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Ｄ 福祉施設 
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Ｄ－１ 市立保育園 

０ 川越市公共施設等総合管理計画におけるマネジメント方針16 

 

１ 施設の概要など 

⑴ 施設概要 

① 設置目的・経緯など 

市立保育園は、保育を必要とする児童を保育するため、児童福祉法第 39

条第１項に規定された保育所として川越市保育所設置及び管理条例で位置

付けられた施設です。 

子どもや子育てをめぐる環境が厳しい中、待機児童の解消や仕事と子育

てを両立できる環境整備などの課題に対処し、質の高い幼児教育や保育を

総合的に提供するため、子ども・子育て支援新制度が 2015年度から始まり

ました。 

本市では、「川越市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、保育サービ

スの量的拡大や質的向上、多様な保育サービスの推進を目標に掲げ、必要

な保育量に応じたサービスの提供に計画的に取り組んでいます。 

2018年４月１日現在、市立保育園と民間保育所等17を合わせて 76 園が設

置され、定員数は 4,825人です。 

 

② 利用状況など 

市立保育園は、2018年４月１日現在、20 園設置され、利用児童数は 1,683

人18です。市立保育園の利用児童数は、近年、定員数に近い数値でほぼ横ば

いに推移していますが、民間保育所等を含めた保育サービスの利用児童数

は年々増加しています。 

また、2017年度までの待機児童の解消を目指し、民間保育所等の新設な

                                                   
16 2018年３月に改訂された川越市子ども・子育て支援事業計画においては、2019 年度に

待機児童の解消を見込んでいる。 
17 民間保育所、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育事業、事業所内保育事業）

をいう。 
18 川鶴保育園の鶴ヶ島市分は含まない。 

⚫ 2017（平成 29）年度には、待機児童の解消を見込んでいることから 16、必

要な保育量の把握に努め、保育施設の最適化を図ります。 

また、最適化を図るうえで、複合化及び多機能化を視野に入れるととも

に、公立保育園（市立保育園）と民間保育所の役割を考慮した今後の在り

方の検討を行います。 
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どで定員数の増加を図ってきましたが、2018 年４月１日現在の待機児童数

は 73人であり、その解消には至っていません。 

なお、待機児童数の大半は１歳児と３歳児が占めています。 

市立保育園の定員数は、施設ごとに異なった定員数（60 名から 120 名）

で運営されています。 

 

【図表 101 保育サービスの定員数と待機児童数の推移】 

 

※市立保育園の定員数には、川鶴保育園の鶴ヶ島市分を含まない。 

   ※数値は、各年４月１日時点のもの 

 

③ 施設の整備状況 

2003年度以降は名細保育園の新築を最後に市立保育園の新設は行ってい

ませんでしたが、この間、耐震補強工事や改修工事等は実施しており、2019

年度は耐震性能が不足していた南古谷保育園の改築を行いました。旧耐震

基準建築物の園舎は８園あり、耐震診断結果をもとに必要な工事を行い、

全ての園舎で耐震性能を確保しています。 

なお、最も古い園舎である古谷保育園は唯一の木造園舎です。 
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⑵ 対象施設 

ここで対象とする施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 102 対象施設一覧（市立保育園）】 

№ 施設名 地区 
建築 

年度 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

(㎡) 
備考 

1 中央保育園 本庁 1988 750 1,438 全借地 

2 仙波町保育園 本庁 1986 733 1,613 内 113㎡借地 

3 小室保育園 本庁 1990 660 2,086 内 1,756 ㎡借地 

4 霞ケ関保育園 霞ケ関 1992 653 2,022 内 262㎡借地 

5 名細保育園 名細 2003 924 3,542 全借地 

6 大東保育園 大東 2001 869 2,640 内 278㎡借地 

7 古谷保育園 古谷 1968 277 1,133 内 197㎡借地 

8 脇田新町保育園 本庁 1998 867 2,086  

9 今成保育園 本庁 2000 866 2,443 全借地 

10 高階保育園 高階 1995 759 2,199  

11 新宿町保育園 本庁 1974 773 2,074 内 684㎡借地 

12 霞ケ関第二保育園 霞ケ関 1973 619 1,991 内 272㎡借地 

13 南古谷保育園 南古谷 － － 1,233 内 326㎡借地 

14 名細第二保育園 名細 1975 635 2,014  

15 高階第二保育園 高階 1976 761 2,141 内 690㎡借地 

16 神明町保育園 本庁 1977 751 1,834 全借地 

17 高階第三保育園 高階 1978 623 1,639 内 50㎡借地 

18 南古谷第二保育園 南古谷 1980 613 1,940 内 318㎡借地 

19 古谷第二保育園 古谷 1982 364 1,023 内 139㎡借地 

20 川鶴保育園 川鶴 1984 788 1,489 全借地 

※2019年度に南古谷保育園の園舎を改築し、2020年度から供用している。施設諸元の基

準の 2018年度末時点では園舎の改築を行っているため、建築年度、延床面積は記載し

ない。なお、新園舎の延床面積は 539㎡である。 
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【図表 103 配置図（市立保育園）】 

