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　令和２年４月の緊急事態宣言を受けて、各地の児童館では、臨時休館等の措置がとられましたが、
来館できない子どもたちのために下記のような対応がとられました。

●工作ボランティアの方からのレシピとキットを準備
し、希望者に提供している。

●寄付でいただいた絵本や遊具（おさがり）を玄関口
に置き、自粛中も家庭でも過ごせるように「ご自由
にどうぞ」ボックスを設置し、通りすがりの児童や
親子が持ち帰れるようにした。

●青空図書館として、児童館外の敷地内にコーナーを
設置し、乳幼児親子が図書の貸し出しをできるよう
に取り組んだ。

工作キットや図書の提供

地域巡回等
●公園などに集まる児童や保護者に声がけし、気にな

る児童や家庭の状況を知ることができた。
●緊急事態宣言中の公園巡回によって、近隣の子ども・

親子の現状を把握することにつながった。

出前・出張
●地域のコミュニティセンターにて出前講座を実施。
●緊急期間以降に活動内容を考慮し、密や接触を避け

たあそびを提供（地域の幼稚園や小・中学校に出か
ける移動児童館）した。

●1 月以降来館記録のあった子育て家庭にこちらから
電話をかけた。自分から電話することをためらう人
も親しみのある職員と話し、家庭の問題や子育ての
悩みなどの相談になるケースもあった。継続的な支
援や、他機関との連携にもつながるケースもあった。

●児童センター閉館中に行った乳幼児保護者への電話
連絡では「気にかけてもらってとても励まされた」

「また、いつか必ず遊びに行こうと強く思った」「他
のママたちの過ごし方などを聞いてほっとした」な
どの声が聞かれた。

●館は閉館していたが、低学年だけでのお留守番世帯
の子だけは受け入れをした。

●家庭に居づらい子や、問題を抱えた子が来館した場
合は受け入れていた。

●家庭環境に特別の事情がある児童について休館期間
であっても受け入れた。

●緊急事態宣言中、同法人の隣接する保育園の給食室
と連携して、お弁当を提供した。

休館中の取組（緊急事態宣言発令中）

利用者への連絡や訪問

事情がある子どもたちに限定しての
受け入れ

児童館の機能を児童館の機能を
止めないための取組止めないための取組
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情報共有

　個別の対応だけではなく、他の児童館や、学校・社会福祉関係機関と情報共有する場を設ける例も
多数見られました。子どもたちの様子がわからない中で、関係する機関との情報共有は、児童館とし
てできることを考えるための機会になったと思われます。

●児童館が主導して近隣３学区の主任児童委員が集まる意見交換会を実施するなど、地域住民の意見を聞く手立ては有
効であった。

●県内児童館同士のＬＩＮＥグループによる情報共有、県外児童館との Facebook グループはとても有効だった。
●所管課主導で緊急合同会議を開催してくれて、閉館時期及び閉館時の職員対応など話し合うことができた。
●関係機関（学校・行政・福祉関係機関）との情報共有と共助が有効だった。
●地域の小中学校、認定こども園等近隣の機関と緊急期間中の職員の対応や対策、子どもたちとのかかわり等について

情報交換ができたことは有効だった。
●民生・児童委員や主任児童委員さんからの情報は大変有意義で、課題を抱える親子の支援につながった。

●SNS 等で情報を発信できたことが、急な休館のおしらせや、緊急期間中の各家庭への支援など、有効だった。
●家庭でできる遊びを掲載した児童館だよりを小学校に配布した。
●クラブ活動に所属する子どもたちへ開催状況等、お家で過ごすことについてなどのメッセージをハガキにて送る。
●月たよりの発行やホームページでは情報を提供していたため、（子どもや保護者に）会った時に話をして開館している事を

伝えたり、利用者や民生・児童委員から友達や困っている地域の親子がいたら児童館の事を案内してもらうように努めた。

　このように、休館等の措置がとられる中でも、児童館がもともと持っている機能をなん
らかの形で継続したことによって、コロナ禍において孤立している子どもたちや子育て家
庭の不安が解消されることにつながりました。

　利用者には、施設の利用状況をお知らせすることが大事です。「児童館が考えていること」
「利用できる」と知ってもらうことにつながります。児童館が定期的に発行している「おた
より」や SNS・ホームページ等での発信も有効であったという意見が多数ありました。

