
令和２年度事業報告書

事業の概況

昨年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、４月１日から５月３１日まで臨時休館となり、６

月１日から人数制限を行い開館した。コロナ禍により、計画していた事業の中止や変更、見直しが余儀なくされるなど、これまで通

りにはいかない状況の中、ぐんまこどもの国児童会館の基本理念である「子どもファースト！」をモットーに、感染防止対策を講じ、

安全と安心を確保しながら事業展開を図るとともに、新たに、夏休みの開館時間を３０分繰り上げ、９時開館とし、来館者が利用し

やすい環境を試みた。

また、臨時休館中には、職員一同何かできる事はないかと考え、室内で楽しめる遊びを紹介する動画配信を開始し、継続して取り

組んだ。併せて、令和２年度は、平成２年の開館から３０年という節目の年であり、利用者へ感謝の気持ちを込めた記念イベントを

実施することができた。

（達成状況）

実 績
目 標 備 考

人 数 等 達 成 率

開館日数 ２５７日
入館者数 ３３０,０００人 ５０,７５７人 15.4％

(前年度 ２８２日)

プラネタリウム利用者数 ４３,０００人 １０,９８４人 25.5％ 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 ４,８００人 ６２５人 13.0％ ネタリウム（にこっとドーム）

及びあそびの出前の計

実施事業の満足度 ８３％ ９９％ 119.3％ 回答数 計１３３件

館全体の利用者満足度 ９０％ ９８％ 108.9％ 回答数 計１２８件

ホームページ閲覧数 ６７，５００ｱｸｾｽ ８０，４３６ｱｸｾｽ 119.2％

※令和２年４月１日から５月３１日まで新型コロナウイルス感染拡大予防のため臨時休館

６月１日から、利用制限を行い開館

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

コロナ感染拡大防止のため、多数の事業が中止となった一方で、開館３０周年を記念する大型の事業「夏休み特別企画」「荒

馬座公演」「謎解きラリー」等はコロナ対策を講じた上、利用者の方々へ感謝の気持ちを込めて実施した。また、直接来館す

ることが難しい状況においても児童会館の遊びを楽しんでもらえるよう、「オリジナルかるた」の制作・配布や「携帯アプリ」

をリリースした。

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 ボッチャや卓球などの遊具の設置 4/ 1～ 5 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



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

ゴールデンウィーク企 ダンボール素材の遊具の設置や大 4/25～5/10 多目的ホール 新型コロナウ

画 ｢ダンボールゆうえ 型迷路の体験 イルス感染拡

んち」 大予防のため

中止

県･子育て支援関連 児童福祉週間標語や子育て支援等 4/25～5/10 多目的ホール

事業紹介パネル展 のパネル展示

示

「昔遊びチャレン 講師を招いてベーゴマ体験を自由 4/29 ピロティ 栗崎 総一郎氏

ジ～ベーゴマであ にできる機会を提供

そぼう！～」

あそぼうタイム 講師を招いて、自然を使った遊び 4/25 公園かくれんぼ 橳島 隼人 氏

～森のたからさが や集団ゲーム等 の丘周辺 （あかぎの森

し～ ようちえん理

事長）

開館30周年記念 開館30周年を記念するオリジナル 5/1～31 職員 デザイン案

ロゴデザイン制作 ロゴデザインの制作と看板の設置 47点

開館30周年記念 オリジナルかるた読札案・絵札案 6/ 1～30 職員 読札案531点

「ぐんまこどもの国児 の検討と選定 絵札案 92点

童会館かるた」制作

オリジナルかるたの発行と関係各 10/25～31 発行:

施設及び来館者への配布 2,000部

配布数:

1,000部

新年の来館特典としてオリジナル 1/ 4 1階ロビー 100部

かるたを配布

閑散期の来館特典としてオリジナ 2/27、28 200部

ルかるたを配布

開館30周年記念 ｢紙アプリでぼくらの絵が動きだ 8/ 8～30 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 2,464人

夏休み特別企画 す～海のいきものと恐竜たち～｣

こどもから大人まで参加できるデ

ジタルコンテンツを提供

※アンケート実施

企画協力：リコージャパン(株)

開館30周年記念特別企 「児童会館ニュース＆にこっと通 10/ 1～31 2階通路 908人

画 信からみる30年のあゆみ」

館内での掲示と当館ＨＰにおける

デジタルライブラリーの新設

「荒馬座公演～未来へ受け継ぐ日 10/25 野外ステージ 民族歌劇団 563人

本のまつり～」 荒馬座

日本各地のまつりを題材にした伝 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

統的な民族芸能の公演

「なぞときラリー～消えたかるた 10/31～11/1 多目的ホール 436人

とふだの秘密～」

当館職員の制作したラリー形式の

なぞときゲームを提供

30周年記念オリジナル携帯アプリ 3/20、21 2階ロビー 体験

「にこっとちゃんとあそぼう！」 132人

リリース記念キャンペーン ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

32人
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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

冬の特別企画「トリック 職人による手作りの不思議なトリ 12/24～1/11 多目的ホール 新型コロナウ

アート」 ックアートの設置とクイズ形式の イルス感染拡

パネルの展示 大予防のため

中止

「けん玉であそぼ 登録ボランティアによるけん玉検 12/27 研修室

う！」 定の開催と遊びコーナーの設置

「ぐんまこどもの 「ぐんまこどもの国児童会館オリジ 1/ 5 研修室

国児童会館オリジ ナルかるたであそぼう！」

ナルかるたであそ

ぼう！」

「新春ししまい公演」 伝統的なししまいの公演 1/10 研修室 太田神楽

「ベーゴマであそ ベーゴマの回し方の指導の他、利 1/23 多目的ホール 栗崎総一郎氏

ぼう！」 用者同士の遊びと交流

春休み特別企画「にこ 当館が所蔵するアニメの映画フィ 3/27～31 多目的ホール 316人

っと映画館～16mmフィ ルムを1日毎に2作品計4回上映

ルムフェスティバル～」

こども観劇会 プロの劇団による手影絵ショー 3/13 多目的ホール 劇団かかし座 134人 6 0 人

劇団かかし座「Hand S 午前の障がい児枠、午後の一般枠 ×3回

hadow Show」 を実施

こ 「夢適ヒーロー大 アマチュアのアクションチームに 5/3 野外ステージ ＴＭＣワイルド 新型コロナウ

ど 集合!」 よるオリジナルヒーローショー イルス感染拡

わ 大予防のため

く 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 6/28 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団 中

わ 公演 格的なミュージカル アラムニー

く ｢ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｽﾄｰﾘｰ｣

劇

場 つくしんぼ&虹色ﾊ アマチュア劇団による人形劇及び 7/19 多目的ホール 人形劇団つく 38人 40人

ｰﾄｼｱﾀｰ公演 ｸﾞﾙｰﾌﾟによるﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ等の上演 しんぼ･虹色ハ

ートシアター

前橋工科大学ジャ 学生によるジャグリングパフォー 9/21 多目的ホール 前橋工科大学 新型コロナウ

グリング部ＧＲＩ マンスと体験 ジャグリング イルス感染拡

Ｐ公演 部ＧＲＩＰ 大予防のため

中止

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 9/27 多目的ホール ﾐｭｰｼﾞｶﾙ劇団

公演「美女と野獣」 格的なﾐｭｰｼﾞｶﾙの上演 アラムニー

｢夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 10/11 多目的ホール 93人 80人

合!｣ よるオリジナルヒーローショー ×2回

｢群馬医療福祉大学 学生による読み聞かせや工作など 11/ 3 多目的ホール 群馬医療福祉 新型コロナウ

公演｣ 大学 イルス感染拡

大予防のため

｢育英短期大学ハニ 学生によるダンスや手遊び、参加 11/ 7 多目的ホール 育英短期大学 中

ーキッズ公演｣ 型ゲームなど

｢みにおけ屋公演｣ 地域で活動する管楽器のアンサン 11/22 公園時計台前 みにおけ屋 350人

ブルバンドによるミニコンサート

大泉保育福祉専門学 学生によるパネルシアターや手 12/ 6 多目的ホール 大泉保育福祉専 新型コロナウ

校公演 話、リズム体操などの公演 門学校 イルス感染拡

大予防のため

おかあさん人形劇 地域で活躍するお母さん達による 1/17 多目的ホール おかあさん人 中止

公演「あかずきん」 人形劇や手遊びなど 形劇団

太田おはなし友の 地域で活躍するお母さん達による 2/14 多目的ホール 太田おはなし

会公演 人形劇やパネルシアターなど 友の会
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②サイエンスワンダーランド運営
常設展示では、感染拡大防止の観点から、極小空間に立ち入る展示や感染防止対策が困難である一部エリアを休止し開放し

