
■わいわい広場 開設状況 （平成28年3月現在　97校）
区 実施校 開設年度 開設回数 雨天時 区 実施校 開設年度 開設回数 雨天時

香椎浜 15年度 週3回 中止 鳥飼 16年度 週3回 体育館・図書室
・家庭科室

箱崎 18年度 週3回 中止 別府 22年度 週3回 中止
香椎東 18年度 週3回 体育館 田島 23年度 週3回 中止

香陵 22年度 週3回 中止 城南 23年度 週3回
体育館・図書室・
ふれあいルーム

千早 23年度 週3回 体育館等 堤 23年度 週3回
体育館・低学年学習室・フ
リールーム・学習ランド

若宮 26年度 週3回 中止 七隈 24年度 週3回 中止
千早西 23年度 週3回 中止 長尾 25年度 週2回 中止

香椎下原 23年度 週3回 中止 南片江 25年度 週3回 中止

香椎 24年度 週3回 図工室等 片江 26年度 週2回
火は体育館，金は
学校都合による

和白 24年度 週3回 中止 百道 15年度 週3回 火・体育館，水金・中止

三苫 24年度 週3回 中止 有田 18年度 週3回 体育館
松島 25年度 週3回 中止 原北 21年度 週3回 中止

香住丘 25年度 週3回 中止 西新 22年度 週3回 中止
八田 25年度 週3回 中止 四箇田 23年度 週3回 中止
照葉 26年度 週3回 中止 原 23年度 週3回 中止

東光 16年度 週3回 多目的室･おはなしルーム外 高取 23年度 週3回 中止

席田 21年度 週3回
空き教室（体育
館・家庭科室・図

室見 24年度 週3回 中止

三筑 22年度 週3回
体育館・家庭科

室・図書室
百道浜 24年度 週3回 中止

板付 23年度 週3回 中止(火のみ体育館） 田隈 24年度 週3回 中止
那珂南 23年度 週3回 中止 賀茂 24年度 週3回 中止
春住 23年度 週3回 中止 小田部 24年度 週3回 中止

東月隈 24年度 週3回 中止 野芥 25年度 週3回 中止
東吉塚 24年度 週3回 中止 原西 25年度 週3回 中止
東住吉 25年度 週3回 中止（PW来校日のみ体育館） 有住 26年度 週3回 中止
那珂 26年度 週3回 中止 大原 26年度 週3回 中止

板付北 27年度 週3回 中止 飯原 26年度 週3回 中止
南当仁 15年度 週3回 中止 田村 27年度 週3回 中止
草ヶ江 21年度 週3回 図工室 飯倉中央 27年度 週3回 中止
当仁 22年度 週3回 中止 入部 27年度 週3回 中止
平尾 23年度 週3回 体育館 金武 16年度 週3回 中止
福浜 23年度 週3回 体育館等 周船寺 26年度 週3回 中止
小笹 23年度 週3回 中止 愛宕 21年度 週3回 中止
警固 24年度 週3回 中止 壱岐南 22年度 週3回 中止
高宮 26年度 週2回 中止 姪浜 23年度 週3回 中止

若久 17年度 週3～5回
体育館・多目的ルー
ム・ふれあいルーム

西陵 23年度 週3回 中止

弥永 21年度 週3回 体育館等 姪北 23年度 週3回 中止
野多目 21年度 週3回 中止 今宿 23年度 週3回 中止
弥永西 22年度 週3回 中止 城原 24年度 週3回 中止
大楠 23年度 週3回 中止 下山門 24年度 週3回 火→体育館，月金→中止

老司 23年度 週3回 中止 福重 24年度 週4回 南校舎1F 地域交流室

長住 24年度 週3回 中止 玄洋 25年度 週3回 中止
柏原 24年度 週3回 中止 石丸 26年度 週3回 中止
玉川 25年度 週3回 中止 壱岐 27年度 週3回 中止

東若久 25年度 週3回 中止 内浜 27年度 週2回 中止
西長住 25年度 週3回 中止 壱岐東 27年度 週3回 中止
日佐 25年度 週3回 中止 愛宕浜 27年度 週3回 中止
宮竹 26年度 週3回 中止
花畑 26年度 週3回 中止 40校 麻生教育サービス株式会社

