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公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団
～ 未来を担う子どもたちを地域とともに ～

児童館職員
募集案内



荒井 晶さん

児童クラブの対応を中心に、乳幼児向けの行事のサポートを担当しています。「前職は中学校の理科の教師でした。定年退職を機
に教職経験や子育ての経験を生かすには、児童館は最適ではないかと考え、仲間入りをしました」と笑顔で話します。先日、「夏至」
について子どもたちに説明したところ、新しい話題に興味をもち、瞳を輝かせて真剣に耳を傾けてくれたそうです。「毎日、少しず
つでも成長する子どもたちと接することで、こちらもエネルギーをもらえる素晴らしい職場」と荒井さん。児童館の役割を忘れず、
他の職員の皆さんと情報を共有しながら、誠実に仕事に取り組んでいます。

武田 緑さん

「体育館に勤務していた時期に、子どもたちの行事に関わったことで、児童館の仕事に興味をもちました」と、この仕事に就いた
きっかけについて話す武田さん。結婚を機に、０歳（親子）から18歳未満まで集うことができる児童館の利用者の方々と一緒に、
子育てをしたいと考えるようになったそうです。「子どもたちには“うまくできる”は、余り必要ないんです。できないことにもチャ
レンジしたいと思えるアプローチと、やってみたいと感じられる気持ちを大切にしています。経験豊富な職員と仕事ができるの
で、自分の勉強にもなっています」。多くの「気づき」があるこの仕事に、充実感を覚える武田さんです。

佐藤 壮一郎さん

複数の教員免許を取得し、小学生と関わる仕事を希望していた求職中に、児童館職員の募集が目に飛び込んできました。「それま
で、児童館がどんな施設なのかよく分からなかったのです（笑）。そんな僕でも、今は児童館だからこそ見せてくれる子どもの姿や
成長に関われることに、やりがいと楽しさを感じています。成長の様子を他の職員やご家庭と共有でき、喜びを分かち合えるのも
魅力。ある時はお父さん、ある時はお兄さんというように、男性職員だからできる立ち振る舞いも意識していきたいです」と佐藤
さん。「あの先生がいるから、児童館に行きたい！」と思ってもらえる職員になることが目標です。

職員の声

福谷 佳子さん

職員が業務を円滑に進められるよう指導、サポートを行い、地域の方々との連携を図りながら、子育てに関する相談にも応じる
福谷さん。何よりも、子どもの権利を守ること、安全・安心に遊ぶことができる環境整備を大切にしています。「児童館の仕事の魅
力は、子どもたちの成長を長きに亘って目の当たりにできる点。児童クラブに在籍していた子どもが、中学校の職場体験で来て
くれて、乳幼児や小学生と交流する姿を見た時は成長を感じられて嬉しかったです」と話します。「オールマイティでなくてもい
いんです。ご自身の経験や好きなことを存分に生かしてください」と、これから仲間になる職員との出会いに期待を寄せます。

