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資料 2 

先行視察のまとめ 
① 練馬区平和台児童館 
訪問日：平成 30 年 7 月 12 日（木） 
ヒアリング対象者：練馬区平和台児童館 館長 柴田 俊明 
訪問調査者： 岩田、安田、鈴木、菅沼、野中、中村 
【施設の概要】 
（柴田館長） 
・ 昭和 45 年に開設、平成 13 年に改築。練馬区で最古の児童館。 
・ 老朽化した施設のため、保守管理費は 1 ヶ月当たり 100 万円かかる。 
・ 1、2、3 階は別々の業者によって運営されている。 
・ 本児童館が指定管理者制度（PFI）になって 2 年 3 ヶ月。 
・ 対象は近隣の 4 つの小学校、3 つの中学校。児童館からはだいたい等距離。 
・ 入館カードは最初の来館した時に書類に住所等を書いてもらい発行。カードの地色につ

いては男女別の色とし、幼児、小・中学生、高校生全て同じカードを使用する。幼児は

カードに加工しないが、小学生以上は色マーカーの縁取りにより学校別にマーキングし

ている。 
・ 入館した子どもは自分のカードを入館票ボックスに移動して入館。退館する時はカード

はそのままで帰る。職員が入館票ボックスに入っているカードを記録し、カードの裏の

入館した日付印を捺印。 
・ 本児童館をよく利用するのは、小学校高学年、高校生、幼児/保護者。中学生は少ない。 
 
【プログラムについて】 
（柴田館長） 
・ 父親を巻き込んだプログラム 例）将棋大会、プラレール 
・ 子どもにフィットする内容だと熱心に関わり、将棋やプラレールの場合は父親が真剣に

なって加わる事もある。将来このような「特定のプログラム」をきっかけに、18 歳以

上の人たちに児童館に関わる仕組みとしての可能性を感じる。 
・ 子どもが問題行動を行ったとき、職員が気がつかないところで起きた事象について、他

の子どもが報告に来ることがよくある。 
・ 問題行動を報告しに来た子どもを安易に褒めると、味をしめてあら探しをエスカレート

する可能性があるので、むやみに子どもを褒めない配慮も必要。 
・ 館内の巡回をすると、抑止力につながる。 
・ 児童館は「行くところがないときに行くところ」という存在でありたい。職員もその点

はよく配慮してくれて、子どもへの声掛けをしている。 
・ 例）「おぉ、○○くん、でかくなったな….」「何か、顔色が悪いんじゃないか」と気軽

に声掛けをして子どもと接点を作っている。 
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・ OB の受け入れをどうするか？が課題。児童館の対象年齢（18 歳）を超えると受け入れ

てくれる場所がない。 
・ 将棋やプラレールみたいに 50 歳になっても児童館に来られる、親子を取り込めるプロ

グラムが一つの方向ではないかと感じる。 
・ 練馬区の方針では中学生は学童などの利用とされているが、学校から帰ってから行く場

所の選択が 2 つも３つもないと子どもたちも息が詰まると思う。 
・ ドッジボールをしていると、いじめ的な方向になるときもある。その都度職員が方向性

を変えるようにしている。 
・ 職員の「立ち位置」は非常に大切。職員が子どもと将棋等に興じている最中でも盤面に

集中するのではなく、部屋全体が見渡せられる視界の広い場所で将棋を指し、将棋中も

周囲の事柄に気を付けててる心構えが大切。自分が遊びに没頭してしまってはいけない。 
・ 子どもが特定の職員と遊びたがっているときは、付き合うが、もし他の子どもが入って