 

⑶ 市立保育園の課題 

① 保育サービスの在り方の検討 

就労形態の多様化や家庭環境の変化などに伴う、多様な保育ニーズへの

対応が求められており、通常保育のほか、延長保育や一時保育など保育サ

ービスの充実を図ることが必要です。 

こうしたことから、市立保育園や民間保育所等が担うべき役割を明らか

にするなど保育サービス全般の在り方の検討が必要です。 

 

② 就学前児童人口の減少への対応 

喫緊の課題である待機児童の解消に向け、民間保育所等の整備などで保

育サービスの量的拡大に取り組んでいます。一方で、将来的には更なる就

学前児童人口（０～５歳）の減少により、必要な保育量の減少が想定され

るため、将来の保育サービスの量的動向を見込んだ対応が必要です。 

 

③ 安全で快適な保育環境の整備 

建築後 40年以上経過した市立保育園は７園あり、施設及び設備の老朽化

が進んでいます。安全で快適な保育環境を提供するため、計画的な改修や

修繕が必要です。 



 

135 

 

第
３
章 

Ｄ 

 

④ 効率的な保育園運営の推進 

 市立保育園を取り巻く環境が厳しくなる中、限られた人的資源や財源を

有効活用するため、保育の質の更なる向上に取り組みつつ、民間が担うこ

とができるものは民間に委ね、民間活力を活用していくことが必要です。 

 

２ 市立保育園の整備更新の方針 

⑴ 今後の方向性 

喫緊の課題である待機児童の解消に対しては、民間保育所等の整備など、

引き続き民間活力の活用を図り、保育サービスの量的拡大を行います。 

一方で、将来的には更なる就学前児童人口の減少による必要な保育量の

減少が見込まれる中で、就労形態の多様化や家庭環境の変化などに伴う多

様な保育ニーズへの対応が求められています。 

そのため、保育サービスの在り方を検討することを前提としつつ、当面

の市立保育園の更新にあたっては、将来の保育サービスの量的動向を見据

えて対応することとします。 

具体的には、今後必要な保育量が減少し保育サービスの供給が過剰にな

った時は、まず市立保育園で、施設の集約化や廃止など、または定員の縮

小や他の保育サービスへの転換など運営形態の変更を行い、保育サービス

全体の需給バランスの調整を行うこととします。 

また、目標使用年数の経過など施設の老朽化に対しては、施設の集約化

や廃止、または民営化（ソフト化）などを検討し、効率的な保育園運営を目

指します。 

こうした取組により、多様な保育ニーズに対応した保育サービスの充実

を図り、子育てしやすい環境づくりを推進します。 

 

⑵ 規模・配置について 

施設規模については、定員数により保育室や園庭の規模が変わるため一

律に設定することはできませんが、必要な諸室やその面積などを定めた「川

越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」等が基準と

なります。 

また、配置については、「川越市子ども・子育て支援事業計画」で設定さ

れた提供区域19（４区域）を基本に、民間保育所等も含めた地域の保育サー

                                                   
19 川越市子ども・子育て支援事業計画において、地理的条件、人口、交通事情その他の

社会的条件、教育・保育施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域。 
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ビスの提供状況も勘案しながら検討します。 

 

【図表 104 川越市子ども・子育て支援事業計画における提供区域】 

区域 該当地域 保育園数（市立、民間） 
就学前 

児童人口 

Ａ 本庁、山田、芳野、古谷 34園（市立９園、民間 25園） 6,331人 

Ｂ 南古谷、高階 17園（市立５園、民間 12園） 4,000人 

Ｃ 福原、大東 10園（市立１園、民間９園） 2,678人 

Ｄ 霞ケ関、霞ケ関北、川鶴、名細 15園（市立５園、民間 10園） 4,179人 

※保育園数は、2018 年４月１日現在の数字。民間は民間保育所、認定こども園、地域型保

育事業（小規模保育事業、事業所内保育事業）の合計で、分園は本園に含む。 

※就学前児童人口は、2018 年１月１日川越市住民基本台帳より 
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３ 市立保育園の検討結果 

2025年度までに取組を進める施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 105 更新対象施設】 

対象施設 取組 

内容 

更新の機会を捉えた対策（集約化や複合化、廃止など）

も含めて検討することとし、対策の内容が明らかなとき

は、その内容を具体的に記載しています。 

古谷保育園 
更新の

検討 
更新の機会を捉えた対策も含めて検討します。 

南古谷保育園 改築 
施設を改築し、2020年度から供用を開始していま

す。 

 

【図表 106 改修対象施設】 

対象施設 取組 内容 

名細保育園 
20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

大東保育園 
20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

脇田新町保育園 
20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

今成保育園 
20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

古谷第二保育園 
40年目

改修 

40年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

川鶴保育園 
40年目

改修 

40年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 
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Ｄ－２ 学童保育室 

