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「旧大道幼稚園跡の新たな利活用案」に関するパブリックコメントの実施結果 

 

※ 募集期間：平成２６年１２月５日（金）～１２月２４日（水） 

※ 受付件数：４５件 

※ 提出された意見に対する市の考え方について： 

旧大道幼稚園跡の具体的な利活用方法に関する調査及び検討を行うため、庁内に設置されたプ

ロジェクトチームからの報告を受け、市政運営の最終責任者たる市長は、今年度いっぱいで一定

の考え方を示すとしています。 

このことから、現時点でご意見に対する市の考え方をお示しすることはできませんが、皆さま

からいただいたご意見は市長に送付させていただいております。 

 

 ご意見 

１ 下里在住で今は滝山児童館によく行っています。滝山児童館でも徒歩 20 分程かかりま

すが、新しい児童館はさらに遠く、なかなか行けなくなると思います。 

滝山児童館には下里の人が多く来ていますので、児童館難民になってしまう人も多いの

では？と思います。 

滝山児童館の課題は解消すべく、新児童館に機能移転するべきだとは思いますが、下

里の人も通える児童館をつくるか、滝山児童館で今利用しているイベントや遊び場を残

してほしいです。 

【下里在住・－】 

２ 今回の結論に賛成します。 

審議はこれまで紆余曲折したようですが、一番良い解決策ではないでしょうか。 

【滝山在住・70 代】 

３ 『旧大道幼稚園跡は児童館とする』という文言については大賛成です。しかし、詳し

い内容についてはいくつか気になる点がございます。 

まず、建物を改修する場合も新築の場合も、新児童館の開館予定は平成 29 年となって

います。大道幼稚園が平成 21 年 3 月に閉園、すでに 5 年以上放置されている上、くぬぎ

児童館が何の代替案もなく閉館してからもうすぐ 1 年、正直、平成 29 年の新児童館開園

では遅すぎます。新児童館が比較的近い場所にできるのは喜ばしいことですが、いつま

で待たせるのでしょうか？大人にとってはたった 2～3 年でも、子どもにとってはとても

長く重要な時間です。小学生の大事な放課後の時間を 1 人で家で留守番するか、児童館

で友達や信頼できる先生に囲まれて過ごすのか、子どもにとって非常に重要なことと考

えます。ぜひ早急な計画、開館をよろしくお願い致します。 

また、0 歳から 18 歳までの児童が利用できる児童館という案は素晴らしいと思います。 

乳幼児から高校生、障害児も利用しやすく、子どものみならずその親にとっても子育て

の強い味方となってくれる児童館を望みます。 

報告書には、滝山児童館とくぬぎ児童館ともに機能移転とありますが、運営形態等は

明記されていません。できることならば、くぬぎ児童館のような公営の児童館を基に、

利用者年齢を広げるような児童館になって欲しいと願っています。 
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以前から東久留米市の子育てに対する姿勢は高く評価されており、くぬぎ児童館も例

外ではありません。40 年という歴史あるくぬぎ児童館は、長く地域に根付き、子どもた

ちのみならずその親や卒業生、地域に暮らす人々をずっと見守り続けていました。児童

館設立当初から、東久留米市の職員である先生方は、子どものことを 1 番に考え、より

よい子どもの居場所を作ろうと試行錯誤し、力を惜しまず、子どもと向き合ってくれて

いました。本当に先生方が素晴らしいのです。我が子もくぬぎ児童館が大好きでした。

我が子だけではなく、毎日本当にたくさんの子どもがくぬぎ児童館を利用していました。

それは、設立当初からの理念を引き継いだ先生方が、その豊富な知識と経験を活かして

ずっと子どもたちと真剣に向き合ってくださっていたからこそだと思います。親以外に

甘えられる大人として、信頼できる先生が児童館にいてくれることは、子どもとその親

にとって、大きな心の支えとなっていたのです。さくらまつりやくぬぎ縁日やもちつき、

季節のイベントはもちろん、日々の工夫をこらした工作や本気で一緒に遊んでくれる先

生方。子どもが楽しいから行きたがり、たくさんの子どもの笑顔で溢れる児童館にして

いただきたいと強く願います。 

最後に、旧大道幼稚園周辺についてですが、児童館にするにあたって周辺道路の危険

箇所の改善も望みます。たくさんの子どもが行き来するようになることを想定して、歩

道の整備や信号機の設置、畑周辺は農作物を考慮しつつ外灯の設置も検討していただき

たいと思います。 

以上、安全で安心な子どもの居場所が早急にできることを強く願います。よろしくお

願い致します。 

【前沢在住・30 代】 

４ くぬぎ児童館がなくなりひばり児童館を利用しておりますが、学校から帰ってきて児

童館へ行っても遊べる時間が１時間もなく、今は近くの公園で遊んでいる状況です… 

耐震の問題があるので、できれば建て直しをしていただきたいです。 

【前沢在住・40 代】 

５ 滝山児童館の旧大道幼稚園跡に移転することに賛成です。 

西部地域センター内の現児童館と違って広場があり、外で遊ぶことができるようにな

り、子どもにとっては、とてもいいことです。しかも、高校生までも対象にすることは

大いに賛成です。異年齢の子どもたちが集うことは、子どもの社会性を育むことになる

でしょう。 

「北部地域の偏在解消」も検討したということですが、報告書はそのことに何ら触れ

ていません。「児童館機能のあり方に関する市民懇談会」の報告書には北部地域への児

童館設置を求めているところです。ぜひ、北部地域の子どもたちのために、児童館を設

置していただきたい。 

【滝山在住・70 代】 

６ １．「旧大道幼稚園は児童館とする」について賛成です。 

（１）「くぬぎ児童館」が廃館になり、利用をしていた周辺の多くの児童および保護者が

困っています。 

（２）旧大道幼稚園跡は、長期間に亘り放置された状態で、防犯、防災の観点から早期
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に有効利用されることを要望してきました。 

