
アンケート
「コロナ禍で子どもの遊びどうしてる？」

NPO法人 沖縄県学童・保育支援センター
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０．調査概要
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実施期間 2020年11月

方 法 インターネット調査

実施主体 NPO法人沖縄県学童・保育支援センター

そ の 他 アンケート作成にあたっては、下記団体に
協力いただきました。
・一般社団法人 沖縄じんぶん考房
・一般社団法人 千和
・ももやま子ども食堂

０．調査概要
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コロナストレスの解消

屋外への学習活動

集められる人数の基準

消毒作業による疲弊

例年子どもたちが楽しみにしてい
るイベントや行事が行えないこと

行事運営面

その他の内容
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感染対策での悩み・困り事

１．屋内での対策・活動
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友達同士お互い離れて遊ぶのは
やはり無理がある



１-１．屋内での対策・活動について

室内でのマスク着用・ソーシャルディスタンスは
どこまでやったらいいの？

どうしても密になってしまう。
限られたスペースでソーシャルディ
スタンスが出来ない。

マスク着用を強制するべきなのか。。
できればしたくないのですが。。

部屋が狭いので、10名ずつで過ごし、
他の子は廊下や外で過ごしている状
況
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マスク着用していますが、声が聞き
づらく、カルタや折り紙遊びの大事
なところがやりにくいです

マスクをしたがらない子にたびたび
注意すると関係が悪くなるので困る

マスクをしたがらない子どもが多い



１-２．屋内での対策・活動について

遊具や共有部分の消毒はどこまで？

どこまで消毒を行ったらいいのかな
と思っています。
玩具のみなのか……子どもたちが過ご
した場所も全て消毒が必要なのか……

クラブにある玩具を毎日消毒するの
は、時間的にも経済的にも難しく、
適度な消毒期間を知りたい

本の消毒は軽く拭くくらいですが大
丈夫でしょうか？
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遊具や普段触れるモノ、壁手すりな
どどれぐらいの頻度で除菌が必要な
のか

部屋での遊びは常に密で、毎回毎回
消毒などできないが、閉所後消毒し
ても効果はえられるのか？

手洗いは徹底していけるが、消毒は
保護者の思いもあり、強制はできな
い。
お迎え時の感染リスクの軽減の仕方
など。



１-３．屋内活動について

消毒・換気方法について
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ハンドタオルの持参、
アルコール除菌、次亜塩素酸水
噴霧（ジアイーノ3台稼働）、
手洗い・うがいの励行、検温等対策
を実施。感染対策の為の衛生管理で
スタッフが疲弊してしまう時期が
あった。

手を消毒？触ったところを消毒？ど
ちらを優先？それとも、どちらも大
切？

換気がなかなかできない部屋の作り
で困っている。

空気清浄機やサーキュレー
ターを数台入れているがい
い案がないか教えてほしい。

毎日床をハイターを希釈して（厚労
省ホームページ参考）使用している
が、注意書きに肌の弱い人への配慮
が書かれていた。児童クラブ施設で
使用する際、児童が手に触れる机や
玩具消毒に使用しても差し支えない
か？

雑巾も消毒するー？



１-４．屋内活動について

室内遊びはどうしても密に・・・
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マスク着用は子ども達に徹底してい
ます。
その中で子ども達が夢中になるとつ
い密になったり距離が近かったり、
大人が過剰に声かけしてしまい
遊びが止まってしまったりします。

換気や室内の消毒（子ども達が触れ
るもの、場所など）は徹底していま
すが、狭い室内でのソーシャルディ
スタンスを十分に取れないのが不安
です。

基本、室内ではマスク着用をしてい
ますが、遊びの中での子ども同士の
密着は避けられない状態です。
マスクをしていれば、問題ないのか
どうかが不安です。

遊びの前後は、やはり消毒に時間が
かかります。職員配置も考慮しなけ
ればならないので、児童に説明を加
えた上で、遊び時間を短縮を行って
います。

保育スペースの制限や遊びの人数制
限を行うべきか？



１-５．屋内活動について

室内での遊びで注意する事は？

ボール遊びなどの集団遊びをしてい
ると結構、密状態で児童が近づいて
います。今まで通りにさせつつ、終
わったあとの手洗いだけで大丈夫な
のか。今の所何も無いですが。最近、
沖縄の感染者が増える中、楽しんで
いる児童に更に制限を掛けて良いも
のか？
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運動遊び（ドッヂボールやバスケッ
トボール等の球技）
は実施しても良いか？

