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3はじめに

はじめにはじめに

　新型コロナウイルス感染症は、子どもたちや子育て家庭の生活に大き
な影響をもたらしています。また、児童館における子どもたちのいのち
と暮らしを守るための感染予防に配慮した活動の実施につきましては、
大変なご苦労があったかと思われます。この場をお借りして、子どもた
ちのために尽力された児童館の運営に関わる職員の皆様に敬意を表しま
す。
　さて、昨年４月の緊急事態宣言下では、感染拡大防止に努めるため、
多くの児童館で臨時休館等の措置をとりました。児童館によっては、臨
時休館中においても、さまざまな子ども・子育て支援活動が工夫して実
施されていたこともあり、その実態を把握するアンケート調査を実施い
たしました。
　アンケート調査の結果からは、児童館が果たしてきた機能が、緊急事
態宣言期間中に低下し、宣言が解除された後にも宣言前の状態には戻っ
ていないことが明らかになっています。また、さまざまな課題やそれを
解決するための工夫や努力等、児童館職員の声が多数寄せられました。
そして、アンケート調査の結果を踏まえて、児童館における感染症対策
や遊びのプログラムの実践、子ども・子育て家庭への支援内容について、
事例調査を行いました。
　本冊子は、これらの調査から得られた情報を基に制作したものです。
また、有識者の方々にご寄稿いただきました。各自治体、各児童館等に
おいて参考にしていただき、地域における子どものための拠点としての
機能を発揮していくことの一助となれば幸いです。

令和 3 年 3 月

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

課長　鈴木　健吾



子どもの遊びは不要不急とされたのか
　緊急事態宣言が発令された令和 2 年 3 ～ 5 月末（以後、緊急期間）、通常通り運営した児童館はわずか 6.4％であり、

その多くが休館や活動の制限を行った。このことは、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、子どもの遊び

が自粛されたことを示している。果たして、児童館において、子どもの遊びは不要不急とされたのであろうか。本稿では、

令和２年 10 月に全国の児童館を対象に行ったアンケート調査の結果をもとに検討を行う。

コロナ禍の子どもへの影響
　子どもの遊びはたいてい密である。遊びの場面で、密を避けることは困難で、遊ぶ機会が減ったかもしれない。また、

学校等の行事がなくなったことにより、遊びの機会が減少している。ところが、子どもは遊びを通して人と関わり、成

長していく。遊びの環境変化は、子どもにどのような影響を与えているのだろうか。

　「友人関係がしんどくなっている児童」（兵庫県）※や、「人見知りする子、消極的な子」（愛知県）が多くなっている

こと、大人気のボール遊びができない「心のモヤモヤ」（北海道）を抱えている子どもの様子に気づいた児童館があった。

外で遊べないためにゲームへの依存（北海道ほか）が強まる様子や親からストレスをぶつけられている子どももいた（多

数）。「休校中の肥満傾向」（新潟県ほか）や「疲れやすかったり、怪我をしやすかったり」（長野県ほか）という指摘も

気にかかる。

　これに対し、「聞き役になるから、いくらでもお話ししていって！」とアニメ等共通の話題で盛り上がってストレス

を発散させるような対応を心がけたり（沖縄県）、不登校になりかけている子どもに対して児童館への来館を促し居場

所をつくる活動（山口県）、多くの制限から落ち着かない・不安定な子どもが増えているため静かな部屋をつくったり

思いっきり体を使った遊びを取り入れる（長野県）といった取り組みも報告された。

　以上のことからは、児童館が、遊びを通して子どもの直面する課題を見つめ、遊びを通して子どもを支えている様子

が見て取れる。

遊びの重要性に立ち返る
　児童館ガイドラインによれば、児童館は、「18 歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援

助と子育て支援を行い、子どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする施設」である（第 1 章総則　２目

的）。なかでも遊びは、「生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中に子どもの発達を増進する重要な要素」である。

