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　建物の概要

名 称

所 在 地

竣工年月日

構 造

総 事 業 費

敷 地 面 積

建 物 面 積

　天神児童館職員

職　名 氏　　　名 勤務形態 　　　就　任　年　月　日　　（在職年数）

館　　長 新　田　勝　久 専任・常勤 平成３１年　４月　１日　（１ヶ月）

主　　任 前　嶋　幸　司 〃 平成２９年　４月　１日　（２年１ヶ月）

嘱　　託 折　戸　みゆき 〃 平成２２年　４月２０日　（９年）

臨　　時 薮　内　茉莉亜 〃 平成２９年　１月　１日　（２年４ヶ月）

天　神　児　童　館　運　営　組　織

１階　事務室・多目的室・備品庫

２階　集会室・和室・おやこのへや・レクリエーション室

３階　体育室

部屋の配置

天　　神　　児　　童　　館

（令和元年　５月　１日現在）

田辺市立天神児童館

田辺市天神崎１７番２４号

昭和５２年３月３１日　　（平成３１年３月　耐震改修工事完了）

鉄筋コンクリート三階建

138,426,000円           （耐震改修工事　157,096,800円）

７２４．３１平方メートル

１０６８．２０平方メートル

平成３０年度 耐震改修工事完了



　建物の概要

名 称

所 在 地

竣工年月日

構 造

総 事 業 費

敷 地 面 積

建 物 面 積

●集会所事業（田辺市南松原教育集会所管理運営規則第２条）

　地域住民の福祉の増進と社会教育活動の推進を図ることを目的

　・一般教養に関すること

　　識字教室　登録者６名　月２回実施

平成２８年度　延べ１６６人　　　平成２９年度　延べ２０４人　　　平成３０年度　延べ１３１人

・地区内関係団体の活動に関すること等

・地域子ども会の会合など　

１６８平方メートル

１２４．５４平方メートル

32,369,600円

南松原教育集会所

田辺市南松原教育集会所

田辺市南松原二丁目３番１２号

昭和６２年７月３１日

鉄筋コンクリート造平家建



天神児童館・南松原運営協力委員会会則 
 
第１条  本会は、田辺市天神児童館・南松原運営協力委員会という。 
第２条  本会は、事務局を天神児童館内に置く。 
第３条  本会は、天神児童館・南松原集会所の円滑な運営をはかるため、必要に応じ委

員会を開催し、意見具申を行うことを目的とする。 
第４条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．児童館・南松原集会所運営についての意見具申 
２．その他必要な事項 

第５条  本会は、教育委員会の委嘱する３０人以内の委員で組織する。 
第６条  本会に委員長及び副委員長２人以内を置き、その任期は委員のそれに準ずる。 
第７条  委員長及び副委員長は委員の互選とする。 
第８条  委員長は本会を代表し、会務を総理し、委員会を招集しその議長となる。 
第９条  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 
第１０条 本会の事務を処理するための書記は、児童館職員をこれにあて、委員長より委      

嘱する。 
第１１条 本会は、必要に応じ委員会を開催する。 
第１２条 本会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろとする。 
第１３条 この会則に定めるもののほか、必要な細則は委員会において定める。 
第１４条 この会則を変更するときは、本会の決議によるものとする。 
 
付 則 この会則は、昭和５２年６月１日から実施する。 

     この会則は、平成２０年６月１７日から実施する。 
 
 
 
 
 
 
 



平成３０年度 児童館事業実績報告 

 

天神児童館は、田辺市教育行政基本方針に基づき、学校・家庭・地域社会と連携を図り、

地域における子どもの安全確保と、健全育成の場として子どもの居場所づくりに努めました。 

各種活動や遊びを通して、健康を増進し情操を豊かにすることを目的に、①「子どもを育

成する活動」②「子育て家庭を支援する活動」③「地域活動を推進する活動」④「人権教育

総合推進事業」の４つの活動を柱に、平成３０年度の活動を展開しました。 

なお、平成３０年度は天神児童館の耐震改修工事を実施したため、工事期間中は児童館機

能を西部センター２階に移し、同センターの既存スペースを有効かつ効率的に使用するとと

もに、田辺第三小学校体育館等も拝借しながら、事業を進めました。 

 