た。常に、安全第一と不具合時の早期解消に努めるとともに、消毒や換気を徹底し、子ども達が安全に楽しめる環境づくりに

努めた。また、地元の高等学校の生徒をはじめ、科学の専門知識を有する講師等の協力を得ることができ、感染防止対策を講

じ講座を実施した。

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 35,349人

※4/1～6/12

まで新型コロ

ナウィルス感

染拡大予防の

ため中止

スペシャルサイエンス 「らんま先生のeco実験パフォー 2/14 多目的ホール らんま先生 新型コロナウ 100人

ショー マンス ～サイエンス✕環境問題 （NPO法人eco イルス感染拡 ×2回

✕楽しい～」 体験工房代表、 大予防のため

らんま先生によるたのしい実験パ 環境省認定 環境 中止

フォーマンス カウンセラー）

科学工作 「紙皿ひこうきをつくろう」 4/11 第1研修室 新型コロナウ

紙皿と洗濯ばさみでひこうきをつ イルス感染拡

くり、どこまで遠くに飛ばせるか 大予防のため

競争する 中止

｢とことこ動くおもちゃつくろう」 5/23 第1研修室
紙コップを使って、ゴムの力で動

くおもちゃ作り

「樹徳高等学校理科部によるKawa 5/31 多目的ホール 樹徳高等学校

iiスライムをつくろう☆etc．」 教員・生徒

「太工フェアINぐんまこどもの国 8/ 1 多目的ホール 県立太田工業 110人
児童会館～太工生といっしょにチ 高等学校
ャレンジ」～ 教員､生徒27人
太田工業高等学校の生徒が製作し ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人
た作品の展示や､子どもたちへの
体験

「太田工業高校の生徒によるロボ 研修室 県立太田工業 10人 10人
ット教室」 高等学校
「つくってプチロボコン」学生と 教員､生徒 8人
先生の指導の下、ロボットを製作

「がんばれ!!群馬のものづくり～ 9/20 多目的ホール 夢工場おおた 43人

中島飛行機｢富嶽」を知ろう！～」 5人

ＲＣ富嶽の資料展示、シミュレー ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 紙飛行機

ターゲーム体験、紙飛行機を作っ 58人

てあそぼうコーナー

協賛 夢工場おおた

｢藤岡中央高校理数科F.C.Lab」 10/17 多目的ホール 藤岡中央高等 61人 3 0 人

生徒が製作したオリジナルゲーム 学校 教員、 ×2回

やスライム作り体験等 生徒 17人

「とことこ動くおもちゃをつくろう」 2/13 研修室 16人 2 0 人

ゴムの力を使ったおもちゃづくり ×2回

科学講座 「親子バイオ入門実験教室 DNA 8/11 研修室 くらしとバイ 11組25人 親子
をとりだしてみよう！！」 オプラザ 5人 6組×

植物の細胞などからDNAの抽出し、 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 2回

紙の顕微鏡で細胞を観察

共催 特定非営利活動法人くらし

とバイオプラザ２１



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

科学講座 「自然のふしぎ実験室」 11/ 3 研修室 丹羽 孝良氏 31人 1 5 人

光、エネルギー、水をテーマに身 他5人(科学講座研究会) ×3回

近な素材を使って実験

はじめまして科学くん「ふしぎな 12/19 研修室 7組16人 5組×

えきでえをかいたり、けしたりし 2回

てみよう」

液体の色の変化や絵が消えるな

ど、化学変化の不思議さや楽しさ
を体験

「リングキャッチャーで遊ぼう！」 2/20 ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 丹羽 孝良氏 80人 80人

金属製のリングとゴムを使用し、 3/14 前 32人

落下させたリングを下に落とすこ

となく途中でキャッチさせる遊び

おもしろ科学教室 ｢ストロー笛を作ろう」 6/13 研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 新型コロナウ

の会 イルス感染拡

「偏心モーターで変身！すばやく 7/11 大予防のため

動くぶるぶるブラシで対戦バトル」 中止

「木登りテントウムシを作ろう」 11/14 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 8人 10人

磁石と浮力について学ぶ科学工作 の会 3人

「不思議アートのぞき箱を作ろう」 2/13 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 新型コロナウ

の会 イルス感染拡

大予防のため

中止

③スペースシアター運営
感染拡大防止のため、上映回数と定員を制限し投影を行った。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、全国関係団体の会員から無償提供された番組の投影やテーマを設けた企画投影を実

施した。また、観望会では眼からの感染防止を図るため、接眼部に触れないように紙コップを使用した手作りの補助具を用意し

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

プ 幼児番組 「こぐま座のティオ」 4/ 1～6/ 7 スペースシアター 新型コロナウ 7/1～

ラ イルス感染拡 10/16

ネ 大予防のため まで

タ 中止 50人

リ

ウ ｢しまじろうとたんじょうびのおほ 4/ 1～9/ 6 714人 10/17

ム しさま｣ から

番 70人

組 「それいけ！アンパンマン 9/10～3/31 1,747人

ちびおおかみと月のふしぎ」

こども番組 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険～月 4/ 1～6/ 7 新型コロナウ

ウサギがクレーターをかけるの段 イルス感染拡

～」 大予防のため

中止

「ティラノサウルス 最強恐竜 6/13～3/31 3,063人

進化の謎」

一般番組 ｢君と見る流れ星starring 秦基博｣ 4/ 1～7/30 153人

「ハナビリウム～花火ってなんで 8/ 1～3/30 2,613人

あるの～」



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

おやこプラネタリウム 「こぐま座のティオ星空だいぼうけん」 6/ 3 スペースシアター 新型コロナウ

通常より会場を明るくしての上 イルス感染拡

映、また、途中入退場を可とし、 大予防のため

乳幼児の親子が安心して観覧でき 中止

る場を提供した

12/16 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 4組 8人 20組

こども宇宙教室 「太田高等学校天体気象部による 6/14 スペースシアター 太田高等学校 新型コロナウ

天文イベント」 教員・生徒 イルス感染拡

大予防のため

中止

「ぐんまこどもの国にオーロラがや 3/ 6 中垣 哲也 氏 35人 70人

ってくる！？～オーロラメッセン ×2回

ジャー中垣哲也氏のオーロラ投影

＆トークライブ～」

講師による、北極圏の野生動物や

自然に関する投影（ファミリー向

け）と、オーロラに関する投影（大

人向け）を開催

プラネタリウム企画投影 「熟睡プラ寝タリウム 2020 11/23 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 14人 70人

大人のための熟睡プラ寝タリウム」

星空の投影の下、簡単なストレッ

チと、睡眠導入効果の高いBGMを

使用し癒しタイムを提供

クリスマス特別企画 12/20、24 21人 各日

「クリスマスファンタジー」 25 12/24・25は 70人
プラネタリウム番組「クリスマス 新型コロナウ
ファンタジー」の特別上映 イルス感染拡

大予防のため

中止

震災から１０年 特別上映 プラ 3/11、14 13人 各日

ネタリウム番組「星よりも遠くへ」 70人

東日本大震災をテーマにした、プ

ラネタリウム版ドキュメンタリー

作品の上映

星空ＢＧＭコンサート「卒業ソング♪」 3/27 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 15人 70人

卒業をテーマに、音楽にあった映

像や星空の投影を行った

にこっとドーム 組込休、保守休にあわせて投影 12/ 1～ 2 多目的ホール 2人 1 0 人
2/18～19 17人 ×4回

星空観察 「金星と細い月」 4/25 スペースシアター 石川 昭良 氏 新型コロナウ 各日

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 イルス感染拡 30人

共催：金山総合公園 屋外での観望会 井上 重利 氏 大予防のため

中止

「ペルセウス座流星群～ねがいご 8/12 石川 昭良 氏 27人

とは３つまで～｣ 井上 重利 氏
プラネタリウムによる星空解説と 茂木 弘光 氏
屋外での観望会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

「火星接近〜木星･土星もみえるよ〜」 10/10 石川 昭良 氏 台風接近の
プラネタリウムによる星空解説と 茂木 弘光 氏 ため中止
屋外での観望会 井上 重利 氏