０ 川越市公共施設等総合管理計画におけるマネジメント方針 

 

１ 施設の概要など 

⑴ 施設概要 

① 設置目的・経緯など 

学童保育室は、児童福祉法及び川越市学童保育室条例で位置付けられた

施設で、親の就労等により、家庭が常時留守になっている児童の健全な育

成を図ることを目的としています。 

 

② 利用状況など 

2018 年４月現在の利用児童数は、2,708 人です。利用児童数は年々増加

しており、高学年の児童（４年生から６年生）の利用も増えています。 

 

【図表 107 学童保育室利用児童数の推移】 

 

※利用児童数は当初入室児童数 

⚫ 学校敷地内の別の建物で運営している学童保育室は、余裕教室が生じた

時点で校舎内へ移転し、学校施設との複合化を進めます。 

⚫ 他の自治体を参考に、学童保育室の充実を図りながら、利用者のニーズを

踏まえ、効率的で効果的な運営方法を検討します。 

（率） 
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③ 施設の整備状況 

公設公営で設置している学童保育室は 32 室です。 

すべての小学校の敷地内に学童保育室が設置されており、学校の余裕教

室の活用や敷地内の別棟で運営しています。 

校舎内に設置している学童保育室は 20室、校舎外に設置している学童保

育室は２室、校舎内及び校舎外に設置している学童保育室は 10室あります。 

なお、市内には、民間放課後児童クラブが１室あります。 

 

⑵ 対象施設 

ここで対象とする施設は、以下のとおりです。 

【図表 108 対象施設一覧（学童保育室）】 

№ 施設名 地区 
建築 

年度 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

(㎡) 
備考 

1 川越第一学童保育室 本庁     

2 川越学童保育室 本庁     

3 中央学童保育室 本庁     

4 仙波学童保育室 本庁 1994 278   

5 武蔵野学童保育室 大東     

6 新宿学童保育室 本庁 1999 75  賃借 

7 大塚学童保育室 大東     

8 泉学童保育室 本庁     

9 月越学童保育室 本庁 2006 127   

10 今成学童保育室 本庁     

11 芳野学童保育室 芳野 1994 121   

12 古谷学童保育室 古谷 2006 151   

13 南古谷学童保育室 南古谷 2006 119   

14 牛子学童保育室 南古谷     

15 高階学童保育室 高階 2006 166   

16 高階南学童保育室 高階     

17 高階北学童保育室 高階     

18 高階西学童保育室 高階 2013 116   

19 寺尾学童保育室 高階     

20 福原学童保育室 福原     

21 大東東学童保育室 大東 1996 125   

22 大東西学童保育室 大東 
2009 

2015 

132 

86 

 賃借 

賃借 
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23 霞ケ関学童保育室 霞ケ関 
1995 

2007 

114 

102 

  

24 霞ケ関南学童保育室 霞ケ関     

25 霞ケ関北学童保育室 霞ケ関北     

26 霞ケ関東学童保育室 霞ケ関北     

27 霞ケ関西学童保育室 霞ケ関     

28 川越西学童保育室 川鶴     

29 名細学童保育室 名細     

30 上戸学童保育室 名細     

31 広谷学童保育室 名細     

32 山田学童保育室 山田 2014 191   

※建築年度や延床面積等は、校舎外にある建物のみ記載 

 

【図表 109 配置図（学童保育室）】 
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⑶ 学童保育室の課題 

① 狭あい化や老朽化する施設への対応 

共働き世帯の増加や対象児童の拡大など、利用児童数は年々増加してお

り、一部の学童保育室では狭あい化しています。 

また、建築後 20 年以上の施設やトイレなど設備の老朽化が進んでいます。 

安全で安心な保育環境を提供するため、狭あい化や老朽化に計画的に対

応することが必要です。 

 

② 多様な学童保育ニーズへの対応 

就労形態の多様化や家庭環境の変化などに伴い、学童保育ニーズも多様

化しています。延長保育や一時保育など、利用者のニーズに応じた運営の

検討が必要です。 

また、多様な学童保育ニーズに対応できるよう、民間放課後児童クラブ

の活用など、放課後や長期休業期間等の子どもの居場所を充実させること

が必要です。 

 

２ 学童保育室の整備更新の方針 

⑴ 今後の方向性 

施設の狭あい化に対しては、原則、学校の余裕教室の活用や特別教室等

とのタイムシェアにより、学童保育スペースを確保します。 

また、小学校の更新に合わせ、校舎外で運営している学童保育室につい

ては、小学校校舎との複合化を進めます。 

なお、利用児童数の増加や多様な学童保育ニーズに対応するため、小学

校に設置されている学童保育室に加え、民間放課後児童クラブを活用し、

更なる放課後等の子どもの居場所の確保を図ります。 

 

⑵ 規模・配置について 

学童保育室は、すべての小学校に設置されています。 

また、「川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例」を基準とし、規模を検討する必要があります。 
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３ 学童保育室の検討結果 