つまり、児童館は、遊びを通して、子どもの成長・発達を支える場である。ところが、本調査研究からは、緊急期間、

そしてその後も遊びが十分には保障することが困難だった様子が浮き彫りになった。

　たとえば、緊急期間に「遊びによる子どもの育成」に取り組んでいたのはわずか 15.1％であり、緊急期間以降も

82.1％で完全に回復しているとは言い難い。児童館の根幹ともいえる遊びの重要性に立ち返ることが求められる。

4 コロナ禍における児童館の果たす役割

コロナ禍におけるコロナ禍における
児童館の果たす役割児童館の果たす役割

安部芳絵（工学院大学 教育推進機構
教育課程科准教授）

子どもとともに、
遊びを取り戻す

※（）内の都道府県名は回答児童館の所在地を表している



できなかったこと・うまくいかなかったことをふりかえる
　とはいえ、何もできなかった児童館を責めるのが本稿の趣旨ではない。できなかったことをなかったことにするので

はなく、現場の困難な状況を記録し、なぜできなかったのか、これからどうすればよいのかをふりかえることで、次に

つなげていくことができる。

　「マスクをしたままでは子どもの表情を読み取ることが難しい」「消毒作業に追われていて、子ども達の遊びにセーブ」

（福岡県ほか）をかけざるを得ないといった声は多くあった。3 密回避を念頭に置くと「異年齢、同年齢、地域等交流す

るプログラムがなかなか実施困難」（栃木県）であり、「いつでも気軽に立ち寄れて、様々な遊び・活動が制約なくでき

る状態ではない」（東京都）、緊急期間後も利用者数が戻らないといった指摘もあった（多数）。

　他方で、臨時休館からの再開後に利用者が戻らないことを契機に「児童館の機能の見直しを行い、遊びの館、学びの館、

憩いの館の「３つの館」をキーワードにして新しい児童館づくりを進めている」（福島県）といった試みにも注目した

い。うまくいかないときは苦しいが、「できないこと・うまくいかないこと」のふりかえりは再生のチャンスをもたらす。

その鍵となるのは子どもの声である。

子どもの声を手がかりに
　2020 年の春、子どもがひとりもいない児童館に佇み「子どもがいなければ、児童館は成立しない」ことを痛感した

人も多かっただろう。子どもがいてこその児童館である。

　児童館ガイドラインでは、児童福祉法及び児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の精神にのっとり、「子ど

もの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない」ことが示された。

加えて、児童館の活動内容では「子どもが意見を述べる場の提供」（第 4 章　３）が明記され、その具体化が期待され

ている。

　これに対し、緊急期間に「子どもが意見を述べる場の提供」を行ったのはわずか 8.6％であり、緊急期間以降も 57．6％

にとどまる数字となった。

　もちろん、子どもの声に耳を傾けた児童館もあった。ソーシャルディスタンスの推奨をきっかけに、子どもの発案で

たくさんの新しい遊びが生まれた（13 ページ参照）。子どもがコロナ対策に取り組んだ児童館もあった（北海道ほか）。

公園を巡回し、遊んでいる子どもに声をかけるアウトリーチもみられた（福岡県ほか）。

　子どもの声とは、理路整然とした意見だけではなく、その子の「気持ち」など、言語によらない表現も含まれる。赤ちゃ

んや障がいのある子どもたちがうまく言葉にできない場合、職員が子どもと親の様子をよくみることで気持ちを汲み取

ることができる。障害のある子どもたちが過敏になっていることから子どもと保護者の心情を受け止めつつ「きめ細か

な対応」（京都府）をしたり、発達障害のある子の運動機会を確保する「親子イベント」（兵庫県）を実施したところもあった。

中・高校生世代はどこへ
　なお、今回の調査では中・高校生世代の姿があまり見えてこなかった。中・高校生世代を対象とした遊びのプログラ

ムはわずかであり、中高生と乳幼児の交流プログラムも多くが実施を見合わせている（多数）。しかし、いま学校や街

なかに中・高校生世代の居場所があるとは思えない。より厳しい状況に追いやられてはいないだろうか。
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子どもとともに、遊びの環境を取り戻す
　残念ながら、日本社会ではまだまだ遊びの社会的地位が低

い。遊びは、学びに比して、容易に後回しにされてしまう。

しかし、児童館は、遊びが子どもの育ちに重要であることを

目の当たりにしてきた。コロナ禍で感染防止対策に追われる

日々ではあるが、いま一度、遊びの重要性に立ち返り、子ど

もの声とともに児童館の役割を考えるときではないか。

（あべよしえ）

厚生労働省 社会保障審議会児童部会 遊びの

プログラム等に関する専門委員会　専門委員。

一般財団法人児童健全育成推進財団理事。
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新型コロナウイルス新型コロナウイルス
感染症対応の戸惑い感染症対応の戸惑い