（３）市の財政が厳しい状況であることを承知のうえで、メリット、デメリットを比較

すると改修より新築が良いと思います。 

２．一部を市民利用施設として兼用する案に賛成です。 

以前から地域住民の交流の場として「集会室」などの設置を要望してきました。具体

的な施設、運営方法については、地元との協議の場を設けていただきたい。 

３.「くぬぎ児童館」跡地は、市の貴重な資産ですが、本計画実現のための資金に充当さ

れるならば、売却も止むを得ないと考えます。 

【前沢在住・70 代】 

７ 滝山児童館を閉館し、くぬぎ児童館も閉館、それをまとめて建設されるとなるとかなり大規模な

児童館になるのでしょうか？期待高くなります。 

こども達の居場所がだんだんと少なくなり、お店などの入口付近にたむろしている姿をみます。安

全な育成を地域でと考えるなら滝山児童館、くぬぎ児童館をあわせ持つ機能、さらに学童の待機

も問題となっている今児童館併設で学童保育もその場所に大道幼稚園跡地にいれられないでし

ょうか？ 

【滝山在住・30 代】 

８ 滝山まで遠いので車で行きたいが、駐車場が少ないので、停められないと困る。 

今回の移転でも、今まであった遊べる庭がないので、今後もより良い場所を探してほしい。 

【大門町在住・30 代】 

９ 子育てスタート～ママと赤ちゃんのデイケアルーム事業実施の必要性について 

子どもたちの笑顔のためにもママが元気でいるために、退院後の慣れない生活への不安を解消

して、子育て生活を積極的に楽しめるサポートをしたいと考える。 

提供するメニュー 

〇母親として少しずつ育児に自信をつけていくことができるよう支援 

〇育児力を高め、仲間つくりの支援 

〇交流・情報交換の場つくり 

〇育児負担軽減の支援 

【柳窪在住・60 代】 

10 現在のわくわく健康プラザでの活動において、様々な問題が出てきている中で、滝山児童館へ

の移転は、元々児童館のあった場所ということで、活動はしやすい環境になるかと思われる。しか

し、問題を抱えた子供が通うことは変わりない為、外で自由に遊べる場所も必要かと思う。滝山児

童館の外は商店街であり、常に多くの人が行き交う場所で、子供達が自由に走り回れる場所では

ない。ただ、現状に比べると、西部地域センター内やそのまわりは、あまり人目を気にせず、親御さ

んたちが日頃の様子などを話したり、意見交換できる場所であると思う。現状よりは改善されている

が、やはり問題を抱えた子供同士が、悩みを持った親同士が、安心して通え、遊び、話し合える場

所をいずれの日にか、提供して頂きたいと願う。 

【前沢在住・40 代】 

11 クヌギ児童館がなくなることをすごく残念に思っていました。 

南町小学校に通っていた子どもたちにとっては近くに児童館がなく、特に働く者にとっては、学童
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がなくなる４年からの長い夏休みの子どもの過ごす時間がとても不安で、児童館に行ってくると子ど

もに言われるとホッとします。子どもの時代から孫の時代になった今も、同じような声が近く

の人から聞かれました。“児童館でいろいろ教えてもらいながら、夏休みの宿題などもや

ってくるのでとても助かるわ“と。 

その児童館がなくなると聞いていましたが、元大道幼稚園の跡に移転すると聞いてうれしく思い

ます。今の子どもたちにとっては遊ぶところがありません。道路などでカードやゲームをしている数人

の子どもたちの姿をよく見かけ、こんな過ごし方しかできない地域、時代、社会でいいのだろうか。

元気よくボールであるいは駆け回って遊ぶ姿が自然な子どもの姿だと思います。児童館には遊ぶ

広さがあり仲間がいて、大人の職員がいて、そのことがとても大事と思います。 

どこの児童館も、どの地域の子どもたちでも受け入れてくれ、そこで楽しく遊んで帰る。何して遊

ぶかも、一緒に遊ぶ仲間も、どこで遊ぶかも、その子どもが決めるものです。 

滝山児童館が統合されてなくなると聞きましたが、子どもたちに遊ぶところを選択させてあげられ

るように残しておいて欲しいと切に願います。滝山児童館には他にない体を使って遊ぶ遊具があり

面白いんだよとよく友達と遊びに行っていました。図書館が併設しているのも魅力的だったようで

す。 

ぜひ、大人の考えで進めずに、これから社会に巣立っていく子どもたちのために子どもたちの気

持ちになって、進めてくれるようにお願いいたします。 

【前沢在住・60 代】 

12 当初の予定では、大道幼稚園の跡地には違法駐輪で撤去した自転車置き場を作る予定で、下

里２丁目の氷川神社の前に児童館が出来る予定であったと聞いております。 

北部地域には、児童館がありません。児童の放課後の活動を保障するためにも、ぜひ、当初の

予定通り、跡地を自転車置き場にして、下里地域に児童館を作ってもらいたいです。 

【野火止在住・50 代】 

13 １ 旧大道幼稚園跡を新児童館とすることに賛同する。 

ただし、 

 ① 児童館が５館から 4 館となることは市の子育て、福祉政策の後退である。ニーズは大きいの

だから、「子育て支援機能としての施設の必要性等について検討」ではなく、前向きな方向性を打

ち出すべき。 

 ② 滝山児童館を現に利用している子や父兄、および関係する地域団体との十分な意思疎通

を図りながら計画を進めてもらいたい。 

 ③ 地元自治会等としても児童館運営にあたってできるかぎりの協力を惜しまない。市および新

児童館側と地域との協力のあり方に関する協議の場を設けてほしい。 

２ 新児童館は新築とした方がよい。 

旧大道幼稚園は昭和５４年に建てられ、既に３５年経っている。耐震基準はクリアしていても、改

修では利用期限が限られる。また、子供センターひばりと同程度の機能、子育てに関する情報発

信機能、市民利用施設の機能等を付加するとすれば、レイアウト上も新築の方が望ましい。 

なお、新築、改修のいずれであっても、平成２９年７～８月開館の見通しが示されているが、もっ

と早く開館できるよう工期を見直すべき。 

３ 市民利用施設（集会所等）を兼ねることに賛同する。 
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なお、 