｢ふたご座流星群をみよう」 12/12 石川 昭良 氏 14人

プラネタリウムでの星空解説と、 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



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

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 22団体 70人

745人

小学校低学年向き ｢オリオンとあったよ｣ 6団体

番組 391人

｢たいようくんとおつきちゃん」 20団体

1,035人

小学校中学年向き 「レッツ・スターウォッチング」 3団体
番組 97人

「ＴＨＥ ＭＯＯＮ 月のふしぎ」 1団体

22人

小学校高学年向き ｢宇宙～その大きさを感じてみよう～」 2団体

番組 101人

幼児番組 ｢しまじろうとたんじょうびのおほ 4/ 1～9/ 6 1団体

しさま｣ 20人

「それいけ！アンパンマン 9/10～3/31 1団体

ちびおおかみと月のふしぎ」 22人

こども番組 「ティラノサウルス 最強恐竜 6/ 8～3/ 3 10団体

進化の謎」 114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１回行い、その他は、いつで

も工作が楽しめ、より参加しやすい環境作りに努めた。また、受付や机に個別の材料を提供できるようにした。

事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 講師・要員 定員

自由利用プログラム １「ストロー弓矢」 4/ 1～19 クラフトルーム 新型コロナウ

イルス感染拡

２「フラワーカードⅡ」 5/ 8〜 5/31 大予防のため

中止

３「ひとくちどうぞ♪」 6/ 2〜 6/21 334人

４「ストロー弓矢」 7/ 8〜 8/ 3 616人

５「サマー☀かざぐるま」 8/ 4～ 8/31 774人

６ ３０周年記念工作PERTⅠ 9/ 4～ 9/30 473人
「にこっとちゃんカード」 (準備休9/3)

７ ３０周年記念工作PERTⅡ 11/1～11/29 861人

「おすしを作ろう！」

8「ミニたいこをつくろう♪」 3/ 4～ 3/31 782人

季節プログラム １「かざぐるま こいのぼり」 4/21～ 5/ 6 新型コロナウ
イルス感染拡
大予防のため
中止

２「ささのは☆かざり」 6/23〜 7/ 7 237人

３「ハロウィンバッチ」 10/ 1〜10/31 757人

４「ツリーｄe小物入れ」 12/ 1～12/25 410人

団
体
投
影



事 業 名 事 業 内 容 期日・期間 会 場 講師・要員 講師・要員 定員

季節プログラム ５ ３０周年記念工作PERTⅢ 12/26～1/11 489人

「かみねんどで和菓子」

６「おにくん♪マラカス」 1/14～2/ 3 270人

７「にっこり☆おひなさま」 2/ 4～3/ 3 645人

チャレンジクラフト 「白磁やきもの体験」 5/ 2 第１研修室 新型コロナウ 60人

白磁のカップやお皿に転写紙で飾り付け イルス感染拡

焼成 大予防のため
中止

「はにわちゃんをつくろう！」 8/ 2 第1研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 20人 10人×

紙粘土を使用して埴輪の風鈴とス ２回

トラップなどを制作

「しめ縄づくりに挑戦！！」 12/26 研修室 太田市西長岡 新型コロナウ 10組
稲作体験の藁で､地域の指導者の 町区長 他1人 イルス感染拡
指導のもと正月飾りを家族で制作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 大予防のため

中止

「だるまさん絵付け体験！」 1/11 研修室 新型コロナウ 1 0 人
講師を招き、だるまの絵付け体験 イルス感染拡 ×2回

大予防のため
中止

「オリジナルｍｙバック」 3/ 6 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 10人 1 0 人

無地のバックに布用のぺんやスタ ×2回

ンプ、アイロンプリントを使って

制作

クラフトルーム作品展 これまでクラフトルームで生み出 6/ 1～7/31 ２階フロア 4，5月は新型
された、様々な作品を展示 コロナウイル

ス感染拡大予
防のため中止

作品の人気投票 697票

団体利用 やきもの 「白磁マグカップ」 4/15 クラフトルーム 新型コロナウ

イルス感染拡
大予防のため
中止

紙皿フリスビー 10/ 6、 7 研修室 7団体 434人
13、16
20､ 27

11/12

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。新型コロナウイルス感染拡大予防にもなる抗菌塗料

を使用した木育遊具の配置を新たに行った。また、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。

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 巧技台セット､マット、ブロック 4/ 1～9 プレイルーム 新型コロナウ

モデュール、ソフレブロック、お ィルス感染拡

ままごとセット他 大予防のため
中止

1 巧技台セット､マット、ブロック 4/11～5/21

モデュール、ひのきのボールプー 準備休 4/10

ル、ソフレブロック、おままごと
セット他



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 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、 5/23～7/ 9 1,208人

なかよしｼｰｿｰ他 準備休 5/22

3 ウェイブバランス平均台、レイ 7/11～9/ 3 2,835人

ンボーバランスストーン、タイニ 準備休 7/10
ートット、リトルトンネルキット、
ままごとセット他

4 コージーキッチン、コーナーボ 9/ 5～11/ 5 2,437人

ールハウス、すべり台、ブロック 準備休 9/ 4
モジュール、アーチキット、まま
ごとセット他

5コージーキッチン、コーナーボ 11/7～ 1/ 7 2,030人

ールハウス、すべり台、ボブルス 準備休 11/8

ままごとセット他

6 コージーキッチン、コーナーボ 1/11～2/27 1,638人

ールハウス、すべり台、ブロック 準備休 1/10

モジュール、クッション遊具、ま

まごとセット他

７ジャングルジム、すべり台、ト 2/27～3/31 1,492人

ンネル、 コージーキッチン、コ 準備休 2/26

ーナーボールハウス、ままごとセ

ット、ボブルス、すべり台他

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 2,955人

ﾊﾟｽﾞﾙやｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ､将棋等を配置 ※4、5月は新

型コロナウイ

ルス感染拡大

予防のため中

止

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 新型コロナウ

配置 イルス感染拡

大予防のため

中止

集団利用 「うごいてあそぼう！」 7/17 多目的ホール 新型コロナウ

乳幼児の親子が体操やﾘｽﾞﾑ遊び､ イルス感染拡

バルーン遊び等を楽しむ 大予防のため

中止

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。また、映像の仕組みを体験できる制作も行った。

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 347人

※4、5月は新

型コロナウイ

ルス感染拡大

予防のため中

止

わくわく映像教室 2枚の絵を描き1つに重ねて、ゴム 3/ 7 研修室 23人 1 5 人

「ソーマトロープをつ を付けたものを制作し、できあが ×2回

くろう！！～2つの絵 ったものを回してあそぶ

が１つに見える！？

～」



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。また、パソコン

を使用して絵を描いたり、作ったものをプリントして提供した。

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 3,932人

ターネット等 ※4、5月は新

型コロナウイ

ルス感染拡大

予防のため中
止

パソコン工房 「パソコンでお絵かきしよう！～ 4/20､ 5/25 ﾎﾞﾗﾝﾌｨｱのべ 2人 55人

プリントタイム～」 6/22､ 7/27 ※4、5、6、1、

パソコンソフトを使用して塗り絵 8/24､ 9/28 2月は新型コ

や絵を描いたものをプリントした 10/12､11/23 ロナウイルス

1/25、2/22､ 感染拡大予防

のため中止

「お名前シール」 12/28､ 3/28

名前シールを作り完成したものを
プリントした

⑧こども図書室運営

絵本や児童書、育児書の他、漫画なども配架し、子どもから大人まで幅広い年齢層の利用者が気軽に利用でき、本に親しめ

る環境づくりを行った。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、漫 4/ 1～3/31 こども図書室 3,764人

画等を提供 ※4/1～6/12

まで新型コロ

ナウイルス感

染拡大予防の

ため中止

おはなしのへや 絵本や紙芝居の読み聞かせ 3/28 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 8人 20人

自転車紙芝居 紙芝居舞台付きの自転車で紙芝居 4/12 公園・かくれん 新型コロナウ

の上演 ぼの丘 イルス感染拡

大予防のため

中止

10/18 エントランス広場 ボランティア 1人 98人

絵本でEnglish！ 絵本の読み聞かせや、英会話を取 1/30 研修室 小林 エリス氏 新型コロナウ

り入れた手遊び、リズム遊び イルス感染拡

大予防のため

中止

⑨子育て支援事業

乳幼児や保護者を対象とした子育て支援プログラムの他、親や祖父母と一緒に楽しめる場を提供した。

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

おたんじょうてがた 色紙に手形や足形をとり、マス 4/17、5/15 クラフトルーム 75組164人 45組

「どれくらい大きくな キングテープや型抜き紙、色ペ 6/19、7/17 ※4、5月は新

ったかな」 ンなどで装飾 9/18 10/16 型コロナウイ

11/20,12/18 ルス感染拡大

1/15, 2/19 予防のため中

3/19 止



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き 「子どもの食事と食育～野菜に 6/14 研修室 城田 晶子氏 新型コロナウ 15組
タイム ついてのお話～」 （野菜ソムリ イルス感染拡

