
令和３度事業報告書

事業の概況

新型コロナウイルス感染防止対策のため、引き続き人数制限を行い開館した。群馬県の警戒レベルや国の発令に応じて、随時利用

人数の変更や事業の中止また変更等を行い、感染防止対策を講じて安全安心な環境づくりに努め、各事業においてもぐんまこどもの

国児童会館の基本理念である「子どもファースト！」を掲げた年間計画に基づきながら柔軟に応じ、当館の施設機能等をいかした様

々な遊び空間を提供した。併せて、県内児童健全育成施設の中核施設として、研修会の開催や地域児童館との交流、地域組織活動団

体等との連携を図り、児童福祉の総合拠点の役割を果たせるよう、時代を担う子どもたちが健やかに育つための環境づくりに向け様

々な事業に取り組んだ。

また、８月２０日に群馬県に緊急事態宣言が発令されたことにより、９月３０日まで臨時休館となったが、その間、子ども達が自

宅で遊びを楽しめるよう、当館クラフトルームのオリジナル工作キットプレゼント企画を行い、県内の子育て家庭への支援活動に取

り組んだ。

（達成状況）

実 績
目 標 備 考

人 数 等 達 成 率 前年度比

開館日数 ２７５日
入館者数 １００,０００人 ６３，４３３人 63.4％ 124.9％

(前年度 ２５７日)

プラネタリウム利用者数 １５,０００人 １２,８９０人 85.9％ 117.3％ 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 １,２００人 ８７５人 71.4％ 140.0％ 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％ ９３％ 112.0％ 93.9％ 回答数 計５６３件

館全体の利用者満足度 ９０％ ９２％ 102.2％ 93.9％ 回答数 計８０６件

ホームページ閲覧数 ６７，５００ｱｸｾｽ ８１，５５４ｱｸｾｽ 120.8％ 101.4％

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、利用制限を行い開館

令和3年8月20日から9月30日まで、群馬県に緊急事態宣言が発令されたため臨時休館

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

年間を通じてコロナ感染拡大防止を念頭に置いた企画を計画・実施した。屋外での活動や館内全体をラリー形式で巡ること

で三密を回避できる企画や、自宅に帰ってからも楽しめる遊びの提供等に努めた。また、利用者同士の直接的な交流が難しい

なか、家族の絆をより深めるための記念写真撮影会や多目的ホール全体に幻想的な装飾を施した「児童会館イルミネーショ

ン」等の新規事業を展開した。

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

春休み特別企画「にこ 当館が所蔵するアニメの映画フィ 4/ 1～6 多目的ホール 244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～」



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 錯覚を利用した手書きの不思議な 4/24～5/ 3 多目的ホール 837人

画 ｢トリックアート美 絵やクイズの展示

術館～とびだす不思議 5/ 4～11 新型コロナウ

な絵～」 イルス感染拡

大予防のため

中止

県･子育て支援関連 群馬県子育て関連施策の紹介とパネ 4/24～5/ 3 多目的ホール 来場者

事業紹介パネル展示 ル展示 1,941人

アンケート

328件

5/ 4～11 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

児童福祉週間特別 トイドローンの操縦、3Dプリンタ、 5/ 2 研修室 ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ株 103人

企画「ＩＣＴで遊 ユーチューバー体験等 式会社

んでみよう」 群馬大学

にこっと自然学校「親 自然に落ちている草木を探索する 6/27 公園かくれんぼ ぐんま環境教 31人

子でネイチャーゲーム 活動等のネイチャーゲームを親子 の丘 育ﾈｯﾄﾜｰｸ

を体験しよう」 で体験する 山田 裕久氏

夏休み特別企画 ｢わくわく鉄道パーク｣ 7/31～8/ 3 多目的ホール 1,004人

ミニ新幹線乗車体験や電車模型の

※アンケート実施 8/ 4～29 新型コロナウ

企画協力：(有)ｸﾞﾛｰﾌﾞﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ イルス感染拡

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 大予防のため

中止

にこっとゆかたデイ 浴衣や甚平等を着て来館した方へ 7/31、8/ 1 1階受付 123人

の特典として、花火やうちわのセ

ットをプレゼント

秋の特別企画 「ハロウィンハウスへの道～合言 10/23～31 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 1,645人

葉を完成させよう～」

ハロウィンが題材のチャレンジ式

スタンプラリーを実施

企画協力：(有)ｸﾞﾛｰﾌﾞﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ

にこっとちゃんとあそ 当館マスコットキャラクターと参 11/ 3 多目的ホール 62人 3 0 人

ぼう 加者による簡単な遊びや記念撮影 ×2回

家族でスマイルプロジ プロカメラマンによる家族単位の 11/21 研修室 大川 渉 氏 39組131人 1 0 組

ェクト「記念写真をと 記念写真撮影と写真データのプレ （ｷｯｽﾞｽﾏｲﾙﾌﾟﾛ ×4回

ろう♪」 ゼント ｼﾞｪｸﾄ）

冬の特別企画 館内を巡り、カードに書かれてい 12/24～1/10 館内各所 1,520人

「あそびんゴー！」 るお題にチャレンジしてビンゴを

目指す

冬の特別企画 会場内をイルミネーション装飾 12/24～1/10 多目的ホール 1,812人

「児童会館イルミネー し、季節感と癒やしを感じる空間

ション」 を提供

エンジョイ！おうち時 おりがみの自由制作や集団制作、 2/11、12 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 158人

間「おりがみあそび」 おうち時間に役立つ遊びレシピの

情報等を提供

こども観劇会人形劇団 プロの劇団による人形劇公園 3/20 多目的ホール 人形劇団プーク 新型コロナウ

プーク公園「てぶくろ 午前は障がい児枠、午後は一般枠 イルス感染拡

を買いに」 大予防のため

中止
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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

春のこどもの国フェス ダンボール製のすべり台や迷路 3/26～31 多目的ホール 1,504人

ティバル「はだしであ 等、リサイクル可能な素材である

そぼう！ダンボールラ ダンボールの遊び場を提供

ンド」

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 新型コロナウ

ど 合! よるオリジナルヒーローショー イルス感染拡

も 大予防のため

わ ママさんブラスバ 「ママさんブラスバンド☆おりひ 6/13 野外ステージ ママさんブラ 中止

く ンド☆おりひめ公演 め」による七夕コンサート スバンド☆お

わ りひめ

く

劇 つくしんぼ＆虹色 アマチュア劇団による人形劇及び 6/20 多目的ホール 人形劇団つく

場 ハートシアター公 グループによるパネルシアター等 しんぼ･虹色ハ

演 の上演 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 9/20 多目的ホール 前橋工科大学

グリング部ＧＲＩ マンスと体験 ジャグリング

Ｐ公演 部ＧＲＩＰ

ミュージカル劇団 大学生や社会人の劇団による、本 9/26 多目的ホール ミュージカル

アラムニー公演 格的なミュージカルの上演 劇団アラムニ

ー

夢適ヒーロー大集 アマチュアのアクションチームに 10/10 野外ステージ ＴＭＣワイルド 926人

合! よるオリジナルヒーローショー

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/ 6 多目的ホール 育英短期大学 中止

ーキッズ公演

みにおけ屋公演 地域で活動する管楽器のアンサン 11/ 7 公園時計台前 みにおけ屋 622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/ 5 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 1/16 多目的ホール おかあさん人 中止

公演 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 2/13 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

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展示を休止し開放した。

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。スペシャルサイエンスショーは、新型コロナウイルス感染拡大予防のため一昨年度から延期が続いていたが、 予定し

ていた講師を招いて実施できた。

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 45,984人

ハイビジョンシアター ＣＳ放送や優良番組を上映 8/ 1～3/31 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼｱﾀｰ 1,447人

