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コロナ禍の子どもの市民活動と今後に向けた調査 

 

１ 目的と方法 

 

（１）背景と目的 

本調査の目的は、子どもに関わる市民活動の現場からみた子どもの様子を把握し、活動への影響や

対応策を共有し、今後に活かすことにある。 

子どもＮＰＯセンター福岡では、「新型コロナウイルスの影響による子どもたちの状況に関するア

ンケート」の結果を、2020年４月下旬にホームページ上に公表した。そこからは、子どもたちの心と

身体が極めて深刻な状況に置かれていることが浮かびあがってきた。緊急事態宣言は、５月 25 日に

解除され、大学をのぞく学校は順次再開されたが、多くの市民活動はなお活動自粛を継続していた。 

改めて、子どもに関わる市民活動に何ができるかが問われている。できたこと、できなかったこと、

そして、力を合わせればできるかもしれないこと。各現場から見えてきた子どもの様子、活動再開に

むけた苦悩や奮闘、試行錯誤や創意工夫等を記録・共有し発信することが、未来を変える一歩につな

がると考えた。自身の活動に明日から活かせるヒントもたくさんあると思う。 

 

（２）調査方法 

 福岡県内の子どもに関わる市民活動の中で、本法人の登録団体及本法人の関係者とつながりのある

34 団体に協力を依頼した（表１）。インタビューの結果をまとめた記録シートは、事前に内容を確認

いただいた後にホームページで公開する旨をお伝えした。子どもにＮＰＯセンター福岡の調査研究部

会のメンバーが手分けして 2020 年６月から９月上旬にかけて、団体の内情をよく知る方に対して電

話やビデオ会議等で 30分から１時間程度の半構造化インタビュー1を行った。質問の柱は次の通りで

ある。 

 

  ①あなたの団体からみたコロナ禍が子どもにもたらした影響 

・子どもにとっての影響 

・あなたの団体にとっての影響 

・社会にとって（地域、日本、世界）の影響 

   ②現在までに、あなたの団体がコロナ禍で行った行動 

   ③現在までに、あなたの団体がコロナ禍で行えなかった行動 

   ④単独では難しいが連携・協働すればできるかもしれないアイデア 

 

 本調査の結果を活用してもらうために、本調査の方法上の限界と留意点をあらかじめ述べておく。 

 第一に、調査期間に３ヶ月半の幅があるという点である。聞き取り時は活動休止状態であったが、

感染が落ち着いてきた秋以降、活動を再開した団体も多くある。 

 第二に、子どもに関わる市民活動全体を母数とした抽出調査ではないことは、特に注意が必要であ

る。緊急性の高い調査であることと、活動の内実に踏み込む内容であることから調査部会のメンバー

が日常的に関係のある団体に依頼することにした。とくに、外国にルーツのある子どもや障がいのあ

る子どもに関わる市民活動から声を集めることができなかった。そうした点に留意しつつ、読者が個

別に情報を収集・補完しつつ、本報告書を活用いただきたい。 

第三に、本調査は探索的な調査であり、子どもをとりまく状況や課題を幅広く洗い出すことに主眼
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を置いたく。本来、質的研究は領域と対象を絞ることで現場に即した理論生成を得意とするので、今

後、子どもの発達段階や領域ごとの通時的な検討が蓄積されることを期待したい2。 

 

 

▲表１ 調査協力団体一覧 

 

（３）分析方法 

調査結果の分析は、添田が担当した。草稿段階で、検討会を開催して調査に携わったメンバーから

意見をもらう機会を設けた。 

コーディング作業3は、質問項目ごとに行った。まず、最初の回答をもとに定性的コードを付した。

次の回答の同じ項目を読み込み、新たなコードがないか、既存のコードは適切かを検証していった4。

その作業を全回答で項目ごとに繰り返し、いくつかのコードを括るラベルを見出しては【   】で

まとめていった。さらに、回答内容の領域や対象を括るカテゴリーを＜   ＞で整理していった。

なお、①や⑫は、根拠データを示したもので、依頼先名簿の番号と対応している。ただし、頻出度の

低い回答であっても、コロナ禍の影響を多角的に検討する上で重要な示唆を提供してくれていること

を確認しておく。 

ラベルとカテゴリーが出揃ったところで、それらを視覚的に把握しやすいよう主要なものを平面状

に配置したマップを作成した。考察部は、そのマップとコーディングの作業で気づいた点や興味深い

点について記したメモをもとに報告書全体を読み直しながら執筆した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

団  体  名 実施日 団  体  名 実施日

① 福岡市里親会 7/2 ⑱ NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ 6/25

② 特定非営利活動法人ふくおか子どもの虐待防止センター 6/23 ⑲ 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 7/19

③ 特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN 6/12 ⑳ NPO法人宇美こども子育てネット・う～みん 7/3

④ 特定非営利活動法人ワーカーズコープふくおか事業所 7/22 ㉑ みんなの居場所『ぽあんの樹』 6/17

⑤ NPO法人古賀新宮子ども劇場 7/2 ㉒ 認定NPO法人箱崎自由学舎えすぺらんさ 6/8

⑥ 環境ネットワーク「虹」 6/23 ㉓ NPO法人いるか 6/27

⑦ 不登校サポートネット 7/5 ㉔ 認定NPO法人エデュケーションエーキューブ 7/31

⑧ 認定NPO法人 チャイルドライン「もしもしキモチ」 6/5 ㉕ 特定非営利活動法人フードバンク福岡 6/24

⑨ 特定非営利活動法人そだちの樹 9/11 ㉖ つくって食べよう土曜昼！ 7/30

⑩ 特定非営利活動法人にじいろCAP 6/18 ㉗ 一般社団法人ソーシャルワーク・オフィス福岡 7/27

⑪ 学び遊び地域力開発研究所 6/25 ㉘ ひよこ子育てサロン（仮称） 8/17

⑫ NPO法人 福間津屋崎子ども劇場 7/7 ㉙ 認定NPO法人抱樸 6/28

⑬ NPO法人プレーパークふくつ 8/4 ㉚ 一般社団法人グリーンコープ共同体 7/29

⑭ NPO法人子どもとメディア 9/14 ㉛ ふくおか子ども応援プロジェクト 7/30

⑮ ＮＰＯ法人まちづくりＬＡＢ 8/19 ㉜ 星の子文庫 6/22

⑯ えがおの会 ハレハレ～hare＊hale～子どもの居場所 6/22 ㉝ きんしゃいきゃんぱす 6/29

⑰ ＮＰＯ法人 ＳＦＤ２１ＪＡＰＡＮ 7/3 ㉞ 特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉーらむ・福岡 6/25
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２ 結果 

 

２-１ 子どもに関わる市民活動の現場からみたコロナ禍の影響 

２-１-１ あなたの団体が関わる子どもにとっての影響について、教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図１ 子どもへの影響 

 

＜学齢児童とその保護者＞ 

【栄養への影響】 

・学校が休校になり、給食がないので食事がとれていないか心配。㉓㉘㉙㉚㉝ 

・お菓子の量が増えて太った。㉚ 

・食事の量が減って痩せた。㉚ 

【生活習慣や生活スキルへの影響】 

・休校で夜型の生活になり、睡眠リズムが崩れた。③㉗㉙ 

・自分一人できていたことが、できなくなった。①⑫㉙㉛㉜ 

・ゲームやネットの利用が増えた。③⑫⑭ 

・休校中は、子どもがお手伝いをする機会ができた。⑫ 

・遊びにお金を浪費していた。① 

【学習に関する影響】 

・通年で塾に通っていない子どもは学力面でさらに不利になる。㉓ 

・保護者が学校からの子どもの宿題を対応するのに困った。①⑫㉑ 

＜乳幼児＞

＜学齢期＞

＜１０代後半＞

＜不登校＞
【栄養への影響】
【生活習慣や生活スキルへの影響】
【学習に関する影響】
【遊びや体験活動に関する影響】
【ストレスや不安】
【家計や親の仕事に関する影響】
【放課後等デイサービスの利用者への影響】
【家庭に居場所がない子どもは大変】
【寮や寄宿舎を利用する子どもへの影響】
【あまり影響がなかった】