講師を招き、子どもの食事と食 エ） 大予防のため
育についての講座を行う 中止

「親子ダンス英会話♪」 9/25 研修室 小林 エリス氏 8組17人 30組

講師を招き、英会話の歌に合わ （バイリンガル

せてダンスや親子の触れあい遊 ママの英会話講

びを行う 師）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「骨盤エクササイズ」 1/24 研修室 松本 えりこ氏 新型コロナウ

講師を招き、骨盤の歪みを整え （美えな塾 イルス感染拡

るエクササイズ等を行う 骨盤リーダー） 大予防のため

中止

「親子でほめわらい 」 3/12 研修室 井上 信子氏 5組11人 10組

講師を招き、「ほめる」体験を行 （認定ラフター

う ヨガリーダー）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

パパとenjoy！ 「親子でからだを動かしてあそ 2/11 多目的ホール 飯田 誠氏 新型コロナウ

ぼう♪」 （大泉保育福 イルス感染拡

父親と一緒にからだを動かして 祉専門学校 大予防のため

遊ぶ活動を提供 専任講師） 中止

にこにこサロン 乳幼児の親子を対象とした手遊 4/22､5/15 第２研修室 1組 3人 20組
びや親子遊び、パネルシアター 6/24､3/ 3 研修室 ※4、5、6、1
等 2、1、2月は

新型コロナウ
イルス感染拡
大予防のため
中止

手遊び、大型絵本読み聞かせ、水 7/22 公園 4組11人

遊び工作、水遊び等

手遊び、大型絵本読み聞かせ、「ど 9/30 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 12組24人

んぐりバック」制作、自然遊び

等

手遊び、大型絵本読み聞かせ、制 10/21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 5組12人

作、自然遊び等

「開館30周年記念ｻﾛﾝｽﾍﾟｼｬﾙ～ 11/21 多目的ホール 福田 翔氏 98人 100人

福田 翔さんとあそぼう♪～」 （ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）

乳幼児の親子を対象とした遊び ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人

パネルｼｱﾀｰ等を上演

食育事業 稲 事前説明会 5/17 ふれあい工房 新型コロナウ 60人

作 イルス感染拡

体 田植え 6/14 田んぼ 大予防のため

験 中止

稲の生育状況観察・草取り 7/ 5 田んぼ 13組38人

生き物観察

草取り・ザリガニ釣り 9/ 6 田んぼ 悪天候のた

め中止

稲刈り 10/ 4 田んぼ 12組35人

収穫祭（もちつき大会） 11/23 ふれあい工房 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

共
催

金
山
総
合
公
園



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

食育事業 「玉ねぎの皮でハンカチを染め 1/17 研修室 金子 浩子氏 新型コロナウ

てみよう！」 （キッチンの イルス感染拡

玉ねぎの皮を使用し、食べ物の 科学プロジェ 大予防のため

色や栄養、また触媒の化学反応 クト） 中止

について学ぶ

⑩子育ち・子どもの居場所事業

異年齢の子ども達、または家族で、多様な活動や遊びができる機会を提供した。多目的ホールの他、密にならない屋外

を積極的に活用し、職員やボランティアが遊びを支援した。また、地元で活躍するスポーツ選手や団体の協力を得て、気

軽にスポーツに親しむ場を提供した。

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

あそぼうタイム 「森のたからさがし」 4/25 公園かくれんぼ 橳島 隼人氏 新型コロナウ 60人

講師を招いて、自然を使った遊び の丘周辺 （あかぎの森 イルス感染拡 30人

や集団ゲーム等 ようちえん理 大予防のため
事長） 中止

「家族みんなで遊んじゃおう♪」 7/12 公園 35人 各回

屋外で水鉄砲バトルを行った 20人

「森のたからさがし」 9/13 公園かくれんぼ 橳島 隼人氏 ①11組34人 45人

講師を招いて、自然を使った遊び の丘周辺 （あかぎの森よ ②11組15人 20人

等 うちえん理事

長） 他2人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人

「鬼ごっごであそぼう！」 11/22 公園 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 42人 各回

公園でしっぽとりやどろけいの鬼 20人

ごっこを実施

「新聞紙であそぼう！」 1/ 4 研修室 新型コロナウ 各回

新聞紙で羽子板やけん玉など、お イルス感染拡 20人

正月にちなんだ工作をし、その後 大予防のため
簡単なゲームを行う 中止

ボランティア企画事業 3/21 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5人 79人 各回
「～つくろう！とばそう！紙ひこ 30人
うき！～」
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

中高生とちびっこたち 「中学生と高校生の活動」 3/20 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 中高生11人 15人

とのふれあいタイム 幼児から小学生が喜ぶ遊びやふれ

あい方を学ぶ

「ふれあいタイム・ワークショップ」 参加者27人 20組

実際に子どもたちと一緒に折り紙

や、紙飛行機等で遊ぶ

カプラであそぼう 「第7回全国カプラ大会作品募集」 7/23 ～31 多目的ホール 入場者320人

児童館科学館美術館対抗第7回全 作品応募 43

国カプラ大会に応募する作品を来

場者から募った



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

カプラであそぼう 「自由遊び」 9/26、27 1,201人

カプラを使用して自由に遊べる場 10/24

所を提供 11/28、29

12/12、13

26、27
1/ 4 、5
7、 8
10、11
17、30
31

2/11、13
14

3/ 7

あそぼーひろば 「遊具であそぼー」 9/5、6 多目的ホール 485人

さら回し、けん玉、フラフープ、 11/23

ドッジビー等の遊具を配置

「ベーゴマであそぼー」 9/22､ 3/6 栗崎 総一郎 氏 95人

（栗崎鋳工所）

「ドミノであそぼー」 10/28 354人
12/28
1/ 6､ 9
23、 24

2/ 6、 7

「けん玉であそぼー」 2/27 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 65人

とことん外であそび隊！ プレイワーカーが見守り､おにご 5/24､ 9/27 公園かくれんぼ 120人

っこやロープ､ホッピング等の自 10/11､11/ 8 の丘 ※5月は新型

由遊び空間を提供 コロナウイル

ス感染症拡大

予防のため中

止、9､10月は

雨の影響によ

り、地面がぬ

かるみ悪条件

のため中止

群馬クレインサンダー リズムトレーニングやドリブル、 7/18 多目的ホール 群馬クレインサ 9人 20人

ズとあそぼう シュート体験 ンダーズスタ

ッフ 3人

不破先生の速く走る！ 陸上指導者による短距離向けの陸 11/29 わんぱく広場 不破 弘樹氏 20人 20人

陸上教室 上教室 （TEAM不破）

集団利用 カプラを使用した造形物の制作 10/29 多目的ホール 1団体 45人

「カプラ」



(2) 推進事業

①児童館活動促進事業

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、児童館フェスティバルを県内の児童館を会場としたリモートフェスティバルに変

更し開催した他、職員の資質向上を目的とする研修会については定員削減、会場の変更等を行い実施した。

しかし、緊急事態宣言等により、総会や館長研修会、児童館フェスティバル幹事会等は書面決議または開催中止とした。

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 65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 2019年度事業報告及び会計報告､ 5/14 研修室 柳澤 邦夫氏 新型コロナウ
館 令和２年度事業計画(案)及び予算 (西真岡こども イルス感染拡
連 (案)、 クリニック 大予防のため
絡 館長研修会(現代社会と児童) 幼保・学校連 書面開催
協 携医療部顧問） 交流会は中止
議
会 児童館活動功労者 群馬県児童館連絡協議会所属の職 表彰者5人
顕彰事業 員の中から表彰規定に基づき表彰 新型コロナウ

イルス感染拡
大予防のため
中止

役員会 令和２年度事業報告(案)及び会計 3/ 5 研修室 役員 7人
報告(案)、令和３年度事業計画 群馬県 1人
(案)及び予算(案) 事務局 3人

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 新型コロナウ
馬 共 画書説明、全体事業に関する協議 イルス感染拡
県 催 大予防のため
内

：

中止
児 群

童 馬 第２回幹事会 個別事業・全体事業に関する協議 6/19 研修室 事務局及び
館 県 幹事 14人
フ 児

ェ 童 第３回幹事会 個別事業の内容についての協議 7/ 9 研修室 事務局及び
ス 館 （配付工作の内容について） 幹事 9人
テ 連

ィ 絡 第４回幹事会 工作材料配付及び最終確認 10/16 研修室 事務局及び
バ 協 幹事 13人
ル 議

会 ｢みんなであそぼう♪ぼくらの児童館～リモートフ 10/18 多目的ホール 80人
ェスティバル～」
例年のフェスティバルに代えて、各児童館を会場 10/22～3/31 県内児童館 参加館 51館
に開催 のべ回数 138人