東花畑 27年度 週4回 体育館・低学年図書室 24校 株式会社テノ．コーポレーション

高木 27年度 週3回 中止 23校 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
塩原 27年度 週3回 中止 5校 特定非営利活動法人そだちの庭

3校 リーフラス株式会社
2校 地域型

97校

【参加者数等統計】 平成27年度※1月末
 1. 実施校数 93校
 2. 登録児童数 11,853人
    登録児童数（1校平均） 127人
 3. 見守りサポーター登録数 3,080人
    見守りサポーター登録数（1校平 33人
 4. 参加児童数 167,816人
     参加児童数（1回平均） 32人
※南片江の開設日は平成26年4月であるが，平成25年度実施校数に含む
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【環境】
• 熱中症対策
• PM2.5の不安への対処

わいわい広場の課題

わいわい先生

補助員

プレイワーカー

見守り
サポーター

【スタッフ】
• わいわい先生の事業趣旨理解度の向上
• わいわい先生の資質・能力の向上

• 補助員の事業趣旨理解度の向上
• 各校における補助員活動内容の違い

• 見守りサポーターの登録数・参加数の増加策
の検討

• プレイワーカー登録者の不足
• 各プレイワーカーの事業趣旨に対する理解度

や活動内容の違い

• スタッフ間の連携・コミュニケーション不足
• 課題のある現場への支援

【留守家庭子ども会】
• 留守家庭主任支援員のわいわい広場に

対する理解度の違い
• 留守家庭子ども会とわいわい広場との

効果的な連携

【学校】
• わいわい広場の理解度の向上
• わいわい広場に対する協力体制の違い

【地域・保護者】
• わいわい広場の理解度の向上
• わいわい広場に対する協力体

制の違い

【普及・啓発・ＰＲ】
• 遊びの意義の普及・啓発
• わいわい広場の趣旨の普及・啓発
・ 企画事業の位置付け

【実施校】
• 新規開設校拡大（全

校区展開）
• 地域型運営の研究

【市】
• 厳しい財政状況

【児童】
• 登録児童数・参加児童数が少ない

学校への対応
• 特別な配慮を要する児童への対応
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人材育成について 

＜平成27年度研修実施状況＞ 

１ わいわい先生・補助員 実地研修（※１） 

（１）趣旨

自校の課題を整理して，他校のわいわい広場の取り組みについて実際に体験することで，

自校のわいわい広場に活かせるものは積極的に取り入れたり，またアレンジしたりするこ

とによって，わいわい広場がより一層魅力的な場所となるように目指すため実施。

（２）対象者

わいわい先生及び補助員（希望者のみ）

（３）実施要領

○わいわい先生

・事前に行きたい学校のわいわい先生と連絡をとり，研修日等を決める。

・研修前に学びたいこと，気になっていること等を整理する。

・当日は補助員として，研修先のわいわい先生をサポートする立場で従事する。

・研修修了後は，事業者を通じて報告書を提出する。

○補助員

・事前に自校のわいわい先生を通して，行きたい学校のわいわい先生に連絡をとり，研

修日等を決める。

・研修前に学びたいこと，気になっていること等を整理する。

・当日は補助員として，研修先のわいわい先生をサポートする立場で従事する。

・研修修了後は，事業者を通じて報告書を提出する。

（４）実施状況

○平成27年 6～10月に実施

○わいわい先生47名，補助員12名が研修を受講

研修名 実施日 参加者数 内容

H27.4.8 85
・西日本短期大学准教授　山下智也氏による講演
「子どもへのまなざし～子どもにとって遊びとはなぜ大事？～」

・グループワーク（わいわい先生による意見交換等）

H27.5～10
※１

47 他校わいわい広場への実地研修（希望者のみ）

H27.9～H28.2
※２

39

・新規校開設時期に合わせて，合計３回開催。
・新任わいわい先生やPWを中心に延べ30人以上が参加
・「わいわい広場事業概要説明」，「わいわい広場の意義及び遊
びの効用について」，「遊び場におけるリスクマネジメント」