【【【【活動内容活動内容活動内容活動内容】】】】 

１１１１．．．．子子子子どもをどもをどもをどもを育成育成育成育成するするするする活動活動活動活動    

「遊び」を通して、子どもを健全に育成する活動を推進しました。主に放課後や土曜日に定

例事業や行事等を行いました。 

内容は、通年の定例事業である「生け花教室」（月２回）・「英語で遊ぼう」（月２回）、お

やつ作り教室の「あそび広場」（年５回以上）・「外国の文化にふれよう」（学期ごと３回）・

近隣の学校（稲成小・田一小）の児童との交流を目的とした「オセロ大会」（年１回）・「ミ

ニバスケ教室」（年３回）・「体験学習」（年４回）・「親子バスツアー」（年１回）・「親子工作

教室」（年１回）等を行いました。 

    

２２２２．．．．子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭をををを支援支援支援支援するするするする活動活動活動活動    

 フリースペースちびっ子の名称で、就学前の乳幼児や保護者がお互い交流できるよう、 

「火曜日から金曜日」の午前中、西部センター２階和室を開放しました。その際、絵本読み

聞かせ（おはなし会）の開催や遊具などを用意しました。 

その他に、乳幼児と母親を対象とした事業として「親子リトミック」（年２回）や、 

「ヨガ体験」（年２回）を行いました。 

    

３３３３．．．．地域活動地域活動地域活動地域活動をををを推進推進推進推進するするするする活動活動活動活動    

小・中学校や幼稚園・保育所・地域の各種団体と連携して、地域ぐるみで子どもを守り育

てる活動を進めました。 

特に平成２０年度から総合館として位置付いている西部センターとは、これまでどおり連

携を密にし、児童から高齢者までふれあえる活動を進め、共催事業として「人権映画上映会」

や「西部人権の集い」を行いました。 

また、１２月には西部地域の各種団体が参画して開催された「西部地域ふれあいまつり」

にも参加しました。 
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４４４４．．．．人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業 

和歌山県の「人権教育総合推進事業」の指定を受け、「西部子どもエンパワーメント支援

事業」として小・中学校や幼稚園・保育所・地域の各種団体と連携し、第三小学校区全体を

視野に入れながら子どもの学力向上、基本的生活習慣の確立、地域で子育てを支援する活動

を進めました。 

 平成３０年度は、共催事業の「西部サマーキャンプ」（８月）・「子育て教室（親子コンサ

ート）」（６月）・「教育講演会」（３月）・「参加型教育講演会」（１月）・「親子料理教室」（２

月）を実施し、沢山の方々に参加して頂きました。 

また中学生を中心に「土曜クラブ」の名称で、自習学習の場である「学びの部屋」を設置

し、「社会奉仕等体験活動」として学期ごとに１回、第三小学校区の保育所等を訪問し、子

ども達との交流やボランティア活動を行いました。「地域奉仕活動」としては、「熊野古道道

普請ウォーク」を行いました。 

また、大人が対象の取組として、平成４年度から実施している「識字教室」を第２・４金

曜日に、南松原教育集会所で行いました。 

 

【【【【平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のののの総括総括総括総括】】】】    

平成３０年度は、１年がかりで天神児童館の耐震改修工事を行ったため、児童館機能を西

部センターの２階に移し、事業を展開しました。 

職員は、活動場所が違えども、「児童館は子ども達にとっての心地よい居場所」であり、

「安心して学び合える場」でありたいと考え、様々な工夫を凝らしながら効果的で効率的な

事業運営に努めるとともに、新規事業として様々な「体験活動」を企画立案し、子ども達が

自ら進んで体験できる事業などを多く実施していきました。 

 また、「西部エンパワーメント支援事業」では、共通テーマである「あいさつ」について

は、児童館に遊びに来たときは職員への「あいさつ」、教室事業では先生方への「お願いし

ます」「ありがとうございました」などの「あいさつ」の定着に力を入れ取り組んでいます。 

 毎週木曜日には、幼稚園、保育所、小学校、中学校との相互連携のため関係者会議を開催

し、情報交換をしながら子ども達の指導にあたっています。 

近年の社会情勢の変化に伴い、子どもを取り巻く環境や親の子育て意識が大きく変わ

り、少子化問題をはじめ、児童虐待やネグレスト、いじめや不登校などの問題が多様化・

複雑化する中、次代を担う子どもたちを健やかに育てていくことは、すべての国民並び

に社会全体の責任であり、西部地域全体の願いであり、その中で児童館の果たす役割はま

すます大きくなっています。 

今後とも各関係機関との連携を深め、どの子も安心して過ごせる居場所としての児童館、

子どもの幸せを第一に考えた児童館でありたいと考え、事業を進めてまいります。 
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平成３０年度 南松原教育集会所事業実績