① 具体的な設備や運営方法について、イメージがあれば提示し、地域自治会等との協議の場を

設けてほしい。 

② 旧園庭について、児童館利用者の妨げにならない範囲で、地域住民にも開放してほしい。 

４ くぬぎ児童館敷地の売却に反対する。 

敷地は住宅街のど真ん中にある。最近は付近の道路や消防団詰所前の小さな敷地で遊ぶ子

も多い。小公園など住民の憩いの場として残すべきである。一時的な収入のために貴重な市民の

共有財産を売却すべきではない。 

【前沢在住・60 代】 

14 大道幼稚園の跡地がやっと地域の子どもたちのために使われるようになると聞いてうれしく思っ

ています。滝山に買い物やテニスで出かける度に、放り置かれて草が生い茂り、建物が荒れていく

様子を目にして「なぜ、放って置くの？」という疑問とあまりに荒れていく様子が悲しく思えていまし

た。やっと手が入れられると聞いて本当に嬉しいです。 

くぬぎ児童館を引き継いで児童館としての利用を望みますが、今まで以上に敷地も建物も広く

なりますから、地域の要望をかなえられる施設にしてほしいです。 

①学童が学校にいる午前中には、乳幼児が母親と一緒に活動できる場にしてほしい。 

・ホールで親子リズムなど定期的に開く。 

   ・乳幼児が利用する部屋をつくり、その年齢にあった遊具を置く。 

・乳幼児を見守り、育児相談にのる職員を配置する。 

②午後は学童が自由に出入りできるようにする。 

・すぐ隣が滝山公園です。公園で思い切り遊んで帰ることもＯＫに。 

・持ち寄ったおやつをみんなでおしゃべりするコーナーをつくる。 

・年に何回かお楽しみ行事（夏祭り、お餅つきなど）を地域ぐるみで取り組む。 

③地域住民（成人にも）に空いた部屋を提供して欲しい。 

・とくにお年寄りが集える集会室を１階につくる。（子どもたちの遊ぶ様子を見守れる。） 

・調理や手芸などでお年寄りから生活の知恵を学ぶ機会をつくる。 

・調理室を作って欲しい。地域のサークルでも使いたい。 

・自治会の集まりや滝山のお祭りの実行委員会などができる会議室を２階につくる。 

以上思いつくままに書いてみましたが、「予算に限りがあるから」と言われるかもしれません。私た

ちは今あるものをできるだけ活用して、工夫していきたいです。玩具などは家庭で不要となったもの

を持ち寄ることもできます。ものづくりや行事などの取り組みも自治会やサークルなどと共催にして、

予算もみんなでカンパし合うこともできます。地域のみんなが集まって、子どもたちを見守る場にな

ることを願います。 

【南沢在住・－】 

15 １．跡地を児童館にすることは大賛成です。 

 滝山児童館にはない、外遊びが出来ることも。 

 ボランティアの協力などを得て、滝山公園での野鳥観察など新しい取り組みも考えられます。 

２．室内にはぜひ図書コーナーを設置して下さい。 

 東久留米には児童文学者が何人もいらっしゃいます。沢山の作品を東久留米で産み出された
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古田足日さんが昨年御逝去されましたが、子どもたちが郷土の作品を自由に読めるように本の贈

