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（参考資料１）
平成2７年度 わいわい広場関係者の研修について 

【第1回研修】 

○4月8日（水）13:00～

16:30 

○場所：あいれふ講堂 

○西日本短期大学 山下智也准

教授（推進委員会委員長）講演

「子どもへのまなざしについ

【第2回研修(実地，希望者のみ)】 

○各自にて行きたい現場へ連絡 

○現場のわいわい先生と話して活動内容を決定 

【第3回研修】（11月～12月） 

○内容未定 

○ 同じ区のわいわい先生とコミュニ

ケーションを図ることで，日頃の交流を

深めるきっかけとする。 

 

事業者協議（随時実施） 

研修（3/23（月），27（金）） 

○平成26年度PW登録者で平成27年度も継続し

て登録を希望する者を対象 

○登録のために必須 

○内容は昨年度と同様に，西日本短期大学山下准

教授（推進委員会委員長）によるグループワーク

を中心 

○4月以降，別途希望者がいれば個別対応する。 

研修 

○補助員同士の意見交換をメイン

に，「遊び場におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ」について講習を実施する予定 

研修（希望者のみ） 

○毎年4月に市政だより等で募集を行う

一般市民を対象とした「プレイワーカー

（遊びのサポーター）養成講座」の受講

について，PWにも呼びかける。 

 

○PWの登録者を増やすため，平成27年

度の養成講座は，例年の内容に加えて，

わいわい広場での実地研修を追加する予

定。 

研修（希望者のみ） 

○新任わいわい先生研修（わいわい

先生研修欄を参照）をプレイワー

カースキルアップ講座に位置付け。 

学生プレイワーカー育成講座（希望する学生をホームページ等で公募） 

○平成23年度から毎年実施中。 

○わいわい広場にプレイワーカーとして活動するために必要な知識等を身につけ，実地研修を経て，各現場でプレイワーカーとして活動。 

プ
レ
イ
ワ
ー
カ
ー
 

補
助
員
 

わ
い
わ
い
先
生
 

事
業
者
 

研修（実地。希望者のみ） 

○各自にて行きたい現場へ，わいわい先生を通じて連絡 

○現場のわいわい先生と話して活動内容を決定 

【新任わいわい先生研修】 

○新規校の開設時期ごとに実施（年１～４回程度）。 

○受講を希望する既存校のわいわい先生やPW等も受講は可能。 

○内容については，「わいわい広場及び運営について」，「学校や地域との連携について」， 

 「子どもが育つ栄養素，遊びについて」，「遊び場におけるリスクマネジメント」を予定。 

○山下推進委員会委員長による「子どもへのまなざし」については，年１回程度まとめて実施。 



学生プレイワーカー
育成講座平成27年度

受講生募集

遊

学

子どもと大人のあいだの世代ともいえる
大学生はプレイワーカーとして成長する
には絶好のタイミングです。
講座・月例会では、子どもの遊びや育ち、子どもとの関わり
について学び合います。実際に子どもと関わったり、多様な
思いや考えに触れたりする中から得られるものは、
将来子どもに関わる仕事に就く場合は
もちろん、社会のあらゆる場面で
活かせるものです。大学や分野を
越えた受講生相互の交流も盛んで、
つながりや自主的な活動の機会
を広げられる魅力もあります。

「プレイワーカー」とは、子ども
の遊び心を引き出す専門家。
遊ばせるのではなく、遊んであげる
のでもなく、子ども自身が主体的
に遊び始める姿を目指しています。

近年の子どもが外で遊びづらい環境に
おいて、プレイワーカーが担う役割は大きく

なっています。受講期間中は、福岡市が行う放課後等の
遊び場づくり事業「わいわい広場」等で、実際に子どもたち
と遊び、力を発揮していただける機会が多くあります。
思いきり遊ぶ中で子どもたちと心を通わせ、楽しく有意義
な時間を過ごすことができます。

対象

申込み

費用

主催
運営

★一年を通して楽しくやっています♪どうしても参加できない日程などは相談してください。
★もっと詳しく知りたいことはお気軽にお問い合わせください !

無料！
※交通費等の実費は受講生負担
※わいわい広場実習時、手当あり

福岡県内の大学に在学する大学生、大学院生（専攻不問！）

asobi@playfukuoka.netまで、
以下お送りください。
件名「27年度学生 PW申込み」
①氏名　②生年月日　
③所属（学校名、学部、学年）
④連絡先（電話番号、メールアドレス）
⑤紹介者（あれば）
★お問い合わせもお気軽に！

http://playfukuoka.net
090-2503-2473（古賀）

福岡市こども未来局　
放課後こども育成課

主に平日、小学校の放課後
　　　14:45-17:30
受講生のスケジュールに
合わせて調整しています

わいわい広場実習

月例会

福岡市内の小学校

5月 21 日（木）
6月 18 日（木）
7月   9 日   （木）
いずれも 19:00-21:00

福岡市役所
15 階講堂

9月～3月も月に一度開催

講座 受講生が集まり意見交換やワークを通して学びを深める月例会と
実際に子どもたちと遊ぶ実習の二本柱で進みます。
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平成２７年度 

子どもの「遊ぶ」って何だろう？ 

５月３０日（土） 

６月２０日（土） 
寄り添うこころ、見守るまなざし 

６月２７日（土） 
子どもの豊かな育ちを支える 

大人の役割とは？ 
明日の現場にむけて 

 
 

 

  

  

 

  

「あぶない」との付き合い方 

６月１３日（土） 
遊べる環境ってどんなもの？ 

プレイワークの基礎 

プレイワーカー 
養成講座 

５月２３日（土） 
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■放課後等の遊び場づくり事業（わいわい広場）の広報 （参考資料５）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市政だより ・H24.3.15号 ・H25.1.1号

市議会だより ・H23.11号

議会要覧

福岡市生活ガイド

福岡子育て情報ガイド

福岡市主要施策概要

各区役所　主要事業 ・東区，博多区

広報誌等（市以外） 民間団体・NPO等広報誌 ・西日本シティ銀行広報誌（H23.6） ・ふくおか子ども白書（H26.12）

プレゼン資料

折り畳みリーフレット 作成・活用（H26.3）

わいわい広場ハンドブック 作成・活用（H25.3）

チラシ 作成（H23.4）

広報番組（市） 広報番組
・ふくおかツボＬａｂｏ（H23.9）
・ウィークリーふくおか（H24.3.16～22）

HP　ふくおか子ども情報

こ未来局Fａｃｅ　Ｂｏｏｋ

ＤＶＤ（こ未来） わいわい広場ＤＶＤ ・作成（H24.4）・活用

掲示物（市） デジタルサイネージ ・市役所１Fロビー（H24.5)，ソラリア・ビジョン等（H24.6）

記者会見 記者会見（市長等）

記者投げ込み 記者投げ込み（市政記者） 記者投げ込み（H23.6.1）

わいわい先生研修
（こ未来）

わいわい先生研修
・第1 回（H23.7）・・わいわい広場の趣旨について講義。
・第2回（H23.12)・・リスクマネジメントについて講義。
・第3回（H24.3）・・1 年間の振り返り研修

・第1回（H24.7）・・現場の課題についてワークショップ形
式のグループ討議。各区毎の情報交換会。
・第2回（H24.10）・・リスクマネジメントについて，ワーク
ショップ形式のグループ討議。
・第3回（H24.2～3）・・他校視察研修。
・新任わいわい先生研修