　ちょうど 10 年前、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災。地震と津波、さらに原発事故
によって、広範囲に大きな被害をもたらしました。災害の被害によって、それまでにあった「日
常」が失われてしまいました。同様に、令和 2 年当初から徐々に流行が拡大した新型コロナウ
イルス感染症でも、それ以前にあった「日常」がなくなってしまう状況となりました。
　全国各地の児童館でも、令和 2 年 4 月の緊急事態宣言の発令を受けて、臨時休館などの
措置がとられたことで、それまでにあった風景も一変しました。令和 2 年 10 月に行ったアンケー
ト調査の自由記述から、「児童館」がコロナ禍の影響を大きく受けたことを紹介していきます。

●緊急事態にどういう支援が必要なのかを、じっくり
考える余裕がなかったのが現実。

●休館中におたよりの配布を中止してしまったこと。
子どもたちにメッセージを届ける手段を自らなくし
てしまったこと。

●「おうちでもできる遊び」の提供をしようと準備し
ていたが、休館中には間に合わなかった。

●時間と人手が足りず、各職員の負担が大きかった。
●利用制限をかけている期間中、中・高校生の受験生な

どの勉強の場としての開放も検討できなかったかと感
じている。

●「児童館は相談できる場所」であることを強く周知
し、電話での相談が気軽にできるような状況をつ
くっておければよかったかもしれない。

感染症対策の観点から、やりたかったけれど、できなかったこと

●毎年行って子供たちも楽しみにしていた館内行事や
卒業や進級を祝う事業ができなかった。

●今まで子供たちが楽しみにしていたサッカーやドッチ
ボール、鬼ごっこなど思い切り体を動かす遊びがで
きなかった。

●中・高校生支援について、児童館が再開したものの
利用時間が中・高校生にマッチせず以前のような利
用が全くできていない。

これまでできていたことや毎年やっていたことができなくなった

　アンケート調査の結果、回答した児童館のうち、「休館して、一切の活動を取りやめた（10.9％）」
を除く 9 割の児童館は、緊急事態宣言中にも何らかの活動がありましたが、それでも日々の対応に追
われたことから、「やりたかったけど、できなかった」ことがあったようです。
　また、令和 2 年 6 月の緊急事態宣言の解除以降も、地域の状況にあわせて児童館も再開されるよう
になりますが、戸惑いや悔しさ、葛藤を感じながら、児童館を運営している様子が見えてきました。
　また、感染症対策の観点等からできなかったことがあったようです。

　本冊子では、令和 2 年 3 月から 5 月末頃を便宜的に「緊急期間」と呼ぶことにします。

また、アンケート調査の自由記述は読みやすいように加筆修正しています。
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様々な日々の悩み

　目に見えないウイルスを相手に利用ルールの見直し、消毒の徹底などの対応や利用制限など「果たしてこ
れでよいのか」「感染したらどうすればよいのか」というような悩みや不安も持ちながら、日々子どもたちに
向き合っていることも見えてきました。さらには、利用する子どもたちだけではなく、これまでに関わりがあっ
た地域のボランティアなどの関わり、職員のことなど、悩みは多岐にわたっています。

