
 
  

8 月 7 日と 8 日の 2 日間にわたり、こどもによるこどものためのこどもだけのまち「キッ

ズタウン NARITA 2021」が開催されました。 

昨年の『こどものまち』は新型コロナウイルス感染対策のため、制作したミニチュアの

まちと成田市におけるこどものまちの歴史を掲示した展示形式の『こどものまち』とな

りましたが、今年は従来どおりの体験参加型の『こどものまち』を実施しました。 

第 1 回のこども実行委員会が行われたのは今年の 3 月 27 日。この時点では、8 月の

感染状況がどうなるか予測がつかず、開催できるのか、昨年と同様の展示形式にし

たほうがよいのか結論は出ませんでした。 

その後、4 月 5 月 6 月と回を重ね、こども実行委員の意向を踏まえて、規模を縮小し

たり感染対策を徹底することにより体験参加型の『こどものまち』を実施する方向で固

まりました。しかし、日々一刻と変化する感染状況によりなかなか詳細が決まらず、ギ

リギリまで悩み抜きました。そんな中、施設の制限にあわせて、食事を禁止し、例年で

は大人気だったカレーや焼きそばなどの食品を販売しないことを決定したり、1 日開

催だったものを 2 日間開催に変更、各日午前と午後にわけ、4 部制にしたりしました。

また 1 部あたりの入場者数を 100 人に限定し、密になることを防ぎました。入場者も

事前予約制として、例年開場の際、長蛇の列になってしまっていた事を防ぎました。 

この他、体調の調査やマスクの着用、消毒の徹底などをこども・大人実行委員で基本

事項として共有しました。 

様々な対策を講じて迎えた当日、コロナとは別の問題がこどものまちを襲います。 

日本付近に 3 つの台風が発生し、そのひとつの進路が関東に接近する予報でした。 

7日は台風の影響を受けることなく開催でき、8日の朝に接近する予報だったため、気

象警報が発令された際は、自宅待機とし、警報解除後に来館すると取り決めました。

8 日朝、台風の進路は当初の予報より南寄りの進路を進み、注意報が発令されたも

のの警報は開始時間には発令されませんでした。実行委員・参加者も無事に来館し

 

※集合写真撮影時のみ喋らないことを条件にマスクを外しています。

開催にこぎつけました。苦難の末、開催された今回は『巨大迷路』や釣り堀もある『水族館』が登場したり、お金が通貨から『電

子マネー』方式に変更されたり、新しいことが多い『まち』となりました。『こどものまち』で過ごし、保護者の方と待ち合わせをし

ていたお子さんからは、「こんなの作ったんだよ」「こんなことしたんだよ」と楽しそうに笑顔で話している姿が見られ、そんなお

子さんを見た保護者の方も自然と笑顔になっていました。コンセプトの通り『笑顔いっぱいのまち』となりました。 
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号外 
キッズタウン 

 NARITA 2021 

入場者数 午前 午後 
7 日 95 人 82人 
8日 91人 81人 

 



 
  

①  整理券を提出し、市民証をもらう 

②  ハローワークで仕事を紹介してもらう 

③  仕事をする 

④  仕事をした分の給料が電子マネーに 

チャージされる 

⑤  ゲームや買い物をする！ 

↓ 

もっとお金をためたい人は②へ ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

②～⑤をくりかえす 



 
  

館内のパトロールをします。落ちていた忘れ

物の管理をします。ソーシャルディスタンス

を呼びかけたり、指名手配犯を探します。 

過去の通貨スターを電子マネーにチャージし

ます。アンケートに回答した人に電子マネー

をチャージします。 

仕事を見つけられるように工夫してお仕事カ

ードを掲示して紹介します。回収ボックスに

入っている札を戻します。 

 

参加費の 100 円をもらい、整理券を受け取

り、市民証を渡し、市民登録を行います。 

まちの汚れているところをモップやぞうきん

で掃除をします。あふれたゴミ箱の袋を交換

します。 

 

警察 電子マネー 



 
  

材料や道具を用意します。作り方の説明をし

たり、見本を作ったりします。 
缶バッジやシールの販売を行います。記念ド

ーナツの引き渡しを行います。商品は渡す前

に消毒を行います。 

宝くじの作成、販売、抽選、換金を行います。 

不用品の販売を行います。 

フリーマーケットスペースの管理を行いま

す。 

来た人におみくじの説明をします。でたくじ

により景品を渡します。 

来た人に遊び方を説明し、助けてほしい時に

使う SOS グッズを渡します。助けてほしい

人がいないか見守ります。 



 
  