プチサイエンスショー 「科学マジック」 4/ 4 研修室 36人 20人

科学の力を使って、不思議で楽し ×2回

い実験ショー



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

プチサイエンスショー 「はらはらドキドキ風船実験」 3/19 多目的ホール 37人 40人

風船を使った実験ショー ×2回

スペシャルサイエンス 「らんま先生のECO実験パフォーマ 9/ 5 多目的ホール らんま先生（NP 新型コロナウ 10 0人

ショー ンス〜サイエンス×環境問題×楽 O法人eco体験工 イルス感染拡 ×2回

しい〜」水と環境の実験を通して、 房代表、環境省 大予防のため

自然エネルギーのことやSDGsにつ 認定環境カウン 延期

いてわかりやすく説明 セラー）

12/ 5 177人

科学工作 「樹徳高等学校理科部による 7/25 多目的ホール 樹徳高等学校 154人

kawaiiスライムをつくろう☆etc」 理科部

生徒によるｽﾗｲﾑや人工ｲｸﾗ､繭から 教員､生徒25人

生糸を作るなどの科学工作

「太工フェアINぐんまこどもの国 7/27 多目的ホール 県立太田工業高 81人
児童会館〜太工生と一緒にチャレ 等学校
ンジ〜」 教員､生徒30人
生徒が制作した作品の体験コーナ
ーや展示

「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 ボクシングロボットを 高等学校
つくろう」 教員､生徒12人
生徒の指導の下、ハンダ付けやロ
ボットの組み立てを行った

｢藤岡中央高校理数科F.C.Lab」 9/11 多目的ホール 藤岡中央高校 新型コロナウ

生徒が製作したオリジナルゲーム 3/19（延期日） 教員、生徒 イルス感染拡

やスライム作り体験等 大予防のため

中止

がんばれ!!群馬のものづくり～中 9/19 多目的ホール 夢工場おおた

島飛行機｢富嶽」登場～

協賛 夢工場おおた

科学講座 親子バイオ入門実験教室「紙の顕 8/ 7 研修室 NPO法人くらし 新型コロナウ 6組

微鏡で細胞を観よう」 とバイオプラザ イルス感染拡 ×2回

植物の細胞などからDNAの抽出し、 21 3人 大予防のため

紙の顕微鏡で細胞を観察 延期

共催 特定非営利活動法人くらし

とバイオプラザ２１ 1/23 7組14人

「自然のふしぎ実験室」 11/ 3 研修室 丹羽 孝良氏 34人 1 5 人

電気、岩石、空気をテーマにした 他5人(科学講座研究会) ×3回

実験を行った

「リングキャッチャーに挑戦！」 7/17､12/25 多目的ホール 丹羽 孝良氏 156人
金属製のリングとゴムを使用し、 3/30 3階フロア
落下させたリングを下に落とすこ ｻｲｴﾝｽﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝ
となく途中でキャッチさせる遊び ﾄﾞ入口

おもしろ科学教室 「ストロー笛をつくろう～サンポ 11/20 研修室 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 8人 15人

ーニャで演奏しよう～」音につい の会 2人

ての学びと、ストローを使って、

2種類の笛を作成

「ジャイロボンバーでジャイロリ 1/22 ｻｲｴﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 13人 15人

ングを飛ばそう！」 の会 3人

ジャイロ効果により、回転しなが

らジャイロリングを飛ばす発射装

置を作成

集団利用 「キラキラ紙コップ」 3/11 多目的ホール 1団体 40人
紙コップ、グレーチングシートで
光の分光体験



③スペースシアター運営
感染拡大防止のため、昨年度に引き続き上映回数を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行った。また、プラネタリウムプロジェクター及び音響システム修繕工事に伴い、工事期間はプラネタリウ

ムの上映を休止し、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 それいけ！アンパンマン 4/ 1～9 /9 スペースシアター 1,448人 4/1～

ラ ちびおおかみと月のふしぎ 70人

ネ
タ しまじろうとながれぼしのねがい 9/10～3/31 2,040人 11/2～

リ ごと 100人

ウ

ム こども番組 ティラノサウルス 最強恐竜 4/ 1～6/ 6 801人 1/21～

番 進化の謎 70人

組

名探偵コナン〜灼熱の銀河鉄道〜 6/12～3/31 3,054人

一般番組 ハナビリウム～花火ってなんであ 4/ 1～9/12 1,570人

るの～

平原 綾香 いのちの星の詩 9/16～3/31 944人
〜SPECIAL EDITION〜

おやこプラネタリウム 「こぐま座のティオ〜星空だいぼ 5/19､12/15 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 6組12人 各日

うけん〜」 ※5月は新型 30組

乳幼児の親子を対象に、普段よ コロナウイル

り会場内を明るくして上映 ス感染拡大予

防のため中止

にこっとドーム 組込休に合わせて投影 6/ 9、10 多目的ホール 15人 各回

12/ 7〜 8 ※6月は新型 10人

コロナウイル

ス感染拡大予

防のため中止

「にこっとドームで星空さんぽ☆」 3/ 1〜 4 99人

機器更新のための休止期間中投影 15〜18

プラネタリウム特別企画 「ヒーリングプラネタリウム 4/10 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 5人 70人

地球の風景」

癒しをテーマにした番組の投影

「12星座物語」 4/18 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 25人

季節の星空解説と、お誕生日の星

座（おひつじ座・おうし座・ふた

ご座・かに座）の番組を投影

「12星座物語」 5/23 新型コロナウ 70人
季節の星空解説と、お誕生日の星 8/22(延期日) イルス感染拡
座（しし座、おとめ座、てんびん 大予防のため
座・さそり座）の番組を投影 延期

10/17 41人

「12星座物語」 6/20 新型コロナウ

季節の星空解説と、お誕生日の星 9/25(延期日) イルス感染拡

座（いて座・やぎ座・みずがめ座 大予防のため

・うお座）の番組を投影 延期

12/19 26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

プラネタリウム特別企画 熟睡プラ寝タリウム2021 ｢大人の 11/23 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 20人 30人
ための熟睡プラネタリウム〜アロマ 研修室
スプレーをつくって、プラネタリウ
ムで星空を眺めよう〜」
アロマスプレーを製作して、香り
でリラックスしながら、星空の投
影の下、睡眠導入効果の高いBGM
を使用し癒しタイムを提供

星空ＢＧＭコンサート 12/25 スペースシアター ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 9人 70人

「WINTER★SONG」

冬の歌をＢＧＭに、プラネタリウ

ムで星空を眺めるＣＤコンサート

「星空と音楽〜クラリネット・チ 2/20 田島しょうこ氏 新型コロナウ 100人

ェロ・ピアノによるコンサート 関根 順子氏 イルス感染拡

〜」 峰岸 梓氏 大予防のため

中止

震災特別投影 プラネタリウム番 3/11、12 23人 各日

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

星空観察 「月をみよう・撮ろう！」 4/24 スペースシアター 石川 昭良 氏 33人 30人

こどもの国スターフレ プラネタリウムによる星空解説と 公園 茂木 弘光 氏

ンド 屋外での観望、月の撮影 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

共催 金山総合公園

「ペルセウス座流星群を見よう！｣ 8/12 石川 昭良 氏 新型コロナウ

井上 重利 氏 イルス感染拡
茂木 弘光 氏 大予防のため

中止

「細い月と木星と土星」 10/ 9 スペースシアター 石川 昭良 氏 12人
悪天候のため、プラネタリウムで 茂木 弘光 氏
の星空解説のみ行った ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

｢ふたご座流星群をみよう！」 12/11 スペースシアター 石川 昭良 氏 30人

プラネタリウムでの星空解説と、 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

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 14団体

540人

小学校低学年向き オリオンとあったよ 6団体

番組 319人

たいようくんとおつきちゃん 26団体

1,532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 70人

小学校高学年向き 宇宙～その大きさを感じてみよう～ 1団体

番組 95人

幼児番組 それいけ！アンパンマン 4/ 1～9 /9 2団体

ちびおおかみと月のふしぎ 8人

しまじろうとながれぼしのねがい 9/10～3/31 2団体

ごと 13人

こども番組 名探偵コナン〜灼熱の銀河鉄道〜 6/12～3/31 12団体

118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

団 一般番組 ハナビリウム～花火ってなんであ 4/ 1～9/12 1団体

体 るの～ 8人

投

影 震災特別投影 星よりも遠くへ 3/ 9 1団体

65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。また、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。

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「キャップこま」 4/ 1～14 クラフトルーム 605人

