
保育園を作れば、
子育て支援は

完了でしょうか？



確かに、待機児童解消のために、
保育園の設置は急務です。

しかし、
保育園だけでは子どもは育ちません。



子どもが育つのに、
子どもを育てるのに
大切なものは何か、
ご存知ですか？



それは



遊ぶこと
です。



「遊ぶこと」は、子どもの成長に不可欠なのです。

子どもは、遊びからたくさんのことを学び、成長していき
ます。

子どもが遊びを通して学んでいくスキルや能力

言語力 思考力 自制心 運動スキル

想像力 社会性 集中力



それなのに……
東京都では、今、

子どもの「遊び場」が減少しています。

子どもたちが思い切り遊ぶ場も、
子育て中の親御さんが連れていく場所も。



子どもが走り回ったり飛び跳ねたり……
雨の日でも思い切り遊べまわれて……
音楽の生演奏にリアルに触れたり……

想像力を働かせながらものを造ったり……
たくさんの本や映像に触れたり……

異世代が集うコミュニティに参加したり……

このすべてを兼ね備えた場所、
子どもが育つうえで大切なことを全部できる

場所があります。それが、



こどもの城
です。



こどもの城には、

走って、登って、飛んで、跳ね
て、思いっきり身体を動かして遊

べるプレイホール

いつでも楽器の生演奏に触れられ、自分
で演奏も体験できる音楽ロビー

外遊びも
できる
屋上や
テラス

自由に描き、
ものづくりを
体験できる
造形ルーム

赤ちゃんが
思い切り遊
べる0歳児
ルーム

22,000もの映像作品を所蔵し、自由に
観ることができるビデオライブラリー

プール 体育館 パソコンルーム



など、
子どもが「本物」に触れて

思い切り遊びながら
成長していくために
大切な、必要な

たくさんの「遊び場」を、
兼ね備えているのです。



それだけではありません。



ここには、
青山劇場

青山円形劇場
という、
２つの

素晴らしい劇場が
あります。



青山劇場



◆全床スライド式の主舞台
◆間口16m、奥行き14.4mの大迫り
◆同じ方式でスライディング・ステージが設置可能
◆廻り舞台も備えている

「東洋一」の
劇場

まさに



など、数多くの名作が上演され、
「あの舞台をまた青山劇場で観たい」
「青山劇場の舞台装置でしか出来ない演出が数多くあり、他劇場での公
演では迫力が全然違う」
「こんなに惜しまれて閉館してしまった劇場は他にはない」
と、青山劇場の閉館を惜しみ、再開を望む声が多くあがっています。

ミュージカル アニー PLAY ZONE



青山円形劇場



日本初の完全円形型の舞台を備え、

「ここでしか成立し得ない表現ができる」
といわれる、全国的にも貴重な劇場

東京の小劇場の歴史を
支えてきた



両劇場とも、
多くのファンを持ち、

日本の演劇文化の発展の
ために

なくてはならない劇場
なのです！



こどもの城、青山劇場、青山円形劇場は、
もともと、

厚生労働省が管轄して運営していたました
が、残念ながら2015年2月に
閉館してしまいました。

しかし、
現在もまだ

建物は残っています。



閉館が決まった時、「この場所をなくさないでほ
しい」というたくさんの声が集まりました。

ネット署名： 9,629筆 直筆署名： 63,381筆



そして現在、
東京都に向けて、
「再開してほしい」

と言う声が、
たくさん

上がっています。

ネット署名：17,312筆
直筆署名：5,457筆
（2017年6月5日現在）



＃こどもの城復活祈願

名作揃いの円形劇場。中でも｢cloud｣を観た
ときの衝撃は今でもはっきり覚えています。
円形劇場での再演を願ってやみません。

なんで青劇を閉館させる
のかやっぱりわからない
よ。こーんな素晴らしい
劇場潰すとか国は考えを
改めて欲しい。 こんなに
素晴らしいステージ機構
の劇場はどこの会社も国
も予算ないから二度と作
れないよ… TT大きな劇場にしか行ったことのなかった

高校生の時、初めての青山円形劇場に驚
きました。360度すり鉢状の客席がぐる
りと囲む中、張り詰めた緊張感が役者さ
んの息遣いからすら伝わって来る。あの
空気は他では味わえません。私に観劇の
面白さを教えてくれた劇場です。