自身の経験や好きなこと、
得意なことが存分に生かせる職場です。館　長

子どもたちが「やってみたい」と感じられる
“気持ち”を大切にしています。主　任

学校でも家庭でもない、児童館で見せる
子どもたちの姿を大切にしたい。児童厚生員

子どもたちにエネルギーをもらいながら、
誠実に仕事に取り組んでいます。

児童厚生員
（児童クラブ担当）

■1日のスケジュール
9:45ー

10:00ー
12:00ー
12:45ー

13:30ー
14:00ー

日誌やメールチェックなど
引き継ぎ事項の確認
会議出席
お昼休み
施設安全管理
（清掃・消毒を含む）
職員ミーティング
地域の方との打ち合わせ

15:00ー

17:00ー
17:45ー

18:15ー

児童クラブ対応
（電話対応・児童対応）
保護者お迎え対応
照会回答資料作成
児童クラブ対応
（電話対応・児童対応・保護
者お迎え対応）
退勤

■1日のスケジュール

■1日のスケジュール
8:45ー

9:00ー

10:00ー
11:00ー
12:00ー
13:00ー

開館準備（館内外の点検
や清掃・消毒）
開館日誌やメールチェック
など引き継ぎ事項の確認
自由来館親子対応
事務業務
お昼休み
児童クラブ受け入れ
予定確認

13:30ー
14:00ー
15:00ー

15:30ー
16:15ー

17:15ー

職員ミーティング
企画行事等の準備
児童クラブ受け入れ
連絡ノート確認
児童クラブ対応
児童クラブ帰りの会
保護者お迎え対応
日誌記入
退勤

■1日のスケジュール
13:30ー
14:00ー

15:00ー

職員ミーティング
児童クラブ受け入れ
予定確認、遊具や折り
紙などの準備
児童クラブ対応

18:00ー

19:15ー

19:30ー

児童クラブ延長対応
保護者お迎え対応
館内清掃
児童クラブ延長終了
施設点検
退勤

8:45ー

9:00ー

10:30ー
12:00ー
12:45ー
13:15ー

13:30ー

開館準備（館内外の点検
や清掃、遊具などの準備）
開館日誌やメールチェック
など引き継ぎ事項の確認
乳幼児親子向け行事・
自由来館親子への対応
お昼休み
館内清掃・消毒
児童クラブ受け入れ
予定確認
職員ミーティング

14:00ー

15:00ー

15:30ー

16:45ー

17:15ー

行事の準備・環境整備
（園庭など）
児童クラブ受け入れ
連絡ノート確認
小学生児童向け行事・
遊びの提供及び見守り・
一人帰り児童対応
児童クラブ帰りの会・
保護者お迎え対応
退勤



新規採用職員研修の他、職種別や経験年数別、テーマ別研修など、年間を通じて
様々な研修を実施しています。また、財団主催の研修のみならず、県内外の外部
機関などが主催する研修についても公務扱いとして、研修受講の機会を確保し
ています。

児童館運営事例研修／児童理解研修／
子どもの保護者支援研修／
いじめ対応研修／
コミュニケーション研修

館　　長

館長昇任試験（論文・面接）
・主任としての勤務6年以上  ・満年齢50歳以上58歳以下

主　　任

主任昇任試験（論文・面接）
 ・事業職員としての勤務6年以上  ・満年齢35歳以上58歳以下

事業職員

事業職員公募試験(面接) 事業職員登用試験（面接） ・週30時間以上の勤務2年以上

非常勤嘱託職員
(公募採用)

非常勤公募試験（面接）

資格取得※３

非常勤嘱託職員(選考採用)

非常勤随時採用試験（面接）
・高卒以上

有資格者※２ 有資格者※２ 無資格者

受　験　者

満年齢35歳以下の
有資格者※１

※１の「有資格者」は、保育士資格、教諭免許（幼、小、中、高）を取得している者を指します。
※２の「有資格者」は、保育士資格、教諭免許（幼、小、中、高）、児童厚生二級指導員を取得している者を指します。
※３の「資格」は、保育士資格、教諭免許（幼、小、中、高）、児童厚生二級指導員を指します。

ステップアップ

研 修 【 テーマ別研修の例 】

キャリアアップ制度

※令和2年度実績

児童厚生員（常勤職員）採用試験（教養） 児童厚生員（非常勤嘱託職員）採用試験（教養）



給与等

勤務条件等

採用について

職種 事業職員[常勤]（有資格者） 非常勤職員（有資格者） 非常勤職員（無資格者）

職種 事業職員[常勤]（有資格者） 非常勤職員（有資格者） 非常勤職員（無資格者）

児童厚生員 児童厚生員（児童クラブ担当） 児童クラブ補助員

児童厚生員 児童厚生員（児童クラブ担当） 児童クラブ補助員

173,658円（昇給制度あり） 148,938円 143,891円 
調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、
休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当
※財団規定により支給

調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、
超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当 
※財団規定により支給

調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、
超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当
※財団規定により支給

健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働
者災害補償保険適用

健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働
者災害補償保険適用

健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び
労働者災害補償保険適用

「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事
業」による一時金の支給あり

「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事
業」による一時金の支給あり

職名

給与月額

手当

社会保険等

その他

その他

職名

休日等

勤務時間

年次有給休暇（4月採用）

休暇制度

雇用期間

登用制度など

※令和3年4月時点

38時間45分／週
（7時間45分×5日）

30時間／週
（7時間30分×2日と5時間×3日の組み合わ
せ又は6時間×5日）

30時間／週
（7時間30分×2日と5時間×3日の組み
合わせ又は6時間×5日）

年間20日 年間15日 年間15日

日曜日及び日曜日以外の1日、祝日、年末年始 日曜日及び日曜日以外の1日、祝日、年末年始 日曜日及び日曜日以外の1日、祝日、年末年始

病気／公傷病／忌引  など 病気／公傷病／忌引  など 病気／公傷病／忌引  など

60歳定年制
※再雇用で延長の場合あり

※手当あり

採用から当該年度末まで。更新の可能性あり、
4回まで（最長5年度）

採用から当該年度末まで。更新の可能性
あり、4回まで（最長5年度）

館長や主任への登用制度があります。
児童厚生員（非常勤職員）として当財団の児童館
業務に従事した期間が2年以上ある場合には、
事業職員登用試験を受験することができます。