ペットボトルキャップとたこ糸、

ストロー等を使用してこまの制作

２「フラワーカード」 5/ 7～30 487人

色画用紙やおはな紙を使用し、お

花のポップアップカードを制作

３「ORIGAMIドーナツ」 6/ 1～20 359人

折り紙でドーナツを制作し色画用

紙やおはながみで装飾

４「しゅわしゅわ！クリームソー 7/ 8～31 747人

ダー」

すずらんテープやおはながみを使

って夏らしいクリームソーダを制

作

５「キラキラ☀サンキャッチャー」 8/ 1～31 731人

透明のフタにペンやシールで装飾 ※8/20から新
し制作 型コロナウイ

ルス感染拡大
予防のため中
止

６「ころんとパズル」 9/ 2～30 新型コロナウ

色画用紙とビーズ、ドーム型透明 イルス感染拡

フタを使用して遊べるおもちゃを 大予防のため
制作 中止

７「ナチュラル♪マグネット」 11/ 2～30 1,216人

ペットボトルキャップと紙粘土、

小枝などを使用して、マグネッ

トを制作

８「ころんとパズル」 3/ 4～10 多目的ホール 1,062人

色画用紙とビーズ、ドーム型透明 （床改修工事のため）

フタを使用して遊べるおもちゃを 11〜31 クラフトルーム

制作

季節プログラム １「こいのぼりストラップ」 4/20～5/ 5 クラフトルーム 578人

フェルトでこいのぼりを作り、レ

ース糸に付けてストラップの制作

２「たなばた☆バック」 6/25～7/ 7 290人

ティッシュボックスとモールを使
って笹の葉かざりにもなるバック
を制作



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

季節プログラム ３「ハロウィンカチューシャ」 10/1～10/31 1,030人

ペットボトルを帯状に切ったもの

にフェルトで包み装飾してカチュ

ーシャを制作

４「きみのプレゼントなあに？」 12/ 1～25 581人

色画用紙を組み合わせてからくり

カードを制作

５「とらまい✿けんだま」 12/26～1/10 586人

紙コップとカラービニール、折

り紙を使用してけんだまを制作

６「おにおに★まめぶくろ」 1/13～2/ 3 505人

封筒と工作用紙を使って、福豆が
入れられる豆袋を制作

７「なかよし♡おひなさま」 2/ 4～20 クラフトルーム 664人

牛乳パックやおはながみを使っ 2/22〜3/ 3 多目的ホール

て、飾れるおひなさまを制作 （床改修工事のため）

チャレンジクラフト 「だるまさん絵付け体験」 5/ 1 研修室 旭 剛正 氏 20組34人 20組

講師を招き、だるまの絵付け体験 （（有）だるま

の幸喜）
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

「ハーバリュウムペンをつくろ 8/ 1 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 41人 20人×

う！」 ２回
ハーバリュウムとドライフラワー
や貝、砂等を使用してボールペン
と小瓶に入れて制作

「しめ縄づくりに挑戦！！」 12/26 研修室 松村 清氏 9組30人 10組

地域の指導者の指導のもと藁を使 他2人

用して､正月飾りを家族で制作 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「かみぶくろDEたこをつくろう！」 1/10 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 16人 15人

紙袋でたこを作り、実際に公園で 公園 ×2回

飛ばした

「マカロンキーホルダーをつくろ 3/26 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 40人 20人

う」 ×2回

紙粘土やビーズ等を使用してキー
ホルダーを制作

団体利用 やきもの 「白磁マグカップ」 7/2 研修室 1団体43名

紙皿フリスビー 5/21､ 5/26 のべ11団体

6/16､10/ 5 688人

10/ 8､10/15

10/27､11/ 2

11/ 4､11/25
3/16

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や県産材を活用した木育遊具を配置し、良質の遊びを提供した。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 ジャングルジム、すべり台、ト 4/ 1～8 プレイルーム 338人

ンネル、コージーキッチン、コー

ナーボールハウス、ままごとセッ

ト、ボブルス、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 1 ジャングルジム、すべり台、ト 4/10～5/20 1,609人

ンネル、タイニートット、コージ 準備休 4/9

ーキッチン、コーナーボールハウ
ス、ままごとセット、他

2 ジャングルジム、すべり台、ト 5/22～7/8 1,810人

ンネル、ウェイブバランス平均台、 準備休 5/21
レインボーバランスストーン、コ
ージーキッチン、コーナーボール
ハウス、ままごとセット、他

3 ジャングルジム、すべり台、ト 7/10～9/ 2 2,038人

ンネル、ボブルス、コージーキッ 準備休 7/ 9 ※8/20～9/2
チン、コーナーボールハウス、ま は新型コロ
まごとセット、他 ナウイルス

感染拡大予
防のため中
止

4 ジャングルジム、すべり台、ト 9/ 4～11/4 1.353人

ンネル、連結飛び石、ぼくらのま 準備休 9/ 3 ※9/4～9/30
ちづくり（乗り物）、コージーキ は新型コロ
ッチン、コーナーボールハウス、 ナウイルス
ままごとセット、他 感染拡大予

防のため中
止

5 タイニートット、ジャングルジ 11/6～12/23 2,281人

ム、すべり台、トンネル、コージ 準備休11/ 5

ーキッチン、コーナーボールハウ

ス、ままごとセット他

6 ボブルス、ジャングルジム、す 12/25～2/24 2,686人

べり台、トンネル、コージーキッ 準備休12/24

チン、コーナーボールハウス、ま

まごとセット他

7 タイニートット、ジャングルジ 2/26～3/31 1,728人

ム、すべり台、トンネル、コージ 準備休 2/25

ーキッチン、コーナーボールハウ

ス、ままごとセット他

だんらんひろば パズル、ボードゲーム等配置 4/ 1～3/31 ２階ロビー 6,927人

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

⑥ビデオライブラリー運営

優良なＤＶＤを鑑賞する場を提供したほか、講師を招き、タブレットを使用してアニメを制作する講座を開催した。

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ＤＶＤを提供 4/ 1～3/31 ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 372人

※2/22〜3/10

まで床改修工

事のため閉室

わくわく映像教室 アプリを使って、写真をこまどり 2/26 第1研修室 根元 剛氏 6人 10人

「アプリdeこまどりア したアニメを制作 (東日本デザイン

ニメをつくろう！」 ＆コンピューター

専門学校 講師

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人



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。新学習指導要領

で実施される「プログラミング的思考力」を育成するため、小さな子ども、また小学校高学年が参加できるプログラミングイ

ベントを開催した。

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 ＰＣによるお絵かき､ゲーム、イン 4/ 1～3/31 パソコンルーム 5,599人

ターネット等 2/22〜3/10 多目的ホール

（床改修工事のため）

パソコンでお絵かきし お絵描きソフトで描いた絵を印刷 4/ 1～3/31 パソコンルーム 7人

よう！～プリントタイ ※平日のみ

ム～

パソコン工房 「おなまえシールをつくろう！」 4/ 3 15人

名前を入力したおなまえシールを 3/ 5 21人

印刷

「にこっとちゃんメモをつくろ 5/ 8 19人

う！」 6/ 5 ※5､6月は新

自分の名前を入力したにこっとち 7/ 3 型コロナウイ

ゃんのメモ帳を制作 ルス感染拡大

予防のため中

止

「オリジナル名刺をつくろう！」 8/ 7 新型コロナウ

自分の名前等のプロフィールを入 9/ 4 イルス感染拡

れた名刺を制作 10/ 2 大予防のため

中止

「にこっとちゃんペーパードール 11/ 6 14人

をつくろう！」

好きな文字を入れたにこっとちゃ

んのペーパードールを印刷

「クリスマスツリーをデザインし 12/ 4 4人

よう！」

パソコンでイラストを描いてクリ

スマスツリーを印刷

「めんこをつくろう！」 1/ 8 3人

パソコンでイラストを描いてめん

こを制作

「プレゼントボックスをつくろ 2/ 5 2人

う！」

パソコンでイラストを描いてバレ

ンタインデーのボックスを制作

パソコンプログラミン 「にこっとちゃんゲームをつくろ 11/ 7 研修室 山根 洋平 氏 7人 10人

グ体験 う！」 （サンダーバ

パソコンを使用して「にこっとち ード株式会社)

ゃん」のゲームをつくり、ゲーム 他4名

の内容をプログラミングした

「プログラミングがだいしゅうご 3/28 研修室 サンダーバード 171人

ー！」 ２階エレベータ 株式会社 4人

様々なプログラミングトイを体験 ーホール 群大プログラミ

できる場の提供 ングＰＰＰ－Ｃ

7人



⑧こども図書室運営

絵本や児童書、育児書の他、コミック本なども配架し、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、読み聞かせの余韻を楽しみながら関連した工作を行う絵本のワークショップや、英