のべ参加者数
3,022人

第５回幹事会 今年度の振り返り及び次年度の実 2/ 5 研修室 事務局及び
施について 幹事 9人

館長研修会 「現代社会と児童」に関する講義 5/10 研修室 柳澤邦夫氏 新型コロナウ
共催：群馬県児童館連絡協議会 (西真岡こども イルス感染拡

クリニック顧 大予防のため
問) 中止

児童厚生員等研修会 ｢ゲーム・運動遊び｣ 11/5 多目的ホール 清水 将之氏 47人 50人
共催：群馬県児童館連絡協議会 レクリエーションゲーム、集団遊 公園 (淑徳大学短期
(一財)児童健全育成推進財団 びについて 大学部教授）

※アンケート実施

｢配慮を要する児童の対応｣ 11/ 6 研修室 霜田 浩信氏 50人 50人
発達障がい児等の障がい特性と具 (群馬大学共同
体的な支援方法について 教育学部教授)
※アンケート実施

｢表現活動」 11/ 6 多目的ホール 猪之良高明氏 46人 50人
音楽の効果や方法について実技体 (ドレミ株式会
験を通してその効果を学ぶ 社代表取締役)
※アンケート実施



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 ｢集団援助活動」 12/ 3 多目的ホール 熊澤 桂子氏 50人 50人
共催：群馬県児童館連絡協議会 グループワークの原則や特徴及び (鎌倉女子大学
(一財)児童健全育成推進財団 実践方法について 非常勤講師)

※アンケート実施

｢健全育成論」 1/28 多目的ホール 柳澤 邦夫氏 35人 50人
健全育成の理念と具体的内容、現 （西真岡こど
代の子どもの課題等について もｸﾘﾆｯｸ顧問)
※アンケート実施

｢個別援助活動」 大竹 智氏 33人 50人
ケースワークの理論及び実践方法 （立正大学社
について 会福祉学部教
※アンケート実施 授)

遊具等貸出 遊具の貸出 4/ 1～ 3/31 38施設
173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中に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引き

続き取り入れた。また、新型コロナウイルス感染拡大予防のため感染対策を徹底して実施した。

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

プレーバス巡回 親子遊び 5/ 8 吉岡町児童館 5、6月は新型

（移動児童館） （吉岡町児童館 えくぼクラブ） コロナウイル

22回 625人 ス感染拡大予

集団ゲーム 5/13 伊勢崎市赤堀南 防のため中止

公民館 1回 （伊勢崎市赤堀南児童館） 児童館

児童館 5回

放課後児童クラブ 5回 カプラであそぼう 5/23 伊勢崎市赤堀小

子育て支援センター （伊勢崎市赤堀小学校通級教室 学校

4回 おやの会）

母親クラブ 0回

子育てサロン 0回 親子遊び 5/26 伊勢崎市しいの

育児サークル 0回 (伊勢崎市しいの実保育園子育て 実保育園子育て

子ども会 3回 支援) 支援

児童養護施設 0回

放課後児童デイ 4回 親子遊び 5/28 藤岡中央児童館

その他 0回 （藤岡中央児童館）

造形 1回 34人 集団ゲーム 6/20 東吾妻町町民体

やきもの 2回 50人 （東吾妻町中央公民館） 育館

科学マジック 2回68人

風船 1回 47人 親子あそび 6/30 しいの実保育園

親子遊び 5回 112人 （伊勢崎しいの実保育園子育て支 ホール

カプラ 4回 128人 援センター）

集団ゲーム0回 0人

水鉄砲 0回 0人 親子あそび 7/ 7 太田市綿打児童 新型コロナウ

（太田市綿打児童館） 館 大予防のため

移動プラネタリウム 中止

2回 46人

人形劇 1回 29人 やきもの体験 7/18 中之条５区公民 32人

泥だんご 1回 54人 （中之条５区 五日会） 館

ヒーローショー

0回 0人 親子あそび 7/21 富岡市Bambini 18人

にこっとＧＯ （Bambini ピッコロ園 支援セ ピッコロ園

（障害児向けプログラム） ンター ピッコロクラブ） 支援センター

2回 25人

1回 32人 にこっとＧＯ！ Ａコース 7/27 安中市きっず 12人

（安中市 きっずサポートてんま） サポートてんま



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 にこっとＧＯ！ Ａコース 7/29 甘楽町ららかん 新型コロナウ

（甘楽町カラフルかんら） ら イルス感染拡

大予防におけ

る夏休み短縮

のため中止

カプラであそぼう 8/ 4 沼田市尾瀬なで 37人

（沼田市尾瀬なでしこの会） しこクラブ

にこっとＧＯ！ Ｂコース 8/ 5 太田市からふる 32人

（太田市ＭＯＡコンツェルン株式 尾島

会社 放課後等デイサービス

からふる尾島、からふる太田））

科学マジック 8/ 7 高崎市北地区児 34人

（高崎市北地区児童クラブ） 童クラブ

にこっとＧＯ！ Ａコース 8/17 高崎市発達支援 13人

（高崎市NPO法人リンケージ発達 ルームそらまめ

支援ルームそらまめ２） ２

造形あそび 8/19 太田市休泊児童 34人

（太田市休泊児童館） 館

科学マジック 8/20 太田市毛里田小 34人

（太田市毛里田小放課後児童クラ 放課後児童クラ

ブ） ブ

やきもの体験 9/19 板倉町南部公民 18人

（板倉町南部公民館） 館

造形あそび 9/26 みなかみ町立水 新型コロナウ

（みなかみ町立水上児童館） 上児童館 イルス感染拡

大予防のため

中止

カプラであそぼう 10/24 玉村町立南児童 27人

（玉村町立南児童館 ） 館

親子遊び 10/29 沼田幼稚園子育 20人

（沼田幼稚園子育て支援センター） て支援センター

親子あそび 10/30 子育保育園 19人

(昭和村子育保育園支援センター ホール

すこやかクラブ）

カプラであそぼう 11/ 5 伊勢崎市きく児 43人

（伊勢崎市きく児童館） 童館ホール

鑑賞事業 11/ ７ 大泉町東児童館 あそびの学校 54人

光る！泥だんご色あそび 山崎 茂氏
（大泉町東児童館）

鑑賞事業 人形劇 11/14 高崎市群馬児童館 劇団ぽっぷこ 29人

（高崎市群馬児童館） ～ん 11人

カプラであそぼう 11/28 伊勢崎市立あず 21人

（伊勢崎市立あずま小学校こども ま小学校体育館

発達相談室親の会）



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 移動プラネタリウム 12/ 3 高崎市児童デイ 16人
（高崎市社会福祉法人あい ゆーふる
児童ディゆーふる）

親子遊び 12/15 伊勢崎市あやめ 26人

（伊勢崎市あやめ児童館） 児童館ホール

移動プラネタリウム 12/25 太田市育実児童 30人

（太田市育実児童クラブ） クラブ

造形あそび 12/28 太田市強戸児童 新型コロナウ

（太田市強戸児童クラブ） クラブ イルス感染拡

大予防のため

移動プラネタリウム 1/23 明和町ふれあい 中止

（明和町ふれあいセンターポプラ） センターポプラ

親子遊び 2/ 5 みよし保育園ホ

（大泉町みよし保育園子育て支援 ール
センターキラキラらんど）

親子遊び 2/24 高崎市剣崎町上 29人

（高崎市子育て支援サークルおは 公民館

なひろば）

鑑賞事業等 2/27 伊勢崎市境児童 人形劇団ぽっ 新型コロナウ
人形劇団ぽっぷこ～ん 館どんぐり ぷこ～ん イルス感染拡
（伊勢崎市境児童館どんぐり） 大予防のため

中止

風船実験 3/24 高崎市久留馬小 47人

（高崎市久留馬小学校区児童クラブ） 学校区児童クラブ

③組織化事業

コロナ禍ならではのボランティアが企画する事業を広く取り入れ、新たな事業を実現できた。ジュニアスタッフの活動も、動画

の作成など新たな活動方法を見いだせた。また、昨年度中止となってしまった「第３回ボランティア祭り」を、感染防止対策を講

じて開催し、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

82人

｢ボランティアひろば」発行
340号～351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 4/19 第１研修室 新型コロナウ

等の説明 イルス感染拡

大予防のため

中止

ボランティア会議 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ祭り実施内容の検討と、 8/16 第１研修室 7人

開催準備等 10/11 第１研修室 8人

12/20 研修室 8人

1/31 研修室 7人

2/14 研修室 15人

ボランティア活動促進 おもちゃの病院 4/19 第２研修室 開催中止

特技を活かしおもちゃの修理 6/21 第１研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8人 2件 3個

