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  １．開  会 

○事務局（工藤） 少し時間が早いですが、本日ご出席の委員がそろっておりますので、

これより令和４年度第２回札幌市児童会館運営協議会を開催いたします。 

 皆様、本日は、お足元の悪い中、また、師走の何かとお忙しい中、ご出席をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 進行を担当いたします公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会こども育成課の工藤と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、札幌市児童会館指定管理者として管理運営を行っております公益

財団法人さっぽろ青少年女性活動協会こども若者事業部こども育成担当部長の会田よりご

挨拶をさせていただきます。 

○会田こども育成担当部長 こんにちは。 

 私は、今ご紹介をいただきまた札幌市の児童会館で担当部長をしております会田と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 運営協議会の開催に当たりまして、一言、ご挨拶をさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、師走のお忙しい中、また、お足元の悪い中、お運びいた

だきまして、ありがとうございます。 

 私どもさっぽろ青少年女性活動協会は、札幌市指定管理者制度の中で児童会館の運営を

担わせていただいております。今年度は５年間ある指定管理期間の最終年度となっており

まして、次年度からは新たな指定管理期間がスタートするところです。後ほど札幌市子ど

も未来局様よりご報告をいただけるということですけれども、次期指定管理期間において

も私どもが運営させていただく予定となっております。 

 子どもたちの抱える課題については、残念ながら、さらに拡大する傾向にあると見てお

ります。そこで、私たち児童会館が担う役割はさらに大きくなってくると感じております。

あわせて、子どもたちの将来の札幌、社会を担っていく力を持った自立した大人になって

いくための支援について、親御さんや学校の先生たち、地域の皆さんと連携しながら支援

していく、この両輪を軸に新たな計画を立てております。 

 今回の児童会館運営協議会は２回目の開催となります。前回もそうでしたが、対面で久

しぶりに再開させていただきました。まだ新型コロナウイルスの感染が収束しておりませ

んので、今回も委員の皆様全員がそろわない状況ですが、前回もそうであったように、直

接お顔を合わせながら意見交換をさせていただく中でアドバイスやご指摘をいただき、さ

らには、励ましの言葉をいただくとてもよい機会だと感じております。 

 本日の協議会では、令和４年度上半期の児童会館の実績の報告、また、利用者の方々か

らいただいているアンケートでのご意見についても報告させていただく予定です。 

 本日の運営協議会におきましても、皆様からのご意見やご感想など、忌憚のないご発言

をいただき、今後の児童会館運営に役立てていければと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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○事務局（工藤） それでは、本日ご出席の皆様をご紹介します。 

 お名前をお呼びしますので、一言ずつ、ご挨拶をお願いいたします。 

 福祉心理学の視点から様々な実践、研究を積み、障がいに関する知識が豊富な北海道大

学大学院教育学研究院准教授の井出智博委員です。 

○井出委員 こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 前に参加させていただいたときにもお話をさせていただいたのですが、小さな子どもが

おりまして、児童会館のヘビーユーザーであり、日頃からお世話になっております。今日

も報告を聞き、勉強させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局（工藤） 麻生児童会館で日頃よりお世話になっております地域ボランティアを

代表して、佐藤直美委員です。 

○佐藤（直）委員 こんにちは。佐藤です。 

 この会のお声がかかるたびにどきっとするのですが、この３年間、児童会館に足を全然

運べていない状況で、何をお話ししたらよいかも分からない状態です。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（工藤） 札幌市児童会館の所管部局である札幌市子ども未来局の子ども育成部

長の佐藤学委員です。 

○佐藤（学）委員 子ども育成部長の佐藤です。 

 先ほど会田部長のご挨拶にもありましたが、今の指定管理期間が今年度で満了し、次の

期へと移ります。今までの児童会館の運営を総括し、次期に向けたよりよい児童会館運営

ができるよう、みんなでいろいろなアイデアや検証をやっていければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 先ほどご挨拶をさせていただきましたが、東区、白石区、厚別区、清

田区、豊平区の児童会館の担当部長をしております会田です。 

○会田委員 改めまして、よろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 中央区、北区、西区、南区、手稲区の担当部長をしております矢吹で

す。 

○矢吹委員 皆さん、こんにちは。 

 改めまして、本日、委員の皆様から様々なご意見をいただき、今後のお役に立てればと

思っております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 本日ご欠席の委員は以上となります。 

 なお、松村聡委員、出葉充委員、湯浅ひとみ委員の３人につきましては、本日、所用に

より欠席となります。 

 続きまして、札幌市子ども未来局からご出席の職員をご紹介いたします。 

 札幌市子ども未来局子ども育成部放課後児童担当の本間課長です。 

○札幌市（本間放課後児童担当課長） 放課後児童担当課長の本間と申します。いつもあ
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りがとうございます。 

 これからの説明にもあるかと思いますが、今回の指定管理期間の５年のうちの３年目か

らはコロナに悩まされ、利用人数もかなり少ない状態かと思います。最近は少しずつ復活

しておりますし、コロナの５類化の検討もあります。コロナ自体がなくなるわけではない

とはいえ、３年前のような活動へと近づけていけるのかなと思っています。安心・安全を

確保する中で子どもたちの楽しい放課後の居場所をどのように提供できるか、いろいろな

ご意見をいただき、我々としてもどんなことができるかを考えたいと思っております。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 整備事業推進担当の工藤係長です。 

○札幌市（工藤整備事業推進担当係長） 子ども未来局子ども企画課整備事業推進担当係

長の工藤と申します。よろしくお願いいたします。後ほど私から児童会館の整備予定等に

ついて説明させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 放課後児童係の丸箸職員です。 

○札幌市（丸箸放課後児童係員） 子ども未来局子ども企画課の丸箸と申します。皆様、

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（工藤） 最後に、紹介は割愛させていただきますが、後ろに座っておりますが

さっぽろ青少年女性活動協会の職員となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の流れをお伝えいたします。 

 議事につきましては、次第に基づき、（１）から（４）までと札幌市からの報告内容を

中心に進めさせていただきます。全ての報告後、ご質問などをお受けする時間を設ける予

定です。また、その後、意見交換の時間とさせていただき、１６時終了を予定しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○事務局（工藤） それでは、これより議事に移ります。 

 まず初めに、令和４年度上半期利用状況および事業報告についてです。 

 こども育成課の萱場よりご報告いたします。 

○事務局（萱場） 私からは、令和４年度上半期の利用状況及び日常の各種事業について

ご報告いたします。 

 今年は、５年間の指定管理期間の最終年度となり、参考までに５年分の利用状況をまと

めております。 

 利用人数について、令和４年度の１０月末と令和２年度、令和３年度の数値を比較する

と、約半数となっております。令和２年度、令和３年度は、先ほどもお言葉を頂戴しまし

たが、コロナの影響があり、しかし、徐々に利用人数が戻りつつあるところです。 

 コロナ禍前の平成３１年度末の人数にはまだ及んでいませんが、回復傾向であります。 

 次に、児童クラブ在籍者数についてです。 
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 年々、増加傾向であり、平成３０年度末の在籍数１万８，５９０人と比較しますと、令

和４年度１０月末時点では２万２，８６７人となりまして、前年度比１２３％の増加率と

なっております。在籍者数は増加していますが、過去５年間の伸び率として見ますと緩や

かな上昇傾向です。この要因については複数考えられますが、一つは少子化による子ども

の減少があると考えております。また、コロナによって家庭で過ごす時間の増加なども予

想されます。 

 続いて、主に就学前の乳幼児と保護者が地域の中で交流する子育てサロン、中高生の活

動の居場所となるふりーたいむについてです。 

 令和４年度は基本的に制限なく実施しておりまして、今年度の子育てサロンの利用人数

は１０万人程度の見込みですが、より制限のあった令和２年度と比較しますと、そこまで

には至っておりません。 

 同様に、ふりーたいむにつきましては、今年度は約２万５，０００人程度の見込みです

が、令和２年度には及んでおりません。高学年の利用人数はコロナ前の平成３１年度と比

較すると近づいておりますので、現６年生に対し、プレふりーたいむとして、体験機会を

創出し、利用情報の広報を行うことで今後の利用促進を図ってまいります。 

 次のページをご覧ください。障がい児登録人数の推移です。 

 障がい児登録人数は増加傾向にあります。令和４年度と前年度の令和３年度を比較しま

すと１１２％となり、平成３０年度と比較すると在籍者数は１．９２倍、約２倍という結

果になりました。 

 これには様々な要因がありますが、以前は身辺自立が難しい子どもは検討結果次第で受

入れ不可となるケースもありました。しかし、障害者総合支援法の改正により児童クラブ

における障がいのある児童等の受入れに関する取扱い要領が実施となり、現在は適切な環

境を整えて全ての子どもたちが安心して利用できるようになりました。これが増加の要因

の一つとして考えられます。現在では、１，０００人を超える登録があり、増加中です。

障がいのある児童の来館が特別ではなく、障がいの有無にかかわらず、多様性のある児童

に対応することが児童会館として求められております。 

 そんな様々な方が利用する児童会館ですが、ここで児童会館の日常について動画を用い

てご紹介いたします。 

 スクリーンをご覧ください。 

 少々長い動画でしたので、一部を抜粋してご紹介します。途中、音声が途切れる場面も

ありますが、あらかじめご了承ください。 

 