●どこまで遊びを制限するべきか迷うところがある。子
ども達の遊びを止めたくないので葛藤を感じている。

●館内消毒や、利用者の手洗いなどは行っているが、
子ども達が徹底して行うことは難しい。

●利用時間や人数制限など現場判断となっているため、
どのタイミングでどう変化させるか判断に困っている。

●なぜマスクをつけるのか理由を説明しても、遊びに
夢中になると外してしまうことが多い。どこまで注
意すればいいのか、判断に迷うことがある。

●毎日の消毒活動が精神的にも負担になってきている。
この状況がいつまで続くかと先が見えないことが重荷
である。

●活動を PR したくても「多くなっては困る」という
ジレンマを感じている。

●高齢のボランティアに依頼することが難しく、多世
代の交流ができない状況にある。どのタイミングで
ボランティアの受け入れを再開するか悩んでいる。

●職員も自分が新型コロナウイルス感染症にかかって
しまったら児童館を閉館するという危機感から、ス
トレスは大きく感じていると思う。

●連日の長時間勤務、消毒作業などいつも以上の業務
と職員の人員の確保など難しさを痛感した。子ども
たちのケアはもちろん、職員のケアも同じく必要性
を感じた。 

●新型コロナウイルスにより「新しい生活様式に」と言
われているが、どのように変えたらよいのか？先の事
が見えないでいる。問題点がたくさんあり不安である。

●感染者が出た時の対応マニュアルを作ったが、いざ
本当に出た場合にきちんと対応できるか、現在の消
毒方法は間違っていないか、クラスターにならない
かが常に不安である。

●コロナ禍前と比較して、来館者が減少している。

新たにチャレンジしようとしたができなかった

●児童厚生員が一人一人ともう少し丁寧にかかわると
ともに、今こそ学校や放課後児童クラブと連携し子
どもたちの状況や来館時の様子を話し合いたいが、
思ったように実現できていない状況である。

●SNS やオンライン活用をチャレンジしたが制約があ
り、なかなか実施できなかった。

悩み・困りごと
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遊びのプログラム遊びのプログラム

　コロナ禍において、各地の児童館には子どもたちに遊びを届けようと様々な取組があり

ました。その内容は、ICT を活用したり、遊具や図書を貸し出したり、遊びキットを作っ

て配布したりとそれぞれに工夫が凝らされたものでした。感染症対策のために、既存の遊

びのルールを変更して、新しい遊びを開発したりもしました。ここでは、コロナ禍の児童

館における遊びのプログラムをご紹介します。

オンラインツールの活用

　ICT 環境が整っている多くの児童館で実施したのが、オンラインツールの活用です。
　工作レシピやクイズなど、もともと児童館が持っていた遊びの素材をオンライン上に掲載したり、
SNS で発信したりして、子どもたちが家でも遊べるようにしました。
　動画を使った遊びの紹介や、SNS を活用したイベント、そして、オンライン会議システム（Zoom）
等を使った集いの場づくりも見られました。

SNS を活用したプログラム

●「オンラインリアル脱出ゲーム」…これまで実施し
てきた「リアル脱出ゲーム」を SNS（インスタグ
ラム）でも体験できるように作りかえた。

●「クイズ」…SNS の個別対応機能（チャット、トーク、
ＤＭ）を活用してクイズを出すとともに、コロナ禍
での子どもや保護者の生の声を収集した。

オンライン上での遊びプログラムの提供

●「塗り絵コンテスト」…児童館のサイトからダウン
ロードした塗り絵を、それぞれの家庭で仕上げて投
稿してもらった。

●「インターネットを介した制作交流プログラム」…イン
ターネットで装飾パーツを募集し、児童センターがそ
れらを使って「共同作品」を制作した。作品は利用
者や地域の人が見られるように屋外に展示した。

●「アハムービー～まちがいさがし～」…間違い探し
の動画を作って配信した。

●既存の工作レシピや料理レシピ、家庭でできる遊び
やクイズ等をインターネット上で公開した。

●工作の作り方や遊び方を動画配信サービス YouTube
（ユーチューブ）等で紹介した。

動画配信・インターネット掲載
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オンライン会議システム（Zoom 等）の活用

●「みんなでつくるテレビバラエティーショー」…毎
年恒例の児童館祭りの代替プログラムとして実施。
子どもや家族単位で自由にテレビ番組を作成しても
らい、Zoom を利用して生放送で流した。

●「オンラインサイエンス」…Zoom で科学実験の様
子を配信した。事前に実験キットを各家庭へ郵送し
ておき、見るだけでなく一緒に体験してもらった。

● 「Web けん玉」…けん玉名人による小学生対象プロ
グラム。子どもたちは名人に指導を受け、やる気と
技の向上に繋がった。

●「Web クッキング」…児童館で栽培したじゃがいも
を使って各家庭、親子で調理してもらった。Zoom
で料理を見せ合い、同じ時間にランチをした。

道具の貸出

遊びの情報提供 遊びキットの配布

　遊びの情報提供や遊具の貸出に加えて、多くの児童館では子どもたちが家庭でも遊べるように様々
な遊びキットを作成して配布しました。

遊具の貸出や遊びキットの配布

●児童館だよりで、家でやれる遊びや料理を紹介した。

●休館の前日までに子どもたちとともに多量のマンカ
ラを作り、子どもたちに貸し出した。保護者からは
ステイホームに役立ったと喜ばれた。

●こいのぼり製作キットとジャンピングカエル遊び製
作キットを、地域のショッピングセンター２店舗で
各 2 回、無料配付した。特にこいのぼり製作キッ
トが好評で、感謝の言葉や子どもの写真等を送って
頂いた。