8/16 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8人 5件 6個

10/11 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6人 8件11個

12/20 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8人 2件 3個

2/21 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 9人 5件 6個

※受付のみピロティ



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

ボランティア活動促進 「人形劇であそぼう」 5/16 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 新型コロナウ 40人

特技を活かした、手作り人形劇や イルス感染拡

腹話術の上演 大予防のため

開催見送り

「マジック＆バルーンショー」 7/11 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 52人 各 日

特技を活かしたマジックとバルー 50人

ンショーの上演 1/16 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

おもちゃの広場 12/19 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 90人

おもちゃコンサルタントの資格を 2/20,21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 224人

有するボランティアが、優良遊具

を活用した遊びを提供

「にこっとチャンネル動画」配信 4/ 3～3/31 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 配信 6本

ボランティア会議 8/16 第１研修室 7人

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ祭り実施内容の検討 10/11 第１研修室 8人

12/20 研修室 8人

1/31 研修室 7人

「みんなであそぼう！ボランティ 3/14 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 24人 ﾗｰﾒﾝﾀｲﾏｰ

ア祭り」 研修室 15人

牛乳ﾊﾟｯｸ工作

82人

ﾊﾋﾟﾈｽｼｱﾀｰ

71人

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 3/27 研修室 14組 29人

説明会 説明と登録手続き(令和3年度)

ジュニアスタッフ活動日 定例会・レクリエーション等 4/12 第一研修室 新型コロナウ 登録者

イルス感染拡 25人

ジュニアスタッフ説明会 4/18 第１研修室 大予防のため

中止

7月に行うイベントの相談とレク 5/10 第１研修室

リエーション

七夕イベント 7/ 5 第１研修室

定例会 7/18 第１研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 15人 －

ひまわりパネル作成・今後の活動の

相談

定例会・活動日 8/22～30 研修室 ジュニアスタッフ －

にこっとちゃんねる用動画準備 9/13 のべ40人

(5日間）

開館30周年記念イベント 10/31 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 15人 －

「なぞときラリー～消えたかるた 11/ 1

とふだの秘密～」

定例会 12/ 5、6 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 11人 －

YouTube動画撮影会

お正月イベント補助 1/4～6 多目的ホール ジュニアスタッフ 新型コロナウ

1/9,10 イルス感染拡

大予防のため

中止



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 ジュニアスタッフの動画配信 1/22 －

「十二支の行列」をにこっとちゃ

んねるにて配信

定例会 上映会の準備 2/14 第1研修室 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

「十二支の行列」上映会 2/28 多目的ホール ジュニアスタッフ

１月に配信し始めた動画の上映会 9人

を保護者向けのみ実施 保護者等

11人

第４回「みんなであそぼう！ボラ 3/14 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 40人

ンティアまつり」 10人

ウクレレの廃材でキーホルダーづ

くり

あそぼうタイム 3/21 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 子育ち・子

「つくろう！とばそう！紙ひこう 11人 どもの居場

き！」のお手伝い 所事業参照

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 4/17 第1研修室 ぐんま地域活 新型コロナウ

議会連携事業 会議 動連絡協議会 イルス感染拡

役員他 大予防のため

中止

ぐんま地域活動連絡協議会 4/17 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 5/17 多目的ホール ぐんま地域活

ティバル 他 動連絡協議会

会員

第6回理事会（三世代交流会） 10/ 9 第１研修室 ぐんま地域活 －

動連絡協議会

会員 10人

三世代交流会 10/23 研修室 飯田 誠氏 23人

「運動不足を解消しよう、みんな （大泉保育福

で楽しくできる体操」 祉専門学校）

ぐんま地域活

動連絡協議会

会員 10人

ぐんま地域活動連絡協議会 指導 12/ 6 多目的ホール ぐんま地域活 53人 100人

者研修会「おやこじゃず」 動連絡協議会

会員 9人

オン・グリー

ンフィールド

・ジャズ・カ

ルテット 5人



④調査・研究事業

サービス向上委員会では、事業の利用者に対してアンケートを実施した他、館の利用満足度アンケートを実施し、ニーズや

満足度の調査を行った。また、障がい児・者利用促進プロジェクトでは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、県内の該当施設あてアンケート行い、今後の児童会館のあり方について調査を行うと共に、アンケート結果を考慮

したクールダウンコーナーの設置準備を行った他、遊びのプログラム開発・普及プロジェクトでは、「新聞紙」をテーマに遊

びのプログラムに関する勉強会を行った。

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

サービス向上委員会 サービス向上委員会内部部会 4/17、5/29 会議室 内部委員 5人 -

6/19、6/26

10/ 8､12/ 9

1/29、2/19

サービス向上委員会外部部会 7/ 2 第１研修室 外部委員 2人 -

外部委員 2/25 外部委員 3人
五位野 髙 史

(太田市立鳥之郷小学校長）

津久井 智 子

(太田市保育園連絡協議会副会長）

落 合 みどり

(太田市地域活動連絡協議会長)
武 内 洋 子

(太田市主任児童委員)

ご意見箱の設置 9/15～3/31 1階・2階エレベ 7件

ーター脇

「野外活動～」 6/ 8 公園かくれんぼ 橳島 隼人氏 20人

「企画の立て方」 の丘周辺 （あかぎの森の

職 「子どもとのかかわり方」 研修室 ようちえん理事

員 長）

研

修 「虐待防止に向けた取り組み 2/15 研修室 千葉千恵美氏 21人

～児童館で行う役割について （高崎健康福

～」 祉大学 教授）

事業別アンケート 団体向け 10/ 1～3/31 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ前 42件

館利用満足度アンケート 10/ 1～3/31 1､2階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ脇 13件

企画事業(1事業) 8月 多目的ホール 101件

サイエンスワンダーランド運営 12月 研修室 7件

(1事業)

児童館活動促進(3事業) 10月 多目的ホール 87件

障がい児・者利用促進 定例会 5/29､10/20 会議室 職員 6人 －

プロジェクト 障がい児・者の利用促進のため 12/11､ 1/22
の、アンケート実施の他、クール 3/17
ダウンコーナーの設置準備等

放課後デイサービス施設を対象と 11/20 72施設

したアンケート実施

遊びのプログラム開発 定例会及び勉強会 1/22､ 2/12 会議室 職員 7人
・普及プロジェクト 短期及び長期計画に関する協議、 3/12

遊びに関するコロナ対応の勉強会

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29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。表彰式は最優秀賞と金賞受賞者のみで行うことになったが、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JQAの協力により世界各国の子ども達が描いた「地球環境

世界児童画コンテスト」の作品を展示した。



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/ 2 8,000部

応募作品受付 8/ 1～9/ 6 －

(童話)1次審査 9/12～23 郵送による 審査委員 5人 51点

2次審査 9/30～10/ 9 〃 〃 38点

審査会 10/15 会議室 〃 応募 289点

審査委員 入賞 23点

浅川じゅん（群馬県文学賞選考委員）

栗原 章二（群馬県文学賞選考委員）

深代 栄一（群馬県文学賞選考委員）

中庭 ふう（群馬県文学賞選考委員）

峯岸 英子（群馬県文学賞選考委員）

(絵画)審査会 9/25 会議室 審査委員 3人 応募 5,603点

審査委員 多目的ホール 入賞 111点

坪田 欣弥（桐生市立川内小学校）

田中 賢治（館林市立第七小学校）

豊岡 大画（群馬県総合教育センター）

審査結果の発表 (郵送による） 10/30 －

表彰式 11/15 多目的ホール 審査委員 2人 受賞者 17人

群馬県 1人

入選作品展 11/15～11/29 館内 2,228人

入選作品展IN県庁 12/10～16 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 2/26 600冊

異文化交流事業 「世界のこどもの絵画展 7/17～31 ２階ギャラリー 協力：「JQA地 420人

「世界のこどもの絵画展」「地球環境へのメッセージ」をテ 球環境世界児

ーマに描いた絵画作品を展示 童画コンテスト」

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 4/24､ 5/15 第2研修室 偶数月 延べ 6人 各3人

6/12､ 8/21 宮内 洋氏

9/18､10/15 (群馬県立女子大学） ※4、5月は新型

11/12､12/10 奇数月 コロナウイル

1/21､ 2/18 額田 直子氏 ス感染拡大予

3/18 (上武大学看護学 防のため中止

部非常勤講師

7/17 プレイルーム 保健師･助産師 ) 延べ12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 27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 5 1 6
相談室