一般財団法人児童健全育成推進財団が
認定する「児童厚生二級指導員」資格取得
の補助制度があります。

「放課後児童支援員」の資格取得にかかる研修は公務扱いとなります。

【試験採用の場合】 【随時選考採用の場合】

※令和2年度実績

※調整手当含む
※調整手当含む　　　　　 ※調整手当含む

※令和2年度実績

職種 非常勤職員
（有資格者）

非常勤職員
（無資格者）

児童クラブ補助員児童厚生員
（児童クラブ担当）職名

募集案内

資格要件

選考方法 個別面接 個別面接

ホームページに常時掲載 ホームページに常時掲載

保育士資格／教諭免許（幼稚園、
小学校、中学校、高等学校のいず
れか）／学校教育法による高等学
校もしくは中等教育学校を卒業し、
一般社団法人児童健全育成推進
財団認定「児童厚生二級指導員」
をお持ちの方

学校教育法による高等
学校もしくは中等教育
学校を卒業した者

職種 事業職員[常勤]
（有資格者）

非常勤職員
（有資格者）

児童厚生員 児童厚生員（児童クラブ担当）職名

試験案内

受験資格

資格要件

試
験
概
要

第一次
（教養試験）

第二次
（面接試験）

8月中旬に採用試験案内配布
及びホームページ掲載

試験実施年度4月1日現在、
35才以下

保育士資格／教諭免許状（幼
稚園、小学校、中学校、高等学
校のいずれか）

職務遂行に必要な一般知識に
ついて、多肢選択式の筆記試
験（試験時間60分）

職務遂行に必要な一般知識につい
て、多肢選択式の筆記試験（試験時間
60分）

保育士資格／教諭免許（幼稚園、小学
校、中学校、高等学校のいずれか）／
学校教育法による高等学校もしくは
中等教育学校を卒業し、一般社団法
人児童健全育成推進財団認定「児童
厚生二級指導員」をお持ちの方

11月中旬に採用試験案内配
布及びホームページ掲載

個別面接 個別面接



60歳までの定年制の職種で、主任や館長への登用制度があ
ります。児童館職員として自身のビジョンを描きながら、長
期的なキャリア形成ができます。事業の企画や地域との関係
づくりなど、児童館の中で中心的な役割を担っています。

“持っている資格を活かしたい”、“家庭などの都合で一旦、離
職したけど、また資格を活かせる仕事をしたい”ということで
働き、経験を積んで常勤職員を目指している職員もいます。
また、変則勤務のシフト制ですが、週休2日：週30時間とい
う勤務形態のため、“生活スタイルに合っている”ということ
で勤務している職員もいます。

常勤職員や非常勤職員の育児休業などの取得に伴い、代替ア
ルバイトの雇用が必要になった場合には、随時、採用募集し
ています。年度途中からアルバイトで業務に携わり経験を積
み、非常勤の採用試験を経て、常勤職員を目指している職員
もいます。なお、小学校の長期休業期間中のみのアルバイト
もあります。

“今は他の仕事をしているけど、ゆくゆくは児童館で働いてみ
たい”、“今は子育てや家事が忙しいけど、ひと段落したら児童
館で働いてみたい”という方には、臨時職員登録の制度があり
ます。年度途中で欠員が出た場合や、職員の育児休業などの取
得に伴う代替アルバイトの雇用が必要になった場合には、登
録者名簿からお声がけしています。登録申込は、ホームページ
の専用入力フォームから受け付けています。

常勤職員（事業職員） 非常勤職員

アルバイト 臨時職員登録

働き方いろいろ

児童館運営理念

児童館職員って？

児童館って？
児童福祉法第40条に規定されている児童福祉
施設の１つであり、0～18歳未満の地域の全
ての子どもたちを対象に、健全な遊びを通して
健康を増進し、豊かな情操を育む児童厚生施設
です。
仙台市には、令和3年4月現在、113館設置さ
れており、児童健全育成・子育て家庭支援・地域
交流推進・放課後児童健全育成の４つの役割を
担っています。

