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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
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事例紹介事例紹介
　アンケート調査の結果から見えてきた取組のキーワードは、①子ども主体　②遊びの工

夫　③連携　④子ども支援でした。このキーワードはよく使われるものかもしれませんが、

これまでの児童館運営でも大事にされてきたものだからこそ、緊急期間以降活かされたと

言えます。

　かならずこれをやればうまくいくというものではなく、これまでの対応をふりかえって、

いま児童館でできることを考えるためのヒントにしてみるとよいでしょう。

【子ども主体】
　児童館の利用ルールなどを見直す際
は、基本的に児童館職員など大人が中
心になって決めたものがほとんどではな
かったでしょうか。子どもたちは、決め
られたことを守るだけではなく、自分た
ちで主体的に考えたり、工夫する取組が
見られました。

【子ども支援】
　これまで来館していた家庭のことが
どうしても見えない状況が続く中、厳
しい状況にある家庭の子どもへの支援
に関わる児童館も多数あります。フー
ドパントリー（食材持ち帰り）などの
食事支援、個別の相談対応など児童館
だからこそできることがあります。

【連携】
　コロナ禍において様々な制約がある
中で、地域の様々な機関・担い手とつ
ながることで、できなかったことをで
きるようにしたり、もっとできること
を広げることができました。これまで
の児童館のつながりがあったからこそ
できた事例があります。

【遊びの工夫】
　臨時休館や来館制限がある中で、一
定の環境とちょっとしたスキルがあれ
ば、SNS やオンラインツールを活用
できることがわかりました。また、来
館した子どもたちの多くは身体を動か
すことを望んだことから、遊びのプロ
グラムを工夫する例がたくさんありま
した。
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さいたま市立植水児童センター
  （埼玉県さいたま市）
●紙芝居仕立てなどでの啓発活動や、ウイル

ス対策について子どもたちと考える機会を
つくる。

【子ども主体・地域連携】
札幌市新琴似西児童会館（北海道札幌市）
●子ども運営委員会のメンバーで感染予防

対策をしながら楽しめるプログラムを企

画する。

p.20 p.22

鴨島児童館（徳島県吉野川市）
●これまで関わりがあった NPO と連携し、

SNS やオンラインを活用したプログラムを
提供する。

川口市立戸塚児童センターあすぱる
  　　（埼玉県川口市）
●親子あそびなどのプログラムを YouTube 配

信するほか、「Webママのおしゃべりカフェ」
として 0 歳児親子向け子育てサロンを実施
する。

【遊びの工夫】

p.24
目黒区立平町児童館（東京都目黒区）
●日頃行っていたスポーツと自由な遊びを

合 体させた新しい運 動 遊びプログラム
「JUMP-JAM」を非接触型にアレンジする。

p.28

京都市修徳児童館（京都府京都市）
●「閉まっていても児童館」を合言葉に、工

作キット配布や SNS 活用、動画配信など
積極的に実施する。

p.26

p.30
松山市新玉児童館（愛媛県松山市）
●ケーブルテレビと連携した家でできる遊び

や工作を紹介する番組「あそびのじかん」
や地元ラジオ局で「ラジオ児童館」という
番組を配信する。

国立市矢川児童館（東京都国立市）
●自宅でも遊べる「遊びキット」をつくり、公

園巡回などで配布するほか、地域の商店
街と連携して提供する。

【地域連携】

p.32 p.34

浦添市立宮城ヶ原児童センター
  　　（沖縄県浦添市）
●以前から実施していたこども食堂からお弁

当配食に切り替えて実施する。

新座市児童センター（埼玉県新座市）
●電話や SNS 等を活用した相談窓口を設置

するほか、地域巡回やフードパントリーを
実施する。

神戸諏訪山児童館（兵庫県神戸市）
●日頃から行っていた外国にルーツのある子

ども・家族への支援を強化する。

【子ども支援】

p.36 p.38

p.40 これらの事例は、令和 3 年 1 ～ 2 月に各児童館に対してオンライ

ン会議システム（Zoom）を使ってヒアリングしたものをまとめま

した。



北海道
札幌市

緊急期間中

相談対応
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 札幌市新琴似西児童会館

札
幌
市
新
琴
似
西
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館

　緊急期間前から、日常的に子どもたちの動向を把握して、小学校とも気になる子どもの情報等を適宜共有しています。

必要に応じて若者支援施設、児童相談所など関係機関とも連携し、支援が必要な家庭をサポートしているそうです。中

学生で気になる子どもには電話や直接会って相談を受けることも。これまでの延長で、子どもたちの様子を伺いながら、

対応したとのことでした。

ふりがな さっぽろししんことににしじどうかいかん
児童館名 札幌市新琴似西児童会館
運営法人 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

放課後児童クラブの有無 有
住　所 〒 001-0909　札幌市北区新琴似９条１３丁目４- １

ホームページ URL http://www.g-kan.syaa.jp/ 

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 58 人（新型コロナウイルス感染症の流行以前／令和元年度）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 6% ◆ 中・高校生 2%
◆ 小学生 76% ◆ 大人 16%

　2 月末から 7 月まで臨時休館することになりました。急に決まったことから、ブログと児童会館入

口への貼り紙で周知したほか、見守りシステムに登録している世帯にはメールを送り、さらに登録し

ていない世帯には電話をかけました。休館中に来た人には、再開したら連絡すると約束し、開館後に

電話連絡しました。

　放課後児童クラブの受け入れは継続していたため、感染症対策は、運営法人から配信される情報や、

小学校での取組などを参考に進めました。同じ法人が運営している他の児童会館とも消毒、遊び、情

報発信方法など密に情報共有をしたそうです。



緊急期間前から取り組まれている

「子ども運営委員会」を活かして、子

どもたちと一緒に感染症対策を考えるこ

とで、子どもたちも新しいルールを守る

ようになったり、積極的に声をかけるよ

うになりました。「子どもが意見を述べ

る場の提供」は児童館ガイドラインに

沿った活動であり、話し合いを通して自

ら学び、考えて、実行する力を身につけ

ていく様子がうかがえます。

Po
int

　札幌市のすべての児童会館に設置されている「子ど

も運営委員会」では、小学生から高校生までの希望者

がルールや遊びの企画などを話し合い、子どもたちの

自主的な活動や意見表明の場になっています。令和 2

年度は、小学 2 ～ 5 年生の 9 名が参加し、9 月から活

動をスタートしました。

　運営委員は話し合って、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のポスターをつくり、来館者に説明をしまし

た。また、これまで運営委員が企画運営していたイベ

ントが中止になったことから、感染症対策をいろいろ

と意識して「ファイターズからの挑戦状」と題した体

力チャレンジや謎解きイベントを企画しています（令

和 3 年 1 月現在）。

子ども運営委員会でプログラムを考える

　他の児童会館がけん玉披露会をオンラインで行っていたのを見たことから、ハンドベルに置き換えて実施することに

しました。元々ハンドベルの発表会を開催する予定だったこともあり、他の児童会館との交流会も兼ねてオンラインで

中継することにしました。ハンドベル発表の音も聞こえ、拍手する映像も見れましたが、子どもたちの声を機械がうま

く拾うことができず、残念ながら中継先の感想を聞くことができなかったそうです。職員は「反省点も踏まえながら、

オンラインイベントを続けたい」と考えています。

オンラインツールの活用

緊急期間後

　7 月 1 日に再開してからは、利用できる部屋や遊具の制限、消毒・手洗いなどの感染症対策を徹底

するほか、来館した子どもたちには連絡先などを書いたものを持参するようお願いを周知しました。
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埼玉県
さいたま市

緊急期間中
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 さいたま市立
植水児童センター
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ふりがな さいたましりつうえみずじどうせんたー
児童館名 さいたま市立植水児童センター
運営法人 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

放課後児童クラブの有無 有
住　所 〒 331-0057　埼玉県さいたま市西区大字中野林 174-1

ホームページ URL https://saicity-j.securesite.jp/（さいたま市社会福祉事業団）

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 36.1 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 23.3％ ◆ 中・高校生 8.3％
◆ 小学生 43.5％ ◆ 大人 24.9％