語での絵本の読み聞かせを行う絵本でEnglish！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

自由閲覧 月刊誌､絵本､児童書､コミック本 4/ 1～3/31 こども図書室 4,074人

育児書等を提供

おはなしのへや 絵本や紙芝居の読み聞かせ 5/ 9 研修室 新型コロナウ
イルス感染拡
大予防のため
中止

～自転車紙芝居～ 10/24 エントランス広場 ボランティア 1人 164人

紙芝居舞台付きの自転車で紙芝居

の上演

絵本のワークショップ 群馬の有名な「だるま」等をテー 2/11 研修室 29人 15人

「絵本で群馬の魅力発 マにした絵本の読み聞かせの後、 ×2回

見！＆『ぐんまちゃん』 「ぐんまちゃん」のキーホルダー

キーホルダーづくり」 作りを行った

絵本でEnglish！ 英語での絵本の読み聞かせの他、 12/18 研修室 小林エリス氏 9人 15人

英会話を取り入れた手遊びやリズ （バイリンガ

ム遊び等 ルママの英会

話講師）

図書譲渡会 太田市内の放課後児童クラブと太 9/ 8～30 こども図書室 24施設

田市プラッツを対象に、役目を終

えた児童書等の譲渡会を開催

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、親子を対象とした食育体験の場を提供した。

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、マスキ 4/16、5/14 クラフトルーム 57組 122人 各日
「どれくらい大きくな ングテープや型抜き紙、色ペンな 6/18、7/16 ※5,6,9月は 30組
ったかな」 どで装飾 9/18､10/16 新型コロナウ

11/20､12/18 イルス感染拡
1/15､ 2/19 大予防のため
3/19 中止

にこにこサロン 乳幼児の親子を対象とした手遊び 4/21､6/ 2 第２研修室 28組 70人 各日
や親子遊び、パネルシアター等 12/2､1/19 ※5,6,9月は 20組

2/ 2､3/ 2 新型コロナウ
イルス感染拡

屋外で、乳幼児の親子を対象とし 5/12､ 7/7 公園 大予防のため
た自然遊びや手遊び、大型絵本の 9/15､10/6 中止

読み聞かせ、制作等 11/17

子育てママのいきいき 「一緒に学ぼう！お金のはなし～ 6/ 4 研修室 池田 昴彦氏 新型コロナウ 10組
タイム 教育費をつくるために今すぐでき （ファイナン イルス感染拡

ること～」 シャルプラン 大予防のため
講師を招き、子どもたちにかかる ナー） 中止

教育費について

「スマホで笑顔をパシャリ！」 9/10 多目的ホール キラ ユキエ氏 新型コロナウ 10組

講師を招き、スマートフォンでの （フォトグラフ イルス感染拡

撮影の仕方を学んだ ァー・イラスト 大予防のため

レーター） 延期

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

12/ 3 6組 12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

子育てママのいきいき オンライン子育てママのいきいき 1/28 会議室 尾高 理恵子氏 7人 10組

タイム タイム『ココが知りたい！お片付 (整理収納アド

けのコツ』 バイザー)

自宅の整理収納についての講座

を、ZOOMを使用しオンラインで開

催

「健やかなからだと足を育む上手 3/12 研修室 遠藤 睦代氏 6組 17人 10組

な靴の選び方」 （上級シュー

講師を招き、親子を対象にこども フィッター）

の足と靴について学び、足の計測 小川 純恵氏

を行った （理学療法士）

パパとenjoy！ 「そなえよ つねに 親子で防災」 6/12 公園 わんぱく 日本ボーイス 新型コロナウ

防災に関する知識や実技等のテク 広場 カウト群馬県 イルス感染拡

ニックを学ぶ 連盟 大予防のため

中止

食育事業 稲 事前学習会 5/16 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 6/13 田んぼ 大予防のため

験 中止

稲の生育状況観察・草取り 7/ 4 田んぼ 雨天のため

生き物観察 中止

共 草取り・ザリガニ釣り 9/ 5 田んぼ 新型コロナウ

催 イルス感染拡

大予防のため

金 中止

山

総 稲刈り 10/ 3 田んぼ 親子 53人

合

公 収穫祭（もちつき大会） 11/23 ふれあい工房 新型コロナウ

園 イルス感染拡

大予防のため

中止

親子おいしい工場見学 6/29 東毛酪農工場 東毛酪農業協 29人 30人

「牛乳のお話＆バター作りに挑 同組合

戦！」

「食育科学ワークショップ 親子 7/18 研修室 金子 浩子氏 14組 親子

で光るグミの秘密を探ろう！」 (キッチンの科 8組

光る成分（ビタミンC）を入れた 学プロジェク ×2回

グミ作りを行い、食と科学のつな ト)

がりを学んだ

「玉ねぎの皮でハンカチを染めて 1/30 研修室 金子 浩子氏 10人 10人

みよう！」 （キッチンの ×2回

玉ねぎの皮を使用し、食べ物の色 科学プロジェ

や栄養、また触媒の化学反応につ クト）他 3人
いて学んだ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人

「共愛学園前橋国際大学短期大学 2/27 研修室 共愛学園前橋国 20人 30人

部生活学科による楽しい食育イベ 際大学短期大学 ×2回

ント」 部生活学科

災害時に役立つ食材や災害食のデ 尾上 治子氏

モンストレーションの他、食育カ 天沼由樹子氏

ルタや箸を使用したゲームなどで

楽しく食について学んだ



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。多目的ホールや金山総合公園の広場等を

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 「家族みんなで！スポーツチャン 4/25 公園わんぱく広場 群馬県スポー 15人 20人
バラ」 ツチャンバラ
講師を招いて、親子や子ども同士 協会 3人
でスポーツチャンバラを体験 大泉国際道場

6人
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人

「水鉄砲であそぼう♪」 7/10 公園わんぱく広場 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2名 35人 20人

屋外で水鉄砲バトルを行った

「新聞紙DEあそぼう！」 9/ 4 多目的ホール 新型コロナウ

遊びのプログラム開発と普及プロ イルス感染拡

ジェクトの一環で、幼児向けと小 大予防のため

学生向けの新聞遊びを提供 延期

11/20 遊びのプロ
グラム開発
・普及プロ
ジェクト参
照

「つくろう！とばそう！紙ひこう 11/21 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 106人

き！」

ポスターやチラシを用いて紙ひこ

うきを折り、まとあてなどのブー

スであそべる場所を提供

「みんなで正月あそびっ！」 1/ 5 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 41人 15人

ジャンボかるたやしっぽとり、だ ×2回

るまさんがころんだなどのお正月

遊びを行った

中高生とちびっこたち [中学生と高校生の活動] 7/31 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 3人 中高生20人 20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

あい方を自ら考えて準備

[ふれあいタイム] 参加者45人 20人

実際に子どもたちと一緒にお面づ

くりやだるまさんの１日などをし

てふれあった

とことん外で遊び隊！ プレイワーカーが見守り、おにご 5/16 ､9/26 公園かくれんぼ 115人

っこやホッピング等の自由遊空間 11/13 の丘 ※5､９月は新

を提供 型コロナウイ

ルス感染拡大

予防のため中

止

群馬クレインサンダー 選手やスタッフと一緒に、初心者 7/11 多目的ホール 群馬クレインサ 20人 20人

ズとあそぼう 向けのドリブル、シュート体験を ンダーズ

行った 選手2人 他ス

タッフ1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 11/28 公園わんぱく広場 不破 弘樹氏 18人 20人

陸上教室 上教室 （TEAM不破）



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 「第8回全国カプラ大会作品募集」 7/20 ～26 多目的ホール 入場者 494人