呈など呼びかけたらと思います。またボランティアで読み聞かせなども。 

３．地域の人々の意見も取り入れ、大人も集える部屋を作って下さい。また、園庭除草や夜間の

見まわりなど地域の力を活用してください。 

４．子どもたちの安全の為に周辺環境の安全を確保して下さい。 

５．わかくさ学園発達相談室、滝山教育相談室の移転については、そこで働く職員や利用している

市民、子どもたちの状況、意見を十分に反映するようにして下さい。充分な配慮が必要です。 

６．当初、下里・野火止地域へ児童館をといっていたことを実現出来るようにご努力下さい。 

【前沢在住・70 代】 

16 設計の段階から市民参加できるようにして下さい 

【東本町在住・60 代】 

17 安全で楽しく過ごせる児童館をつくるために、利用している子どもの声を聴きとり、設計に活かす

などの丁寧な市民の意見を大切にしたつくり方をしてください。 

新児童館に併設する市民利用施設については、周辺の住民との懇談を重視して、市民参加出

来るようにしてほしい。 

【東本町在住・60 代】 

18 大道幼稚園で遊んでいた子どもたちの声が聞かれなくなって 5 年。市の財産を子どもたちの未

来に役立てられることが一番望ましいと思っています。 

児童館として活用されることが決まってよかったです。 

大人の考えだけでなく、子どもたちの意見をとり入れる工夫をしてみて下さい。曜日や時間帯に

よって市民も子育てについて話しあったり、日常生活のほっとできる空間として利用できる懇談室

や会議室も充実させて今まで以上に近代的な集える建物にして下さい。 

【下里在住・60 代】 

19 大道幼稚園跡が子どものための施設になることを歓迎します。 

イベントの回数や集客力を児童館の実績とするのではなく、子どもの貧困や虐待などの子どもの

問題に向き合い、他の児童福祉施設と連携する「児童福祉の専門家」としての運用を望みます。 

【南沢在住・40 代】 

20 新児童館の活動の中に表現とコミュニケーションの活動を 

毎月の広報ひがしくるめの児童館の活動内容を見させてもらっている。各館とも工夫をこらして

いると思うが、プラスして現代の子どもたちに不足しているコミュニケーションを育てる、ふれあいの

あるゲーム活動や表現活動が必要と考える。 

ただ単にダンスを教えるとか、クリスマス会の出し物を練習するとかのみではなく、日常的に児童

館に集う子どもたちが遊んだり、表現活動をしたりすることでコミュニケーションを豊かにできるように

したい。そのために例えば週 1 回決まった曜日の 1 時間～2 時間継続的に当研究所でワークショ

ップを行うことは可能である。 

不足している学童保育の機能を 

現在待機児童の問題が言われているが、学童保育も同じ問題を抱えていると思われる。新児

童館には、学童保育の機能ももたせ、積極的に待機児童を解消するべきである。学童保育の保

育内容には、上記の演劇ワークショップの定期的な時間を設けることで、児童間の人間関係を円
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滑にし、職員の時間軽減にもなり、なおかつ次に述べる定年世代・高齢者の人材活用を図るにも

有効と考える。 

定年世代の人材活用 

 上記演劇ワークショップや、学童保育の運営に関しては、もちろん正規の職員は必要だが、積極

的に元気で意欲のある定年・高齢世代を活用するのが財政的にも有効と考える。有償ボランティ

アとして登録してもらい、個人の事情に応じてシフトに入るシステムを考える。 

子育て世代の情報交換と憩の居場所に 

 核家族化している現代は、子育てに悩む孤独な若い親たちが多い。そんな人たちが、ランチを持

ち寄り、子連れで気軽に立ち寄れるスペースが欲しい。そこに行けば、話ができ、子どもをいっしょ

に遊ばせ、いっしょに食事ができて情報も得られる。そんな居場所は切望されているはずである。 

また、発展的に不登校児童・生徒の居場所も館内に確保できれば理想的と考える。 

以上、提案させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

【中央町在住・60 代】 

21 今、市内には、様々な障害や問題を抱える子供達の療育グループがありますが、昨年までは発

達相談室の庭で安心して遊ぶことができました。しかし、発達相談室がわくわく健康プラザに移転

してしまった今となっては、活動が制限され、窮屈な思いをしています。 

この療育グループに来ている子供達の多くは、発達障害を持っています。一見、何の問題も無

い様に見えますが、コミュニケーションをとるのが苦手、落ち着きがない、言葉が遅い、感情をコント

ロール出来ない等の様々な問題＝障害を抱えています。これらの問題の多くは、その子の性格や

環境に因るものではなく、何らかの脳や精神的な障害によるものであり、治療してすぐ治るというも

のではありません。しかし、障害に対して理解のない人は、単に親の躾がなっていないとか子供の

性格が悪い等という見方をし、当事者親子は社会の中での生き難さを感じながら生活しているの

です。健常の子供達には、公園、学校、児童館などの遊び場がありますが、発達障害だけに限ら

ず知的、身体的に障害を持つ子供達が安心して遊べる場所はほとんどありません。 

今回、旧大道幼稚園跡に新しい児童館を作るという事ですが、健常児だけでなく障害児も使え

る施設にできないでしょうか。例えば、１階部分を発達相談室、療育グループや乳幼児が使える教

室にし、２階部分を教育相談室、小中高校生などが使える教室にして園庭も皆が使えるよう時間

などを工夫すれば、あらゆる子供達が遊べる施設になると思います。 

もし、市が提示した案通り、発達相談室を滝山児童館の場所に移転せざるを得ないという事で

あれば、改善しなければならない点があります。 

入り口が複数有り危険である事、子供用トイレが無い事、駐車場が少ない事、大きな車椅子で

は２階に上がれない事、などは改善必須です。 

他にも問題はありますが、わくわく健康プラザを使い続けるよりは、療育グループが専用で使える

部屋を確保できる点と教育相談室との連携がとりやすくなる点においては今より使いやすくなると思

われます。 

しかしながら、先に述べた外の遊び場の問題もあり、今回の発達相談室の移転に関しては、一

時的なものとして捉え、移転後も引き続きより良い相談室運営を考えていってほしいと思います。

どうか、使う当事者の声を無視しないでください。 
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最後に、様々な垣根を越えて、それぞれの立場の人々が協力し合い、何人にも平等で思いやり