　令和元年 9 月から施設修繕工事により休館しており、さらに令和 2 年 3 月から国の緊急事態宣言発

令による臨時休館となりました。ホームページ、児童館だより、（併設の）老人憩いの家だより、館内

掲示の他、施設外のフェンスに貼り紙をするなど、周知を徹底しました。「北風と太陽」※イソップ寓

話などのストーリーをアレンジし、職員が描いた物語を施設外のフェンスに掲示したところ、見入っ

ている方もいました。なお、児童館職員は、放課後児童クラブにスタッフとして支援に入っていました。



　感染症対策は、児童館職員（大人）が考えるのが一

般的です。コロナ禍による環境の変化で子どもたちはス

トレスを抱えており、さらに様々な新しいルールや制約が増

えるのはさらなるストレスになるでしょう。そういった中で、

なぜマスクをつけるのか、手洗いが必要なのかを子ども自身

に知ってもらうことや、子どもと一緒に考えて決めるための

工夫は、安心できる児童館づくりにもつながっているのでは

ないでしょうか。

Po
int

　日頃から、考えたり決めたりする行程を子どもたちと一緒に取り組むこと

を大事にしており、大人が「守らせる」のではなく、子どもたちが自分で考

えて行動できるように、館内に掲示するマスク着用や手洗いのイラストは、

子どもたちと一緒につくりました。このポスターをつくったことで子どもた

ちは自らが納得して行動をとれるようになったそうです。

子どもたちと一緒につくったポスター

　運営法人では、他にも児童館の運営を受託している

ことから、共通で使える「体操やパネルシアターなど

の在宅支援動画」を職員でつくり、配信しました。

新しくつくった遊びプログラム

緊急期間後

　放課後児童クラブで子どもたちの様子を見ていたと

ころ、4 月頃からいつもより不安定であることに気づ

きました。そこで、感染症を必要以上に恐れず正しく

理解してもらうために藤田医科大学感染症科が作成し

た「コロナウイルスってなんだろう」という小学生向

けの資料を紙芝居にして読み聞かせをしました。見え

ないウイルスに対する迷いや不安の気持ちがあるとい

うことを共有することができました。

紙芝居「『コロナウイルスってなんだろう』」
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　休館中には、職員同士で相談しながら感染症対策を考え、令和 2 年 6 月に、９ヶ月ぶりの再開とな

りました。児童センターの利用者は 2 階のみ、放課後児童クラブは 1 階奥、老人憩いの家は 1 階玄関

隣の部屋を利用するというように動線を分け、消毒を徹底しました。



埼玉県
川口市

緊急期間中

緊急期間後

　6 月から再開となりましたが、休館中に行っていたオンラインイベントが楽しかったという参加者

の声を受けて、新たに企画することにしました。実施にあたっては、川口市の「オンラインイベント

の注意事項」に則り、録画禁止、申込者のみの参加、通信料は各自負担、個別の情報交換はしないな

どのルールをつくり、実施しています。

市子ども育成課施設での Zoom の利用について（ルール概要）
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 川口市立戸塚児童センター
あすぱる

川
口
市
立
戸
塚
児
童
セ
ン
タ
ー
あ
す
ぱ
る

ふりがな かわぐちしりつとつかじどうせんたーあすぱる
児童館名 川口市立戸塚児童センターあすぱる
運営法人 株式会社コマーム

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 333-0817　埼玉県川口市戸塚南 4-10-2

ホームページ URL http://www.comaam.jp/uspal/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 250 人（新型コロナウイルス感染症の流行以前／令和元年度）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 30% ◆ 中・高校生 6%
◆ 小学生 34% ◆ 大人 30%

　令和 2 年 3月4 日から臨時休館となりましたが、開館の準備・部屋の改善などを検討しながら、親子あそび、

小学生あそび、屋上ファーム活動の様子などのプログラムを運営法人の YouTube チャンネルで配信しました。

　さらに、オンラインツール Zoom を活用して 0 歳児親子向け地域子育て情報共有の場「Web ママのおしゃ

べりカフェ」を企画したところ、里帰り中の親子も参加することができ、7 組の参加がありました。子育て

の体験談や本音が聴けると好評で、積極的に話す様子がみられています。現在では、オンラインと対面の

両方を行っているそうです。

　休館が続くと、いつも遊びに来ている子ども達の様子や乳幼児親子の様子が気になりました。転入者が

多い地域なので、子育てに孤立している親子がいないか心配になり、公園巡りをしたことがあります。

●参加者はカメラＯＮで参加すること。
●何かをしながらの参加は禁止。
●ミーティングについては、招待制とする。
●ミーティングの録画は許可しない。
●ミーティング上での連絡先は交換しないこと。

●ＨＰ等を利用した事業周知の際は、Zoom のアプリ
を利用しての事業であること。また、利用に際して
料金は発生しない旨、利用時の責任等の記載をす
ること。



既存のプログラムの中で、オンラインでもできそうなものを行っています。定員を設

けて限られた参加者で行うなど、負担感なく続けられるようにしています。イベントを

企画する中では、利用者が主体的に関われるものや地域のボランティアが講師になって

もらうなどの工夫をしています。今後も、Web クッキング、Web 親子プログラミング

講座、Web リズムで遊ぼうなどを企画されているそうです。（令和 3 年１月現在）

Po
int

オンラインイベント概要

　緊急事態宣言に入り、支援の必要な親子が来館できなくなった時、フォローのため、電話をかけて
親子の様子を聞くこともありました。
　乳幼児保護者を対象にした予約制のオンライン相談を開設しましたが、まだ、オンラインの環境が
整っていない世帯も多く、電話での相談が多かったです。相談内容は、発達の悩みや育児疲れなど様々
で、中には深刻な相談のケースもありました。コロナ禍の中、支援の必要な親子の割合が増えたと感
じています。自治体の担当部署とも情報共有し、連携しながら支援しています。
　中・高校生は、クラブが自粛になり週末の来館が増えました。小学生の頃から長く関わっている子
どもたちが、中・高校生になっても、職員と話をするためフラッと来館することがあります。今後も、
話に耳を傾け寄り添いながら、成長を見守っていきます。

相談対応や声がけ

児童の親子がボランティアで講師をしています。
「アニメーション作品」や「オリジナルゲーム作り」
に挑戦出来る、Scratch（スクラッチ）を活用し、自
宅から気軽に参加できるようにしています。

オンラインで節分の日を楽しみました。
中学生 4 人が作った紙芝居で、幼児達に分かり易く
説明してくれました。
その後、画面越しの鬼に向かって新聞豆で退治。
中学生の紙芝居は動画配信サービス YouTube で配信
しました。

「ボランティアによる
Web 親子プログラミング講座」

小学生親子対象
「Web 豆まき」

乳幼児親子対象
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京都府
京都市

緊急期間中

合言葉は「閉まっていても児童館」
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　3 月 5 日から児童館施設は休館していましたが、放課後児童

クラブは開館していました。

　公園には子どもが集まり、親子が集う子育て支援等の居場所

もなくなっていた状況を見て、児童館でできることを職員同士

で話し合い、今できることを模索していました。休館中に、親

子連れが児童館に近づいてくる様子があり、テラス越しに話を

したり、「少しだけでも話をしたかった」と言われて来館され

ることがあり、「児童厚生員が児童館にいることが大事」と感

じました。

　そして、「閉まっていても児童館」を合言葉に、個別対応を

しつつも、多くの方に向けて動画を撮影し閲覧できるようにし

ました。例えば、写真展を計画したほか、工作キットの遊び方

動画を制作し、登録している乳幼児親子に、工作キットを 40

組ほど届けました。保護者からは動画を見た子どもの様子がわ

かる写真を送ってもらったり、うれしいリアクションもありま

した。

　これまでは SNS の幅広い利用を躊躇していましたが、緊急

期間には積極的に SNS やオンラインを活用して、児童館が閉

まっていても情報発信し続けることを大切にしました。

ふりがな きょうとししゅうとくじどうかん
児童館名 京都市修徳児童館
運営法人 社会福祉法人京都福祉サービス協会

放課後児童クラブの有無 有
住　所 〒 600-8449　京都市下京区新町通松原下る富永町 110-1

ホームページ URL https://shutokujidoukan.amebaownd.com

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 135 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 12％ ◆ 中・高校生 2％
◆ 小学生 71％ ◆ 大人 15％