児童館科学館美術館対抗第8回全 作品応募 25

国カプラ大会に応募する作品を来 高さ積み

場者から募った他、当館独自の高 105組

さ積みチャレンジ「めざせ！群馬

県庁！」を実施

「自由遊び」 4/ 1～3/31 1,489人

カプラを使用して自由に遊べる場

所を提供

あそぼーひろば 「遊具であそぼー」 4/10、11 多目的ホール 573人

サイバーホイール、トランポリン、 7/17

ギムニクボール、ロディ、ボッチ 11/13、14

ャ、異形わなげ、木のパズル、ユ 12/25

ニバーサルデザイン図書、ボード

ゲーム等を設置し、自由に遊べる

場所を提供

「卓球であそぼー」 5/22、23 多目的ホール 639人

5/29、30 研修室

2/5、6、12

3/20、21

「ベーゴマであそぼー」 11/ 6､ 1/22 多目的ホール 栗崎 総一郎 氏 146人

（栗崎鋳工所）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人

「ドミノであそぼー」 6/ 5､6 445人
7/ 3､4
12/11
2/19､20

「けん玉であそぼー」 12/12、1/23 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 9人 177人

「おりがみであそぼー」 3/20、21 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 1人 124人

集団利用「カプラ」 カプラを使用した造形物の制作 11/16､19 多目的ホール 2団体 66人



(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は今年度も県内の各児童館を会場としたリモートフェステ

ィバルとして開催した。児童厚生員等研修会については、群馬県児童館連絡協議会役員会にて定員の見直し行った他、開催時

期の感染者状況を踏まえ、会場の設営等を工夫し開催した。

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

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 令和２年度事業報告及び会計報 5/ 7 研修室 会員
館 告､令和３年度事業計画(案)及び 23館 20人
連 予算(案)、役員の改選 顧問 1人
絡 事務局 5人
協
議 交流会 新型コロナウ
会 イルス感染拡

大予防のため
中止

児童館活動功労者 群馬県児童館連絡協議会所属の職 5/ 7 12人
顕彰事業 員の中から表彰規程に基づき表彰

役員会 令和３年度事業報告(案)及び会計 3/ 4 オンライン 事務局及び
報告(案)、令和４年度事業計画 役員 11人
(案)及び予算(案)

群 第１回幹事会 開催の可否について協議、事業内 5/21 第１研修室 事務局及び
馬 共 容について協議、幹事業務・実施 幹事 15人
県 催 要領・今後のスケジュール等につ
内

：

いて確認
児 群

童 馬 第２回幹事会 児童館フェスティバル開催方法等 6/18 研修室 事務局及び
館 県 について協議 幹事 13人
フ 児

ェ 童 第３回幹事会 工作内容の試作と決定 7/16 研修室 事務局及び
ス 館 幹事 13人
テ 連

ィ 絡 第４回幹事会 リモートフェスティバル工作材料 9/ 8～12 研修室 事務局及び
バ 協 の配付（発送）とレクチャー 幹事 11人
ル 議

会 ｢群馬県内児童館リモートフェスティバル～児童館 10/17 多目的ホール 94人 80人
でチャレンジ たのしくあそぼう！～」
例年のフェスティバルに代えて、各児童館を会場 9/15～3/31 県内児童館 参加館 61館
に開催 のべ参加者数

3,437人

第５回幹事会 今年度の振り返り及び次年度の実 2/ 4 書面開催 事務局及び
施について 幹事 14人

館長研修会 「現代社会と児童」に関する講義 5/ 7 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 ｢安全指導・安全管理｣ 6/24 多目的ホール 柳澤 邦夫氏 60人 70人
共催：群馬県児童館連絡協議会 感染症予防についての対応の他、 (西真岡こども
(一財)児童健全育成推進財団 事故の未然防止と対応について クリニック顧

問）

「児童の発達理論」 7/ 8 多目的ホール 岩瀧 大樹氏 58人 70人
発達段階に応じた児童への関わり (立教大学教
方と発達促進機能等について 授)

「ゲーム・運動遊び」 橳島 隼人氏 45人 50人
レクリエーションゲーム、集団遊 (あかぎの森の
び等について 幼稚園理事長)



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 ｢表現活動」 11/25 多目的ホール 山田 修平氏 40人 50人
共催：群馬県児童館連絡協議会 身近な材料を使った遊べる工作を (立正大学教
(一財)児童健全育成推進財団 紹介し、そのうち３作品を制作 授)

「地域福祉活動」 永田 理香氏 37人 70人
地域福祉活動に活かせるソーシャ （高崎健康福
ルワークの視点を学び、グループ 祉大学教授
ワークで事例研究を行った

「児童館論Ⅰ」 1/27 多目的ホール 屶網 良 氏 23人 70人
児童館の機能と役割、運営の留意 ＊講師のみオ （一財）児童
点について ンライン 健全育成推進

財団事業部課
「児童館論Ⅱ」 長) 22人 70人
児童館の現状と課題、具体的な活
動内容について

児童健全育成講演会 「コロナ禍の社会環境の変化と育 2/27 多目的ホール 大竹 智 氏 新型コロナウ 100人
後援：群馬県・ぐんま地域活動連絡 成支援の課題～コロナ禍の子ども (立正大学教 イルス感染拡
協議会・群馬県民生委員児童委員協 の育ちを支えるために～」 授） 大予防のため
議会 柳澤 邦夫氏 中止

(真岡こどもク
リニック顧問）
伊藤 久恵氏
(社福法人晴香
共育部長）

遊具等貸出 遊具の貸出 4/ 1～ 3/31 23施設58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。

