吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館運営協議会議事録

日 時 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ８ 日 （ 金 ） 午 後 ７ 時 か ら８時１５分まで
場 所 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館 ２階 会議室

１ 運営協議会次第
（１）開会
◆館長の挨拶
（２）議事
１ 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館運営協議会 会長および副会長
の指名について
２

各委員会からの報告・意見交換について

３

その他

４

次回開催日程について

（３）閉会
２ 出席委員（１４人）
村松委員・若槻委員・広瀬委員・菊池委員・渡邉委員・奥野委員・木村委員
上茶谷委員・白銀委員・中家委員・藤原委員・信田委員・宮委員・長島委員
３ 事務局出席者（５人）
山本 智也 （子育て青少年拠点夢つながり未来館長）
今川 学

（子育て青少年拠点夢つながり未来館副館長）

伊藤 尊之 （青少年活動サポートプラザ主査）
林野 優子 （山田駅前図書館主幹）
山本 紘也 （のびのび子育てプラザ主査）
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（事務局 B）
本日は、お忙しい中お集まりいただきお礼申し上げます。
それでは、事務局 A 一言よろしくお願いします。
（事務局 A）
こんばんは。
事務局 A でございます。
今回、
運営協議会の委員さんの入れ替わりもありますが今後ともよろしくお願いします。
最近の話でいいますと、インターン実習生が 3 施設に来ております。
今日、保健師の実習でのびのび子育てプラザに来ている実習生と話をする機会があり、
青少年活動サポートプラザの話をしたら是非青少年活動サポートプラザに行きたいという
ことで、青少年活動サポートプラザの所長と話をしました。実習生は保健師の勉強をされ
ているのでひきこもりの相談にも関心を持っておられました。
子育ての施設に実習に来られたのですが、夢つながり未来館の 3 館の連携の中で一体的
な施設の機能が生かされると感じました。
また、図書館に来られた司書の実習生にも青少年活動サポートプラザや、のびのび子育
てプラザに来てもらうことなどが、夢つながり未来館の強みだなと思っておりまして、そ
れ以外にも 3 館連携のアイディアを出していただければと思っております。
今日の協議もどうぞよろしくお願いいたします。
（事務局 B）
ありがとうございます。
議事に入ります前に、平成２６年６月３０日をもって、任期満了となった委員の方が２
名、７月３１日をもって任期満了となった方が１名、また今回から新たに委員になってい
ただいた方が１名いらっしゃいますので報告をさせていただきます。
（任期満了委員の報告）
（事務局 B）
続きまして、７月１日から新たに委員となっていただきました委員につきまして報告さ
せていただきます。K 委員です。簡単で結構ですので自己紹介をお願いします。
（K 委員自己紹介）
（事務局 B）
本日は、今期初めての開催になります。
皆さんも一言で結構ですので、自己紹介をよろしくお願いいたします。
（各委員自己紹介）
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（事務局 B）
ありがとうございます。
なお、本日の運営協議会開催までに任期満了となり、そのまま継続頂けた方につきまし
ては、机上に選任通知書を交付させていただいております。ご確認をお願いいたします。
また、
平成２６年６月３０日をもちまして、
A 委員および B 委員の任期が満了しました。
つきましては、今期の会長および副会長を指名させていただきますまで、事務局で議事
を進行させていただきます。
まず、本日使用する資料の確認をさせていただきます。
（本日配布資料の説明）
（事務局 B）
では、議事１の「吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館運営協議会