きた場合は、すぐに席を外してしまうと最初にアプローチしてきた子どもは不満を感じ

てしまう。しばらく 3 名で一緒にいて、最初の子どもと他の子どもとつながりを作って

からしか席を離れてはいけない。こういう心遣いは大切。 
・ 職員は子どもとの関わり方をいくつも持っていないといけない。自ら職員に絡んできた

子どもとは時間をかけて付き合う。そういう状態になると、子どもの館内滞在時間も伸

びる傾向がある。 
・ 問題行動の子どもでも、もし何十年後かに一緒に飲みに行くような体験が実現すると、

これこそ児童館職員の醍醐味ではないか。 
・ 学校で禁止されている「けんか遊び」というものがあり、当館では禁止せず職員も混ざ

って遊ぶこともある。子どもにはガス抜きが必要で、ガス抜きをした子どもが退館時に

お礼を言って帰ることもある。 
・ 日々の「生活プログラム」と特別な日のイベント「行事プログラム」については、生活

プログラムが主だと思う。 
・ 児童館では「何もしない自由」があるが、他の施設では「何かをすること」が求められ

る。 
・ （安田）「プログラム」とは「何かをしなくてはならない」とすれば、「プログラム」と

いう言葉を使うこと自体に問題があるのかもしれない。 
・ （鈴木）プログラムとは通常「行事プログラム」だと捉えられているが、実は「生活プ

ログラム」が大切である。 
・ （安田）児童館は「プログラム」が重要なのではなく、場所としての「プレイス」が大

切なのではないか。また、「伝承」されている「家訓」的なものが大切なのではないか。

それ（家訓）を明らかにする方法として「デルファイ法」というものがあり、例えば 5
名のエキスパートに職場で最も大切と思われる項目を 10 点あげてもらう。出てきた 50
の項目を 7～8 項目に統合するなどして、もう一度エキスパートに戻し、再度項目をあ

げてもらう。2～3 回繰り返すと「家訓」的なものが明らかになってくる。 
・ （岩田）本研究報告書ではその違いをはっきりできればと思う。 
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視察状況 
 
 
 
 
 
 

施設外観 エントランス受付

入館カード 

ヒアリング風景 
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② 港区麻布子ども中高生プラザ 
訪問日：平成30年７月31日（火） 
ヒアリング調査対象者：港区麻布子ども中高生プラザ 館長 佐野 真一 
訪問調査者： 岩田、安部、安田、鈴木、野中、野澤、中村 
 
【ヒアリングから】 
1．施設概要 
○麻布子ども中高生プラザは、平成26年9月に開所。児童館機能の子ども中高生プラザ、

学童クラブ、子育てひろばの3事業を行っている。 
○複合施設になっており、1階が公設公営の保育園、2階と4階が麻布子ども中高生プラザ、

3階が高齢者が集える麻布いきいきプラザとなっている。 
○港区は都市型の小型児童館が6館、大きめの児童センターとして子ども中高生プラザが

6館。小型児童館は公設公営、子ども中高生プラザは指定管理で運営となっている。 
○開館日は、子ども中高生プラザと子育てひろばは通年（休館日は国民の祝日と12月31

日から1月3日、5月5日は開館）、学童は日曜・祝日休み。開館時間は、児童館は9:30
～20:00、学童クラブは長期休み中は8:00～19:00の受け入れ。 

○職員の体制は24名体制（常勤17名）。館長、副館長以外に児童館、子育てひろば、学

童クラブそれぞれ専任の職員を配置。資格は児童厚生員、保育士、教員免許、社会福祉

士等を持っている。児童館の常勤は9名。 
○入館者は平成29年度130,871人、1日平均377人。乳幼児親子の利用が6割、小学生3割、

中高生1割。中高生は1日平均40人ぐらいの来館。 
○児童館紹介のパンフレットは日本語と英語の2種類、大使館が多く外国の方の利用も3
分の1ぐらいある。 

○指定管理なので、明確にコンセプトが指示されている。これを基本としながらいろいろ

な事業を組み立てている。 
①個性と自主性の尊重 

歴史と国際色豊かなのがこの地域の特徴であり、だからこそ、個性をしっかり尊重

してくださいというのが一つのコンセプトになっている。 
②健全育成の拠点 

児童館なので当然子どもたちがいろいろな意見を言って、ここで自由に遊べるよう

な子どもの視点を大切にした空間作りがうたわれている。 
③地域との連携 

児童館の役割として、建物の中でやるのだけではなく、地域に出向くということ。

例えば近くの商店街の青年の方々も熱心に地域の盛り上げに一役買っているので、連

携して地域のお祭りに参加したり、地域と連携した事業展開を意識し、いろいろな価

値観や文化が入るようにしてほしいという願いが込められている。 
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2．居場所作り 
○子どもたちの居場所となるように次の3つを意識して取り組んでいる。①環境設定、②