のある市政を切に切に願います。 

【神宝町在住・40 代】 

22 私の子どもは大道幼稚園の卒園生です。あの場所でたくさん遊び、幼児期の大切な時期を育

んでもらいました。閉園後ずっと活用されなかったことに胸が痛んでいました。今回児童館として活

用されることが決まって本当によかったと思っています。 

しかし、児童館のあり方検討委員会でも意見が出ているように、現在児童館がない小山や野火

止にもつくることも大事だと思います。ぜひ、北部地域での児童館設立の方針をなくさないでくださ

い。 

また、子どもたちが利用しやすく、安全で楽しく過ごせる児童館をつくるために、利用している子ど

もの声を聴きとり、設計に活かすなどの丁寧な市民の意見を大切にしたつくり方をしてほしいと思っ

ています。リニューアルでも新築でも子どもたち、指導する指導員の意見を十分に聞いてください。 

 さらに、新児童館に併設する市民利用施設については、周辺の住民との懇談を重視して、設計

の段階から市民参加できるようにしてください。 

子どもと大人の施設が一緒に存在するのはいい面もたくさんありますが、一方で安全面では子ど

もを不審者から守るための方策が必要だと考えます。死角のないどこからも子どもたちを見通せる

安全な施設づくりをしてほしいです。 

わかくさ学園発達相談室、滝山教育相談室の移転については、そこで働く職員や利用している

市民の意見を十分に反映するようにしてください。相談に行く方々が安心して行ける環境づくりに心

がけてほしいと考えます。 

【前沢在住・50 代】 

23 (６)西部地域センター内の滝山児童館移転後の施設は、西中学校敷地内の滝山教育相談室、

わくわく健康プラザで暫定利用しているわかくさ学園発達相談室の移転先とするについて 

  わかくさ学園発達相談室は相談者も増えている事から専有スペースへの移転を望みます。 

幼児期に早期療育を受ける事は子供にとっても親にとっても大変プラスになります。発達障害

があっても二次障害を起こさず将来社会に出ていく為にも早期療育は必要です。しかし今のひよこ

グループ（未就学児のグループ療育です）はわくわく健康プラザで暫定的に活動していて発達につ

まずきのある親子にとっては満足な環境とはいえません。時間の区切りがあり親御さんも先生に相

談する時間もなくひよこグループ自体も限られた場所での活動しかできず療育の質も以前よりは劣

っています。 

以上の事も踏まえて一刻も早く固定した専有スペースに相談室を作って欲しいです。 

  今現在、発達障害の可能性がある児童生徒が通常学級に 6.3％いると推計されています。 

発達障害は他の障害とは異なり子供が成長する過程で育てにくさや困り感が出てくるので親も

中々認めるのに時間がかかります。 

発達相談室と聞くと一部の方のみが利用するイメージですがそれは違います。市民皆さんにとっ

て必要な場所となるはずです。  
検討の程よろしくお願いします。 

【大門町在住・30 代】 

24 旧大道幼稚園の跡地についてはどうなるのか、とても気がかりでした。児童館になるとの事でよ
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かったと思っています。 

私は幸町に住んでいて、小山に行く事が多いのですが、この地域には児童館がありません。公

園も少ないので、遊び場がなく、車も多いので、とても子ども達の事が心配です。ぜひこの地域にも

児童館を造って下さい。 

【幸町在住・70 代】 

25 旧大道幼稚園を児童館として活用して下さる事が決まって安堵しております。関係者の皆様に

感謝申し上げます。 

新児童館やわかくさ学園発達相談室、滝山教育相談室の移転については、そこで働く職員や

利用している市民の意見を十分に反映するようお願いします。旧園舎の改修をして利用する場合

は、二階への移動にエレベーター設置なども検討して下さい。 

併設する市民利用施設には設計の段階から市民参加できるようお願いします。 

せっかく、市民と子ども達のために活用するのですから、広く市民の意見を聞き入れた施設にす

るよう重ねてお願いします。 

【中央町在住・60 代】 

26 ０歳からの一時預かり事業をしてください！！！！！そして、完全に一時預かりのお子さんだけ

を預かってください。 

現在、東久留米市では０歳児の一時預かりは行っていないですよね（民間ではやっています

が）。既存の保育園が別室で一時預かりを行っていますが、それゆえの弊害があります。 

実は第二子を妊娠中、悪阻が酷くて預けたかったのですが、「今インフルエンザが流行っている

から・・・（預けない方が良い）」と言われました。集団保育を行っている施設だと、感染症にかかっ

てしまうデメリットがあります。また現在の一時預かりは、午前中預けるか一日預けるかで、午後だ

け預けたい時は利用できません。そして１歳になったばかりの子供を預けようとしましたが、「もう歩

けますか？普通の食事は食べられますか？職員の手が足りないので、そうでないと預かれませ

ん。」と言われました。 

練馬区では生後６ヶ月から、こども家庭支援センターで３時間単位で預かってもらえるサービス

があります。東久留米でも、ぜひこのような支援をして戴きたいです！！ 

【弥生在住・30 代】 

27 ⑥わかくさ学園発達相談室の滝山児童館への移転案に関して 

障害児及びその家族は色々な方々の手をお借りして、支援を頂かなければ生活が困難な場面

が多々あります。またその事は生涯続きます。 

東久留米市わかくさ学園発達相談室は、障害児及びその家族にとり、とても重要な役割を担っ

て頂ける存在です。特に子供のことで悩みを抱えた母親にとっては、心の拠り所となります。そんな

相談室をより充実した環境で安定した事業を行って頂くことを切に願います。 

具体的には、車椅子、小さな子供、特に障害の特性により手を繋ぐことが困難な子供など車以

外の移動が困難なケースが多く、至近距離に駐車場は必須です。また、深刻な悩みを抱えて相

談に行くケースでは人目がとても気になります。施設内の安全対策、バリアフリーは当然ですが、ト

イレなどの設備の充実(大人サイズの車椅子の利用、オムツ替えのベッドなど)も必須です。 

以上のことを備えた施設への移転を望みます。 

【下里在住・40 代】 
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28 「児童館とし、その一部を市民利用施設（集会室等）」とする新たな利活用案は、歓迎、賛成で