子育て
（電話） 8 1 4 5 7 2 27
相談室



⑦広報啓発事業

児童虐待防止推進月間にあわせて、利用者への啓発活動へ新たに取り組んだ他、当館マスコットキャラクター「にこっとち

ゃん」の等身大パネルを制作・設置し、利用者サービスの向上に努めた。また、コロナ対応に関連する館内利用方法の周知に

ついて、インフォメーションやホームページ・ツイッター等を駆使し、利用者へタイムリーな情報を継続的に発信した。

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1,700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 7/21 13,500部

休み特別号発行

にこっと通信発行 第69号～第72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 80,436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

133,566件

ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ

5,472件

ﾂｲｰﾄ 144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 新型コロナウ

とちゃんと写真を撮ろう び写真撮影会 イルス感染拡

共催 金山総合公園 大予防のため
中止

誘客キャンペーン ぐんまこどもの国・児童会館のPR
共催 金山総合公園 を金山総合公園と共催で実施する

出張！にこっとちゃん 鳥之郷地区区民大運動会に出向い 鳥之郷スポーツ

ての地域との交流 広場

オレンジリボンキャン オレンジリボンツリーの飾り付け 11/ 8 2階エレベータ 73人

ペーン オレンジリボンの配付 ーホール

オレンジリボンの配付 11/23 公園時計台前 －

にこっとちゃんパネル にこっとちゃんの等身大パネルを 12/25～3/31 ２階ロビー －

設置し、撮影スポットを提供

第３回 年賀はがきで 当館キャラクター「にこっとちゃ 1/ 1～8 43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 1/23～2/ 7 ２階エレベータ －

ー前

事業年報 9/30 350部



報 道 機 関 事 業 内 容 期日・期間 講師・要員 利用(参加)者数 定員

ぐんま広報 「tsulunosPLUS」による当館の紹介 毎月

上毛新聞 紙面への掲載（イベント告知・報告） 4/27、5/29

7/19、20、22

25

9/ 3、 7、21

10/18、22、26

11/ 5、19

12/10、20、23

25、1/ 8

3/20、25

群馬よみうり 「タウンぐんま」への掲載 7/17、31、2/5

読売群馬広告社 「Ikube」への有料広告（イベント告知） 7/17

東京新聞 紙面への掲載 （イベント告知・報告） 8/15

朝日ぐんま 紙面への掲載 （イベント告知・報告） 8/21

商工おおた 太田商工会議所による会報への掲載 8/20

読売新聞 紙面への掲載、有料広告（イベント告知） 9/21、10/23

12/17

日本テレビ ＺＩＰ！ 情報番組「ZIP！」によるプラネタリウム紹介の 9/16

放送

エフエム太郎 おおたコミュニティ放送によるイベント告知・ 毎月

紹介

桐生タイムス 紙面への掲載（イベント告知・報告） 10/24、12/25

3/20、27

太田ケーブルテレビ 携帯アプリ普及キャンペーンの放送 3/20

⑧地域との連携

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/ 8､ 5/13 第２研修室 太田子育て支 のべ 16組
の実施 6/10､ 7/ 8 援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜ 34人
共催 太田子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 9/ 9､10/14 ｰｸ会員 ※4～7月は新

11/11､12/ 9 型コロナウィ

ルイス感染拡

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 4/20､ 5/21 第２研修室 3組
けの遊びを通した集団療育 6/25､ 7/16 ※7月のみ実

主催 太田保健福祉事務所 8/18、9/12 施。その他の

10/15､11/27 月は新型コロ

12/19､ 1/21 ナウィルイス

2/25､ 3/18 感染拡大予防

のため中止

放課後児童クラブ・放 こいのぼり工作キットの発送 4/ 2～4/25 736施設
課後等デイサービス事 27,720ｾｯﾄ
業所応援第２弾「こい お届け備品（DVDとコミック本） 6施設
のぼり」プロジェクト

新型コロナウイルス対 YouTube公式チャンネル「にこっ 4/ 3～3/31 職員 動画 44本
策 児童支援 動画プ とChannel」を開設し、室内で簡 登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ロジェクト 単にできるびのプログラムを紹介

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

県立渋川特別支援学校 生徒が作成した発泡スチロールの 8/ 8～31 ２階ロビー －

中学部冨永童威さん作 恐竜作品約２００点を展示した

品展

実習生受け入れ 東京福祉大学｢保育実習Ⅲ｣ 8/ 7～20 実習生 3人

東京福祉大学実習生による総合実 8/20 研修室 23人 １0人

習｢空気砲で射的をしよう！｣ ×3回

第４２回 太田市内の児童･生徒及び一般か 9/19～22 研修室 200人

太田発明くふう展 ら募集した発明考案品の審査会及

び展示

主催 太田発明協会

生活科校外学習の受入 太田市立鳥之郷小学校 11/ 5 2年生 80人

(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 ０件 ０件 １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 ３件 ０件 １０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 ０件 ０件 ０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）

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 R2. 4. 1～R5. 3.31 定期 9/14､11/16､1/ 東洋ポリーズ(株) 18,585,600
25､3/22

日常・定期・特別清掃

建築物環境衛生管理業務委託 R2. 4. 1～R5. 3.31 空気環境測定 東洋ポリーズ(株) 930,600
6/20､8/12､9/19､10/

空気環境測定年６回、ね 16､12/26､2/13
ずみ､こん虫等防除年２回

自動扉保守点検委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 7/ 1､11/ 6､ 3/12 (株)群馬ナブコ 495,000

年３回点検

自家用電気工作物の保安業務委 R2. 4. 1～R7. 3.31 4/16､ 5/19､ 6/22 (一財）関東電気保安 2,750,615
託 （年次点検含む）､ 協会

通常点検月１回、年次点 7/22､ 8/19、9/15
検１回 10/15､11/20、12/22、

1/28、2/24、3/16



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

舞台照明機器保守点検委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 10/20 (株)松村電機製作所 1,001,000

年１回点検

舞台吊物設備保守点検委託 R2. 4. 1～R5. 3.31 9/11､ 3/17 三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株) 1,980,000

年２回点検

ロールバックチェアスタンド保 R2. 4. 1～R7. 3.31 9/30 ＫＳＳ（株） 891,000
守点検委託

年１回点検

警備業務委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 通年 (株)シムックス 1,848,000

防災・防犯の機械警備

消防用設備保守点検業務委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 9/ 8､ 3/ 5 (株)大塚消防設備 1,760,000

年２回点検

空調設備機器保守点検業務 R2. 4. 1～R7. 3.31 4/23､11/ 9 (株)キンケン 4,455,000

年２回点検

鉢植木等維持管理業務 R2. 4. 1～R3. 3.31 通年 (株)山梅 39,600

ピロティ植栽管理

浄化槽維持管理業務、貯水槽清 R2. 4. 1～R3. 3.31 点検 4/10･24､5/15 599,280
掃及び水質検査業務 ･29､6/5･19､7/3･17､

点検月１回 8/7･20､9/4･18､10/9 山梅・ケービックスグ
･23､11/13･27､12/4･ ループ代表会社㈱山梅
18､1/5･19､2/2､･16､
3/2･16
清掃 11/30
水質 7/7､1/13

エレベーター保守点検 R2. 4. 1～R7. 3.31 定期 5/22､ 8/ 7、1 東芝エレベーター(株) 3,036,000
1/27、 2/18

年４回定期点検 年次5/22
年１回年次点検

多目的ホール音響設備保守点検 年１回点検 2 /5 (有)群馬通信機サービ 176,000
ス

ｽﾍﾟｰｽｼｱﾀｰ保守点検業務委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 9/24､ 2/18～19 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ(株) 12,655,500

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 R2. 4. 1～R7. 3.31 3/16 (一財)NHKｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 2,365,000

年１回点検 ｼｽﾃﾑ

ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ保守点検業務委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 9/ 7､11/30､ 3/ 1 (株)丹青社 5,599,000

