
川崎市こども文化センター運営要綱 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、川崎市こども文化センター条例（昭和３５年川崎市条例

第３３号。以下「条例」という。）及び川崎市こども文化センター条例施行

規則（昭和３５年川崎市規則第５３号。以下「規則」という。）に基づき、

こども文化センターの運営について必要な事項を定めるものとする。 

（基本理念） 

第２条 こども文化センターは、健全な遊びと、適切な指導を通じて児童の健

康の増進と豊かな情操のかん養を図り、もって社会性に富む児童の育成に努

めなければならない。 

２ こども文化センターは、常に児童に係る安全の確保に留意するとともに児

童の主体性が尊重されるような環境作りに努めなければならない。 

３ こども文化センターは、地域に係る児童の健全育成の拠点として機能する

ため、地域組織及び関係機関との連携を図らなければならない。 

（事業活動） 

第３条 こども文化センターは、前条の基本理念を具現するため創意と工夫を

旨として、条例第３条第１号の児童の遊びの指導に関すること、第２号の施

設及び設備を利用に供すること並びに第３号の児童の健全な育成を行う地域

組織の育成及び活動の支援に関することとして概ね、別表１の１から６に掲

げる事業活動を行う。 

２ 条例第３条第４号の市長が必要と認める事業として、別表１の７に掲げる

事業活動を行う。 

３ 各こども文化センターの所掌するわくわくプラザは、別表２のとおりとす

る。 

（事業計画の策定） 



第４条 こども文化センターは、事業活動の円滑かつ効率的な運営を図るため、

年度を単位とする事業計画書を策定しなければならない。 

（業務日誌の作成） 

第５条 こども文化センターは、日常の業務内容を明確にするため、業務日誌

を作成しなければならない。 

（運営協議会） 

第６条 こども文化センターは、児童の健全育成及び市民活動を促進し、地域

の協力を得た運営を図るため、運営協議会を各こども文化センターに設置す

るものとする。 

（利用者の遵守事項） 

第７条 こども文化センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、条

例、規則及びこの要綱で定める事項を遵守しなければならない。 

２ 利用者は、その都度入館状況調査表に必要事項を記載しなければならない。 

３ 利用者が乳児又は幼児である場合は、当該者の保護者又はこれに相当する

者の監護のもとに利用しなければならない。 

（許可の申請） 

第８条 規則第７条に規定する許可の申請は、利用しようとする日の３０日前

から７日前までに行わなければならない。 

２ 同一の組織又は機関に対する利用許可は、月を単位として原則２回までと

する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が定め

る。 

附 則 

１ この要綱は昭和６１年４月１日から施行する。 



２ 川崎市こども文化センター運営要綱（昭和５８年川民青第３５０号）は廃

止とする。 

附 則 

この要綱は平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和２年８月１日から施行する。 

 



別 表 １（第３条第１項及び第２項関係） 

１ 館内活動 (1) 個人的活動に関するもの (2) 集団的活動に関するもの 

ア 施設、設備、遊具の提供 

イ 図書の閲覧又は貸し出し 

ウ 遊びの指導、援助 

ア 仲間作りの促進 

イ 同一目的集団活動の推進 

ウ クラブ活動、サークル活動

の指導、援助 

２ 館外活動 
(1) レクリエーション活動の実施 

(2) 移動こども文化センターの実施 

３ 地域組織活動 
(1) 地域組織を育成、援助 

(2) 市民活動支援の推進 

４ 研修活動 
(1) こども文化センターが主催する集団的、個別的研修の実施 

(2) 地域組織や関係機関が実施する研修活動の援助 

５ 派遣活動 
地域組織活動及び研修活動に関し、必要な指導を行うための職 

員派遣 

６ 広報活動 広報活動 児童健全育成の普及・啓発 

７ 小学校施設を活

用した育成活動 
わくわくプラザ事業の実施 

 