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 5/25 地域子育て支援 19人

（移動児童館） （地域子育て支援センター「アイ センター「アイ

30回875人 アイ」 ） アイ」

公民館 3回 移動プラネタリウム 6/26 大泉町南児童館 新型コロナウ

児童館 7回 （大泉町南児童館） イルス感染拡

放課後児童クラブ 8回 大予防のため

子育て支援センター 延期

4回

母親クラブ 0回 機器不具合のため移動プラネタリ 11/25 38人

子育てサロン 0回 ウムは中止したがパソコンを使用

育児サークル 1回 して上映

子ども会 0回

児童養護施設 0回 親子あそび 7/ 2 太田市綿打児童館 41人

放課後児童デイ 7回 （太田市綿打児童館）

その他 0回

鑑賞事業 7/ 3 HALO－すまいる－ 人形劇団ぽっ 20人

人形劇団ぽっぷこ～ん ぷこ～ん 12人

（合同会社スマイル）

移動プラネタリウム 7/17 玉村町健康の森 21人

（社会福祉法人おたがいさま） 児童館

やきもの体験 7/21 富岡市高瀬公民館 18人

（富岡市高瀬公民館）

風船実験 7/26 太田市木崎児童館 45人

（太田市木崎児童館）

にこっとGO！ 7/27 児童通所支援事 14人

（児童通所支援事業所トランポリン） 業所トランポリン



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！ 7/29 あずま農村環境 32人

（移動児童館） （放課後ディサービス星の王子さ 改善センター

ま、星の王子さま２）

造形 2回 73人

やきもの 2回 102人 やきもの体験 7/30 藤岡市中栗須学 38人

科学マジック （藤岡市中栗須学童クラブ) 童クラブ

4回 159人

風船 2回 86人 科学マジック 8/ 3 沼田市さくら学 31人

親子遊び 5回 137人 （沼田市さくら学童クラブ） 童クラブ

カプラ 1回 27人

集団ゲーム0回 0人 科学マジック 沼田市池田学童 47人

水鉄砲 0回 0人 （特定非営利活動法人 尾瀬なで クラブ

しこ）

移動プラネタリウム

5回 147人 造形あそび 8/ 4 邑楽町立北児童館 42人

人形劇 1回 20人 （邑楽町立北児童館）

泥だんご 2回 45人

ヒーローショー やきもの体験 大泉町東児童館 46人

0回 0人 （大泉町東児童館）

にこっとＧＯ

（障害児向けプログラム） 科学マジック 8/ 5 高崎市久留馬小 新型コロナウ

5回 79人 （高崎市久留馬小学校区児童クラブ） 学校区児童クラブ イルス感染拡

大予防のため

延期

12/27 43人

にこっとGO！ 8/ 6 社会福祉法人は 新型コロナウ

（社会福祉法人はーとわーくみらい） ーとわーくみらい イルス感染拡

大予防のため

中止

科学マジック 8/17 高崎市北地区児 38人

（高崎市北地区児童クラブ） 童クラブ

造形あそび 8/18 高崎市南小校区 31人

（高崎市南小校区児童育成クラブ） 児童育成クラブ

カプラであそぼう 8/24 伊勢崎市赤堀児 新型コロナウ

（伊勢崎市赤堀児童館） 童館 イルス感染拡
大予防のため

カプラであそぼう 伊勢崎市赤堀あ 中止

（伊勢崎市赤堀あさひ児童館） さひ児童館

にこっとGO！ 8/26 放課後ディサー

（放課後ディサービスうさぎ＆か ビスうさぎ＆か

めれおん） めれおん

にこっとGO！ 8/26 NPO法人ハート 新型コロナウ

（NPO法人ハートフルふきあげ フルふきあげ イルス感染拡

あおぞら） あおぞら 大予防のため

延期

10/ 9 12人

親子あそび 9/ 9 昭和村第一保育 新型コロナウ

（昭和村第一保育園支援センター） 園支援センター イルス感染拡

大予防のため

親子あそび 9/17 太田市社会福祉 中止

（太田市新田地区民生児童委員協 協議会西部支所

議会）

カプラであそぼう 9/29 伊勢崎市きく児

（伊勢崎市きく児童館） 3/15(延期日) 童館



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

プレーバス巡回 にこっとGO！ 10/ 2 放課後等デイサ 新型コロナウ

（移動児童館） （放課後等デイサービスルピナス ービスルピナス イルス感染拡

キッズ） キッズ 大予防のため

延期

12/18 13人

カプラであそぼう 10/16 伊勢崎市立赤堀 新型コロナウ

（伊勢崎市立赤堀小学校こども発 小学校体育館 イルス感染拡
達相談室） 大予防のため

中止

親子あそび 10/20 藤岡市藤岡中央 44人

（藤岡市藤岡中央児童館） 児童館

親子あそび 10/22 沼田幼稚園子育 23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 10/23 渋川市金島公民館 あそびの学校 26人

光る！どろだんごの色あそび 山崎 茂氏

（渋川市金島公民館）

風船実験 10/30 玉村町玉村南児 41人

（玉村町玉村南児童館放課後児童 童館

クラブ）

鑑賞事業 11/ 6 株式会社ワンセ あそびの学校 19人

光る！泥だんご色あそび ルフながのごう 山崎 茂氏

（株式会社ワンセルフながのごう）

カプラであそぼう 11/20 伊勢崎市立あず 27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）

移動プラネタリウム 12/23 藤岡市美九里西 35人

（社会福祉法人三名会 美九里西 小学校体育館
学童保育所）

にこっとGO！ 12/24 放課後等ディサ 8人

（放課後等ディサービス音つみき） ービス音つみき

移動プラネタリウム 1/15 邑楽町中央公民 18人

（邑楽町中央公民館） 館邑の森ホール

移動プラネタリウム 明和町ふれあい 35人

（ふれあいセンターポプラ） センターポプラ

ロビー

親子遊び 2/ 9 高崎市剣崎町上 新型コロナウ

（高崎市子育て支援サークルおは 公民館 イルス感染拡

なひろば） 大予防のため

延期

3/23 10人

親子遊び 3/ 1 伊勢崎市茂呂公 新型コロナウ

（親子サークルきらきら） 民館 イルス感染拡

大予防のため

中止



③組織化事業

令和２年度のボランティアまつりで取り組んだプログラムの一部を、ボランティア自主企画事業として実施した。５回目を

迎えたボランティアまつりは、ボランティアの意思を尊重しコロナ対策や実施方法などを話し合い開催し、ボランティア同士

の交流もより活発になった。また、ジュニアスタッフは保護者との連絡ツールとしてLINEを導入した他、Zoom機能を用いた定

例会と制作活動を行った。

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

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

78人

｢ボランティアひろば」発行 －

352号～363号

「ボランティア説明会」 4/18 研修室 1人

新規登録希望者に向けた活動概要

等の説明

「ボランティア会議」 6/20､ 8/28 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ボランティア自主事業及び、ボラ 10/ 3､12/12 のべ43人

ンティア祭り実施内容の検討と準 1/16､ 2/13 ※6､8､10月は

備 2/13､ 2/19 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」 4/18､ 第２研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 27件 39個

特技を活かしおもちゃの修理 6/21* 研修室 のべ33人 ※新型コロナ

*受付のみピロティ 8/16 ウイルス感染

10/11* 拡大予防のた

12/20* め6月は受付

2/20* のみ、8月は

中止

「おもちゃの病院ドクター養成講座」 11/28、12/5 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 12人 3人

おもちゃの病院ドクターになろう

「南京玉すだれとバルーン・腹話 7/18 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 2人 85人 50人

術ショー」 ×2回

特技を活かしたマジックとバルー

ンショーの上演

「おはなしチロル」 5/12､ 7/14 研修室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4人 のべ9組 各日

特技を活かした、パネルシアター 11/10､ 1/13 ※5月は新型 15組

の上演や読み聞かせ等 コロナウイル

ス感染拡大予

防のため中止

「みんなであそぼう！ボランティ 3/12、13 多目的ホール ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 33人 電子工作

アまつり」 研修室 10人

ハイビジョンシアター 工作 95人

読み聞かせ

68人

ショー 71人

ジュニアスタッフ養成 定例会 4/11 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 登録者

レクリエーション 20人 26人

GW企画「トリックアート美術館～ 5/ 1～5 多目的ホール ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

飛び出す不思議な絵」及び「児童 のべ14人

福祉週間事業」の手伝い ※4、5日は新
型コロナウイ
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

ジュニアスタッフ養成 定例会「七夕企画の準備」 6/ 7 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

館内装飾用工作キットの発送 6/10 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

26人

定例会 7/ 4 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

8月の活動内容の相談 19人

定例会 9/ 5 公園 新型コロナウ

野外活動とランタンの制作等 研修室 イルス感染拡

大予防のため

中止

定例会（オンライン） 9/18 会議室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

ランタンの制作とハロウィンイベ オンライン 12人

ントの連絡

定例会 10/23、24 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

「ミッションゲームDE秋まつり」 のべ11人

準備

「ミッションゲームDE秋まつり」 10/28、30、 ビューラウンジ ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ のべ 168人

開催 31 研修室 のべ23人

ジュニアスタッフの 12/ 4 研修室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ 154人

「ランタン★フォトスポット」 15人

あそびんゴー事業、クラフトルー 1/ 5､6､8 館内 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ －

ム手伝い 9､10 のべ15人

定例会ボランティアまつりの準備 2/20 研修室 新型コロナウ

イルス感染拡

大予防のため

中止

定例会 3/ 6 会議室 ｼﾞｭﾆｱｽﾀｯﾌ

オンライン 14人

「みんなであそぼう！ボランティ 3/12、13 多目的ホール 新型コロナウ

アまつり」 イルス感染拡

色合わせコーナーの運営 大予防のため

参加見送り

令和４年度 3/27 オンライン 10家族 12人

ジュニアスタッフ登録説明会 登録 17人

ぐんま地域活動連絡協 ぐんま地域活動連絡協議会 4/22 研修室 ぐんま地域活 －

議会連携事業 代議員総会 動連絡協議会

役員他

第30回 ぐんま母親クラブフェス 5/16 多目的ホール ぐんま地域活 新型コロナウ

ティバル 他 動連絡協議会 イルス感染拡

会員 大予防のため

中止

第４回理事会（三世代交流事業） 9/17 第１研修室 ぐんま地域活

動連絡協議会

理事



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

ぐんま地域活動連絡協 三世代交流会 10/16 太田市薮塚本町 大橋 侃氏 新型コロナウ

議会連携事業 「みんなで楽しくラジオ体操！～ 社会体育館 中澤 満知子氏 イルス感染拡

コロナ禍の今、ラジオ体操の魅力 （群馬県ラジ 大予防のため

を見直そう～」 オ体操連盟） 中止

ぐんま地域活

動連絡協議会

会員

地域子育て支援者講習会 「放課後を過ごす子どもと性教育 3/ 5 オンライン 染矢 明日香 17人 50人

～支援者のあり方について～」 氏(NPO法人ピ

児童館や放課後児童クラブなどで ルコン理事長)

の、子どもへの性教育と指導者の

あり方について学んだ

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。障がい児者応援プロジェクトは、館内に「クールダウンコーナー」の設置を行った他、特別支援学校等を対象と