事業継続

　アンケート調査では、「感染症対策を含めた緊急時のマニュアルが有効だった（57.9%）」との結果
でした。この回答の多くは、目に見えないウイルスに対する「感染症対策」が有効だったという趣旨
と思われますが、緊急事態宣言の発令中にできたこと、試行錯誤しながら行ったことなども「緊急時
のマニュアル」に反映させておくことができれば、さらに有効なものになると考えられます。
　企業において、災害等が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短
い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画＝事業継続計画（Business Continuity 
Plan、BCP）が策定されるようになりました。行政機関においても同様の計画が策定されるようにな
りました。
　企業が策定する BCP をそのまま児童館にあてはめるのは困難ですが、考え方など一部を参考にしな
がら、コロナ禍の経験を踏まえて、できることを考えてみてはいかがでしょうか。
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児童館の BCP 作成に向けて

（跡見学園女子大学
　観光コミュニティ学部教授）

BCP って何？

　BCP とは災害などの緊急事態における企業や団体等の事業継続計画（Business Continuity Plan）のこと

です。目的は２つあります。第 1 に、感染症流行や災害など危機的な状況にあっても、利用者や施設職員

の安全を確保することです。感染症予防対策や発症した場合の対処などはこれにあたります。第 2 に、重

要な事業を継続し、中断した場合でも早期に復旧を図ることです。

児童館の重要事業

　では、児童館の重要な事業とは何でしょうか。アンケート結果では緊急事態宣言前には「遊びによる子

どもの育成」（90.5％）、「小学生の自由来館」（90.9％）や「親子の交流の場の提供」（84.6％）が上位でした。

それが、緊急事態宣言により、それぞれ 15.1％、6.9％、4.0％へと激減します。たしかに、同時期の 4 月

22 日段階では、全国の小中学校でも約 91％が臨時休校をしていました。

　その後、宣言の解除により 82.1％、80.9％、75.8％へと回復します。ただ、利用者数はどうでしょうか。

愛知県児童総合センターは「入館者は、昨年の同じ時期と比べて半分以下に減っています」（コドモネクス

ト※2020 年 7 月 15 日掲載）と言っています。一方で、小中学校ではほぼすべての児童生徒が登校しました。

「学びの保障」が叫ばれ、夏休みを短縮した学校も数多くありました。

　では「遊びの保障」はどうだったでしょうか。子どもたちにとって遊びの保障は発達の保障につながり

ます。その重要性を、児童館が具体的な実践とともに情報発信することが有効なはずです。

　また、小学生の自由来館ができないことで、子どもたちは家庭でもない、学校でない第 3 の居場所がな

くなりました。特に家庭環境に課題を抱えている子どもたちは、いくら課題があっても家にいるしかあり

ません。これが、どんなに辛いことなのか、児童館の職員は共感されることでしょう。

　子育て支援の場としての親子の交流の場は、4.0％しか提供されませんでした。しかし、緊急事態宣言と

いう厳しい状況の下で不安を抱えた親子は、親同士が相談したり、支え合ったりする場が失われることで、

一層生きづらい状況に追い込まれていくのではないでしょうか。

鍵屋　一

※ https://www.kodomo-next.jp
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ミッションを果たすために