実施行事実施行事実施行事実施行事 参加人数参加人数参加人数参加人数 日時日時日時日時

通年事業 南松原教育集会所の開所 子ども会、町内会の会議等で利用 5/19（土）子供会・12/22（土）子供会

通年事業 識字教室（南松原教育集会所） 年間　延べ１３１人 毎月第２・４金曜日　午後７時００分～午後９時００まで

平成３０年度 天神児童館事業実績

実施行事実施行事実施行事実施行事 参加人数参加人数参加人数参加人数 日付日付日付日付

通年行事 英語で遊ぼう（5月～3月） 【申込み】 21名（年間20回・延べ 290名） 毎月第2・第4土曜日午後1時

通年行事 生け花教室（5月～3月） 【申込み】 6名（年間17回・延べ 81名） 毎月第1・第3土曜日午前9時30分

通年行事 おはなし会 12回 毎月第4水曜日午前11時

5月 あそび広場『たませんをつくってたべよう♪』 【申込み】22名　【参加】20名 5月19日(土)午後3時

6月 もとまち保育所親子コンサート『浦中こういちさん』

【参加】145名

（園児75名・保護者40名・先生30名）

6月23日（土）午前10時30分

6月 親子リトミック 【申込み】16組（33名）　【参加】15組（31名） 6月28日(木)午前10時30分

７月 体験学習『梅ジュースを作ろう！』 【申込み】16名　【参加】16名 7月20日（土）午後2時

7月 人権映画上映会『クイールの一生』 【参加】20名 7月20日（金）午後3時30分

7月 キャンプ説明会

【参加】（小学生）9家庭　18名

（中学生）6名

7月26日（木）午後7時

8月 西部サマーキャンプ 【子ども】23名【職員】11名 8月1日（水）・2日（木）午前8時45分

8月 あそび広場『プチパフェを作って食べよう♪』 【申込み】22名　【参加】22名 8月9日（木）午後2時

8月 体験学習『夏休み　おたのしみツアー！』 【申込み】14名　【参加】14名 8月10日（金）午前10時30分

9月 あそび広場『はるまきブリトーをつくろう♪』 【申込み】20名【参加】20名 9月22日（土）午後3時

9月 体験学習『消防署見学に行こう！！』 【申込み】14名【参加】14名 9月29日（土）午前10時15分

10月 ミニバスケットクラブ 【申込み】10名【参加】8名 10月13日（土）午前9時30分

10月 あそび広場『プチ白玉パフェを食べよう♪』 【申込み】20名【参加】20名 10月17日（水）午後3時30分

10月 体験学習『みかんゼリーをつくろう！』 【申込み】11名【参加】11名 10月20日（土）午後1時

10月 親子工作教室『ハーバリウムづくり♪』

【申込み】12組（25名）

【参加】12組（23名）＋職員（1名）

10月26日（金）午後7時

11月 ヨガ体験しませんか？？ 【申込み】12名【参加】8名 11月7日（金）午後7時

11月 外国の文化にふれよう『フィリピン』 【申込み】18名【参加】16名 11月17日（土）午後1時30分

11月 土曜クラブ『牟婁保育所訪問』

【申込み】9名（一般2名＋陸上部7名）

【参加】7名（一般2名＋陸上部5名）

11月24日（土）午前9時30分

12月 あそび広場『白玉だんごをつくって食べよう♪』 【申込み】24名【参加】21名 12月1日（土）午後2時

12月 ミニバスケットクラブ 【申込み】10名【参加】6名 12月8日（土）午前9時30分

12月 西部ふれあい祭り 【参加】約750名 12月9日（日）午前9時

12月 ヨガ体験しませんか？？ 【申込み】12名【参加】6名 12月12日（水）午後7時

12月 クレープパーティー 【申込み】24名【参加】20名 12月15日（金）午後2時

1月 外国の文化にふれよう『韓国・カナダ』 【申込み】11名【参加】15名 1月19日（土）午後1時30分

1月 土曜クラブ『うえのやま学園 認定こども園訪問』 【申込み】15名【参加】15名 1月26日（土）午前9時30分

１月 親子リトミック 【申込み】12組（24名）　【参加】10組（20名） 1月31日(木)午前10時30分