2025年度までに取組を進める施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 110 更新対象施設】 

対象施設 取組 

内容 

更新の機会を捉えた対策（集約化や複合化、廃止など）

も含めて検討することとし、対策の内容が明らかなとき

は、その内容を具体的に記載しています。 

仙波学童保育室 複合化 小学校の更新に合わせて、複合化を検討します。 

古谷学童保育室 複合化 小学校の更新に合わせて、複合化を検討します。 

 

  



 

144 

 

第
３
章 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余白ページ 

  



 

145 

 

第
３
章 

Ｄ 

Ｄ－３ 児童福祉施設 

０ 川越市公共施設等総合管理計画におけるマネジメント方針 

 

１ 施設の概要など 

⑴ 施設概要（設置目的、利用状況、整備状況など） 

（児童館） 

児童館は児童福祉法（高階児童館を除く20）及び川越市児童館条例で位置

付けられ、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにす

ることを目的とした施設です。 

児童館は３館あり、利用者数の合計は、16万～17万人前後で推移してい

ます（図表 111）。 

児童センターこどもの城の利用者数は約５万人から約７万３千人で推移

していますが、プラネタリウムの利用者は、年々減少しています。また、当

施設の敷地の約９割が借地となっています。 

川越駅東口児童館は、川越駅東口図書館等との複合施設であるクラッセ

川越に設置していますが、近年の利用者数は、減少傾向にあります。 

高階児童館は、高階市民センターや高階図書館との複合施設に設置して

います。 

児童センターこどもの城は、新耐震基準建築物です。2011年度に屋上防

水や外壁改修工事等を、2014年度には空調設備改修工事を実施しています。

なお、市内で唯一プラネタリウムを設置しています。 

※川越駅東口児童館のあるクラッセ川越の概要については、「Ｂ－２図書館」に記載しています。 

（子育て支援センター） 

子育て支援センターは、児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業

や子ども・子育て支援法に規定する利用者支援事業を実施しています。 

2018年度の地域子育て支援拠点事業の利用者数21は 22,967人です。 

                                                   
20 児童センターこどもの城及び川越駅東口児童館は児童福祉法に規定する児童厚生施設に

該当するが、高階児童館は該当しない。 
21 子育て支援センター内で実施した地域子育て支援拠点事業のみ。 

⚫ 児童センターこどもの城及び児童館は、社会情勢の変化や市民ニーズに

対応したサービスや機能を検討するとともに、施設効用の向上を図りま

す。 

⚫ 建物の更新に合わせて、学校など他の公共施設との多機能化を含め、規模

や配置の最適化を図ります。 
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なお、本市で実施している地域子育て支援拠点事業は、公営では子育て

支援センターに加え、市立保育園や一部の市民センターなどで、民営では

民間保育所などで実施されています。 

なお、子育て支援センターは、文化芸術振興・市民活動拠点施設（ウェス

タ川越）に設置しています。 

※子育て支援センターのあるウェスタ川越の概要については、「Ｃ－１ホール施設」に記載してい

ます。 

【図表 111 児童館３館の利用者数の推移】 

 

⑵ 対象施設 

ここで対象とする施設は、以下のとおりです。 

【図表 112 対象施設一覧（児童福祉施設）】 

№ 施設名 地区 
建築 

年度 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

(㎡) 
備考 

1 児童センターこどもの城 本庁 1982 1,148 3,567 内 3,195 ㎡借地 

2 川越駅東口児童館 本庁 2001 － － クラッセ川越内 

3 高階児童館 高階 2007 － － 
高階市民センター

等との複合 

4 子育て支援センター 本庁 2014 － － ウェスタ川越内 

※川越駅東口児童館の延床・敷地面積は、川越駅東口図書館に含めて記載 

※高階児童館の延床・敷地面積は、高階市民センターに含めて記載 

※子育て支援センターの延床・敷地面積は、文化芸術振興施設(ウェスタ川越大ホール)に

含めて記載 
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【図表 113 配置図（児童福祉施設）】 

 

⑶ 児童福祉施設の課題 

① 子育てしやすい環境づくりと居場所づくりへの対応 

少子化や子育て家庭の核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや

子育てをめぐる環境が大きく変化しています。そのような中、家庭や地域

における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大などに

対応するため、児童館をはじめとした児童福祉施設が果たす役割は大変重

要です。 

今後、児童館等が持つ機能について、どのような手法でサービスを提供

していくのか検討が必要です。 

 

② 計画的な施設改修（児童センターこどもの城） 

児童センターこどもの城は、建築後 37年経過し、近年、屋上防水や外壁

改修工事等を実施したものの、エレベーターや受水槽などの設備について

も、今後、改修が必要です。 

また、プラネタリウムの設備更新については、これまでの利用状況や今

後の活用方策、費用対効果など必要性を踏まえた判断が必要です。 
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③ 効率的で効果的な運営手法の検討（児童館） 