　アンケート結果から、開館・休館を決めたのは 86.9％が児童館主管課です。どのような判断基準で決め

るのかこの調査ではわかりませんが、自治体で同一対応をとるべきという観念に縛られているかもしれま

せん。実際に、部屋・時間・人数等の制限については児童館主管課の決定割合は約 5 割にとどまっていて、

この部分は半数が現場に権限委譲をしています。権限委譲された児童館は、相当に悩み、自治体はもちろ

んのこと他児童館やネット情報によって具体的に決めていったと思います。その悩みと克服のプロセスこ

そが重要です。

　ただ、毎回、同じところで悩んで同じ結論を出すのでは困ります。そこで重要になるのが個々の児童館

BCP です。BCP という紙にすることで、共有化、見直しを進めやすくなります。感染症流行下の BCP では「感

染症対策」、「重要事業の継続」、「運用管理」が 3 本柱になります。感染症対策については、すでに自治体

や児童健全育成推進財団が作成したガイドラインなどがありますので、これを十分に読み込みながら作成

します。

　「重要事業の継続」については、児童館事業の全体を洗い出したうえで、閉館時にでも実施したい「重要

事業」、開館時に短時間で行う「重要事業」「とりあえず中止する事業」などを主管課、児童館職員が話し

合い、優先順を決めて計画化します。アンケートでは「館内の清掃や施設整備等」を実施したところが多かっ

たのですが、これは重要事業ではなく通常の管理業務です。

　重要事業はミッションから引き出されます。まさに「遊びによる子どもの育成」、「小学生の自由来館」、

「親子の交流の場の提供」などです。たとえば、アンケートでは 1 割台でしたが、「遊びの保障」の観点か

ら家庭でできる遊びや遊び紹介の動画を作成して配信するなど先駆的な動きがありました。子育て支援で

は、閉館を理由にして、電話やメール、Zoom などで親子面談を積極的に仕掛けていくアウトリーチ活動

もできるでしょうし、必要なことでもあります。このような活動は、職員が自宅でテレワークで行えます。

テレワークの推進は、ミッションを果たしながら、社会全体の感染症防止にも役立つと言えましょう。

　「運用管理」では、もちろん教育と訓練がありますが、課題を発見して対策を考え、課題を解決すること

が重要です。そして、これを繰り返し続けることです。コロナ禍で、「遊びの保障」をはじめとする児童館

の役割、果たす機能はより重要性が増しています。実は社会にはすでにハード、ソフトが用意されている

のに、私たちが考え方を変えないのが原因で「できない」と決めつけているのかもしれません。

職員参加で BCP 作成を

　BCP 作成には、一定の専門知識が必要なため、どうし

ても担当職員任せになりがちです。しかし、感染症や災害

時には、一人ひとりの職員の判断力と職員間の良好なコ

ミュニケーションがきわめて重要です。それには、BCP

作成への職員参加が有効です。たとえば、感染症の不安

や職員の参集可能性などを簡単なアンケートで把握しま

す。また、実動訓練だけでなく、気軽にお茶やお菓子を

とりながら、雑談風に意見交換を行います。訓練も、定

型的なものだけでなく、臨機に判断を促すようなものも

取り入れて臨場感を高める工夫をしましょう。それは優

れた BCP 作成だけでなく、児童館の組織力向上にもつな

がるはずです。

（かぎや・はじめ）

1983 年早稲田大学法学部卒業。法政大

学大学院政治学専攻修士過程修了、京都

大学博士（情報学）。板橋区役所入所、防

災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、

危機管理担当部長、議会事務局長を経て

２０１５年３月退職。２０１５年４月か

ら現職。 

地域防災全般、特に自治体の防災対策全

般、災害時要援護者支援、福祉施設の事

業継続計画（BCP）、マンション防災、地

区防災計画などを研究、実践している。



掲示の工夫

 ●  「距離をとろう」「マスクをしよう」など、やさし

い言葉で書いたポスターを作成した。

 ●  「食事中はおしゃべりをしない」「手指消毒をしよ

う」などを掲示（イラスト付き）して伝える。

 ●  既存のルールと感染予防として加えた新たなルー

ルを〇×クイズで来館児童がクイズを解いて、ルー

ルの周知を行った。

基本的な取組姿勢

新型コロナウイルスへの感染を予防し、子どもの健全育成
を推進していくために求められる基本的な取組姿勢は、
 1. 子どもを感染から守ること
 2. 遊びを通した健全育成活動を継続すること
 3. 地域の実情に応じて判断すること
の３つです。

　児童館を利用する子どもたちには、わかりやすくルールを理解してもらうためのポスターなどの掲
示物を工夫したほか、クイズを活用したり、手洗いの歌や動画をつくるなどの工夫も見られました。
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児童館の児童館の
新型新型コロナウイルスコロナウイルス感染症対策感染症対策

児童館における新型コロナウイルス感染症対策について、アンケート調査では、様々な形

で具体的な対応や様々な工夫が行われたことが明らかになりました。ここでは、「児童館

のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に沿って、児童館での取組をまと

めました。ガイドラインを実践する際に活用いただけると思います。

館内の対策



手洗いの工夫

 ●  紙芝居を使って、または実演しながら、手洗いの仕

方やアルコール消毒の仕方を説明し、実践した。

 ●  30 分～ 1 時間に 1 回手洗いタイムを設定。その際、

決まった手洗いソングを流すことで習慣化するこ

とができた。

ソーシャルディスタンスの徹底

 ●  ソーシャルディスタンスをとるために印を（マー

ク）をつける、換気、距離をとって行える製作の

実施。

 ●  フラフープを間隔を離して置き、フラフープ一つ

に一人が入り、距離を保つ。

 ●  ソーシャルディスタンスマットを作り、間隔を取っ

て、そのマットの上に座って絵本の読み聞かせを

した。
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消毒等の工夫

 ●  ドラムのハイハット用スタンドを利用して、アル

コール消毒薬を楽しく使用できるようにした。

 ●  紙でできた遊具を消毒できるように、ラミネート

した。

 ●  レクリエーションで使う遊具等を新聞紙や紙コッ

プなどの材料に置き換え、消毒や清掃をしなくて

もよい対応をとった。

乳幼児親子向け

 ●  非接触型体温計を怖がる幼児が多かったので、ぬ

いぐるみをつけた。

 ●  乳幼児親子さんの遊ぶスペースは、ピクニック風

にしてレジャーシートをそれぞれに渡し、決めら

れた範囲で遊んでもらう。

子どもの主体性をいかす

　子どもたちも「新型コロナウイルス感染症」のことを理解できれば、自分たちで納得できるようなルー
ルを考えることもできます。児童館の中には、子どもたちと一緒にルールを考え、つくったという例
もいくつか見られました。