したプラネタリウム新番組の特別上映会を開催した。遊びのプログラム開発・普及プロジェクトでは、利用者からモニターを

募り、「新聞紙」をテーマに開発した２種類のプログラムを実施した。オンライン事業調査・研究プロジェクトは、コロナ禍

でも自宅などから児童会館のイベントに参加できるように、オンラインイベントについて検討し、Zoomを用いたイベントを開

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

サービス向上委員会 サービス向上委員会内部部会 4/15 会議室 内部委員 6人 －
6/ 4、18
11/ 5
12/ 3､ 1/21
2/10

サービス向上委員会外部部会 6/29､ 2/27 第１研修室 外部委員 4人 －

外部委員 ※2月は新型コロ 内部委員 6人

齋藤 守吉氏 ナウイルス感染

（太田市鳥之郷小学校長） 拡大予防のため

黒澤 義忠氏 書面開催

（太田市保育園連絡協議会副会長）

落合 みどり氏

（太田市地域活動連絡協議会長）

武内 洋子氏

（太田市主任児童委員）

ご意見箱の設置 4/ 1～3/31 1階・2階エレベ 12件

ーター脇

職 「土砂災害発生時における 9/ 6 研修室 太田市災害対 職員 21人

員 危機管理と避難訓練」 策課 公園職員6人

研

修 「土砂災害避難訓練」 館内 県砂防課

太田土木事務所

太田市災害対

策課

㈱IDA

「職域メンタルヘルス・セ 研修室 群馬県産業保 職員 20人

ルフケア研修」 健総合支援セ

ンター

「チームビルディング研修」 2/14 多目的ホール 小林 秀平 新型コロナウ

氏（SHAKICK イルス感染拡

OUTDOOR代表） 大予防のため
中止

「乳幼児の一次救命処置 日本赤十字群

講習」 馬県支部



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 団体向けアンケート 4/ 1～3/31 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ前 54件

館利用満足度調査アンケート 4/24～5/ 3 多目的ホール 313件

12/12 1Ｆ自動扉前 101件

事 企画事業(1事業) 8月 多目的ホール 150件

業

別 サイエンスワンダーランド 12月 多目的ホール 54件

ア 運営(1事業)

ン

ケ スペースシアター運営(2事業) 11月、3月 スペースシアター 50件

❘

ト クラフトルーム運営(1事業) 5月、10月 研修室 58件

2階ロビー

食育事業(1事業) 7月 研修室 14件

子育ち・子どもの居場所 7月､11月 多目的ホール 63件

事業（3事業） 研修室

児童館活動促進事業(8事業) 6月～ 2月 館内 336件

組織化事業(2事業) 7月、10月 研修室 42件

児童文化推進事業（1事業） 7月～8月 館内 20件

広報啓発（1事業) 7月 太田強戸スマー 5件

トＩＣ

移動児童館（通常プログラ 5月～ 1月 各実施会場 30件
ム、鑑賞事業等、にこっと
ＧＯ！）

調査研究事業（2事業） 7月、11月 スペースシアター 26件

多目的ホール

障がい児応援プロジェ 内部部会 4/22 会議室 職員 7人 －
クト プラネタリウム新番組特別上映 5/ 4､ 8､16

会、カームダウンコーナー設置 6/11､ 7/14
等について 12/ 3､ 2/ 4

3/11

プラネタリウム新番組特別上映会 6/19 スペースシアター 新型コロナウ 50人

障がい児とその家族を対象にし イルス感染拡
た、新番組「名探偵コナン」の 大予防のため
上映会 延期

7/22 職員 6人 29人

遊びのプログラム開発 内部部会 5/28､ 6/ 4 会議室 職員 8人 －
・普及プロジェクト 7/ 2､ 9/28

11/20､12/ 3
1/21､ 3/ 8

イベント実施「新聞紙であそぼう」 11/20 多目的ホール 職員 8人 27人 40人
利用者からモニターを募り、当

館で開発した2種類のプログラム
を実施（親子対象・小学生対象）

オンライン事業調査・ 内部部会 9/29､10/12 会議室 職員 4人 －

研究プロジェクト イベント内容の検討、スケジュ 11/10､12/ 3
ールについての協議 1/ 7､ 2/ 9

3/10

イベント実施 1/28 オンライン 尾高 理恵子 7人 10組
「オンライン子育てママのいき 氏(整理収納ア
いきタイム『ココが知りたい！ ドバイザー)
お片付けのコツ』」 職員 4人



⑤児童文化推進事業

平成４年より開催している「ぐんまこどもの夢大賞」が、本年度３０回目を迎えたことを記念し、第３０回記念審査委員特

別賞を設けた。また、参加賞としてクリアファイルの他プラネタリウム観覧券を進呈した。また、多文化交流事業として、今

年度も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

共催：群馬県

応募作品受付 8/ 1～31 －

(童話)1次審査 9/10～22 郵送による 審査委員 5人 50点

2次審査 10/ 1～ 7 〃 〃 34点

審査会 10/22 会議室 〃 応募 369点

審査委員 入賞 21点

浅川じゅん氏（群馬県文学賞選考委員）

栗原 章二氏（群馬県文学賞選考委員）

深代 栄一氏（群馬県文学賞選考委員）

中庭 ふう氏（群馬県文学賞選考委員）

峰岸 英子氏（群馬県文学賞選考委員）

(絵画)審査会 10/ 1 会議室 審査委員 3人 応募 7,704点

審査委員 多目的ホール 入賞 165点

坪田 欣弥氏(社会福祉法人桐生市社会

福祉協議会 みやま園）

新島 英幸氏(館林市立多々良中学校)

豊岡 大画氏(群馬県総合教育センタ

ー)

審査結果の発表 (郵送による） 10/24 －

表彰式 11/14 多目的ホール 審査委員 2人 受賞者 19人

群馬県 1人

入選作品展 11/14～28 館内 4,098人

入選作品展IN県庁 12/ 8～15 測定者なし

応募作品の返却と参加賞の配付 12/24 －

入選作品集作成と配布 3/18、19 600冊

応募者全員に配布した参加賞 1/ 4～3/31 46人

プラネタリウム観覧招待券回収

異文化交流事業 「地球環境へのメッセージ」をテ 7/22～8/31 ２階ギャラリー 376人

「世界のこどもの絵画展」ーマに描いた絵画作品を展示 ※8/20から新

協力：JQA地球環境世界児童画コン 型コロナウイ

テスト ルス感染拡大

予防のため中

止



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 4/23､ 5/28 第2研修室 偶数月 延べ 5人 各3人

6/25､ 7/30 宮内 洋氏

8/27､ 9/24 (群馬県立女子大学） ※8､9月は新型

10/21､11/18 奇数月 コロナウイル

12/16､ 1/20 額田 直子氏 ス感染拡大予

2/17､ 3/17 (保健師･助産師 ) 防のため中止

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 28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 3 1 2 5
相談室

子育て
（電話） 2 6 8 5 3 4 28
相談室

⑦広報啓発事業

新規事業「にこっとちゃんねる」ではYouTube公式チャンネルを通じて、自宅でも楽しめる遊びのプログラムや当館の取組

み等を紹介した。また、太田市の郵便局と連携して「年賀状の書き方教室」を開催し、日本の伝統文化を子どもへ継承する機

会を提供した。さらに、11月の児童虐待防止推進月間にあわせてオレンジリボンキャンペーンを実施し、来館者ひとり一人の

児童虐待防止に関わる意識啓発を行った。

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

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 7/13 13,200部

休み特別号発行

にこっと通信発行 第73号～第76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 81,554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

108,696件

ﾂｲｰﾄ 192件

にこっとちゃんねる YouTube公式チャンネル「にこっ 4/ 1～3/31 児童会館スタ 動画 11本

とChannel」に、遊びのプログラ ッフ

ムを紹介した

にこっとちゃんと写真 マスコットキャラクターとの写真 4/29 児童会館 23組 87人 各20組

を撮ろう 撮影会 1/ 4 公園からくり時 40組 150人 ×3回

共催 金山総合公園 計前

誘客キャンペーン 金山総合公園と連携して、「太田 7/11 太田強戸スマー 職員 4人 60組
共催 金山総合公園 強戸スマートIC」にて、チラシや トIC 公園職員 2人