・ 第1回（H25.7）・・現場の課題についてワークショップ
形式のグループ討議。各区毎の情報交換会。
・ 第2回（H25.9～10）・・他校実地研修。
・ 臨時（H25.11）・・子どもとの関わりについてCDによる
講演。ワークショップ形式のグループ討議。
・ 第3回（H25.11～H26.3）・・CD，古賀委員，わいわい先
生数人による，魅力あるわいわい広場への取り組みに
向けての体験実習。
・第4回（H26.3）・・別府小，田島小の取組発表。
・新任わいわい先生研修

・第1回（H26.4）・・横山委員による，テーマ「子どもに遊
び体験を」についての講話。各区毎の情報交換会。
・第2回（H26.5～10）・・他校実地研修。
・第3回（H26.12）・・前田校長（大原小）による，テーマ
「子どもの人権」についての講話。各区毎の情報交換
会。
・新任わいわい先生研修

補助員研修（こ未来） 補助員研修 ・補助員研修全8回（H25.4～6）・・市事業説明
・補助員研修全8回（H25.4）・・市事業説明，遊びの絵日
記を通して子どもが育つ環境の今と昔についてワーク
ショップ 

ＰＷ研修（こ未来） ＰＷ研修
・PW研修全2回（H25.4）
・PW研修全2回（H26.3）

留守家庭指導員研
修
（こ未来）

留守家庭指導員研修 ・留守指導員研修（H25.6）・・わいわい説明等
・留守指導員研修（H26.4）・・わいわい説明等
・留守指導員等研修（H26.5～6）・・子どもに関わる大人
のあり方

校長会 事業説明（H23.9.28） 事業説明（H25.4.25） 事業説明（H26.4.24）

ＰＴＡ 事業説明（H24.4.3) 事業説明及び講演お知らせ（H25.6.18）

自治協 事業説明（H24.9.26，H25.1.10）

実施校 CD，わいわい先生等による普及・啓発

未実施校 CD等による普及・啓発

出前講座（市・こ未来）出前講座

その他（こ未来） その他 ・冒険遊び場研究集会（H25.8）
・古賀市放課後ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ視察対応（H27.3）
・集会「子育て支援の今を知る2015」（H27.3）

企画事業（こ未来） 企画事業

普及・啓発プロジェクト
（こ未来）

普及・啓発プロジェクト

イベント（こ未来） イベント わいわい広場in天神（H24.3.24～25）

アンケート調査
（こ未来）

アンケート調査（実施校・未
実施校の保護者）

第1回（H24.1） 第2回（H26.1）

関係者説明
講演等

全体（こ未来）

個別（こ未来）

その他

関係者研修
（市主催）

項目

印刷媒体

広報誌等（市）

パンフレット等（こ未来

視覚媒体 インターネット（こ未来）

パブリシティ
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放課後等の遊び場づくり事業 

わいわい広場 
 

～子どもたちを健やかに育む「遊び場づくり」に向けて～ 

 
福岡市こども未来局放課後こども育成課 

平成27年度 

（参考資料6-1） 
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【心の変化】 
○不登校児や引きこもりの増加 
 ・不登校児童数（全国） 
   H3年：12,645人→H22年：22,314人 
 ・引きこもりの青年（全国H13年）： 推定約80～140万人 
   最近は高年齢化が進行 全体推計３６０万人（H20.2月 総務省） 

 
○キレやすい子ども，無気力な子どもの
増加 

 ・『自分は何をやってもダメな人間だ』という感じが「よくある」「ときどき
ある」 

  小学生 39% 
 ・『生きているのがイヤになる』という感じが「よくある」「ときどきある」 
  小学生 24% 

（「青少年の健全育成に関する県民意識等調査(H24.3月福岡県調査)  」） 

今，子どもたちの心と体に 
大きな変化が起きています!! 

【体の変化】 
○体力・運動能力の低下 
 ・真っ直ぐ走れない，物がうまく投げられない，転んで

も手を着けずに顔をけがする など 
 ・50m走のタイム 
         S60年    H20年   H24年 
  小5男子 8.75秒   8.88秒   9.38秒 
  小5女子 9.00秒   9.23秒      9.73秒 

こうした変化は，実は子どもの 
「遊び」の衰退が， 

大きな原因の一つと考えられています。 
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子どもたちへ，豊かな遊び環境を！ 
 

「放課後等の遊び場づくり事業」 

子どもの遊びが衰退している！ 
 ①短時間 
   （５・６年生で，休みの日に外で「遊ばない」「３０分以内」 
     「３０分から１時間以内」の男子が３０．１％，女子が５４．９％） 

 ②少人数 
   （１～４年生で，休みの日に「１人で遊ぶ」「２～３人で遊ぶ」 
     児童が７６．６％） 

  ③非活動的 
   （５・６年生で，パソコンやテレビゲームをする時間が 
    １日平均「１時間以上」の男子が４８．４％，女子が１８．２％） 

  ④屋内遊び 
   （５・６年生で，休みの日に過ごす場所として(２つ選択) 

     「自分の家」とした男子が５４．９％，女子が６０．８％） 

（いずれもH18年福岡市調査） 

１．人とのつきあい方がわかる 
 
２．運動の力がつき，器用になる 
 
３．思いやり深く，我慢強くなる 
 
４．自分に自信がつき，好きになる 
 
５．イライラなどの情緒不安定の解消 
   ※ 毎日の生活が楽しくなるのはもちろん，精神的にも成長し， 
    勉強にも良い効果が現れるとの調査結果もある。 

遊びの効用 

原因は 
子どもを取り巻く環境 
 

○時間がない  
○仲間がいない  
○空間（場所）がない  
 （「３間」がない！） 
○遊び方がわからない  
○メディア 
（テレビ，ゲーム）の影響 
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福岡市では，使い慣れた学校施設を活用し， 
自由に安心して，自発的に遊びや活動が 
できる場や機会を創出する 
放課後等の遊び場づくり事業， 

通称「わいわい広場」を 
市内86校で開設しています。 
 
 
１．実施概要 
（１）実施日 
 ○平日の週3日程度で，各実施校ごとに決定 
    ※土，日曜日，長期休業中にイベント的な企画事業を実施 
（２）実施場所 
  ・晴天時は校庭中心 
  ・雨天時は，体育館，図書館，特別教室等を学校運営に支障のない範囲で活用 
    ※企画事業等実施時は，事前に使用できる屋内施設を学校と調整の上で活用 
（３）実施対象 
  ・当該小学校に在籍する1～6年生までの全児童（登録制） 

ストップ！「遊び」の衰退 

 《実施小学校》 ※H27.4月現在86校 
東   区：箱崎，香椎，香住丘，和白，千早，若宮， 
     八田，香椎東，香椎浜，香椎下原， 
     千早西，香陵，松島，三苫，照葉 
博多区：東住吉，席田，春住，板付，那珂， 
     那珂南，東光，東吉塚，東月隈，三筑 
中央区：当仁，警固，草ヶ江，平尾，高宮，南当仁， 
     小笹，福浜  
南   区：花畑，玉川，日佐，宮竹，大楠，若久， 
     老司，長住，弥永，西長住，弥永西， 
     東若久，野多目，柏原  
城南区：長尾，鳥飼，別府，七隈，堤，城南， 
     片江，南片江，田島  
早良区：西新，原，高取，百道，田隈，室見，原西， 
     原北，賀茂，有田，野芥，大原，四箇田， 
     飯原，有住，小田部，百道浜 
西   区：姪浜，今宿，金武，周船寺，下山門， 
     壱岐南，西陵，石丸，愛宕，福重，城原， 
     玄洋，姪北 