子どもと考えた一例

 ●  学校を含め、すべて「大人が決めて子どもが従う」

というスタイルが多くあった。その為、ルールな

どはできるだけ子どもたちも納得がいくように「対

話」を心掛けた。

 ●  これまでの遊びのルールを子どもたちと「コロナ

バージョン」として相談しながら工夫し、ルール

を変えた。

新たな利用ルール

 ●  遊べるお部屋は、ホール、プレイルーム、図書室、

工作室の４部屋あり、スタンプカードを用意して

１部屋３０分ごとの入れ替え制とし、一度にお部

屋に入れる人数も１０人までと制限をして感染予

防に努めた。

 ●  子ども達に人気のドッジボールは、10 人以上になっ

たら 10 分間に時間を短縮し密を避ける。

 ●  プロジェクターを使用しての読み聞かせを実施。

 ●  広い場所での音楽活動：アコースティックギター

やカフォンを利用したり、セッションミキサーを

用い、ヘッドフォンを使って音を共有するなど、

広い場所での音楽活動を実施。

 ●  屋根のある自転車置場に椅子、机を用意し、「だれ

でもテラス」を設置。
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 ●  夏休みなどは午前と午後で遊具を入れ替えるなど

感染予防に努めたが、その際には、子どもたちに

も説明し、使ったもの、使ってないものの表示を

子どもが一緒にできるように工夫した。

 ●  子どもたちの中から有志で「コロナ対策委員」を

募り、コロナ禍での過ごし方を子ども主導で考え

る機会を作った。マスクのつけ方や、飛沫の飛ぶ

距離など、職員からもイラストで情報提供をした

ところ、子どもたちからも様々なアイディアが出

て、「コロナ対策ブック」という手作りの冊子にま

とめることができた。

子どもの遊びのプログラムの見直し

　児童館の利用だけではなく、子どもたちの遊びのプログラム自体も様々な見直しや制限を設けるこ
とになりました。「一人で遊べる（身体を動かすことも含む）」「一箇所に集まらない」などの工夫があ
りました。

 ●  ひとりでも遊べるえんぴつゲームや迷路、手作り

ゲーム（ピンボール・スマートボール）ぬりえ、

パズル、けん玉などのあそびの提供。

 ●   感染予防に努めながら、日常の遊びの大会や読み聞

かせ、映画観賞会、スポーツや工作等の遊びを提供

した。

 ●   距離を保ち遊べるスポーツチャンバラ等実施した。

 ●  少人数でできる卓球・バドミントン・一輪車・竹

馬等を勧めるとともに、カーリンコンやボッチャ

等の新しい遊びの普及に努めている。

 ●  個人でできる遊びについて（けん玉、フープ、縄

跳び、万歩計計測など）仲間と離れて同時スター

トするなど点数をつけ、加算することなどでゲー

ム的に行えた。

遊びのプログラムの見直し
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 ●  人数や時間を制限して、乳幼児親子を対象にした

手あそびや読み聞かせのプログラムを実施してい

る。

 ●  中高生と赤ちゃんのふれあいプログラムの参加者

を中・高校生のみにし、人数を制限して、講話形

式にした。

 ●  「ベビーマッサージと交流」プログラムは、新生児

を対象とし隔週で実施しており、毎回 20 組以上の

参加があったが、定員を 10 組に制限し、実施回数

を毎週に増やした。

乳幼児向けプログラム

 ●  児童館まつりが中止になったので、なぞなぞに正

解してくじをひくミニ夏まつりを企画・運営した。

 ●  デイキャンプは時間・参加人数を減らし夕方から

家族単位で参加。

 ●  例年 1 日で実施していたイベントを、期間を１週

間に延ばし、分散して参加できるようにした。

 ●  「秋まつり」は、コーナーごとに少人数で入れ替わっ

て、時間制限して遊ぶ予定。

 ● 図書室使用や作業時は人数制限をし、対面で座ら

ずに行う。

 ●  １日限定の行事にすると参加者が過密状態となるた

め、「ハロウィンウィーク」と称し、来館者が自由

に季節の行事の雰囲気を楽しめるよう取り組んだ。

 ● 学年別などの人数制限をかけた利用とした。

 ●  小学生向けのクイズを各部屋に掲示し、一か所に

集まらないように事業を展開した。

 ●  実施日や人数を制限して、複数の小集団を作って

行うような事業を個別にできるように改変した。

施設等の利用の見直し

　イベントを中止するのではなく、１日で実施するものを複数に分散するなど、実施方法や回数を見
直した例がありました。

イベントの期間見直しなど
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 ●  『折紙教室』として大勢で行っていた行事を、期間