別 表 ２（第３条第３項関係） 

 
こども文化センター名 わくわくプラザ名 

1 旭町こども文化センター 旭町小学校わくわくプラザ・宮前小学校わくわくプラザ 

2 日進町こども文化センター 川崎小学校わくわくプラザ・京町小学校わくわくプラザ 

3 渡田こども文化センター 田島小学校わくわくプラザ・向小学校わくわくプラザ 

4 大師こども文化センター 大師小学校わくわくプラザ・四谷小学校わくわくプラザ 

5 藤崎こども文化センター 
藤崎小学校わくわくプラザ・川中島小学校わくわくプラ

ザ 

6 殿町こども文化センター 
殿町小学校わくわくプラザ・東門前小学校わくわくプラ

ザ 

7 田島こども文化センター 渡田小学校わくわくプラザ 

8 浅田こども文化センター 浅田小学校わくわくプラザ・小田小学校わくわくプラザ 

9 小田こども文化センター 
新町小学校わくわくプラザ・東小田小学校わくわくプラ

ザ 

10 桜本こども文化センター 
さくら小学校わくわくプラザ・大島小学校わくわくプラ

ザ・東大島小学校わくわくプラザ 

11 南河原こども文化センター 
南河原小学校わくわくプラザ・幸町小学校わくわくプラ

ザ 

12 小倉こども文化センター 
小倉小学校わくわくプラザ・東小倉小学校わくわくプラ

ザ 

13 幸こども文化センター 
戸手小学校わくわくプラザ・御幸小学校わくわくプラザ

・西御幸小学校わくわくプラザ 

14 南加瀬こども文化センター 
南加瀬小学校わくわくプラザ・夢見ヶ崎小学校わくわく

プラザ 

15 下平間こども文化センター 
下平間小学校わくわくプラザ・古市場小学校わくわくプ

ラザ・古川小学校わくわくプラザ 



16 北加瀬こども文化センター 日吉小学校わくわくプラザ 

17 玉川こども文化センター 
玉川小学校わくわくプラザ・下沼部小学校わくわくプラ

ザ 

18 住吉こども文化センター 
住吉小学校わくわくプラザ・東住吉小学校わくわくプラ

ザ 

19 新城こども文化センター 新城小学校わくわくプラザ 

20 平間こども文化センター 
平間小学校わくわくプラザ・下河原小学校わくわくプラ

ザ 

21 大戸こども文化センター 
大戸小学校わくわくプラザ・大谷戸小学校わくわくプラ

ザ 

22 小杉こども文化センター 今井小学校わくわくプラザ・小杉小学校わくわくプラザ 

23 新丸子こども文化センター 
上丸子小学校わくわくプラザ・西丸子小学校わくわくプ

ラザ 

24 西加瀬こども文化センター 苅宿小学校わくわくプラザ・木月小学校わくわくプラザ 

25 井田こども文化センター 
井田小学校わくわくプラザ・下小田中小学校わくわくプ

ラザ 

26 宮内こども文化センター 宮内小学校わくわくプラザ・中原小学校わくわくプラザ 

27 末長こども文化センター 
末長小学校わくわくプラザ・新作小学校わくわくプラザ

・橘小学校わくわくプラザ 

28 上作延こども文化センター 
上作延小学校わくわくプラザ・南原小学校わくわくプラ

ザ 

29 高津こども文化センター 
高津小学校わくわくプラザ・下作延小学校わくわくプラ

ザ・久地小学校わくわくプラザ 

30 子母口こども文化センター 
久末小学校わくわくプラザ・子母口小学校わくわくプラ

ザ 

31 二子こども文化センター 坂戸小学校わくわくプラザ・久本小学校わくわくプラザ 

32 梶ヶ谷こども文化センター 
梶ヶ谷小学校わくわくプラザ・西梶ヶ谷小学校わくわく

プラザ 

33 東高津こども文化センター 東高津小学校わくわくプラザ 

34 宮崎こども文化センター 
宮崎小学校わくわくプラザ・宮崎台小学校わくわくプラ

ザ 

35 有馬こども文化センター 
西有馬小学校わくわくプラザ・有馬小学校わくわくプラ

ザ・鷺沼小学校わくわくプラザ 

36 野川こども文化センター 
西野川小学校わくわくプラザ・野川小学校わくわくプラ

ザ・南野川小学校わくわくプラザ 

37 宮前平こども文化センター 
富士見台小学校わくわくプラザ・宮前平小学校わくわく

プラザ・土橋小学校わくわくプラザ 

38 平こども文化センター 向丘小学校わくわくプラザ 

39 白幡台こども文化センター 白幡台小学校わくわくプラザ・平小学校わくわくプラザ 

40 蔵敷こども文化センター 菅生小学校わくわくプラザ・犬蔵小学校わくわくプラザ 

41 菅生こども文化センター 稗原小学校わくわくプラザ 

42 錦ヶ丘こども文化センター 
生田小学校わくわくプラザ・南生田小学校わくわくプラ

ザ 

43 菅こども文化センター 菅小学校わくわくプラザ・東菅小学校わくわくプラザ 

44 枡形こども文化センター 東生田小学校わくわくプラザ 

45 長尾こども文化センター 稲田小学校わくわくプラザ・長尾小学校わくわくプラザ 

46 中野島こども文化センター 中野島小学校わくわくプラザ・下布田小学校わくわくプ



ラザ 

47 三田こども文化センター 三田小学校わくわくプラザ 

48 南菅こども文化センター 南菅小学校わくわくプラザ・西菅小学校わくわくプラザ 

49 王禅寺こども文化センター 
王禅寺中央小学校わくわくプラザ・東柿生小学校わくわ

くプラザ 

50 百合丘こども文化センター 
百合丘小学校わくわくプラザ・西生田小学校わくわくプ

ラザ 

51 片平こども文化センター 
片平小学校わくわくプラザ・栗木台小学校わくわくプラ

ザ・はるひ野小学校わくわくプラザ 

52 
東百合丘こども文化センタ

ー 

長沢小学校わくわくプラザ・南百合丘小学校わくわくプ

ラザ 

53 白山こども文化センター 真福寺小学校わくわくプラザ 

54 
千代ケ丘こども文化センタ

ー 

金程小学校わくわくプラザ・千代ケ丘小学校わくわくプ

ラザ 

55 虹ケ丘こども文化センター 虹ケ丘小学校わくわくプラザ 

56 麻生こども文化センター 麻生小学校わくわくプラザ 

57 柿生こども文化センター 柿生小学校わくわくプラザ 

58 岡上こども文化センター 岡上小学校わくわくプラザ 

 