児童センターこどもの城をはじめとする児童館は、開設以来、公営で運

営されています。 

2017年３月に策定された民間委託等推進計画において、指定管理者制度

の導入について検討することとされており、サービスの向上や効率的な運

営手法の検討が必要です。 

 

２ 児童福祉施設の整備更新の方針 

⑴ 今後の方向性 

「子どもが健やかに成長でき、子育ての楽しさを感じられるまち」づく

りに資するため、児童館等のサービス提供手法について検討を進めます。 

児童館の３館及び子育て支援センターは、すべて新耐震基準建築物であ

り、計画的に保全を行い、長寿命化を図ります。 

また、児童センターこどもの城は、民間委託等推進計画に基づき、指定管

理者制度の導入を検討し、施設効用の向上を図ります。 

なお、児童センターこどもの城は、プラネタリウムの必要性について検

討します。 

 

⑵ 規模・配置について 

児童館については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」や「児

童館の設置運営要綱」を基準とし規模を検討する必要があります。 

児童館ガイドライン（2018年厚生労働省）によれば、児童館の特性とし

て、「拠点性、多機能性、地域性」を挙げており、今後、子どもの居場所づ

くりを検討する際には、この視点を踏まえ、サービスの提供に係る検討が

必要です。 
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３ 児童福祉施設の検討結果 

2025年度までに取組を進める施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 114 改修対象施設】 

対象施設 取組 内容 

児童センターこどもの城 
40年目

改修 

40年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います（プラネタリ

ウムを除く）。 

川越駅東口児童館 

（クラッセ川越内） 

20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 
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Ｄ－４ 障害者等福祉施設 

０ 川越市公共施設等総合管理計画におけるマネジメント方針 

 

※あけぼの児童園及びひかり児童園は、児童発達支援センターとして移転・新築し、

2019年度にオープンしました。 

１ 施設の概要など 

⑴ 施設概要（設置目的、利用状況、整備状況など） 

（総合福祉センター（オアシス）） 

総合福祉センター（オアシス）は、老人福祉法並びに身体障害者福祉法及

び総合福祉センター条例で位置付けられた施設で、高齢者や障害者の自立

の促進や健康増進を図ることを目的とし、老人福祉センターと身体障害者

福祉センターの機能を併せ持つ施設です。 

2018年度の利用者数は、116,589人です（図表 115）。 

総合福祉センターは、1994年度に建築され、室内温水プールと体育室を

併設しています。なお、当施設は、指定管理者である社会福祉法人川越市

社会福祉協議会が運営しています。 

 

（みよしの支援センター、職業センター） 

みよしの支援センターと職業センターは、障害者総合支援法及びみよし

の支援センター条例、職業センター条例で位置付けられた施設で、雇用契

約が困難な障害者に対し就労や生産活動の場を提供する就労継続支援Ｂ型

事業所です。加えて、職業センターは、生活保護法に基づく授産施設の機

⚫ 総合福祉センター（オアシス）は、計画的に維持・管理を行い、予防保全

を図るとともに、類似機能を有する他の施設の機能を精査のうえ、共用化

や多機能化を進め、総量を適正な規模とします。 

⚫ みよしの支援センター及び職業センターは、学校など他の公共施設との

多機能化を図ります。なお、民間でも提供しているサービスであるため、

民間活力の活用を検討します。 

⚫ 障害者就労支援センターは、類似機能を有する施設との複合化や相談支

援事業などと多機能化したサービスの提供を進めるとともに、民間委託

について検討します。  

⚫ あけぼの児童園及びひかり児童園は、2015（平成 27）年に策定した『川

越市あけぼの・ひかり児童園施設整備基本計画』に基づいて整備を進めま

す。 
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能も併せ持っています。 

2018年度における一月あたりの平均利用者数は、みよしの支援センター

は 38.1 人（定員 45 人）、職業センターは 41.8 人（就労継続支援Ｂ型事業

所定員 30 人、授産施設定員 50 人）であり、ともに定員を満たしておりま

せん。 

みよしの支援センターは、旧耐震基準建築物ですが、耐震性能を有して

います。 

職業センターは、新耐震基準建築物であり、建築後 38年経過しています

が、これまで大規模な改修を行っていません。 

 

（障害者基幹相談支援センター、障害者就労支援センター） 

障害者の相談支援を行う障害者基幹相談支援センターと障害者就労支援

センターは、障害者総合支援法や障害者就労支援事業実施要綱に基づき就

労支援を実施する機関として設置された施設です。障害者基幹相談支援セ

ンターは、2018年度からサービス提供を開始しました。 

障害者基幹相談支援センターが設置されている福祉サポート連雀町及び

障害者就労支援センターは旧耐震基準建築物であり、ともに耐震性能が確

保されていません。 

 

（児童発達支援センター） 

児童発達支援センターは、児童福祉法及び児童発達支援センター条例で

位置付けられた施設で、障害児に対し日常生活における基本的な動作の指

導や集団への適応訓練などを提供しています。2018年度に旧あけぼの・ひ

かり児童園を移転・新築し、2019年度から現在の施設でのサービスの提供

を開始しました。 

【図表 115 総合福祉センターの利用者数の推移】 
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⑵ 対象施設 