を設け『折紙週間』とし、やりたい時に少人数で

行う行事とした。

 ●  大きなおまつりができなくなったので、ミニミニ

まつりを行った。密にならないようおまつりウイー

クにした。

 ● 工作を一日のみでやっていたのを、密を防ぐため

に工作ウイークにした。

 ●  子ども実行委員による「お化け屋敷」を実施する

予定だったが、昨年度の実績と様子から密になる

ことが避けられないことが見込まれたので、「夏の

怖い話会」へプログラムを変更した。

 ●  大勢の方（1000 人）が参加する『子どもまつり』

を中止したが、まつりのコーナーで実施する遊び

をセンター内で週替わりのコーナー遊びとして子

どもたちに楽しませた。2 か月間にわたり実施した。

事前予約が必要だったが少人数で安心して楽しむ

ことができるため、たくさんの子どもたちが参加

してくれた。

 ●  これまで単発のイベントとして開催していた子育

てグッズの交換会「はぁと BOX」を、１～２週間

常設した。

 ●  お祭り形式（子どもが遊びのコーナーを回る）行

事を、少人数参加のゲーム形式（間隔をあけて座り、

前を向いて参加する）に切り替えた。

 ●  これまで行ってきた児童館まつりを、規模を縮小

し、「ミニじどうかんまつり」として行った。まつ

りの運営協議会の開催および協力者の参集が難し

かったこともあり、かんたんなあそびのコーナー

や保護者向けクラフトを、職員主体で展開して行っ

た。また、地域のお父さんが企画したアウトドア

イベントも併せて行った。

 ●  例年行っていたハロウィンイベントを 1 日での開

催ではなく、3 週間かけて行い、マントや、マスク

など仮装できるものの作成プログラムや、写真に

よる仮装コンテストを新たに取り入れた。

（参考文献）

・児童館のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン , 児童健全育成推進財団、令和２年 12 月 18 日更新
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児童館職員へのメッセージ児童館職員へのメッセージ