す。 

そのうえで以下の要望を意見として述べます。 

（１）新児童館について 

① 経過からいって新しい児童館は、少なくとも閉館されたくぬぎ児童館と移転する滝山児童館の

利用者が利用できる規模と設備として貰いたい。 

② 「新児童館は新築」としてもらいたい。新築か旧園舎の改修かについては、プロジェクトチームの

報告書では「両論併記」となっているが、費用の見積もりの差額は2500万円～6000 万円であり、

使いやすさと長期利用可能なメリットを重視して新築で行って貰いたい。 

③ 滝山児童館の移転について利用児童の意向を尊重した合意の形成を重視して貰いたい。 

滝山児童館について改善課題が多く出されており、新児童館への移転により解決するとの考えは

理解できる。しかし「移転」は児童館と地域のつながりの蓄積を失いかねない問題もあり、課題が解

決するから移転は当然との考えは禁物である。プロジェクトチームの検討にあたって合意の形成が

図られているのか。図られていないとすれば、唐突な提案となり、将来を担う子供たちへの配慮が

不足している。早急な対応が求められる。 

（２）併設される「市民利用施設（集会室等）」について 

住民がより便利で気軽に利用できる集会室等にするため、設計委託の前に関係住民の要望が

反映できる場を作って頂きたい。たとえば、集会室でのＰＣプロジェクターの利用は常識化してい

る。集会室の運営主体、予約方法、常備設備など市の考えを説明し、住民の要望を聞き取り検

討してもらいたい。 

（３）くぬぎ児童館跡地の利用について 

くぬぎ児童館跡地は、「売却して児童館施設整備の財源とする」との提案であるが、撤回し再検

討して貰いたい。空地は、火災や地震等の災害時に重要な存在であり、地域のイベント開催、防

火防災訓練などの会場、幼児などの安全な遊び場としても重要である。空地も重要な公共的施

設と位置づける発想の転換が大事だ。また将来、公共施設の設置が課題となった時の用地確保

の備えとしても重要だ。空地の管理は地域の関係者のボランティアで行うことも考え、住民と相談

すれば市の財政負担はほとんどなくなると考える。 

（４）実施スケジュールについて 

「新児童館の開館」は、平成 29 年 8 月（新築）、平成 29 年 7 月（改修）と想定されているが、

より早められるように検討して貰いたい。例えば解体と新築設計の予算を同時計上するなど少しで

も早く開館できるようにできないのか。 

【滝山在住・70 代】 

29 小山在住です。 

標題の件、児童館設立案を知り驚いています。市内に児童館が増えることは歓迎ですが、地域

の偏りを感じています。現在、低学年が子供同士で行ける場所がなく、清瀬市などに車で送ってい

ます。 

【小山在住・40 代】 

30 まず先に小山地区に児童館をお願いします。 

西部地区には、他にも児童館、図書館が充実しているのでは？幼稚園、保育園もありますよ
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ね？小山には、子供たちの遊ぶ施設ありますか？小山地区の住民は確実に増えています。同じ

市内での格差を解消してください。ソフト面も大事ですが、ハード面を先にお願いします。西部よりも

先に小山地区に児童館を作ってください。 

【小山在住・30 代】 

31 児童館を建てるのは構いませんが、先に小山地区に児童館をお願いします。近くに安心して遊

べる児童館がなく、いつも不便な思いをしています。一番近くの所でも、自転車でもかなり距離があ

ります。道は細いのに交通量もあり、行き帰りの事故の不安で行かせることができません。夏はさら

に熱中症の危険もあります。 

いますぐ児童館が欲しいです。 

市内で公平に、児童館の設置をお願いします。 

【小山在住・30 代】 

32 私の暮らす小山地区には児童館がなく、東部や西部、中央も遠く、東久留米には児童館が少

ないと思います。 

児童館を作る計画はないでしょうか？ 

大道幼稚園の跡地等、子どもが自由に使える施設が出来る事を望みます。 

  児童館を作ることで、児童の居場所も出来るし、不審者情報の多い昨今は、公園でも安心して

遊べない現状です。 

子供が安心していられる居場所づくりをもとめます。 

【小山在住・40 代】 

33 全面的に賛同します。当該案が 1 日も早く実現する様に市当局のご尽力をお願い申し上げま

す。 

なお、私が常日頃感じて居ることを下記に箇条書きにします。 

１．自治体も競合の時代です。財政事情は理解できますが、相応な公共・公益・利便施設の整備

は必要です。 

２．近年、前沢から下記の施設が急速に無くなりました。 

 ①大道幼稚園②くぬぎ児童館③前沢消防署④集会所⑤商業施設（コンビニ・個人商店）⑥カラ

オケ店 

３．前沢地区のコミュニケーションの集会場が必要です。早急な整備をお願いします。 

４．近頃は公道で遊ぶ子供を見かけます。早急に児童館の整備をお願いします。 

【前沢在住・80 代】 

34 （１）検討案の内容と報告の範囲について 

概要には大道幼稚園跡地を新しい児童館とする事での新児童館の規模、新築か改修かの整

備方法、機能について、近隣の滝山児童館との統合案について、閉館中のくぬぎ児童館について

売却方針と売却益の利用法等が示されています。しかし、内容の２ページ目にある「Ⅱ 検討にあ

たって  １. 市長指示事項」ではくぬぎ児童館の今後について、児童館５館構想や北部地域に

児童館が無い偏在の問題を合わせて検討するようになっています。市民へ意見を公式に求め、

市民が意見を出せる貴重な機会であるにも関わらず、一部の内容が読みとりにくい概要の出し方

が、意見表明を出来ない、特に偏在解消を永年要望してきた北部地域の子ども達を持つ保護者

などに機会を損なわせる危険性があり、今回以外にも北部地域からの意見集約を行って欲しい事
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を強く要望します。 

