルや事件で確認に行くことはあるのですが、どうし

ても館内の事が優先されてしまうので。その都度、職員に伝えてもらえればと思い

ます。 

 今年になってからなんですが、児童館を運営していて、今までないようなケガが

あります。例えば、よくあるのが鬼ごっこをしていてけがをすることはあったので

すが、最近は目隠しをして鬼ごっこをしていて、壁にぶつかったとか。なぜそんな

ことをするのかなというようなことが結構あります。広い空間で遊び慣れていない

のか、遊びが足りなくて、発散するために無茶なことをしてしまうのか、各館に様

子を伺うように連絡しています。 

 

【渡邉会長】 

 高校野球の監督さんの話でそのようなことが言われていましたね。 

 今年の３年生は、入学式がなくて、そのあとリモートの授業で、人との交流がな

い中で３年間を体験していた子どもたちということで。人との交流とか動きとか、

量は減っていると思うんですよね。ハードルは高いのですが、なにか児童館でもう

まくアシストできる仕掛けがあればと思います。 

 以上でこのあと施設見学になりますので、会議はここで終了とします。議事録の

確認は正副会長に一任いただきたいと思います。 

 時間の許す限り施設見学を行いたいと思います。御協力ありがとうございまし

た。 

 

【新井課長補佐】 

 以上をもちまして、令和４年度第１回児童館運営協議会を閉会させていただきま

す。では、児童館の見学を行いますので、職員に続いて御移動をお願いします。 

 