　児童館運営に関わって 35 年あまり、施設の中で遊ぶ子ども達の姿を沢山見てきました。顔を見合わせて笑い合い、時には喧嘩して、

涙する。肩を寄せ合い、くっついて、目をキラキラさせながら、楽しい時間を過ごす。様 な々人と出会いそして、触れ合い、温かさを感じる。

狭いところに潜り込んでのヒソヒソ話は、何かとっても楽しそうでした。大自然の中を駆け抜けていく時の躍動感は、大人にない輝きに溢

れていました。これが児童館の魅力、これが遊びの魅力、これが子どもの魅力、こうした体験を通して子ども達は豊かに育って行くのだと

信じてきました。でも、昨年の４月、1回目の緊急事態宣言が発令されて、私の勤める児童館が休館になった時、「コロナにこの魅力を全

て奪われた…」と途方にくれた気持ちになったのを今でもよく覚えています。

　そこから始まりました。どう安全性を担保しながら「遊びの魅力」を生み出していくのか！もちろん、安全は児童館運営の基本ですから、

今までもそれを重視してきました。でも新型コロナは初めての事ばかり、何も出来なかった最初の頃から、少しずつ少しずつ手を広げてい

きました。「手探り」と言うのはまさにこの事だと実感しました。でも「本当に大丈夫か？」、「感染者が出たらどうしよう」と常に不安との戦

いでした。そして、次第に新型コロナ感染症との付き合い方が明らかになって来た今でも、この手探りの状態と不安との戦いは続いていま

す。きっと全国の児童館職員の方々 全てがこんな思いを持っているのではないでしょうか？

　新型コロナ感染症で生まれた新しい児童館の魅力もありました。この事例集にも掲載されているオンラインプログラムです。社会全体

がそうであったように、私の勤める施設でも一挙にその活用が広がりました。様 な々取り組みを行いましたが、一番印象的だったのが、児

童館祭りでの活用です。毎年、こども達の考えたお店が施設の中に並びますが、今年は子どもがディレクターとしてテレビ番組を制作し、

オンライン会議システムを使って放映しました。呼びかけを行うと小学生から高校生までが、次々 と申し込んで来ました。内容も、クイズ、

パフォーマンス、読み語り、占い等バラエティー豊かです。驚いたのは、子ども達が実に上手に、そして楽しそうに取り組んでいる事でし

た。小学生が行った『読み語り』や『デュエルマスター実況』なども、語り口や画面の見せ方が見事でした。小学生のなりたい職業の第１

が『ユーチューバー』と聞いていますが、まさにそれが実感できました。高校生の女の子は『ウルトラマンクイズ』の番組を行ったのですが、

会議システムの機能を最大限活用した素晴らしい演出を披露してくれました。毎年行っている児童館祭りより、内容と参加者の多様性に富

んでいましたし、すそ野の広い参画性という点でも、従来の児童館祭りを上回っていました。

　しかし、オンラインプログラムではどうしても不足してしまう体験がある事にも改めて気が付きました。それは「共感する」という体験です。

「共感」には物理的距離の近さが大きな影響を与えます。匂いや音、光等五感を刺激する様 な々感覚を共有する事、体験を共にする仲間

の息づかい、肌の暖かさ、声の響きを共有する事、こうした要素があって人は、『共感』すな

わち「隣の人と心が通じ合った！」という感覚を抱くのだと思います。子どもは特に、直接的に

体や心に響く感覚を体験しないと、『共感』を感じにくいのではないかと考えています。共感

は人と人との強烈な心のつながりをつくり、『絆』を生み出して行きます。人との絆は、人生

を楽しく、豊かに送るための大きな力になります。小学生から中学、高校の多感な時期に、様々

な人との『絆』をつくる事、これは子どもにとってとても大切な事だと思います。そして、子ど

も達が集い、共に過ごす居場所である児童館だからこそ、それが出来るのだと考えています。

　これから新しい生活様式を基盤にして児童館運営の在り方も変わっていく必要があります。

でもこうした時代だからこそ、絶対子どもから奪ってはいけない物、変えてはいけない事を再

確認し、守っていく必要もあります。そして、児童館らしく、楽しく、軽やかに子どもと共に、

この矛盾した二つの要素を両立させていく、これも児童館の大切な役割で、児童館職員の腕

の見せ所でもあります。新型コロナ感染症との戦いはまだしばらく続きそうです。お互いに頑

張りましょう、子ども達のために！

（さの・しんいち）
学生時代より、地域子ども会のボラン
ティア活動に参加、卒業後も子どもの遊
びを支援する仕事につきたいと考えるよ
うになる。杉並区の区立児童館の非常勤
職員を 1 年勤め、昭和 60 年に公益財団
法人児童育成協会に入社し、国立総合児
童センターこどもの城の運営に開館から
携わる。平成 26 年から児童育成協会が
指定管理者として運営する港区立麻布子
ども中高生プラザの館長として勤務して
いる。野外活動事業、中・高校生世代事業、
ボランティアコーディネーションが専門
領域。

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。

佐野 真一

児童館らしく、楽しく、軽やかに、子どもと共に

（ 港区麻布子ども中高生プラザ館長）
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　今回のアンケート調査は、統計としての数値の提示に留まらず、色々な事を示唆してくれるものでした。私が特に強く感じたのは、