 京都市修徳児童館



「子どもの最善の利益」を尊重する

ことを第一に考え、「やめてしまうこ

とは簡単だが、出来ることに対して、

前向きに進むことに迷いはなかった」

という言葉が印象的でした。

Po
int

新たにつくった遊びプログラム

　これまでよりも積極的に施設内のスペースを有効活

用するために、児童館敷地内の花壇を芝生広場にし、

子どもたちの居心地がよい遊び場としました。また、

児童館の自転車置き場の空間に、プランターで花を育

て、タープでテントを設営して外遊びの空間を広げる

ようにしました。

子どもたちの居場所づくり

　臨時休館中は、職員たちも外出することに抵抗が

あったため、外出時は、あえて遠回りをして地域の巡

回をしました。また、行き場を失った子どもが公園に

集まり、小学生と中学生がつながり、帰宅時間が遅く

なるような状況がおこり、小学校、中学校、保護者と

連携をして、子どもの見守りをするようにしました。

地域巡回・見守り

緊急期間後

　7 月から児童館を再開するにあたっては、「感染症対策のために制限することで、子どもたちの体験

が制約されることはよくない。経験しないと学べないこともある」と考えて、できる限りの感染予防

対策を講じました。また、職員からの提案で、今後の取組を検討するために、利用者に向けてオンラ

インのアンケートも行いました。

コマ撮りムービー 児童館プロモーションビデオ

　多くの方が利用しやすいよう修徳児童館オリジナルのホーム

ページを新たにつくり、様々な情報提供を進めることにしました。

子どもたちの「好きなもの」を募集し、修徳児童館のプロモーショ

ンビデオを撮影した動画も掲載しています。この動画は小学生が

撮影し、社会人ボランティアが編集しました。

　日頃より子どもたちのカメラ撮影事

業「子どもカメラマン・写真展」など

に取り組んでいました。子どもたちが

折り紙で人気のアニメキャラクターを

作り、その折り紙を少しずつ動かして

コマ撮りにして物語を作ってムービー

に仕上げ遊んでいました。

　動画が効果的と考え、児童館再開を

機に、児童館での新たな過ごし方や利

用方法を動画配信することにしました。

職員が出演した動画だったので、家族

で楽しんで視聴してもらい、浸透しや

すかったようです。
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東京都
目黒区

　臨時休館後、中・高校生の来館が増え、近隣の私立高校とのつながりができた

ことで、保育部や美術部などが関わることになりました。作品を展示したり、文

化祭がなくなった鉄道研究部に依頼して、プラレールを 1 ヶ月定時運行しました。

高校生グループからの発案で、パパ・ママ ･ 子ども向けにクイズ大会・大喜利大

会を収録して、オンライ

ン配信をするなど積極的

な取組が見られています。

ほかにも、バンド練習を

希望する高校生のために、

音楽室ではなく、ホール

を使ってもらうようにす

るなど、中・高校生の居

場所になっています。

中・高校生の関わり

緊急期間中

緊急期間後

28 事例紹介

 目黒区立平町児童館
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ふりがな めぐろくりつたいらまちじどうかん
児童館名 目黒区立平町児童館
運営法人 ライクアカデミー株式会社

放課後児童クラブの有無 有
住　所 〒 152-0032　東京都目黒区平町 1-5-3

ホームページ URL https://www.city.meguro.tokyo.jp/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 110 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 32％ ◆ 中・高校生 8％
◆ 小学生 28％ ◆ 大人 32％

　令和 2 年３月からの臨時休館中は、放課後児童クラブの支援や巡回しての遊びのプログラムを提供
していました。来館経験のある子どもや保護者に連絡し、様子を聞いたり、相談に応じることや、地
域を巡回して、公園等にいる子育て中の親子に声掛けをしていました。
　さらに、厚生労働省や文部科学省からの資料を参考に、開館の条件、感染症対策などをまとめたマニュ
アルを作成しました。運用しながら、修正を重ねています。
　このように、休館とはいえ、様々なことに取り組まれて、6 月 18 日から再開することになります。



　休館中に職員同士で意見を出し合って、子どもたちができるだけ距離をとって遊べるようなプログ

ラムをたくさんつくりました。

　例えば、以前から取り組んでいたスポーツと自由なあそびを合体させた新しい運動遊びプログラム

「JUMP-JAM」をアレンジした遊びは 30 種類もできました。「一定の距離を保つこと」「道具の共有

をしないこと」「大きな声を出さないこと」「激しすぎないもの（マスクを外さない）」これら 4 つのポ

イントを意識してプログラムをつくっていま

す」とのことで、最近では、プログラムを考

えるイベントも行っているそうです。

新たに作り出された遊びのプログラム

　ルールを示すピクトグラムは、職員がデザインし、ネーミングも職員で考えました。

館内はマグネットステッカーを作成し、ドアなどに掲示しています。手洗い場がない

1 階では、誰でもトイレを手洗い場にするために導線の足跡マークをつけました。児

童館全体が温かい雰囲気になるように、文言やイラストを工夫しています。

　このほか、地域のイベントも

感染症の影響で中止となり、子

どもたちと地域の方々の接点も

なくなってしまったことから、

せめて所属と名前、声を届けた

いと思い、定期的に「手洗い」

を促すメッセージを館内放送し

ました。流れる声は、青少年委

員、小中学校 PTA 会長などの

方々です。

感染症対策のポスター、館内掲示、館内放送

　子どもたちは普段やっていたあそびができなかったり、道具を共有するあそびが当初は戸惑いもあっ

たようですが、徐々に楽しむようになりました。児童館には、小学 4 ～ 6 年生、中・高校生それぞれキッ

ズ・ティーンズスタッフがおり、あそびの検討やイベントの司会進行や、他の子どもへ言葉がけなど

をしていることで、特に中・高校生の能力が伸びていると感じることがあるそうです。

●体をフルに使うツイスター。
●職員がルーレットを回すことで、子ども同

士距離をとって遊べる。今では、子ども
だけで遊べるようになった。

●じゃんけんをして、壁に張ってある指示に
従いながら進む、等身大のすごろく。ジャ
ンプ 10 回、腕立て５回など、運動要素
を多く入れてある。

●ケンケンしながら鬼の周りをまわり、足チェンジを見つかっ
たらアウト。逆回りなど、アレンジを加えた体力がつくあそび。

●出張児童館や小学校など、子どもたちに流行。元々非接触
のあそびだが、夢中になるとだんだん距離が近づいてしまう
ので、距離を保つように言葉がけしている。

リンゴの皮むき

フルツイスター

まっすごろく
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徳島県
吉野川市

緊急期間中

手紙や SNS を使った情報提供

　緊急事態宣言が発令されてから、公設公営の児童館は休館となりましたが、公設民営の鴨島児童館は、

運営法人の判断となりました。元々、子どもから高齢者まで来館する児童館であったため、以前から、

ひとり親家庭や親が不在で孤立している子どもたちなどのことを把握しており、そういった子どもの

居場所のために開館することになりました。ただし、一般来館は自粛を要請することになり、SNS で

周知するほか、玄関先に貼り紙をして、来館者に事情を説明するようにしました。

　元々、子どもから高齢者までが利用している児童館であったため、「行事やイベントをやってほしい」

との要望が多くありましたが、自治体と協議して、小学校などの対応とあわせて、やむを得ず断念し

たそうです。

　職員からは、「お断りしなければならないのは辛かった」と話される一方で「接触させることに怖さ

もあったが、開館したことで児童館の役割が果たせた」という声を聞きました。

30 事例紹介

 鴨島児童館

鴨
島
児
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館

　事前に把握していた気になる世帯に電話をかけたり、約 350 枚ほど手書き

でお便りを出し、多くの反響があったとのことです。また、普段から SNS ツー

ル（Facebook メッセンジャー・LINE 等）を使って職員とやりとりをしてい

たことから、緊急期間中も利用者との情報交換ができたそうです。プライバシー

に関わる情報に配慮して、特定の職員 1 名のみで運用しているそうです。こ

の SNS ツールによる情報交換は有効であったため、非常時の連絡ツールとし

て活用することを検討しています。

ふりがな かもじまじどうかん
児童館名 鴨島児童館
運営法人 学校法人鴨島学園

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 776-0014　徳島県吉野川市鴨島町知恵島 1208-1

ホームページ URL https://www.facebook.com/1062211260459259/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 46 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 20％ ◆ 中・高校生 10％
◆ 小学生 30％ ◆ 大人 40％