〔  動  画  上  映  〕 

 

○事務局（萱場） 机の中央にバツ印がありますが、感染対策の一つの取組でして、学習

タイムやお昼ご飯のときなどに席を空けて活動しております。 
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 けん玉がはやっており、とても上手です。 

 体育室では運動遊びも行っております。今は参加人数の制限を工夫しながら行っている

場合もありますが、コロナ前は３倍程度の人数が体育室でボール遊びをすることもありま

した。 

 職員は、遊びや様々な活動の中で悩み事や困り感を子どもたちから聞き、信頼関係を築

き、児童の変化を捉えながら日常の対応に当たっております。子どもたちの福祉的な課題

を発見した際は、関係機関と連携し、課題解決に当たっております。 

 続いて、数値目標に対する上半期の達成状況についてご報告いたします。 

 まず初めに、事前に送付しておりました資料の数値について訂正があります。 

 具体的には、事業プログラム参加者総数、子どもたちによる読み聞かせの実施について

です。申し訳ございません。 

 半期での数値となりまして、５０％を超えるものは、年間として考えると、おおむね達

成の見込みと予測しております。今回はほとんどの項目で達成の見込みとなりました。コ

ロナ禍においてこれまで実施してきた事業を通常どおり実施することが難しかったですが、

各児童会館で工夫を凝らし、自然体験活動など、情操を育む子どもの体験活動の促進、子

どもの意見を取り入れた事業の展開をしてまいりました。 

 ここで、上半期の具体的な事業について幾つかご報告いたします。 

 今回は、資料に掲載の４事業のうち、６ページの２事業についてご報告いたします。 

 報告者は実際に事業を担当した児童会館の職員で、そのときの様子をお伝えいたします。 

 まずは、札幌市児童会館向けワークショップ「パラスポーツを知ろう！」です。 

○事務局（池内） こんにちは。清田ブロック里塚児童会館の池内と申します。よろしく

お願いいたします。 

 本日は、札幌市児童会館向けワークショップ「パラスポーツを知ろう！」についてご説

明させていただきます。 

 まずは、このワークショップをやるに至った経緯から簡単にご紹介いたします。 

 私が担当する美しが丘小ミニ児童会館の１０周年記念事業で「思い出をかざろう！」と

いう事業を実施しました。オリジナルの写真立てをつくる事業ですが、講師として地域に

お住まいの大海恵聖さんをお呼びしました。 

 また、この事業が終わった後、大海さんからパラスポーツすごろくをつくっているとい

うお話をお伺いしました。そして、児童会館でこのすごろくで遊んでもらい、パラスポー

ツを身近なものに感じてほしい、共生する社会、多様性のある価値観を育てていきたいと

思っているという話をお伺いしました。子どもたちにすごろくをやっていただくのはとて

もいい経験になると思いますが、実際に体験してもらうほうが車椅子の方や障がいのある

方をより身近に感じられるのではないかと考え、大海さんと打合せを重ねる中でこのワー

クショップを実施することになりました。 

 ワークショップでは、パラアスリートの招致もいたしました。車椅子ラグビーの日本代
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表指定強化選手である日向選手、北海道車椅子ラグビーのチーフマネジャーである菅原さ

んですが、このお２人には今回のワークショップ全てに参加していただきました。 

 ９月から実施しまして、１２月まで、札幌市内の１７館での実施となりました。 

 このワークショップでは、実際に車椅子に乗る体験もしました。車椅子ラグビーの車椅

子は、ぶつかり合ったり、タックルしたりすることができ、子ども同士で実際に当たって

みたり、日向選手にタックルしていただく体験をしました。子どもたちは、日向選手のタ

ックルを受け、体が浮いた、迫力がすごくあった、すごい音が鳴ったなど、様々な意見を

聞くことができました。 

 また、ワークショップの最後では、パラスポーツすごろくの寄贈も行いました。札幌の

企業である大同舗道にこのワークショップに共感していただき、今後、札幌市の児童会館、

ミニ児童会館の全館にすごろくを寄贈していただけることとなりました。 

 また、このワークショップでは質疑応答の時間も多く取りました。質問の中にはどうや

ってご飯を食べるのというものがあり、フォークを手の間に挟んで食べるのだよと答えて

いました。それから、風呂はどうやって入るのという質問があり、車椅子から降り、自分

で風呂に入るよと答えていただきました。このような質問の中、会の終わりにはサインを

下さいといって行列をつくる会館もありました。 

 さらには、髪はどうやって切るのですかという質問があり、みんなも床屋で切るよね、

僕も床屋で切るよと答えていました。 

 こうした質疑応答の中で特に私が印象に残っているものがありますので、ご紹介させて

いただきます。 

 ある児童会館でのことですが、質問コーナーの際、奥に座っていた高学年の男の子２人

が笑いながら話を聞いていました。その後、手を挙げ、当てられると、生きていて楽しい

ですかと言ったのです。私はそれを聞いてはっとしたのですが、日向選手は真摯に答えて

くれました。けがをして１年以上にわたる入院生活、それはとてもつらかった、ふだんで

きていたことが何もできなくなり、つらい毎日だった、でも、車椅子ラグビーと出会って、

スポーツができ、今はとても楽しい、それに、児童会館で子どもたちみんなに車椅子ラグ

ビーの楽しさを知ってもらえる、こうやってみんなと会える機会もあり、今はそれが生き

がいになっていると答えました。それを受け、その子どもたちはありがとうございました

と大きな声で答えたのです。 

 本当に短い時間ではありましたが、その高学年の子どもたちにとっては大きな成長にな

ったのではないかと思っております。 

 このワークショップは、子どもたちに様々な体験をしてもらうことで誰もが平等に笑顔

で生きられる社会をつくろうと思い、実施しました。この写真のように、誰もが笑顔でい

られる社会を、これは小さな一歩ではあるかもしれませんが、この事業でその一歩を踏み

出せたのではないかと思っております。 

 以上で事業報告といたします。 
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○事務局（萱場） 次に、体験活動創出事業、自然体験里山教室「こめこめくらぶ」の報