来た人に遊び方を説明します。 

点数を計算し、点数に応じた景品をあげます。 

使ったものを消毒します。 

 

ミニ水族館の材料や道具を準備します。来た

人にミニ水族館の作り方を説明します。釣り

堀の遊び方を説明します。 

来た人に遊び方を説明します。 

点数を計算し、点数に応じた景品をあげます。 

使ったものを消毒します。 

水族館 

ビンゴ大会、ミニコンサートの司会や運営を

行います。また、ホールへの呼び込みや宣伝を

行います。 



 
  



 
  



 
  

3/27 第 1回実行委員会 
 
自己紹介の後、やりたいこ
と・やれそうなことをグルー
プワークにて話しあった。 

4/10 第 2回実行委員会 
 
コロナ対策の徹底を前提と
して何ができるか、第 1回実
行委員会よりも踏み込んだ
話し合いが行われた。 

5/15 第 3回実行委員会 
 
こども実行委員長・副委員長
を決定。2 日間開催や入場制
限・お金についての話し合い
が行われた。 

6/12 第 4回実行委員会 
 
開催日時やコンセプト、予約
方法、実施ブース、電子マネ
ーの方式について話し合い、
方針が固まった。 

6/26 第5回実行委員会 
 
整理券の制度、一昨年までの
通貨スターの扱いについて
話し合った。ブースの分担に
ついて決定した。 

7/10 第6 回実行委員会 
 
メインポスターの選定を行
った。オープニングセレモニ
ー・ゲート・バナーの作成に
ついて話し合った。 

夏休み準備期間 
 
整理券の配布を開始。来館受
付のほか、電話での受付も行
った。各回定員近くの整理券
を配布した。 

夏休み準備期間 
 
巨大迷路の壁や各店舗の看
板、装飾品・バナーの作成を
行った。 

前日準備 
 
作成した看板や装飾品を実
際の場所に配置・貼り付けを
行った。参加者役をたて、当
日の流れを確認した。 



 
  

体調管理の徹底 

 

こども実行委員、大人実行委員はもちろん、参加者も体調調

査を行いました。37.5℃以上の熱はないか。本人・同居の

家族に風邪症状はないか。マスクをつけているか。手指消毒

を行ったか。調査の上、問題の無い人のみが参加することが

できます。 

手指消毒・物品消毒の徹底 

 

施設出入口に設置されているアルコール消毒液の他に、こ

どものまちでは各ブースにアルコール消毒液を設置しまし

た。また共有しなければならない道具については、消毒・除

菌を行った上で次の人が使用しました。また館内の手すり

などは「そうじ」の仕事として消毒を行いました。 

 

ソーシャルディスタンスをたもつ 

 

ソーシャルディスタンスをたもつように呼びかけを行いま

した。市民登録後にホールで見るこどものまちの過ごし方

動画で呼びかけたり、「警察」の仕事としてソーシャルディ

スタンスをたもつように呼びかけるパトロールを行いまし

た。 

マスク着用 

 

必ずマスクを着用した上で参加しました。 

入場者数の制限 

 

例年は 1 日のみの開催でしたが、今年は 2 日間各日午前・

午後の 2 部制にすることにより分散。更に 1 回の入場者を

100 名までと制限しました。また事前予約制とし、開場前

の混雑緩和に努めました。電話予約を含めた事前予約の受

付もこども実行委員が行いました。 



 
  

今年もこのコロナ禍でフランクフルトややき
そばなどの食べ物や入場人数に制限がでてし
まったけど、こども市民（お客さん？）に楽
しんでもらえてよかったと思いました。 
こども市民に楽しんでもらえたと感じた理由
は2つあって、1つ目は自分達のお店や周り
のお店などから「ありがとうございました」
という声がたくさん聞こえてきたことです。 
体験や買いものなどが終わったこども市民か
らありがとうと言われたり、聞こえたりし
て、楽しかったことが伝わってきました。 
2つ目はこどものまちが終わって、こども市
民がかえっていくとき、その日の思い出をみ
んなで話していたことです。キッズタウンで
ゲームしたことや体験したことなどいろいろ
な声がきこえたなかで「キッズタウン楽しか
った」という声も聞こえてきました。 
今年のキッズタウンも例年と少し違うキッズ
タウンになってしまったけど、実行委員のみ
んなで力を合わせて、キッズタウンを成功で
きてよかったです。 
 