H27.12.24
※３

98
テーマ別選択研修（わいわい広場の普及・啓発，児童への対応
など）

H27.4～5 313
「わいわい広場の意義及び遊びの効用について」
「遊び場におけるリスクマネジメント」

H27.5～10
※１

12 他校わいわい広場への実地研修（希望者のみ）

ＰＷ研修 H27.3～4 31 各PWの課題及び取組についての意見交換

留守家庭主任支援
員研修

H27.5.10 277
「わいわい広場の現状について」
「留守家庭子ども会とわいわい広場の連携について」

わいわい先生研修

補助員研修
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２ 新任わいわい先生研修（※２） 

（１）趣 旨

現場責任者「わいわい先生」の人材育成については、受託者に研修の実施も含めて委託し、児

童との接し方や安全管理等に関する知識・技能の向上を図っているが，さらに、本市主催の研修

会・講演会・情報交換会などの参加機会を設けることにより，事業趣旨等への理解の徹底を図って

いるところである。 

特に，新任のわいわい先生については，わいわい広場を経験していない方も多く，事業趣旨等

の理解が不足していることや，今後一人で現場に配置されることに対する精神的な不安も大きいた

め，事業趣旨の理解を深めることや関係者との交流の深めるため，現場に入る前に必ず，本市主

催の研修会を開催しているところである。 

（２）対象者

①新規開設校のわいわい先生

②わいわい先生の退職等により，今後配置予定のわいわい先生

③わいわい先生の退職等により配置されたが，新任わいわい先生研修を受講していないわ

いわい先生

④その他，受講を希望するわいわい先生

⑤プレイワーカー登録者で希望する者

（３）実施状況

（４）研修内容（基本）

場所
参加
者数

内訳

第１回 H27.9.3 9:30～17:30
あいれふ
研修室A

20人 ①4人，②1人，③5人，④4人，⑤3人，その他3人

第２回 H27.10.22 9:30～17:30
あいれふ
研修室A

11人 ①3人，③1人，⑤6人，その他1人

第３回 H28.2.16 9:30～17:30
天神ツインビル
402研修室

8人 ①4人，②1人，③1人，④1人，⑤1人

日時

時間 テーマ 内容等

9:30～10:15 1限目「わいわい広場及び運営について」 説明（福岡市）

10:15～11:00 2限目「学校や地域との連携について」 講話（福岡市青少年育成コーディネーター）

11:00～12:30 3限目「子どもが育つ栄養素，遊びについて」 講師「PLAY FUKUOKA古賀氏，折居氏」

13:30～17:30 4限目「遊び場におけるリスクマネジメント」 同上（ワークショップ等）
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３ 平成27年度第3回わいわい先生研修（※３） 

（１）概 要

わいわい先生研修実施後の参加者アンケートの中で，要望の多かったテーマを中心に 4 つ

の研修テーマを用意し，研修テーマごとに講師や市職員を配置し，講義やグループワーク等

を行う。わいわい先生は希望する研修を受講する。研修時間を前半と後半の 2 コマに分け，

どちらも同様の内容で実施。わいわい先生は前半と後半で違う研修テーマを受講する。

（２）対象者

全わいわい先生等 ※出席者 98 名

（３）日時

平成 27 年 12 月 24 日（木） 13：30～17：30

（４）場所

あいれふ 10 階 講堂 ほか （福岡市中央区舞鶴 2 丁目 5 番 1 号）

（５）研修スケジュール

13：30～13：50 あいさつ・移動（各研修会場へ）

13：50～15：30 テーマ別研修

15：30～15：40 休憩・移動（各研修会場へ）

15：40～17：20 テーマ別研修

17：20～17：30 移動（10 階講堂へ）・事務連絡等

（６）研修内容

内容等 講師

○わいわい広場での遊びについて

他校のわいわい広場ではどのような遊びが行われているか，わいわい先生が子

どもたちの遊びを支えるためにどのような工夫をしているか，どのような遊びが

生まれたり展開したりしているか等について，わいわい先生同士で情報交換を行

う。

受講するわいわい先生は，情報交換の材料になるようなもの（遊びの内容や

工夫していることがわかる写真，わいわい広場で用意している素材等）を用意

して参加。

ファシリテーター

古賀 彩子 氏

（PLAY FUKUOKA 代表） 

○関係者へのPRについて（わいわい広場への理解を広めるために）

わいわいだより等の保護者への PR，登録児童数や見守りサポーターの登録数

を増やす方策等について，わいわい先生同士で情報交換を行う。

受講するわいわい先生には，わいわいだよりを事前に提出させ，当日配布す

る。そのほか，情報交換の材料になるようなもの（関係者への広報物等）があ

れば，用意して参加。

ファシリテーター

青少年育成

コーディネーター

○児童への対応について

児童がなかなか言うことを聞いてくれない，ルールを守ってくれない，ケンカ

をする等，児童対応に苦慮するような場面で，どのように児童に接したら良いか

等について，ロールプレイを使ったワークショップ等を交えながら講義を行う。 

講師

山下 智也 氏

（西日本短期大学准教授）

○危ないとの付き合い方（リスクマネジメント）

わいわい広場における危ないとの付き合い方や，ケガ・事故が起きた時の対

応等について講義等を行う。

講師

折居 弘滋 氏

(PLAY FUKUOKA 副代表)
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平成27年度第3回わいわい先生研修　　アンケート集計