【登校圧力が弱まった】
【再びひきこもりへ】
【歓迎行事を受けられない】
【オンラインでの学習支援】
【生活の影響は少ない】

【生活習慣や日常生活への影響】
【子育てサロンやイベントが休止になった影響】
【ストレスや不安に関すること】
【出産直後の家庭への影響】
【情報が届いていない世帯】
【自粛警察が怖い】
【気分転換やリラックス方法】

【就職活動に関すること】
【アルバイトに関すること】
【活動休止の影響】
【学校に関すること】

＜影響が少なかった子どもと世帯＞

サラリーマン世帯
ひきこもり、生活保護世帯、里親の子ども
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・厳しい家庭の子どもは一斉休校中の自習は無理。㉙ 

・「休みはもういらない。勉強がしたい」という子ども。㉑ 

・オンライン授業の進め方が教師によって異なるので戸惑った。⑫ 

・オンライン授業を実施しても、馴染めない子どもがいる。⑫ 

【遊びや体験活動に関する影響】 

・友達と遊べない寂しいさがあった。①④⑧⑩ 

・外出自粛で子どもが退屈している。㉑ 

・活動に参加できなくなり、楽しみや体験の機会が減った。④⑤⑥㉖㉝ 

・子どもに活動休止の理由を説得するのが大変だった。① 

【ストレスや不安】 

・休校が長引くことで攻撃的になったり、過剰に関わることを求める子どもが増えた。㉝ 

・子どもがイライラしてすぐに怒りだした。㉑ 

・親子で家に閉じ込められた状況が続いたので親も疲れていた。㉕ 

・母親の小言を一日中聞かされて子どもがストレスを抱えた。③⑧⑩ 

・在宅ワークで夫が一日中いることのストレス。⑫ 

・保護者が神経質になって、ストレスがたまっている。③ 

・子どもは大人の不安を非常に敏感に感じ取っている。㉜ 

・ネガティブな情報が子どもを取り巻くことへの不安。⑧ 

【家計や親の仕事に関する影響】 

・親の収入減による生活の不安。①㉕㉘㉞ 

・子どもを預ける所がなく親が仕事を辞めた。㉕ 

・夫の在宅ワークの環境確保のために子どもを外に連れ出したら近所の大人に怒られた。⑫ 

【放課後等デイサービスを利用者への影響】 

・休校中、放課後等デイサービスに通う子どもは終日の預かりで疲れていた。④ 

・放課後等デイサービスに通う子どもの中には、マスクが嫌で学校に行きたくない子もいる。④ 

【あまり影響がなかった】 

・学校のない生活を楽しんでいた。①③ 

・公園で元気に遊んでいた。㉘ 

【家庭に居場所がない子どもは大変】 

・家庭に居場所がない場合は大変。㉓ 

【寮や寄宿舎を利用する子どもへの影響】 

・寮や寄宿舎を閉鎖してほしいと言われた。⑤ 

 

＜不登校の子ども＞ 

【登校圧力が弱まった】 

・登校への圧力が弱まったので、気が楽になっていた。⑮㉙ 

・登校圧力の強さを再確認した（休校明けに不登校に関する相談や問い合わせが増えた）⑦ 

・不登校の子どもにとっては、休息をもつ期間になった。⑦ 

【再びひきこもりへ】 

・活動休止中に再び、ひきこってしまった。⑮㉒㉙ 
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【歓迎行事を受けられない】 

・歓迎行事やオリエンテーションができなかった。㉒ 

【オンラインでの学習支援】 

・オンライン授業が分かりづらく嫌だった。⑯ 

・オンライン授業で学ぶことができた。㉔ 

【生活の影響は少ない】 

・ひきこもり状態だったので変化がない。⑯ 

 

＜乳幼児とその保護者＞ 

【生活習慣や日常生活への影響】 

・外出ができないので、乳幼児期からのパソコンやスマホの利用が増える。⑲ 

・感染が怖いので家に閉じこもっている。⑳ 

・公園で遊ばせていたらいきなり「なんで外にでている！」と怒られて以降、子どもが怖がって外

出したがらない。⑤ 

【子育てサロンやイベントが休止になった影響】 

・子育てサロンが休止になって、子どもと親の居場所がなくなった。⑲ 

・子どもの遊び相手がいない。⑳ 

【ストレスや不安に関すること】 

・保護者のストレスによる子どもへの虐待が心配。⑩⑲  

・町外から越してきたばかりの人は知人や友人がなくとくに不安。⑳ 

・在宅ワークで夫が一日いることのストレス。⑳ 

【出産直後の家庭への影響】 

・出産したばかりの人で怖くて一歩も外に出ていない人がいる。⑤ 

・出産後、上の子どもはママにも赤ちゃんにも会えない状況が続いた。⑤ 

 ・父親が休める人がいいが、家族への支援がなくて大変。⑤ 

【情報が届いていない世帯】 

・情報が届いていない世帯がある。㉘ 

【自粛警察が怖い】 

 ・公園で遊ばせていたらいきなり「なんで外にでている！」と怒られた。⑤ 

・我が家の畑を開放したいと思ったが批判が怖くてできなかった。⑤ 

【気分転換やリラックス方法】 

・家庭に引きこもる中で家庭菜園や農作業をすると心が落ち着いた。⑤ 

 

＜10代後半の子ども＞ 

【就職活動に関すること】 

・就職がなかなか決まらない。⑨ 

【アルバイトに関すること】 

・アルバイトが減り、生活が苦しくなった。⑨ 

【活動休止の影響】 

・活動休止で愚痴を吐く場がなくなり、ストレスをため込んでいた。⑨ 

・居場所がなくなった。⑰ 
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・精神的に不安定になった。⑨  

・自宅で一人で過ごすことに慣れていないひともいる。⑨ 

【学校に関すること】 

・オンライン授業が続き、学校を辞めたい。⑨ 

 

＜影響が少なかった子どもとその家庭＞ 

・親が会社員。今後、会社の業績が悪化すれば影響があるかも。⑮ 

・生活保護世帯。今後、コロナ禍で仕事が減りパート等で加算（控除される）収入が減るかも。㉙ 

・引きこもりの子ども。⑯ 

・里親の子ども。③ 

 

２-１-２ あなたの団体にとっての影響について、教えてください。 

 

              ▲図２ 子どもの市民活動への影響 

 

＜マイナス面＞ 

【イベントや研修などを中止した】 

・イベントや研修などを中止しなくてはならなくなった。①②④⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑱⑲⑳ 

・子どもと直接会って話す機会が激減した。⑭ 

【活動方法を変更したことの影響】 

・「密」を避けたら場の雰囲気が変わった。㉖㉜ 

・活動形態の変更が利用者に伝わっていなかった。④ 

【相談業務への影響】 

・相談業務を対面から電話や LINEに切り替えた。⑦㉗ 

・相談者との関係を築くのが困難になった。⑨ 

・相談業務の時間を短縮したり、休止したりした。⑧ 

【集合型の活動への影響】 

・会場として使用していた施設が使用できなくった。㉛ 

・「密」を避けるためには活動全般を休止せざるを得なかった。㉘㉙㉛㉜㉝ 

【市民の意識が低下することへの懸念】 

・活動が見えにくくなることで市民の意識の低下が心配。⑬ 

＜マイナス面＞

【イベントや研修などを中止した】
【活動方法を変更したことの影響】
【相談業務への影響】
【集合型の活動への影響】
【市民の意識が低下することへの懸念】
【団体のミーティングへの影響】
【団体の事務局機能への影響】
【寄付や参加費が減少した】
【春先に活動できなかったことの影響】
【スタッフへの影響】
【周囲の施設やお店、他団体への影響に関すること】