（２）北部地域における児童館が無いことの解消に向けて 

上記の検討にあたっての項目五番目（３ページ目）、児童館機能のあり方に関する報告書（その

２）でも示されていると紹介ありますが、北部地域の子供達は児童館が近くに無く、天気や遊ぶ時

間などに影響されずに安心して遊ぶ場所が殆どありません。また、近隣の広場でもボール遊び等

が禁止されており体を使って思い切り遊べる場所に困っています。さらに、こういった状況が道路

上でのボール遊びに繋がり、小さい子ども達との接触事故や自動車事故のリスクとなり近所の大人

達も非常に心配している所です。公共施設マネジメントと称して売却ばかりを進めるのでは無く、例

えば野火止地区センターの有効活用や、市が計画中の都有地活用による保育園建設に合わせ

た合築整備等の方法で、北部地域への児童館建設を一緒に進めて頂くよう強く要望します。 

特に５ページ目にあるような新児童館に付加する機能として、子育てに関する情報発信機能を

考えて頂けるのであれば、保育園等と一体的に乳幼児から少年期の子供達が健やかに育っていく

ための情報発信と育児相談や兄弟みたいに身近で気軽に頼れる仲間づくりの支援を、より具体的

に行って欲しい。後述、９ページにあるようなソフト面を優先とされると、また北部地域は後回しなん

だという失望感を招くと考えます。ぜひ、ハード面、児童館という子供達のための公共施設建設に

具体的な一歩を進めていただくよう要望します。 

（３）新児童館の開設について 

 新児童館建設の想定スケジュールが示されている１１ページの記載について、新築と改修では

どちらを採用しても開館時期が一月しか変わらず、費用面では相当のメリットがあるようですがスケ

ジュール面ではメリットが無いように見えます。旧大道幼稚園建物の改修設計完了後直ぐに工事

着手して新児童館開館を先に行い、西部地域センターにある一部機能の移転を開館後に進める

ように考えて、くぬぎ児童館閉館で少々淋しい思いを持つこの地域の子供達に明るい話題を提供

出来ないかという再検討を要望します。 

以上、三点。よろしくお願いいたします。 

【小山在住・40 代】 

35 利活案⑤の「わかくさ学園発達相談室の移転先が滝山児童館にする」に対して意見を述べさせ

ていただきます。 

今後、発達相談室が現在の滝山児童館に移転する場合、利用する立場としていくつかの不安

点があります。 

①駐車場問題 

西部地域センターの駐車場は少なく（３～４台だったと思います）申請しないと使えません。さら

に、場所が裏手にあり、入り口まで多少距離があるため、雨の降った日は大変でした。一番近い裏

手の入り口は狭い上に、自動ドアではないので車椅子を押しながらでは使いづらい入口です。 

②エレベーター 

車椅子で使うには狭いです。今はまだ体が小さいので大丈夫ですが、今後車椅子が大きくなる

ことを考えると不安があります。 

③トイレについて 

車椅子用のトイレはありますが、古くて使い勝手が悪いです。今はスーパーでも車椅子用のトイレ

は充実しているのに、公共の施設のトイレが使い勝手が悪いのは困ります。 
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以上３点から滝山児童館に移転することを賛成はできませんが、やむなく移転する場合は、この