レゴブロックや、ボードゲームなど、
対面で長時間接触の続く遊びを制限
していますが、これを提供するにあ
たっての対策について助言をいただ
きたい。もしくは、今のまま制限す
ることが最善の方策なのかも知りた
い。

戦いごっこなど身体が接触するあそ
びの制限は必要か？

子供が自然に近くで遊ぶことはいい
のに、療育となるとそういった近い
距離で行うレクや運動療育は避けな
ければならないのか？教えてくださ
い。



感染対策での悩み・困り事

２．屋外活動
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子ども達を外で遊ばせたいが
感染対策を講じていても、

『コロナ禍で団体での活動をしている』
などの地域の目が気になる



２-１．屋外活動について

屋外でのマスク着用は必要？

野外遊びに関してはあまり
配慮をしないまま対応して
おります。何か気を付けた
方が良いことなどあります
か？

公園などでボールとかで遊
ぶ時マスクは必要なのか
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走り回るため、飛沫感染が
気になります。

「正しく恐れる」というこ
とで、屋外でマスクをつけ
ないという方がいるが、専
門家からの助言をいただき
たい。

園庭にて外遊びを行ってい
るが、乾燥や感染流行が懸
念されるこの時期、児童の
マスク着用を義務付けるべ
きか？

校庭への行き帰りは、マス
クをするようにしているが、
運動系の遊びでははずして
いいことにしている。それ
でいいのか。

コロナウイルス
は、屋外や日光
などで不活性化
するのか？



２-２．屋外活動について

公園での感染症対策は？

公園の遊具とかで感染するこ
ともあるの？
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公園へ行く場合も、アルコー
ルを持参し遊具に触れ、遊ん
だ後は子ども達に手洗いとア
ルコールでの消毒を促してい
ます。

公園で遊んでも大勢が集まれ
ば、クラスターになるのでは
ないか

他の公園利用者への気遣いで、
極力密の少ない時間帯や公園
を選択しますが、他の利用者
(児童)との密を防ぐ方法が難
しい。一般の利用者も、学童
クラブというだけで、感染し
やすいイメージを持たれてい
るのか、嫌な顔をされます。

コロナ禍でなかなか外出する
機会がないのにも関わらず、
さらに公園の遊具などをロー
プで使えないようにされるの
は困る。
それぞれが使う前に手指の消
毒、使った後の遊具などの消
毒をすればいいのでは？



感染対策での悩み・困り事

３．食事の場面
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予防をしたとしても、食事を集団でとることに関してはかなりリ
スクが高い活動だと思っています。

会話なしでただただ黙って食事をとることは
活動の趣旨とも反してしまう部分もあり

現在の食事活動は必要不可欠な活動だと思っています。

この部分に関しては感染者が出てしまってもしょうがないと
思いながら活動しているのが正直なところです。



３-１．食事の場面について

おやつは手作り？ 個包装？

個包装のおやつに子どもたちが飽
きてきているので、手作りのおや
つも上げたいので感染対策に気を
つけながら現在は行っているが、
これで良いのか？悩んでいます。
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手作りおやつをしてもいいのか、
と思いながら今は控えていますが、
手作りおやつを出してもいいので
しょうか？

子どもたちに屋外（学童の庭など）
でおやつを提供したいが、どういっ
たコロナ対策が必要になるのか。

個包装などのおやつにしているが、
いつまで続けたらいいのか悩みどこ
ろ。

手作りおやつをやっていたが、コロ
ナ渦でできなくなった。子ども達に
おなかいっぱいおやつを提供したい
が、いつまで続くのか不安。



３-２．食事の場面について

調理や配膳時の手伝いは？
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今までは子ども達に配膳等を手伝っ
てもらっていましたが、今は職員の
みでおこなっています。
学校の長期休業期間中はケータリン
グを交えて昼食を行っていましたが、
今年は全て弁当持参でお願いしてい
ます。やっぱりケータリングは危険
なんですかね？