アンケート調査では、「やりたかっ

たけど、できなかったこと」という

設問に多くの自由回答がありました。そ

れぞれ理由や事情もあったでしょうが、

鴨島児童館のように具体的な企画や実施

してみようと準備したことで、次に取組

める機会があれば、すぐできるように思

います。けっしてチャレンジしようとし

たことは無駄ではなく、次に取組むとき

のハードルを低くすることにつながって

いるはずです。

Po
int　来館することで接触するリスクを回避するために、

おもちゃや工作キットをドライブスルー形式で配布す

る「ドライブスルー児童館」という企画を考えて、助

成金申請など進めましたが、条件があわず、実施する

ことができませんでした。

　食事が摂れていない子どもを支援するために、以前

から土曜の昼に行っていたクッキング講座という名目

の「かもじ食堂（子ども食堂）」も、自治体からの中

止要請があったことから実施できませんでした。

　中学生向けに行っていた「勉強サポートタイム（部

活引退時期から高校入学まで、30 回程実施）」という

学習会は、中止となってしまいましたが、中学生が自

習のために来館しているそうです。

　様々なアイディアや以前行っていたものの再開も検

討していますが、感染のリスクと遊びや支援の両立の

ためには、まだ試行錯誤が続く模様です。

やりたかったけどできなかった事業

緊急期間後

　以前から取り組んでいた NPO と児童館の協働事業「どんどこプロジェクト」でつながりのあった県
内の NPO（びざん大学）を通じて、国内・海外で若者ボランティアのワークキャンプを行っている「NICE

（日本国際ワークキャンプセンター )」からオンラインイベントの提案があり、実施することになりま
した。
　具体的なプログラムは、全国各地の大学生 6 ～ 7 人が企画し、乳幼児向けに「リズムあそび」「絵本
の読み聞かせ」「ゲーム」、小学生向け「徳島クイズ」「なんじゃもんじゃゲーム」「オンライン工作教室」
などをオンラインで行いました。参加した乳幼児の親子は身体を動かすこともでき、喜んでいる様子
だったそうです。
　このオンライン企画が好評だったことから、クリスマスには、メキシコ、スペイン、ロシア、イン
ドなど世界各国とオンラインでの交流会も行いました。これがきっかけとなり、メキシコとの手紙交換、
ロシアとのビデオレター交換なども続けているそうです。
　これらのオンライン企画を実施するにあたっては、児童館にカメラ・スピーカー・デバイスの設備
がなかったことから、環境整備も NPO に協力してもらいました。
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愛媛県
松山市

緊急期間中

緊急期間後

　児童館の利用にあたり、コロナ禍以降は新たに住所の記載も必要となり、自分の住所が書けない小学生は入館できな

くなったことから、小学校を通して、保護者に事前に登録ができることを明記したお便りを配布し、できるだけ多くの

人に利用してもらえるようにしました。苦労はありましたが、利用している子どもたちや保護者の声を聞いて、児童館

の必要性を改めて感じたそうです。

事前登録の導入（住所が記載できない子どもへの対応）

32 事例紹介

 松山市新玉児童館
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ふりがな まつやましあらたまじどうかん
児童館名 松山市新玉児童館
運営法人 社会福祉法人松山市社会福祉事業団

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 790-0003　愛媛県松山市三番町六丁目 4 番地 20

ホームページ URL https://www.matsuyama-swwo.jp/jido/a_gaiyo.html

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 96 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 33％ ◆ 中・高校生 6％
◆ 小学生 25％ ◆ 大人 36％

　令和 2 年 3 月から児童館が休館する中、市内の放課後児童クラブでは、感染防止の対応に追われて

遊びのプログラムまで手が回っていない状況にありました。児童館職員は、放課後児童クラブから要

請があれば、児童厚生員の専門性を活用し、３密を回避した遊びのプログラムを提供しました。結果

的に児童館の役割を周知する機会にもなったと感じられたそうです。

　5 月 11 日から、条件付きで再開することになり、その後も感染状況を見ながら段階的に条件を緩和

しました。第一段階として平日の乳幼児利用を開始し、その後、週末に小学生以上の利用を開始しま

した。来館条件が緩和される都度、ホームページや児童館通信、掲示で周知したそうです。

　また、親子の交流の場、乳幼児親子向けプログラムを実施した際は、とても反響が大きかったそう

です。コロナ禍で外出もままならず、初めての子育ての家庭では不安も大きく、「児童館で同年齢の子

を持つ保護者と会話することができて安心した」という声が聞かれました。



　児童館の立地する市街地には、地元のケーブルテレビ局があったことから、元々児童館のイベント告知やイベントの

様子を放送していたそうです。コロナ禍で空いた番組枠でなにかできないか相談があったことから、市内の児童館が協

力しあって、家でできる遊びや工作を紹介する番組「まつやまじどうかん あそびのじかん」を始めることになりました。

　収録は児童館ごとにプログラムを考えて紹介するもので、放送時間が決まった番組をホームページに告知しました。

また、放送後には同じコンテンツを YouTube でも配信し、見てもらえるようになっています。

　同じ時期、市内の児童館職員が「ラジオ児童館」の企画を地元ラジオ局に持ち込みました。これは、児童館職員が「子

どもが言うことを聞かない」「家でできる遊びを知りたい」などのリスナーの子育て相談に回答したものです。その結果、

4 月に 3 回の予定で始まった番組は好評のため、5 月まで延長し、のべ 7 回の企画となりました。さらに夏休みは児童

館を利用する子どもが相談員になって大人の相談に回答する 1 回限りの復活企画も行われました。

地元ケーブルテレビ・ラジオ局と連携した番組づくり

　運営法人では、自治体と協議し、コロナ禍での児童館運営に関する通知文書をまとめ、それに準じて、収容人数や各

部屋の定員、活動内容、受付時の対応、消毒の方法などをとりまとめた児童館マニュアルを作成しました。

　このマニュアルがあったことで、利用者に対してどの職員も同じ対応や説明ができたことで混乱を回避することがで

きました。なお、マニュアルは何度も見直しが行われて、運用されているそうです。

準備したマニュアルの有効性

●児童館の状況説明…２回（臨時休館／条件付き開館の開始）

●リスナーからのお悩み相談…２回

●家でできる遊びの紹介…２回（遊びの紹介、工作）

●子どもたちが話題にしているものベスト３…１回

●子ども相談員によるお悩み相談…１回

　愛媛県の児童館は、愛媛県立大型児童館「えひめこども

の城」のメーリングリストで普段からやりとりしており、

臨時休館中も利用条件や消毒方法などを共有していまし

た。

　館長によると「県内の児童館同士の交流や全体でのとり

まとめ役を担ってくれることで助かっている」とのことで

す。このように、児童館同士が共同でケーブルテレビの番

組をつくることができる素地となったのは、普段からの交

流があったからと言えます。

大型児童館のサポート

ラジオ児童館の番組プログラム
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東京都
国立市

　これまで、週 1 回の頻度で行っていた広場事業の参加世帯は連絡先がわかっていたことから、様子を伺うために電話

をかけました。電話口で不安を話し出したら止まらなくなり、30 分以上話される人もいたそうです。気になった世帯

に遊びキットを持って訪問したところ、後日、市役所に「児童館に救われた」という感謝のメールが届いたそうです。

　20 組の親子でおこなっていた 2 歳児教室は 3 月に修了式ができなかったことから、有志が声をかけあって児童館隣

の公園に集まり、野外で修了式を行いました。

幼児世帯への電話

　国立市では、児童館に行かなくても児童館を楽しめるよう、児童館発の楽しい工作や児童館の紹介を YouTube「国

立市チャンネル」で紹介することになりました。はじめてのことで戸惑いもありましたが、とにかく子どもたちのため

早く伝える必要があると考えて、職員のスマートフォンでの撮影にチャレンジしました。公設公営の施設では、SNS の

利用が制限される場合もありますが、行政が使っているオンラインツールを活用することで制限を回避することができ

ました。保護者から「YouTube 見ましたよ」「SNS で紹介した」という声もいただいたそうです。

動画配信

緊急期間中
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 国立市矢川児童館

国
立
市
矢
川
児
童
館

ふりがな くにたちしやがわじどうかん
児童館名 国立市矢川児童館

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 186-0003　東京都国立市富士見台 4-17-1

ホームページ URL h t t p s : / / w w w . c i t y . k u n i t a c h i . t o k y o . j p / a b o u t / s i s e t s u /
others/1465447612106.html