注）この事業は，文部科学省「放課後子ども教室推進事業」に基づき実施しています。 
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（４）遊びの内容 
 ①自由遊び 
  ○子どもたちが自由に自発的に，自分たちで仲間を 
   見つけるなどして，好きなことをして遊ぶ。 
  ○決して遊びを強制しない。 
 
 
 
 
 
  
 ②プレイワーカー 
   遊びを「指導」「強制」するのではなく，子どもと一緒に 
  なって遊び，子どもの自発的な遊びを引き出す役割を 
  担うプレイワーカーが定期的に現場に来訪。 

自分たちだけでは 
遊べない子どもが多い 

自分たちで遊ぶきっかけ“スイッチ”が必要 

自然に生まれる異年齢のつながり 

シンプルな遊びはいつの時代も人気 

プレイワーカーと思いっきり体を動かして 
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学校 

２．運営体制 
 （１） 市の運営業務委託の受託者が，各校区において「運営協議会」による助言・提案・支援  

等を受け，「見守りサポーター」等の参画を受けながら，事業を実施する。 
 
 【イメージ図】 

福
岡
市 

委託 

運営業務 
受託者 

運営協議会 
（各校区で組織） 

助言・提案・支援 

昼間校庭開放事業 
 
 
 

 
 
 
放課後等の遊び場づくり事業 

配置 
わいわい先生 
（現場責任者） 補助員 見守り 

サポーター 
見守り 

サポーター 
見守り 

サポーター 

校庭開放
指導員 

地域・保護者 

市から委託を受けた受
託者が，わいわい先生
（現場責任者）を配置 

校庭開放指導員，補助員，
見守りサポーターは，地域，
保護者から 

 （２） 学校施設を活用し，遊び場を確保するという事業趣旨が類似している昼間校庭開放事業
と一体的に実施するため，原則として，昼間校庭開放事業の運営委員会は，運営協議会と
統合する。昼間校庭開放事業の事務は受託者が担当する。 

 

運営 
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３．参加手続き                            
 ①参加登録 
  ○参加を希望する児童の保護者は，緊急連絡先や 
   かかりつけ医，留意事項（健康状態等）を記載した 
   登録申込書を提出 
   ※参加費は無料（企画事業等で実費が必要な場合は， 
     別途徴収） 
   ※登録にあわせて，傷害保険等への加入（保険料は自己 
    負担）を促すとともに，保護者の方に，見守りサポーター 
    への協力を依頼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②参加当日 
  ○帰宅時間（30分ごと）を記載し，押印した参加カ        
   ードを受付に提出して参加 
 
 ③帰宅 
  ○終了時間（17時（冬季は16時半））前に後片づ 
   けを行い，帰宅方向が近い児童ごとに下校 

参加カードで出席・帰宅時間を確認 

帰る準備 

「ケガや事故等の対応は自己責任です！」 
 

 わいわい広場は，「自分の責任で自由に楽しく遊ぶ」場です。 
自由に自分のやりたいことをして遊ぶ中で，ケガや事故などが発生
した場合，その対処は原則として参加児童（保護者）の自己責任と
なります。 
 そのため，参加児童（保護者）には，万一に備え，傷害保険等へ
の加入をお奨めしています。 
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４．人員配置 
 
○わいわい先生（現場責任者）1名 
 ・小学校・幼稚園教諭，保育士等の有資格者や遊び場づくり事業経験  
  者等が，現場での事業の責任者「わいわい先生」として，事業の実 
  施，企画調整と安全管理を行う。 
  ※平日の13:30～17:30まで，学校内の事務スペースに常駐 
◎補助員1名 
 ・わいわい先生を補助し，事業の実施と安全管理を行う。 
  ※運営協議会からの推薦  
◎見守りサポーター（ボランティア）複数名 
 ・参加児童の保護者に登録いただき，1回あたり数名で見守りを行う。 
  ※100人程度の登録があれば，回ってくるのは学期に1回程度                             
○プレイワーカー（月2回程度） 
 ・様々な遊びの支援を行う。   
  

【見守りについて】 
●わいわい広場は，子どもたちが 
自由に楽しく遊べるよう，できる
限り規制・ルールの少ない遊び場
として開設・運営します。 
●見守りは大きな事故等につなが
る事を避けるためのもので，一切
ケガや事故がおきないような厳し
い「監視」は必要ありません。 
●子どもたちがのびのびと遊ぶ姿
を優しく見守りながら，時には子
どもたちと一緒に遊んでいただい
ても結構です。 



プレイワーカー 

【プレイワーカーが，わいわい広場で行うこと】 
 

１．豊かな遊びを引き出すような、遊び場全体の支援をします。 
（１）「事前ミーティング」時に，わいわい先生（原則補助員等を含む）と，最近の子どもの 
   様子や現場の状況・課題，気になること等を共有し，子どもとの関わり方を考えます。 
（２）「振り返りミーティング」時に，わいわい先生（原則補助員等を含む）と，子どもとの 
   関わりや実際の現場での活動を通して感じたこと，気づいたことを共有します。 
（３）プレイワーカー活動報告書に，当日の活動内容や子どもの様子，気になったこと等につ   
   いて記載し，今後につながる記録を残します。 
 
２．子どもの主体性を尊重して，豊かな遊びを引き出すように子どもと関わります。 
（１）まず，「一緒に遊んで楽しい」という関係をつくります。 
（２）子どもに遊びを強制しません。無理に全員で同じ遊びをさせません。 
（３）子どもから求められれば，遊び方を教えたりします。 
（４）子どもが自分で遊びはじめたら，それを尊重します。 
（５）子どもの無謀・無法な振る舞いは，大人として叱ります。 
 
  ※ プレイワーカーは，いつでも子どもと遊んでいなくてはならないわけではありません。 
   状況に応じて子どもとの距離を近づけたり，少し遠ざけたりとバランスをとり，    
   「プレイワーカーがいないと遊べない子ども」にならないよう心がけます。ただし， 
   状況に応じた関わりのためには，常に子どもの様子に注意を向ける必要があります。 

 ・・・子どもを「遊ばせる」のではなく，「遊んであげる」のでもなく， 
    子ども自身の遊び心を引き出す人。 

 

わ
い
わ
い
広
場
が
目
指
す
遊
び
は
、 

 
 

 
 

 
 

大
人
に
「
指
導
」
さ
れ
て
生
ま
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て
く
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の
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あ
り
ま
せ
ん
。 
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わいわい広場 Ｑ＆Ａ 
Ｑ１．この事業の主体はどこか？地域に責任を押しつけているのではないか？ 