＜プラス面＞

【オンライン化に伴う効用】
【団体の活動や運営をみなおす時間ができた】
【環境整備の時間ができた】
【他団体や学校との連携が強化した】
【講演依頼の増加】
【活動形態を変更したことの効用】
【市民活動の強みを活かせた】
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【団体のミーティングへの影響】 

・ミーティングはオンラインで行うことにした。① 

・個人情報を扱うのでミーティング自体を休止した。⑮ 

【団体の事務局機能への影響】 

・事務局には通常業務とは別の連絡調整業務が増えた。⑳ 

・需要が高まり、事務作業ができなくなった。㉕ 

【寄付や参加費が減少した】 

・寄付や参加費の減少による運営費の圧迫。③⑩⑱⑲㉒㉔ 

【春先に活動できなかったことの影響】 

・歓迎行事や節目の行事ができなかった。⑮㉒ 

・新規会員を増やすの機会が減少した。引越しで減った会員を挽回できない。⑤⑫ 

・新旧のスタッフ間での活動の引き渡しがうまくできなかった。⑮ 

【スタッフへの影響】 

・学童保育が１日保育となったことでスタッフ不足になった。⑲ 

・活動経験の減少によるスタッフのスキルの低下が心配。⑬ 

・参加するスタッフ数を絞らざるを得くなった。⑮⑳㉕㉛ 

・大学生ボランティアの参加ができなった。⑮㉛ 

【周囲の施設やお店、他団体への影響に関すること】 

・自分たちの団体には影響は少なかったが、外部の連携先との関係で連鎖的に影響がでた。㉓ 

・感染者が出たら周囲のお店に迷惑をかけてしまい、活動できなくなる。㉝ 

・メンバー制ではない自由参加の活動なので、濃厚接触者の追跡が難しい。㉝ 

 

＜プラス面＞ 

【オンライン化に伴う効用】 

・ミーティングやイベントをオンライン開催にすることで遠方からの参加が可能になった② 

・オンラインでの相談業務という選択肢ができた。③ 

・オンラインでの学習支援への移行により運営費を削減できた。㉓ 

・質の高いオンラインでの学習支援を行うことができれば差別化になる。㉔ 

【団体の活動や運営をみなおす時間ができた】  

・団体の活動や運営を丁寧に根本から見直す時間ができた。⑮⑳㉑ 

【環境整備の時間ができた】 

・備品の手入れや作成ができ環境整備が進んだ。⑳ 

【他団体や学校との連携が強化した】 

・他団体からの情報交換が進み関係が強まった。⑳ 

・学校関係者と深く関わるようになった。⑰ 

【講演依頼の増加】 

・コロナ禍によって問題が顕在化したことで講演依頼が増えた。㉗ 

【活動形態を変更したことの効用】 

・活動場所を変えたことで、子どもの新たな姿をみることができた。㉑ 

【市民活動の強みを活かせた】 

 ・市民活動だからこそ活動ができた。⑰ 
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２-１-３ コロナ禍が社会（世界、日本、地域など）にどんな影響を与えると思いますか。 

 

              ▲図３ コロナ禍が社会に与える影響 

 

＜子どもの発達や育ちに関する影響＞ 

【栄養への影響】 

・子ども食堂が休止になり、食事で困っている子どもが心配。① 

【健康への影響】 

・乳幼児健診が中断したため母子保健への影響が心配。② 

【子どもの対人交流への影響】 

・子どもたちが人との対面での交流を避けることに慣れてしまうことが心配。㉚ 

【ストレス】 

・子どもたちが今抱えているストレスは２～３年後に顕在化するのではないか。⑩ 

【休息な社会のデジタル化への懸念】 

・強制的なデジタル普及による可能性とリスクを考える必要がある。⑱ 

【子どもの遊びや生活に関する影響】 

・子どもの遊びの重要性に関する関心が薄まることを心配している。⑬ 

・子どものメディア接触が増大することの影響が心配。⑭ 

・第二波、第三波が来れば子どもの生活リズムがまだ乱れる。㉗ 

・子どもたちが時間や場を分かち合う体験ができなかったことの影響が心配。㉛ 

【不登校対応への影響】 

・コロナ禍によって生じた不登校への対応が必要。⑰ 

 

＜子どもの貧困への影響＞ 

【家計の収入減】 

・親の収入減や解雇が子どもに与える影響が心配。⑧㉓ 

【栄養への影響】
【健康への影響】
【子どもの対人交流への影響】
【ストレス】
【休息な社会のデジタル化への懸念】
【子どもの遊びや生活に関する影響】
【不登校対応への影響】

＜子どもの発達や育ちに関する影響＞

【家計の収入減】
【格差の拡大】
【学生の困窮】
【貧困から非行へ】
【性風俗で働く女性のリスク増】
【寮付きの職場での失業】
【食料支援の必要性】
【親の体調が把握しづらくなった】

＜子どもの貧困への影響＞

【自治会活動や近所づきあいへの影響】
【コミュニケーションのあり方への影響】
【情報の入手方法に関すること】

＜コミュニケーションや人間関係への影響＞

【不寛容な社会へ】
【自主規制】
【不安やストレス】
【学び方が変わる】
【働き方が変わる】
【生活様式や価値観の変化】
【第二波・第三波への準備の必要性】
【コロナ禍対策の助成金バブル】

＜社会のあり方への影響＞

＜コロナ禍がもたらすプラスの影響＞

【子どもと触れあう時間の増加】
【新たな気づきの機会】
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・景気悪化による雇い止めは今後増えてくる。㉙ 

・収入や就職機会の減少で生活苦を抱える人が増えた。⑨⑲ 

【格差の拡大】 

・コロナ禍で世界や日本の貧困や格差はさらに広がるだろう。③㉖ 

・経済的困窮世帯のリスクが高まっていると感じる。②⑯㉙ 

【学生の困窮】 

・学生のアルバイト収入が減少し、就学継続への不安が増大している。⑧ 

【貧困から非行へ】 

・社会が不安定になり、厳しい家庭環境の子どもが非行に走りやすくなることが心配。㉓ 

【性風俗で働く女性のリスク増】 

・性風俗で働いていた女性は仕事が減り、収入減。㉗ 

【寮付きの職場での失業】 

・寮付きの仕事の場合は、仕事を失うと住むところも失う。㉗ 

【食料支援の必要性】 

・経済的困窮により食料を必要とする人が増加する。㉕ 

【親の体調が把握しづらくなった】 

・支援家庭の親の体調（精神疾患）の良し悪しを把握しづらくなった。㉙ 

 

＜コミュニケーションや人間関係への影響＞ 

【自治会活動や近所づきあいへの影響】 

・自治会の地域行事は 10月まで中止が決定した。① 

・仲良くしていた近所のお年寄りから避けられた。⑤ 

【コミュニケーションのあり方への影響】 

・人と人との関係やコミュニケーションのあり方が変わっていく。㉖ 

・より一層つながりやネットワークが求められる時代になった。⑰ 

・公園で子どもを遊ばせていると年配の人から非難された。⑤ 

・人との対面での接触が制限されることによるストレスがもたらす影響が心配。㉜ 

【情報の入手方法に関すること】 

・外出を控える中で、入手する情報が偏ったものになる傾向がある。⑧ 

・SNSのみだと「生身」の情報や交流はしづらい。⑳ 

・コロナ禍報道ばかりで情報を処理できずに不安になる人もいる。㉙ 

 