●職員が作成した「簡単工作キット」や「遊びドリル」
を送付した。工作は作品の写真を保護者にメールで
送っていただき、子どもたちの様子が分かるように
した。遊びドリルは開館後児童館に持参すると景品
と交換できるようにし、かかわりを途切れさせない
工夫をした。

●遊びキットを持って地域の公園を巡回し、テーブル
を出してその場で製作しながら、子どもたちや保護
者と会話し、状況の把握に努めた。
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●「コロナ対策版チャレンジ手帳」…けん玉、鉄棒、
縄跳び、うま飛び、オセロ、フラフープ等の技を友
達と競えるようにチャレンジカード形式にし、子ど
もたちに配布した。

●「エリアドッジ」…マス目を利用し、一人一人の陣
地を決めてその範囲内でしか動けないというルール
でドッジボールを実施した。

●「サイレントドッジ」…ドッジボールを目を瞑って
実施した。子どもたちは目新しいものだったので楽
しんでいた。

●「ジャンボすごろく」…巨大なマスを作り、子ども
達自身がコマになって進んだ。

●「おてがみごっこ」…離れている祖父母に手紙を送る
という体験をした。手紙離れしている昨今、封書で
送ること・住所を書くこと・切手を貼って送ることが初
めてという子どもたちには新しい体験になった。

●また、「児童館にお手紙頂戴！」と呼びかけ、子ど
もたちから児童館にお手紙を出してもらった。心あ
たたまる遊びになった。

●「水鉄砲サバイバルゲーム」…全員が半紙を背中に
貼り付け、水鉄砲で落としあった。

●「ソーシャルディスタンス鬼ごっこ」…手でタッチせず、
新聞紙を丸めた棒でタッチする方式に変更した。

●「水鉄砲シューティング」…昨年までのチーム対戦
型の水鉄砲バトルから的当てに変更。個人戦で的を
撃ち進み、最後のラスボスを２～３人が力を合わせ
て倒すゲームとした。

●「名前呼び鬼」…「おにごっこ」は、タッチしない
で近くで手をたたき、名前を呼ぶルールに変更した。

●「ジェスチャーリレー」…次の人の耳元でお題を伝える
「伝言リレー」をやめ、「ジェスチャーリレー」にした。

●「手話ソング」…飛沫感染のリスクがあって、みん
なで一緒に歌を歌うことができないため手話ソング
に取り組んだ。子どもたちは手話に関心を示し、手
話ワークショップを実施することとなった。

●「リアル野球盤」他…大道芸（皿回し、ディアボロ）、
パズル、謎解き検定など、運動系ではなく子ども同
士が一定の距離が保てる活動を主体とし、徐々にバ
ドミントンや卓球、リアル野球盤（大型の野球盤ゲー
ム）など、運動系も取り入れながら活動の幅を広げ
ている。

新しいプログラム

　新しいプログラムといっても、ゼロから生み出すだけではありません。既存の遊びの進め方やルー
ルを見直し、コロナ対策バージョンにアレンジしたものもありました。
　緊急期間中、職員同士でたくさんの「新しいプログラム」を開発した目黒区平町児童館（28 ページ
参照）によると、ルール改定のポイントは 4 つ。①一定の距離を取る。②道具を共有しない。③大き
な声を出さない。④激しい動きをしない。…だそうです。みなさんも、アイディアを凝らして「新し
いプログラム」に挑戦してみてはいかがでしょうか。
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●「館内放送を活用したビンゴ遊び」…１つの部屋に
密集しないよう、館内の各部屋に分散して、館内放
送を使って全部屋同時進行でビンゴ遊びを行った。