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 39 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 9％ ◆ 中・高校生 5％
◆ 小学生 77％ ◆ 大人 9％

　令和 2 年 3 月 1 日からの小・中学校の一斉休校が決定したことから、最終登校日に学校を通して児

童館開館のお知らせを配布しました。4 月 9 日からの臨時休館までは、小学生だけではなく、中・高

校生の居場所になっていました。他の施設は休館しているところもあり、職員は感染に気を使いなが

ら運営していたそうです。



　ほとんどの児童館では、緊急期

間中は様々な制約があり、また感

染に対する不安もあることから、積極

的に動くことを躊躇してしまうことが多

かったと思われます。しかし、これま

での地域との関わり（商店街）や出前

児童館などの手法を使えば、これまで

にやっていたことの延長で、はじめると

きの「敷居」を低くすることができた

のではないでしょうか。

Po
int

　子どもたちからは「何か投げたい」という要望がありましたが、感染症対策のためボール遊びを禁止にしたことから

新聞紙などを丸めたボールをつくったところ好評で、ダンボールの枠に入れるフリースローゲームが流行りました。ま

た、ダンボールの中にひとりずつ逃げて、ボールが当たるとアウトになる鬼ごっこを子どもたちが考案しました。ほか

にも新しいルールの鬼ごっこを作り出しているそうです。

　中学生からは、「カードゲームをやりたい」という要望があり、どうすればできるか一緒に考え、消毒できるようにカー

ドをパウチすることにしました。

　現在は、消毒と手洗いを徹底しながら、子どもたちと一緒に工夫をしながら、遊びのプログラムを進めています。

子どもの「やりたい」をサポート

緊急期間後

遊びキットの配布・出前児童館
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　4 月 9 日から臨時休館しましたが、職員は、地域を巡回し

て子どもたちと話したことをヒントに、自宅でも遊べる「遊

びキット」をつくり、YouTube「国立市チャンネル」の紹介

文を添えて配布することにしました。児童館では、これまで

年に数回、地元の「矢川メルカード商店街」と一緒にクイズ

ラリーやハロウィンなどのイベントを実施していました。そ

ういったつながりを活かして、商店街の店舗でも遊びキット

を配布してもらいました。商店街のお客さんが減っていたの

で店舗にも喜んでもらうことができ、現在も配布を続けてい

ます。

　また、以前から出前児童館をしていた経験を活かし、市内

の公園 5 か所で出前児童館をしながら子どもたちの話を聞

いたり様子を見たり、乳幼児親子と話をするなどしました。

　そのほか、おもちゃや図書を提供する「いまなら文庫」の

事例を知り、児童館の外に設置し、いまでも継続しています。

　すぐには再開の目処が立たず、やっと 7 月になり、再開することになりました。再開にあたっては、

できるだけ子どもたちの声を聞き、満足して帰ってもらえるように心がけたり、手書きのお便りに「子

どもたちがやりたいことを安全にできる」ということを書いてアピールしたことで、少しずつ利用者

が増えたそうです。



埼玉県
新座市

緊急期間中

地域巡回（工作キットの配布とあわせて )

相談対応

　緊急事態宣言後は相談が増えました。令和元年度は年に 10 件に満たない程度でしたが、12 月までに 50 件弱、子ど

もからの相談のほとんどは中・高校生でした。内容は、学校への行き渋り、不登校、発達や友人関係など、コロナ禍で

の環境の変化が影響した内容が多くありました。

　窓口への相談ではなく、職員が利用者と話をしている中で、相談になるようなケースがほとんどです。普段から気に

なる子どもたちの様子を伺うようにしたり、職員同士での情報共有に心がけているそうです。

　今年度は、専門機関につなぐような深刻な案件はないものの、必要に応じて同法人が運営する子育て支援センター、

児童センターと連携し、対応しています。

緊急期間後
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 新座市児童センター
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ふりがな にいざしじどうせんたー
児童館名 新座市児童センター
運営法人 特定非営利活動法人新座子育てネットワーク

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 352-0022　埼玉県新座市本多 1-3-10

ホームページ URL https://sites.google.com/a/ccn01.mygbiz.com/jidou_center/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 244 人（新型コロナウイルス感染症の流行以前／令和元年度）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 36.3％ ◆ 中・高校生 3.7％
◆ 小学生 19.2％ ◆ 大人 40.8％

　令和 2 年 3 月より、新座市からの要請により児童センターを休館することに

なりました。その間、児童センターでは、近隣の公園を数か所を回り、おしゃ

べりしながら様子を伺うようにしました。「日頃からアウトリーチ活動をしてい

たので、公園巡回に抵抗がなかった」とお話されており、日頃からの意識が地

域巡回につながったと思われます。

　「工作キット」は、レザークラフト（キーホルダー）、松ぼっくりツリーなど

の工作ができるもので、6 月に再開したあとも継続して配布されており、現在

14 種類、1500 個を配布しました。この工作キットは保護者にも好評で、来館

のたびにチェックしている人もおり、作品を持参したり、写真を撮って見せた

りしてくれるそうです。



児童館の運営において大事にしていることをお尋ねしたところ、「社会情勢や地域の状

況に合わせた講座、イベントを取り入れるようにしている」と答えられました。普段か

らつながっている地域の団体の力も借りながら、状況にあわせて児童館の役割・機能を

見出していく姿勢が、フードパントリーの実現につながったものと言えるでしょう。

普段から行っていたことを一工夫して実施しています。「新しくすべてつくる」とい

うのは負担感も大きいですが、これまでよりも広いスペースを使ったラリー形式のゲー

ムや、オンラインのチャレンジを少し組み入れたりしています。在宅勤務が多くなった

父親の参加があったり、これまでになかった関わりがつくれるなどの成果も得られてい

ます。

Po
int

Po
int

新しくつくった遊びプログラム

　コロナ禍による子育て家庭への支援のために、12/19（土）

～ 27（日）市内の児童センターとの共催で「クリスマスフー

ドパントリー」を開催しました。日用品、レトルト品、米、パ

ンやおもちゃをフードバンクや地元の店舗や農家から提供して

もらい、50 組に配布しました。「生活保護家庭も参加するなど、

これまで遊びに来ていた来館者の家庭環境等を知るきっかけと

もなり、職員が利用者の背景に配慮しながら積極的に関われる

ようになった」と言われており、引き続き実施する予定とのこ

とでした。

フードパントリー

　再開しても、子どもへの感染症対策のため、3 密を

避け、自由あそびの延長で、職員が付かなくてもでき

る遊びを考えることになりました。館内や庭に隠した

暗号を解読する「謎解き・ラリー形式のゲーム」は、

これまで 6 回行い、600 人もの子どもたちが参加した

そうです。また、いきもの観察会の代わりに、いきも

のマップづくりやネイチャービンゴなど、できるだけ

子どもたちが外に出かけるようなプログラムも行いま

した。
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兵庫県
神戸市

緊急期間中

【児童館の特徴】

　神戸諏訪山児童館は、神戸市中央区元町の繁華街に立地しており、住民の 1 割が外国

にルーツを持っています。小学校には、日本語・外国語のサポートをする教員もいます。

放課後児童クラブを利用する子どもたちの 2 割は外国にルーツを持つ家庭の子どもたち

です。また、来館した保護者同士が多言語でコミュニケーションしたり、子どもたちを介

して会話している姿を見かけることがあるそうです。

　令和 2 年 4 月からの臨時休館中は、放課後児童クラブのみ継続し、放課後児童クラブを併設しない

他の児童館職員の支援を受けられる体制をとっていました。

　日頃から地域や公園にある掲示板に毎月児童館だよりを掲示しており、休館中にもつながりを切ら

さないために児童館だよりを発行し、掲示していました。

　つどいのひろばで実施していた「子育て相談会」をオンラインで実施することにし、4 組の親子が

参加しました。「子どもの昼寝中に参加できて便利」、「外出自粛でも参加できて良い」などの声もあり、

現在も継続しています。

38 事例紹介

 神戸諏訪山児童館
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ふりがな こうべすわやまじどうかん
児童館名 神戸諏訪山児童館
運営法人 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会