「集い」「行事」、③職員、この3つの要素で居場所作りを意識している。 
①環境設定 

心地良さが環境の要素の一つ、どなり散らしている職員がいると居心地悪い。楽しい、

おもしろいという雰囲気作りも環境の要素の一つ。（ex.バギー置き場を駄菓子屋に）

子どもたちが主体的に心地良い環境にしていけるような仕掛けもしている。（ex.毎日

17:50に音楽を流してみんなで掃除） 
②「集い」「行事」 

児童館は毎日来る単なる居場所であり、お出かけの場所であるこどもの城とは大きく

違う。子どもたちは好きなように過ごしたいから来館している、自由であって、束縛感

がなくてという「集い」じゃないと子どもたちは集まらない。束縛感を感じさせないよ

うな要素に、職員と子どもの人間関係が挙げられる。「○○さんがやるんだ、じゃあ一

緒にやろう」という形で「集い」に参加してくれる。 
 この「集い」がないと児童館は単なる居場所となってしまい、子どもたちの関係性は

広がらないし、人間関係も広がらない。同じ仲間としか関わらないので、できるだけ

「集い」をやって新しい体験をして、「おもしろい」という気持ちになっていけること

も必要かなと考えている。普段は「パーの状態」で好き好きに子どもたちが遊んで、

時々ギュッと集めて「グーの状態」にしようと、それが「集い」であり「行事」で、ま

たパッと自由にさせる、ここのバランス感覚を職員が持っていかないとならない。 
③職員 

子どもたちが、悪さをしたり、ルール違反をしたりといかにマイナスのストロークを

丁寧に受け止め、対応していくかが大切。マイナスのストロークに対して「こらっ」

「何やってんの」とエキサイティングして職員が大声を出すと、関係ない子どもたちも

親も緊張してしまうので、職員の安定した感情コントロールが重要。子どもたちと信頼

関係を築いていく上でも必要な視点である。 
 
3．利用者との日常な関わり 
○児童館の特性として、「△△の壁」を乗り越える場所であると考えている。児童館は0
～18歳と保護者の方が来館できるので、いろいろな壁を乗り越えるときのサポートを

行える。（ex.初めての親体験、小1の壁、中1の壁等） 
○障がいのある子の長期的な支援、不登校の子がフラッと立ち寄ったときに話を聞く、外

国から来た子の支援等、広く開かれた敷居の低い間口であるのが児童館。いろいろな福

祉的な課題の子たちに対応できる、その突破口を発見できるのは児童館の大きな価値。 
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4．記録と職員の質 
○記録することは心がけているが、日常的に子どもたちの見守りをしているので、記録だ

けを書く時間というのは設けられない。試行錯誤しながらできるだけ手早く効率的な記

録を心掛けている。職員体制が変わる時間帯の毎日18:10から20分間の報告会を実施、

ヒヤリ・ハットの事故、気になる子どもの様子、利用者からのご意見、いろいろな報告

を記録にとどめている。 
○特に気になる子は別にノートを作って、個人を追っていくような記録形式。 
○職員が毎月心得を決め、それを意識して1日仕事に当たり、18:10から報告するという

ことをやっている。「きょうは子どもとこういう会話をして、こんなことが発見できま

した」というのを日々蓄積していって、これを分析してカテゴリー分けすると職員の効

果的なアプローチが見出せるかもしれないと試しているところ。 
○子どもの福祉的な課題への対応としては、まずマイナスのストロークを受け止め、背景

に何があるかアンテナを張り、寄り添いながら対応している。また児童館は面会相談で

はなく、交流相談の場であり、日常接している関係性の中からいろいろな問題に気づく

こともある。 
 
【質疑応答から】 
1．職員の関わり 
○安全を重視しているので、子どもと遊びで関わり込むところまでできていないのが現状。

安全を見守りつつ子どもと関わるというのができるようにもっと質を上げたい。「集い」

「行事」のときに子どもと遊び込むというのはやりやすいが、いろいろな子が混然一体

となっている中ではスキルが必要。 
→ただ、職員が子どもとしっかり関わっていないと、児童館活動で良いものはなかなか出

てこない。子どもと関わるために、まずは一言でもいい、ちょっと交わす言葉でぐっと

信頼感が近づくこともある。子どもたちと関わりを築いていくために、子どもが言って

きたことに対してもう一回質問で切り返したり、一言掘り下げて聞いてみると、子ども

はもっとしゃべってくるので、関係性が編み込まれていく。この交流相談で、一人ひと

りの子どもの特性が出てくる。 
○課題を抱えている子の対応に、職員は一人ひとり大変な思いはしていると思いますけど

も、その子一人ひとりの対応方法は身につけている。経験値が生きてくるということ

も多聞にある。 
○遊ぶのは子どもであり、その遊びやすい雰囲気を見守りながら児童厚生員が作っていく。

この見守るとか、居場所という言葉が曖昧なので、経験値の中で実践していることを言

葉にしていく必要がある。 
○18:10からの報告会の際に、「あれ気になるよね」と言うと、他の人も「あっ、そうい

えば」と気づく、個々の感性を共有化し、お互いの感性をすり合わせ、重ねることによ
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って、職員間の感覚センサーを研ぎ澄ましていくことができる。それによって一人ひと