告をいたします。 

○事務局（佐々木） 百合が原児童会館の佐々木です。よろしくお願いいたします。 

 北２ブロック体験活動創出事業里山教室「こめこめくらぶ」の事業報告をさせていただ

きます。 

 北２ブロックでは、体験活動をキーワードに、今年度は主体性を生かした遊びや体験を

通して子どもたちの未来の可能性を広げ、児童会館の本質である持続可能な直接的な体験

活動を強化してきました。今年度、北２ブロックでは三つの体験活動を通して子どもたち

の育ちをサポートする取組を実施しました。三つの体験活動は、自然体験、生活文化体験、

社会体験活動です。 

 今回ご報告させていただきます自然体験活動では、子ども一人一人が自分自身と向き合

い、生きる力や考える力を学び、自分以外の他者とともに行う体験活動から多様な刺激を

受け、主体的な活動にアウトプットしていくことをコンセプトとして、農業と食のつなが

りから身近な自然との関係を学ぶ活動を展開しました。 

 北方自然教育園にて、もち米の植え付け、田んぼの観察、収穫、脱穀と精米、そして最

後に稲わらを使った正月飾り制作を行いました。お手元の資料の中にもペーパーブログが

つづられておりますので、ご覧になってください。 

 こちらは、６月の植え付けの様子です。 

 最初に自分自身の目標とグループの目標を決めてから活動に入りました。北方自然教育

園のスタッフの指導の下、初めて触る苗や素足で感じる泥の感触、田んぼの中の生き物を

発見するなど、五感を使って学びを深めました。 

 こちらは、８月の観察の様子です。 

 ６月から苗がどのように育っているかを自身で想像し、宿題として自宅でスケッチして

きたものと実際の生育状態を比較し、グループ内で共有するとともに、全体での発表を行

いました。子どもたちは思った以上に大きく育っている稲が穂から出ている様子に驚き、

実際に手に取ったり、虫眼鏡で見たり、気づきと学びの連続になりました。 

 こちらは、１０月の収穫とはさがけの様子です。 

 自分たちが育てた稲を機械などを使わずに鎌で刈り取る体験や束ねた稲を柵にかけて天

日干しをするはさがけ体験は、収穫の喜びとともに、農家の方々の苦労や日頃食べている

お米の大切を学ぶきっかけとなりました。 

 こちらは、１２月の脱穀、精米、お正月飾り制作の様子です。 

 収穫した稲を足踏み脱穀し、瓶と棒を使った昔ながらの精米方法なども体験しました。

残った稲わらをほうきとして掃除も行い、さらに、稲わらを使い、正月飾り制作も行いま

した。活動を通して全てを無駄にしないことを学ぶ機会となりました。 

 参加した子どもたちは今回の稲作体験の集大成として学んだことや感じたことをグルー

プで共有し、みんなの前で発表しました。今映っている映像は１２月１１日の発表と発表
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前の準備の様子です。グループ名は全国各地のお米の品種から子どもたちが考えています。

このグループでは、植え付けから精米を通し、昔の人の大変さやもち米はとても甘みがあ

り、おいしいということを学びました。当日は、少しですが、炊いたもち米を試食できた

ので、その感想も含まれています。 

 このグループでは、米づくりを通じ、農家の苦労を感じ、役割分担や協力することの大

切さを学びました。 

 コロナ禍により直接体験が不足し、間接体験や疑似体験の中で育った子どもたちが、約

半年間、自然、農業、そして初めて会った仲間とともに活動を行いました。本事業に参加

した子どもたちは、自ら考え実践していく力、直接体験を通して感じる学び、楽しく生き

抜く力を学校、地域、家庭でもない第３の場にて学びを深められました。また、本事業は、

コロナ禍で停滞した児童会館における直接体験を推進するべく、今必要な直接体験を子ど

もたちに提案することができたと考えています。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

 最後に廊下側に活動の様子を映したモニター、お正月飾りの見本、活動ファイル、お米

を展示しております。よろしければお土産としてお米をお持ち帰りいただき、収穫の喜び

を一緒に味わっていただければと思います。 

○事務局（萱場） 今後も子どもたちの成長につながる事業を展開してまいります。 

 以上で説明を終わります。 

○事務局（工藤） 児童会館の事業について、画像や動画を通して皆様にお伝えいたしま

した。 

 資料には、このほかにも４事業を載せております。 

 児童会館でのけん玉セッションは、先ほど動画でもありましたが、けん玉をプロの方に

教えてもらうもの、また、滝野へ行き、森での様々な体験活動も実施しております。これ

らはほんの一部であり、ほかにもいろいろな体験活動をしておりますので、ホームページ

などで確認していただければと思います。 

 続きまして、８ページをご覧ください。 

 （２）の令和４年度利用者アンケート報告についてです。 

 こども育成課の表よりご報告いたします。 

○事務局（表） 私からは、令和４年度利用者アンケートについて報告させていただきま

す。 

 このアンケートは、利用者の声を事業に反映させ、よりよい運営を目指すことを目的と

し、札幌市内の児童会館、ミニ児童会館の全館で実施したものです。 

 アンケートの実施については指定管理の仕様にも基づいております。 

 実施期間は令和４年１０月１２日から１０月２１日の期間で、小学校の低学年と高学年、

中学生、高校生、大人の五つの年代の方々から回答をいただきました。 

 アンケートの回答方法は、昨年同様、１１の設問を５段階評価で回答してもらっていま
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す。また、自由記載欄も設けております。 

 今回は１万３６５名からの回収となり、前年の７，１１３名に対し、約３，０００名増

加しております。回答数の増加により多岐にわたる利用者の声を収集することができまし

た。 

 総合満足度については９ページに記載しております。全体で８８％であり、仕様書にて

求められる水準を満たしました。しかし、後ほど、苦情、ご意見報告の際にお話しします

が、考察に記載のとおり、職員の対応についてご意見を複数いただいております。 

 過去３年間の総合満足度の比較をした結果、総合満足度としては大きな変化はないもの

の、全体の世代で満足と回答した割合は昨年度よりも減少傾向となっております。特に大

人の世代は昨年度よりも１５％減少しておりまして、利用者の声を加味しながらの事業展

開を行っていくことが次年度以降の課題となります。 

 次に、接遇満足度についてですが、９６．５％という高い結果となりました。 

 近年、接遇満足度にはおおむね変化はないものの、総合満足度と同様に、過去３年分と

比較しますと、全体の世代で満足と回答した割合が昨年度よりも７％減少しました。 

 ここで利用者の声を一部抜粋してご紹介いたします。 

 自由記述欄である設問１２には職員への感謝の言葉も多く頂戴しております。小学生か

らはとても楽しい、大人からは成長を一緒に喜んでくれるのがうれしい、いつも大変お世

話になっています、感謝しかないです、一人一人を尊重してくれてうれしいなどの声があ

ります。 

 一方で、反対の意見もあり、小学生からはおもちゃが足りない、もっと外で遊びたいと

いう意見がありました。また、大人からは、目が行き届いていない場面が多いと感じる、

子どもの声も取り入れてほしいというお声もありました。 

 そのほかは１１ページ、１２ページに記載しておりますので、ご参照ください。 

 改めて、子どもにとって居心地のいい場所となるよう、この結果を真摯に受け止め、よ

り一層、利用者との信頼関係の構築に努めてまいります。 

○事務局（工藤） 児童会館の満足度調査の結果については、資料は小さい字になってお

りますけれども、細かく記載しておりますので、後ほどゆっくり読んでいただければと思

います。 

 次に、（３）の苦情・ご意見対応についてです。 

 こども育成課の小森よりご報告いたします。 

○事務局（小森） 私からは令和４年度上半期の苦情、ご意見についてご報告いたします。 

 集計期間は令和４年４月１日から１０月３１日までとなります。 

 件数は４０件となっておりますが、児童会館を運営しております公益財団法人さっぽろ

青少年女性活動協会事務所、または、所管部局であります札幌市子ども未来局及び市政相

談室において受領した苦情、ご意見について集計を行いました。 

 また、今回の集計には含んでおりませんが、直接、児童会館、ミニ児童会館に申出があ
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る場合もございます。 

 申出方法は、資料のとおり、電話、ホームページのお問合せメールとなります。 

 こちらは苦情・ご意見対応のフローとなります。 

 市民や利用者からご意見があった場合には、事実確認、状況確認を行いまして、申出者

への説明、また、謝罪が必要な場合には適切に謝罪いたします。その後、対応した職員へ

監督者や担当責任者より指導します。そして、そういったご意見や苦情があった際の分析、

改善点の協議等を行い、会館で共通認識の下、今後の再発防止に努めます。 

 次のページをご覧ください。 

 苦情、ご意見の内訳です。 

 先ほどの利用者アンケートにもありましたとおり、ご意見の大半は運営について、特に

職員の言動に対する内容が半数を占めております。そのほか、子どもたちの日常遊びに関

することとなります。 

 本日は、抜粋した中から一つ目の職員の言動、対応についてご説明いたします。 

 こども育成課事務所に入ったご意見でして、方法は電話となります。 

 申出者は、児童クラブ２年生の保護者となります。 

 主訴は、職員の言動、対応についてとなっております。具体的には、子ども同士のトラ

ブルがあった際に職員が見ていないことが多く、保護者が職員に話を聞いても見ていなか

ったといって状況が分からないことが多い、児童を預けるのが不安なため、目が行き届く

ようにしてほしい、自身の子どもが手を出すこともある、加害者になることもあるので、

悪いときには注意をしてほしいが、どのような状況でそういった行動に至ったのかを教え

てほしい、いいときと悪いときのめり張りのある対応を求める、人数的に状況把握が難し

い場合は監視カメラを設置してはどうかという内容です。 

 担当責任者を通じて申出内容について児童会館に事実確認を行ったところ、子ども同士

のトラブルがあった際、双方の意見をしっかりと聞き、仲裁をするということができてい

ない場面がありました。また、職員が状況をしっかりと把握できていないため、保護者へ

の説明対応が不十分な場面があったということが判明しました。 

 対応改善策としては、ブロック内で調整を行い、職員体制の強化及び職員間の連携強化

を図りました。申出者には、事務所から職員体制の強化について丁寧に回答を行い、監視

カメラの設置は難しい旨も説明し、理解していただきました。 

 また、会館としては、申出者のお子様には少し活発な姿が見られ、よく他者とトラブル

になることが多いため、マン・ツー・マン対応の時間を設定するなどして、本人が落ち着

いて周囲の子どもたちと安心して遊べる環境づくりに努めました。 

 今回、監視カメラの設置という対応策は選択しておりませんが、他都市の状況を調べる

と、東京や京都、神戸の児童館では室内外にカメラが設置されており、全国的にも導入が

進んでおります。目的は、子どもを監視するためではなく、防犯の抑止力や、事故、トラ

ブルがあった際の状況把握と原因分析のため、そして、保護者への説明責任を果たすため
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ということでした。 