■受講した研修テーマについてご記入ください

①わいわい広場での遊びについて

8 1 未回答1 9 1 未回答2

②関係者へのPRについて（わいわい広場への理解を広めるために）

18 1 未回答1 13 3 未回答3

③児童への対応について

24 3 未回答4 23 3 未回答5

25 3 未回答9 17 0 未回答11

④危ないとの付き合い方（リスクマネジメント）

13 0 未回答1 12 0 未回答1

14 0 未回答2 8 0 未回答2

8 27

24 28

13

H27.12.24

27 8

21

0

1 0

7 27

23 24

1612 34

0

1 4 0

16

10 7

0 1

0 0

2 0 2

1 2 015

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

５ ４ ３ ２ １

・わかりやすかったですか。
（わかりやすかった） （わかりにくかった）

５ ４ ３ ２ １

・内容は十分でしたか。
（もっと詳しく） （十分だった） （もっと簡潔に）

５ ４ ３ ２ １

・講師の声の大きさ，話すスピードは。
（よい） （悪い）

５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

５ ４ ３ ２ １

・時間はちょうどよかったですか。
（もっと長く） （ちょうどよかった） （もっと短く）

５ ４ ３ ２ １

・時間はちょうどよかったですか。
（もっと長く） （ちょうどよかった） （もっと短く）

５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

５ ４ ３ ２ １

・わかりやすかったですか。
（わかりやすかった） （わかりにくかった）

５ ４ ３ ２ １

・内容は十分でしたか。
（もっと詳しく） （十分だった） （もっと簡潔に）

５ ４ ３ ２ １

・講師の声の大きさ，話すスピードは。
（よい） （悪い）

５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

５ ４ ３ ２ １

●今後実施してほしい研修内容があればお書きください。

・児童への対応（より具体的に，もっと掘り下げたもの，問題行動・ケンカ等に対する対応等）・・・7

・関係者との関わり方，対応（保護者，留守家庭子ども会，昼間校庭開放，学校，地域等）・・・7

・企画事業，イベントについて（他校の事例，あり方等）・・・7

・遊びについて（見守りとの違い，遊具について，体育館での遊び，実技を交えたもの等）・・・6

・他校の先生との意見交換（募集案内，全校児童数が同じくらいの先生同士での話合い，事例発表等）・・・5

・物作り，工作教室等・・・4

・リスクマネジメント・・・4

・特別支援学級の児童等の対応・・・2

・見守りサポーターの確保について・・・2

・救急法（AED）・・・2

・わいわい先生の役割について（こどもとの関わりについてどこまでやるのか）・・・2

・補助員に対するわいわい広場理解を深めるための研修・・・1

・雨天が続くときのわいわい先生の良い仕事について・・・1

・理念的な研修ではなく，実務的，実践的な研修・・・1

・PWと合同のワーク・・・1

・今回のテーマをさらに深めてほしい・・・1

・今のところは十分・・・1

・希望なし，記載なし・・・56
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平成28年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 わいわい広場の研修について

【第1回研修】

○4月13日（水）13:30～

○場所：あいれふ講堂

○講演：横山委員による講演

○意見交換会（グループ討議）

・テーマ：「わいわい広場が目

指す遊び場を実現するための知

恵と工夫」

・各グループ発表

・横山委員などによる講評

【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】

○１２月

○テーマ別研修

○平成２７年度第3

回研修を基本に今後

検討予定。

事業者協議（随時実施）

研修（3月18日（金），22日（火））

○平成27年度PW登録者で平成28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

・平成２８年度わいわい広場の概要

・わいわい広場の目指すPW像

・ＰＷ同士の意見交換

○4月以降，別途希望者がいれば個別対応する。

研修

○補助員の意見交換をﾒｲﾝにした講習を4～6月に実施予定

○テーマ：「わいわい広場が目指す遊び場を実現するための

知恵と工夫」

○実施回数：8回（各区＋市役所）

○場所・日時未定

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。

※プレイワーカー養成講座には，PWの

登録者増を目指して，昨年度と同様にわ

いわい広場での実地研修を追加する。

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PW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。
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普及・啓発活動について 