放課後児童クラブの有無 有
住　所 〒 650-0012　神戸市中央区北長狭通４丁目９－５ 元町北会館

ホームページ URL http://www.eonet.ne.jp/~kobesuwayama/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 87 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 14％ ◆ 中・高校生 0％
◆ 小学生 50％ ◆ 大人 36％



児童館職員からお話をお聞きするにあたっては、コロナ禍において特別な対応をされ

ていることを想定していましたが、特別なことはほとんどなく、日常の延長で対応され

ていることが伺えました。日常的な学校や子ども、保護者とのつながりがあるからこそ、

特別なことではなく、状況にあわせて対処されていたと思われます。

Po
int

　運営法人が実施するキッズボランティアでは、デイサービス施設で子どもたちの交流を行っていましたが、コロナ禍

では、子どもたちが利用者にお手紙を書いて送りました。ダンス披露会を計画していますが、できなければビデオやオ

ンラインでの交流を考えているそうです。

高齢者との交流

　運営法人が実施する「夏休みこどもの居場所ボランティア」では、昨年高校生約 10 名が来館して、子どもたちと遊

ぶ機会を設けました。高校生と遊んだ子どもたちはとても喜び、大盛況でした。後日、高校生がハンカチマスクをつくり、

子どもたちにプレゼントするため来館してくれました。

高校生ボランティア

緊急期間後

　中国にルーツを持つ子供の通う小学校、幼稚園が近いことから、普段から配慮をしています。この小学校は、他の公

立校に比べて厳しい感染症対策がとられていたため、いつも以上に学校との連絡を密にして、対応を合わせるように気

をつけました。新型コロナウイルス感染症が中国から発症という報道もあったことから、差別につながる心ない発言に

より傷つく子どもや保護者がいないよう、いつも以上に気を配ったそうです。また、「神戸市総合児童センター」から

のリクエストで、感染予防対策のための中国語の館内放送を録音するために、地元の保護者を紹介しました。

　中国のほかにも、スペイン、アルゼンチン、アメリカなどにルーツを持つ親子も多く来館するため、言葉が通じない

ことによる孤立感を深めないよう配慮しています。中国語ができる職員や、スペイン語、英語など３か国語のできる保

護者も複数いるため、翻訳機もありますが使うことがあまりないと言われていました。

　外国にルーツを持つ家庭のほうが、昔ながらの日本の文化に親しむ行事を楽しみにしてくれており、節分の豆まきや

ひな祭りなどに参加してもらい、日本語や日本の文化に少しでも親しめるよう、感染防止対策に配慮しながらも、意識

して積極的に実施しているそうです。コロナ禍に限ったことではなく、変わらず取り組まれているとのことです。

外国にルーツを持つ子どもへの配慮
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沖縄県
浦添市

緊急期間中

　気になる様子の子どもの情報を小学校に提供し、小

学校から家庭に預かり利用の提案をしてもらったが、「昼

食を持たせることができない」と利用を断る家庭があり

ました。平成 28 年度から取り組んでいた子ども食堂も

休止していましたが、児童館で調理したお弁当を昼食時

間に提供することにしました。

　お弁当の配食は、主にブログで発信するほか、地元

のマスメディアが取り上げたことで、市外からの問い合

わせも増え、徐々に提供数が増えていきました。それだ

けではなく、保護者の口コミで広がっていたようです。

そして、行政や社協・民間支援団体、地域の自治会等と

も連携して学区外でも提供することになりました。これ

までも、地域の自治会などとは連携していましたが、「行

政や社協・民間支援団体と連携して新しい支援の構築

ができ、コロナで悪いことばかりではなかった」と言わ

れていました。

　宮城ヶ原児童センターでは、ひとり親家庭や特別な

対応が必要な子どもを中心に１日 20 ～ 30 食を提供し、

学校再開までの期間に、1000 食ほど提供することがで

きました。

弁当の配食

　児童館が立地する学校区は、ひとり親世帯が多く、県外、市外からも似たような家庭が流入してく

る地域です。非婚世帯、多子世帯が多く、経済的な理由などから放課後児童クラブを利用していない

家庭の子どもが児童館を利用しています。

　令和 2 年 4 月の臨時休館中、特別な対応が必要な子ども、学校での預かり対象にならない子ども（医

療従事者や保育従事者の家庭の子ども以外）のみを預かるほか、施設を活用して、放課後児童クラブ

の活動を支援していました。そういった中で、満足な食事ができず、痩せ気味の子どもや、明らかに

食が偏り、肥満傾向になる子どもがいることに気がつきました。

40 事例紹介

 浦添市立宮城ヶ原児童センター
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ふりがな うらそえしりつみやぎがはらじどうせんたー
児童館名 浦添市立宮城ヶ原児童センター
運営法人 特定非営利活動法人シンコペーション

放課後児童クラブの有無 無
住　所 〒 901-2126　沖縄県浦添市宮城２－４－１

ホームページ URL https://syncopationkids.ti-da.net/

1 日あたりの平均
来館者数（全体） 65.4 人（令和元年度／新型コロナウイルス感染症の流行以前）

おおよその割合 ◆ 乳幼児 23％ ◆ 中・高校生 5％
◆ 小学生 41％ ◆ 大人 31％



平成 28 年から地道に取り組んできた子ども食堂の取組みが、新型コロナウイルス感

染症の流行下において、地域の子どもたちや子育て家庭に役立ちました。「もともと地

域の行事、クラブ、地域活動など年間 700 件、のべ 2 万人が活動していた」と話されて

おり、地域の自治会とも年間を通じて連携できていたことで、地域から頼りにされる取組

が実現したと言えるでしょう。

　職員が「コロナ禍にあっても『子どもたちのために』という想いを結集することができ

るのが児童館だと強く感じています」「児童館は、福祉的な施設で、地域、行政、学校と

のパイプ役になることができる、地域の人材を育成できる場所」と話されていたことが印

象的でした。コロナ禍で多くの子どもが食堂が活動をとりやめる中、普段から児童館が地

域や学校とつながっていたからこそ、可能になった活動と言えそうです。

Po
int

緊急期間後

以前から取り組んでいた子ども食堂

　臨時休館が終わったあとも配食を続けていますが、職員からは、「児童館でいつも食べていたご飯が

成長の糧だったことを学校再開後に給食がスタートした時に改めて感じた」と言われています。「日頃

利用している子どもたちや保護者がいつでも頼ってこれるプログラムの必要性も感じている」とコロ

ナ禍の対応が、本来の児童館の役割・機能を再確認する機会になったことが伺えます。
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　平成 28 年時点で、沖縄県の子どもの貧困率は

29.9％と言われ、夏休みに、徐々に痩せていく子ども

がおり、好きなボール遊びをしてもすぐ疲れている様

子を見るようになりました。食事のことを尋ねたとこ

ろ、満足に食事をしていないことがわかり、小学校に

相談し、児童館の調理室で子ども食堂の準備を進める

ことになりました。

　ところが、公設公営 ( 当時 ) の建物を利用すること

や、「子ども食堂＝貧困」というイメージが先行する

ことが懸念されたため、土曜日のお昼ごはんをつくる

食育講座「レッツクッキング」という形でスタートす

ることになりました。この講座に参加することで、子

どもたちが自分で食べる食事を準備することができる

ことを身に着けることを目的に設定しました。

　児童館の調理室で、提供してもらった食材を 4 人の

職員が交代で調理する形ではじめたこの講座は、必要

な調理道具を地域の企業から市を経由した形で寄贈し

てもらったり、地域の協力で食材を提供してもらえる

ようになりました。気になる子どもの情報共有をする

など、小学校と連携ができていたことから、徐々に取

組は広がり、令和 2 年現在、１日米 10 合程度のご飯

を炊くほどの量を調理するほか、フードパントリー（食

材持ち帰り）もできるようになりました。
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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
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各地の児童館の動向各地の児童館の動向
（アンケート調査結果）

