
２０１９年度事業報告書

事業の概況

ぐんまこどもの国児童会館では、「子どもファースト！」を基本理念に掲げた年間計画に基づき、いつでも誰でも気軽に利用でき、

また安心して過ごせる子どもの居場所づくりを始め、当館の施設機能等をいかした質の高い遊びやイベントなど、わくわくする空間と

時間の提供に努めてきた。さらには、平成２年の開館以来の延べ利用者が１０００万人を達成することができ、利用者への感謝をこめ

て記念イベントも開催した。

併せて、子どもを巡る社会的課題への対応や子育て支援に対する期待等を踏まえ、県内唯一の県立大型児童館として、子育て支援を

行う地域組織活動団体等との連携を一層強化し、児童健全育成の総合センターとしての役割を果たせるよう、次世代を担う子どもたち

が抱く夢の実現に向け様々な事業に取り組んだ。

２月から急速に感染者が増加した新型コロナウイルス感染防止措置のため、２月末からイベント中止、３月３日から臨時休館となっ

た。このため、入館者は対前年度比８０％と大幅に減少した。しかし、その間県内放課後児童クラブ、放課後等デイサービス事業所向

けに工作セットを送付するなど支援活動を行い、大型児童館として地域支援を図った。

（達成状況）

実 績
目 標 備 考

人 数 等 達 成 率 前年度比

開館日数 ２８２日
入館者数 ３５０,０００人 ２８１,３７２人 80.4％ 80.0％

(前年度 ３０８日)

プラネタリウム利用者数 ４５,０００人 ３５,８５４人 79.7％ 84.0％ 個人と団体利用の計

プレーバス、鑑賞、移動プラ
移動児童館利用者数 ４,５００人 ３，２７３人 72.7％ 80.5％ ネタリウム（にこっとドーム）

及びあそびの出前の計

ボランティア登録数 １１０人 １１５人 105.0％ 111.7％ ジュニアスタッフ含む

団体利用件数 ６００団体 ４８０団体 80.0％ 81.8％

Ⅰ 指定管理業務の実施状況

１ 事業の実施状況

(1) 育成事業

①企画事業

５月１９日（日）に平成２年の開館以来の入館者が１０００万人を達成し、感謝イベントとして夏休み期間に家族で楽しめ

る体験型の大型企画、２月には三世代で楽しめる著名人を招いたコンサートを開催した。また、金山総合公園と共催で季節行

事等を開催した他、保育士養成校や地域で活動するアマチュア団体等の多様な外部の協力を得、各事業を展開した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

春のこどもの国フェス 卓球やストラックアウト、ボッチ 4/ 1～ 7 多目的ホール 3,782人

ティバル ャなどの運動遊具を設置

「チャレンジパーク」

ゴールデンウィーク企 タブレットを使用した「デジタル 4/27～5/12 多目的ホール 6,379人

画 ｢デジタルえほんで えほん」の体験

広がるせかい展」



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

県･子育て支援関連 児童福祉週間標語や子育て支援等 4/27～5/12 多目的ホール 来場者

事業紹介パネル展示 のパネル展示 ※アンケート実施 6,379人

ｱﾝｹｰﾄ回収

500人

「みんなでつくろ 巨大なこいのぼりの骨組みに折り 4/27～5/12 多目的ホール 2,796人

う！でかでかこい 紙で作ったうろこを飾った

のぼり」

「あそぼうタイム 講師を招いて、自然を使った遊び 4/30 研修室 橳島 隼人氏 ① 67人 60人

～森のたからさが や集団ゲームを行った ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 ② 21人 30人

し～」

「デジタルえほん 講師を招いて、絵本に関連した色 5/2 第1研修室 株式会社 35人 20人

で広がるせかい展 玉作り、飛びだす絵本作りを行っ ＣＡＮＶＡＳ ×2回

～ワークショップ～」 た。

入館者1000万人達成記 式典・記念植樹及びノベルティの 5/19 １階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前

念式典 配布 共催 群馬県 ピロティ

入館者１０００万人達 ｢光のラビリンス｣ 27,020人

成感謝企画展「光のラ 見て、触って、楽しみながら、学 8/ 3～9/16 多目的ホール

ビリンス」 べる光とアートが織りなす、今ま

企画協力：株式会社 ス でにない体験型の展覧会

テップ・イースト

入館者1000万人達成感 入館者1000万人達成を感謝し、著 2/23 多目的ホール ダ・カーポ 540人 300人

謝イベント「みんなの 名人を招いたコンサートを開催 坂田おさむ ×2回

うたコンサート～ここ 坂田めぐみ

ろの童謡、ふるさとの ダイアモンド

歌～」 ☆ユカイ

こ 多目的ホール事業 昔あそび道具やボードゲームを設置 1/ 4～14 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 3,943人

ど

も 「ぐんまちゃん・ 着ぐるみが登場し、記念撮影を行 1/ 4 公園からくり時 60組199人 60組

の にこっとちゃんと った 計前

国 写真をとろう!」

の 共催 金山総合公園

お

正 「新春ししまい公演」 伝統的なししまいの公演 1/ 5 研修室 太田神楽 247人

月

２ 「ベーゴマであそ ベーゴマの回し方の指導の他、ベ 1/ 5 多目的ホール 栗崎総一郎氏 指導 130人

０ ぼう！」 ーゴマをビーズなどで飾るデコベ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 ﾃﾞｺﾍﾞｰws

２ ーワークショップの開催 79人

０

「大もちつき大会」 もちつき体験ともちの配布 1/11 ピロティ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11人 餅の配布 配布

共催 金山総合公園 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ13人 610人 600人

もちつき体験 体験

80人 80人

「こまのたけちゃ こま、けん玉などのパフォーマン 1/13 多目的ホール こまのたけち 316人

んのあそぶあそ スとワークショップの開催 ゃん

び！」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

春のこどもの国フェス ボッチャや卓球などの遊具の設置 3/27～31 多目的ホール 新型コロナウ

ティバル『輪ールドス の他、世界中の様々なスポーツを イルス感染拡
わ

ポーツ2020』 模した遊びを提供 大予防のため

中止

ささぶね流し 園内に自生のｱｽﾞﾏ笹で笹舟を作り 7/ 6 じゃぶじゃぶ池 150人 50人

じゃぶじゃぶ池の小川に流した ×2回

※共催 金山総合公園
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事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ハッピー・ハロウィン 「ハロウィン迷路」「かぼちゃの 10/26～27 多目的ホール 870人

重さあて」等、ハロウィンにちな

んだ遊びのブースを設置した

クリスマスコンサート 合唱や器楽のｺﾝｻｰﾄ及びﾋﾞﾝｺﾞ大会 12/22 多目的ホール 412人

共催 金山総合公園

こども観劇会 プロの劇団による手影絵ショーと 3/14 多目的ホール 劇団かかし座 新型コロナウ 150人

劇団かかし座「わくわ 影絵体験 イルス感染拡 ×2回

く影絵たんけん隊」 午前は障がい児枠、午後は一般枠 大予防のため

中止

こ 夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 5/ 4 野外ステージ ＴＭＣワイルド 2,077人

ど 合! よるオリジナルヒーローショー

も

わ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ アマチュア劇団による、本格的な 6/23 多目的ホール ミュージカル劇 402人 300人

く 公演 ミュージカルを実施 団アラムニー ×2回

わ ｢ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ｣

く

劇 ママさんブラスバ アマチュア団体によるコンサート 6/30 多目的ホール ママさんブラ 394人 400人

場 ンド☆おりひめ を実施 スバンド☆お

「七夕コンサート」 りひめ

つくしんぼ&虹色ﾊ ｱﾏﾁｭｱ劇団による人形劇及びｸﾞﾙｰ 7/20 多目的ホール 人形劇団つく 148人 200人

ｰﾄｼｱﾀｰ公演 ﾌﾟによるﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ等の上演 しんぼ･虹色ハ ×2回

ートシアター

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団ｱﾗﾑﾆｰ 大学生や社会人の劇団による、本 9/29 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 684人 300人

公演「美女と野獣」 格的なﾐｭｰｼﾞｶﾙの上演を行った アラムニー ×2回

夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 10/13 野外ステージ ＴＭＣワイルド ※台風のた

合! よるオリジナルヒーローショー め延期

アクト☆やまと姫 ハロウィンイベント会場内で、劇 10/26 多目的ホール アクト☆やま 67人

公演 の上演と大型絵本の読み聞かせを と姫

行った

群馬医療福祉大学 学生による読み聞かせや工作など 11/ 4 多目的ホール 群馬医療福祉 195人 200人

公演 大学 ×2回

｢育英短期大学ハニ 学生によるダンスや手遊び、参加 11/ 9 多目的ホール 育英短期大学 244人 200人

ーキッズ公演｣ 型ゲームなど

関東短期大学公演 学生によるリズム体操やブラック 11/30 多目的ホール 関東短期大学 293人 200人

パネルシアターの上演など ×2回

大泉保育福祉専門学 学生によるパネルシアターや手 12/ 8 多目的ホール 大泉保育福祉専 197人 200人

校公演 話、リズム体操などの公演 門学校

前橋工科大学ジャ 学生によるジャグリングパフォー 12/21 多目的ホール 前橋工科大学 115人 100人

グリング部ＧＲＩ マンスと体験 ジャグリング

Ｐ公演 部ＧＲＩＰ

おかあさん人形劇 地域で活躍するお母さん達による 1/19 多目的ホール おかあさん人 163人 200人

公演「あかずきん」 人形劇や手遊びなど 形劇 ×2回

夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 1/26 多目的ホール ＴＭＣワイルド 316人 300人

合! よるオリジナルヒーローショー ×2回

太田おはなし友の 地域で活躍するお母さん達による 2/ 2 多目的ホール 太田おはなし 87人 200人

会公演 人形劇やパネルシアターなど 友の会



②サイエンスワンダーランド運営
常設展示では、安全第一と不具合時の早期解消に努めるとともに、関西大学名誉教授のN.D.クック氏から寄贈された逆遠

近錯視図形の展示をするなど、子どもたちが楽しめる環境作りに努めた。ハイビジョンシアターでは、ＣＳ番組の放映にとど

まらず、子ども同士や親子の交流を図る場として、実験ショーやよみきかせ等を実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

