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児童館・U18プラザが

なくなる！
？

「新しい中野をつくる10 か年計画
（第 3 次）
（改定素案）」
の中で、
「児
童館・U18プラザ（全 20 館）を廃止する」という方針が打ち出され
ました。これまで中野区は、小学校内のキッズプラザ開設に伴って
児童 館を順 次 廃止しつつ、地 域の子育ての拠 点としておおむね
中学校区にひとつの U18プラザ（全 9 館）を整備するとしてきまし
た。しかし今回の方針は児童館とU18 プラザ全廃するというもの
です。中野の子育ての拠点は今後どうなってしまうのでしょうか。

28 20

ては
つ
か

9

での画 U18が
ま
今 計
区の

児童館・U18が
現在

児童館が

館

館

1小学校区あたり
１児童館を整備

館に

児童館：17館
U18：3 館

●児童館の利用者は
最盛期には年間 66万人

“ （改定

U18も

館に

児童館：0 館
U18：9 館

●キッズプラザ開設に
合わせて児童館廃止

？

0

計案画）
”
新 素

子育てひろばは
誰でも使えるの
かしら？

●キッズプラザは各小学校
に一つの20館
（民間委託）

えっ！
？
児童館を全部
なくしちゃうの
！
？

みんなで
遊べるところを
残して！

●：児童館

中野区は1小学校区に一つの児
童館を作ることを目標に整備を
行いました。区の専門職員が配
置され、運営協議会などで地域
社会も関わる
“育ちの拠点”
でした。

回の
今
り より
ま
つ 針に
方

●：U18

現在の姿。学校統廃合やキッズ
プラザ 開 設に伴って廃 止され、
児 童 館は17 館に。合 わせて児
童館から移行したU18プラザが
3 館開設しています。

区の公的責任は
大幅に後退！

中野区は「区の施設として身近な子育て
の拠点をなくしてしまう」ということです。
児童館職員など子育ての専門集団を引
き上げ、子どもの発達・育成の担い手と
いう区の公的責任は大幅に後退してしま
います。こういった大幅な方針変更が職
員や住民にも何ら知らされることなく発
表されました。中身もその手法も許され
るものではありません。

を発

表

今ま
での
計

画を
破棄して

案）
定素
改
（

10か年計画

これまでの計画の最 終的な姿。
小 学 生は 小 学 校に配 置される
キッズプラザに、乳幼児と中高
生は 9 館だけになったU18プラ
ザに。地域から歩いて行ける場
所から子育ての拠点はなくなって
しまいます。

用語解説
●児童館
児童福祉法に基づく施設で、乳
幼児親子から小学生、中学高校
生までの遊び場・居場所・活動
の 場。学 童クラブを 併 設 する。

中野区に残るのは、いずれも“民
間活用”するキッズプラザ、学童
保育、そして商店街の空き店舗
などを活用した子育てひろばだ
けになり、中高生は居場所その
ものがなくなってしまいます。

●U18プラザ

●キッズプラザ

児童館機能を拡充し、主に乳幼

放課後子ども教室推進事業に位置

児親子と中学高校生を対象とし

付けられる、小学校の空き教室な

た事業を行うとされている。学

どを利用した小学生の遊び場・居

童クラブは併設しない。

場所。学童クラブを併設する。

●学童クラブ

●子育てひろば

異世代交流が行われ、運営協議

保護 者の就労などの理由で放

商 店 街 の空き店 舗 などを活 用し

会などで地域ぐるみで子どもた

課 後の 保 護にかける児童を保

た、乳幼児親子が交流し、相談を

ちの育成が図られる。

護育成する。

受けることができる場所。

区立幼稚園も廃止検討！
？
中野区には区立幼稚園としてかみさぎ幼稚
園とひがしなかの幼稚園があります。
「新し
い中野をつくる10か年計画（第 3 次）
（ 改定
素案）」の中で、区立幼稚園の民営化・認定
こども園化が打ち出されました。幼児教育
のセーフティネットとして区立幼稚園の役割
は非常に重要ですが、区長は「区立幼稚園
の役割は終了した」と述べました。区議会
には区立幼稚園の存続を求める陳情も出
されました。