・この事業の主体は市です。市が事業者やNPO等に運営を委託して実施します。事業の最終的な責任も市にあります。 
・ただし，この事業は，市が全てを丸抱えで実施するものではありません。 
 「地域の大人が地域の子どもを見守る」という考え方のもと，事業者やNPO等から派遣されるわいわい先生（現場責任者） 
 以外の，補助員及び見守りサポーターについては，各校区の大人の皆さんにお願いし，その他のプレイワーカー等は子ども  
 と関わるノウハウを持つ団体やNPO，個人などの協力を得て実施する仕組みとしています。 

Ｑ３．放課後の学校の校庭は，普通に子どもが遊んでもいい場所ではないのか？ 
・登下校中に児童が巻き込まれる事件が問題となり，現在では授業終了後は速やかに帰宅するよう子どもに指導しています。 

Ｑ２．なぜ，「放課後の校庭」を使うのか？ 
・子どもたちが，学校が終わっていったん帰宅してから遊びに出かけると，当然遊ぶ時間が少なくなります。 
・町中の公園などでは，ボール遊び禁止などの制約が多く，不審者などから子どもを守る大人の目もありません。 
・福岡市はマンションの比率が大都市で2位という統計データもあります。 
 特に都心部などでは子どもが1人で外に遊びに行きづらい環境と言えます。 
 

  ※国の放課後子ども総合プランに示されている放課後こども教室においても，学校施設の活用を前提としています。 
 
 

 →授業終了後，すぐに校庭でランドセルを置いたまま，大人の見守りの中で遊べる「わいわい広場」が誕生。 
 

Ｑ５．国の動きはどうなっているのか？こうした事業は福岡市だけで行っているのか。 
・国が平成26年度に示した「放課後子ども総合プラン」の中で，放課後の学校施設を活用した事業として， 
 放課後こども教室を推進しています。 
・国の事業補助を活用して，多くの自治体で放課後子ども教室事業が実施されており，本市のわいわい広場も，その 
 一つです。 

Ｑ４．参加児童がケガをして，病院にかかる場合の保険などはどうなるのか？ 
・安全には十分配慮いたしますが，事故等の対応につきましては，参加児童（保護者）の自己責任となります（公園等で事故 
 にあった場合と同様です。）。したがって，参加児童自身がケガをして通院する場合も，原則として各自の健康保険証での 
 対応となります。 
・そのため，万一の事態に備え，傷害保険等への加入（保険料は各自負担）を推奨しています。 
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わいわい広場 実施の効果 
（わいわい広場保護者アンケートより） 

１ 保護者が期待していることが，参加後の子どもの変化に現れている。 
 
   「わいわい広場」に参加登録した理由             「わいわい広場」参加後の子どもの変化 

（複数回答 上位5項目） （複数回答 上位5項目） 
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わいわい広場 実施の効果 
（わいわい広場保護者アンケートより） 

２ 外遊びの時間や一緒に遊ぶ友人の人数が増え，自宅以外の場所で遊ぶ機会が 
  増えている。 
 

   学校から帰って外で遊ぶ時間          学校から帰って遊ぶ人数          学校から帰ってよく遊ぶ場所              
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・通学で時間をなくさずに，広い校庭でいつもの友だちと放課後すぐに遊べる 
 のが理想的。 
・子ども同士が学年を超えて遊び，仲良くなっている。 
・ゲームばかりしていた子が，外遊びが大好きになって，休みの日も友だちと 
 外で遊ぶようになった。 
・（見守りサポーターの時に）自分の子がどんな子と仲良しなのか分かった。 
 今まで名前しか聞いたことのなかった子の顔が分かった。 
・よく遊ぶので，食事もたくさん食べるし，夜も早く寝るようになった。 
 
・ルールを守って遊ぶという態度が身についてきて，遊具も進んで片づけている。 
・人にちょっかいばかりかけていた子が，わいわい広場でけん玉をするように 
 なってめきめき上達し，友だちから「すごい！」と一目置かれ，本人も自信が 
 ついたのか，落ち着きが出てきている。 
・わいわい広場で顔見知りになった子が，街中で会ったときにあいさつして 
 くれるようになった。 
 
・保護者も，見守りサポーターをする中で，保護者同士や，補助員など地域の方 
 の顔見知りが増え，ネットワークができている。 
 
 
 

13 

わいわい広場実施校 保護者等の声 
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皆さんの校区でも 
はじめてみませんか!! 

連絡・問い合わせ先 
 

 福岡市 こども未来局 放課後こども育成課 
電話：７１１－４２３６ 
ＦＡＸ：７３３－５７３６ 

k-ikusei.CB@city.fukuoka.lg.jp 
 



（参考資料6-2）

福岡市「放課後等の遊び場づくり事業」のご紹介

◆ 子どもの「遊び」は，体力向上はもちろん，コミュニケーションの力を育む，
　 ストレスを解消するなど，子どもの成長に欠かせない栄養素といえます。

◆ 一方で，近年は子ども達が集まって安心して遊べる場や機会は減りつつあり，これが体力
    低下，キレやすい子や無気力な子などの増加につながっているとも言われています。

◆ そこで福岡市では，放課後等の学校施設を利用して，自由に安心して遊びができる場や
    機会をつくる「放課後等の遊び場づくり事業」を推進しています。
　　※この事業は，文部科学省「放課後子ども教室推進事業」に基づき実施しています。

通称「わいわい広場」の特長

◎ ランドセルを学校に置いたまま，

    校庭で元気よく遊べます。
   （天候不良のときに体育館等を使用することもあります。）

◎ たくさんの友達と遊べます。

◎ 大人の見守りのもと，安心して遊べます。

実施校の１～６年生(裏面参照）
　※事前に参加登録が必要です

平日週３回程度
放課後～午後５時まで（冬季は午後４時３０分まで）
　※土・日・休日等に企画事業を実施することもあります。（事前にお知らせします）

校庭，体育館など

自由遊び
　※ボールなどの遊具の貸し出しもあります。
　※プレイワーカーが遊びを支援する日もあります。（事前にお知らせします）
　※特定の遊びを強制したり指導する事は原則としてありません。

無料（万一のけが等に備える傷害保険の保険料は保護者負担です。）
※「自分の責任で自由に楽しく遊ぶ場」であり，ケガ・事故等への対応も自己責任での
　対処を原則としていますので，万一に備え，保険への加入をお奨めしています。

　　「わいわい広場」でいっしょにあそぼう！
対 象 

参加児童の保護者の声 
・学年の違う友達ができました。 
・運動が好きになったようです。 
・スッキリした顔で帰ってきます。 
・夕食をよく食べてくれます。 

参加費 

内 容 

場 所 

曜 日 

わいわい広場は、雨天時は中止となる学校もあります。また、天候等の状況により、開催途中で中止し、

児童を帰宅させる場合もあります。いずれも保護者の方への連絡は原則として行いません。 

終了時刻まで児童を「お預かり」する事業ではありませんので、ご注意ください。 



１　申込み
　①　登録申込書を事務局へ提出します。
　②　登録された方へ，参加の際に使う「参加カード」を配布します。

２　参加当日
　①　授業終了後，児童は受付に行き，登校前に保護者が押印した
　　　「参加カード」を提出します。　　　　
　②　児童は自由に遊びます。
　③　帰りの時間になるとスタッフが声かけをして「参加カード」
　　　を返却し，下校します。