常設展示 科学展示装置の展示 4/ 1～3/31 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 218,821人

ハイビジョンシアター ＣＳ放送や優良番組を上映 4/ 1～3/31 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 3,349人

「プチ映画館」

プチサイエンスショー ｢はらはらドキドキ風船実験｣ 4/29、6/23 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 334人 40人

風船を使った実験ショー 2/ 9、2/22 ×2回

×4日

SPサイエンスショー らんま先生のeco実験パフォーマ 2/29 多目的ホール らんま先生 新型コロナウ 200人

ンス ～サイエンス✕環境問題✕ （NPO法人eco イルス感染拡

楽しい～ 体験工房代表、 大予防のため

環境省認定 環境 中止

カウンセラー）

科学工作 「樹徳高等学校理科部による 6/ 2 多目的ホール 樹徳高等学校 ｽﾗｲﾑ 582人

kawaiiスライムをつくろう☆etc」 教員･生徒47人 入室1,306人

生徒によるｽﾗｲﾑや人工ｲｸﾗ､繭から

生糸を作るなどの科学工作

「藤岡中央高校理数科Ｆ．Ｃ．Ｌａｂ」 9/ 7 研修室 県立藤岡中央高 303人
生徒によるスライム作り、オリジナル 等学校理数科教
ゲーム等の体験 員、生徒 24人

｢色がかわるふしぎなこまをつくろう｣ 5/25 第1研修室 11人
色や模様の変化を楽しめるこま作り

太田工業高校の生徒に 「自動そうじロボットをつくろう」 8/ 3 研修室 県立太田工業 14人 15人
よるロボット教室 ハンダ付け、ロボットの組立 高等学校アイ

デアロボット
研究部
教員､生徒16人

科学講座 親子バイオ入門実験教室「DNAをと 8/11 研修室 井嶋 穂実氏 38人 12組×

りだしてみよう！！」 ( Foldscope In 2回

食べ物や植物の細胞からＤＮＡを struments, In

抽出 c. ) 他4人

共催 特定非営利活動法人くらし

とバイオプラザ２１

食育科学ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 7/14 研修室 金子 浩子氏 38人 20人×

「光る！？星のグミを作ろう！」 (キッチンの科学プ 2回

ビタミンCやグレープジュースなど ロジェクト)

でグミ作り ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「丹羽先生の自然のふしぎ実験室」 11/ 3 多目的ホール 丹羽 孝良氏 他 55人 40人×

エネルギー、水、空気、光をテー 7人((科学講座研究会) 4回

マに身近な素材を使って実験 ボランティア 1人

おもしろ科学教室 ｢カラフル海ほたるをぐるぐるま 6/ 1 研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽｲﾝｽﾄﾗ 6人 30人
わしてみよう」 ｸﾀｰの会
絵具と昆布の成分を使用した工作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １人

「一弦ギターをつくろう」 7/13 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽｲﾝｽﾄﾗ 8人
ダンボールとギターの弦1本を使 ｸﾀｰの会 1人
用した工作

「光る葉脈標本のしおりを作ろう」 11/ 9 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽｲﾝｽﾄﾗ 13人
重曹と木の葉を使用した葉脈標本 ｸﾀｰの会 2人
作り



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

おもしろ科学教室 「オリジナルバスボールを作ろう」 2/ 8 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽｲﾝｽﾄﾗ 16人

泡が出るオリジナル入浴剤作り ｸﾀｰの会 1人

がんばれ!!群馬のもの ＲＣ富嶽の展示、シュミレーター 9/22 多目的ホール 夢工場おおた 544人

づくり～中島飛行機 ゲーム体験、紙飛行機づくり 9人

｢富嶽」登場～ 協賛 夢工場おおた ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 紙飛行機工作 50人

86人

集団利用 実験ショー「空気砲」 7/12 多目的ホール 1団体 28人
ペットボトル、風船等を使用した
工作及び実験

「キラキラ紙コップ」 10/8、11/15 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 2団体 103人
紙コップ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｼｰﾄで光の分
光体験

③スペースシアター運営
子どもたちが星空や宇宙への興味関心を育むことを目的とした優良なプラネタリウム番組を提供したほか、関係団体との情報

交換で得た効果的な解説を取り入れた。なお、番組組み込み作業日や保守点検日でスペースシアターでの投影が難しい日は、代

替として多目的ホールにて移動プラネタリウム「にこっとドーム」を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

プ 幼児番組 ｢こぐま座のティオ星空だいぼうけん｣ 6/ 8～3/31 スペースシアター 896人

ラ
ネ 「しまじろうとたんじょうびのおほしさま」 4/ 1～3/31 4,932人
タ

リ こども番組 「クレヨンしんちゃん 4/ 1～6/2 4,312人

ウ ～学校の七不思議だゾ！～」

ム

番 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with 6/ 8～3/31 8,292人

組 コズミックフロント☆NEXT月編」

「ダイナソーＤＸ」 4/ 1～6/ 2 452人

一般番組 「イルカの星」 4/ 1～9/ 8 2,596人

「君と見る流れ星starring 秦基博」 9/12～3/31 2,162人

夏休み特別上映 「君が住む星」 7/21～8/31 488人

おやこプラネタリウム ｢こぐま座のティオ 5/29､12/18 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 29組60人 各30組

～星空だいぼうけん～｣の上映

こども宇宙教室 スペースシアターのマルチスペー 3/ 7 スペースシアター 石川 誠 氏 新型コロナウ 100人
「オーロラをみよう！」 スを利用してオーロラ愛好家の方 (オーロラ愛好家) イルス感染拡

と職員によるトークショーやプラ 大予防のため
ネタリウム番組の投影、演示実験 中止
などを行う

にこっとドーム 組込体、保守休にあわせて投影 6/ 4～ 5 多目的ホール 2人 20人
9/25～26 27人 ×8回
1/30～31 16人

プラネタリウム特別企画 「みんなで選ぶ１２星座物語トップ２」 11/23 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 42人 80人

「熟睡プラネタリウム」 「大人のための熟睡プラネタリウム」 37人 50人

星空観察 ｢木星を観よう！｣ 5/11 スペースシアター 石川 昭良 氏 57人 100人

こどもの国ｽﾀｰﾌﾚﾝﾄﾞ プラネタリウムによる星空解説と 公園 茂木 弘光 氏

屋外での観望会 井上 重利 氏

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

星空観察 「ペルセウス座流星群を観よう！｣ 8/10 スペースシアター 石川 昭良 氏 81人 100人
こどもの国ｽﾀｰﾌﾚﾝﾄﾞ プラネタリウムによる星空解説と 公園 井上 重利 氏

屋外での観望会 茂木 弘光 氏
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「月を観よう！撮ろう！」 10/12 スペースシアター 石川 昭良 氏 ※台風のた 100人

プラネタリウムによる星空解説と 公園 井上 重利 氏 め中止

屋外での観望会 茂木 弘光 氏

｢ふたご座流星群を観よう」 12/14 スペースシアター 石川 昭良 氏 101人 100人

プラネタリウムによる星空解説 公園 井上 重利 氏

と、屋外での観望会 茂木 弘光 氏

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

幼児向き番組 ｢ラビくんのうちゅうりょこう」 4/1～3/31 スペースシアター 39団体

1,870人

｢みんなおともだち～まっちくんとうちゅ 14団体

うぼうけん｣ 474人

小学校低学年向き ｢オリオンとあったよ｣ 17団体

番組 1,310人

｢たいようくんとおつきちゃん」 63団体

4,258人

小学校中学年向き 「レッツ・スターウォッチング」 1団体
番組 19人

小学校高学年向き ｢宇宙～その大きさを感じてみよう 14団体

番組 ～」 825人

幼児番組 ｢こぐま座のティオ星空だいぼうけん｣ 6/ 8～3/31 6団体

146人

「しまじろうとたんじょうびのおほしさま」 4/ 1～3/31 23団体

525人

こども番組 「クレヨンしんちゃん 4/ 1～6/ 2 4団体

～学校の七不思議だゾ！～」 50人

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with 6/ 8～3/31 65団

コズミックフロント☆NEXT月編」 1,413人

「ダイナソーＤＸ」 4/ 1～6/ 2 1団体
96人

一般番組 「イルカの星」 4/ 1～9/ 8 21団体

214人

「君と見る流れ星starring 秦基博」 9/12～3/31 9団体
145人

④クラフトルーム運営

身近な素材を用いた自由利用プログラムと季節行事にあわせた季節プログラムを組み合わせて実施したほか、難易度やテー

マを変えて行う「チャレンジクラフト」を実施した。今年度は、プログラム入替における閉室を２回行い、その他は、いつで

も工作が楽しめ、また、より参加しやすい環境作りに努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用プログラム 13「ぷくぷくアニマル」 4/ 1～14 クラフトルーム 1,467人

団
体
投
影



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用プログラム １「文具スタンド」 5/ 9～ 5/31 1,400人

２「ピザ♡Pizza」 6/ 1～ 6/23 1.330人

３「ミニくる☆すいぞくかん」 7/ 9～ 8/ 4 2,255人

４「て・手・てがたアート」 8/ 5～ 9/ 1 3,231人

５「いないいないばあ」 9/ 6～10/ 4 2,357人
(準備休9/5)

６「木＆木の実クラフト♪」 11/1～11/29 2,119人

７「フラワーカード」 3/ 4～ 3/31 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

季節プログラム １「こいのぼりポシェット」 4/16～5/ 6 クラフトルーム 2,415人

２「キラキラ風鈴」 6/25～7/ 7 818人

３「ハロウィンバルーン」 10/5～10/31 2,465人

４「クリスマス☆マグネット」 11/30～12/25 1,240人

５「まもりマウス」 12/26～1/13 1,199人

６「おにきんちゃく」 1/17～2/ 2 847人

(準備休1/16)