 直近に解決できるものではありませんが、保護者の要望があることも踏まえ、運営して

いく中で防犯カメラ設置は安全管理の一つのツールとしての検討の余地があることを学び

ました。今後もご意見が発生した際には、フローに基づいて確認、対応を行い、さらに改

善策を検討して、よりよい児童会館運営に努めてまいります。 

○事務局（工藤） 次に、（４）の令和４年度今後の取り組みについてです。 

 ごとも育成課の小森よりご報告いたします。 

○事務局（小森） 続きまして、令和４年度下半期の取組についてご報告いたします。 

 １７ページに四つ抜粋しておりますが、本日は、その中から、一つ目のチャイルドセー

フガーディングの構築についてご説明させていただきます。 

 チャイルドセーフガーディングとは、暴力、暴言、体罰、性的虐待等、あらゆる危害か

ら子どもたちを守る組織的な取組のことを指します。日本ではまだなじみのない言葉です

が、体罰、暴言、暴力、性的搾取等が見られる国際ＮＧＯ・ＮＰＯ団体やスポーツ団体で

策定が進んでおります。子どもに関わる大人一人一人が子どもと適切な関係を築くことが

求められるために必要とされている取組です。 

 実際にそういうことがないのが理想ですが、学校、保育・福祉施設など、子どもの支援

の場で支援者という立場を利用し、守られるべき子どもが犯罪に遭う場面が起きておりま

す。 

 日本の事例を挙げさせていただきました。 

 記憶に新しいものでありますと、今月、静岡県の私立認可保育園で園児に対する暴行、

虐待等で保育士３人が容疑者となって逮捕された事件があります。そのほか、児童福祉施

設にて支援者という立場の方が子どもに対する暴力、性的虐待等を行った事件も起きてお

ります。 

 この図では、保護者、地域社会、職員、そして子どもの視点からセーフガーディングの

必要性の背景を説明しております。 

 まず、保護者や地域、社会の視点で見ますと、先ほども説明しましたとおり、保育士な

ど、子どもの支援者の事件が起きており、こんなニュースを聞いたけれども、児童会館は

大丈夫かしら、子どもを通わせている親の目の届かないところで本当に安心に過ごしてい

るのかという視点があります。また、働く職員としては、こういった対応をしているけれ

ども、会館を異動すると職員のニュアンスが少し違う、自分の対応している方法は正しい

のか、多くの職員やパート職員もおりまして、それは正職員の課題ですねと言われること

もあり、児童会館の職員として持つべきスタンスを確立するという視点があります。さら

に、子どもからは、本当はこうしたい、職員に話を聞いてほしい、大人の人にこんなこと

をされて本当は嫌だったけれども、いいのかなという視点があります。 

 このようないろいろな視点の中で本当に安心・安全かどうかが疑われております。 

 そこで、児童会館の職員としての姿勢を明文化し、全職員が共通理解し、実行すること、
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また、それを社会に広く認知していただき、子どもが安全・安心な環境の下で活動してい

ることを知ってもらうことが児童会館におけるセーフガーディング策定の必要性となりま

す。 

 もう一つ、現状の環境があります。 

 一つ目は、多種多様な職員が働いているということです。正職員のほか、有期雇用職員、

学生パート、再任用職員など、幅広い年齢層の職員が働いております。また、地域連携、

ボランティア活動の受入れも進めてきておりまして、コロナ禍ではありますが、その活動

も徐々に戻ってきております。令和４年１０月１日現在で、全市で１，１４９人が登録し

ており、延べ４，０９６人に児童会館で活動していただいております。 

 児童会館の利用人数ですが、児童クラブの登録者数は、先ほどのとおり、増えていると

いう話をさせていただきました。現在、全市で２万２，０００人となっております。を超

える児童に登録していただいております。 

 そして、子ども対応についてですが、子どもを膝の中に入れない、体罰や暴言の禁止、

丁寧な言葉遣いとするなどのルールは研修で必ず学ぶことになっておりますが、明文化し

た規則、行動規範として書面に落とし込んだものはありません。そのため、職員の倫理観

に頼っている場面もあります。 

 現在は、子どもに関する問題は起きておりませんが、今後、起きないとも限りません。

そして、起きる前に予防と対応策を講じる必要があると考えます。その子どもが安全・安

心に過ごすことができる環境づくりを目に見える形として築くことが児童会館におけるチ

ャイルドセーフガーディングの取組となります。 

 なお、児童会館のセーフガーディングについて、外側の利用者の方や保護者、学校地域

の方、そして、内側の職員の側からも理解、納得の得られるものを構築するには二つの視

点を持って策定する必要があると考えております。そこで、下半期にセーフガーディング

専門家の外部監修の下に構築するほか、職員によるプロジェクトチームを発足しました。 

 １１月１５日、全市のブロックの中から参加したいという希望者を募り、職員が参加す

るワークショップを実施しております。この中で、例えば、子どもの着替えはどこまで手

伝ったらよいか、身体接触とはどこまでのことを言うのか、１対１での個室での指導は大

丈夫か、職員によって言い方が違う、少しきつく言う場面もある、子どもがくっついてき

たときにどういうふうに対応したらよいかなどの今働いている中で考える疑問や課題を職

員みんなで洗い出し、ラベルワークを行いました。講師にセーブ・ザ・チルドレンという

セーフガーディングのスペシャリストの方に来ていただき、ご助言をいただきました。 

 その後、セーフガーディングの児童会館行動規範を策定するためのチームを発足し、１

２月８日に第１回目の会議を行いました。講師には、同じく、セーフガーディングのスペ

シャリストであるセーブ・ザ・チルドレンの方とＺｏｏｍでつなぎ、１回目のワークショ

ップのときよりもう少し詳しく、また、広い範囲で児童会館の活動、行動における子ども

を危険から守るべき行動について職員と話合いを行いました。講師からは、行動規範をつ
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くる中で、子どもの虐待対応の視点として、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的

虐待の四つの視点で禁止すべき行動を考える必要があるとの助言をいただき、日々の活動

の中でその行動がその四つの視点に当てはまらないかどうか、職員目線で考えました。 

 今後、プロジェクト会議を数回実施し、セーフガーディングの行動規範を策定いたしま

す。組織や上から指示された行動規範ではなく、職員自らが考え、つくり、職員に周知、

理解するセーフガーディングを策定してまいります。 

 次に、今後の策定ステップについてです。 

 まず、令和５年３月までに行動指針と行動規範を策定いたします。同じく、ワークショ

ップやプロジェクトメンバーの動き等を全職員に周知し、現職員の理解、意識の醸成を来

年３月までに図ります。その後、行動規範、行動指針が出来上りましたら、職員への一斉

周知は令和５年の４月から５月にかけて実施いたします。また、先ほど有期雇用者の職員

が多数働いていますというお話をさせていただきましたが、今後の有期雇用者の職員の採

用時にセーフガーディングの考え方、行動規範の説明を行い、ボランティアとして会館で

活動する方にも説明させていただきます。 

 そして、セーフガーディングの動きについてですが、職員だけがつくり、守るのではな

く、子どもたちなど、利用者にしっかりと理解していただく、子どもが安全・安心に過ご

せる場を子ども自身がしっかりと分かることが大事だと思っております。ですから、子ど

も向けのワークショップや子ども向けの広報、子どもの訴えをしっかりと聞く体制を今後

は行動規範ができた際に行ってまいります。そして、つくって終わりではなく、その後、

実施状況の振り返りや事例検討を行い、ほかに追記する事項はないか等を検討する改定委

員会を設ける予定です。 

 セーフガーディングの行動規範の策定後の職員がゴールですが、しっかりと理解し、子

どもが安全・安心に生活できる環境をつくる、子どもの訴えや要望をしっかりと聞き、対

処する、職員同士が連携、意思疎通を図り、自助機能が働く職場とするとしております。

また、子どものゴールですが、安心・安全な環境の理解、自分の訴えを上げる方法、意見

表明できる先を理解することとしております。さらに、児童会館のゴールですが、子ども、

大人から信用、信頼される運営ができている、子どもの権利が守られているか環境とする

としております。 

 こうしたことを通じ、下半期も子どもたちや保護者が安全・安心に利用できる居場所づ

くりに努めてまいります。 

○事務局（工藤） チャイルドセーフガーディングについて詳しくお話しさせていただき

ましたが、ほかにも令和４年度に取り組むことを三つ載せております。令和５年度に引き

続いて行うものもありますので、目を通しておいていただければと思います。 

 次第２については以上となります。 

 