　対象：全国の児童館　4,477 館（平成 30 年時点）

　配布方法：

 ●  全国児童館連絡協議会を通じて、各都道府県児童館連絡

協議会に依頼（2,504 館）

 ●  都道府県児童館連絡協議会がない場合は、都道府県・政

令指定都市を通じて市町村に依頼

　実施期間：令和 2 年 10 月 8 日（木）～ 12 月 16 日（水）

　回答方法：ウェブ、メール、ファックス、郵送

　回答数（回答率）：1,837 件（41.3％）

公設公営 962 52.4%

公設民営 811 44.1%

民設民営 64 3.5%

合計 1,837 100.0%

　「休館したが、館内の清掃や施設整備等は実施していた」が 59.8％で最も多い。「休館して、一切の活動を取りやめた」

が 10.9％、「通常通り運営した」は 6.5％であった。

　「その他」（19.5％）には、「休館したが、学童クラブのみ運営した」が多くあった。

休館したが、館内の清掃や施設整備等は実施していた 1,099 59.8%
行事や定例プログラム等、活動の一部を中止した 658 35.8%
利用できる部屋、人数、時間等を制限した 452 24.6%
休館したが、地域の子どもたちや保護者に向けての活動は継続していた 362 19.7%
休館して、一切の活動を取りやめた 201 10.9%
通常通り運営した 119 6.5%
その他 359 19.5%
合計 3,250 100.0%

休館したが、館内の清掃や施設整備等は実施していた

行事や定例プログラム等、活動の一部を中止した

利用できる部屋、人数、時間等を制限した

休館したが、地域の子どもたちや保護者に向けての
活動は継続していた

休館して、一切の活動を取りやめた

通常通り運営した

その他 

n=1,837

n=1,837

                                         59.8%

                      35.8%

             24.6%

          19.7%

   10.9%

6.5%

          19.5%

0% 50% 100%

回答数

回答数設置運営

割合

割合

調査概要

運営状況

（１）緊急事態宣言が発令された令和 2 年３月から 5 月末頃の運営・活動の状況（複数選択）
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① 遊びによる子どもの育成 1,663 90.5% 277 15.1% 1,508 82.1%
② 子どもの居場所の提供　
　（ア）小学生の自由来館 1,670 90.9% 126 6.9% 1,486 80.9%
　（イ）中・高校生世代の利用 1,556 84.7% 86 4.7% 1,360 74.0%
③ 子どもが意見を述べる場の提供 1,277 69.5% 157 8.5% 1,062 57.8%
④ 配慮を必要とする子どもへの対応 1,470 80.0% 280 15.2% 1,354 73.7%
⑤ 子育て支援の実施　
　（ア）親子の交流の場の提供 1,554 84.6% 74 4.0% 1,393 75.8%
　（イ）乳幼児親子向けプログラムの実施 1,437 78.2% 51 2.8% 1,222 66.5%
　（ウ） 乳幼児と中・高校生世代等の触れ合い体験の実施 749 40.8% 7 0.4% 231 12.6%
　（エ）子育てに関しての相談対応 1,437 78.2% 411 22.4% 1,336 72.7%
⑥ 地域の健全育成の環境づくり 1,372 74.7% 154 8.4% 1,059 57.6%
⑦ ボランティア等の育成と活動支援 1,174 63.9% 35 1.9% 756 41.2%
⑧ 放課後児童クラブの実施 866 47.1% 616 33.5% 794 43.2%

※   ①～⑦は自由来館児童や保護者対象の活動。（放課後児童クラブは非該当）
※   館外活動やオンラインでの取組も含む

　「本来」（コロナ禍以前）は、「小学生の自由来館」（90.9％）と「遊びによる子どもの育成」（90.5％）が約 9 割であった。

「緊急期間」の活動は全体的に少ないものの、「放課後児童クラブの実施」（33.5％）、「子育てに関しての相談対応」（22.4％）

があった。「緊急期間以降」は、「遊びによる子どもの育成」（82.1％）と「小学生の自由来館」（80.9％）が 8 割まで回

復している。

① 遊びによる子どもの育成 90.5% 15.1% 82.1%
② 子どもの居場所の提供  （ア）小学生の自由来館 90.9% 6.9% 80.9%
② 子どもの居場所の提供  （イ）中・高校生世代の利用 84.7% 4.7% 74.0%
③  子どもが意見を述べる場の提供 69.5% 8.5% 57.8%
④  配慮を必要とする子どもへの対応 80.0% 15.2% 73.7%

(ア）親子の交流の場の提供 84.6% 4.0% 75.8%
（イ）乳幼児親子向けプログラムの実施 78.2% 2.8% 66.5%
（ウ）乳幼児と中・高校生世代等の触れ合い体験の実施 40.8% 0.4% 12.6%
（エ）子育てに関しての相談対応 78.2% 22.4% 72.7%

n=1,837

0%

25%

50%

75%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

回答数

本来

本来

本来

本来
回答数

期間以降

期間以降

期間以降

期間以降
回答数

緊急期間以降

緊急期間以降

緊急期間以降

緊急期間以降
割合 割合 割合

（２） 「本来」（コロナ禍以前に）取り組んでいた活動と「緊急期間」「緊急期間以降」に取り組んだ活動

⑤ 子育て支援の実施

⑥ 地域の健全育成の環境づくり 74.7% 8.4% 57.6%
⑦ ボランティア等の育成と活動支援 63.9% 1.9% 41.2%
⑧ 放課後児童クラブの実施 47.1% 33.5% 43.2%"
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開館、休館 1,597 86.9% 108 5.9% 75 4.1% 6 0.3%
行事等の中止、実施 1,111 60.5% 386 21.0% 457 24.9% 105 5.7%
部屋、時間、人数等の制限 924 50.3% 297 16.2% 638 34.7% 203 11.1%

※ 児童館運営組織とは、社会福祉協議会、事業団、株式会社、NPO 等、児童館を運営する組織のこと

　「開館、休館」は「児童館主管課」が 86.9％、「行事等の中止、実施」は「児童館主管課」が 60.5％で最も多い。「部屋、

時間、人数等の制限」は「児童館主管課」が 50.3％、「児童館長」が 34.7％であった。

　緊急期間中「( あって）有効だった )」ものや、「( なくて）必要だった )」もの。また、今後準備する計画の有無。( 複

数選択）

感染症対策を含めた緊急時のマニュアル 1,064 57.9% 522 28.4% 131 7.1%
自治体の BCP 539 29.3% 559 30.4% 155 8.4%
個々の児童館単位の BCP 389 21.2% 737 40.1% 162 8.8%
児童館同士の情報交換 1,215 66.1% 362 19.7% 43 2.3%

※ BCP とは、災害時における事業継続計画（Business Continuity Planning）

　「有効だった」ものは、「児童館同士の情報交換」が 66.1％で最も多く、次いで「感染症対策を含めた緊急時のマニュ

アル」が 57.9％だった。「必要だった」ものは、「個々の児童館単位の BCP」が 40.1％で最も多い。「計画がある」は、

いずれも 1 割以下と低い回答であった。

　他に「（あって）有効だった」ものは、「児童健全育成推進財団が作成したガイドライン」や「オンライン環境」、「（な

くて）必要だった」ものは、「他機関との連携・情報共有」「正確な情報」「マスク・消毒用アルコール」などがあった。

感染症対策を含めた
緊急時のマニュアル

自治体の BCP

個々の児童館単位の BCP

児童館同士の情報交換

  57.9%

    29.3%

21.2%

      66.1%

    28.4%

     30.4%

         40.1%

19.7%

   7.1%

   8.4%

   8.8%

2.3%

n=1,837

運営継続の判断

回答数
児童館主管課 児童館運営組織 児童館長 児童館職員

有効だった 必要だった 計画がある

回答数 回答数 回答数割合 割合 割合 割合

有効だった 必要だった 計画がある
回答数 回答数 回答数割合 割合 割合

（１）緊急期間及び緊急期間以降の意志決定者（複数選択）

（２）マニュアル等の効果や予定

0% 80% 0% 80% 0% 80%
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図書や遊具等の貸出し 382 20.8%
工作材料等をセットにして「遊びキット」として配布 328 17.9%
既存の工作レシピや料理レシピ、家庭でできる遊び等をオンラインで紹介 244 13.3%
職員が遊び紹介動画を作成しオンラインで配信 221 12.0%
子どもの遊びの参考になるようなインターネットサイトの紹介 193 10.5%
地域の公園等を巡回し、出前児童館を実施 82 4.5%
Zoom 等を活用して、リアルタイムで小学生・保護者を対象としたプログラム 19 1.0%
Zoom 等を活用して、リアルタイムで乳幼児・保護者を対象としたプログラム 18 1.0%
保護者や地域の協力を得て動画を作成しオンラインで配信 17 0.9%
Zoom 等を活用して、リアルタイムで中・高校生世代を対象としたプログラム 6 0.3%
合計 1,510 100.0%