７「ゆらゆら✿おひなさま」」 2/ 4～3/ 3 1,637人

チャレンジクラフト 「白磁やきもの体験」 5/ 5 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 36人 60人

白磁のカップやお皿に転写紙で飾り付け

焼き上げた

「ペットボトルアイデア貯金箱」 7/28 第1研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 27人 15人×

ペットボトルに布や色画用紙など ２回

を使ってオリジナルの貯金箱を制

作した。

「しめ縄づくりに挑戦！！」 12/26 第１研修室 太田市西長岡 14組32人 10組

稲作体験の藁で､地域の指導者の 町区長 他1人

指導のもと正月飾りを家族で製作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

共催 金山総合公園

「まゆ玉クラフト～ねずみちゃん～」 1/ 6 2階 115人 100人

繭玉にフェルトやモールを飾り付 エレベーター前

け、オリジナルのねずみストラッ 広場

プを制作した。

「和綴じメモ」 3/ 8 第１研修室 新型コロナウ 15人

針と糸を使用し昔から日本で行わ イルス感染拡

れてきた製本の方法で、メモ帳を 大予防のため

制作。 中止

おたんじょうてがた 色紙に手形や足形をとり、マスキ 4/19､ 5/17 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ のべ6人 のべ146組 15組

「どれくらいおおきく ングテープや型抜き紙、色ペンな 6/14、7/19 クラフトルーム ※3月は新型 ×3回

なったかな」 どで装飾した。 8/ 2､ 9/13 コロナウイル

10/18､11/22 ス感染拡大予

12/13､ 1/17 防のため中止

2/14､ 3/13



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

クラフトルームレシピ集 平成24年度以降のクラフトルーム 3月発行 500部

工作作品を抜粋し、レシピ集を作 347施設配布

成。県内児童館等に配布した。

団体利用 やきもの 「白磁マグカップ」 4/17､ 5/24 クラフトルーム のべ4団体

6/ 4、11/ 8 131人

紙皿フリスビー 5/31 クラフトルーム のべ9団体

6/ 7､10/ 4 第2研修室 582人

10/ 9､10/11 多目的ホール

10/17､10/18

10/23､11/29

⑤プレイルーム運営

子どもの発達年齢に応じた各種遊具を配置し、良質の遊びを提供した。また、乳幼児や保護者を対象とした子育て支援プロ

グラム、幼児から学童期の子ども及び親世代等が遊びを通して交流する場所の提供を行った。さらに、研修室の空き時間を利

用し小学校高学年でも楽しめる遊具の配置を新たに行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 7 キングブロック､ブロックモデュ 4/ 1～11 プレイルーム 1,351人

ール、動物パズルマット、ボブル 準備休 4/10

ス、ままごとセット､楽器のおもち

ゃ他

1 ウエイブバランス平均台、レイ 4/13～5/23 4,755人

ンボーバランスストーン、ブロッ 準備休 4/12

クモデュール、ネオブロック他

2 ﾐﾗｰｾｲﾌﾃｨｷｭｰﾌﾞ、ﾌﾞﾛｯｸﾓﾃﾞｭｰﾙ、 5/25～7/11 2,474人

なかよしｼｰｿｰ等 準備休 5/24

3 Ｓ字平均台・マット・ぶらぶら 7/13～9/ 5 6,986人

橋等 準備休 7/12

4 連結飛び石、レゴ、デュプロ、 9/ 7～11/ 7 6,809人

動物マット 準備休 9/6

5 ジャングルクライミング、モノ 11/9～1/9 5,063人

ブロック、ぼくらのまちづくり等 準備休 11/8

6 ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ、ﾚｰﾙｳｴｲ、ﾌﾞﾛｯｸﾓﾃﾞｭｰ 1/11～2/27 4,228人

ﾙ 準備休 1/10

７ 巧技台､ﾌﾞﾛｯｸﾓﾃﾞｭｰﾙ､ソフレブ 2/ 29～3/31 136人

ロック 準備休 2/28

子育てママのいきいき 「古代米でおにぎり」 6/29 第１研修室 星野 雅範氏 9組20人 15組

タイム 古代米の種類や育て方、日本の食 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ２人

について学び、古代米のおにぎり

を作って試食する

｢親子でフィットリトミック！｣ 9/27 多目的ホール 斎藤 恭子氏 20組40名 30組

子育て中のお母さんとお子さんの (OKJエアロビ

ふれあいを通したエクササイズを クス)

行う ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「レザークラフト 4つ編みチャ 2/ 1 研修室 濱島 康次氏 都合により 20人

ーム」 （クラフト学園 中止

4本の革紐を編み上げてチャーム 認定レザークラ

を制作 フト1級講師）



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育てママのいきい ｢親子ダンス英会話♪｣ 3/ 7 研修室 小林 エリス氏 新型コロナウ 30組

きタイム 講師を招き、英会話の歌に合わせ （ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙﾏﾏの イルス感染拡

てダンスや親子の触れあい遊びを 英会話講師） 大予防のため

行う 中止

中高生ふれあい事業 遊びの研修後、実際にこどもたち 8/17 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 中高生 13人 20人

｢中高生とちびっこた と一緒に集団遊び、折り紙等指導 実習生 1人 ふれあいﾀｲﾑ

ちのふれあいタイム｣ ※「ふれあい仲間作り事業｣と共同 参加者 75人

パパとenjoy! 「ぶらり親子で散歩～大きな木の 11/4 金山総合公園 台風のため 20人
神様に会いに行こう」 中止
児童会館－新田神社－金山城跡－パノラ

マチェア山頂駅のルートで金山を散策

「新聞紙とガムテープで工作しよう♪」 2/11 多目的ホール 関口 光太郎氏 18組41人 30組

父親とその子供を対象に、新聞紙 （現代芸術家）

とガムテープを使ったワークショ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

ップを実施

あそぼうタイム 「森のたからさがし」 4/30 研修室 橳島 隼人氏 ① 67人 60人

講師を招いて、自然を使った遊び ② 21人 30人

や集団ゲームを行った

「つくろう！とばそう！紙ひこうき！」 7/14 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ n 8人 579人

ボランティア企画事業 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ15人

いろいろな紙を使って紙飛行機を

作りゲームに挑戦した。

「家族みんなで遊んじゃおう♪」 9/23 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 849人

幅広い年齢層が楽しめる、ふれあ

い遊びの場を提供した

「ミヂカ」 10/28 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 467人

ボランティア企画事業 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 6人

新聞紙やペットボトルなど身近に

ある物を使って遊んだ

「ジャンボかるたでお正月♪」 1/ 4 第2研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 40人 30人

大型のかるたを使ってかるた取 ×2回

りを実施

「鬼ごっこやｹﾞｰﾑで遊ぼう♪」 3/22 多目的ホール 新型コロナウ

幼児から大人まで参加可能な鬼 イルス感染拡

ごっこや集団ゲームを行う。なわ 大予防のため

とびなどの自由に遊べる遊具コー 中止

ナーも設置する

だんらんひろば オセロや将棋、ボードゲーム等配置 4/ 1～3/31 ２階ロビー 28,919人

ﾊﾟｽﾞﾙやｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ､将棋等を配置

わいわい広場 ﾌﾞﾛｯｸや小学生向きﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ等を 4/ 1～3/31 第２研修室 －

配置

にこにこサロン 乳幼児の親子を対象とした手遊び 4/26 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃﾌｨｱ 2人 6組14人 20組

や親子遊び、パネルシアター等

～シャボン玉遊び～ 5/10 かくれんぼの丘 ﾎﾞﾗﾝﾃﾌｨｱ 2人 3組7人 20組

親子でシャボン玉遊びを楽しんだ

親子遊びを楽しんだ 6/ 7 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 14組30人 20組

親子遊びを楽しんだ 7/ 5 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 7組15人 20組

親子遊びを楽しんだ 9/20 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 9組19人 20組



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

にこにこサロン 親子遊びを楽しんだ 10/11 プレイルーム 4組5人 20組

親子遊びを楽しんだ 11/15 かくれんぼの丘 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 11組23人 20組

職場体験実習生

3人

親子遊びを楽しんだ 12/ 6 第２研修室 5組10人 20組

親子遊びを楽しんだ 1/24 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 7組14人 20組

親子遊びを楽しんだ 2/21 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 5組10人 20組

集団利用 「うごいてあそぼう！」 1/29 多目的ホール 1団体56人

乳幼児の親子が体操やﾘｽﾞﾑ遊び､

バルーン遊び等を楽しむ

⑥ビデオライブラリー運営
優良なビデオを鑑賞する場を提供した。これまでの受付方法を変更し、利用者が操作を行うセルフ方式を取り入れた。また、

親子で楽しめる映画会を開催した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 優良ビデオを提供 4/ 1～3/31 ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 3,193人

メイキングシネマ 昨年度事業で参加者が制作したア 6/ 9 多目的ホール 157人 300人

手作りアニメーション ニメーション作品上映。その後上 ×2回

＆映画上映会！！ 映権付DVD（ディズニー映画）を

上映

わくわく映像教室 アニメーションの仕組みについて 2/29 第1研修室 根元 剛氏 新型コロナウ 16人

「こまどりアニメを作 の話の聞き、小麦粘土を使ってク (東日本デザイン イルス感染拡

ろう！」 レイアニメを制作 ＆コンピューター 大予防のため

専門学校 講師 中止

⑦パソコンルーム運営
幼児から小学校高学年児童向きの年齢や興味に応じたソフトやインターネットが体験できる場を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由利用 ＰＣによるお絵かき､ゲーム、イン 4/ 1～3/31 パソコンルーム 14,292人