次の３点です。

①閉館＝クローズではなかった

　「通常どおり運営した」と回答された児童館はわずか６．５％、多くの児童館は休館や、児童館の機能の一部停止を余儀なくされて

いました。おそらく、「通常通り」と回答された児童館にも、通常とは異なるご苦労や、工夫があったことでしょう。

　しかし、建物は閉館していても、地域に出向いたり、オンラインで遊びを発信するなど、子どもたちに支援を届ける努力をしてこら

れた事例が、アンケートに多く寄せられています。地域の拠点である児童館という建物（ハコ）はもちろん大事ですが、ハコが閉じて

いても、児童館活動はクローズしていなかったことに、底力を感じました。

②普段から抱えている課題や弱点が、非常時に顕在化する

　私の勤務するこべっこランドでも、約３か月間の臨時閉館の間、慣れないYouTube 配信、放課

後児童クラブへの遊びの出前や工作キットの配布など、できる事を精一杯行ったつもりです。しか

し、普段にぎやかなセンターの忙しさにかまけ、児童館に来られない子どもや、福祉的な課題を

抱える子どもに届く支援がなされていなかったという「アウトリーチの弱さ」を、今回痛感しました。

いつも以上に子どもたちの寂しさや不安に寄り添う必要のあった時期に、有効な支援ができなかっ

たことが悔やまれます。アンケートにも、「保育所と（児童館が）所管課が異なり、連携できなかっ

た」「情報不足」「縦割り行政の弊害」など、通常時にもおそらく潜んでいたであろう課題やウィー

クポイントが表われたと思われる記述も見られ、「わかるわかる！」と共感することしきりでした。

③普段からの取り組みが非常時に生きてくる

　今回、外国にルーツを持つ子どもが多く来館する神戸諏訪山児童館にコロナ禍での取り組みを聞くと、最初「特別に何もやって

いない」との返事が返ってきました。不思議に思い、「中国語で “ 手を洗おう”の館内掲示、してたよね？」と聞くと「あ、してたわ。

でもあれは、コロナより前からしてる事やから」などの答えが返ってきて、思わず笑ってしまいました。まさに、「普段からの備えが

非常時に生きてくる」を実感する聞き取りでした。

　各地の児童館から事例が挙がっていた、子どもたちが作り出した遊びや中・高校生企画のイベントなども、普段からの関わりや自

主的な活動があってこそ生まれたものだと思います。

できなかったことを糧にして、サステナブル（持続可能）な児童館を目指す

　今回のアンケート調査には、新しい遊びのアイディアや、コロナ禍における運営の工夫

が溢れています。しかし、密を避けながら子どもと関わる歯がゆさや、職員のモチベーショ

ンを保つ難しさなども垣間見えたように思います。

　私たち神戸の児童館は、阪神・淡路大震災で被災して閉館した際に「あおぞら児童館」

と称して、学校のグラウンドや避難所の空きスペースで、子どもたちに遊びと居場所を提

供した経験があります。しかし、今回その経験を充分に生かすことができませんでした。

「なぜ、生かせなかったのか」、できなかったことをしっかり検証することは、非常時にも

機能するサステナブル（持続可能）な児童館を実現するために、重要なプロセスである

と考えます。素晴らしい取り組みに学ぶと共に「そうそう、それ、できなかったよね」も

発見して頂き、児童館の活動や BCP の検証に役立てていただけたらと思います。

（おおすみ・れいこ）
武庫川女子大学文学部初等教育学科卒
業。大学３年の時に神戸市の児童館でア
ルバイトをし、児童厚生員を志す。昭和
62 年から社会福祉法人神戸市社会福祉
協議会職員として、６児童館で指導員・
館長として勤務。その後、神戸市中央区、
東灘区社会福祉協議会で児童館・放課後
児童クラブの運営支援、障がい児の子育
て支援にあたる。平成３１年４月～現職。
児童健全育成指導士。

（神戸市総合児童センター（神戸市総合児童センター
（こべっこランド）　運営課長）（こべっこランド）　運営課長）

大角 玲子

「遊び」と「居場所」を守る
～サステナブル（持続可能）な児童館を目指して～
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（NPO 法人ママプラグ理事）冨川 万美

　この度、検討委員として携わらせて頂いた NPO 法人ママプラグは、東日本大親子の防災啓発を主軸として活動しています。

きっかけは、東日本大震災の支援活動で、その時に伺った被災地の生の声をベースに日常に防災をいかにして組み込むかを日々

模索しています。

　今回、児童館のコロナ禍そしてコロナ後の在り方について検討を重ねるにあたり、強く感じたことは、「児童館が人と人を繋

げるコネクター」であるということでした。

　災害時という非日常が我々に訪れた時、最も重要なこと…それは、人と人の深い繋がりです。非日常という波をスムーズに

乗り越えるために必要なのは、まさに日常です。日常的に、親子が訪れている児童館に、深い信頼と安心感があれば、必ず非

日常時にもそれが功を奏します。

　ただでさえ、孤独を感じやすい子育て期。「私たち親子には、この場所がある」そう思える場所が存在すること。母親や父親

にとって、こんなに心強いことはありません。全国足並みを揃えて…というのは正直なところ難しいとは思いますが、災害時

にも地域の親子が頼りにできるような拠点としての在り方という視点でも、大きな可能性を感じました。

　防災啓発をしていると、「災害時の行動や備蓄の仕方など、不安ではあるが、周囲のママ友に相談をしたことが無い」という方々

によく出会います。子育てについては、日常のことなので経験を語りやすいが、災害時のこととなると、イメージも付きにく

い上に、自分だけが気にしすぎなのかも。と思ってしまうようです。そのような方々にとって、児童館からの防災啓発がとて

も役に立つように思えます。オープンに大切な情報共有ができる場所。人と人との繋がりが希薄になりつつある現代で、貴重

な場所であることに相違ありません。

　私自身、子育て中に児童館を幾度となく利用させて頂きましたが、欲を言えば

もう少し、児童館内での取り組みが分かりやすく開示されていると有難いですね。

SNS の有効活用や、自治体との連携など、情報収集の選択肢が多ければ多いほど

より強固な存在になっていくと思います。災害時の拠点として活用すべく、公的

な予算も視野に入れて頂きたいと感じました。

　検討委員会の中で、全国の児童館の皆様が、オンラインや時短など様々な工夫

をされて、そんな日常を崩さないように努力をされている事情を目の当たりに

し、強く感動を覚えました。棒グラフや折れ線データの中に、温かい思いやりの

気持ちが伝わってきました。とはい

え、前代未聞の制限の中で、未だど

のように取り組んで行ったら良いの

か、皆目見当もつかない方も沢山い

らっしゃると思います。そのような

方々のために、この事例集が少しで

も役に立つ日があれば幸いです。

（とみかわ・まみ）
青山学院大学卒業後、大手旅行会社、PR 会
社を経て、出産を機にフリーランスに転向。
東日本大震災で被災母子支援を行って以降、
防災事業を中心とした NPO 法人ママプラグ
設立に携わる。二児の母。東京都「東京くら
し防災」編集検討委員、農林水産省「あって
よかった！食料の家庭備蓄懇談会」委員など、
多くの自治体・省庁などでのアドバイザーも
務める。