りのセンサーも研ぎ澄まされていき、経験値も蓄積されていく。 
→20分間MTGの中でやるヒヤリ・ハットの確認の際に、きちっと発言できる職員はレベ

ルがアップしていく。発見できる機会が多いということはそれだけアンテナを張ること

ができているということなので、質的な向上があると考えられる。この職員MTGが学

び合い、気づきの高め合いにつながっていくことが大切。 
○佐野館長がやっている実践をきちんとした形で残していかないと、児童館によって質に

差があるわけで、最終的には子どもの最大の利益が保障されている児童館とされないと

ころが出てくるということになってしまう。 
○プログラムばかりに着目していても不十分で、表層的な部分しか見ていないような感覚。

本質に当たる部分は、日常的な観察センサーの充実度ではないか。 
→日常の観察センサーに基づいて、それぞれの児童館に合った、その時々に必要なプログ

ラムを選択し実施していくことが大切。 
 
2．児童館の評価について 
○エビデンスを出せよという世の風潮の中、居場所というものに対して、どういうふうに

根拠を出していくか考えていきたい。 
→居場所のようなノンプログラムでアウトカムを出すのは難しい。クオリティという概念

が適するのではないか。児童館の質や児童館職員の質を向上させていくなかで、信頼性

のある児童館実践を練成していく。 
→ヒヤリ・ハットの対応等は、まさにクオリティを担保するための活動。質の向上を何か

形にできると、児童館の活動に対する根拠をしっかり示すことができ、子どもや地域へ

の説明責任が果たせる。 
⇒質をいかに維持するか、向上させるかについては神経を使っているとのこと。児童館は、

何か作り出す仕事ではないので、何もしなければ何もしないで済む。目の前にある起こ

った問題に対応していれば、何となく充実感も持てる。立ち止まらないで、質を上げて

いくためにどうしていくかを考えている。 
○第三者評価が内部の質保証みたいなイメージで活用されるように、仕組みが構築されて

いかなければならない。本当に知っている人が第三者評価しないと、無茶なことを要求

されてしまうケースも…。 
→プログラム化されたものを遊びのプログラムととらえるならば、こういったアウトカム

が期待できるとプログラムの設計段階で想定していくことが必要。居場所というノンプ

ログラムの中ではアウトカムの設定はしにくいので、例えば「児童館ガイドライン」を

基に、これだけの質は担保する、ということを言っていけるといいのではないか。 
○話を伺うとどれだけ深く子どもと向き合おうとされているかが分かるが、視察をさせて

いただいた段階だけでは見えてこないこともある。つまり、その見えてこない部分こそ
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がすごく大事なので、それをどう評価する仕組みにつなげていくか。 
⇒個人的な実践の積み重ねをどう言語化してエビデンスにまで高めていくか、という視点

を大切にしたい。 
→現場では、実践を言葉にすることで、改めて認識したり、もやもやしていることに自分

で「あ、そうか」みたいな気づきにつながることもある。 
○例えば、子どもの笑顔が増えたかというのは一番分かりにくいところであるかもしれな

いが、それを児童館のベンチマークで考えてみる。効果検証をして有効性があるかない

かをチェックしていくのも児童館の評価につなげていけるのではないか。 
→有効性がある効果測定につながるベンチマークは何か。例えば、福祉課題の発見率、来

館率が増える、リピーターの数等も考えられる。 
○子どもたちが参加・参画していくことで「あ、ここは自分たちの場所だ」って思ってい

くことも大事な要素ではないか。 
→確かに、中高生たちが充実感、おもしろさを感じるプログラムは、当然のことながら自

分たちで企画し、運営したものというのが明確にアンケート結果からも出ているので、

参画のプロセスが居場所感につながっていることは間違いない。 
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