ターネット等

パソコン工房 パソコンソフトを使用して塗り絵 4/20､ 5/25 パソコンルーム ﾎﾞﾗﾝﾃﾌｨｱのべ2人 139人

パソコンでお絵かきし や絵を描いたものをプリントし 6/22､ 7/27 ※10月は台

よう！～プリントタイ た。 8/24､ 9/28 風のため中止

ム～ 12/28はプリンター不具合のため、 10/12､11/23 3月は新型コ

お名前シールに変更 12/28､ 1/25 ロナウイルス

2/22､ 3/28 感染拡大予防

のため中止



⑧こども図書室運営

絵本や児童書、育児書などの配架や季節に相応しい絵本、おすすめの図書の紹介コーナーを設け、本に親しめる環境作りを

行った。また、ボランティアとともに紙芝居や絵本の読み聞かせなども行った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

自由閲覧 月刊誌､絵本､児童書､育児書等を 4/ 1～3/31 こども図書室 12,764人

提供

団体利用 「絵本を読んだらあそぼう」 7/10、 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 3団体72人

絵本の読み聞かせと、簡単な工作 11/12､11/19

おはなしのへや ～自転車紙芝居～ 4/14 公園かくれんぼの丘 、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 164人
紙芝居舞台付きの自転車で紙芝居の上演 10/19 児童会館ピロティー 1人

～スペシャル～ 3/22 研修室 新型コロナウ 80人

絵本作家 保科琢音「読絵ん会（どくえん イルス感染拡

かい）」～絵本と紙芝居の読み笑わせ 大予防のため

絵本作家 保科琢音 氏による自作の絵本と 中止

自作の紙芝居の読み笑わせを行う

絵本でEnglish 英語の絵本の読み聞かせと手遊 12/15 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀー ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 61人 4 0 人

び、ＤＶＤ上映 ×2回

⑨体力増進事業

自然環境を利用した事業や、金山総合公園の広場を利用し地域で活躍するスポーツ選手によるスポーツ教室など屋外の活

動にも取り組んだ。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

こどもの国ダンス教室 流行の曲に合わせて簡単な振り付 6/15 多目的ホール ＳＨＩＮ氏 14人 20人

けやｽﾃｯﾌﾟを体験 愛由氏 19人 ×2ｺー ｽ

とことん外であそび隊！ プレイワーカーが見守り､おにご 5/12、9/28 公園かくれんぼ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5人 441人

っこやロープ､ホッピング等の自 10/14､11/10 の丘 ※10月は台風

由遊び空間を提供 3/15 のため中止

3月は新型コ

ロナウイルス

感染症拡大予

防のため中止

～スペシャル～ 12/21 公園 ぐんま昆虫の森 2人 31人 2 0 人

「ぐんま昆虫の森 スタッフと一 公園 1人 ×2回

緒に冬越しの昆虫たちを探そう」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

ぐんま昆虫の森のスタッフと一緒に公

園内の冬越しの昆虫を探す

｢不破先生の速く走 陸上指導者による短距離向けの陸 4/21 公園・わんぱく 不破 弘樹氏 58人 50人

る！陸上教室｣ 上教室 広場 （TEAM不破）



⑩食育体験事業

地元企業や関係機関と連携し、親子を対象とした食育プログラムや食育知識の普及と子どもたちの食生活の向上を図った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

稲作体験 事前学習会 5/19 ふれあい工房 33人 58人
共催 金山総合公園

田植え 6/16 公園田んぼ 48人

草とり 7/ 7 公園田んぼ 雨天のため中止

草とり、自然観察 9/ 8 公園田んぼ 14人

稲刈り 10/ 6 公園田んぼ 34人

収穫祭（もちつき大会） 11/24 ふれあい工房 40人

和菓子作り体験 水ようかん作りと、寒天の科学を 6/22 第1研修室 金子 浩子氏 16人 12人

｢本格！水ようかんを 体感できる食育講座 (キッチンの科学プ ×2回

作ろう｣ ロジェクト)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

鰹節削り体験 鰹の削り節体験、出汁の飲み比べ 1/19 研修室 金子 浩子氏 26人 30人

「出汁の科学」 等 (キッチンの科学プ

ロジェクト)

他 4人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

親子おいしい工場見学 牛乳のお話と手作りバターに挑戦 6/30 ミルクランド東毛 27人 30人

した。

明和学園短期大学栄養 学生達による食に関するパネル展 3/ 1 第２研修室 新型コロナウ 4 0 人

専攻科による楽しい食 示、食育遊び等を行う イルス感染症 ×2回

育イベント 拡大防止のた

め、明和短期

大学が派遣を

禁止したため

中止

⑪ふれあい仲間づくり事業

子どもたちが自由に楽しく遊び、異年齢児が交流できる場を設けた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

多目的ホール活用 カプラ 4/ 1～3/31 多目的ホール 4,319人

(随時)

ふれあい仲間づくり事業 カプラワークショップ 4/20 多目的ホール 50人 20人

（ナイアガラ、カマクラの作成） ×2回



(2) 推進事業

①児童館活動促進事業

県内児童館の活動促進を図るため、児童館フェスティバルを実施したほか、職員の資質向上を目的とする研修会を実施した。

また、児童館長を対象に児童館の機能や役割等について学習するため館長研修会を実施した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

群 組織化・情報収集 会員児童館提供の児童館だよりの 4/ 1～ 3/31 会員 66館
馬 集約､ＨＰ掲載､館内掲示､研修会
県 案内やイベント情報送付
児
童 総会 平成30年度事業報告及び会計報 5/10 研修室 会員
館 告､2019年度事業計画(案)及び予 46館 42人
連 算(案)、群馬県児童館連絡協議会 顧問 1人
絡 役員改選(案) 事務局 5人
協 交流会(高齢者と幼児の交流等・
議 高校生のボランティア活動と来館
会 状況等に関する意見交換)

児童館活動功労者 群馬県児童館連絡協議会所属の職 5/10 研修室 7人
顕彰事業 員の中から表彰規定に基づき表彰

役員会 2019年度事業報告(案)及び会計報 3/ 4 第１研修室 新型コロナウ
告(案)、2020年度事業計画(案)及 イルス感染拡
び予算(案) 大予防のため

書面開催

群 第１回幹事会 幹事業務・実施要領の確認、各計 5/15 第１研修室 事務局及び
馬 共 画書説明、全体事業に関する協議 幹事他 15人
県 催

内

：

第２回幹事会 個別事業の進捗状況報告・全体事 6/14 群馬県庁 事務局及び
児 群 業に関する協議 幹事他 12人
童 馬

館 県 第３回幹事会 個別事業・全体事業に関する協議 7/ 5 第１研修室 事務局及び
フ 児 幹事の役割分担 幹事他 12人
ェ 童

ス 館 第４回幹事会 最終確認及び会場準備 10/18 第１研修室 事務局及び
テ 連 幹事他 15人
ィ 絡

バ 協 ｢児童館でチャレンジしよう」をテーマに､各種あ 10/20 公園・館内 児童館 47館 5,153人
ル 議 そびの実施及び活動の紹介 各所 群馬大学折紙

会 後援：群馬県、太田市、ＮＨＫ前橋放送局、上毛新聞 研究会 5人
群馬テレビ、エフエム群馬、エフエム太郎 ボランティア 2人

第５回幹事会 今後の振り返り及び次年度の実施 11/22 第１研修室 事務局及び
について 幹事他 11人

館長研修会 改正児童館ガイドラインのポイン 5/10 研修室 植木 信一氏 48人
共催：群馬県児童館連絡協議会 トに関する講義 (新潟県立大学

人間生活学部
教授)

児童厚生員等研修会 ｢児童館論Ⅰ｣ 6/20 研修室 渡部 博昭氏 74人 100人
共催：群馬県児童館連絡協議会 児童館の機能と役割、運営の留意 (児童健全育成
(一財)児童健全育成推進財団 点等について 推進財団)

｢児童館論Ⅱ｣ 69人 100人
児童館の現状と課題､具体的活動
内容等について

｢ゲーム・運動遊び｣ 7/ 3 多目的ホール 北野 三保子氏 76人 80人
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ､集団遊び等について (NPO法人コモ

ンビート)

｢表現活動」 山田 修平氏 73人 80人
集団製作をはじめとする造形活動 (淑徳大学短期
等について 大学部准教授)

｢地域福祉活動」 12/12 群馬県生涯学 永田 理香氏 85人 100人
ケースワークの理論及び実践方法 習センター （高崎健康福
について 祉大学)



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

児童厚生員等研修会 ｢安全指導・安全管理」 1/23 研修室 柳澤 邦夫氏 82人 100人
共催：群馬県児童館連絡協議会 各施設における事故予防や危機管 （西真岡こど
(一財)児童健全育成推進財団 理等の基礎知識について もｸﾘﾆｯｸ顧問)

｢児童の発達理論」 岩瀧 大樹氏 74人 100人
発達段階に応じた児童への関わり （群馬大学
方と発達促進機能等について 教育臨床総合ｾ

ﾝﾀｰ)

児童健全育成講演会 ｢さとにきたらええやん映画上映 2/16 多目的ホール 西野 博之氏 聴講 60人 300人
共催：群馬県児童館連絡協議会 ＆西野博之氏講演」 (NPO法人フリ
後援：群馬県 映画の上映会とこどもの居場所を ースペースた