●「クイズラリー」…館内を広く使ったクイズラリー
をおこなった。グループに分け、場所を分散させる
ことで、密を避けることができた。

●「屋上キャンプ」…キャンプ等の行事がなくなった
ため、施設屋上に「屋上キャンプ場」を作り、施設
内でアウトドア気分を味わえるようにした。

●「おうちでキャンプ」…テント等のキャンプ道具を
家庭に貸し出し、オンラインでつながり家族ごとに
交流を深めた。2 日目は野外炊事場に集合して野外
炊事を楽しんだ。

●「ウォークラリー」…ウォークラリーや水鉄砲を使っ
た遊びなど、戸外活動を中心に実施した。

●外遊びや徒歩で行くハイキング等を充実させた。
●野外映画会「森のシアター」…館内のシアターが休

止中のため、上映予定だった映画作品を敷地内のブ
ナの森で上映した。

●「いきものマップ」…子どもたちの外遊びを促すた
め、敷地内のいきものを探してマップにシールを
貼ってもらうようにした。他にも、忍者に扮して庭
に隠された家紋を探す「家紋探しスタンプラリー」
や、「ネイチャービンゴ」等を実施した。

施設の使い方の工夫 外遊び

　新型コロナウイルス感染症の対策の基本「密の回避」のためには、施設の使い方を工夫する例も見
られました。また児童館施設の立地条件によっては、積極的に屋外でのプログラムを実施している例
もありました。

様々な工夫
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●「中高生と赤ちゃんとのふれあい交流事業」で高校生
が乳幼児のために作成した絵本や工作、おもちゃ等
を児童館が仲介して乳幼児家庭に配布した。

●地域内の施設を利用して、大学生ボランティア団体を
中心とした「中・高校生の学習支援」事業を開始した。

●もともと地元の NPO を通じて東京や神戸の学生と交
流していたが、緊急期間中、その学生たちに遠隔か
らオンラインプログラムを実施してもらった。

●高校生によるラジオ番組の制作を企画・実施し、子ど
もの声を発信した。

　児童館は、0 歳から 18 歳までの子どものための居場所です。新型コロナウイルス感染症の流行は、
乳幼児や未就学児、小学生だけでなく、中・高校生世代にも同じように影響しました。全体としては
少ないのですが、中・高校生世代に関わる取組も見られました。さらには、地域と連携してプログラ
ムを実施する例もありました。

中・高校生世代への関わり、大学生・地域の協力
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　子どもたちの主体性が大きく発揮される機会づくりは児童館ならではです。児童館は子どもに何か
を提供することばかりを考えるのでなく、子どもを信頼し、子どもたちの主体的な活動をサポートす
るよう発想していくことが大切です。最後に、子ども主体の取組をいくつかご紹介します。

●地域のお祭りが中止になってしまったため、中学年・
高学年児童が「自分たちによる自分たちのための夏
祭り」を企画・実施した。準備段階で感染予防につ
いて知識を深めることもできた。

●子どもたちがボーリング大会を企画・実施し、楽し
んだ。

●積み木や遊具を使い、受け持ち区域を決めて、数人
で密を避けて、それぞれ工夫しながら時間をかけて
ドミノ倒しを作り、みんなに披露して楽しませてく
れた。

●子どもたちとともに、既存の遊びをコロナ禍でも継
続するにはどうすればいいか考えた。

●子どもたちのやりたいことを形にするため、定員は
15 名以下と定めて、自主サークルづくりを進めた。

「はたけクラブ」「ダンスクラブ」「けん玉クラブ」「お
絵かきクラブ」などが生まれた。

●職員が設定した行事ではなく、子どもたちの主体性
を尊重して、サークルづくりを進めた。定員は 10
名以下。結果的に５つのサークルが立ち上がった。
行事の実施数は減少したが、子どもたちの日常活動
の充実につながった。

●小学校低学年を中心に、テレビ局遊びや、ひとりピ
ンポン遊びが生まれた。ドッジべぇという当て鬼に
似た運動遊びを楽しくやっている。

●鬼ごっこで使っていた、エアークッションのタッチ棒
を剣にしていた。子ども達の遊びから、腰に紙コップ
を付けて剣で落とす、チャンバラごっこが始まった。

子ども主体

子どもたちの企画

自主サークル

ルールづくり

子どもたちが新しくつくったプログラム
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コロナ禍の影響コロナ禍の影響

