八王子市立児童館 概要
児童館基本理念
児童に健全な遊びを与えることにより、児童の
健康を増進し、情操をゆたかにするとともに児童
が社会的に自立するための支援の促進を図る。
（八王子市児童館条例 第 1 条抜粋）

児童館活動
０歳から１８歳までの子どもたちが利用できる施設で、自
由な活動や遊びを展開できる場所です。遊びを中心とした様々
な体験をとおして、子どもたち一人ひとりの個性を伸長し、自
主性や社会性を身につけられるような取り組みをしています。

児童館基本運営方針
○

子どもには ・安全な遊び場を提供します。
・心身の向上を図ります。

○

地域では

・楽しい遊び場を提供します。
・児童の人格の成長を図ります。

・子育てに関する地域活動の育成助成を支援します。
・児童の健全育成を地域とともに目指します。
・地域連携の拠点となるよう努力します。

○

その他

・地域の方々と協力して出張事業を推進します。
・乳幼児活動を推進していきます。
・すべての児童が利用しやすい環境を整備していきます。

施設の概要
〈施設数〉 10 児童館及び 2 分館（内、6 児童館及び２分館は学童保育所併設）
〈利用対象〉0 歳～18 歳（乳幼児は保護者同伴）
〈開館時間〉午前 10 時 15 分～午後 7 時（第４日曜日は、午前 9 時 15 分～午後 6 時）
※分館は午後 1 時～午後 6 時
（土曜日と三季休業時は、午前 10 時 15 分～午後 6 時）
※小学生の利用時間
3 月～9 月は午後 5 時 45 分、10 月～2 月は午後 5 時
〈休館日〉 第４日曜日を除く日曜日、祝・休日、年末年始
※分館は、日曜日、祝・休日、年末年始
〈利用料〉 無料（行事によっては、実費負担あり）
〈建物面積〉平均 410.15 ㎡
〈部 屋〉 事務室、育成室（学童保育所併設館）
、図工室、集会室、遊戯室、図書室、
音楽室（浅川、元八王子、北野、中郷児童館のみ）
、
乳幼児室（元八王子、北野、中郷、南大谷児童館のみ）
、乳幼児スペース、
クライミングウォール（中郷児童館のみ）
〈運営形態〉市直営
〈職員数〉 総数５８人（常勤２８、再任用４、非常勤２２、嘱託４）

社会体験事業
児童館・こどもシティ
in 八王子市市制１００周年記念事業全国都市緑化はちおうじフェア

「こどもシティ」では、仕事体験を
して得た仮想通貨「ハッチ」を使っ
て、ゲーム、工作、食べ物などのお
店で遊べます。29 年度は「全国都
市緑化はちおうじフェア」の中でも
開催し、市子連によるステージ発表
もあり大賑わいでした。スタッフと
して、八王子実践高等学校の生徒さ
●会

場：富士森市民体育館主競技場

※他、横山南・恩方市民センター、小宮公園、長池小学校、
八王子東急スクエアで開催
※市子連：八王子市子供会育成団体連絡協議会

んを始め多くの方々の協力を得て、
笑顔が溢れる楽しい「街」になりま
した。

スポーツ交流事業
エンジョイスポーツ
毎月１～２回「エンジョイスポーツ」
を開催しています。小学４年～中高
生を対象にして、バスケット、バド
ミントン、卓球、ソフトテニスなど
のスポーツを楽しんでいます。また、
大学生ボランティアが参加して一緒
に活動しています。中高生が小学生
に優しく教えるなどの異年齢交流も
盛んです。年齢を問わずにみんなが
スポーツを通じて楽しいひとときを
●会

場：川口市民センターなど

過ごし、とても活気に満ちています。

地域連携事業
おばけやしき
小学生の実行委員の活動のほか、近
隣の中学校２校の協力も得て行う
「おばけやしき」は盛大で、毎年
1,000 人を超える来場者がありま
す。生徒会は事前の飾りつけや当日
の運営補助、美術部は遠近法を用い
たり、子どもたちに人気のある絵に
よる装飾、DIY 部はおばけやしき内
を走るトロッコの線路の設置を行っ
てくれました。地域と連携すること
●会

場：元八王子児童館

で充実した活動になっています。

多世代間交流事業
昼食交流会でよさこい発表
よさこいソーランクラブの小学生が
第１２地区民生委員・児童委員協議
会の主催による昼食交流会に参加し
ました。地域の方々も毎年楽しみに
しているイベントで、１７名の小学
生が３曲の演舞を披露しました。毎
週木曜日に「よさこいソーラン跳天」
の方々に教わり練習してきた成果を
発揮しました。
●会