ぐんま地域活動連絡協議会 テーマにした講演会について まりば理事長）
群馬県民生委員児童委員協議会

遊具等貸出 遊具の貸出 4/ 1～ 3/31 45施設97ｾｯﾄ

②ネットワークづくり事業

地域の子育て環境づくりの充実にあたり、移動児童館として県内各地で遊びやアマチュア団体による人形劇等を実施した。

なお、移動児童館の要望は学校が長期休みの希望が集中するため、新規の団体へのサービス提供を優先とした抽選方式を取り

入れた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

プレーバス巡回 風船実験 5/15 伊勢崎市赤堀南 85人

（移動児童館） （伊勢崎市赤堀南児童館） 児童館

87回3，273人

親子遊び 5/21 吉岡町児童館 26人

学童 25回 （吉岡町児童館 えくぼクラブ）

児童館 11回

子育て支援 15回 親子遊び 5/23 藤岡中央児童館 67人

子ども会 2回 （藤岡中央児童館）

公民館 15回

子育てサークル 5回 親子遊び 5/31 高崎市谷中公民 32人

母親クラブ 3回 (高崎市谷中生活学校) 館

放課後児童デイ 7回

その他 4回 親子あそび 6/ 5 大泉町南児童館 21人

（大泉町南児童館母親クラブ）

親子遊び 28回 959人

カプラ 11回 587人 水鉄砲で遊ぼう 6/ 8 板倉町児童館 32人

集団ゲーム5回 158人 （板倉町児童館）

やきもの 4回 129人

シャボン玉1回 26人 集団ゲーム 6/15 東吾妻町町民体 32人

風船 14回 599人 （東吾妻町中央公民館） 育館

静電気 4回 106人

水鉄砲 1回 32人 にこっとGO！Bコース 6/20 館林市障がい児 17人

造形 6回 274人 （館林市障がい児通園事業すくすく） 通園事業すくすく

移動プラネタリウム にこっとGO！Bコース 6/20 NPO法人セサミ 12人

3回 99人 （ NPO法人セサミ セサミふれん セサミふれんず

人形劇 1回 68人 ずキッズ） キッズ

泥だんご 1回 53人

ヒーローショー 親子遊び 6/21 慈光こども園支 19人

1回 51人 （慈光こども園支援室みんなの木） 援室みんなの木

にこっとＧＯ 鑑賞事業（人形劇） 7/ 6 高崎市榛名福祉 劇団 68人

（障害児向けプログラム） （高崎市榛名児童館） 会館会議室 ぽっぷこ～ん

1回 33人

6回 99人 風船実験 7/22 藤岡市美九里西 34人

（藤岡市美九里西学童保育所） 保育園



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

風船実験 7/22 藤岡市美土里会 29人

（藤岡市美土里会あけぼの保育所） あけぼの保育所

造形あそび 7/23 富岡市富岡公民館 16人

(富岡市富岡公民館)