手作りおやつの時に子どもにも手
伝ってもらってましたが、１人のス
タッフがおやつ作りから配膳まで消
毒してエプロンやビニール手袋をし
て感染予防対策をしている大人が最
初から最後まで１人でやることで感
染予防拡大しないようにしているの
ですが、他の学童さんみたいに子ど
もに手作りおやつ作りをさせて良い
のか？それって大丈夫なのか？知り
たいです。



おやつを食べる時、隣同士で座る、
もしくは距離が近いと感染のリスク
は高くなりますか。テーブルの台数
が限られているため、間隔をあけて
座ることができずにいます。

３-３．食事の場面について

食事中はどうしても・・・
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おやつの時しゃべらないように実施
しているが、楽しいおやつはやはり
話もしながらこそなので、ある程度
はどうしてもおしゃべりをしている。
完全には防げていない状況。

対面して食べる事を禁止に
しているが、どうしても一
部の子どもは対面で食べて
しまう。友達の顔を見て食事をした
い気持ちは分かる。だけど、毎回注
意しなければいけなくて心が痛い。

手指消毒等に、コロナ禍以前と特に
変わっていることはありません。た
だし、食事の際に仲の良い友達同士
での、食べ物を分け合う行為は、必
要以上に気にするようにしています。

マスク食事がどこまで必要か？
食事中にマスクを取り外す為、感染
が心配



感染対策での悩み・困り事

４．行事・その他
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コロナ禍で今までみたいな行事がやりずらくなった。
その為、保護者との関わりが今年は少なくなった。

お迎え時だけではなく、どんな感じで
保護者と関わる機会を設けたらいいのかと悩んでいます。



４-１．行事について

行事って、どこまでできる？①
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流し素麺など、みんなで
やるものが出来ないが、
どこまでダメなのか？

遊戯室での大きな行事（夏祭りやク
リスマス会）など、どの程度の人数
までなら開催していいのか分かりま
せん。

人数制限をすると参加出
来ない子も出てくるので、
悩みます。

長期休みの間に毎年
食育の一環で調理体験
などを実施しているが、
感染防止対策を行なった上でやっ
ても大丈夫なのか心配。

食事作りや宿泊での感染拡大が心配
でお泊まり会ができません。どのよ
うな対策を取ったら開催できます
か？具体的な感染予防策を知りたい
です。



４-２．行事について

行事って、どこまでできる？②

22

今年度は行事計画は、第1波後に
「30名以下の行事」「大型行事の
中止」に再計画しました。様々な
ガイドラインを参考にしてますが、
助言を受けたいです。

保護者行事ができなく、今年度は
中止となっている。
今後の保護者会行事ができるの
か？不安。

子どもや保護者の声があったとし
ても、地域の目を考慮して規模を
縮小せざるを得ないこと。

子どもに制限をかけすぎて、子
ども、支援員双方がストレス。
なんの為の行事かわからん。

県内のコロナ感染状況を
勘案しながら実施しているの
が実情。

例年行っている活動は何も
出来ていません。学童での
お泊り会も行っていませんが、

お泊り会も自粛した方がいいの
か。学校は授業参観や運動会を
状況を見て行っていますが、学
童での活動制限の基準が分から
ないです。



手洗い、うがい、消毒、マスクの着
用は行なっているが毎日感染リスク
に対して職員のストレスがある。
『一人でも学童から感染者が出た
ら』と毎日心配続きの状態。

中止や禁止が増え、子ども職員のス
トレスが増えている。保護者によっ
ては、感染を恐れて児童館の利用を
制限している家庭もあり、今後の対
策も踏まえ課題だけが残る。

４-３．その他

どこまで気にしたら・・・？
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こどもは発症しにくいと聞いたので、
あまり神経質にならなくてもいいの
かな、と思っていいですか？

無症状で罹患している可能性もある
と思って、保育している。ガチガチ
に制約ばかりだとストレスにしかな
らなと思うので、検温、マスク、手
洗い以外はコロナ前と基本的には同
様に過ごしている。

子どもとの接触があるので、職員も
私生活での買い物などに気をつけて
いるが、どこまで規制していけばよ
いか

コロナストレス