　　市から委託された運営業務受託者が，学校・地域（ＰＴＡ，校区自治協議会，

   　公民館等）の協力のもとで運営します。
   　以下のスタッフが子ども達を見守り，遊びをサポートします。

　　★わいわい先生  　１人（運営業務受託者が派遣）
　　　　学校に常駐し，運営に関する業務や参加児童の指導を行います。

　　★補助員　１人　（地域の方）
　　　　わいわい先生の補助として，安全管理や運営事務補助等を行うです。

　　★見守りサポーター　原則として１～３人程度　（保護者や地域のボランティア）
　　　　わいわい先生の補助として，見守り等を行います。

　今後，校区の状況に応じて実施校を増やしていく予定です。
区 小学校名

東　区 箱崎，香椎，香住丘，和白，千早，若宮，八田，香椎東，香椎浜，香椎下原，千早西，香陵，松島，三苫，照葉

博多区 東住吉，席田，春住，板付，那珂，那珂南，東光，東吉塚，東月隈，三筑

中央区 当仁，警固，草ヶ江，平尾，高宮，南当仁，小笹，福浜

南　区 花畑，玉川，曰佐，宮竹，大楠，若久，老司，長住，弥永，西長住，弥永西，東若久，野多目，柏原

城南区 長尾，鳥飼，別府，七隈，堤，城南，片江，南片江，田島

早良区

西　区 姪浜，今宿，金武，周船寺，下山門，壱岐南，西陵，石丸，愛宕，福重，城原，玄洋，姪北

合　計

　◆◆お問い合わせ先（学校ではなく，下記までお願いします。◆◆
　　福岡市こども未来局 放課後こども育成課　電話(092)-711-4236

校数

15校

10校

8校

14校

9校

17校

13校

86校

西新，原，高取，百道，田隈，室見，原西，原北，賀茂，有田，野芥，大原，四箇田，飯原，有住，
小田部，百道浜

参加の流れ 

運営スタッフ 

参加カードで出席・帰宅時間を確認 

実施校（平成2７年4月現在） 

【ケガ、事故等への対処について】 
 安全には十分配慮しますが、ケガや事故等の対応は、参加児童（保護者）の自己責任となります（公園等で事故
に遭った場合と同様です）。 

 したがって、参加児童自身がケガをして通院する場合も、各自の健康保険証での対応となります。また他者を負傷

させたり、器物を破損した場合の賠償も自己責任となります。 
 「子どもが自由に遊ぶ」以上、ケガや事故のリスクは完全には避けられません。そのため、参加児童（保護者）には、
もしもの時に備え、傷害保険等への加入を推奨しています。 

【見守りについて】 
 わいわい広場は、子どもたちが自由に楽しく遊べるよう、できる限り規制・ルールの少ない遊び場として開
設・運営します。見守りは大きな事故等につながる事を避けるためのもので、一切ケガや事故がおきないような
厳しい「監視」はしません。子どもたちがのびのびと遊ぶ姿を優しく見守ってください。また、時には子どもた
ちと遊んでみるのも結構です。 



放課後等の遊び場づくり事業 「わいわい広場」 について 

３ 開設状況の推移   （ ）内は市立小学校に占める比率  
  

１ 事業目的 
 放課後の学校施設を活用して、子どもの遊びを活性化し、心身の健やかな発達を促し、 
 健全育成を図る。 

 
５ 今後の予定 
 ●今年度中に９８校（１２校新設）での開設を目標として新規開設を推進 
  

２ 事業の概略  
 ●こども未来局が、授業終了後の放課後に、校庭などの小学校施設を学校運営に支障 
  のない範囲で活用し、子どもの遊び場を開設。 
 ●事業の運営は地域や事業者に委託し、こども未来局の監督・指導の下、地域・学校 
  の協力をいただきながら運営を行う。 
 
  

福岡市こども未来局放課後こども育成課 H27.6  

区  開 設 校 校数 

東 区 箱崎、香椎，香住丘，和白，千早、若宮，八田，香椎東、香椎浜、香椎下原、千早西、
香陵，松島，三苫，照葉 

１５校 

博多区 東住吉，席田、春住、板付、那珂，那珂南、東光，東吉塚、東月隈，三筑 １０校 

中央区 当仁，警固、草ヶ江、平尾、高宮，南当仁、小笹、福浜 ８校 

南 区 花畑，玉川，日佐，宮竹，大楠，若久，老司，長住，弥永，西長住，弥永西、東若久，
野多目，柏原 

１４校 

城南区 長尾，鳥飼，別府，七隈，堤，城南，片江，南片江，田島 ９校 

早良区 西新、原、高取、百道、田隈，室見，原西，原北，賀茂，有田，野芥，大原，四箇田， 

飯原，有住，小田部，百道浜 

１７校 

西 区 姪浜，今宿，金武，周船寺，下山門，壱岐南，西陵，石丸，愛宕，福重，城原，玄洋，
姪北 

１３校 

わいわい広場は、子どもたちがいったん家に帰ることなく、小学校の
授業終了後にいつもの遊び慣れた校庭で、ランドセルを置いたまま、
学校の仲間と共に、自由に安心して遊ぶことができる場です！ 

４ 現在の開設校（２７年４月現在 ８６校） 
  

 ※この事業は，文部科学省「放課後子ども教室推進事業」に基づき実施している。 

 
計 
１６校 
（6.8％） 

７校新設 
計 
２３校 
（15.8％） 
 

 
 
２１校新設 
計 
４４校 
（30.1％） 
 

 
 
１７校新設 
 計 

 ６１校 
（41.8％） 

 
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

 
 
１３校新設 

 計 

 ７４校 
（51.7％） 

 

２５年度 

 
 
 
１2校新設 

 計 

 ８６校 
（60.1％） 

 

２６年度 

（参考資料７） 



【わいわい広場 概要】 
１．対象 
  実施校の１～６年生のうち希望者 ※事前に参加登録が必要 
２．開催日    
  週３回程度（曜日は各校の状況に合わせて決定） 
  放課後～午後５時まで （冬季は午後４時３０分まで） 
  ※土・日・休日、長期休業日などに企画事業を実施することもある。 
３．場所 
  校庭、体育館など（学校運営上支障のない範囲で利用） 
４．内容 
  自由遊びを基本とする。（ボールなど遊具の貸し出しあり。） 
  ※月２回程度プレイワーカーが遊びを支援する日もある。 
５．参加費 
  無料（万一のけが等に備える傷害保険の保険料は保護者負担） 
 

【わいわい広場の運営体制】 
●福岡市から地域、ＮＰＯ、事業者等に運営を委託 
●受託者から，わいわい先生（現場責任者）１名が実施校へ派遣される。 
●開催日には、わいわい先生，補助員及び見守りｻﾎﾟｰﾀｰ（保護者、地域の方）で見守りを行う。 
●運営協議会（PTA、自治協、公民館，学校などで組織）の助言・支援を得ながら運営 
●福岡市は、運営受託者に対する監督・指導を行う。 
 放課後こども育成課の嘱託職員である，青少年育成コーディネーターが各現場を巡回・指導。 
 

★実施校でのアンケート調査で寄せられた保護者等の声★ 
・通学で時間をなくさずに，広い校庭でいつもの友だちと放課後すぐに遊べるのが理想的。 
・子ども同士が学年を超えて遊び，仲良くなっている。 
・ゲームばかりしていた子が，外遊びが大好きになって，休みの日も友だちと外で遊ぶ 
 ようになった。 
・よく遊ぶので，食事もたくさん食べるし，夜も早く寝るようになった。 
 