青山劇場、青山円形劇場、こどもの城、全部全部大好きな
思い出の劇場で、思い出の場所。 あの空間だから、あの
ネバーランドが産まれたと思います。 また、立ちたいで
す。心より。

こどもの城でまた遊びたい。最強の児童館
だった、立地もよかった。周辺は混雑して
ないし道も広いし。

東京都はビルやマンションの建替えを減らすために(ゴミを
出さない )リフォームとか補修とかを応援している(助成金
とか)らしい。なら、お手本として、こどもの城も建替えせ
ずリニューアルオープンする決断をお願いします。

はるか昔に1～2回行ったくら
いだと思うんだけど、工作好
きにはたまらない空間だった
ことは覚えてる(何作ったのか
は覚えてない)あと、面白い自
転車みたいなのが何台かあっ
て、やりたかったのに全部使
われててできなかったとか
(笑)あのワクワクを今の子供
たちにも是非！

Twitterでの声



俳優や女優、声優、作家、映画監督など、
たくさんの著名な方からも、
閉館を惜しみ、復活を望む声が

上がっています。

俳優・八嶋智人さん

女優・小泉今日子さん

こどもの城、青山劇場、青山円
形劇場は現在閉鎖されていま
す。でも！今現在も在るので
す！舛添都知事時代に閉鎖にな
りましたが小池都知事は計画を
白紙に！復活するなら今なので
す！



学生時代に通った円形劇場は僕の青春時代の思
い出の場所であり、いつかここで演出をしたい
という憧れの場所でもあります。
こどもの城は最近娘と度々訪れ、アスレチック
をしたり、オセロをしたり楽器に触れたりして
います。都心にこんな憩いの場所があるなん
て、なんて素敵なんだろう。
この施設があることで、どれだけ子育ての役に
たっているか、計り知れません。納得できる説
明がない限り、都民として、父親として、ひと
りの作り手として存続を訴え続けます。

映画監督・是枝裕和さん

演出家・ケラリーノ・
サンドリヴィッチさん



公益社団法人 日本劇団協議会
株式会社 ホリプロ
株式会社 ワタナベエンターテイメント
音楽座ミュージカル
こりっち株式会社 演劇情報ポータル
株式会社 キョードー東京
株式会社 コマーム
日本児童青少年演劇劇団協同組合

是枝裕和 映画監督
橋本大二郎 元高知県知事
坂手洋二 劇作家・演出家
倉本聰 脚本家・劇作家・演出家

鳳蘭 女優
八嶋智人 俳優
うちやまきよつぐ 俳優
天宮良 俳優
高乃麗 声優・女優
田中真弓 声優・女優
高泉淳子 女優
志賀廣太郎 俳優
自然薯tororo 地元飲食店
加藤登紀子 歌手
谷山浩子 シンガーソングライター