集団ゲーム 7/24 渋川市立西小学 25人

（渋川市学童保育所けやきクラブ） 校体育館

カプラであそぼう 7/25 伊勢崎市赤堀あ 91人

（伊勢崎市赤堀あさひ児童館） さひ児童館

にこっとＧＯ！ Ｂコース 7/26 社会福祉法人 光の里 19人

(安中市 社会福祉法人 光の里 紙ひこーき) 紙ひこーき

やきもの体験 7/29 富岡市高瀬公民館 28人

（富岡市高瀬公民館）

にこっとＧＯ！ Ｂコース 7/30 児童ディ ゆー 18人

（高崎市 児童ディ ゆーふる） ふる

にこっとＧＯ！ Ｂコース 7/30 きっずサポート 12人

（安中市 きっずサポートてんま） てんま

風船実験 7/31 太田市沢野小放 55人

（太田市沢野小放課後児童クラブ） 課後児童クラブ

造形あそび 7/31 太田市宝泉東小放 74人

（太田市宝泉東小放課後児童クラブ） 課後児童クラブ

カプラあそび 8/ 1 安中市あさひ第 60人

（安中市あさひ第2学童クラブ) 二保育園ホール

造形あそび 8/ 1 安中市西横野児 73人

（安中市西横野児童クラブ） 童クラブ

風船実験 8/ 2 沼田市尾瀬なで 48人

（沼田市尾瀬なでしこの会） しこクラブ

造形遊び 8/ 5 太田市レストラ 60人

（太田市世良田児童館放課後クラブ） ン葵

カプラであそぼう 8/ 6 吉岡町文化センタ 17人

（渋川市ハッピーキャンプ吉岡） ーリハーサル室

カプラであそぼう 8/ 7 高崎市佐野小学 92人

（高崎市佐野学童保育クラブ） 校体育館

カプラであそぼう 8/ 8 沼田市白沢支所 21人

（沼田市しらさわ学童クラブ）

やきもの体験 8/ 9 富岡市丹生公民館 21人

（富岡市丹生公民館）

カプラであそぼう 8/19 伊勢崎市宮郷小学校放 35人

（伊勢崎市宮郷小学校放課後児童クラブ） 課後児童クラブ

風船実験 8/20 沼田東学童クラブ 29人

（沼田市東学童クラブ）



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

風船実験 8/20 沼田東第２学童 31人

（沼田市第２学童クラブ） クラブ

造形遊び 8/21 みなかみ町立水 26人

（みなかみ町立水上児童館） 上児童館

カプラあそび 8/22 高崎市片岡小学 92人

（高崎市片岡学童クラブ） 校体育館

風船実験 8/22 高崎市南小校区 33人

（高崎市南小校区児童育成クラブ） 児童育成クラブ

やきもの体験 8/23 沼田市池田学童 26人

（沼田市池田学童クラブ） クラブ

造形あそび 8/26 安中市細野地区生涯学習センタ 25人

（安中市細野地区生涯学習センター） ー（細野ふるさとセンター）

やきもの体験 8/27 館林市あすなろ 54人

（館林市あすなろ学童クラブ） 学童クラブ

風船実験 8/28 太田市放課後児童 52人

（太田市放課後児童クラブわかばの杜） クラブわかばの杜

風船実験 8/28 太田市休泊児童館 17人

（太田市休泊児童館）

風船実験 8/30 太田市旭小放課 49人

（太田市旭小放課後児童クラブ） 後児童クラブ

親子遊び 9/11 昭和村第一保育園子育て支援ｾ 29人

（昭和村第一保育園子育て支援センター） ﾝﾀｰ

シャボン玉で遊ぼう 9/12 草津町天狗山ゲ 26人

（草津町社会福祉協議会） レンデ

にこっとＧＯ！ Ｂコース 9/14 事業所内 リビ 21人
（ゾーン・サポートきぬの郷 ングフロアー
多機能型通所支援事業所まゆ）

カプラであそぼう 9/15 伊勢崎市児童センタ 41人
（伊勢崎市児童センター） ー ふれあいルーム

集団ゲーム（「水鉄砲であそぼう」 9/16 明和町ふれあい 28人
の予定が雨天のため変更した） センタースズカ
（明和町ふれあいセンタースズカケ） ケ

親子遊び 9/19 邑楽町地域子育 60人
（邑楽町地域子育て支援センター） て支援センター

（中野幼稚園内）

親子遊び 9/25 大泉町東児童館 8人
（大泉町東児童館 母親クラブ）

親子遊び 10/ 3 邑楽町中央公民 68人
（邑楽町教育委員会 生涯学習課） 館ホール

親子遊び 10/ 4 赤城保育園たん 21人
（赤城保育園地域子育て支援セン ぽぽの部屋
ター「たんぽぽ」）

カプラであそぼう 10/17 伊勢崎市きく児 50人

（伊勢崎市きく児童館） 童館ホール

にこっとGO！Aコース 10/19 ナッティ桃木川 33人

（放課後ディサービス ナッティ ナ

ッティ北代田・ナッティ桃木川）



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

親子遊び 10/24 中之条町伊参交 60人

（中之条町地域子育て支援センター） 流館

親子遊び 10/25 沼田幼稚園子育 35人

（沼田幼稚園子育て支援センター） て支援センター

鑑賞事業等 10/26 玉村町南児童館 あそびの学校 53人

光る！泥だんご色あそび 山崎 茂氏

(玉村町立南児童館放課後児童クラブ）

集団ゲーム 11/ 3 ZACROSアリーナ 46人

（薄根学童館） ぬまた（沼田市

民体育館）

親子遊び 11/ 6 わたうちこども 35人

（わたうちこども園 なかよし） 園 なかよし

親子遊び 11/ 7 岩野谷保育園内地 22人

（岩野谷保育園地域子育て支援セ 域子育て支援セン

ンター「いわい」） ター｢いわい｣

親子遊び 11/13 宝泉行政センタ 83人

（宝泉地区民生・児童委員協議会） ー多目的ホール

親子遊び 11/19 秋間中央保育園 10人

(秋間中央保育園子育て支援ｾﾝﾀｰ｢小さいお城｣) お遊戯室

移動プラネタリウム 11/29 松井田小学校 32人

（松井田児童クラブ） 体育館

親子遊び 12/ 3 前橋市芳賀公民 12人

（前橋市ひよこクラブ） 館

親子遊び 12/ 5 すみれこども園 43人

（すみれこども園）

風船実験 12/ 8 第10区コミュニ 52人

（10区いずみこども会） ティセンター

親子遊び 12/17 エンゼル保育園 31人

（社会福祉法人幸会エンゼル保育園）

親子遊び 12/20 前橋市支援セン 28人

（地域子育て支援センター アイアイ） ター

移動プラネタリウム 12/24 笠懸公民館 40人

（みどり市笠懸公民館）

静電気ビリビリ実験 12/25 放課後児童クラ 38人

（放課後児童クラブこどもiらんど） ブこどもiらんど

カプラであそぼう 12/25 宮郷小学校体育 48人

（こども@みらい） 館

静電気ビリビリ実験 12/26 中央公民館 21人

（邑楽町中央公民館）

静電気ビリビリ実験 12/26 板倉町南部公民 27人

（板倉町南部公民館） 館

集団ゲーム 12/27 健全育成ルーム 27人

（赤堀放課後児童健全育成ルーム）

親子遊び 1/17 板倉町南部公民 25人

（ひまわりキッズ） 館



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 備考

移動プラネタリウム 1/18 板倉町東部公民 27人

（板倉町東部公民館） 館

静電気ビリビリ実験 1/18 板倉町北部公民 20人

（板倉町北部公民館） 館

親子遊び 1/21 伊勢崎市茂呂公 16人

（親子サークルきらきら） 民館

親子遊び 1/22 館林多々良公民 35人

(多々良公民館) 館

カプラであそぼう 1/25 伊勢崎境公民館 40人

（境小発達相談室 親の会）

親子遊び 1/31 みよし保育園 71人

（みよし保育園子育て支援センターきらきらんど）

親子遊び 2/ 5 千代田町 32人

（育児サークルえんじぇるず） 児童センター

親子遊び 2/ 7 大泉町北児童館 16人

（大泉北児童館母親クラブ）

風船実験 2/ 8 大藪公会堂 44人

（吉岡町仲良し子供会）

鑑賞事業等 TMCワイルド 2/15 高崎市 TMCワイルド 51人

（高崎市井野児童館） 井野児童館

風船実験 2/22 群馬児童館 41人

（群馬児童館）

親子遊び 3/ 4 剣先町上公民館 20人

（子育て支援サークル おはなひろば）

親子遊び 3/ 6 保健福祉ｾﾝﾀｰ 34人

（和い輪いくらぶ）

鑑賞事業等 3/14 伊勢崎市境児童 劇団 新型コロナウイ

人形劇団ぽっぷこ～ん 館どんぐり ぽっぷこ～ん ルス感染拡大予

（高崎市井野児童館） 防のため中止

親子遊び 3/17 伊勢崎市あやめ 新型コロナウイ

（伊勢崎市あやめ児童館） 児童館 ルス感染拡大予

防のため中止

集団ゲーム 3/24 新治学童クラブ 新型コロナウイ
（みなかみ町 子育て健康課） ルス感染拡大予

防のため中止

③組織化事業

「ボランティアひろば」では募集概要やボランティア活動を盛り込むなど内容を充実し誌面を刷新した。また、ボランティ

アとの定例会議を開催し、ボランティア同士のネットワークの構築等に努めた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ボランティア運営 施設ボランティアの募集・登録 4/ 1～3/31 登録人数

87人

｢ボランティアひろば」発行

328号～339号

ボランティア説明会 新規登録希望者に向けた活動概要 5/12 第１研修室 4人

等の説明



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ボランティア会議 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ自主事業及び、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ祭 8/18 第１研修室 3人

り実施内容の検討と準備 10/13 台風のため

延期

11/24 10人

12/15 6人

2/17 10人

2/23 14人

3/ 8 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

ボランティア活動促進 おもちゃの病院 4/21 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8人 7件13個

特技を活かしおもちゃの修理 6/16 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 10人 9件15個

8/18 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5人 5件 6個

10/13 第２研修室 台風のため

中止

12/15 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 7人 9件18個

2/24 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 10人 10件16個

「人形劇であそぼう」 5/25 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 48人 60人

特技を活かした、手作り人形劇や

腹話術の上演

「マジック＆腹話術ショー」 6/ 2 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 63人 100人

特技を活かしたマジックと腹話術

ショーの上演

「ﾋﾟｶﾁｭｳﾊﾞｯｸをつくろう！」 7/ 6 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 69人

＊ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌの七夕ｶﾌｪ内で開催

「つくろう！とばそう！紙ひこう 7/13 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

き！」事前打合せと準備

「おはなしのへやデラックス」 7/27 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5人 65人

あそぼうタイム「ミヂカ」事前準備 10/22 第1研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ4人

「みんなであそぼう！ボランティ 3/15 多目的ホール 新型コロナウ

ア祭り」 こども図書室 イルス感染拡

ハイビジョンシアター 大予防のため

館内 中止

ジュニアスタッフ活動 登録希望者に向けた活動概要等の 3/28 第１研修室 新型コロナウ

説明会 説明と登録手続き(令和2年度) イルス感染拡

大予防のため

中止

ジュニアスタッフ活動日 春のこどもの国フェスティバル 4/ 2～5 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 登録者

のべ 23人 28人

7月に行うイベントの相談とレク 5/12 第１研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 21人

リエーション ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

定例会と七夕イベントの準備 6/ 9 第１研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 16人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

七夕イベントの準備 7/ 6 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 15人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人

「ジュニアスタッフの七夕カフェ」 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 18人 ｿｰﾀﾞ 157人 200人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 工作 82人

ﾋﾟｶﾁｭｳﾊﾞｯｸ作り69人



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ジュニアスタッフ活動日 あそぼうタイム 7/14 多目的ホール ジュニアスタッフ 15人 プレイルー

「つくろう！とばそう！紙ひこうき！」 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8人 ム運営参照

異文化交流事業 7/21 多目的ホール ジュニアスタッフ 12人 児童文化推進事

「世界のともだちとあそぼう！」 業参照

ハロウィンイベント 10/27 多目的ホール ジュニアスタッフ 15人 参加者 76人

「クモの巣ストラップを作ろう！」

あそぼうタイム「ミヂカ」 10/28 多目的ホール ジュニアスタッフ 6人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人

大もちつき大会 1/11 ピロティー ジュニアスタッフ 13人 企画事業参照

ジュニアスタッフのお茶会 1/12 多目的ホール ジュニアスタッフ 18人 参加者 52人 定員

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 50人

定例会ボランティアまつりの準備 2/23 第1研修室 ジュニアスタッフ 14人

「みんなであそぼう！ボランティ 3/15 多目的ホール 新型コロナウ

ア祭り」 イルス感染拡

ウクレレの廃材でキーホルダー 大予防のため

づくり 中止

ぐんま地域活動連絡協 母親クラブフェスティバル代表者 4/10 第1研修室 ぐんま地域活

議会連携事業 会議 動連絡協議会

役員他

ぐんま地域活動連絡協議会 4/19 多目的ホール ぐんま地域活

代議員総会・指導者研修会 動連絡協議会

会員

第29回 ぐんま母親クラブフェス 5/19 多目的ホール ぐんま地域活 クラフトルーム

ティバル 他 動連絡協議会 348人

会員 あひるすくい

300人

南中ｿｰﾗﾝ

300人

スタンプラリー

300人

第４回理事会（親子のつどい） 10/ 2 第１研修室 ぐんま地域活

動連絡協議会

会員

「第３６回 親子のつどい」 10/19 太田市藪塚本町 ぐんま地域活 230人

社会体育館 動連絡協議会

会員

④調査・研究事業

サービス向上委員会では利用団体や事業の利用者に対してアンケートを実施し、ニーズや満足度の調査を行い、利便性の向

上を図った。また、配慮や支援を必要とする子ども達への理解と利用促進に向けて、全職員が学ぶ機会を設け、共通理解を図

った。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上 サービス向上委員会内部部会 5/21、 6/18 会議室 内部委員 5人 -

9/18、12/19

1/21、 2/21

サービス向上委員会外部部会 6/28、2/27 会議室 外部委員 4人 -



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

サービス向上 ご意見箱の設置 4/ 1～3/31 1階・2階エレベ 77件

ーター脇

職 「クレーマー対策と対応のポ 6/10 研修室 森本 哲氏 21人

員 イント」 （ゆあーず行政書士事

研 務所代表）

修

｢相談業務に必要な基礎知識」 宮内 洋氏

（県立女子大学教授）

「日常の行動の中から発達障 2/17 第1研修室 石川 京子氏 23人

がいの特性をよみとこう」 （NPO法人リン

ケージ理事長

「救命講習」 太田中央消防署 太田中央消防

署職員

アンケート 団体向け 5/ 1～2/28 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ前 91件

企画事業(2事業) 4月～ 9月 多目的ホール 1,107件

サイエンスワンダーランド運営 7月 研修室 18件

(1事業)

スペースシアター事業（1事業） 6月 スペースシアタ 18件

ー

クラフトルーム運営(1事業) 1月 2階エレベータ 38件

ーホール

プレイルーム運営(2事業） 6月、7月 第1研修室 134件

多目的ホール

ビデオ・パソコン運営(1事業) 6月 多目的ホール 18件

食育事業(2事業) 6月 第1研修室 48件

ﾐﾙｸﾗﾝﾄﾞ東毛

児童館活動促進(9事業) 6月～ 2月 館内、公園 590件

群馬県生涯学習

センター

組織化(1事業) 7月 研修室 30件

広報啓発（1事業) 7月 ららん藤岡 55件

各 大人のための熟睡プラネタリ 11/23 スペースシアター 563件

室 ウム

調 みんなで選ぶ１２星座物語で

査 星座の人気投票を行った

障がい児応援プロジェ 内部部会 1/21 会議室 内部部会 5人 －

クト 「障害者スポーツから始めよう」実施について 31 4人

障がい者スポーツから始めよう！ 3/21 多目的ホール 新型コロナウ

「みんなで遊ぼうプレイ☆ボッチャ」 イルス感染拡
大予防のため
中止



⑤児童文化推進事業

子どもの文化の推進と豊かな情操を育むため、第28回目となる「ぐんまこどもの夢大賞」を引き続き開催し、絵画と童話の

作品を募った。入賞作品の展示や作品集の発行、ホームページを活用した入選作品の紹介に取り組んだ。また、異文化交流事

業では大泉町役場やブラジル人学校の協力を得て、世界のあそびを通じて利用者と交流を深める機会を提供した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ぐんまこどもの夢大賞 募集要項の発送 6/ 1 8,000部

応募作品受付 8/ 1～9/ 8 －

(童話)1次審査 9/11～23 郵送による 審査員 5人 550点

2次審査 9/26～10/ 6 〃 〃 67点

審査会 10/10 会議室 〃 応募 550点

入賞 28点

(絵画)審査会 10/ 4 会議室 審査員 3人 応募 7,064点

多目的ホール 入賞 137点

審査結果の発表 (郵送による） 10/26 －

表彰式 11/17 多目的ホール 審査委員 2人 受賞者 72人

群馬県 1人

入選作品展 11/17～12/ 1 館内 8,264人

入選作品展IN県庁 12/ 7～16 測定者なし

応募作品の返却と参加賞の配付 12/22 －

入選作品集作成と配布 2/14 600冊

異文化交流事業 世界のあそびについてのワークシ 7/21 多目的ホール 北野 三保子氏 222人 1 0 0人

「世界のともだちとあそ ョップ (NPO法人コモ ×2回

ぼう！」 協力団体：ｼﾞｪﾝﾃ・ﾐｳｰﾀﾞ（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ンビート)