・ルールを守って遊ぶという態度が身についてきて，遊具も進んで片づけている。 
・人にちょっかいばかりかけていた子が，わいわい広場でけん玉をするようになって 
 めきめき上達し，友だちから「すごい！」と一目置かれ，本人も自信がついたのか， 
 落ち着きが出てきている。 
 
・保護者も，見守りサポーターをする中で，保護者同士や，補助員など地域の方の 
 顔見知りが増え，ネットワークができている。 

 
【お問い合わせ】 放課後こども育成課：711-4236  青少年育成コーディネーター室：711-4124 



  

 わいわい広場に参加するまでは，放課後や休日はいつ
もゲームばかりしていた子が，わいわい広場に参加する
ようになってから外遊びが大好きになりました。また，
わいわい広場で友だちも増えたようで，休みの日もわい
わい広場で仲良くなった友だちと外で遊ぶようなりまし
た。 
 以前から，もっと友だちと外で遊んだりした方が良い
のではないかと心配していたので，わいわい広場に参加
して良かったです。 
 
 
 
 

エピソード 

わいわい広場保護者アンケートより 

 （参考資料８） わいわい広場エピソード集（イメージ） 

学校から帰って遊ぶ時間が増えました！ 





 

 

保護者のみなさまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査主体・お問い合わせ先】 

福岡市 こども未来局 放課後こども育成課  担当 江藤・正田 

ＴＥＬ：092-711-4236 
 

＊ 提出期限： 平成２６年 １月３１日（金） 

＊ 回収場所： 学校 

 

「放課後等の遊び場づくり事業（通称：わいわい広場）」

に関するアンケート 

＜ご協力のお願い＞ 

 みなさまには，日ごろより市政の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 このアンケートは，放課後等の遊び場づくり事業「わいわい広場」について調査するととも

に，その改善を図るための基礎資料とするものです。 

お答えいただいた内容は，すべて統計的な数値として処理された上で，活用させていただき

ますので個人の名前が出たり，他の目的に使用したりすることは，決してありません。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが，調査の趣旨をご理解いただき，ご協力いただきますようお

願いいたします。 

不明な点などございましたら，下記の問合せ先までご連絡ください。 

 

 

【ご記入にあたって】 

１．調査票を受け取ったお子さまがご家庭に２人以上いらっしゃる場合は，大変お手数ですが，

お子さまひとりにつき，一票のアンケートにご回答いただきますようお願いします。 

２．回答が「その他」にあてはまる場合は，お手数ですが（  ）内になるべく具体的にその

内容をご記入ください。 

 

放課後等の遊び場づくり事業 実施校用 

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト
（参考資料９）H25アンケート調査

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト

94094
タイプライターテキスト
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◆調査票を受け取ったお子さまについておたずねします◆ 

それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 

 

Ｆ１ お子さまに，兄弟姉妹はいらっしゃいますか？（○は１つ） 

１．はい（    人）※ご本人を含め ２．いいえ 

 

Ｆ２ お子さまが通われている小学校を教えてください。（○は１つ） 

１．千早小 ２．那珂南小 ３．警固小 

４．若久小 ５．玉川小 ６．田島小 

７．有田小 ８．室見小 ９．姪浜小 

 

Ｆ３ お子さまの学年を教えてください。（○は１つ） 

１．１年生 ２．２年生 ３．３年生 

４．４年生 ５．５年生 ６．６年生 

 

Ｆ４ お子さまは，「留守家庭子ども会」に入会されていますか？（○は１つ） 

１．はい ２．いいえ 
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◆「わいわい広場」についておたずねします◆ 

それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 
 

問１ 放課後等の遊び場づくり事業「わいわい広場」についてご存知ですか？（○は１つ） 

 

１．知っている                            ２．知らない 

 

                    「２.知らない」と答えた方は４ページ問２へ 

 

問１－１ お子さまは「わいわい広場」に参加登録していますか？（○は１つ） 

 

１．参加登録している                   ２．参加登録していない 

 

「２.参加登録していない」と答えた方は３ページ問１－４へ 

 

問１－２ お子さまを「わいわい広場」に参加登録された理由は何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．子どもが入りたいと言ったから 

２．友達づくりのきっかけになればよいと思ったから 

３．外遊びをしてほしかったから 

４．帰宅せずにそのまま遊べて便利だから 

５．他の場所で遊ばせるよりも，安全・安心だから 

６．他の学年の子どもとも交流してほしかったから 

７．友人が参加していたから 

８．その他（                              ） 

 

 

問１－３ お子さまが「わいわい広場」に参加されるようになって，変化していると感

じることは何ですか？（○はいくつでも） 

１．友人が増えた 

２．外遊びが増えた 

３．元気な様子になった 

４．お子さまとの会話が増えた 

５．夜ぐっすり眠れるようになった 

６．学校やわいわい広場で遊ぶことを楽しみにして，学校に行くようになった 

７．その他（                              ） 

８．特に変化はない 
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問１－１で「わいわい広場」に「２.参加登録していない」と答えた方へ 

問１－４ お子さまが「わいわい広場」に参加登録していない理由は何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．近所の友人等と遊ぶため，不要だから 

２．保護者が面倒をみるため，不要だから 

３．友人が参加していないから 

４．登録の手続き等が面倒だから 

５．他の場所で預かってもらっているため，不要だから 

６．その他（                              ） 
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◆お子さまの遊びについてお聞かせください◆ 
 

「わいわい広場」に参加している方は a)参加前 b)参加後 のそれぞれにご記入ください。 

「わいわい広場」に参加していない方は c)未参加 にご記入ください。 

 

 

問２ お子さまは，学校から帰ってから，どれくらい外で遊んでいますか？（１つずつ） 

（わいわい広場参加後は，わいわい広場に参加した時間も含めて） 

ａ）参加前（   ）   ｂ）参加後（   ）   ｃ）未参加（   ） 

１．３０分未満 ２．３０分～１時間未満 

３．１～２時間未満 ４．２時間以上 

５．わからない  

 

 

問３ お子さまは，学校から帰ってから，誰と遊ぶことが一番多いですか？（１つずつ） 

ａ）参加前（   ）   ｂ）参加後（   ）   ｃ）未参加（   ） 

１．ひとり ２．近所等の同年の友人 

３．近所等の年上の友人 ４．近所等の年下の友人 

５．兄弟姉妹 ６．親，祖父母などの家族・親戚 

７．近所の大人（友人の親，公民館の方など） ８．留守家庭子ども会の友人 

９．決まっていない １０．その他（            ）

 

 

問４ お子さまは，学校から帰ってから，何人くらいで遊ぶことが一番多いですか？（１

つずつ） 

ａ）参加前（   ）   ｂ）参加後（   ）   ｃ）未参加（   ） 

１．ひとり ２．２人 

３．３～４人 ４．５～６人 

５．７人以上 ６．わからない 

 

 