  ３．札幌市より 



- 14 - 

 

○事務局（工藤） 次に、次第３に移ります。 

 札幌市様から報告をお願いいたします。 

○札幌市（工藤工藤整備事業推進担当係長） 私からは、児童会館の整備予定について、

児童会館の次期指定管理者の決定についてご報告させていただきます。 

 まずは、児童会館の整備予定についてです。 

 児童会館は、小学校の改築等に合わせ、小学校と併設する新型の児童会館を整備してい

く方針の下、今年度は４月に二十四軒児童会館の供用を開始したところです。 

 今後の予定ですが、令和５年４月、本町小学校の改築に伴う苗穂本町児童会館、資料で

は苗穂児童会館となっていますが、先日に閉会しました令和４年第４回定例市議会へ名称

変更の議案を提出し、可決されましたので、令和５年４月からは苗穂本町児童会館となり

ます。 

 また、令和５年１０月に事故により工事が遅れていた東山小学校の改築に伴う東山児童

会館、令和６年４月には光陽小学校の改築に伴う光陽児童会館、元町北小学校の改築に伴

う（仮称）元町北小内児童会館、山の手小学校の改築に伴う山の手児童会館がそれぞれ供

用開始となる予定です。 

 また、児童会館単独での改築を進めております手稲前田児童会館は令和５年７月の供用

開始を予定しております。 

 このほかの児童会館の整備予定はお配りしております児童会館整備予定一覧に記載のと

おりですので、後ほどご確認を下さいますよう、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、先ほど委員の皆様からも話がありましたが、児童会館の次期指定管理者の

決定についてです。 

 児童会館の運営については指定管理者制度を導入しており、現在、公益財団法人さっぽ

ろ青少年女性活動協会が指定管理者として管理運営を担っておりますが、今年度末をもっ

て５年間の指定管理期間が終了します。次期指定管理者としてふさわしい団体を選定する

ため、外部委員６名、内部委員１名で構成される児童会館等指定管理者選定委員会を今年

の７月と１０月に開催いたしました。 

 選定方法については、条例において、指定管理者による管理が良好に行われている場合

に限り、公募によることなく当該管理を行っている団体に申込みを求めることができると

されておりまして、利用者である児童をはじめ、保護者や地域住民との継続的な信頼関係

の構築が重要であるという観点から、さっぽろ青少年女性活動協会に業務を引き続き担っ

ていただくことが適当であると判断し、非公募で選定いたしました。 

 指定管理者選定委員会における審議の結果、さっぽろ青少年女性活動協会が次期指定管

理者の候補者として認められたため、令和４年第４回定例市議会に議案を提出させていた

だき、無事に原案どおり可決されましたので、ご報告いたします。 

 来年度も子どもたちを心身ともに健やかに育成するという児童会館の設置目的に沿った

多様な取組が数多く実施されることを期待しております。 
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○事務局（工藤） 次第２の議事、次第３の札幌市よりまで終わりました。 

 ここまでの説明についてご質問などをお受けしたいと思います。 

○佐藤（学）委員 質問、あるいは、感想も含め、何点かお話しさせていただきます。 

 最初に、資料の６ページです。 

 先ほど映像でも見せていただいたパラスポーツの事業や里山教室の事業についてです。 

 すばらしいなと思ったのですが、そのやり方です。本部から各児童会館に対して何十万

円かを差し上げて、それぞれの館で自由にやっていいですよ、子どもたちと話し合いなが

らやってねという感じでそれぞれの特色を出しているのか、それとも、どこかの児童会館

からこんなことをやりたいと言われ、予算を出し、認めてあげましょうというやり方なの

ですか。 

○会田委員 佐藤部長もご存じのとおり、札幌市内には、ミニ児童会館を含め、児童会館

が２００館ほどありますが、一律に同じことをすることがよいとは思っておりません。基

本的な子どもたちへの対応の在り方といいますか、先ほども話がありましたとおり、子ど

もを守るための心構えなどについては同じですが、どういう活動をしていくかとなります

と、地域性や子どもたちの様子がそれぞれ違います。また、最初の里塚のものもそうです

が、地域の方のご協力の中で事業を進められたものもあります。その中で、体験活動や野

外活動の推進、体力の増進など、ある程度の目安はありますけれども、それぞれの具体的

な内容については各会館に任せています。 

 また、予算についてですが、実際に何をやるかという年度計画を事務局あるいは各会館

で立てて進めておりまして、それに基づいて配分をさせていただいております。ただ、事

業を進めていく中で必要になるものがあるわけですが、各ブロックで持っている予算、事

務局で持っている予算を追加で措置するなど、臨機応変に対応しているところです。 

○佐藤（学）委員 いい取組はみんなで共有できればいいですね。これは同じことをやれ

という話ではなく、自分のところではこういうことができるのではないかといって特色を

出し、子どもの意見を聞きながら考えていくとすごくいいものができますね。 

 次に、９ページ、１０ページについてです。 

 気になったのは、総合満足度と接遇満足度の大人の割合です。青色の満足という比率が

令和２年度や令和３年度と比べて落ちているわけです。どちらかというと満足のほうに振

れていますが、無条件に満足というところからそうではない方向に行っているわけですよ

ね。それもグレーよりも結構な落ち幅でして、活動協会としてはどういう原因があると自

己分析されているのか、お尋ねいたします。 

○事務局（山田） おっしゃるとおりで、総合満足度は８０％や９６％と非常に高く推移

していると思っておりますが、青色からオレンジ色のところへの数字の変化は非常に気に

しております。この後の細かい分析は継続してやっていきたいと思っておりますが、コロ

ナウイルスの終息とともに、ご意見をいただく回数が増えてきたと感じておりまして、こ

こに関連することがあるのではないかと思っております。 
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○佐藤（学）委員 コロナの時代であれば、外遊びができなくなったという意見が顕著に

子どもに表れるのではないか、大人としてもこのように子どもを育てたいという意識から

そちらに振れるかな、でも、だんだん収束してきたとき、ここには改善の余地があるので

はないかと思ったのです。そういう意味では、最後にチャイルドセーフガーディングの話

がありましたが、その取組で改善に働くのではないかと思いながら聞いておりました。 

 次に、１２ページについてです。 

 自由記載欄の（２）の遊びについての右側の大人のところですが、いろいろな保護者か

らの意見に対して定期的に回答文が欲しいというコメントがあります。これは、目安箱的

なものなのか、電話なのかは分かりませんが、こういうことを改善してほしいとリクエス

トしたものがどう対応されるのかがフィードバックされていないというフラストレーショ

ンなのかなと思ったのです。 

 現状、どのようなリターンをしているのか、また、これに対する改善策は取られている

のか、お聞きいたします。 

○事務局（山田） 現状、市民からいただいたご意見に対しての回答はしておりません。

ただ、おっしゃるとおり、それは必要なことだと感じておりますので、今後、ご意見に対

する回答についてはできるだけ分かりやすくなるよう、対応を検討したいと思っておりま

す。 

○会田委員 アンケートの場合ですと、どなたに書いていただいたかが分かりにくいとこ

ろがありますので、どういったことをお示しされているのかが分からないということもあ

ります。そのため、今、山田からありましたけれども、推測の中でやるものもあります。 

 また、事例報告の際にもありましたが、直接いただくご意見や苦情については、対応策

も含め、決着も含めて、個別に対応させていただいております。 

 あるいは、一般的なことになりますけれども、ご意見箱を各児童会館に設置しておりま

す。これは匿名ということもありますが、会館内の話ですので、当てはまる事例について

は回答をお示しするようにしております。 

○佐藤（学）委員 名のって苦情を寄せた方だった場合は、当然、その人に返してあげな

ければいけないわけで、そういう人に回答を寄せてほしいというフラストレーションがあ

るとは思えないのです。あるとすると、その返事に対して満足、納得いかないということ

ですよね。そこには価値観の違いなどもあるからかもしれません。 

 ただ、私が先ほど言ったものというのは、言っている人は匿名で、でも、子どものため

にこうしてほしいというリクエストがある方だと思うのですね。そういうとき、不特定多

数の人に向けて、こういう意見がありました、館としてはこのように対応していきますと

いうことを広く発信してほしいなと思います。そうすると、その匿名で書いた人も改善点

が分かりますし、それを書いた人だけではなく、そのやり取りを見て、児童会館に対する

信頼につながっていくと思いますので、何かをやる方向で考えていただければありがたい

なと思います。 
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○会田委員 確かに、何気なく聞いている言葉でも利用者にとっては大きな事柄で、私た