年２回点検

まじかるｽﾃｯﾌﾟ保守点検業務委託 R2. 4. 1～R7. 3.31 10/14､ 3/16 (株)オフィスネット 902,000

年２回点検

パソコンルーム保守点検 年１回点検 3/12 (株)シー・ビー・エス 132,000

イ 備品の管理

物 品 名 備品番号 数量 金額 （円） 廃・新

プロジェクター H20-1581 １ 396,000 廃

カラープリンター H21-9756 １ 99,960 廃

パソコンテーブル H11-205357 １ 58,500 廃

ボールハウス H11-207849 １ 151,784 廃

ゲートボール室内用セット H11- 207885 １ 82,400 廃

一輪車整理スタンド H11-208287 ２ 38,220 廃
H11-208288 （単価）



物 品 名 備品番号 数量 金額 （円） 廃・新

ポールスタンド（2本組） H11-208294 １ 34,796 廃
H11-208295

スキャナー H16-7210 １ 97,230 廃

コンビシートＤＸ H11-208580 １ 164,745 廃

カラープリンター R2年度 2650号 １ 99,990 新

プロジェクター R2年度 2651号 ２ 132,000 新
R2年度44000号 （単価）

大型絵本シアターワゴン R2年度23937号 １ 178,750 新

木製ジャングルジム R2年度23938号 １ 179,300 新

木製トンネル R2年度23939号 １ 145,640 新

木製すべり台 R2年度23940号 １ 179,300 新

木製ままごと用キッチン R2年度23941号 １ 88,000 新

収納式おむつ交換台 R2年度44006号 １ 149,930 新

有機ＥＬテレビ R2年度44001号 １ 187,000 新

カラープリンター R2年度44002号 １ 99,990 新

タブレット型パソコン R2年度44003号 ２ 124,300 新
R2年度44004号 （単価）

サイバーホイール R2年度44005号 １ 105,600 新

・9/18～19 公用車（ファミリア）車検

・3/ 13 わくわく号（ステップワゴン）車検

ウ 施設の管理

・ 5/21 プラネタリウム系統空調機器漏水修繕工事
・ 7/27 クラフトルーム空調器電気系統修理
・ 7/29 プレイルーム排煙窓修理

・ 8/19 プラネタリウム空調機系統修繕
・ 8/28 2階通路空調機水漏れ修理

・ 9/30 プラネタリウム空調機系統修繕工事

・10/ 5 2階通路ファンコイルドレパン交換工事(漏水箇所天井補修含む）

・10/ 7 屋内消火栓設備修繕

・11/17 モニタリングポスト測定部・検出器点検

・12/25 植栽設置外看板修理

・ 2/ 8 空調機チラー修理

・ 2/ 8 トイレ便座交換修理

・ 2/10 屋外掲示板文字張替、ポール紐張替

・ 2/15～16 荷解室空調配管及び天井張替工事

・ 2/15～16 2階通路ダウンライト及び事務室、会議室ＬＥＤ交換工事

・ 3/ 3 トイレ便座交換修理

・ 3/ 4 県財産有効活用課による建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検実施

・ 3/ 5 母子会管理自動販売機(1階)1台撤去

・ 3/ 8､9 受水槽更新工事に伴う切替作業実施

・ 3/17 救助袋格納庫及び救助袋交換工事

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 R2. 4. 1～R7. 3.31 群馬県 755,000,000 児童会館を適正かつ円滑

及び運営に関する基本協定書 に管理及び運営するため

の基本事項

ぐんまこどもの国児童会館の管理 R2. 4. 1～R3. 3.31 群馬県 147,825,000 指定管理業務等の令和２

及び運営に関する年度協定書 年度における管理及び運

営業務

(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

令和2年度群馬県放課 7/27～ 3/31 群馬県 2,946,747 認定資格研修 前橋 94人

後児童支援員研修 ・各会場５日間 9/16～25

（認定資格・資質向上） ・１６科目、２４時間 太田 99人

11/ 6～15

資質向上研修 前橋 9/30 89人

・２科目、４時間 太田11/27 99人

Ⅱ 職員に関する事項（令和3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

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

育成支援課長 佐々木 睦 実 令和 2年 4月 1日 課総括、まなびTL兼務、勤務ローテーション、

2種臨時職員雇用、事業報告書

指導員 １４名 事業企画、運営、経理

(うち契約・嘱託職員) （９名）

補助員 ４名 事業運営補助



Ⅲ 役員等に関する事項

１ 理事会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第39回 令和2年 4月24日 〈決議事項〉 決議があっ

(臨時） 第１号 理事１名の選任の件 たものとみ

評議員２名の選任の件 なされた

第40回 令和2年 5月12日 〈決議事項〉 決議があっ

（臨時） 第１号 代表理事（副理事長）の選定の件 たものとみ

なされた

第41回 令和2年 6月12日 理事６名 〈報告事項〉 原案承認

(定時） 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉

第１号 2019年度事業報告及び収支決算書の承認について

第２号 令和2年度事業計画書の変更の承認について

第３号 職員就業規則の変更の承認について

第４号 臨時職員基本要綱の変更の承認について

第５号 役員（理事・監事）の選任替えについて

第６号 定時評議員会招集及び提出議案の承認について

第42回 令和2年 6月30日 理事８名 〈報告事項〉 原案承認

(臨時） 監事２名 第１号 第32回定時評議員会審議結果等について

〈決議事項〉

第１号 代表理事（理事長・副理事長）及び常務理事の選定等について

第43回 令和3年 3月19日 理事８名 〈報告事項〉 原案承認

(定時） 監事２名 第１号 職務執行状況の報告について

〈決議事項〉

第１号 専決事項の承認について

令和2年度収支補正予算（1号）について

令和2年度収支補正予算（2号）について

第２号 令和3年度事業計画書（案）及び同収支予算書（案）の承認に

ついて

第３号 ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関する令和３年度

協定書の締結の承認について

第４号 特定費用準備資金の新規保有の承認について

第５号 令和3年度公益財団法人群馬県児童健全育成事業団基本財産の

運用に関する方針の承認について

第６号 令和3年度職員等に対する期末・勤勉手当等の支給の承認につ

いて

第７号 職員就業規則の変更の承認について

第８号 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について

第９号 会計規程の変更の承認について

第10号 臨時評議員会招集及び提出議案の承認について



２ 評議員会

区 分 開 催 期 日 出席者数 議 事 事 項 審議結果

第31回 令和2年 5月 1日 〈決議事項〉 決議があっ

(臨時） 第１号 理事1名の選任の件 たものとみ

第２号 評議員２名の選任の件 なされた

第32回 令和2年 6月30日 評 議 員５名 〈決議事項〉 原案承認

(定時） 監事１名 第１号 2019年度事業報告及び同収支決算書の承認について

第２号 令和2年度事業計画書の変更の承認について

第３号 役員（理事・監事）の選任替えについて

〈報告事項〉

第１号 第41回定時理事会審議結果等について

１ 職務執行状況の報告について

２ 職員就業規則の変更の承認について

３ 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について

４ 定時評議員会招集及び提出議案の承認について

第33回 令和3年 3月29日 評 議 員５名 〈決議事項〉 原案承認

(臨時） 監事２名 第１号 専決事項の承認について

令和2年度収支補正予算（1号）について

令和2年度収支補正予算（2号）について

第２号 令和3年度事業計画書（案）及び同収支予算書（案）も承認に

ついて

第３号 令和3年度常勤の理事に対する特別手当の支給の承認について

〈報告事項〉

第１号 第43回定時理事会審議結果等について

１ 職務執行状況の報告について

２ ぐんまこどもの国児童会館の管理及び運営に関する令和3

年度協定書の締結の承認について

３ 特定費用準備資金の新規保有の承認について

４ 令和3年度公益財団法人群馬県児童健全育成事業団基本財

産の運用に関する方針の承認について

５ 令和3年度職員に対する期末・勤勉手当の支給の承認につ

いて

６ 就業規則の変更の承認について

７ 臨時職員雇用基本要項の変更の承認について

８ 会計規程の変更の承認について

９ 臨時評議員会招集及び提出議案の承認について



Ⅳ 許可、認可、承認等に関する事項

該当なし

Ⅴ 役員等に関する事項

１ 理事（令和3年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

代表理事
小 出 省 司 非常勤 任期は、令和2年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち、

(理事長)
最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

代表理事
塚 田 征 子 非常勤

(副理事長)

常務理事 小 宮 利 夫 常勤

理 事 高 橋 知 非常勤

〃 権 頭 俊 澄 非常勤

〃 下 田 貴美子 非常勤

〃 長 野 玲 子 非常勤

〃 深 町 穣 非常勤

２ 監事（令和3年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

監 事 福 島 江美子 非常勤 任期は、令和2年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 今 井 孝 明 非常勤

３ 評議員（令和3年 3月31日現在）

役 職 名 氏 名 常勤・非常勤

評 議 員 岩 村 隆 志 非常勤 任期は、平成30年6月28日から４年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

〃 山 田 和 豊 非常勤

〃 戸 塚 一 則 非常勤

〃 荒 木 清 非常勤

〃 上 原 美奈子 非常勤

４ 退任した役員等

退任時の地位 氏 名 退任日 理由等

代表理事
小 澤 義 孝 令和2年4月 3日 一身上の都合

(副理事長)

監 事 藤 岡 武 令和2年6月30日 一身上の都合