問５ お子さまは，学校から帰ってから，どこで遊ぶことが一番多いですか？（１つずつ） 

ａ）参加前（   ）   ｂ）参加後（   ）   ｃ）未参加（   ） 

１．自宅内 ２．自宅周辺 

３．友人の家 ４．留守家庭子ども会 

５．小学校 ６．空き地 

７．公園・グラウンド ８．駐車場 

９．田畑・山林・海・川など １０．その他（          ） 
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問６ お子さまは，学校から帰ってから，何をして遊んでいますか？（よく遊ぶ順から３

つまで） 

ａ）参加前（   ）（   ）（   ）  

ｂ）参加後（   ）（   ）（   ）  

ｃ）未参加（   ）（   ）（   ）  

＜屋外での遊び＞ 

１．身体を使った遊び（おにごっこ、かくれんぼなど） 

２．公園での遊具遊び 

３．ボール遊び（サッカー、ドッヂボール、野球など） 

４．屋外でのごっこ遊び（ままごと、ヒーローごっこなど） 

５．自転車・一輪車・スケートボードなど 

６．動物（ペットなど）とのふれあいや虫取り・魚つり 

７．こま・竹馬などの昔遊び 

８．なわとび・ゴムとび 

９．探検・秘密基地づくり 

１０．その他屋外での遊び（                         ）

  

＜屋内での遊び＞ 

１１．テレビ・ＤＶＤを見る 

１２．友だちとのおしゃべり・シール交換 

１３．本を読む 

１４．屋内でのごっこ遊び（ままごと，おもちゃ・人形遊びなど） 

１５．お手玉・けん玉などの昔遊び 

１６．お絵かき・工作・折り紙・ものづくり 

１７．歌や楽器などの演奏 

１８．カードゲーム・ボードゲーム 

１９．携帯ゲーム機・パソコン・スマートフォン等の電子機器 

２０．その他屋内での遊び（                         ）

 

 

問７ お子さまは，学校から帰ってから，携帯ゲーム機やパソコン，スマートフォンなど

の電子機器をどれくらい使用していますか？（１つずつ） 

ａ）参加前（   ）   ｂ）参加後（   ）   ｃ）未参加（   ） 

１．３０分未満 ２．３０分～１時間未満 

３．１～２時間未満 ４．２時間以上 

５．わからない  
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※見守りサポーターとは，「わいわい広場」開催時にボランティアとして，わいわい先

生（現場責任者），補助員とともに，子どもたちの遊びの見守りにご協力いただいてい

る保護者の方々です。 

 

問８ 現在参加している・していないにかかわらず，「わいわい広場」について，今後期待

することは何ですか？（○はいくつでも） 

１．体育館や室内を利用し，雨天時等にも実施してほしい 

２．プレイワーカーの活動回数を増やし，子どもが遊ぶきっかけづくりをしてほしい 

３．子どもの自由な遊びを尊重し，原則として大人があまり介入しない遊びを継続して

ほしい 

４．遊びに詳しい地域の方や，サークル活動に参加されている地域の方などがもっと参

加できる機会を増やしてほしい 

５．有料となっても良いので，体験プログラムのメニューを増やしてほしい 

６．その他（                               ） 

７．特に希望はない（現状のままでよい） 

 

 

◆「見守りサポーター」についておたずねします◆ 

それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 
 

 

 

 

 

問９ 「見守りサポーター」に参加されたことがありますか？（○は１つ） 

 

１．ある                               ２．ない 

 

                   「２.ない」と答えた方は７ページ問１０へ 

 

問９－１ 「見守りサポーター」に参加されて，良かったと思うことは何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．子どもが友人と遊ぶ様子を間近で見られたこと 

２．子どもと一緒になって遊べたこと 

３．遊びの大切さを実感できたこと 

４．子どもの意外な一面を発見できたこと 

５．他の保護者や地域の方と話す機会やつながりができたこと 

６．「わいわい広場」の様子がわかったこと 

７．その他（                              ） 

８．特にない 
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問９で「見守りサポーター」に参加されたことが「１．ある」と答えた方へ 

問９－２ 「見守りサポーター」に参加されて，不安・不満に思うことは何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．参加する回数が多い 

２．参加する時間が長い 

３．何をすればいいのか，活動内容がわかりにくい 

４．参加している子どもがケガをしたとき，責任を感じる 

５．その他（                                ）

６．特にない 

 

 

問１０ 平日の放課後のお子さまの遊びや過ごし方，放課後等の遊び場づくり事業「わい

わい広場」について，ご意見やご要望等をご記入ください。 

 

質問は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。 



 

 

保護者のみなさまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査主体・お問い合わせ先】 

福岡市 こども未来局 放課後こども育成課  担当 江藤・正田 

ＴＥＬ：092-711-4236 
 

＊ 提出期限： 平成２６年 １月３１日（金） 

＊ 回収場所： 学校 

 

「放課後等の遊び場づくり事業（通称：わいわい広場）」

に関するアンケート（案） 

＜ご協力のお願い＞ 

 みなさまには，日ごろより市政の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 このアンケートは，放課後等の遊び場づくり事業「わいわい広場」への要望や，お子さまの

普段の遊びの様子を調査し，今後の事業の推進を図るための基礎資料とするものです。 

お答えいただいた内容は，すべて統計的な数値として処理された上で，活用させていただき

ますので個人の名前が出たり，他の目的に使用したりすることは，決してありません。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが，調査の趣旨をご理解いただき，ご協力いただきますようお

願いいたします。 

不明な点などございましたら，下記の問合せ先までご連絡ください。 

 

 

【ご記入にあたって】 

１．調査票を受け取ったお子さまがご家庭に２人以上いらっしゃる場合は，大変お手数ですが，

お子さまひとりにつき，一票のアンケートにご回答いただきますようお願いします。 

２．回答が「その他」にあてはまる場合は，お手数ですが（  ）内になるべく具体的にその

内容をご記入ください。 

 

放課後等の遊び場づくり事業 未実施校用 
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「遊び」は，体力向上はもちろんコミュニケーションの力を育み，ストレスを解消する等，子ど

もの成長に欠かせない栄養素です！ 

しかし現在は，子どもが集まって遊べる場や機会が減少しています。そのため体力の低下，我慢

ができない子ども，無気力な子ども等の増加につながっていると言われています。 

そこで福岡市では，使い慣れた学校施設を活用し，自由に安心して遊べるように，「放課後等の

遊び場づくり事業（通称：わいわい広場）」を行なっています。 

 

 

 

 

 

 

    

対 象 実施校の 1～6 年生のうち希望者。事前に参加登録が必要です。 

日 時 平日週 3 回程度 授業終了後～午後５時まで。冬期は午後 4 時 30 分までです。 

 ●土・日・休日等に企画事業を実施することもあります。 

場 所 校庭。実施校によっては，雨天時体育館等使用することもあります。 

内 容 自由遊び。ボール等の遊具貸出もあります。 

 ●プレイワーカーが，遊びを支援する日もあります。 

参加料 無料。万一のけが等に備える傷害保険の保険料は，保護者負担です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 小  学  校 合 計 