ここで対象とする施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 116 対象施設一覧（障害者等福祉施設）】 

№ 施設名 地区 
建築 

年度 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

(㎡) 
備考 

1 総合福祉センター（オアシス） 本庁 1994 6,523 9,371 内 9,294 ㎡借地 

2 みよしの支援センター 本庁 1975 948 －  

3 職業センター 霞ケ関 1981 1,580 2,645  

4 障害者基幹相談支援センター 本庁 1980 － － 
福祉サポート連雀

町内 

5 障害者就労支援センター 本庁 1979 170 1,238  

6 児童発達支援センター 大東 2018 2,367 4,654  

※みよしの支援センターの敷地面積は、教育センター第二分室に含めて記載 

※障害者基幹相談支援センターの延床・敷地面積は、福祉サポート連雀町に含めて記載 

 

【図表 117 配置図（障害者等福祉施設）】 
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⑶ 障害者等福祉施設の課題 

（総合福祉センター（オアシス）） 

① 計画的な施設・設備改修 

総合福祉センター（オアシス）は、建築後 25年が経過し、施設や設備の

不具合が生じています。施設の規模が大きいこと、室内温水プールを有し

ていることなどを考慮した対応が必要です。 

 

（みよしの支援センター、職業センター） 

① 老朽化が進む施設・設備への対応 

みよしの支援センターは建築後 44 年、職業センターは建築後 38 年が経

過し、施設や設備の老朽化が進んでいます。 

障害者等の就労や生産活動の場であり、安全に配慮した環境整備が必要

です。 

 

② 公設公営による施設サービスの在り方の検討 

みよしの支援センターや職業センターが提供している就労継続支援をは

じめとした障害福祉サービスは、民間事業者によるサービス提供が普及し

ています。 

市内の障害福祉サービスの充足状況を考慮した上で、公設公営による障

害福祉サービスの必要性など、施設の在り方の検討が必要です。 

なお、職業センターについては、生活保護法に基づく授産施設を併設し

ていることを踏まえ、在り方の検討が必要です。 

 

２ 障害者等福祉施設の整備更新の方針 

⑴ 今後の方向性 

（総合福祉センター（オアシス）） 

地域福祉の拠点を担っている総合福祉センター（オアシス）は、室内温水

プールや体育室に多くの利用者があることに留意しつつ、計画的に保全を

行い、長寿命化を図ります。 

 

（みよしの支援センター、職業センター） 

みよしの支援センターは、旧耐震基準建築物であり、目標使用年数を見

据えた改修を行います。また、更新にあたっては、職業センターとの集約

化や民間活力の活用を検討します。 

職業センターは、現在のサービス内容や運営方法など、施設サービスの
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在り方を検討することを前提に、40年目の改修の必要性を判断します。 

 

（障害者基幹相談支援センター、障害者就労支援センター） 

障害者基幹相談支援センターと障害者就労支援センターは、川越市民サ

ービスステーション22に移転します。 

 

（児童発達支援センター） 

児童発達支援センターは 2018年度に建築した新しい施設のため、計画的

に保全を行い、長期にわたる施設利用を図ります。 

 

⑵ 規模・配置について 

（みよしの支援センター、職業センター） 

就労継続支援Ｂ型事業所及び授産施設は、必要な諸室等を定めた条例や

規則を基準とし、規模を検討します。 

  

                                                   
22 川越市民サービスステーションは、川越駅西口市有地利活用事業の行政フロアの名称 
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３ 障害者等福祉施設の検討結果 

2025年度までに取組を進める施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 118 更新対象施設】 

対象施設 取組 

内容 

更新の機会を捉えた対策（集約化や複合化、廃止など）

も含めて検討することとし、対策の内容が明らかなとき

は、その内容を具体的に記載しています。 

障害者基幹相談支援センター 複合化 
2020 年度に川越市民サービスステーションに移

転します。 

障害者就労支援センター 複合化 
2020 年度に川越市民サービスステーションに移

転します。 

児童発達支援センター 新築 
施設を新築し、2019 年度から供用を開始してい

ます。 

※障害者基幹相談支援センター及び障害者就労支援センターは、2020 年６月に川越市民サ

ービスステーションに移転 

 

【図表 119 改修対象施設】 

対象施設 取組 内容 

総合福祉センター(オアシス) 
20年目

改修 

20 年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結

果等を踏まえ、必要な改修を行います。 

職業センター 
40年目

改修 

施設の在り方を検討した上で、40 年目改修の必

要性を検討します。 

 

  



 

157 

 

第
３
章 

Ｄ 

Ｄ－５ 高齢者福祉施設 

０ 川越市公共施設等総合管理計画におけるマネジメント方針 

 