　令和 2 年 4 ～ 5 月の緊急事態宣言が解除されてから、子どもたちの様子が変化したことが気になっ
たと思います。アンケート調査でもコメントが多く見られました。

子どもたちへの影響

●休校をきっかけに、昼夜逆転の生活になった子ども
たちが増えている。

●ゲーム、アニメの話が中心となり、他への関心が薄
くなっている。

●「食欲がなくなる、食べ過ぎる、寝つきが悪くなる」
といったことを良く聞くようになった。

●視力や体力の低下。肥満が多く見られる。
●身体を動かしたい児童や運動不足を気にする保護者

も多い。
●運動控えめな生活で、開館後も動きがぎこちない様

子の子がいる。 
●汗をかいて遊ぶという子どもが少なくなった。
●時間をかけ、粘り強く最後まで、頑張る子が少なく

なった。
●小さなケガが多くなった。

生活リズムの変化、身体への影響

●甘えがみられる。
●一気にしゃべりまくったり、奇声を発したりする。
●「不安」と「窮屈さ」「イライラ」を児童センターで

発散しているように思う。暴言や行き過ぎた行動が
多く見られる。

●学校の学習時間が多くなり、子どもたちも疲れてい
る。

●相手を思いやるコミュニケーションが少なくなった。
●普段当たり前にできていたことができなくなり、子

どもにとって理解できないことが多くストレスがた
まっているようだ。

●はっきりと子どもたちの口から「ストレス」という
言葉が出ている。

●集中力が低下気味。何をしても満足感がなく積極性
も低い。

●人との関わりがうまく出来ず、イラついたり、ふさ
ぎこんだり、不安定な状態の子どもも見受けられた。

●子どもたちが、大声を出したり、走り回ったりの状
況が、例年と違うなと感じることがあります。

甘え、イライラ、不安定
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　乳幼児の世帯、特に昨年子どもが産まれた家庭においては、外出もできず、子どもの発

達状態を相談する先もないことを気にされたり、マスクの着用により表情がわかりづらい

ことがどのように影響するか気になるという声もありました。

　そして、発達障害など普段から配慮が必要な子どもたちへの影響を気にするコメントも

ありました。このほかちょうど小学校・中学校進学となる新 1 年生は、すぐに休校となっ

たため、新しい環境を理解しないまま進学したことにより、他の学年に比べても心配する

声もありました。

●学校に行きにくい子どもが目立ちます。
●学校へ毎日登校していた子どもが不登校気味にな

り，保健室登校になっている現状がある。

不登校

●発達障害のある子どものメンタル面が安定していな
い状況を感じている。

配慮が必要な子どもたち

●子どもたちが楽しみにしている行事がなくなり、つ
まらなさを感じている。特にその学年になったら出
来ると励みにしている行事が実施できなくなること
で、継続性がなくなってしまうことに不安を感じる。

●相談したくても、「みんな同じ状況だから…」と、
我慢している子どもや家庭が多いのではないか。

●コロナになったらいじめを受けるかもしれないとい
う不安から、昨日より熱が少し高いだけで過敏にな
る子もいる。

不安
●学校が休校になり、友だちにも会えずストレスを感

じているようだった。
●コミュニケーション能力の低下や友だちや家族関係

に対する不安などが見られる。
●中学生からは学校がなかなかはじまらず、友だちができ

ないという相談があり、話をじっくり聞くようにしている。
●子ども同士関わりながら遊ぶことができず、友達と

の関係づくりができない。

コミュニケーションの機会減少

●日常生活でマスクを着用する場面が多く、人の顔の
表情が理解できない子どもが増えたり、自ら豊かな
表情ができない子どもが多くなってくるのではない
かと心配である。

●どうしても「マスク着用」「対面活動回避」が負担
になっている部分も多い。

●いくら指導してもマスクを着用してこない子や、顎
に下ろしてしまう子が散見される。

マスクの影響
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　子どもたちだけではなく、保護者の暮らしも大きく影響を受けて、子どもの家庭環境も変化してい
ることがわかりました。