会長および

副会長の指名について」ですが、A 委員、B 委員には平成２６年６月３０日まで運営協議
会の運営にご尽力いただき、各委員からいろいろと貴重なご意見をいただく場を提供して
いただきました。
そこで、本来であれば今期の会長、副会長を指名させていただきたく思いますが、本日
欠席の学校教育関係者、学識経験者、公募委員が現在選任手続き中でありますことから、
できるだけ多くの委員の皆様がお揃い頂いている時に会長、副会長を指名させていただき
たく思います。
ですので、会長、副会長を本日決定するのではなく、次回開催日に改めてさせて頂きた
く思います。
皆様よろしいでしょうか。
ありがとうございます。反対の方はいらっしゃいませんので決定されるまでの間は、事
務局で進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
早速ではございますが、議事２「各委員会からの報告・意見交換」についてですが、各
委員会からの出席されている委員の皆様から報告がありますでしょうか。
のびのび子育てプラザフロア委員会からお願いします。
（I 委員）
のびのび子育てプラザフロア委員会の I でございます。
子育てフロア委員会は２ヶ月に１回開催しております。
前回は 6 月 14 日に第 3 回フロア委員会を開催いたしました。
事務局から利用状況や事業の報告がありまして、ただ報告していただくだけではなく、今
後の事業の進め方、例えば利用者の事業運営への参画方法などの提案事項があり、非常に
活発な意見交換が行われました。
その後、各委員からのびのび子育てプラザに対する意見、提案があり、事務局との質疑
が行われました。
専用使用（サークル使用）の利用人数の減少という報告がありましたので、それに対する
対応、また館内遊具の衛生管理の在り方に関する質問が出され、事務局からの説明があり
ました。
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次回は 8 月 23 日土曜日に開催する予定です。
利用状況や事業報告のほか、委員の意見交換も予定しております。
今後ののびのび子育てプラザ、そしてゆいぴあが子育て中の親子にとってより使いやす
い施設になり、全市的な子育て支援の拠点として更に発展できるよう、議論を重ねてまい
りたいと思います。
以上が、のびのび子育てプラザフロア委員会からの報告になりますが、詳しくはお手元
の平成 26 年度第 3 回子育てフロア委員会議事内容報告をご覧いただければと思います。
私は委員長を務めて 3 年になりますが、内容もいろいろ難しい問題が出てきまして、委
員さんには率直に自分の意見を述べてくださいとお願いし、進めております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（事務局 B）
ありがとうございます。
それでは、山田駅前図書館フロア委員会からお願いします。
（J 委員）
7 月 1 日に図書館フロア委員会を開催いたしました。
皆さんからの意見で、本館にある機材をもっと有効活用できたらいいなという意見が出
されました。
あと、事務局 A からもお話がありましたが、3 館の特徴を生かす連携の仕方、例えば本
を原作とした映画を DVD で上映できないかとか、木・金は夜間開館をしているのでその
ときに何かできないかとか、いろいろハードルは高いと思いますが、せっかく三つの施設
が入った館ですので、その辺りを活用できないのかなという意見が寄せられました。
のびのび読書タイムでは、保育の枠が少ないということなのですが、男女共同参画セン
ターではボランティアの数に余裕があるようなので、需要と供給のバランスが悪いなと。
ですから、三つの施設内だけで連携を取るのではなく、吹田市全体に視野を広げていた
だいて、ボランティアの方もせっかく講座を受けてボランティアしようという思いを持っ
ておられるので、そういった方にもお手伝いねがってはどうかという意見も出ました。
それとやはり問題なのは年齢制限があるということで、弟や妹は利用できてお兄ちゃんお
姉ちゃんは利用できないという制限もあるので、そこは保護者同伴ならいけるよとか、そ
ういったものになってもいいのかなと感じました。
こういった形で、これからどうすればいいのかという提案が多く出されたと思います。
山田駅前図書館だけではなく、各部署にお願いしていかなければならないところが出てき
たなと思っております。
引き続きご協力のほどよろしくお願いします。
ありがとうございました。
（事務局 B）
ありがとうございます。
では、青少年委員会からお願いします。
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（F 委員）
それでは青少年委員会から報告させていただきます。
第 2・3 回青少年委員会を開催いたしまして、青少年委員の参加者はそれぞれ 3 名でし
た。
スタジオのマナーポスターの設置については、前回もお話したのですが、スタジオにポ
スターを貼りその後、効果について聞いたところ、改善されているということでした。