 
１．主な普及・啓発活動（H27）  

（１）関係者研修 

○わいわい先生・補助員・ＰＷ研修を実施。実施状況の詳細については，Ｐ４「人材育成

について」を参照。 

     

（２）関係者説明・講演等 

○校長会，ＰＴＡ協議会，自治協議会，民生委員・児童委員協議会の総会・理事会・役員

会等において，放課後こども育成課職員によるわいわい広場の説明や資料配布を実施。

学校及び地域関係者等に，わいわい広場の現状や意義等について情報提供を行い，普

及・啓発に努めた。 

 

 

○未実施校を中心にした青少年育成コーディネーターによる普及・啓発を積極的に行い，

平成27年度は11校の新規開設を行う。 

 

○福岡市出前講座（城南高校学生へのわいわい広場説明（H27.11.11） 
    ※参考資料１ 

 

   ○岐阜県美濃市放課後ランド実行委員会主催の講演会（H28.3.4） 

    ※参考資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 実施日 備考

校長会 H27.4.23
全小学校長を対象に，放課後こども育成課長による
説明及び資料配布

ＰＴＡ協議会 H27.5.7 理事会において資料配布

H27.5.27
７区会長会において，放課後こども育成課長による
説明及び資料配布

H27.5～7
各区会長会において，放課後こども育成課長による
説明及び資料配布（全7回）

H27.4～6
各区役員会において，放課後こども育成課長による
説明及び資料配布（全7回）

H27.5.1
理事会において，放課後こども育成課長による
説明及び資料配布

H27.5 各区地区会長会において資料配布

H27.5 各地区民生委員・児童委員協議会において資料配布

自治協議会

民生委員・児童委員協議会
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（３）保護者アンケート調査 

①目的 

    わいわい広場の本格実施から 4 年以上経過したことを踏まえ，本事業実施校及び未実

施校の保護者からの感想や意見を聴き取ることにより，事業内容の検証と評価を行い，

新規開設の推進と既開設校の更なる活性化を図ることを目的とする。 
    なお，アンケート調査を実施することにより，学校関係者・保護者等のわいわい広場

に対する理解等を促進するひとつの契機とし，わいわい広場の意義や遊びの効用の普

及・啓発に努める。 
 

②調査対象 

◆調査校：実施校 11 校（箱崎，千早，東住吉，草ヶ江，花畑，若久，田島，室見， 
有田，姪浜，愛宕浜） 
未実施校 7 校（青葉，弥生，春吉，筑紫丘，堤丘，飯倉，元岡） 

◆調査対象者：調査校の保護者 
◆調査方法：調査票を該当する小学校に郵送し，担任教諭から全児童に配布。担任教諭

が回収し，学校ごとに取りまとめる。 
◆調査期間：平成 28 年 2 月上旬配布，2 月中旬回収，2 月下旬～3 月集計・報告書作成 

 

（４）アンケート内容 

 

 
 
 

■H28.1　アンケート調査項目（実施校・未実施校比較）

実施校 未実施校

- （２）どのように知ったか（友人から，近隣実施校　など）

（２）参加登録の有無（参加登録している・していない） （３）参加意向（参加させたい・させたくない）

（３）参加登録の理由（安全安心，外遊びをさせたい，便
利，子どもが希望，友だちづくり，異学年交流など）

（４）参加させたい理由（安全安心，外遊びをさせたい，友
だちづくり，便利，異学年交流，友人が参加しそう　など）

（４）参加による変化（外遊びの増加，友人の増加，学校
が楽しみ，元気になった，夜眠れる，会話の増加など）
　※具体的なエピソードの収集

-

（５）参加しない理由（近所の友人と遊ぶため，保護者が
面倒をみる，友人が参加していない，他に預かり場所が
ある，登録手続きが面倒など）

（５）参加させたくない理由（近所の友人と遊ぶため，保護
者が面倒をみる，遅くなるので心配，友人が参加しそうに
ない，他に預かり場所がある　など）

（７）わいわい広場に今後期待すること -

（１）見守りサポーターへの参加の有無 （１）見守りサポーターに協力したいか

（２）参加して良かったこと（子どもの様子を見られた，わい
わい広場の様子がわかった，保護者・地域とつながりが
できた，一緒に遊べた，意外な一面の発見，遊びの大切
さを実感　など）