ノベルティ配布を実施
協力 NEXCO東日本 3/13 新型コロナウ

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

出張！にこっとちゃん 鳥之郷地区区民大運動会に出向 9月 鳥之郷スポーツ 新型コロナウ

き、地域との交流 広場 イルス感染拡
大予防のため
中止

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/ 7 公園エントラン 236人

ペーン とオレンジリボンの配付 ス広場

オレンジリボンの配付 11/ 7～30 1階インフォメ －

ーション

郵便局連携事業 年賀状の書き方教室 12/11 研修室 太田市内 11人 20人

郵便局長3人

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 群馬県の広報媒体等による当館イベント紹介 4/ 1～3/31

上毛新聞 紙面への掲載、有料広告（イベント告知） 4/15､19､25､26

6/28､7/19､21

7/22､23､28

8/9､23､26､9/2

9/6､18､20

11/18､12/15

2/28､3/3､10

3/12､24､29

読売新聞 紙面への掲載（イベント告知・報告） 4/25､7/9､23

「Ikube」への有料広告 10/15､2/25

地域情報紙「タウンぐんま」への掲載 3/4､18､25

朝日新聞 紙面への掲載（イベント告知・報告） 11/9

渡良瀬通信 紙面への掲載（イベント告知・報告） 3/24

桐生タイムス 紙面への掲載（イベント告知・報告） 4/23､9/18

3/25､28

東京新聞 紙面への掲載（イベント告知・報告） 5/2､8/12

子育て情報誌「ままこ 紙面への掲載（イベント告知・報告） 7/ 1

こっと」

高速道路サービスエリ 紙面「スポット満載群馬県」への有料広告 7/16

ア広告

群馬テレビ テレビ放送によるイベント報告 12/11､22､1/5

1/10､3/30

おおたケーブルテレビ 市内事業者のケーブルテレビ放送によるイベン 8月､12月

ト報告

エフエム太郎 ラジオ放送によるイベント告知・紹介 4/6､5/4､6/1

7/6､8/2､9/7

10/5､11/2､16

1/4､2/1､3/7

3/22

エフエム群馬 ラジオ放送によるイベント告知・紹介 10/13､11/15

12/7､22､3/30

ＦＭ桐生 ラジオ放送によるイベント告知・紹介 11/16



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

いせさきＦＭ ラジオ放送によるイベント告知・紹介 11/18

ＦＭたまむら ラジオ放送によるイベント告知・紹介 11/18

お出かけ情報サイト Webサイトによるイベント告知 2月号

「いこーよ」

⑧地域との連携事業

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

太田マザー＆チャイルド 発達がゆっくりな子どもと家族向 4/25､ 5/29 第２研修室 新型コロナ
けの遊びを通した集団療育 6/27､ 7/25 ウィルイス
主催 太田保健福祉事務所 8/29、9/4 感染拡大予

10/21､11/18 防のため中
12/16､ 1/20 止
2/17､ 3/17

実習生受入 東京福祉大学｢保育実習Ⅲ｣ 8/ 7～20 実習生 3人 大学の都合

により実習

辞退

おうちで遊ぼう！工作 臨時休館中の取り組みとして、家 8/24〜26 120家族 県 内

レシピ集プレゼント 庭で活用できる、クラフトルーム 27発送 在 住

考案の「レシピ集」、「工作キット」、 の100

「にこっとちゃん自由帳」をセッ 家族

トにしてプレゼントした

第２弾 おうちであそ 臨時休館の延長に伴い、家庭で活 9/17～23 207家族 県 内

ぼう！工作おたのしみ 用できる「工作キット」３種類、 24発送 在 住

セット プレゼント 「にこっとちゃん自由帳」をセッ の200

トにしてプレゼントした 家族

生活科校外学習の受入 太田市立鳥之郷小学校２年生まち 10/27 エントランス広場 2年生 72人

たんけん 教員 4人

(公財)太田青年会議所 射的、スーパーボールすくい、綿 10/30 エントランス広場他 300人

主催｢仲間と楽しむハ 菓子等の出店ブースや仮装のフォ

ロウィン祭」後援 トコーナー、スタンプラリー等を
行った

インターンシップ受入 群馬県立伊勢崎興陽高等学校1年生 12/10 研修室 生徒 37人

教員 2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 ３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 ０件 １件 １１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。

施設の管理状況

・ 4/28 プレイルーム男児用トイレ修理

・ 7/16 2階3階ギャラリーレール接着修理

・ 8/25 自動扉部品交換修理

・ 9/ 2～4 プラネタリウム客席誘導灯ＬＥＤ型誘導灯交換工事

・10/ 5 多目的ホール吊り物保守点検後異常箇所調査

・10/13 多目的ホール非常照明交換

・10/18 スペースシアタープロジェクター交換

・12/14､21 モニタリングポスト測定部・検出器点検

・ 1/13 火災報知器(熱）1カ所交換

・ 2/ 7 スペースシアター座席抗菌コート散布

・ 2/17 モニタリングポスト電力量計交換

・ 2/21～3/10ビデオ･パソコンルーム床改修工事

・ 2/28〜3/18 プラネタリウムプロジェクター及び音響システム修繕工事

・ 3/ 1 2階､3階埋込型誘導灯3カ所交換工事

・ 3/10 県財産有効活用課による建築基準法第１２条点検（防火設備）実施

・ 3/14 電気漏電監視システム設置工事

・ 3/17 移動プラネタリウムプロジェクター修繕

・ 3/25 3階研修室LAN回線電気工事

・ 3/30 3階女子トイレ排水管詰まり修繕

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 2.4.1～7.3.31 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 3.4.1～4.3.31 群馬県 150,000,000 指定管理業務等の令和３

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

児童福祉週間啓発行事 4/24～ 5/11 群馬県 300,000 児童福祉週間標語や子育て 4/24～5/ 3 来場者 1,941人

支援等のパネル展示 アンケート 328件

※アンケート実施

5/ 4～11 新型コロナウィル

イス感染拡大予防

のため中止

オリジナルこいのぼり 4/24～5/ 5 444人

「こいのぼりストラップ」

フェルトでこいのぼりを作

り、レース糸に付けてスト

ラップの制作

児童福祉週間特別企画 4/30 103人

「ＩＣＴで遊んでみよう」

トイドローンの操縦、3Dプ

リンタ、ユーチューバー体

験等

協力：ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ株式会社

群馬大学

Ⅱ 職員に関する事項（令和4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、事業運営調整、

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) （８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44回 令和3年 4月19日 〈決議事項〉 決議があっ

(臨時） 第１号 専決事項の承認 たものとみ

第２号 評議員２名の選任替えについて なされた

第３号 監事１名の選任替えについて

第45回 令和3年 6月11日 理事７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3年度収支補正予算（1号）について

第２号 令和2年度事業報告書及び同収支決算書の承認について

第３号 理事の選任替えについて

第４号 定時評議員会招集及び提出議案の承認について

第46回 令和4年 3月18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3年度収支補正予算（2号）について

第２号 令和4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4年度

協定書の締結の承認について

第４号 令和4年度公益財団法人群馬県児童健全育成事業団基本財団の

運用に関する方針の承認にいて

第５号 令和4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６号 就業規則の変更の承認について

第７号 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について

第８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34回 令和3年 5月 1日 〈決議事項〉 決議があっ

(臨時） 第１号 専決事項の承認について たものとみ

第２号 評議員２名の選任について なされた

第３号 監事１名の選任について

第35回 令和3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 専決事項の承認について

令和3年度収支補正予算（1号）について

第２号 令和2年度事業報告書及び動収支決算書の承認について

第３号 理事の選任について

〈報告事項〉

第１号 第45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 定時評議員会招集及び提出議案の承認について

第36回 令和4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3年度収支補正予算（2号）について

第２号 令和4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 令和4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46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4

年度協定書の締結の承認について

３ 令和4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

４ 令和4年度職員に対する期末・勤勉手当の支給の承認につ

いて

５ 就業規則の変更の承認について

６ 臨時職員雇用基本要綱の変更の承認について

７ 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4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 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

〃 江 村 恵 子 非常勤

２ 監事（令和4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

〃 髙 澤 延 之 非常勤

３ 評議員（令和4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

〃 石 塚 順 一 非常勤

〃 廣 田 暢 実 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

理 事 高 橋 知 令和3年6月30日 一身上の都合