しかし、新しく登録されたバンドグループがまだ理解していないようで、楽器が元の位
置に戻っていないということもありました。
２の Whale フェスティバルの開催日程についてですが、12 月 22 日月曜日に決定いたし
ました。詳細は未定ですが、主にバンド発表会をしようと考えております。
第 3 回青少年委員会では、何か新しいイベントをしようということで、3 階交流ロビー
の利用が多い小学生を対象とした「夏休みの宿題サポート」を開催することを決定しまし
た。
青少年委員会主催で、ロビーワーカーなどに協力を仰ぎ「夏休みの宿題サポート」を開
催することで、
小学生や青少年同士の交流を図るとともに、青少年委員会の活動を周知し、
青少年委員会に少しでも興味を持ってもらうことを目的とするものです。
開催日時は 8 月 18 日で、午前 10 時～12 時と午後 13 時～15 時の 2 回、4 階の部屋を借
りて行います。１階と Whale ボードにポスターを貼っています。
あと、青少年委員会が 2 回開催されましたが、固定された人でしか委員会を進めること
ができず、困っております。
以上です。
（事務局 B）
今、それぞれの委員会からご報告がありましたが、何かご意見ありますでしょうか。
青少年委員会の集まりが悪い原因は何かあるのでしょうか。
（F 委員）
主に、土日に行っているので、学校のクラブやバイトなどで忙しい人も多く、参加率が
下がっているのだと思います。結構早めに連絡はしていますが、集まれる日がみんなばら
ばらなので、こういう状態になっているのだと思います。
イベントも、企画段階で人が集まらないとなかなか話が進まないので、もう少し早めに
連絡をするようにしたいと思います。
（事務局 B）
わかりました。
他に何かありますでしょうか。
（H 委員）
報告があった中で、小学生の利用については、お兄ちゃんお姉ちゃんがいるところで交
流できることは素晴らしいことだと思います。
ですから、これはもっと大きく宣伝してもらいたいなと思いました。
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児童センターではないこういった居場所ができ、青少年委員会が一生懸命がんばってく
れた成果だと思いますので、もっと宣伝してもらえたらと思います。
（事務局 B）
先月、民生児童委員の新任の方の研修があり、3 班に分かれて見学に来られたのですが、
旧市街の委員さんは夢つながり未来館があるのは知っているけれどもこういったところだ
ったのかと非常に羨ましがっておられました。
「こういった施設が近くにあったらなあ」と、言っておられましたので、もっと PR して
いくことも大事なのかなと改めて思いました。
それと、2 階のぷらっとるーむ吹田の資料も配りまして、もしもこういうことで困って
いますということがあれば、山田にはこういう施設があるということを PR してください
とお願いしましたら、
本当に熱心に聞いてくださいました。大変よかったと思っています。
ほかに何かございませんでしょうか。
（B 委員）
子育てフロア委員会の館内の遊具についてのところを、もう少し詳しく教えていただけ
ますか。
（M 委員）
毎日、不特定多数の親子の方がたくさん来館されて共通のおもちゃを使いますので、感
染症の予防ということで、簡単な霧吹きで吹き付ける消毒を行っています。
小さいお子さんが来られるので、おもちゃを手にとってなめたりということもあります
ので。土日には水洗いもして、対応させていただいております。
（事務局 B）
それでは、議事３「その他」についてですが、事務局から報告があります。
（事務局 C）
それでは私のほうから、資料２に基づいて夏祭りの事業報告をさせていただきます。
開催日時は 7 月 30 日の 12 時から 5 時で、開催場所は未来館の主に１階エントランスホ
ールと 3 階から 6 階で実施しました。
開催に至る経緯でございますが、青少年活動サポートプラザにたくさん来ていただいて
いる青少年の方が主体となって夏祭りに取り組むことで、青少年の自主性を育み、また夏
祭りを通して、学校や地元、年齢の異なる新たな仲間とのつながりや交流のなかで、相手
を思いやる気持ちを学ぶことで青少年の健全な育成を目的として開催いたしました。
内容と利用人数につきましては後ほどご報告させていただきますが、主催が教育委員会
と青少年が主体となった夏祭り実行委員会という組織、そして 3 階の青少年交流支援業務
を担当しております委託業者の「特定非営利活動法人すいた市民活動を活発にする会」の
主催で開催しました。
広報については、市報すいたやケーブルテレビ、ホームページへの掲載、また学校等で
のポスター掲示などをさせていただきました。
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２枚目が当日の詳細なプログラムになっておりまして、6 階多目的ホールではダンスと
バンド、横のホワイエでは青少年の手作りのたこせんやフランクフルトなどを販売してお
りました。
ダンスやステージについてはたくさんの方にご来場いただきまして、すごい熱気にあふ
れていました。