＜社会のあり方への影響＞ 

【不寛容な社会へ】 

・社会全体が不寛容になっている。⑮ 

・「自粛警察」的な人が増えた。⑫ 

【自主規制】 

・現場がしたいことを自主規制してしまう。⑮ 

【不安やストレス】 

・初めての体験や先の見えない状況に対して恐怖心や不安感が広がっている。④ 

・SNSへの書き込みは、社会不安を助長する。⑫ 
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・ストレスがたまり、家族内の喧嘩が増えている。⑯  

・自殺防止の取り組みが必要。⑩ 

【学び方が変わる】 

・学ぶ場所の多様化の必要性が浮き彫りになった。⑦ 

・従来型の学校教育の問題点が浮かび上がってきた。㉔ 

・学校の価値をみなおすことになった（登校しなくてもどうにかなることが証明された）⑮ 

・オンラインと対面それぞれの良さを活かした「ハイブリッド型」の教育への転換が必要。㉔ 

・働き方や学び方が大きく変わる。㉔ 

・「新しい生活様式」で継続して良いものは残っていくと思う。㉝ 

【働き方が変わる】 

・働き方や学び方が大きく変わる。㉔ 

・社会の様々な局面で人間が必要なくなる。（対人援助や接客もロボットやAIが担う）㉗ 

・「新しい生活様式」で継続して良いものは残っていくと思う。㉝ 

・価値観やこれまでのやり方を変えていく必要がある。⑰㉑㉒ 

【生活様式や価値観の変化】 

・持続可能な開発目標（SDGs）や生物多様性保全の必要性を社会に警告した。⑥ 

・価値観やこれまでのやり方を変えていく必要がある。⑰㉑㉒ 

・「新しい生活様式」で継続して良いものは残っていくと思う。㉝ 

・なにをするかに先立ち、どうあるべきか・どう生きるべきかが問われる時代になると思う。㉗ 

【第二波・第三波への準備の必要性】 

・第二波、第三波を見越して今から準備が必要。⑳ 

【コロナ禍対策の助成金バブル】 

・コロナ禍対策関連で「助成金バブル」になっている。㉙ 

・コロナ禍対策関連の助成金で雇用したスタッフの継続雇用が課題になる。㉙ 

 

＜コロナ禍の状況がもたらすプラスの影響＞ 

【子どもと触れあう時間の増加】 

・子どもとのゆっくりふれあう時間ができた。⑫ 

【新たな気づきの機会】 

・一斉休校は親としていろいろなことに気づかされた。⑫ 

・今まで見えなかったこと、ゆっくり考える必要があることが見えた。㉒ 
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２-２ 現在までに、あなたの団体がコロナ禍で行った行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図４ コロナ禍で行った行動 

 

＜これまでのメニューの中でできることを継続して実施＞ 

【情報の提供・発信】 

・ニューズレターの発行。⑳ 

・学校のお便りに読んでほしい本や遊びの情報を提供し、掲載してもらった。㉜ 

・児童養護施設の子どもへの助成金等の紹介・中継ぎ。⑱ 

【屋外での活動】 

・農園活動。⑰ 

・ピクニックに連れていく（６月上旬から）。㉑ 

【相談事業】 

・施設休館中も電話での相談業務は継続した。⑳ 

・相談、人のつながりづくり、アウトリーチなどできることを行った。⑩㉙ 

【アウトリーチ型の訪問支援】 

・相談、人のつながりづくり、アウトリーチなどできることを行った。⑩㉙ 

・緊急事態宣言解除後にすぐに訪問型支援事業を再開した。⑮ 

【フードバンク】 

・フードバンク活動を継続実施した。㉖ 

【子どもの預かりや見守り】 

・子どもの預かりや見守りを継続した。④㉜ 

【事務局機能の維持】 

・事務局会議。⑳ 

 

＜これまでのメニューの中で、
できることを継続して実施＞

【情報の提供・発信】
【屋外での活動】
【相談事業】
【アウトリーチ型の訪問支援】
【フードバンク】
【子どもの預かりや見守り】
【事務局機能の維持】

【時間の変更】
【事前予約制へ変更】
【情報の共有と発信を強化】
【スタッフ業務に関する変更】
【学校の一斉休校への対応】
【外出自粛中の親子への対応】
【食料の提供に関する変更】
【相談事業に関する変更や拡充】
【学習支援をオンラインで実施】
【研修や交流活動をオンラインで実施】

＜これまでのメニューを
変更・拡充して実施＞

【新たに食料提供を実施】
【感染防止に関する指針やマニュアルを作成】
【寄付を募集した】
【事務所や庭の開放】
【学習に遅れのある子どもへの個別支援】
【コロナ関連の連絡調整業務】
【電話で困り事や相談を受けるようにした】
【活動休止中にメンバー同士の
つながりを維持するための工夫】

＜新たにはじめたメニューや取組＞

【外部のオンライン研修会に参加】
【団体内部で研修会を実施した】
【団体の活動や運営をみなおした】
【再開にむけた準備】

＜活動の基盤や環境の整備、
底上げにつながる活動＞
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＜これまでのメニューを変更・拡充して実施＞ 

【時間の変更】 

・時間を短縮して実施。⑪㉖㉙㉛㉜ 

・３密を避けるために二部制にした。㉖ 

【事前予約制へ変更】 

・施設利用を事前予約制にした。⑳ 

【情報の共有と発信を強化】 

・全国の仲間とオンライン会議で情報共有を行った。㉞ 

・定例会休止に伴いLINEグループで会員間の意見交換を行った。⑳ 

・メールマガジンの更新頻度を多くした。⑦ 

・ホームページの更新頻度を多くした。⑦ 

・ホームページに新設コーナーを設けた。⑭⑳ 

・インスタグラムで「お家でできる工作」を配信。⑳ 

・コロナ禍での相談内容などをメディアリリースした。⑧ 

【スタッフ業務に関する変更】 

・スタッフ業務のテレワーク化。⑲㉔㉝ 

・活動は対面で行い、大学生スタッフがそこに ZOOMで合流する方式にした。㉛ 

【学校の一斉休校への対応】 

・休校中の宿題のための学習支援を行った。㉙ 

・学校の一斉休校中に緊急的に 11日連続でプレイパークを開催。⑬ 

・工作の時間として、シールやテープを貼ってオリジナルのフェイスシールドづくりをした。㉛ 

・臨時プレイパーク（３月 19日）。⑤ 

【外出自粛中の親子への対応】 

・外出自粛でストレスがたまった親子を買物などに連れ出した。㉙ 

・「ムッレチャレンジ 30」5を提供した。⑤⑥ 

【食料の提供に関する変更】 

 ・食料支援、フードバンク事業の拡充（子ども食堂休止中に食材配布など）。⑲㉓㉕㉖㉚㉜㉝ 

・食材と一緒に折り紙などの遊びの道具を同封した。㉜㉝ 

・対面活動は再開したが食事提供は休止している。㉛ 

・食事がとれていない子どもに送迎中にパンを提供している。㉛ 

【相談事業に関する変更や拡充】 

・電話やメール、LINEでの連絡をこまめにとるようにした。⑨⑯㉗ 

・LINEで相談や質問ができる体制をつくった。㉔ 

・オンラインゲームでつながっている子どもにボイスチャットで関わりをもつ。⑮ 

・特別給付金の申請作業を支援した。㉙ 

・相談業務は対面を主としていたがメール相談を受け付けた。⑦⑲ 

・新規の相談募集をTwitterで行った。㉗ 

【学習支援をオンラインで実施】 

・オンラインでの学習支援に全面的に切り替えた。㉓ 

・海外の団体や個人との交流を組み込んだオンライン学習。⑤ 

・自治会の集会場をオンラインでの学習支援の会場に提供してもらった。㉓㉔ 
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・ノートパソコン、タブレット、Wi-Fiルーターを多数購入し、貸出した。㉓ 