2月 ミニバスケットクラブ 【申込み】10名【参加】6名 2月9日（土）午前9時30分

2月 エンパ親子料理教室『デコレーションケーキ作り♪』 【申込み】16家庭（37名）【参加】16家庭（36名） 2月16日（土）午後1時

3月 活動再開イベント　あそび広場『ケサディアをつくろう♪』 【申込み】37名【参加】30名 3月2日（土）午後1時

3月 　　　〃　外国の文化にふれよう『アメリカ～ニューヨーク～』 【参加】37名 3月2日（土）午後2時

3月 　　　〃　工作教室『オリジナル小箱づくり』 【参加】50名 3月2日（土）午後3時

3月 エンパ 教育講演会『高田しのぶさん』 【参加】６0名 3月8日（金）午後7時30分

5月 オセロ大会

【申込み】28名(田三 17名・田一 6名・稲成 5名）

【参加】24名（田三17名・田一4名・稲成3名）

5月26日(土)午前9時15分

8月 土曜クラブ『もとまち保育所訪問』

【申込み】14名（一般3名＋家庭科部11名）

【参加】12名（一般3名＋家庭科部9名）

8月18日（土）午前9時15分集合

9月 月見だんご作り（田三小・西部公民館・児童館合同事業）

田三小学校2年生

【参加】34名

9月13日（木）午後1時40分

12月 親子バスツアー『ひらかたパーク』

【申込み】5組（13名）

【参加】5組（13名）

12月2日（日）午前6時45分

2月 熊野古道　道晋請ウォーク

【中学生】23名

【教員】3名

2月2日（土）8時30分

1月 教育講演会「たにぞうさん」

【もとまち保育所】26名

【むろ保育所】4名

【うえのやま学園】54名

【職員】20名

1月30日（水）午前10時
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令和元年度 天神児童館活動方針（案） 

 

 

 天神児童館は、田辺市教育行政基本方針に基づき、学校・家庭・地域社会と連携を図り、

地域における子どもの健全育成の場として、子どもの居場所作りに努めます。 

 各種活動や遊びを通して、健康を増進し情操を豊かにすることを目的として、以下４つの

活動を柱に事業を展開します。 

 

１１１１．．．．子子子子どもをどもをどもをどもを育成育成育成育成するするするする活動活動活動活動    

児童館行事や活動を通して、「あいさつ」などの基本的生活習慣の指導を行い、「遊び」

を通して、子どもを健全に育成する活動」を推進しています。主に、放課後や土曜日に行

事等を行います。 

 

２２２２．．．．子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭をををを支援支援支援支援するするするする活動活動活動活動    

子育ての中で、悩みや孤立感を感じる保護者が児童館へ来た際には、子育て支援センタ

ー・児童相談所・教育研究所・家庭児童相談室等の専門機関とも連携し、子育て家庭を支

援する活動を行います。 

  また、「フリースペースちびっ子」の名称で、就学前の乳幼児や保護者がお互い交流出

来るように、「火曜日から土曜日」までの終日、児童館を開放し、読み聞かせの会（おは

なし会）や遊具を用意しています。 

 

３３３３．．．．地域活動地域活動地域活動地域活動をををを推進推進推進推進するするするする活動活動活動活動    

学校や地域の各種団体と連携して、地域ぐるみで子どもを守り育てる活動を進めます。 

 特に平成２０年度から総合館である西部センターとは引き続き密に連携をし、児童から高

齢者までが世代を越えてふれあえる活動を進めます。 

 

 

４４４４．．．．人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業人権教育総合推進事業    

関係機関と連携し、校区全体を視野に入れながら、子どもの学力向上、基本的生活習慣

の確立、地域で子育てを支援する活動を進めます。 
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月 行事名行事名行事名行事名 備考備考備考備考