１ 施設の概要など 

⑴ 施設概要（設置目的、利用状況、整備状況など） 

（やまぶき荘） 

やまぶき荘は、老人福祉法及び川越市養護老人ホーム条例で位置付けら

れた養護老人ホームで、環境上及び経済的な理由により在宅生活が困難な

人を対象としています。 

2018 年度末時点では、100 人の定員のところ、利用者数は 71 人でした。 

やまぶき荘は、新耐震基準建築物です。居室は全て相部屋で、建物は２階

建てですが、エレベーターは設置されていません。 

なお、当施設は、指定管理者である社会福祉法人加寿美福祉会が運営し

ています。 

 

（やまぶき荘等汚水処理施設） 

やまぶき荘等汚水処理施設は、やまぶき荘及び西後楽会館並びにその周

辺の汚水処理施設として、旧西清掃センターの敷地内に設置した施設です。 

 

 

⚫ やまぶき荘は、他の自治体を参考にしながら、民間への移管を検討しま

す。 

⚫ やまぶき荘等汚水処理施設は、利用状況を考慮し、施設の維持管理方法も

含め、運営方法を検討します。 

⚫ 霞ケ関東老人デイサービスセンターは、市内の通所介護事業所が比較的

充足する状況にあることから、今後は、介護予防・日常生活支援総合事業

としてサービス量の確保が必要となる通所型サービスの実施を含め、施

設及び提供サービスの在り方について検討します。 

⚫ 老人憩いの家は、利用者の状況などを考慮し、施設の在り方を検討しま

す。 

また、市の補助金を受けて自治会が整備した老人憩いの家の活用促進を

図ります。 

⚫ 後楽会館は、利用状況や運営コスト、民間で提供しているサービスの状況

などを考慮し、施設の在り方を検討します。 
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（霞ケ関東老人デイサービスセンター） 

霞ケ関東老人デイサービスセンターは、老人福祉法及び川越市老人デイ

サービスセンター条例で位置付けられた施設で、介護保険法等に基づくデ

イサービスを提供しているほか、市独自の事業として生きがい活動支援通

所事業が行われています。 

2018年度は、１日当たりの利用者数は約 13.0人でした。 

霞ケ関東小学校の余裕教室を転用し、介護保険制度が開始される 2000年

度より前の 1996 年度に開設されました。なお、本市には、民間事業者が介

護保険サービスとしてのデイサービスを提供している事業所が、97 か所設

置されています。 

当施設は、指定管理者である社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉が運

営しています。 

（老人憩いの家、西後楽会館） 

老人憩いの家及び西後楽会館は、高齢者の健康増進や教養の向上、レク

リエーションの場を提供する施設です。小ケ谷老人憩いの家、高階北老人

憩いの家、川越駅東口老人憩いの家は、川越市老人憩いの家条例で位置付

けられた施設で、西後楽会館は、老人福祉法及び川越市老人福祉センター

設置及び管理条例で位置付けられた老人福祉センターです。老人福祉セン

ターとして運営していた東後楽会館は、2018 年度末で閉館しました。 

なお、総合福祉センターも老人福祉センターの機能を有していますが、

障害者等福祉施設で記述しています。 

2018年度の老人憩いの家の利用者数は、小ケ谷老人憩いの家は 7,094 人、

高階北老人憩いの家は 4,004 人、川越駅東口老人憩いの家は 2,718 人でし

た。西後楽会館の 2017年度の利用者数は 49,307人でした23。 

高階北老人憩いの家は高階北小学校と、川越駅東口老人憩いの家は川越

駅東口図書館などとの複合施設です。 

本市にはこのほかに、自治会が整備した老人憩いの家が 54 か所24設置さ

れています。 

西後楽会館は、旧耐震基準建築物です。2018年度には、後楽会館機能の

集約化にあわせ、西後楽会館の耐震補強工事と大規模改修工事を実施し、

東後楽会館は閉館しました。なお、小ケ谷老人憩いの家は、新耐震基準建

築物です。 

なお、各老人憩いの家は公益社団法人川越市シルバー人材センターが、

西後楽会館は社会福祉法人川越市社会福祉協議会が、指定管理者として運

営しています。 

※川越駅東口老人憩いの家のあるクラッセ川越の概要については、「Ｂ－２図書館」に記載しています。 

                                                   
23 西後楽会館は、2018年度は改修工事のため休館としている。 
24 自治会の解散に伴い、2019年度から 53か所となっている。 
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⑵ 対象施設 