【研修や交流活動をオンラインで実施】 

・研修内容をDVDとパンフレットにして教材化した。㉗ 

・ZOOMでの講演会や学習会の開催。⑭ 

・ZOOMでの交流やつながりづくりの活動。㉙㉛ 

 

＜新たにはじめたメニューや取り組み＞ 

【新たに食料提供を実施】 

・新たに食料提供をはじめた。（既存の活動への連携・協力含む）。④⑤⑨⑫⑯⑱㉙ 

【感染防止に関する指針やマニュアルを作成】 

・現場に即した感染防止のための指針を作成した。②③ 

【寄付を募集した】 

・布マスク等を集めたり、作成して寄付した。④㉜ 

・ペットボトルキャップ集め。⑯ 

【事務所や庭の開放】 

・事務所の部屋と庭を開放した。⑤ 

【学習に遅れのある子どもへの個別支援】 

・学習に遅れのある子どもへの個別の学習支援。③ 

【コロナ関連の連絡調整業務】 

・行政との協働事業や委託事業に関する連絡調整。⑮㉑ 

・参加する子どもの在籍校への連絡調整。㉓ 

【電話で困り事や相談を受けるようにした】 

・会員に電話で困り事や要望を電話でたずねた。⑤ 

・電話での学習や進路に関する相談を受け付けた。㉒ 

【活動休止中にメンバー同士のつながりを維持するための工夫】 

・休止中にシャッターに貼ったホワイトボードで交流を促した。㉝ 

・会員から手紙や絵を募集した。⑤ 

 

＜活動の基盤や環境の整備、底上げにつながる活動＞ 

【外部のオンライン研修会に参加】 

・自分の団体の活動領域に関するオンライン研修会に参加した。① 

【団体内部で研修会を実施した】 

・活動休止中に内部研修を行った。⑩ 

【団体の活動や運営をみなおした】 

・団体の活動や運営のみなおし。⑮㉑㉘ 

【再開にむけた準備】 

・活動再開のための準備（感染防止対策含む）。⑲㉑ 

・「片付け日」として活動場所周辺の状況を観察した。㉝ 
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２-３ 現在までに6、あなたの団体がコロナ禍で行えなかった行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図５ コロナ禍で行えなかった行動 

 

＜会議に関すること＞ 

【関係機関連絡会議の中止】 

・定例の関係機関連絡会議を中止した。② 

【団体の運営に関する会議の中止】 

・総会を例年通りの日程や方法では開催できなかった。①⑰㉜ 

・常任理事会が開催できなかった。⑤ 

・運営会議が開催できなかった。⑤⑫⑰㉜ 

・会員同士の交流や学習活動が行えなかった。⑤⑫ 

・年間の研修計画をたてることができなかった。② 

 

＜主催事業に関すること＞ 

【イベントやセミナーの中止】 

・演劇鑑賞会が延期になった ⑤⑫ 

・市民や関係者対象の講演会や研修会を中止した（アウトリーチ型の出張講座など含む）。⑦⑩⑲ 

・児童・生徒を対象とした学校と連携しての啓発活動が休止になった。⑳㉗ 

・警固公園でのイベントを中止した。⑰ 

【居場所事業の休止】 

・フリースペースや居場所づくり活動を休止した。④⑨⑰⑳㉑㉝ 

【対面での訪問支援事業の休止】 

・対面での訪問支援を休止した。⑨ 

【対面での相談事業の休止】 

・対面での相談事業を休止した。⑨ 

【対面での学習支援事業の休止】 

・集合型の学習支援活動を休止した。㉙㉞ 

＜会議に関すること＞

【イベントやセミナーの中止】
【居場所事業の休止】
【対面での訪問支援事業の休止】
【対面での相談事業の休止】
【対面での学習支援事業の休止】
【対面での教育プログラムを休止した】
【対面での交流活動の休止】
【屋外での遊びや体験活動を休止した】
【食材提供の休止】
【夜回り活動の休止】
【入学式やオリエンテーションの中止】
【調査研究事業を休止した】

＜主催事業に関すること＞

【電話相談ボランティアの参加見合わせ】
【大学生ボランティアの参加見合わせ】

＜ボランティアの確保が難しく、
通常の活動ができなかった＞

【オンライン環境を均質に提供できなかった】
【オンライン導入への躊躇】

＜オンラインでの学習支援や
相談事業に関すること＞

【関係機関連絡会議の中止】
【団体の運営に関する会議の中止】

【対面による情報収集の実施ができなかった】
【学校や保育園との連携や情報収集ができなかった】
【自律的な団体にむけた運営強化ができなかった】

＜コロナ禍への対応に関する
情報交換や行動＞
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【対面での教育プログラムを休止した】 

・対面での活動を軸としたプログラミング教育。㉔ 

・新たに導入する予定だった教育プログラムの実施を見合わせた。⑦ 

【対面での交流活動の休止】 

・子ども食堂（食事提供の活動含む）は休止した。④⑨㉓㉗㉛ 

 ・子どもプラザを休止した7。 ④  

・放課後等デイサービスに通う子どもと地域の高齢者との交流事業を中止した。 ④ 

 ・地域の交流サロンを休止した。 ④ 

 ・子育てサロンを休止した。 ⑳㉙㉞ 

・生活支援講習会（調理実習）が実施できなかった。㉞ 

・文庫活動（出張でのパネルシアターなど含む）。㉜ 

【屋外での遊びや体験活動を休止した】 

・野外体験活動を休止した。⑥⑫ 

・毎週末に開催していたプレイパークを休止した。（８月末まで休止決定）⑬ 

【食材提供の休止】 

・食材提供を休止した。（食品提供に切り替えた）。㉚ 

【夜回り活動の休止】 

・夜回り活動を休止した。㉗ 

【入学式やオリエンテーションの中止】 

 ・フリースクールの入学式やオリエンテーション。㉒ 

【調査研究事業を休止した】 

 ・海外の団体や個人と連携しての調査研究活動。⑭ 

 

＜オンラインでの学習支援や相談事業に関すること＞ 

【オンライン環境を均質に提供できなかった】 

・Wi-Fiや機材などでばらつきがあり、全員に同じ学習環境を提供することはできなかった。㉔ 

・自分たちが関わっている子どもたち以外にはオンライン対応ができなかった。㉔ 

【オンライン導入への躊躇】 

・家庭にまで立ちられたくないという子どもいるのでオンラインの活用を見合わせた。㉒ 

 

＜ボランティアの確保が難しく、通常の活動ができなかった＞ 

【電話相談の受け手ボランティアの参加見合わせ】 

・外出自粛中は電話相談の受け手ボランティアが参加を見合わせた。⑧ 

【大学生ボランティアの参加見合わせ】 

・対面での大学生ボランティアの参加ができなくなった。⑮㉛ 

  

＜コロナ禍への対応に関する情報交換や行動＞ 

【対面による情報収集の実施ができなかった】 

・対面でコロナ禍に対応するための知恵をだしあう場が開催できなかった。⑦ 

【学校や保育園との連携や情報収集ができなかった】 

・学校や保育園との連携や情報収集。⑭ 
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【自律的な団体にむけた運営強化ができなかった】 