ちとしてもきちんと回答し切れていないものもあるかもしれませんので、一つ一つのご意

見を大事にするという視点は今後も持ちたいと思っております。 

○佐藤（学）委員 次に、１５ページについてです。 

 この中で気になったのは、円グラフ内の紫色の制度についてというところです。制度的

なものであればもしかすると改善の余地があるのかなと思ったのですが、どんな苦情だっ

たのか、具体的に教えていただけますか。 

○事務局（山田） 手持ちの資料が不足しており、ご回答できません。改めてまとめてご

回答したいと思います。 

○佐藤（学）委員 何かをやってほしいということではなく、札幌市の制度面のことかも

しれません。それを見て、確かに改善の余地があるなと思えるものであれば、我々も含め

てやれることがあるのではないかと思いましたので、共有して、いい方向へと思います。 

 次に、これは意見交換が必要なものかもしれませんが、１６ページの監視カメラについ

てです。 

 児童会館に監視カメラを置く意義です。例えば、所室の中にブラインドになっていると

ころがあって、どういう活動をしているかを見るとなっても、指導員室で指導員がリアル

タイムで画面を見るという行為が必要ですが、果たしてそれが正しいのですかということ

です。たかだか２室や３室なわけで、指導員が一緒になって子どもたちを目視すべきでは

ないかと思うのです。 

 このようなリアルタイムでのブラインド部分を何とかしてほしいという意味ではないと

なれば、残るのは、車についているトライブレコーダーと同じで、アーカイブとして保存

しておき、後から見たとき、それがどういう行為だったかを調べるためですよね。 

 児童会館において、後で見て、こういうことをやっていたねというためのものだとする

と、それは議論が分かれるなと思いましたし、慎重に議論しなければならないと思いまし

た。これについては私にも答えがあるわけではなく、思ったという感想です。 

○会田委員 少し前、児童会館に爆破予告があったこともありましたが、カメラの設置に

ついては、これまでも子ども未来局とも意見交換をする機会を何度か持たせていただくこ

とがありました。 

 それは防犯という観点でしたが、カメラを設置しますと、子どもたちだけではなく、い

ろいろな方が映りますし、プライバシーのこともあって、そう簡単にはいかないというこ

とでした。ただ、全国的にも児童会館で設置されており、必要性については高まってきて

いると考えております。 

 これは我々だけで決めるものではありませんので、いろいろな方たちと議論し、いい方

法はないかについて改めて検討させていただきたいと思います。 

○佐藤（学）委員 次に、すばらしいなと思ったのは最後のチャイルドセーフガーディン

グについてです。 
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 今まで、指導員の指導の仕方について、明文化されたものがない中、経験やノウハウで

次の世代に引き継いでいき、利用する側の子どもたちも保護者も、見えないけれども、あ

るらしいとなっていたわけです。しかし、いろいろな問題がある中、こういうことがルー

ルだよねと自分たちで話し合い、子どもとも共有し、常に見直していくというのはすばら

しいなと思ってお聞きしていました。期待しております。 

○事務局（工藤） ご質問、ご意見をありがとうございました。 

 ほかにこの場でお伝えしておきたいことはありませんか。 

○井出委員 ご報告をありがとうございました。 

 よく分からないところがあったので、教えてください。 

 会館の利用状況についてですが、児童クラブの子どもの利用人数はコロナ前から見ても

増えていますし、平成３０年度から平成３１年度でも増えているわけです。一方、子育て

サロンの利用者がコロナ前でも大きく減少しているのは一体なぜなのか、少子化だからと

いうことですか？ 

 また、表の左のところに幼児、保護者、ボランティアと書いてあって、これは分かった

のですが、学校と書いてあるのはどういうことなのか、理解できなかったので、教えてい

ただけるとありがたいです。 

○事務局（小森） 上半期利用人数の子育てサロンの学校という枠についてです。 

 次世代育成のため、中学校の授業の一環で子育てサロンに中学生が実習に来るというこ

とがコロナ前は全市的にありました。中学生の家庭科の授業で乳幼児の子育て体験をする

というもので、その人数が学校のところに計上されております。 

 核家族化になり、きょうだいがおらず、小さな赤ちゃんに触れずに大人になり、妊娠す

ることになるわけですが、学校教育の中で小さな赤ちゃんに触れる体験をするということ

で子育てサロンの場が活用されております。 

 次に、サロンの人数が減っていることについてです。 

 やはり、乳幼児を持つ保護者はコロナに対して敏感なところがあり、家の中にいること

が多かったということがあります。また、ＬＩＮＥ相談やＺｏｏｍ、ＹｏｕＴｕｂｅによ

る子育て支援等もございましたので、児童会館に来所するのではなく、家にいることが多

かったのかなと思っております。 

 加えて、井出委員からお話がありましたとおり、少子化の影響もあると考えていたとこ

ろです。 

○井出委員 平成３０年度と平成３１年度は、コロナ前だけれども、これだけ減少してい

まして、札幌市の子育て世帯の減少率とこの減少率が合っているのかなと思ったのです。

子育てサロンを利用される方が減っているのか、子どもが減っているのか、そこも見てみ

るといいのかなと思って聞きました。 

 別にお伺いしたいことがありまして、４の苦情・ご意見対応についてです。 

 今回は４０件の申出があったと書かれておりますが、申出とは別に、直接、児童会館に
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質問や相談などもあるかと思うのですが、この４０件というのは例年に比べてどうだった

のでしょうか。 

○事務局（小森） 昨年度の件数を調べましたところ、１年間で７４件でした。上半期と

いうことで、昨年１０月までを確認しましたところ、４３件でしたので、少し下がっては

おりますが、例年どおりなのかなと思っております。 

 この後、下半期にどうなるのか、その推移によって変動はあるかと思いますが、苦情、

ご意見の傾向としては、４月の新年度が始まったとき、新しく児童会館を利用した方が制

度などのことで分からず、利用者が考えていたことと違っていたなどで相談等が増えると

いう傾向があります。また、冬場は雪道や駐車場などについてご意見をいただくこともあ

ります。 

 昨年度に関しましては、コロナによる緊急事態宣言等があり、休館をするなど、児童会

館の利用制限が変わる節目でご意見を多くいただくことがありました。 

○井出委員 これは先ほど佐藤（学）委員がお尋ねになったことと関連しますが、具体的

な事例として保護者の方から目が行き届くようにしてほしいという要望があったわけです

よね。これは匿名だったから苦情となったのかもしれませんが、この方が利用されている

児童会館にご相談があった上で改善されなかったので、苦情となったのか、それとも、ス

トレートに来たのか、教えていただけますか。 

○事務局（小森） 保護者から、トラブルがあり、職員に聞いたけれども、分かりません

ということだったので、もっと分かるようにしてほしいと会館職員に要望がありました。

ただ、トラブルの件数が多く、あるいは、納得ができる回答ではなかったため、事務所に

入電があったということです。 

○井出委員 このケースに関しては、ご利用されている方が満足できなかったということ

でこうなったのかと思いますが、その前段で皆さんが現場でご相談に直接対応された上で

の苦情４０件ということなのですね。 

 現場の皆さんのご苦労もあるかと思いますが、苦情ではなく、相談ということで、いた

だいたご意見を基に、よりよい会館をつくるために使ってほしいなと思って拝聴しており

ました。 

○事務局（工藤） ほかにございませんか。 

○事務局（山田） 先ほどのアンケートについてのご質問の調べがつきましたので、ご報

告させていただきます。 

 制度について３件のご意見をいただいております。 

 一つ目は、児童クラブの利用申請書の電子化についてです。これについては、我々も課

題だと思っておりましたし、利便性の向上につながるだろうと判断し、現在、検討してお

ります。札幌市子ども未来局と協議し、実施の検討を行いたいと思っております。 

 二つ目は、児童クラブの入会処理の迅速化についてです。確認するのに３日や４日のお

時間をいただくのですが、保護者としては、すぐに入会し、お勤めに行きたかったのかな
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と思っております。これについては臨機応変な対応を検討したいと考えております。 