出演団体数は 14 団体で、ダンスは 3 団体、残りの 11 団体はバンドのステージでした。
5 階では、
いつも子供たちが 3 階でしているゲームを多目的リハーサル室で行いました。
4 階の多目的会議室では、TV ゲーム大会を行い、普段スクリーンを使ってゲームをする
機会はなかなかないので、大変白熱しました。
あとは、スタンプラリーや 3 階でカードゲーム大会、1 階エントランスホールでスーパ
ーボールすくいやガチャポン釣り、ザリガニ釣りなどの催しを開催しました。
今回の夏祭りは、１階から６階までの各コーナーの参加者延べ 631 人でした。チラシ配
布数枚数や多目的ホール等における観客の人数はこの中に含まれておりませんが、そのよ
うな方々を含め夏祭り全体としてみると、延べ人数で約 1,000 人程度の来館をいただきま
した。
この夏祭りにつきましては、未来館を利用している青少年を中心とした夏祭り実行委員
会を 4 月に募集しまして、何度か集まってもらって企画を進め、当日も最後まで運営して
いただきました。
また、今回初めて夏祭り実行委員会に参加する青少年も多く、参加当初は戸惑いを見せ
たりもしていたのですが、事前の準備で会を重ねる中で、みんなでいろんな意見が交わさ
れて今回の開催に至りました。
当日まで準備がかなり大変だったのですが、なんとか間に合い、当日無事開催すること
ができました。
また、夏祭り実行委員会からは大変よい経験になったという声も聞いており、行き届か
ない点もありましたが、事業全体としては大成功だったと思います。
今回の夏祭りについても立ち上げから運営を含めまして、後日振り返りをしようという
ことで、日程は調整中です。
以上、簡単ではございますが、夏祭りの開催結果の報告とさせていただきます。
（事務局 B）
ありがとうございます。
所見に「すべてにおいて青少年が中心に行ったことは非常に素晴らしいことであり」と
ありますが、この辺りが非常に大事なことなのかなと思います。
当日、山一地区の青少年指導員さんが見に来られて、6 階のイベントを見て若い子だけ
でやってるのかと非常に感心しておられました。
また、こうしたことを続けていってもらえたらと思います。
当日、見られたという方がもしいらっしゃいましたら、何かご意見ございませんでしょ
うか。
（G 委員）
直接見てはいないのですが、統計を見ていると、参加者も多く内容も充実していて、大
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変盛り上がったのだろうなと思います。
（事務局 B）
普段、当館で活動しているグループや、学校の部活の一部として参加したところなども
あり、非常によかったのではないかと思います。
それでは、私から二つほどご報告させていただきます。
一つは、もうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、7 月 9 日から正面玄関の風
除室に国旗と吹田市旗を掲揚させていただいております。
市の施設には、原則国旗と市旗を常時掲揚するという市の方針がございまして、それに
従ったものということです。事後になりましたが、ご報告させていただきます。
また、8 月 15 日金曜日は終戦記念日ということで、午前中のみ半旗の代わりに金の部分
を黒い布で覆い、リボンをはずします。
それから、運営協議会の進め方ですが、開館から 3 年が経過いたしまして、これまでこ
ちらからの計画書や報告書を提示させていただき、それに対して意見をいただくという形
で進めさせていただいておりましたが、今後は、例えば一体的な運営を行っていくために
どうしたらいいのか、また運営の方向性などについての意見交換を、この中を自由に話し
合う場にしていけたらと考えております。
従いまして、利用統計などの資料も当然お配りしますが、基本的にはその内容をここで
議論するのではなく、どうあるべきかという根本的な部分にスポットを当てていきたいと
思っています。
事務局がテーマを出して議論することもあるでしょうし、委員さん側からこういうテー
マでいきましょうということもあると思います。そういった形で進めさせていただきたい
と考えております。
今後、より自由に話ができる運営協議会にしてい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。
最後に、次回の開催日ですが、運営協議会は概ね３ヶ月に１回開催されております。
次回の会議は、１１月１０日（月）
、１１日（火）、１２日（水）、１３日（木）
、１４日（金）
ぐらいで考えておりますがいかがでしょうか。
（各委員意見調整）
では、皆さんの都合の良い 11 日（火）午後７時からで決定したいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
以上で本日の会議は終了となります。
本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
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