場：長房ふれあい館

乳幼児事業
ぴよぴよひろば
「ぴよぴよひろば」は 0 歳親子のひ
ろばです。民生委員・児童委員や地
域ボランティアのサポートを受けな
がら、親子ふれあい遊びや体操を中
心に行ってきました。身長・体重計
測や、誕生会、その他月 1 回の子育
て講座（子育ての話や離乳食、ベビ
ーマッサージ、ベビーヨガなど）も
開催しました。活動後もお弁当を食
べたりお母さん同士でお話をした
●会

場：由木児童館

り、交流を深めていました。

小学生事業
創作ひろば
「創作ひろば」では、2 か月に 1 回
ほどのペースでいろいろなものを作
っています。11 月にはポップアッ
プカードを作りました。色画用紙を
星形のパンチで抜いた物を貼りつ
け、色ペンでメッセージを書き加え
て完成です。友達同士で交換し合っ
たり、大好きな家族へのプレゼント
用にしたりと、それぞれの気持ちと
個性がいっぱい詰まった素敵なカー
●会

場：北野児童館

ドができあがりました。

中高生事業
高校生が教える工作
小学生にスライム工作を教えている
のは、松が谷高等学校生徒会の皆さ
んです。平成２５年度から継続して
毎年行っている行事で、小学生と高
校生の交流、高校生のボランティア
体験の機会になっています。高校生
が優しく教えてくれるので、小学生
はとてもいい気分で工作を楽しんで
いました。高校生は小学生の学年や
性格に応じて教え方を工夫していま
●会

場：松が谷児童館

した。

中高生スタジオ事業
Spring Live in ASAKAWA
日頃から児童館スタジオを利用して
いる中高生を対象にして、ライブを
実施しました。児童館スタジオに簡
易ステージやスポットライトを設置
した特設ライブハウスでは、5 組の
バンドが参加して、熱い演奏と小学
生も加わった観客の盛り上げで、会
場全体が一体になったライブとなり
ました。反省会では、ライブ活動を
通じた年齢や学校を越えての情報交
●会

場：浅川児童館

換も行われました。

出張児童館事業
出張児童館
近隣に児童館がなく、日頃、児童館
を利用できない子どもに児童館の遊
びを提供する「出張児童館」を小学
校の体育館などで実施しています。
横川小学校では年間に３回、放課後
子ども教室、学童保育所、教師と親
の会の協力を得て実施しています。
参加した子どもたちには、「会場で
様々なプログラムや遊びに参加で
き、お祭りみたいで楽しい。」と、好
●会

場：横川小学校

評でした。

主な事業実績
事業種別
社会体験事業
スポーツ交流事業
地域連携事業
多世代間交流事業
乳幼児事業
小学生事業
中高生事業
中高生スタジオ事業

事業名等
こどもシティ、児童館まつり
クライミング、卓球大会、ボウリング体験、
フットサル、エンジョイスポーツなど
チアダンスをやってみよう、おばけやしき、
地球を守るのは君たちだなど
中学生学習タイム、お手玉クラブ、
おはなしだいすき、よさこいソーランクラブなど
あかちゃんひろば、幼児クラブ、子育て講座、
サンデーパパ、アラフォーママあつまれなど
工作、手芸、クッキング、映画会、スポーツ、
おばけやしき、どうぶつむら、人形劇など
ボードゲーム体験会、キャンプ、児童館王、
中高生が教える科学実験・工作など
サマーライブ、スプリングライブ、バンド講座
児童館みんな Enjoy わくわくステージなど

出張児童館事業

児童館のない地域の小学校や市民センターなど

その他

子育て相談、児童館地域連絡会など

実施回数

参加者数

15 回

10,219 人

666 回

8,025 人

951 回

43,157 人

334 回

10,469 人

2,762 回

39,643 人

2,081 回

71,878 人

820 回

7,534 人

212 回

1,422 人

178 回

26,581 人

児童館一覧

利用者数

児童館名

住所

電話

延べ利用者数

浅川児童館

初沢町 1323

042-665-2506

24,714 人

中郷児童館

長房町 891-2

042-663-6770

15,921 人

中野山王町 3-6-27 042-624-9559

17,875 人

中野児童館
南大谷児童館

大谷町 46-1

042-645-0482

22,426 人

北野児童館

北野町 549-9

042-645-8580

28,885 人

館ヶ丘児童館

館町 1097-57

042-665-5231

12,864 人

由木児童館

越野 692-1

042-676-8713

25,766 人

松が谷児童館

松が谷 13

042-675-0151

26,948 人

元八王子児童館

大楽寺町 508-3

042-625-6484

25,980 人

川口児童館

川口町 3974

042-654-4757

30,745 人

中郷児童館長房分館

長房町 341

042-663-6485

6,343 人

松が谷児童館鹿島分館

鹿島 2

042-675-0150

12,344 人
計

250,811 人
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