※ Zoom ＝パソコンやスマートフォン、タブレットなどを通して複数人でのビデオ通話を可能にするツールの名称

　「図書や遊具等の貸出し」が 20.8％、次いで「工作材料等をセットにして「遊びキット」として配布」が 17.9％であっ

た。その他に、「遊びなどをお便りで配布」などがあった。

　　　　　20.8%

　　　　 17.9%

　　　 １３．３%

　　　12.0%

　　   10.5%

 　4.5%

　1.0%

　1.0%

　0.9%

　0.3%

n=1,837

n=1,837

感染予防に配慮した活動やプログラム

（１）来館をともなわない遊びの提供 ( 複数選択）

回答数 割合

図書や遊具等の貸出し

工作材料等をセットにして「遊びキット」として配布

既存の工作レシピや料理レシピ、家庭でできる遊び等を
オンラインで紹介

職員が遊び紹介動画を作成しオンラインで配信

子どもの遊びの参考になるような
インターネットサイトの紹介

地域の公園等を巡回し、出前児童館を実施

Zoom 等を活用して、リアルタイムで小学生・保護者を
対象としたプログラム

Zoom 等を活用して、リアルタイムで乳幼児・保護者を
対象としたプログラム

保護者や地域の協力を得て動画を作成し
オンラインで配信

Zoom 等を活用して、リアルタイムで中・高校生世代
を対象としたプログラム

0% 25% 50% 75% 100%



60 各地の児童館の動向 （アンケート調査結果）

人数や時間を制限して、児童館で親子のつどいの広場を開設した 513 27.9%
地域の子ども・子育て家庭の状況について、民生・児童委員や主任児童委員と情報交換した 392 21.3%
電話や SNS 等を活用した相談窓口を設けた 291 15.8%
来館経験のある子どもや保護者に連絡し、様子を聞いたり、相談に応じたりした 284 15.5%
地域を巡回して、公園等にいる子育て中の親子に声掛けした 150 8.2%
地域の子育てサークル等を対象として、出前児童館を実施した 34 1.9%
オンライン上で親子のつどいの会を開催した 17 0.9%
合計 1,681 100.0%

　「人数や時間を制限して、児童館で親子のつどいの広場を開設した」が 27.9％、「地域の子ども・子育て家庭の状況に

ついて、民生・児童委員や主任児童委員と情報交換した」が 21.3％であった。

既存のプログラムを改変した 699 38.1%
新しく作った遊びのプログラムがあった 281 15.3%
子どもが新たに作った遊びのプログラムがある 66 3.6%
新たに作り出された遊びのプログラムはない 582 31.7%
合計 1,628 100.0%

※オンラインのプログラムも含む

　「既存のプログラムを改変した」が 38.1％で最も多く、「新しく作った遊びのプログラムがあった」が 15.3％だった。

一方、「新たに作り出された遊びのプログラムはない」は 31.7％だった。

既存のプログラムを改変した

新しく作った遊びのプログラムがあった

子どもが新たに作った遊びのプログラムがある

新たに作り出された遊びのプログラムはない

人数や時間を制限して、児童館で
親子のつどいの広場を開設した

地域の子ども・子育て家庭の状況について、
民生・児童委員や主任児童委員と情報交換した

電話や SNS 等を活用した相談窓口を設けた

来館経験のある子どもや保護者に連絡し、
様子を聞いたり、相談に応じたりした

地域を巡回して、公園等にいる
子育て中の親子に声掛けした

地域の子育てサークル等を対象として、
出前児童館を実施した

オンライン上で親子のつどいの会を開催した

                     27.9%

               21.3%

           15.8%

          15.5%

    8.2%

 1.9%

0.9% n=1,837

n=1,837

　　　　　　　  38.1%

　　  15.3%

3.6%

　　　　　　 31.7%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

回答数

回答数

割合

割合
（２）コロナ禍で新たに作り出された遊びのプログラム ( 複数選択）

（３）子ども・子育て家庭の支援 ( 複数選択）



61各地の児童館の動向 （アンケート調査結果）

児童館職員が、放課後児童クラブにスタッフとして支援に入った 716 39.0%
集会室や図書室等、児童館の諸室を活用して、放課後児童クラブの活動を支援した 601 32.7%
児童館職員が、放課後児童クラブを巡回して遊びのプログラムを提供した 130 7.1%
児童館職員が、その他の施設等にスタッフとして支援に入った 53 2.9%
児童館職員が、保育所にスタッフとして支援に入った 48 2.6%
合計 1,548 100.0%

　「児童館職員が、放課後児童クラブにスタッフとして支援に入った」が 39.0％で最も多く、次いで「集会室や図書室等、

児童館の諸室を活用して、放課後児童クラブの活動を支援した」が 32.7％であった。

n=1,837

n=1,837

0% 25% 50% 75% 100%

（４）放課後児童クラブ・保育所等への支援（複数選択）

回答数 割合

児童館職員が、放課後児童クラブに
スタッフとして支援に入った

集会室や図書室等、児童館の諸室を活用して、
放課後児童クラブの活動を支援した

児童館職員が、放課後児童クラブを巡回して
遊びのプログラムを提供した

児童館職員が、その他の施設等に
スタッフとして支援に入った

児童館職員が、保育所にスタッフとして支援に入った

                                  39.0%

                             32.7%

       7.1%

    2.9%

   2.6%



62 参考サイト

参考サイト参考サイト

厚生労働省

○新型コロナウイルス感染症の “ いま ” に関する 11 の知識
新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、まとめています。

○保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報 / 放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス対応関連情報
感染状況等にあわせて関係情報や通知が随時更新されています。

○保育所における感染症対策ガイドライン （2018 年改訂版）
医療の専門家ではない保育士等にも積極的に活用いただけるものとなるよう、実用性に留意し、各節の冒頭に要点を示

すなど、記載方法等の工夫がされています。

○放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス対応関連情報

文部科学省

○新型コロナウイルス感染症の予防に関わる指導資料
子どもたちが健康で安全な生活を送れるよう、各学校において指導の充実を図るための指導資料。

○学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～
衛生管理に関するより具体的な事項について学校の参考となるよう作成したもの。

そ の 他

○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）

○「# 臨時休館でも児童館」事例紹介（児童健全育成推進財団ブログ）

それぞれ参考になる資料や情報は、随時更新されているため
「タイトル名」でインターネット検索してください。

内閣官房

○新型コロナウイルス感染症対策
https://corona.go.jp/



【児童館における遊びのプログラム等に関する調査研究業務一式】

業務受託者：株式会社 ダイナックス都市環境研究所

協力：一般財団法人 児童健全育成推進財団

▼業務概要

　・全国の児童館を対象としたアンケート調査

　・遊びのプログラム等に関するヒアリング調査

　・調査・検討委員会の実施

　・冊子作成

▼児童館における遊びのプログラム等に関する調査・検討委員会

　座長 安部 芳絵氏（工学院大学　教育推進機構　教職課程科　准教授、

  　　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 真一氏（港区麻布子ども中高生プラザ館長、

  　　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）

 大角 玲子氏（神戸市総合児童センター（こべっこランド）運営課長）

 冨川 万美氏（NPO 法人ママプラグ理事）

 野澤 秀之氏（児童健全育成推進財団 第三者評価室長兼企画調査室次長（～ 10 月）、

  　　（11 月～）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）

▼ヒアリング調査にご協力いただいた児童館

札幌市新琴似西児童会館（北海道札幌市）

目黒区立平町児童館（東京都目黒区）

さいたま市立植水児童センター（埼玉県さいたま市）

川口市立戸塚児童センターあすぱる（埼玉県川口市）

新座市児童センター（埼玉県新座市）

国立市矢川児童館（東京都国立市）

京都市修徳児童館（京都府京都市）

神戸諏訪山児童館（兵庫県神戸市）

松山市新玉児童館（愛媛県松山市）

鴨島児童館（徳島県吉野川市）

浦添市立宮城ヶ原児童センター（沖縄県浦添市）
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