　子どもの変化、保護者など子育て家庭環境の影響などを感じながらも、児童館では、まずは子ども
たちに「たくさん話しかるようにしている」「気軽に来館してもらえるようにしている」などの気遣い
をしているようです。
　しかし、それだけではなく、具体的な対応に着手している例があることがわかりました。まずは、
電話やメール等を使いながら、子どもや保護者からの相談に乗っているほか、必要に応じて関係機関
と共有している例もありました。

●「父親の在宅勤務が多くなり、ストレスがたまり、家族
への暴言が増えている」等と母親から聞くことがある。

●乳幼児保護者への定期的な電話連絡をしたところ
「夫以外の人と数か月ぶりにしゃべった」「夫が在宅
勤務のため、子どもが泣いたりすると不機嫌になる
ので、母子とも息をひそめて生活している。外へも
コロナ禍が怖くて出られない」などの声が多い。

家庭内不和

●コロナで自宅に引きこもりやすいため産後うつのよ
うな症状になりやすいようだ。

●月齢の低い子を持つ親のつどいでは孤独感や行く場
所がなかったことなど胸の内が多く聞かれた。

●帰省できない核家族世帯が、育児疲れを抱えている。
それに伴い、夫婦関係もぎくしゃくしている。

●乳幼児と保護者の行き場のない日常の中、割と早く
に平常の子育てひろば事業を再開させたことに、歓
迎の声が多数あった。

乳幼児の世帯の不安

情報共有

●不登校児や気になる子どもの情報を行政区の窓口担
当者、小学校と共有した。保護者との懇談も実施。

●地域の相談員などと情報交換したことで、ピンポイ
ントで子どもの様子を見守ることが出来た。

●市の子育て支援係との連携や、地域の子育てネット
ワークと連携し情報共有を行った。

●子育てネットワークや育児サークル、家庭教育関係
者と一緒に、こういう時だからこそ話し合いが必要
と会議を重ね、小中学生の保護者にアンケートを取
り、コロナ禍の心のケアの啓蒙や、緊急事態宣言後
不要不急と言われ活動が出来なかった記録をとる冊
子を製作している

保護者への影響・家庭環境の変化

具体的な対応
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　また、乳幼児や未就学児向けの子育てサロンや、父親も参加できるような場をつくることで、相互
の交流などを促す対応もありました

●児童館、親子の仲間づくりの拠点で子育てサークル
などを紹介し、親子の絆をサポートした。

●区の子育て支援センターやまちづくりセンターと感
染対策などの情報共有を図り、子育てサロンに取り
入れた。また児童館での感染対策を伝えることで、
安心して子育てサロンに参加する親子が増えてき
た。また、参加者が少ないことで丁寧にかかわるこ
とができ、幼稚園選びや発達について気軽に相談し
ていただくことがあった。

●民生・児童委員共催の乳幼児親子の「親子であそぼ
う」を土曜日に実施。父親参加もあり、10 組限定
と時間制限もあったが、のんびり楽しくプログラム
を遂行した。

●子育て相談員がいるので、電話相談を行った。今ま
で、自宅で子育てをしていたが、夫の在宅勤務で思
うように生活が出来ず、外から電話をかけて来る人
もいる。

●学校の臨時休校明けや夏季休業明けからホームペー
ジで広報し、中・高校生を対象に電話での相談事業
を行った。

●「ちょこっとメール」として、匿名可で受付。特に
外出自粛をしっかり守っている人にとって、人に言
いづらい気持ちを表出できる場になったと思われ
る。特に心配な状況の家庭については地域子育て支
援拠点や市営保育所、助産師（訪問）と支援につい
て連携をとった。

●コロナ禍以前から相談窓口は開設していたが、緊急
期間以降はとくに電話相談が増加した。子どもの発
達の相談が主だったが、感染症に関わるもの、保護
者の精神的な相談も増えた。

●緊急期間中、スカイプを利用し利用者からの電話相
談に対応する「何でも気軽にホットライン」を開設
した。近況報告やコロナ禍の困りごとなど、中・高
校生と職員のコミュニケーションに役立った。

●児童館の相談ボックスに何度か心の叫びを書いて入
れていた気になる児童について、児童館から主任児
童委員へ伝え、主任児童委員が小学校担任に学校で
の様子を聞くなどしてくれた。

相談対応

保護者の交流