通年 南松原教育集会所開所 一般教養に関すること　地域の活動に関すること

通年 識字教室（月２回） 第２・第４金曜日　午後７時００～午後９：００まで

月月月月 行事名行事名行事名行事名 備考備考備考備考

通年 英語で遊ぼう 第２・第４土曜日　午後１時３０分～ 約４０分

通年 生け花教室 第１・第３土曜日　午前９時４５分～　約１時間

通年 おはなし会 第３金曜日　　　　午前１１時００分～　約３０分

5月 あそび広場 おやつ作り

5月 オセロ大会 午前９時１５分～　田三小・稲成小・田一小

6月 あそび広場 おやつ作り

6月 ミニバスケットクラブ 午前９時３０分～　児童館体育室

6月 親子リトミック 乳幼児とその保護者が対象のリズム遊び

７月 子育て教室（親子コンサート） エンパワーメント支援事業　

7月 体験学習（ちりめんモンスターを探そう）

7月 あそび広場 おやつ作り

7月 体験学習（出張減災教室）

7月 西部サマーキャンプ説明会

7月 ＤＶＤ上映会

8月 西部サマーキャンプ エンパワーメント共催　場所：潮岬青少年の家

8月 体験学習（白浜水族館バックヤード餌やり体験）

8月 土曜クラブ『もとまち保育所訪問』 エンパワーメント支援事業　中学生対象

8月 西部人権啓発学習会 天神児童館・西部センター共催事業

8月 教育講演会 エンパワーメント支援事業

9月 月見だんご作り 田三小・西部公民館・児童館合同事業

9月 あそび広場 おやつ作り

9月 ヨガ体験しませんか 小中学生の保護者対象

9月 体験学習（海上保安庁訪問）

10月 ヨガ体験しませんか 小中学生の保護者対象

10月 体験学習（秋津野ガルテン物作り体験）

10月 親子工作教室

10月 あそび広場 おやつ作り

10月 ミニバスケットクラブ 午前９時３０分～　児童館体育室

11月 土曜クラブ『牟婁保育所訪問』 エンパワーメント支援事業　中学生対象

11月 天神児童館まつり 11月２日（土）、３日（日）の２日間

12月 西部人権の集い

西部公民館・西部町内会連絡協議会・西部センター・児童館

田辺第三小学校・明洋中学校の共催事業

12月 外国の文化にふれよう

12月 親子バスツアー ラーメン記念館と吹田市ショッピングモール散策

12月 クリスマスパーティー おやつ作り　ビンゴゲームなど

12月 土曜クラブ『奉仕活動』熊野古道道普請ウォーク エンパワーメント支援事業　中学生対象　

1月 あそび広場 おやつ作り

1月 ミニバスケットクラブ 午前９時３０分～　児童館体育室

2月 参加型講演会 エンパワーメント支援事業

2月 外国の文化にふれよう

2月 土曜クラブ『うえのやま学園訪問』 エンパワーメント支援事業　中学生対象

2月 親子リトミック 乳幼児とその保護者が対象のリズム遊び

2月 あそび広場 おやつ作り

2月 親子料理教室 エンパワーメント支援事業

3月 あそび広場 おやつ作り

令和元年度　天神児童館　事業計画（案）

令和元年度　南松原教育集会所　事業計画（案）
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平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    天神児童館耐震改修工事天神児童館耐震改修工事天神児童館耐震改修工事天神児童館耐震改修工事のののの完了完了完了完了についてについてについてについて    

    

    

工事工事工事工事のののの内容内容内容内容（（（（概要概要概要概要））））    

 

①①①①耐震工事耐震工事耐震工事耐震工事    

  ・アウトフレーム    １か所 

・ＲＣ耐震壁補強    ５面（１階４面、３階１面） 

・ＲＣ耐震袖柱補強   ２か所（１階２か所） 

・ＲＣ耐震袖壁補強   １か所（１階） 

・耐震スリット     ２か所（１階２か所） 

 

②②②②改修工事改修工事改修工事改修工事    

・バリアフリー改修のポイント 

・１階 玄関アプローチのスロープを延長し、ゆるやかな傾斜に改修 

・〃  玄関敷居の段差をフラットに改修 

・〃  玄関ホール入口框の段差をなくしスロープに改修 

・〃  玄関ホールに２か所、手すりを新設 

・〃  トイレスロープの壁両側に手すりを新設 

・〃  和式トイレ（１か所）を洋式（ウォシュレット、手すり、ベビーチェア、ベ

ビーベッド付）に改修 

・〃  小便器２か所のうち１か所を自動洗浄式小便器に改修、もう１か所に手すり、

自動洗浄式小便器を新設 

※２階、３階トイレにも同程度の改修を施工済 

※１階～３階トイレ手洗いはすべて自動洗浄式に改修 

 

 

・その他内部改修工事（壁、床、天井、建具等の補修及び新設） 

 

・その他外部改修工事（屋根、壁面の補修及び防水、自転車小屋新設 

自転車小屋奥のブロック積み倉庫を撤去） 

   

  

③③③③総事業費総事業費総事業費総事業費      計 １５７，０９６，８００ 円    
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