人学校） ｼﾞｪﾝﾃﾐｳｰﾀﾞ16人

ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ12人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

⑥子育て相談事業

専門員による予約制の面談相談のほか、一次相談窓口として職員が電話による相談に随時応じた。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育て相談室 外部相談員による相談窓口開設 4/19､ 5/17 保健室 偶数月 延べ 15人 各3人

6/14､ 7/19 宮内 洋氏

8/23､10/17 (群馬県立女子大学） ※3月は新型コ

11/14､12/12 奇数月 ロナウイルス

2/20､ 3/19 額田 直子氏 感染拡大予防

(群馬医療福祉大 のため中止

保健師･助産師 )

9/14､ 1/24 プレイルーム 延べ10人

子育て(電話)相談室 電話による相談窓口開設 4/ 1～ 3/31 保健室 12件



（内訳）※相談内容は重なる場合があることから相談件数と一致しない

相談内容 非行 友人関係 不登校 いじめ 性格と行動 しつけ 身体と 健康 家族と家庭 情緒 性･異性 学習 その他 合 計

子育て 7 1 1 2 1 12
相談室

子育て
（電話） 6 1 1 1 2 4 15
相談室

⑦広報啓発事業

当館マスコットキャラクター「にこっとちゃん」を活用し、館内・館外で広報活動を行った他、閑散期の入館者促進として

「第２回 年賀はがきでにこっとちゃんの絵大募集」を昨年に引き続き開催した。また、新たな広報活動として、映像による魅

力発信として、施設紹介映像の作成に取り組み、ホームページで発信した。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

インフォメーション発行 来館者や報道機関等へ行事等を情 毎月1日発行 各月3,000部

報提供

インフォメーション夏 太田市立小学校全児童配布 7/ 5 9,200部

休み特別号発行

にこっと通信発行 第65号～第68号 4/15、7/15 各号4,500部

機関情報誌として子育て情報など 10/15、1/15

を掲載して発行、県内公共施設や

子育て支援センター等に送付

ホームページの運営 施設案内や行事等を随時掲載 4/ 1～3/31 87,577ｱｸｾｽ

ツイッターの投稿 行事等の情報案内 4/ 1～3/31 ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ

130,861件

ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ

3,357件

ﾂｲｰﾄ 133件

ぐんまちゃん、にこっ 2体の着ぐるみによるふれあい及 11/10 公園からくり時 59組 220人 各20組

とちゃんと写真を撮ろう び写真撮影会 1/ 4 計前 60組 199人 ×3回

共催 金山総合公園

にこっとちゃんPR活動 館内行事等にあわせ、館内で来館 4/29 館内各所 －

者とふれあった 5/ 1、5

10/26～28、

12/25

施設紹介映像制作 当館の施設案内に加え、遊びや体 1/12撮影 館内各所 －

験をＰＲする映像の制作

誘客キャンペーン 「ららん藤岡」 7/15 ららん藤岡 －
共催 金山総合公園

「道の駅おおた」 3/ 1 道の駅おおた 新型コロナ
ウィルイス
感染拡大予
防のため中
止

出張！にこっとちゃん 鳥之郷地区区民大運動会に出向 9/ 8 鳥之郷スポーツ －

き、地域の方々とふれあった 広場

第2回 年賀はがきで 館キャラクター「にこっとちゃ 1/1～1/10 151通

にこっとちゃんの絵大 ん」への新年のメッセージ、似顔

募集！ 絵を描いた年賀状を募集した

応募作品展 1/25～2/11 ２階エレベータ 151作品展示

ー前



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 講師・要員 利用(参加)者数 定員

民間情報紙への掲載 上毛新聞 4/27、5/10 －

5/20、6/24

7/29、8/ 8

10/22

GWﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 4/19

グラフぐんま 7/10

夏休み!ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｯﾄ特集 7/13

読売群馬広告社「Ikube」 7/19

朝日新聞「ニッポン2019夏」 7/30

ぐんま広報 8/ 4、1/ 1

鳥之郷地区区民大運動会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 9/ 8

ぐんま経済新聞 秋の観光ガイド 10/10

読売新聞 群馬県民の日特集 10/18

東京新聞 12/26、1/ 8

光ケーブルネット株式会社太田局 1/ 4

⑧その他（その他の連携事業）

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

子育てサロン 親子あそびや手遊び、情報交換等 4/10、6/12 第２研修室 太田子育て支 のべ64組
の実施 7/10、9/11 援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜ 118人
共催 太田子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 10/ 9､11/13 ｰｸ会員 ※３月は新型

12/11、2/12 コロナウィル

3/11 イス感染拡大

予防のため中

止

太田ﾏｻﾞｰ＆ﾁｬｲﾙﾄﾞ 発達がゆっくりな子どもと家族向 4/25､ 5/29 第２研修室 のべ91組
けの遊びを通した集団療育 6/27､ 7/25
主催 太田保健福祉事務所 8/29、9/14 ※３月は新型

10/31､11/27 コロナウィル

12/19､ 1/30 イス感染拡大

2/26､ 3/19 予防のため中

止

アースデイin桐生2019 当館で実施した工作ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(紫外 4/21 群馬大学理工学 当館指導員2人 215人

線ビーズストラップ作り)で出展。 部桐生ｷｬﾝﾊﾟｽ

公園と共同でこどもの国をＰＲ

主催:ｱｰｽﾃﾞｲin桐生2019実行委員会

児童会館ＰＲ活動 中心市街地の活性化事業（呑龍市） 5/19 太田市大門通り 当館指導員2人 －

に、にこっとちゃんと参加

主催 太田商工会議所

生活科校外学習の受入 太田市立鳥之郷小学校 6/19 2年生76人

ぐんまウォーターフェア 8/1の｢水の日｣に因み、森林やﾀﾞﾑ､水 7/26～28 多目的ホール 1,400人

の実験等を通し､水の大切さを学ぶ

主催 群馬県

実習生の受入れ 東京福祉大学｢保育実習Ⅲ｣ 8/ 3～16 実習生2人

東京福祉大学実習生による総合実 8/16 第１研修室 33人 20人

習｢プラバンでキーホルダー作り｣ ×2回

関東短期大学｢保育実習Ⅲ｣ 8/15～27 実習生1人

関東短期大学実習生による総合実 8/27 研修室 30人 20人

習「作ろう！飛ばそう！紙コップ ×2回

ロケット」

職場体験学習受入れ 太田市立毛里田中学校 11/15 生徒3人



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 利用(参加)者数 定員

玉村町児童館厚生員研修 親子で楽しめる触れ合い遊びの指 11/21 玉村町勤労者セ 当館指導員2人 23人

導を行った ンター

リクリエーション室

おおたまちの先生見本市 当館で実施した工作ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 11/24 太田市鳥之郷小 当館指導員2人 135人

(サンタさん☆ベル）で出展 学校体育館

四館連携スタンプラリー クラフトルームで工作体験 12/ 1～2/29 クラフトルーム 118人

（うち達成者4人）

＊クラフトルー

ム利用者に含む

インターンシップの受 群馬県立伊勢崎興陽高等学校の生徒 12/10 第1研修室 生徒36人

け入れ 受け入れ

４館連携事業 移動プラネタリムによる冬の星座 2/16 ぐんま昆虫の森 当館指導員2人 85人 2 0 人

ぐんま昆虫の森 投影 ×4回

「ぐんまこどもの国からにこっ (派遣依頼）

とドームがやってくる」

放課後児童クラブ・放 工作キットの発送 3/ 9～31 755施設

課後等デイサービス事 27,950セット

業所応援プロジェクト 工作レシピ集の発送 755施設

各1冊

貸し出し遊具の案内送付 755施設

各1部

お届け備品（DVDとコミック本） 21施設

(3) 施設の維持管理

①施設・設備の貸出し

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 甲 類 乙 類 減 免 備考

多目的ホール 使用料を徴収し、多目的ホール及 4/ 1～ 3/31 ７件 １件 ２件

び付属設備を貸し出す

研修室 使用料を徴収し、研修室及び付属 ３４件 １件 １８件

設備を貸し出す

附属設備 使用料を徴収し、付属設備を貸し ２件 １件 ２件

出す

ぐんま公共施設予約ｻｰﾋﾞｽ オンラインによる多目的ホール及 ０件 ０件 ０件

び研修室の予約申請受付（窓口）

＊ ＭＯＡ美術館太田児童作品展 ２階ギャラリーレール 12/ 8～15

親守詩展示 ２階ギャラリーレール 2/24



②施設の保守・維持管理

職員による始業終業時における遊具等安全点検を実施したほか、専門知識や資格を有した専門業者による計画的な保守点検

等施設管理を実施した。

ア 委託契約の状況

契約期間
業務名 期日 委託先 委託金額(円)

保守・管理点検内容

清掃業務委託 29. 4. 1～32. 3.31 定期 5/27､7/16
10/ 7、11/11、1/20 東洋ポリーズ㈱ 17,107,200

日常・定期・特別清掃 3/16

建築物環境衛生管理業務委託 29. 4. 1～32. 3.31 空気環境
4/28､ 6/21､8/24 807,840

空気環境測定年６回、ね 10/24、12/11、2/22 東洋ポリーズ㈱
ずみ､こん虫等防除年２回

自動扉保守点検委託 30.4.1～32.3.31 7/ 3、11/19､ 3/19
㈱群馬ナブコ 194,400

年３回点検

自家用電気工作物の保安業務委託 27. 4. 1～32. 3.31 4/17、5/15、6/17
（年次点検含む）､ 2,500,560

通常点検１２回、年次点 7/12､ 8/20、9/20 (一財）関東電気保安協会
検１回 10/16､11/22、12/13、

1/17、2/14、3/17

舞台照明機器保守点検委託 30.4.3～32.3.31 10/17
㈱松村電機製作所 386,6400

年１回点検

舞台吊物設備保守点検委託 30.4.3～32.3.31 9/27、3/18
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 1,296,000