東 区 箱崎，香椎，香住丘，和白，千早，香椎東，香椎浜，香椎下原，千早西，香陵，松島，三苫 12 校

博多区 席田，春住，板付，那珂南，東光，東吉塚，東月隈，三筑 8 校

中央区 当仁，警固，草ヶ江，平尾，南当仁，小笹，福浜 7 校

南 区 玉川，日佐，大楠，若久，老司，長住，弥永，西長住，弥永西，東若久，野多目，柏原 12 校

城南区 長尾，鳥飼，別府，七隈，堤，城南，田島 7 校

早良区 西新，原，高取，百道，田隈，室見，原北，賀茂，有田，野芥，四箇田，小田部，百道浜 13 校

西 区 姪浜，今宿，金武，下山門，壱岐南，西陵，愛宕，福重，城原，姪北 10 校

計 69 校

●ランドセルを置いたまま，校庭で自由に遊べます。 

●たくさんの友達と，元気にいっぱい遊べます。 

●大人の見守りのもと，安心して遊べます。 
特 長 

わいわい広場 実施校（平成 26 年 1 月現在） 

放課後等の遊び場づくり事業「わいわい広場」とは・・・ 
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◆調査票を受け取ったお子さまについておたずねします◆ 
それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 

 

Ｆ１ お子さまに，兄弟姉妹はいらっしゃいますか？（○は１つ） 

１．はい（    人）※ご本人を含め ２．いいえ 

 

Ｆ２ お子さまが通われている小学校を教えてください。（○は１つ） 

１．名島小 ２．千代小 ３．高宮小 

４．長丘小 ５．片江小 ６．飯倉小 

７．愛宕浜小    

 

Ｆ３ お子さまの学年を教えてください。（○は１つ） 

１．１年生 ２．２年生 ３．３年生 

４．４年生 ５．５年生 ６．６年生 

 

Ｆ４ お子さまは，「留守家庭子ども会」に入会されていますか？（○は１つ） 

１．はい ２．いいえ 
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◆「わいわい広場」についておたずねします◆ 

それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 
 

問１ 放課後等の遊び場づくり事業「わいわい広場」についてご存知ですか？（○は１つ） 

 

１．知っている                            ２．知らない 

 

                    「２.知らない」と答えた方は４ページ問２へ 

問１－１ どのようにして「わいわい広場」をお知りになりましたか？（○は１つ） 

 

１．友人に聞いたから 

２．近隣校で実施されているから 

３．その他（                           ） 

問１－２ お子さまが通われている小学校で「わいわい広場」が実施されるようになっ

た場合，参加させたいですか？（○は１つ） 

 

１．参加させたい                      ２．参加させたいとは思わない 

 

              「２.参加させたいとは思わない」と答えた方は問１－４へ 

 

問１－３ お子さまを「わいわい広場」に参加させたい理由は何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．友達づくりのきっかけにしてほしいから 

２．外遊びをしてほしいから 

３．帰宅せずにそのまま遊べて便利そうだから 

４．他の場所で遊ばせるよりも，安全・安心そうだから 

５．他の学年の子どもとも交流してほしいから 

６．周りの友人が参加しそうだから 

７．親が不在の時間に子どもをひとりにしておくのが心配だから  

７．その他（                              ） 

 

問１－２で「わいわい広場」に「２.参加させたいとは思わない」と答えた方へ 

問１－４ お子さまを「わいわい広場」に参加させたいとは思わない理由は何ですか？ 

（○はいくつでも） 

１．近所の友人等と遊んでいるため，不要だから 

２．保護者が面倒をみるため，不要だから 

３．子どもの周りの友人が参加しそうにないから 

４．他の場所で預かってもらうため，不要だから 

５．放課後の遅い時間まで，子どもを預けるのが心配だから 

６．その他（                              ） 
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◆お子さまの遊びについてお聞かせください◆ 
それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 

 

問２ お子さまは，学校から帰ってから，どれくらい外で遊んでいますか？（○は１つ） 

１．３０分未満 ２．３０分～１時間未満 

３．１～２時間未満 ４．２時間以上 

５．わからない  

 

 

問３ お子さまは，学校から帰ってから，誰と遊ぶことが一番多いですか？（○は１つ） 

１．ひとり ２．近所等の同年の友人 

３．近所等の年上の友人 ４．近所等の年下の友人 

５．兄弟姉妹 ６．親，祖父母などの家族・親戚 

７．近所の大人（友人の親，公民館の方など） ８．留守家庭子ども会の友人 

９．決まっていない １０．その他（            ）

 

 

問４ お子さまは，学校から帰ってから，何人くらいで遊ぶことが一番多いですか？（○

は１つ） 

１．ひとり ２．２人 

３．３～４人 ４．５～６人 

５．７人以上 ６．わからない 

 

 

問５ お子さまは，学校から帰ってから，どこで遊ぶことが一番多いですか？（○は１つ） 

１．自宅内 ２．自宅周辺 

３．友人の家 ４．留守家庭子ども会 

５．小学校 ６．空き地 

７．公園・グラウンド ８．駐車場 

９．田畑・山林・海・川など １０．その他（            ）
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問６ お子さまは，学校から帰ってから，何をして遊んでいますか？（よく遊ぶ順から３

つまで） 

（   ）（   ）（   ）  

＜屋外での遊び＞ 

１．身体を使った遊び（おにごっこ，かくれんぼなど） 

２．公園での遊具遊び 

３．ボール遊び（サッカー，ドッヂボール，野球など） 

４．屋外でのごっこ遊び（ままごと，ヒーローごっこなど） 

５．自転車・一輪車・スケートボードなど 

６．動物（ペットなど）とのふれあいや虫取り・魚つり 

７．こま・竹馬などの昔遊び 

８．なわとび・ゴムとび 

９．探検・秘密基地づくり 

１０．その他屋外での遊び（                         ）

 

＜屋内での遊び＞ 

１１．テレビ・ＤＶＤを見る 

１２．友だちとのおしゃべり・シール交換 

１３．本を読む 

１４．屋内でのごっこ遊び（ままごと，おもちゃ・人形遊びなど） 

１５．お手玉・けん玉などの昔遊び 

１６．お絵かき・工作・折り紙・ものづくり 

１７．歌や楽器などの演奏 

１８．カードゲーム・ボードゲーム 

１９．携帯ゲーム機・パソコン・スマートフォン等の電子機器 

２０．その他屋内での遊び（                         ）

 

 

問７ お子さまは，学校から帰ってから，携帯ゲーム機やパソコン，スマートフォンなど

の電子機器をどれくらい使用していますか？（○は１つ） 

１．３０分未満 ２．３０分～１時間未満 

３．１～２時間未満 ４．２時間以上 

５．わからない  
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※見守りサポーターとは，「わいわい広場」開催時にボランティアとして，わいわい先

生（現場責任者），補助員とともに，子どもたちの遊びの見守りにご協力いただいてい

る保護者の方々です。 

◆「見守りサポーター」についておたずねします◆ 

それぞれあてはまる番号を〇で囲んでください 
 

 

 

 

 

問８ 「見守りサポーター」に協力したいと思いますか？（○は１つ） 

 

１．協力したい                            ２．協力したくない  

 

 

問８で「見守りサポーター」に「２.協力したくない」と答えた方へ 

問８－１ 「見守りサポーター」に協力したくない理由は何ですか？（○はいくつでも） 

１．仕事や用事があり，忙しい 

２．他の子どもの面倒を見るのが不安 

３．その他（                               ）

４．特にない 

 

問９ 平日の放課後のお子さまの遊びや過ごし方，放課後等の遊び場づくり事業「わいわ

い広場」について，ご意見やご要望等をご記入ください。 

 

質問は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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