全国の児童館における新しい取り組みと
可能性について
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野澤 秀之 （公益財団法人 児童育成協会 
  児童給食事業部 次長・児童福祉啓発事業兼任）

　このコロナで、児童館は活動をストップすべきでないことを確認しました。しかし、その割には継続のための備えが手薄で

あるのが気になりました。

　まず浮かぶのは、災害対策マニュアルや BCP（Business Continuity Planning ／事業継続計画）です。災害対策マニュアルは 6

割の児童館にあって機能していましたが（57.9%）、BCP はまだ十分浸透していませんでした（21.2%）。BCP というのは、災

害等で被害を受けても主な活動をすぐ再開できるよう予め立てておく計画のことで、企業の経営戦略の 1 つとして始められた

ものです。最近は保育所や児童養護施設でも作られていますから、児童館も今後は必要となると思われます。

　もう一つは、児童館を利用する子どもや保護者との連絡手段です。ヒアリングでは複数の児童館から「前から気にかけてい

た子が再開後は来なくなってしまい、状況把握できていない」という話を聞きました。アンケートには、例えば、「毎日来ておしゃ

べりしていた中学生に、閉館中連絡できなかった。関係が切れてしまったのか、再開後は来館がない」という記述がありました。

「本人は携帯を持ってなく、家に電話しても保護者と本人の関係が悪いためつないでもらえなかった」と続きます。

　児童館現場では連絡先の把握が難しいケースもあるかもしれません。しかし、今回のような災害時や、本人の事情で来られ

なくなったような場合、それでは援助を継続できないことになってしまいます。ヒアリングやアンケートでは、閉館期間中電

話で様子を確認したとか、開館後足が遠のいてる利用者に電話でフォローしたという話を伺いました。ちょっと気になる子ど

もや保護者であれば、こうした働きかけは尚更大事な援助技術です。待つだけの児童館では、もはや通用しなくなっているの

です。

　児童館ガイドラインにも、第６章（児童館の運営）の２（２）「利用する子どもの把握・保護者との連絡」に「① 児童館を利

用する子どもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を、必要に応じて登録するなどして把握に努めること」と記載

されています。実際、みなさんの児童館では、これまでどうしていましたか？ そして今後、どうするつもりですか？

　昨年３月～５月にかけての児童館は、通常通り運営したところが 6.5％。大半が活動の制限や閉館を余儀なくされました。し

かしながら、今回調査して改めて驚きました。この間、現場では実に様々な取組が行われていたのです。

　多くの児童館は地域を巡回し、工作キットを配りながら子どもや保護者に声をかけて状況の把握に努めました。環境が整っ

ている館ではネットを活用して情報発信や交流の場づくりに努めました。電話や手紙で利用者に連絡を取った館もありました。

窓から通りに向けて、「あと少し、がんばろう！」等とあたたかいメッセージを投げかけた館もありました。

　再開してからは子どもとともにコロナ対応バージョンの遊びを開発しました。体力が衰えていることを考慮して、運動遊び

に力を入れた館もありました。元々子ども食堂を実施していたある館では、閉館している間、お弁当の配食サービスを実施し

ました。なんと毎日 10 合のお米を炊いて、期間中 1,000 食も子どもたちに届けた

そうです。

　子どもを思う福祉マインドと、型にはまらない柔軟な発想に、頭が下がる思いで

す。みなさんの館ではどのような取組がありましたでしょうか。

　児童館ガイドラインは必ずしも特定の活動を強いるものではありません。第 4

章の前文には、「実際の活動に当たっては、この章を参照しながら、子どもや地域

の実情を具体的に把握し、創意工夫して取り組むことが望まれる」と記されていま

す。目の前の子どもたちの状況に応じて活動内容を柔軟に決定できるのが、児童館

の強みなのです。

（のざわ・ひでゆき）
早稲田大学卒業。児童館でのアルバイトを経
て、社団法人 全国児童館連合会に就職。（児
童健全育成推進財団の前身）。平成 12 年、厚
生省児童家庭局家庭福祉課に出向（1 年間）。
平成 28 年より、鎌倉女子大学児童学部非常
勤講師（現在に至る）。令和元年より、厚生
労働省社会保障審議会福祉文化分科会舞台芸
術委員会専門委員（現在に至る）令和 2 年
11 月、現在の勤務先に転籍。

児童館ガイドラインをもう一度

継続的な支援のために

子どもを見つめて柔軟に