年２回点検

ロールバックチェアスタンド 保守点検委託 29.7.7～32.3.31 9/30
ＫＳＳ（株） 891,000

年１回点検

警備業務委託 30.4.1～32.3.31 通年
㈱シムックス 1,010,880

防災・防犯の機械警備

消防用設備保守点検業務委託 30.4.1～32.3.31 9/20、3/ 6
㈱大塚消防設備 842,400

年２回点検

空調設備機器保守点検業務 29. 4. 1～32. 3.31 4/20､11/ 5
㈱キンケン 2,656,800

年２回点検

鉢植木等維持管理業務 30.4.1～32.3.31 通年
㈱山梅 77,760

ピロティ植栽管理

浄化槽維持管理業務、貯水槽清 30.4.1～32.3.31 点検 4/12･26､5/10
掃及び水質検査業務 ･24､6/14･28､7/12･2

点検月２回 6､8/2･23､9/6･20､10 ケービックス㈱ 1,176,768
/4･30､11/8･22､12/6
･20､1/10･31､2/7､･2
1､3/13･26
清掃 11/25
水質 7/2､1/7

ｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ保守点検業務委託 30.4.1～32.3.31 10/ 3､ 3/22
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ㈱ 3,888,000

年２回点検

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ保守点検業務委託 30.4.1～32.3.31 9/ 7､ 3/ 9 (一財)NHKｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
1,468,800

年２回点検 ｻｰﾋﾞｽ

ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ保守点検業務委託 30.4.1～32.3.31 6/11､ 9/ 7､12/ 1､
3/ 3､ ㈱丹青社 2,095,000

年４回点検

まじかるｽﾃｯﾌﾟ保守点検業務委託 29.4.1～32.3.31 6/19､12/ 1
ｴｸｽﾌﾟﾛ ﾗーｰｽ゙ ｼﾞｬﾊ゚ ﾝ㈱ 510,000

年２回点検

エレベーター保守点検業務委託 30. 4. 1～32. 3.31 定期 5/24、8/27、 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ株式会社
11/21、2/28 1,192,320

遠隔監視・点検、定期点 法定 4/10、
検3カ月1回、年次点検 年次 3/31

多目的ホール音響設備保守点検 32. 1.28 1/28 ㈲群馬通信機サービス 176,000
委託

年１回



イ 備品の管理

物 品 名 備品番号 数量 金額 （円） 廃・新

セールスマンデスク H11-205248 １ 37,904 廃

ロビーチェア H11-205397 １ 55,000 廃

椅子 H11-205727 １ 46,350 廃

県旗 H11-207101～ ３ 22,530 廃
H11-207103

コーナーセンサー一式 H11- 28180 １ 70,350 廃

スペースシューティング H11-208208 １ 9,500,000 廃

エアートランポリン H11-208279 ２ 1,066,050 廃

H11-208285

両面バスケットゴール H11-208291 ２ 121,128 廃

H11-208292

キャビンラント H11-208305 １ 341,136 廃

ステレオダブルカセット H11-208318 １ 58,000 廃

ワイヤレスマイク H11-208331～ ３ 106,500 廃

H11-208333

コンビシートＤＸ H11-208565 １ 164,745 廃

デスクトップパソコン H11-209505 １ 468,720 廃

カラービデオカメラ一式 H11-210260 １ 988,800 廃

冷却ＣＣＤカメラ一式 H11-210311 １ 846,206 廃

エレクトーン（クラビノーバ専用椅子付き） H11-210481 １ 396,550 廃

1/2ハイビジョンカセット H11-210485 １ 5,871,000 廃

デジタルプロジェクタ H12- 11998 １ 303,175 廃

パソコン H13- 7766 １ 291,900 廃

ミニディスクレコーダー H14- 7227 １ 76,711 廃

スキャナー H14- 7228 １ 258,511 廃

レーザープリンター H14- 9725 １ 54,000 廃

ノートパソコン H16- 7189 １ 126,420 廃

外付けハードディスク H16- 7192 １ 34,650 廃

プロジェクター H16- 8139 １ 1,047,900 廃

プロジェクターレンズ H16- 8142 １ 262,500 廃

券売機 H16- 8147 １ 1,453,200 廃

パソコン（本体） H17- 1946 １ 57,540 廃

液晶ディスプレイ（パソコン用） H17- 1947 １ 26,040 廃

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） H18- 2647 １ 166,950 廃

パソコン H19- 7512 １ 98,490 廃

にこっとちゃん着ぐるみ H20- 1577 １ 399,000 廃

ソフトタッチマット・木調（4枚組） H21- 9748～ ３ 94,500 廃
H21- 9750

ノートパソコン H22- 3606 ５ 514,500 廃
H22- 3607
H22- 3609
H22- 3610
H22- 3612



物 品 名 備品番号 数量 金額 （円） 廃・新

パソコン（本体） H24- 3868～ ３ 283,800 廃
H24- 3870

液晶ディスプレイ（パソコン用） H24- 3871～ ３ 37,800 廃
H24- 3873

ノートパソコン H25- 3204～ ６ 863,100 廃
H25- 3209

パソコン H25- 3210 １ 143,850 廃

ノートパソコン H26- 3316 ２ 550,800 廃
H26- 3317

にこっとちゃん旗 H29- 1033 １ 43,200 廃

ビデオカメラ一式 H11-210301 １ 130,604 廃

ノートパソコン H31- 5093～ ５ 405,000 新
H31- 5097

ノートパソコン H31- 5102～ ７ 587,510 新
H31- 5108

デスクトップパソコン H31- 5099～ ３ 278,190 新
H31- 5101

タブレット型パソコン H31- 5134 ２ 256,080 新
H31- 5135

福祉関連テーブルＭＡＴ H31- 5110 １ 77,000 新

収納式オムツ交換台 H31- 5109 １ 149,930 新

幼児用木柵 H31- 5130 １ 県産材活用 新

ひのきのボールプール H31- 4873 １ 〃 新

木製両面ホワイトボード Ａ面スタンド H31- 4874～ ５ 新
H31- 4878 〃

バランスレールＦセット H31- 5137 ２ 新
H31- 5138 〃

・ 6/17 公用車（ステップワゴン）ドライブレコーダー取付

・ 9/20～22 公用車（ファミリア）車検

ウ 施設の管理

・ 6/26 管理事務室扉修理
・ 7/18 事務室入口ドアノブ、トイレ４ヶ所鍵修理
・ 7/29 クラフトルームガラス窓修理

・ 9/ 6 パソコンルーム床の一部貼り替え工事
・ 9/24 クラフトルームLED照明器具交換工事

プレイルーム幼児用トイレ照明、換気扇の人感センサー交換工事

・ 9/18～27 多目的ホール舞台機構設備巻取緞帳用駆動部分修繕ほかワイヤーロープ等交換修繕工事

・11/ 1 サイエンスワンダーランド展示物「にこっとちゃんゲットゲーム」のフットマットスイッチの修繕
・11/15 モニタリングポスト点検

・11/25 サイエンスワンダーランド展示物「スバルR2オープンカー」の修繕

・ 1/24 光電式スポット型感知器3種 7台修理
・ 1/28 多目的ホール音響設備保守点検

・ 2/19 男子職員トイレセンサー修理
・ 3/ 5 1階男子トイレおむつ交換台交換
・ 3/11 サイエンスワンダーランド展示装置「人工竜巻」修理

・ 3/16 空調機デマンドスイッチ修理

２ 児童会館の利用状況

(1) 入館者数
別紙１のとおり

(2) 各室別利用者数
別紙２のとおり



３ 使用料及び観覧料の収入状況
別紙３及び別紙４のとおり

４ 管理経費の収支決算
別紙５のとおり

５ 重要な契約に関する事項

(1) 契約事項

契約の名称 契約期間 契約先 契約金額（円） 契約の概要

ぐんまこどもの国児童会館の管理 2019. 4. 1～2020. 群馬県 153,495,000 指定管理業務等の2019年

及び運営に関する年度協定書 3.31 度における管理及び運営

業務の協定

(2) 受託事業

契約の名称 契約期間 契約先 契約金額(円) 内 容 期日・期間 利用(参加)者数

児童福祉週間啓発行事 4/23～ 5/25 群馬県 300,000 児童福祉週間標語や子育て 4/27～5/12 来場者 6,379人

支援等のパネル展示 ※ア ｱﾝｹｰﾄ回収 500人

ンケート実施

「みんなでつくろう！でか 4/27～5/12 2,796人

でかこいのぼり」

巨大なこいのぼりの骨組み

に折り紙で作ったうろこを

飾った

幼 「あそぼうタイム～森 4/30 88人

児 のたからさがし～」

・ 講師 橳島 隼人氏

児

童 「デジタルえほんで広 5/ 2 35人

向 がるせかい展～ワーク

け ショップ～」

遊 講師

び 株式会社ＣＡＮＶＡＳ

令和元年度群馬県放課 7/19～ 3/31 群馬県 5,670,020 認定資格研修 前橋 131人

後児童支援員研修 ・各会場５日間 9/10～19

（認定資格・資質向上） ・１６科目、２４時間 沼田 33人

10/ 1～ 8

太田 123人

11/ 7～14

高崎 118人

12/12～18

資質向上研修 前橋 9/20 62人

・２科目、４時間 沼田10/10 24人

太田11/15 93人

高崎12/20 58人



Ⅱ 職員に関する事項（2020年 3月31日現在）

職 名 等 氏 名 就任年月日 担 当 事 務

事務局長 小 宮 利 夫 2019年 7月 1日 館長兼務、人事、労務管理、理事会・評議員会、定款規程整備、

支出命令決定、他団体のとの連絡調整、育成支援課長事務取扱

総務企画課長 小 磯 三智子 平成28年 4月 1日 課総括、総務TL兼務、給与、福利厚生、旅費、出納員、

施設管理、指定管理事務等

指導員 １５名 事業企画、運営、経理

(うち契約・嘱託職員) （ ９名）

補助員 ６名 事業運営補助

○職員平均年齢 ４３歳、職員平均年収 ３，３９３千円