-

（３）参加して不安・不満に思うこと（参加者のケガへの責
任，活動内容が分りにくい，時間が長い，参加回数が多
い　など）

（２）協力したくない理由（仕事や用事がある，他の子ども
を見るのが不安，その他　など）

４．見守りサポー
ターについて

３．お子さまの遊
びについて

（１）学校から帰って外で遊んでいる時間

（２）学校から帰ってよく遊んでいる人（ひとり，近所等の同年の友人，近所等の年上の友人，近所等の年下の友人，
兄弟姉妹，家族・親戚，近所の大人，留守家庭子ども会の友人　など）

（３）学校から帰って遊ぶ人数

（４）学校から帰ってよく遊ぶ場所（自宅内，自宅周辺，友人の家，留守家庭，小学校，空き地，公園，駐車場，田畑・
山林・海・川　など）

（５）学校から帰って遊んでいること（テレビ・DVD，電子機器（ｹﾞｰﾑ・ﾊﾟｿｺﾝ・ｽﾏﾎ等），身体を使った遊び，ボール遊
び，公園での遊具遊び，お絵かき・工作等，読書，屋内遊び　など）

（６）学校から帰って電子機器を使用している時間

１．基本属性

（１）兄弟姉妹の有無・数

（２）通っている小学校

（３）学年

（４）「留守家庭子ども会」の入会の有無

２．わいわい広
場について

（１）認知度（知っている・知らない）
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（５）その他 

○入学説明会等での保護者への広報 
○わいわい便りの配布 
○わいわい広場の企画事業実施時（各校年１回以上）及び普及・啓発プロジェクトにおけ

る，わいわい先生等による普及・啓発活動 
○福岡市生活ガイド，福岡子育て情報ガイドなどの福岡市作成の広報誌等への掲載 
○HP ふくおかこども情報（FACE BOOK 含む）への掲載 
○折り畳みリーフレット等の増刷・配布 
○朝日新聞 市政広告特集への記事掲載（H28.1.1） ※参考資料３ 

  ○受験ジャーナルの職員紹介欄への記事掲載（H28.3） ※参考資料４ 
  ○他都市・学識経験者等の視察対応              

 

 

 

２ 平成 28年度の普及・啓発活動について  

  平成27年度実施した普及・啓発活動を基本に継続。 

日時 視察者等 目的 対応状況

平成27年3月11日（水）

古賀市青少年育成課子
ども体験広場地域活動
指導員ほか域関係者8
名

○地域によるプレイパーク検討のため
○プレゼン資料，折り畳みリーフレット等を配布
○わいわい広場の説明
○現場視察（草ヶ江小）

平成27年9月9日（水）
那覇市教育委員会学校
教育部青少年育成課職
員1名

○放課後子ども教室の参考とするため
○プレゼン資料，折り畳みリーフレット等を配布
○わいわい広場の説明
○現場視察（当仁小）

平成27年11月4日（水）
宮崎市社会福祉事業団
職員3名

○宮崎市 100 ％出資の法人
○児童厚生施設の指定管理運営
○放課後健全育成事業の受託
○上記事業等の参考とするため

○プレゼン資料，折り畳みリーフレット等を配布
○わいわい広場の説明
○現場視察（東住吉小）

平成27年11月18日（水）
九州工業大学　佐久間
治教授

○「子どもにやさしい都市のための都市環
境評価システムに関する研究」のため

○プレゼン資料，折り畳みリーフレット等を配布
○わいわい広場の説明
○第4次福岡市子ども総合計画の説明

平成27年11月20日（金） 民間事業者　1名
○受託事業である千葉県浦安市「異年齢
児童交流ひろば」などの参考とするため

○プレゼン資料，折り畳みリーフレット等を配布
○わいわい広場の説明

平成26～27年度
九州大学大学院　白坂
氏

○わいわい広場を研究対象とした論文作
成のため

○保護者アンケート調査データの提供
○現場ヒアリング調整（柏原小ほか）
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