ここで対象とする施設は、以下のとおりです。 

【図表 120 対象施設一覧（高齢者福祉施設）】 

№ 施設名 地区 
建築 

年度 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

(㎡) 
備考 

1 養護老人ホームやまぶき荘 霞ケ関 1983 3,064 7,489 内 3,065 ㎡借地 

1a やまぶき荘等汚水処理施設 霞ケ関 1982 195 1,003  

2 
霞ケ関東老人デイサービス 

センター 
霞ケ関北 1983 135 － 

霞ケ関東小学校と

の複合 

3 小ケ谷老人憩いの家 本庁 1995 496 757  

4 高階北老人憩いの家 高階 1978 － － 
高階北小学校との

複合 

5 川越駅東口老人憩いの家 本庁 2001 － － クラッセ川越内 

6 東後楽会館 芳野 1970 1,018 1,414 2019年 3月に閉館 

7 西後楽会館 霞ケ関 1979 1,665 9,644 内 6,878 ㎡借地 

※霞ケ関東老人デイサービスセンターの敷地面積は、霞ケ関東小学校に含めて記載 

※高階北老人憩いの家の延床・敷地面積は、高階北小学校に含めて記載 

※川越駅東口老人憩いの家の延床・敷地面積は、川越駅東口図書館に含めて記載 

【図表 121 配置図（高齢者福祉施設）】 
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⑶ 高齢者福祉施設の課題 

（やまぶき荘） 

① 養護老人ホームの在り方の検討 

経年劣化する施設や設備の対応とともに、居室の個室化やエレベーター

の整備など、入所者に適した環境整備も求められています。 

また、やまぶき荘は定員割れが続いている現状ですが、高齢者の住まい

は、特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設や近年ではサービス

付き高齢者向け住宅の普及などにより多様化しています。 

こうしたことから、養護老人ホームの役割をはじめ、現在の公設民営の

運営方法や定員数など、在り方の検討が必要です。 

 

（霞ケ関東老人デイサービスセンター） 

① 公設による介護保険サービスの必要性の検討 

介護保険制度の開始前からデイサービスを提供していますが、民間事業

者による介護保険サービスが普及した今、改めて公設による介護保険サー

ビスの必要性を検討する時期となっています。 

介護保険サービスに加えて、地域住民やボランティアなど多様な主体に

よる高齢者の日常生活を支援するサービスのニーズへの対応も求められて

います。 

 

（老人憩いの家、西後楽会館） 

① 高齢者のニーズに応じた集える場づくりへの対応 

老人憩いの家は、健康増進やレクリエーションなどの場として利用され

ていますが、利用者数は年々減少傾向にあります。 

また、自治会が整備した老人憩いの家の活用も含め、高齢者のニーズに

応じたつどいの場づくりへの対応について検討が必要です。 

西後楽会館は、耐震補強工事と同時に、東後楽会館を廃止し、後楽会館機

能の集約化を図るための改修工事を実施しました。今後は、老朽化してい

る設備等への対応が必要です。 

 

２ 高齢者福祉施設の整備更新の方針 

⑴ 今後の方向性 

（やまぶき荘、やまぶき荘等汚水処理施設） 

やまぶき荘は、建築後 36 年を経過しているため、今後 40 年目改修や個

室化等の環境整備の必要性を検討します。その前提として、民間移管など
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やまぶき荘の運営方法も含め、養護老人ホームの在り方を検討します。 

また、やまぶき荘等汚水処理施設は、公共下水道が整備された場合は、廃

止します。 

 

（霞ケ関東老人デイサービスセンター） 

霞ケ関東老人デイサービスセンターは、民間事業者による介護保険サー

ビスの普及状況等を踏まえ、公共サービスが担う必要性について検討しま

す。 

 

（老人憩いの家、西後楽会館） 

小ケ谷老人憩いの家は、適切に保全を行います。 

西後楽会館は、耐震補強工事と同時に、東後楽会館の機能の集約のため

の改修工事を実施しました。今後は、目標使用年数を見据えた保全を行い

ます。 

また、老人憩いの家や西後楽会館は、介護予防や健康・生きがいづくりに

貢献できる事業への活用など、施設効用の向上を図ります。 

 

⑵ 規模・配置について 

（やまぶき荘） 

養護老人ホームは、「川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

を定める条例」等に基準があり、やまぶき荘は規模の基準を満たしていま

す。 
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３ 高齢者福祉施設の検討結果 

2025年度までに取組を進める施設は、以下のとおりです。 

 

【図表 122 更新対象施設】 

対象施設 取組 

内容 

更新の機会を捉えた対策（集約化や複合化、廃止など）

も含めて検討することとし、対策の内容が明らかなとき

は、その内容を具体的に記載しています。 

やまぶき荘等汚水処理施設 廃止 公共下水道が整備された後、廃止します。 

東後楽会館 集約化 
西後楽会館に機能を集約し、2018年度末に閉館し

ました。 

 

【図表 123 改修対象施設】 

対象施設 取組 内容 

やまぶき荘 
40年目

改修 

施設の在り方を検討した上で、40年目改修の必要

性を検討します。 

川越駅東口老人憩いの家 

（クラッセ川越内） 

20年目

改修 

20年目改修の時期にあたり、工事履歴や点検結果

等を踏まえ、必要な改修を行います。 

西後楽会館 
40年目

改修 

耐震補強工事とあわせ、後楽会館機能の集約化を

図るための改修を行い、2019年度に供用を再開し

ました。 

 

 

 