住民運動と共に発展
最も多いときに28 館あった中野区の児童館は住民の
運動によって数を増やすとともに、運営などでも様々
な模索の中で現在の形になりました。
1966 年 中野区に初めて児童館が開館。
（南中野、橋場）
その後、ほぼ年に2 館のペースで建設され、
1978 年には全部で21館1室になる。

かみさぎ幼稚園

通級指導教室の
環境を守って

1970 年代から 児童館で地域とともに行う活動が増
えていく。
1983 年 住民参加の
「運営委員会」がかみさぎ児童館
で初めて設置される。その後全児童館に順
次発足。
1994 年 北原児童館が開館し、28 館体制になる。

2017 年度の若宮小と大和小の統合
に伴い、情緒障害の児童が通う若宮
小はなみずき学級は鷺宮小へ移転す
ることになっています。移転によって
現在 3 教 室半分のスペースは1教 室
半分へと減らされてしまいます。統合による負の影響を児童に押し
付けてはなりません。中野区は手立てを講じるべきです。

若宮小はなみずき学級

（案）
「10か年計画」
の
パブリックコメントが実施されます
区は、3月の議会を経て「10
か年計画」
（案）
を策定した後、
区民から広く意見を募集す
るパブリックコメントを実施
する予定です。郵便やファク
ス、メール、持ち込 みなど
で提出できます。みなさん
の意見をお寄せください！

児童館の歴史

2007年 学校統廃合に伴い、桃ヶ丘児童館が廃止。
その後、他の児童館の廃止・転換が行われる。

2011年に廃止された武蔵台児童館

＊意見提出上の注意──意見は公表されている「10 か年計
画」
（案）に対して具体的に述べる必要があります。中身
の修正を求める場合は理由も述べることが求められます。
◦郵便の場合 〒164-8501 中野区中野 4-8-1
中野区役所 企画分野 基本計画担当宛
◦ファクスの場合 03-3228-5476
企画分野 基本計画担当宛
◦メールの場合 kihonkeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp

若宮児童館

第1回定例会日程
2月
17日（水）本会議
（所信表明）
19 日（金）本会議
（一般質問） 長沢議員
22 日（月）本会議
（一般質問） 広川議員
23 日（火）本会議
（一般質問・予算上程）
24日（水）予算特別委員会
（総括説明）
26 日（金）予算特別委員会
（総括質疑）浦野議員
29 日（月）予算特別委員会
（総括質疑）小杉議員

3月
1日（火）予算特別委員会
（総括質疑）いさ議員

共

提
党
産

案

区民目線で予算組み替えを！

共産党区議団は中野駅前再開発と基金へ
の積み立てに多額の支出をする予算案を改め、
区民の願い実現を図るため、以下の項目を含む
予算の組み替え動議を提出する予定です。

医療・福祉分野
・国民健康保険料の軽減策
・がん検診の無料化
・精神障害者への福祉手当支給

防災分野

子ども教育分野

10 日（木）本会議
（予算議決・議案上程）
14日（月）常任委員会
15 日（火）常任委員会
17日（木）特別委員会
（区役所特）

（冷房化工事、トイレ洋式化工事）

・就学援助費用の拡充

議員団控室／電話：3228-8873
FAX：3389-8657
携帯電話：090-4607-7889

7日（月）予算分科会

16 日（水）常任委員会

・学校施設の改修

生活のこと、地域のこと、
なんでもご相談ください

4日（金）予算分科会
9 日（水）予算特別委員会
（報告・採決）

・住宅の耐震工事助成
・感震ブレーカー設置への助成

相談 受け付けています

2 日（水）予算特別委員会
（総括質疑）
3 日（木）予算分科会

22 日（火）特別委員会
（少子高齢特・駅まち特）
25 日（金）本会議
（議案等議決）
＊赤文字部分は、共産党が質問に立つ日
（予定）

羽鳥だいすけの

日々雑感

安心して子育てできる社会を作るには

「37.5℃」それは子どもを預けられない境界線。ただ「子どもを預け
たい」というだけでも大変な中で、病気をしてしまえばさらに大変で
す。主人公は感情表現が苦手だけど、子どもの笑顔が見たい思いが
伝わってきて、思わずエールを送りたくなります。
★このコラムでは、地域のこと、私のことなど、雑多な中身をご紹介していきたいと思っています。

椎名チカ
『37.5℃の涙』