・自立した団体にむけての自己資金確保のためのアクション。㉕ 

 

２-４ あなたの団体単独では難しいが（行政含む）連携・協働すればできるかもしれないアイデア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図６ 協働のアイデア 

 

＜情報に関するアイデア＞ 

【情報交換の仕組み】 

・各現場が知り得た情報や工夫を集約・発信して活用してもらう仕組み。⑧⑯⑳㉛ 

・今後のあり方について行政と市民団体との意見交換会。⑤ 

【里親へのオンラインでの相談支援】 

・オンラインで里親が子どものことで困ったときなど気軽に相談できる仕組み。① 

【前向きになれる情報の発信】 

・各団体や関係者で協働して、子どもたちに「大丈夫だよ」というメッセージを送る。② 

【精確な情報の発信】 

・図書館等と協働してコロナに対する科学的な根拠ある情報を得られるようにする。⑤ 

・行政や子ども支援機関と連携しての家庭への情報発信。⑤⑳ 

＜情報に関するアイデア＞

＜子ども食堂に関するアイデア＞

【オンラインでの学習支援のノウハウ提供】
【オンラインに過度に頼らない学習支援の開発】

＜学習支援に関するアイデア＞

【オンライン相談のノウハウ提供】
【相談体制の強化】

＜相談事業に関するアイデア＞

【情報交換の仕組み】
【里親へのオンラインでの相談支援】
【前向きになれる情報の発信】
【精確な情報の発信】
【情報の普及や発信強化】
【社会的資源に関する情報の検索サービス】

【子ども食堂の拡充のための方策】
【子ども食堂を実施する団体同士の交流】

＜食材提供に関するアイデア＞

【持続的な食材提供体制の構築】
【配食サービスの実施】

＜移動型の支援拠点をつくる＞
【車両を拠点にした移動型の支援活動】

【専門家による指導助言】
【リスクマネジメントに関するノウハウや知識】

＜コロナ禍での団体運営に
関するアイデア＞

＜オンラインを活用した展開＞

【オンラインを活用した全国的な取り組みや
キャンペーンの実施】
【オンラインセミナーの実施】

【ラジオ体操と食材提供をセットにした活動】
【生活圏での活動を可能にするための拠点提供】

＜自治会等との連携・協働
に関するアイデア＞

＜協働の「質」や方法に関すること＞

＜専門家や専門機関との連携＞

＜調査研究活動＞

【ひとり親世帯や非婚世帯への支援】
【就労支援】

＜就労支援＞

【コロナ禍でも安心して参加できる親子の居場所】
【定額制で複数の団体の活動を活用できる仕組】

＜就労支援＞
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【情報の普及や発信強化】 

・インフルエンサー8に活動や問題を告知してもらいたい。㉖ 

・シングルマザーの家庭の実情に対して取材等へ情報提供ができる。㉞ 

【社会的資源に関する情報の検索サービス】 

・困っている状況を入力すると必要な支援が表示されるアプリの開発。㉕ 

・障がいのある子どものつなげ先に関する情報。㉑ 

 

＜子ども食堂に関するアイデア＞ 

【子ども食堂の拡充のための方策】 

・子ども食堂をさらに展開するためには、地域と公民館との協働が必要。④ 

【子ども食堂を実施する団体同士の交流】 

・子ども食堂を実施する団体同士との連携・協力。④ 

・子ども食堂の団体間で経験のあるスタッフの人材交流。㉚ 

 

＜食材提供に関するアイデア＞ 

【持続的な食材提供体制の構築】 

・フードサポート事業の持続的な運営体制の構築。⑫ 

・フードドライブを地域で行うための協議会の設置。㉕ 

・フードサポートを行っている団体や機関に関する情報の一元化。㉕ 

・食材提供事業やフードロスの削減の取り組み。⑲㉙ 

・食材提供先に困り事があれば、自分たちの活動につないでほしい。㉙ 

【配食サービスの実施】 

・調理ができる団体とフードサポートを結んで配食サービスを行う。㉙ 

 

＜連携・協働の「質」や方法に関すること＞ 

・「ネクスト・ダイアローグ・プロジェクト」9のようなオンラインも活用した連携・協働。③⑩ 

・連携や情報交換のみを目的とせずに「コレクティブ・インパクト」10をめざすべき。㉔ 

・特定の課題に多方面から集中的に資源を投入していくような活動。㉔ 

 

＜移動型の支援拠点をつくる＞ 

【車両を拠点にした移動型の支援活動】 

・キッチンカーによる配食サービス。⑨ 

・訪問サービス。⑨ 

・移動フリースペース。⑨ 

・病院の送迎。⑨ 

 

＜学習支援に関するアイデア＞ 

【オンラインでの学習支援のノウハウ提供】 

・再び緊急事態宣言がでた場合に備えて、オンラインでの学習支援のノウハウ。⑮ 

・コロナ禍収束後も、オンライン学習支援を充実させたいのでノウハウを知りたい。㉙ 
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【オンラインに過度に頼らない学習支援の開発】 

・再び緊急事態宣言が出た場合に備えて、オンラインに過度に頼らない学習支援の開発。⑪ 

 

＜コロナ禍での団体運営に関するアイデア】 

【専門家による指導助言】 

・コロナ禍での外遊びに関する専門的な知見やアドバイス。⑬ 

【リスクマネジメントに関するノウハウや知識】 

・コロナ禍のリスクマネジメントや団体を守るためのノウハウ。㉝ 

 

＜相談事業に関するアイデア＞ 

【オンライン相談のノウハウ提供】 

・オンライン相談のノウハウが知りたい。⑲ 

【相談体制の強化】 

・相談体制を強化したい。⑳ 

 

＜オンラインの活用＞ 

【オンラインを活用した全国的な取り組みやキャンペーンの実施】 

・オンラインを活用して全国共通の取り組みを行う（例：ムッレチャレンジ）。⑥ 

【オンラインセミナーの開催】 

・ZOOMを用いた講演会やセミナー。⑦ 

 

＜自治会等との連携・協働に関するアイデア＞ 

【ラジオ体操と食材提供をセットにした活動】 

・自治会と連携し、ラジオ体操の実施。その際、朝食や防災用のおにぎりを配布したい。㉜ 

【生活圏での活動を可能にするための拠点提供】 

・子育てサロンの子どもたちが青年期に達した際の受け皿。㉗ 

その際、イベント型ではなく団地内の集会場等の子どもの生活圏で行ってほしい。㉗ 

・活動場所としての公民館などの提供。㉛ 

 

＜専門家や専門機関との連携＞ 

・若年女性の支援に明るい団体との連携。⑰ 

・当事者同士が支えあうピアグループのような取り組み。そのためにピアグループを支える専門家

的なケアが必要。㉖ 

 

＜調査研究活動＞ 

・子どものメディア接触に対するコロナ禍前後の比較調査。⑭ 

 

＜生活困窮世帯への支援＞ 

【ひとり親世帯や非婚世帯への支援】 

・ひとり親家庭、貧困家庭へのアプローチ。⑲ 
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【就労支援】 

・就労支援がより必要になる。㉞ 

 

＜居場所やフリースペースに関するアイデア＞ 

【コロナ禍でも安心して参加できる親子の居場所】 

・コロナ禍でも安心して参加できる親子の居場所づくり。㉑ 

【定額制で複数の団体の活動を活用できる仕組み】 

・定額制で複数の団体が実施するフリースクールやフリースペースを活用できる仕組み。㉒ 

 