【小学校6 年生 Kさん】

今年のこどものまちは前回とはちがっていつ
も通りのこどものまちに似ているようでした
が、今回はソーシャルディスタンスや消毒な
どのコロナ対策などをして行いました。前は
ミニチュアのようなまちを作るというもので
したが、今回は前と似ていていつも通りのこ
どものまちが好きな人は、うれしかったと思
います。 
自分はハローワークのリーダーなので、うま
くみんなとなじめるか不安でしたが、ハロー
ワークメンバーが面白くて楽しかったです。 
本番当日に友達が来るといっていてとてもう
れしかったです。友達には「巨大迷路とか水
族館とかオススメだよ～」って言ったので行
ってくれるとうれしいです。 
良いと思ったところは警察官です。理由は説
明がていねいで働く場所ややることをきちん
と説明していたからです。今回ハローワーク
は、お客さんにちゃんとどの職業をしたい
か、働く人に仕事の説明もできて良かったと
思います。 
全てのお店ががんばってやっていてすごかっ
たです。 

【小学校6 年生 Hさん】

わたしはキッズタウンの実行委員をやって良
かったこと、反省することがあります。 
良かったことの 1つ目は社会のしくみがわか
ったことです。お仕事をしたらお金をもらっ
てそのお金で遊んだり、現実では食べたりく
らしたりするために物を買ったりすることを
知りました。2つ目は自分たちで考えてでき
たことです。3つ目はたくさん発表＆ビンゴ
にお客さんがきてくれたことです。最初は
5人くらいしかこなかったけど、やってい
くうちに30人くらい来てくれたことがう
れしかったです。 
次に反省することの 1つ目はビンゴ大会でビ
ンゴにならなかった子が泣いてしまった事で
す。あらかじめビンゴにならなかった子の事
を考えて参加賞などをつければ良かったと思
いました。 
反省することの2つ目は発表やビンゴのや
る時間がおくれてしまった事です。そのせい
で早く来たお客さんが待ってしまったりした
ので、時計を見て早めに準備をしていれば良
かったと思いました。 
 

【小学校 5年生 M さん】

私がこどものまちの実行委員に参加した理由
は3年生のころからやってきて、とても楽
しかったからです。 
今年はその経験を生かして副実行委員長にな
りました。自分たちが中心となってまとめて
いくのは少し不安だったけど、実行委員長と
もう 1人の副実行委員長と協力してがんばり
ました。 
担当のお店は市役所です。毎年あるのでだい
たいのことはわかっていたけれど、いざやっ
てみるとわからないことがあったり、夏休み
中の予約の係で少ししかできなくて大変でし
た。 
当日は、市役所の仲間と協力してやりとげる
ことができました。とても楽しかったです。 
 

【小学校6年生 Rさん】



 
  

わたしはキッズタウンの実行委員を去年もや
ったことがあって、去年はミニキッズタウン
という小さなまちだったので、今年はキッズ
タウンというこどものまちをつくれたのでよ
かったです。 
わたしは水族館の係でした。水族館では、ミ
ニ水族館というものをつくれたり、つりぼり
ができたりしました。わたしが水族館にいる
時間のときお客さんがみんな楽しそうにミニ
水族館をつくってくれたので、うれしかった
です。2日目にはミニ水族館のざいりょうの
ペットボトルがなくなってしまいました。つ
りぼりも人気だったけど、ほとんどの人がミ
ニ水族館をつくっていきました。なので、最
後にたくさん魚あまってしまったので、最後
にきた人には、魚をちょっと多めに持って帰
っていいですよといいました。 
わたしが遊んでいていい時間にキーホルダー
づくりをしに行きました。キーホルダーづく
りは思っていたよりかんたんにできたので、
家でやってもつくれそうと思いました。 
またキッズタウンの実行委員に参加して明る
く元気にこどものまちをつくりたいです。 

【小学校５年生 M さん】

ぼくは、キッズタウンに参加したことや実行
委員になったことがなかったけど、実行委員
になって「何をやるか」や「どこのたん当に
なるか」などみんなで考えて、キッズタウン
成田を成功させることができてよかったで
す。自分的には2カ月に 1回くらいあった
らいいなと思いました。 
当日、自由時間では、タウン内をさんさくし
たり、他の仕事の体験をしたり、きちょうな
体験をさせていただきました。 
自分ではやりきれなかったこともたくさんあ
ったけど、水族館などで工作をしたり、ゲー
ムセンターで遊んだり、あまりなかったこと
だったので、ドキドキしていたのですが、本
番が始まって、お客さんが来たとき、「練習
通りにやれば何とかなる。」と思ってせっ客
対応をしました。すると、1回対応するとコ
ツをつかみ、だんだんと上手になっていきま
した。 
2日目、自由時間にハローワークでいっぱい
働き、合計4回。いろいろなバイトができ
てよかったです。また来年もやりたいです。 
 