児童館には、児童館の運営を統括する施設長（館長）と児童の遊びを支援する「児童厚生員」が置かれています。
地域の子どもたちに遊びや様々な体験の機会を提供するとともに、日常の生活の中で子どもたちを支援してい
ます。児童厚生員の主な職務は、児童館ガイドライン（厚生労働省通知）に明記されています。地域における子ど
もや子育ての実態を把握し、子どもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じて子ども一人
ひとりと子ども集団の主体的な成長を支援します。

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に従事する職員を「放課後児童支援員」と言います。「放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成26年厚生労働省令第63号）第10条に規定されています。
都道府県知事が行う研修を受講した者に与えられる認定資格です。仙台市の児童館は児童館の中で放課後児童
クラブ事業を行っているため、児童館職員は放課後児童支援員としての業務にも携わります。

当財団が運営する児童館では、子どもの地域に参加する権利や自分のことを自
分で決める権利を尊重しながら、一人ひとりの子どもが地域の中で自立して暮
らす力を育むことができるよう、それぞれの地域の環境や子どもたちの状況に
応じて、児童館ごとに特色ある運営を展開しています。

児童厚生員とは

放課後
児童支援員とは

一人ひとりの子どもが地域の中で
自立して暮らす力を育みます

基本的な
視点

●子どもたちの自立する力を育み、
　「子どもが明るく元気に育つ環境」づくりを目指します。

●子どもたちと地域をつなぎ、
　「子どもと子育て家庭を応援する地域」づくりを目指します。



（公財）仙台ひと・まち交流財団の概要

児童館職員基礎データ

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団　子ども育成課
〒980-0804  仙台市青葉区大町2-12-1（仙台市戦災復興記念館3階）
TEL  022-268-5079      FAX  022-225-2791

コミュニティ活動の推進と振興を図るために、地域における多様な活動、生涯学

習及び児童の健全育成を支援する事業などを実施するとともに、地域市民利用

施設の管理運営を通して連帯と協調にあふれた住みよい地域社会の実現に寄

与することを目的に活動しています。

※令和3年8月発行

■予算
■職員数
■運営施設

■その他の主な事業

令和3年度 約61億4千万円
令和3年4月1日現在  1,108名  うち児童館職員669名
児童館・児童センター81館、市民センター60館、
区文化センター等5館
コミュニティまつり助成、移動図書館、
交通安全教室、区情報センター、グリーン・パル

泉区

青葉区 宮城野区

太白区

若林区

24ヵ所

20ヵ所 10ヵ所
16ヵ所

11ヵ所 

[勤務箇所（仙台市内81館）]
※令和3年8月1日現在

各館には常勤職員（事業職員）が3名いる他、学校や行
政関係、児童館での勤務歴が長い館長が配属されてい
ます。館内OJTを通して、職員の育成に努めています。
また、職種や勤務年数、業務テーマ別などの研修も年
間を通じて行っています。

資格は持っていても、学校や幼稚園などでの勤務経
験が無くて不安です。初心者でも児童館職員として
務まるのでしょうか？

複数の職種がある中、20代から70代までの方々が
勤務しています。乳幼児親子や児童にとっても、幅広
い年代の職員がいることで安心感が生まれているよ
うです。

多くの児童館職員がいますが、ジェネレーション
ギャップは無いですか？

居住地を踏まえ、交通手段や通勤距離などを考慮し
て、当財団が運営する市内81館の中で配属先を決め
ています。

市内にたくさんの児童館がありますが、自宅から遠
い館に配属されることはありますか？

雇用職種によって、各種休暇制度があります。また、
館の勤務体制や業務状況にもよりますが、1時間単位
での有給休暇の取得も可能です。

子育てや介護など、家庭の都合がある場合、休暇は取
れますか？

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q&A

※令和3年7月1日現在

職歴（館長）年齢構成（全職種） 資　格

https://www.hm-sendai.jp/jidoukan/
上記サイトのお問い合わせ入力フォームもご利用いただけます

男女比

 

20.2%
男

79.8%
女

 

 

  

13.9%
20代

11.9%
30代

22.7%
40代

22.3%
50代

27.9%
60代

1.3%70代 7.3%その他

21.8%
高校

26.4%
中学校

13.9%
小学校

14.7%
幼稚園

15.9%
保育士

その他 1.2%

13.8%

児童館職員
内部登用

10.0%

行政
管理職
OB

27.5%

中学校
管理職OB

47.5%

小学校
管理職OB