問題点をぜひ見直していただき、就学前の子供たちだけではなく、学齢期で車椅子を利用してい

る子供たち、その子供を連れて行く親がストレスなく活用できる場にしていただきたいと思います。 

また、並木市長には、このパブリックコメントを読むだけではなく、わかくさ学園相談室を利用する

多くの親の意見を、実際に顔を合わせながら聞いていただきたいと切に願います。 

【弥生在住・40 代】 

36 旧大道幼稚園跡に児童館を建てるにあたり、２億円もの費用がかかるようですが、北部に児童

館をという声がずっと小山、幸町地域の市民から上がっていたにもかかわらず、先に前沢に建てる

というのは納得いきません。くぬぎ児童館を閉館してたまたま旧大道幼稚園跡の土地の活用法を

模索していたためにそういう案が出たに過ぎないと思えます。そういう行き当たりばったり的な北部

地域を無視した計画には反対します。その２億円を是非北部に児童館を建てるために充てて欲し

いと思います。 

【小山在住・40 代】 

37 児童館としての活用が決まり、良かったと思っています。 

くぬぎ児童館の用地は売却して児童館施設整備の財源とするのであれば、新築して、市民が利

用できる施設を作って下さい。会議が開け、話し合いが出来るような部屋も作って下さい。市民利

用施設を作って下さい。又、その時には周辺の住民との話し合いを重視し、設計の段階から市民

参加できるようにして下さい。 

【滝山在住・70 代】 

38 小山小地域に住んでいるものです。 

この辺りには、子ども達を思い切り遊ばせられる場所児童館、公園が無く本当に困っています。

特に児童館があれば安心して遊ばせることができるので、ぜひとも作って欲しいと思います。 

心から願っています。実現に向けて動きだして下さい。宜しくお願いします！！ 

【小山在住・－】 

39 ぜひ、有効に活用していただきたいと思います。 

児童館、認可保育園などこどものために使っていただきたいと思います。 

・待機児解消のための認可保育園を新設。 

現存の園をなくしたり、民営化するのではなく新設することでの確保を希望します。 

・新設児童館。 

特に近隣では南町地区には児童館や小学生がボール遊びできるような公園などもほとんどあり

ません。南町地区から小金井街道を渡ることに不安も感じますがくぬぎ児童館もなくなってしまい、

安心して遊べる場所の確保を強く希望します。その地区その地区の現状を調査し、こどもたちが遊

べる場所がない現状を知っていただきたいと思います。 

以上よろしくお願いいたします。 

【南沢在住・40 代】 

40 小山地区に住んでいますが、子供たちが安心して遊びに行ける近距離に児童館がなくって、困

っています。児童館の無い市の北部にまず児童館を建てる方針だと聞いたのですが、そちらの計

画はどうなっているのでしょうか？困っている親御さんは、私も含めて沢山います。小山地区に是

非児童館を建てて下さい。 
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【小山在住・50 代】 

41 小山には安心して遊ばせられる場所がありません 

広い芝生公園がありますが、時期によっては芝生が伸び放題で遊べないことも多々あります 

ぜひとも、小山地区に安心して子供たちが遊べる施設を作ってください 

【小山在住・30 代】 

42 大道幼稚園跡の活用に児童館を建設することに賛成です。 

しかし、小山地区に児童館がないため、小山地区にも児童館の建設をお願いします。例えば、

大道幼稚園跡には運動系中心の活動が中心に出来るもの、小山地区には楽器演奏や劇・パフォ

ーマンス活動が中心に出来る児童館にするのはいかがでしょうか。 

高齢者の活動場所は、地区センターを始め、色々ありますが、児童は共働きが増える中活動場

所が限られ、小学四年生以上の活動場所がありません。子供の連れ去りが年間 100 件もあるな

か安全に過ごせる場所つくりをぜひ、お願いします。学童で四年生以上を預けるのは実質困難で

す。絵に描いた餅でなく、子ども子育て支援事業計画にぜひ児童館建設を入れて下さい。 

よろしくお願いします。 

【－・40 代】 

43 小山に住んでいます。 

近くに児童館がないので、清瀬のコロポックルまで遊びに連れて行っています。駐車場もあるの

で、小さい子供を連れて行くには便利ですが、小学生になると子供だけで遊ぶようになり、それに

は遠いです。 

小山地区にも子供だけで安心して遊べる児童館が欲しいです。 

よろしくお願いいたします。 

【小山在住・40 代】 

44 前沢四丁目のとてもめぐまれた環境の中にある旧大道 だれが見てももったいない場所です 

閉館中のくぬぎ児童館と二ヶ所を使用することは無理であるのだから 旧大道幼稚園跡地を有

効利用することを希望します 

①くぬぎ児童館を売却するのであらば 絶対にその費用を子供達が利用できる多目施設に新

築すべきと思います 

②市の資産は我々の資産でもある 

能力のある方々の意見をとりいれ 市中心でなく 市民・納税者中心に考えるべきです 

③今までの無駄な時間をとりもどす為にも迅速に進めてほしいと思います 

④児童館等利用者とコミュニケーションの場として地域住民にも利用させてほしい 

【前沢在住・70 代】 

45 １）結論（Ａ）における個別及び関連する事項において、に関して 

「①新児童館は、「子どもセンターひばり」と同程度の規模及び機能とする」 

「④新児童館の一部を児童館機能とは別の市民利用施設として兼用する。 

～施設の一部において、市民、とりわけ地域住民等に供する施設を兼ねる機能（集会室等）も

設けるべきと考える。」 

とあるが、以下を提案したい。 

①児童館内、あるいは市民利用施設に、食育を推進できる施設（調理、会食用）の設置。 
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近年の社会状況においては、児童館機能としても食を通じた仲間づくりやSSTを行うこと、家庭

で十分な食事が摂れない子どもも含め、自炊による生活力をつけることは極めて重要な課題であ

る。また、高齢者も孤食や栄養不足などの課題を抱え、皆で地産地消の調理をし会食できる「食

を通じた居場所づくり」が重要である。 

児童館、市民利用施設、と区分してしまうのではなく、共用できる施設として調理・会食施設が設

置されると、子どもとおとな（市民）の交流も生まれ、多世代の居場所づくりにも供することができ

る。 

②市民利用施設に、リサイクルステーションの設置。 

新聞、てんぷら油等の廃油、毛糸や古着、本などを回収する、リサイクルステーション的機能を

もたせ、市民が頻繁に利用することによって環境・リサイクル事業の啓発・推進に供することができ

る。 

２）１．結論（Ｂ）に関して 

『北部地域は、児童館の偏在解消ではなく、公共施設の再編といった観点に加え、子育て支援機

能の拡充策も含め、検討していくことを提言する。』として 

「～いわゆる５館構想により、児童館としての新しい施設を単独で建設することは非常に困難であ

ると考える。 

一方、北部地域は、市全体から見ると、そもそも公共施設自体が少ないという課題もある。今後

は、公共施設マネジメントの視点も含め、施設機能の複合化などを図り、市財政に配慮しながら、

公共施設全体のあり方を検討するなかで、子育て支援機能としての施設の必要性等について、検

討していくことをプロジェクトチームの提言としたい。」とあるが、子育て支援機能としての施設の実

現は喫緊の課題として早急に取り組んで頂きたい。 

北部の小山地区では、中央児童館での赤ちゃん広場を案内しても、ベビーカーで移動できるの

はさいわい福祉センターが限度、とても中央児童館やけやき児童館までは通えない、という訴えが

ある。 

また、本村小や小山小に移動児童館で対応して頂いているが、非日常的なイベントであるた

め、おとなが用意する場に子どもがお客様的に参加する程度に留まり、子どもが主体的に遊び関

わり合う児童館機能が発揮できない状況にある。 

また、児童館職員や関わるおとなによる、子どもの育ちを見守り、要保護児童を発見・ケアする

まなざしも大変重要であり、北部地域でのこうした児童館機能の不足の解消に早急に取り組んで

頂きたい。 

【小山在住・50 代】 

※ご意見はほぼ原文のまま掲載することに努めていますが、一部 趣旨を損なわない範囲で要約

または割愛して掲載しています。 