【小学校５年生 Ｓさん】

2021のはじめてのこどものまち「キッズ
タウン」はコロナかでとても大変だったと思
います。 
まず、こどものまちにかんする人（実行委
員、大人実行委員、学校をかしてくださった
かた、来てくれたお客さん）に感しゃもうし
あげます。コロナの中みんなが笑顔で帰れる
よう、わたしもわたしいがいの方もとてもが
んばってくれたからこそすばらしいまちがで
きたと思います。 
さいしょはふあんだったけど、友だちがたく
さんできて楽しくできました。兄が家でキッ
ズタウンのさまざまなことを教えてくれまし
た。 
わたしは、1年生のころ客として来たことが
あり、その時に実行委員にあこがれました。 
来年もかならず（やりたい！）やります！ 
 

【小学校 4年生 M さん】

たくさん仕事や遊びにきてくれて、うれしか
ったです。休けいの時間には、たくさん遊ん
で色々な物を作りました。あまり出かけられ
ないこの夏休みのいい思い出になりました。
じゅんびはとても大変だったけど、7日と
8日は楽しかったです。知っている人もた
くさんきてくれてうれしかったし、とてもた
のしかったです。じゅんびの時にコピーを手
伝ったり、バナーを作ったりするのは、とて
もおもしろかったです。少し早めに行ってつ
くえを出したり、名札を作るのもおもしろか
ったです。本番では、今までに作ったものや
考えたことでとてももり上がりました。また
来年もキッズタウンに参加したいです。参加
できなくても本番は、遊びに来れたらいいな
と思ってます。 
大人実行委員の方々、当日来てくださった大
人ボランティアの方々、今までありがとうご
ざいました。 
 

【小学校 5年生 M さん】



 

おきゃくさんの前で小さな声をだすのがはず
かしかったです。おしごとをしにきた人にか
んばんをわたしたり、せつめいしたりするの
もちょっとはずかしかったです。いろいろお
店ではたらいたり、なにかを買ったりするの
が楽しかったです。はじめてじっこういいん
をやったので、わからないことがたくさんあ
りました。こういう時におねえさんたちが助
けてくれました。いろいろなことを教えてく
れたので、おきゃくさんたちにもいろんなこ
とを教えられました。 
大人のかた、4月からじゅんびをしてくださ
ってありがとうございました。いろいろなこ
とを教えてくれたので、いろんなことがわか
りました。来年もできたらやりたいです。 
6 年生のおねえさんたちはもう中学校に来年
いっちゃうけど、わたしは4年生になって
もやります。またいろいろなおねえさんたち
におそわりたいです。 
今年はコロナウイルスなのにこどものまちを
やってくださりありがとうございました。ま
た来年もよろしくおねがいします。とても楽
しかったです。 

【小学校 3年生 Yさん】

すごくたのしかったです。 
2年生のときにお客さんとしてキッズタウン
にいったので、じっこういいんにもなれてう
れしかったです。 
ひとみしりだったから、ひとみしりをこくふ
くするチャンスができてよかったです。 
みんながえがおだったから、がんばってよか
ったなと思いました。 
小さなまちかど音楽会のえんそうがすごくて
2回も見に行きました。 
おとうとも「たのしかった！！」とえがおで
言ってくれたので、じっこういいんになれて
よかったと思いました。 
おやすみしてわからないことがすこしあった
けど、自分なりにがんばれました。 
ドーナツがおいしかったです。 
3年生のときに、じっこういいんをやろうと
思いましたが、きゅうにはずかしくなってや
めてしまったので、今年やれてよかったで
す。 
 

【小学校 4年生 Hさん】

―こどもの健やかな成長は 
        虫歯のない歯からー 

青柳デンタルオフィス 
公津の杜 1-7-7 0476-29-3168 

午前 9：00～12：30 
午後 14：00～18：30 

休診日：木曜日・日曜日・祝日 

成田市立 
公津の杜小学校 

成田市十余三字四本木 111 
 0476-36-1211 

Special Thanks 
ボランティア 
の方々 

公津の杜コミュニティセンター 
指定管理者 

アクティオ株式会社 