２-５ 要望等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図７ 要望等 

 

＜再開後の学校への要望＞ 

【子どもの心のケアを優先してほしい】 

・学校再開後には、授業の遅れを取り戻すことよりも子どもの心とケアを優先してほしい。⑫ 

【教育環境の改善】 

 ・少人数学級と正規教職員の大幅増を実現してほしい。⑫ 

【オンライン授業についての要望】 

・オンライン授業が代替措置として重用され過ぎることには注意が必要だと思う。㉒ 

＜再開後の学校への要望＞

＜食料に関する要望＞

【ニーズにあわせた活動の必要性】
【熱中症対策とのバランスの必要性】
【活動の検証の必要性】

＜子どもの市民活動への要望・期待＞

【子どもの心のケアを優先してほしい】
【教育環境の改善】
【オンライン授業についての要望】
【受験や就職への影響への対応】

【食料を確保できる社会にむけた整備
をしてほしい】

＜報道や広報活動に関する要望＞

【明るい気持ちになれる情報の発信してほしい】
【必要以上に不安を煽らない】

＜中間支援組織やネットワーク
活動に関する期待・要望＞
【中間支援組織への期待】
【ネットワーク会議のあり方への要望】

【コロナ対策の補助金の継続】

＜制度や補助金に関する要望＞

＜子どもへの影響に関する
調査研究の必要性＞

【子どものストレスに関する長期的調査】

【収束への願い】
【ワクチンの開発への期待】

＜コロナ禍収束への願い＞ 【芸術の重要性について】
【睡眠教育の重要性について】
【自助努力ではなく、社会全体での対応が必要】

＜社会に対する要望＞

【人員確保について】
【市民活動が相談できる窓口がほしい】
【活動拠点の確保】

＜市民活動への支援の要望＞
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【受験や就職への影響への対応】 

・今の中学生が大学受験や就職するときに今回の件が影響しないように大人が気を付けるべき。⑪ 

 

＜食料に関する要望＞ 

【食料を確保できる社会にむけた整備をしてほしい】 

・誰もが安心して食料を確保できる社会にむけて制度や具体的施策を整備してほしい。㉕ 

 

＜報道や広報活動に関する要望＞ 

【明るい気持ちになれる情報の発信してほしい】 

・明るい気持ちになる情報の発信を心掛けてほしい。⑳ 

【必要以上に不安を煽らない】 

・メディアが必要以上に不安を煽っている。㉜ 

 

＜中間支援組織やネットワーク活動に関する期待や要望＞ 

【中間支援組織への期待】 

・提言や提案が各団体をつなぐ力になる。子どもNPOセンター福岡に期待したい。⑦ 

・いずれは北九州でも中間支援組織的なネットワーク活動が誕生してほしい。㉙ 

【ネットワーク会議のあり方への要望】 

・子どもに関わる他団体と連携を深める会議等についての情報発信が必要。⑩ 

・ネットワーク会議などのオンライン化。⑱ 

 

＜コロナ禍の収束への願い＞ 

【収束への願い】 

・とにかく、早く落ち着てほしいと願う。⑮ 

【ワクチンの開発への期待】 

・早くワクチンができてほしい。㉜ 

 

＜子どもの市民活動への要望や期待＞ 

【ニーズにあわせた活動の必要性】 

・支援はこちらがしたいことではなく、相手がしてほしいことをやるべき。㉔ 

   ―たとえば、アンケート調査などでのニーズ把握は当然すべき。㉔ 

・紋切り型ではなく、地域や子どもの文脈にあわせて活動を創っていくことが必要。㉘ 

【熱中症対策とのバランスの必要性】 

・夏場は、コロナ対策と熱中症対策のバランスが重要になってくる。㉜ 

【活動の検証の必要性】 

・便利なことと大切にしたいことを一つ一つ検証して次世代を育てる現場に反映させてほしい。㉕ 

 

＜制度や補助金に関する要望＞ 

【コロナ対策の補助金の継続】 

・補助金について数年で打ち切りではなく長く継続してほしい。㉑ 

・今後社会情勢をみながら再度の給付金や相談を含む支援制度の継続的な実施をのぞむ。㉞ 
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＜子どもへの影響に関する調査研究の必要性＞ 

【子どものストレスに関する長期的調査】 

・子どもたちのストレスの長期的な調査が必要。㉝ 

 

＜社会に対する要望＞ 

【芸術の重要性について】 

・芸術を大切にすること。㉕ 

【睡眠教育の重要性について】 

・睡眠教育を生活を営んでいる子どもの社会的な問題として捉えたい。㉗ 

【自助努力ではなく、社会全体での対応が必要】 

・今回のコロナ禍では個人の努力ではどうしようもない状況が生じている。㉞ 

 

＜市民活動への支援の要望＞ 

【人員確保について】 

・電話相談員を増やすための研修を行う予定なので、告知に協力してほしい。⑧ 

【市民活動が相談できる窓口がほしい】 

・活動中に何か起きたときに相談できる機関や窓口があると安心。㉝ 

【活動拠点の確保】 

・活動場所として借りているテナントの家賃捻出が目下の課題。㉝ 

 

３ 考察 

 

３-１ 子どもの権利からみたコロナ禍の影響を考える 

調査結果を子どもの権利という観点から考察してみたい。国連「子どもの権利条約」（1989年）で

は、４つの柱から成る。すなわち、「生きる権利」（防げる病気などで命を失わないことや病気や怪我

をしたら治療を受けられること）「育つ権利」（教育を受け、休んだり遊んだりできること、考えや信

じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること）、「守られる権利」（あらゆる種類の虐待

や搾取などから守られること、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られること）、参

加する権利（自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできるこ

と）である。図８は、この４つの柱を意識して、子ども自身、家庭、地域、社会の領域に分けて項目

を並べてみた。下枠は、子どもの市民活動の運営への影響が関連していることを示している。 

緊急事態宣言下の外出自粛と一斉休校は、「育つ権利」を直撃した。「生きる権利」の保障のために

は、衣食住と情報の保障がまず求められる。「守られる権利」は、平時以上に問題が見えづらくなるの

で注視していく必要がある。莫大なコロナ対策予算がつぎこまれているが、将来にわたって支払うの

は今の子どもたちである。当事者不在でこれからの社会を語ってはいけない。子どもの「参加する権

利」をどうすれば保障できるかについて真剣に考えなければならない。 
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 ▲図８ 子どもの権利からみたコロナ禍の影響 

  

ここでは、調査から得られた示唆として、２点述べたい。 

第一に、子どもの権利への影響は、その子の発達段階や家庭の置かれている状況で大きく異なるこ

とに注意が必要である。乳児期、幼児期、学齢期、青年期でも影響が異なるだけでなく、同じ学齢期

の子どもであっても、不登校かどうかでも異なる。同じ不登校状態でも家庭が安定しているか、オン

ラインでの支援等があるかで異なる。とくに、子どもにとって家庭が安心・安全な場所であるかどう

かは、休校期間や自粛生活下にあっては平時以上に大きな意味をもつ。 

 生活保護受給世帯や里親の元で育つ子どもには、比較的影響を受けにくかったという声が聞かれた。

このことは、コロナ禍において「守られる権利」の保障するためには、制度的支援の対象になるほど

には困難を抱えてはいないが、状況が変化すれば危機的状況に陥りかねない「『黄色信号』の子どもと

世帯」（湯浅誠氏）に目を向けていく必要性を示唆する。 

 単独では難しくても、他団体や行政と連携・協働できることはたくさんある。まずは情報やノウハ

ウを交換しあうことからはじめてはどうだろうか。 

第二に、一斉休校は、学校の存在意義と社会的機能を改めて浮き彫りにした。厳しい家庭環境で育

つ子どもにとって、学校はまさにセーフティーネットであった。「給食で栄養を取ることができる」、

「家庭に居場所がなかったとしても平日日中に行くところがある」、「家庭で大人から適切なケアを受

けられなくても、教師から教育的な愛情をもって接してもらえる」、という意見があった。 
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学校があることで保護者にとっても有形・無形の恩恵を受けている。「平日の昼食は考えずにすんで