 三つ目は、自由来館の利用の仕方についてもっと周知が欲しいということについてです。

ここ数年、コロナウイルスの蔓延に伴い、自由来館児童の利用を制限してきました。日常

的な利用がありませんでしたので、浸透していなかったかもしれませんが、毎月、学校や

ご家庭にお便りを配付しており、その中で児童会館の利用の仕方についてＰＲさせていた

だいておりますので、考え直すことも含め、検討したいと思っております。 

○佐藤（学）委員 申請処理の電子化や入会処理の迅速化は、ユーザーからすると切実な

思いだと思います。我々行政として何ができるのか、一緒に考えながら実現できるように

していきたいと思います。 

○事務局（工藤） ほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（工藤） ここで５分ほど休憩を挟みまして、３５分から再開させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〔  休    憩  〕 

 

  ４．意見交換 

○事務局（工藤） それでは、再開いたします。 

 ご質問やご意見をいただき、話が弾んだところです。残り時間が少なくなってまいりま

したが、ここで、少しの時間、皆さんとの意見交換の場を持たせていただき。 

 ここからは、こども育成課の山田が進行いたします。 

○事務局（山田） ここからは意見交換のお時間となります。 

 たくさんご意見をいただきましたが、まずは次の指定管理期間の運営方針について私か

ら簡単にご説明をしますので、ご意見があればお聞きしたいと思います。 

 先ほど子ども未来局様からもご説明がありましたが、次期指定管理期間の令和５年４月

１日から令和１０年３月３１日まで、我々が札幌市の児童会館をお預かりすることとなり

ました。 

 新しい指定管理期間に替わりますが、児童会館や職員がやるべきことに大きな変更はあ

りません。引き続き役割と機能をしっかりと果せられるよう邁進いたしますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 令和５年度からの運営方針、基本方針は、「街とともに、未来をはぐくむ 人づくり」

です。これは私たち職員がこれまでの児童会館の運営で一番大切にしてきた思いの一つで

す。地域の子どもを皆様からお預かりし、地域の皆さんと一緒に育て、地域、札幌市で活

躍できる人材に育てようということです。この５年間もこれを基本方針として改めて据え

置きたいと思っております。 

 コロナウイルスの影響で地域の皆様との関わりが縮小・減少傾向にありますが、地域、
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札幌市、国にとっても、次の時代を担う子どもが貴重な存在であることには変わりありま

せんので、職員だけではなく、多くの方々と一緒に子どもや子育て世代の居場所をつくっ

ていけたらと思っております。 

 事業目標です。 

 幾つか設けておりますが、本日は三つについてご紹介いたします。 

 一つ目は、子どもの意見を反映させ、子どもとともに進める会館運営です。 

 これまでも、子ども運営委員会を設置し、子どもとともに会館運営を進めてきました。

イベントスタッフ的な関わりからスタートし、今は児童会館の使い方や図書の希望につい

ても子どもたちに聞いております。今後も子どもたちの意見を会館の運営に取り入れたい

と思っております。これまでの運営方法にこだわらず、子どもの意見やアイデアを会館運

営、さらには、まちづくりにも反映できたらいいなと思っておりますし、子ども未来局長

や札幌市長と会談するというのは夢がある話だと思っております。 

 二つ目は、多様性を認め合い、自分らしく過ごせる環境を整え、子ども同士が互いに協

力し合える環境です。 

 三つ目は、児童会館の持つ多機能性を最大限に活用し、地域の子育ての拠点となる事業

展開を実施です。 

 次に、運営のキーワードです。 

 一つ目は、子どもを運営の真ん中にです。子どもの権利や意見表明が非常に大きいわけ

ですが、それだけではなく、学校をはじめ、地域の皆様との関わりで、子どもを議論の真

ん中に据えて話をしていきたいと思っております。ただ、単に子どもの意見と言っており

ますが、非常にハードルの高い話だと思っております。子どもの言うことをただ酌み入れ

るわけにはいかないものもありますし、単純に決定できないものもあると思っております

が、これまでの経験則や大人の理論だけではなく、分からないとは子どもたちにちゃんと

聞いて児童会館の運営を進めていきたいと思っております。 

 二つ目は敷居の低い福祉施設、三つ目は遊びを通したソーシャルワークです。児童会館

は法律の定める児童福祉施設、児童厚生施設です。遊びや生活の体験を通して成長してい

く場所です。多くの子どもたちが自由に来られ、保護者も含め、気軽に職員に相談できる

敷居の低さが児童会館には必要だと考えております。そして、そこで働く職員は、遊びや

体験活動を通し、子どもたちの課題や不安をサポートできるスキルが必要だと考えており

ます。 

 例えば、先ほどの映像でもありましたが、子どもたちは児童会館でボール遊びをします。

今日は言葉が荒いな、最近は様子がちょっと変だなという違和感に職員が気づき、サポー

トでき、お迎えに来た保護者に寄り添えて会話をするなど、遊びを通したソーシャルワー

クが必要だと考えております。 

 下段に行きますが、健全育成と課題解決の両輪です。 

 子どもや子育て世帯を取り巻く環境には様々な課題が存在しております。まさに今、注
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目を受けておりますが、虐待、貧困、ヤングケアラーなど、放置できない課題が本当に多

くあります。児童健全育成施設としての児童会館、誰もが楽しく遊びに来られる場所とし

て機能しつつ、それらの課題に向き合えるよう、発見機能を果たせるようにしなければな

らないと思っております。 

 現時点では、心身ともに健康に遊べていても、いつどのタイミングで環境や状況が変わ

るかもしれません。そんなときこそ、日常をよく知る児童会館は非常に大きな存在になる

と考えております。当財団では、札幌市より子どもの暮らし支援コーディネート事業を受

託しております。課題を抱える家庭の子どもの支援に向けて関係者を結びつける、相談や

対応を共有する機能を有しております。昨年度、子どもの暮らし支援コーディネート事業

の対応案件は２９３件ありましたが、この中で児童会館が関係する案件が２１８件もあり

ました。引き続き、健全育成と課題解決の両輪を目指し、児童会館の運営を行いたいと思

っております。 

 最後に、０歳から１８歳までの切れ目ない支援、多機能で多彩な機能です。児童会館は

０歳から１８歳までの子どもとその保護者が利用対象の施設です。高校生世代までが継続

的に利用でき、その子どもの成長を児童会館が見届けることができます。その後、親にな

り、子育て支援事業に参画するというつながりもあります。子育てサロン、自由来館、児

童クラブ、そして、中高校生のふりーたいむ事業ということで、本当に多様、多彩な事業

があり、守備範囲が広く、大変なところもありますが、こうした多彩な機能があるからこ

そ多様な動きができるとも思っております。地域の中で子育ての中心施設として機能でき

るよう、今後も多様な機能を発揮していきたいと思っております。 

 ほかにも挙げるとたくさんのキーワードがありますが、このような運営方針で進めてい

きたいということです。 

 残り１０分ほどの時間がありますので、委員の皆様から、一言ずつ、次年度に向けてア

ドバイスや激励の言葉などをいただけたらと思います。 

 まず、井出委員、専門的なお立場からお願いいたします。 

○井出委員 考えながらとなるので、うまくまとめられないかもしれませんが、これから

のビジョンについてお話を聞き、とても大切なことを目的に据え、お話ししてくださった

と思っていました。 

 特に、児童福祉の領域から考えると、意見表明権が大切だと言われております。以前は

子どもたちが意見を表明しやすいようにということだったかと思いますが、最近は意見聴

取権と言われております。意見を表明するのは、子どもに責任があるのではなく、聞く大

人に責任がある、つまり、子どもたちとしては聞かれる権利なわけです。児童会館を運営

する上でも子どもの意見を聞く責任は大人にあって、年齢や障がいの有無にかかわらず、

子どもに合わせ、いろいろな運営を聞きながら会館の運営を進めていくことをこれからの

中心に据えなければならないだろうと思います。 

 先ほどカメラの話がありましたけれども、まさにこれについても子どもたちとしてはど
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う思うかを聞いていく必要があるだろうと思っています。先ほどの説明では、児童会館だ