いた」、「子どもが学校にいる間は、保護者は仕事中に集中できる」、「専業主婦の場合も、子どもが学

校にいる間は休息がとれる」、「教師は身近な相談相手である」という意見があった。 

 一方で、一斉休校中、不登校の子どもが元気になったという声も聞かれた。学校に行かない子ども

たちが受けてきた「圧力」や「まなざし」が浮き彫りになったといえよう。「学校に行くことが当たり

前」という価値の揺らぎは、新たな事態を生み出している。不登校ではなかった子どもたちの中で、

学校再開後に登校しない子が出てきているのである。友人に会うためだけに学校に身を置いていたよ

うな子どもにとっては、一斉休校中に SNS で友人とつながりを維持できた経験は、学校に行く意義

や魅力を減退させたのだろう。学校に身を置くことで初めて得られる時間と空間と関係とは何かが改

めて問われているのである。 

 

３-２ これからの子どもの市民活動を考える 

 調査の分析を終えて、とくに強調したい点を５点述べたい。 

 第一に、「３密」回避に配慮した子どもの市民活動をどう創造していくかという点である。子ども

に関わる市民活動の多くが、緊急事態宣言下では活動を休止し、その後再開した場合も活動内容を大

幅に変更している。実際に顔を合わせての経験や交流や対話を大事にしてきたがゆえに、「３密」を回

避した活動への移行が難しかったのであろう。「３密を避けて再開したら、活動の雰囲気が変わった」

という声は象徴的である。それぞれの現場の試行錯誤やアイデアを交換しあいながら、経験や交流や

対話のあり方をウィズコロナ時代にあわせていく必要がある。活動休止は、その団体がせっかく顕在

化させてきた社会問題やニーズを再び埋もれさせてしまう。 

第二に、オンライン化には、「助走」が必要だという点である。一斉休校や緊急事態宣言下でも活動

を継続できた団体は、オンラインを活用していた。それらの団体では、コロナ禍以前からオンライン

での活動に関心をよせていたり、導入の準備を進めていたりしていた。なぜなら、オンラインでの活

動のための機材やツールの使い方をいきなりオンラインで教えるのは非常に難しく、対面での練習が

可能な時期に慣れておく必要があるからである。また、すでに関係ができていて集まる目的があれば、

オンラインも可能だが、集まる目的を創ったり、関係を創ったりするのは、オンラインでは難しいと

いう意味においても、「助走」が必要である。 

第三に、社会のバックアップ機能としての市民活動がその力を十分に発揮できる体制をどうつくる

かが問われている。コロナ禍においても、子どもに関わる市民活動は、平時の活動を臨機応変に変更・

拡充したり、目の前のニーズや課題に対応してこれまでになかった新たな取り組みを開始していた。

しかし、それらは、感染症に対する専門的な知識がないことの不安や、万が一感染者が関係者から出

た場合の影響やリスクを抱えながらの行動であった。万が一、感染者が出てしまった場合に周りや関

係先への影響から自主規制してしまったという団体もあった。国や都道府県が示す感染症対策のマニ

ュアルでは、自分たちの活動には不十分だという。現場に即した感染対策マニュアルづくりが必要で

あり、そのためには感染症の専門家による指導・助言を得られる体制を整備することが求められる。 

第四に、活動の経営悪化への対応が急務である。対面での活動を休止せざるを得ない中で、参加費

収入がゼロになっているだけでなく、会費収入も減少している。感染拡大が春先に起こったため、活

動の継続に大切な会員の入会に影響があり、会員減の状況に陥っているからである。加えて、企業や

個人からの寄付収入も減少しており、コロナ禍による景気悪化が長引く中で、さらに厳しくなると思

われる。ボランティアベースの活動は何とか持ちこたえることができたとしても、人件費やテナント

代等の固定費をかけている市民活動の場合は経営破綻に追い込まれかねない。市民活動に対する持続
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化給付金のような救援策が求められる。コロナ禍対応への助成金は増えているが、新たに事業を起こ

すのではなく、これまで行ってきた活動を継続することを主眼に置いた支援策が求められる。 

 第五に、コロナ禍がもたらしたプラスの側面をきちんと評価すべきである。コロナ禍では、どうし

てもネガティブな情報や言説が先行する。だかこそ、意識的にポジティブな側面を探し、発信し、共

有していく必要がある。「家族との時間が増えた」、「団体の活動や運営を根本から見直す時間ができ

た」、「関係機関と深く関わるようになった」、「活動をオンライン化することで固定費が削減できた」、

「オンライン開催にしたことで遠方の参加者も可能になった」など『ピンチはチャンス』の発想も大

事である。とくに、オンラインツールの活用は、活動の質を向上させる可能性がある。 

 

 
1 構造化インタビューは、一問一答式の質問票調査（アンケート）に近い手法である。半構造化イン

タビューでは、事前に大まかな質問事項を決めておき、回答者の答えによってさらに詳細にたずね

て行く調査法である。発言に自由度があるので、深掘りしたい情報や重要な関連情報を得やすい。 
2 山下智也さん（きんしゃいきゃんぱす／北九州市立大学）からは、学齢期の子どもへの影響を考え

る際は、「感染がはじまった頃」、「一斉休校になった頃」、「緊急事態宣言が出された頃」の３段階

に分けた方が良いとの助言をもらった。 
3 インタビュー記録から抽象化するラベルを貼ることを通して、何らかのパターンを見出す作業。 
4 記録シートには別の質問項目に記載されている回答でも、該当する場合は加えることにした。 
5 スウェーデン野外生活推進協会が開発した家族単位で 30日間身近な自然と過ごすプロジェクト。

日本野外生活推進協会が日本版を作成し、普及を行っている。 
6 各団体へのインタビュー調査時をさす。調査日時は各記録シートを参照。2020年６月下旬から９

月上旬までとばらつきがある。 
7 福岡市子ども未来局が所管の乳幼児の親子がいつでも利用できる常設の遊び場。他の親子と交流が

できたり、子育てに関する相談ができる。市内 14ヶ所で実施しており、参加費は無料。 
8 この場合、主にインターネットメディア（YouTube、インスタグラム、Twitterなど）でフォロワ

ーを多く持ち、影響力や発信力のある人のこと。 
9 ソフトバンクホークス千賀選手・甲斐選手がプロジェクトリーダーとなって始まったクラウドファ

ンディングを受けて、子どもNPOセンター福岡が、福岡市の里親家庭や児童福祉施設で暮らす子

どもたちと養育者を、感染予防支援とオンライン活用支援の２本立てで支援する「ネクスト・ダ

イアローグ・プロジェクト」を立ち上げた。コロナ禍も、その後も見据えた、社会的養護児童と

その養育者を支える基盤づくりのために、福岡市こども総合相談センターとも連携・協力しなが

ら動き始めている。 
10 ジョン・カニアとマーク・クラマーによって提唱された概念。複雑化する社会においては、単独

の団体では解決できない課題が多い。変革に向けた共通のビジョンをもち、恒常的なコミュニケ

ーションをとりあい、互いに刺激し、互いに補完しあうような連携・協働の必要性を説く。 
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