けではなく、シチズンシップ教育といいますか、子どもが児童会館を離れても社会を構成

する市民として児童会館での経験を使って貢献するという意味でも非常に重要だと思って

おります。 

 また、児童会館の大切なところは、事が起きてから対策するのではなく、予防といいま

すか、専門的な言葉で言いますとポピュレーションアプローチというものです。例えば、

虐待が起きて、その後に介入するときに経済的な負担や時間をかけるより、予防に使うこ

とのほうが効果的だということがいろいろな研究から指摘されていますので、そこに力を

注ぎ、未然防止、子どもたちのウェルビーイング、よりよい暮らし、子育て環境を支える

ことが重要だと思っております。 

 それを今も実現してくださっていると思いますけれども、これからの５年、よりよく進

めていただきたいと思います。 

 また、そのとき、頭のどこかに入れていただきたいのは評価や効果測定です。今回、ア

ンケートでもそうでしたが、利用者の満足度をパーセンテージで示すだけではなく、何が

寄与しているのかについて、分析的な視点を持って見ていただきますと効果が出てくるの

かなと思います。 

○事務局（山田） 東京の研修に参加したとき、評価者制度を改めて学んでまいりました。

札幌市の評価は毎年受けていますけれども、より厳しいところに置くためも民間の事業評

価がすごく大切だということでしたので、今後は、そういったことも含め、検討したいと

思っております。 

 次ですが、地域の代表として佐藤（直）委員に来ていただいております。冒頭のご挨拶

では児童会館になかなか行けないというお話でしたが、先ほど申しましたとおり、児童会

館と地域は切っても切れないもので、私たちも大切にしてきました。ここ数年、児童会館

に来られず、歯がゆい思いをされているボランティアもたくさんいるのではないかと思っ

ておりますが、今の心境も含め、地域の皆様が児童会館に期待していることは何かを教え

ていただければと思います。 

○佐藤（直）委員 行くところがなくなったおばさんのグループが子育てのボランティア

なのです。それでも、年に何回か、お茶会をやっているのです。ただ、私たちはもう無理

よねという話になっています。私より高齢の人が何人もいまして、ボランティア研修を受

けたものを返上しようとなっているのです。ただ、小さな子どもたちと接することはすご

く楽しいですし、いろいろなことを考えることもできるのです。ですから、できるだけ児

童会館に足を向けられたらなと思っております。 

 何回か、この会議に出席させていただいているのですが、児童会館に物を申すことはな

く、すごく勉強させてもらっていますし、みんなで子どもを守って育てていこうとしてい

るなと感じております。私たちは遊びを通じてつながっているのですが、すばらしい勉強

をさせていただいておりまして、本当にありがたいと思っております。 
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○事務局（山田） 皆さんと活動できるようになるにはもう少しでしょうかね。我々もそ

の日を楽しみにしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 最後に、札幌市子ども未来局の佐藤（学）委員、児童会館に期待したいこと、また、今

日お感じになったことをお願いいたします。 

○佐藤（学）委員 先ほど新年度に向けての運営方針の中でもありましたけれども、虐待

であってもヤングケアラーであっても、子どもたち自らがＳＯＳを出せるのであれば必ず

つながっていくのですが、そうではなくて、埋もれている人たちをどうするかというとき、

現場の最前線の人が気づかなければ次の展開はないと思っています。 

 児童会館では、日頃、子どもたちと接している中で、何か変化があったとき、どうした

んだいと声をかけてもらっているわけですよね。本当はそういう問題がないのがいいので

すが、潜在化しているものを顕在化させ、子どもに寄り添いながら必要な支援につなげて

いくことを担っていただいていることに感銘を受けておりますし、敬意を表します。 

 よりよい児童会館運営に向けて、もしかしたら要望になるかもしれませんが、三つ考え

ていただきたいことがあります。 

 コロナ禍で職員が感染し、欠員が生じることがありますよね。そして、児童会館の職員

全員がそうなったということもあったわけです。札幌市の児童会館運営というのは、何館

体制という狭い範囲ではありませんし、ここは活動協会、ここは子ども会としているわけ

ではなく、全体を一括してお願いしておりますので、そのスケールメリットを使い、館長

以下、みんなが駄目だけれども、人を融通し、保護者が休まなくていい、子どもも遠くの

児童会館に行かなくていいようなマネジメントをしていただけるといいなと思います。 

 二つ目は、今の話にも似ていますが、急な学校の休校時の対応です。明日、休校します

というとき、本来的には、翌日は、朝８時から児童会館やミニ児童会館を開けることにな

っていると思いますけれども、学校からの情報をキャッチするのが遅れてしまい、児童会

館側の体制が整わず、朝からは難しいなってしまい、親は、仕事に行かなければいけない

けれども、休まざるを得ないということもなきにしもあらずだと思うのです。そこで、学

校とは速やかに情報をキャッチする連携体制を組むこと、また、情報が多少遅かったとし

ても何とか朝８時から開けられるようにしようとするマネジメントをお願いしたいと思い

ます。我々から教育委員会に対して情報提供を速やかにしてほしいという通知を入れたほ

うがいいということであれば我々も行いますので、考えていただければと思います。 

 三つ目は、学習支援の取組です。 

 仕様書では、子どもたちが宿題や自習等の学習活動を自主的に行える活動を整え、必要

な援助を行うこととあります。この自主的に学習できる環境ですが、ある子はにぎやかな

ところのほうが勉強できる、しかし、ある子は静かなところではないとできないなど、答

えは一つではないと思うのですね。それでも、宿題をできる環境づくりというのはどの児

童会館でもあるべきではないかと思っております。それは、通っている子どもはどういう

子たちなのか、保護者が何を望んでいるのかということを聞いて整えていくもので、お仕
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着せのようにこうだという答えではなく、子どもたちとも相談しながら環境を整えること

に尽力していただければと思います。 

○事務局（山田） 皆様、ありがとうございました。 

 いただいた意見を基に次年度の運営の参考にさせていただきたいと思います。 

 間もなく時間になります。うまくまとめられずに終わりますけれども、本当にありがと

うございました。 

 今回の運営協議会をもちまして皆様の任期は満了となります。長きにわたりお付き合い

をいただき、本当にありがとうございました。感謝申し上げます。４月からは改めて新し

い運営協議会を組織することになります。再度お声がけをさせていただくこともあろうか

と思いますが、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

  ５．閉  会 

○事務局（工藤） ２時から始めた運営協議会ですが、あっという間に４時になりました。 

 全体を通しまして、これだけは言っておきたいこと、聞いておきたいことはございませ

んか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（工藤） それでは、最後になりますが、こども育成課の担当部長である矢吹よ

りご挨拶をさせていただきます。 

○矢吹こども育成担当部長 短い時間でしたが、皆様から本当に様々なご意見をいただき

ました。正直に言うと、もっといろいろなお話を聞きたいなと思うぐらい、本当に参考に

なりました。これを次の指定管理期間の児童会館の運営に生かしていきたいと思っており

ます。 

 来年４月から新たな指定管理期間を迎えますが、今期の５年間を考えますと、半分以上

はコロナで大変な時期でした。誰一人経験したことのない生活様式を強いられましたが、

そんな中でも、児童会館の役割といいますか、子どもたちの居場所をどうつくっていくか、

丁寧に努力させていただいたと思っております。 

 こういった誰もが想像したことのない事態は今後もあるのではないかと思っております。

そのとき、我々がどういったことを子どもたちのためにできるか、子どもたちに何をすべ

きかという軸は持っておきたいと思っております。 

 先ほど井出委員や佐藤委員からもお話をいただきましたが、子どもに対する目の向け方

といいますか、人材をどう生かしていくかはこれからの課題として考えております。職員

一人一人が子どもたちのどこを見て、どういったところに目を向け、保護者、家庭、地域

とどう関わっていくかをこれからはますます考えて運営していきたいと思っておりますけ

れども、とにかく子どもたちが生き生きと笑顔で地域で活動してくれることが何よりのや

りがいですので、そういったことも含め、今後ともやってまいります。 

 今回で運営委員の任期は満了となりますが、引き続きいろいろなご意見やアドバイスな
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どをいただけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は、本当にありがとうございました。 

○事務局（工藤） 皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 以上をもちまして令和４年度第２回札幌市児童会館運営協議会を終了いたします。 

 お忘れ物のないようお気をつけてお帰りいただければと思います。 

                                  以  上   