中西俊博 ヴァイオリニスト
福山桜子 演出家・映画監督
谷賢一 劇作家・演出家・翻訳家
小野寺修二 演出家・振付家
ケラリーノ・サンドロヴィッチ

劇作家、演出家

高野しのぶ 現代演劇ウォッチャー
石井達朗 舞踊評論家

盛田隆二 小説家
きむらゆういち 絵本作家
田島征三 絵本作家
柴田愛子 絵本作家、りんごの木代表
中沢けい 作家、法政大学教授
ひこ・田中 児童文学作家

福澤達郎 元こどもの城音楽講座講師
吉成信夫 岩手子ども環境研究所理事長

堤未果 ジャーナリスト
津田大介 ジャーナリスト

26

こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続 賛同人（一部）



東京都唯一の都立児童館であった
「東京都児童会館」も、
2012年に閉館してしまいました。
こどもの城もなくなり、
現在、

東京都には大型児童館が一つもありません。

私たちは、例えば雨の日、子どもを連れて
どこで遊べばいいのでしょうか。

民間経営のテーマパークでしょうか？



東京都は、東京都児童会館の閉館を決めた際、

「近くにこどもの城があるので、
地域の資源を活用していきたい」
とされてしまいました。

「近くにこどもの城があるから」と、
東京都児童会館は
あとかたもなく取り壊されてしまいました。
しかし、
そのこどもの城も、閉館してしまいました。



他府県では、
「市立・区立の小規模児童館」と
「府県立の大規模児童館」、
それぞれが異なる役割を持って、
子どもの成長と子育て環境を支えています。

今までも、これからも、
日本をけん引していく存在である

首都・東京こそ、

「子育て文化」を創造する最先端であってほしい。



こどもの城の閉館理由に、
「近年、子どもたちの遊びが多様化している」
「他にも民間の遊び場がたくさん増えている」
とありますが、本当にそうでしょうか。

確かに、企業が運営する遊び場は、
たくさん増えています。

しかし、それは、こどもの城とは
全く異なるものです。



まずは、料金。
東京にある室内型テーマパーク、遊び場の利用料金を見てみると、
①東京ドームシティ ASOBono！（アソボーノ）
→子ども 60分 ¥930 延長30分毎 ¥410
大人 ¥930

②キドキドパサージオ（西新井）店
→子ども 最初の30分 ¥600 その後10分毎¥100
大人 ¥500

③アネビートリムパークお台場店
→子ども 最初の1時間 ￥1,200 延長15分ごと ￥300
大人 ￥1,200（＋税）

④レゴランド・ディスカバリー・センター東京
→子ども 2,400円
大人 3,000円



このように、
「遊べば遊ぶほど料金がかかる」形式が多く、
親子で訪れると5,000円以上かかる施設が
ほとんどです。

これは、「日常の遊び場」とは程遠く、
「レジャー」としての遊び場となっています。

また、「遊び」に特化しており、
こどもの城のように、「遊びながら学ぶ」「遊びな
がら文化を体験する」ということができる施設は、
ほとんどありません。



「子どもたちの遊びが多様化している」
というのはどういう意味なのか……

「ゲームやテレビで過ごす子が多い」から、
遊び場は必要ないのか……？

いえ、そんな現状だからこそ、
遊びながら学び、成長していく場が、
いっそう大切になるのではないでしょうか。



国連大学もあって世界中から人が訪れる
東京・青山の一等地で、
世界に自慢できる素晴らしい設備を兼ね備えた
このこどもの城を、
東京都の力で再開させることができれば、

これは、
世界中の人に
東京の「子育て支援」「未来志向」の底力を
アピールすることになるのではないでしょうか。



子どもたちの「遊び」と「成長」のために。

子育てをがんばっている親御さんのために。

未来につながる演劇文化の発展のために。

この舞台に立ちたいと夢見る若者のために。



こどもの城、
青山劇場、
青山円形劇場を
復活させるために、
力をお貸しください



資料作成：こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続を願う有志の会
連絡は…… kodomoaogeki@gmail.com

共同代表 有泉まで

mailto:kodomoaogeki@gmail.com


こどもの城、青山劇場、青山
円形劇場に関するアンケート
実施期間：2013年2月4日～4月12日 有効回答：670 アンケー
ト実施方法：change.orgのキャンペーンページにて賛同の登録を

された方々などに実施

以下、参考資料



こどもの城、青山劇場、青山円形劇場がなくなっ
てほしくないと思いますか？

なくなってほしく

ない

99%

なくなっても構わ

ない

0%

その他

1%



これまで、主にどの施設を利用されましたか？

青山劇場と青

山円形劇場

21%

こどもの城

18%
こどもの城と

青山劇場と青

山円形劇場

18%

青山円形劇場

13%

青山劇場

9%

こどもの城と

青山円形劇場

7%

こどもの城と

青山劇場

7%

利用したこと

がない

7%



39

25

25

261

266

297

その他

利用してい…

恋人と一緒に

友人と一緒に

ひとりで

家族で

どなたとご利用されることが多いですか？

（複数回答可）

青山劇場と青

山円形劇場

21%

こどもの城

18%

こどもの城と

青山劇場と青

山円形劇場

18%

青山円形劇場

13%

青山劇場

9%

こどもの城と

青山円形劇場

7%

こどもの城と

青山劇場

7%

利用したこと

がない

7%

これまで、主にどの施設を利用されましたか？



53

12

29

47

51

56

66

75

86

126

130

144

209

その他

小児保健クリニック

おやこクラブ

プール

体育館

パソコンルーム

ギャラリー

各種講座

ビデオライブラリー

音楽ロビー

屋上遊園

造形スタジオ

３階プレイホール

こども活動エリアをご利用の方はどの

施設をよく使われますか？（複数回答

可）

22

186

234

234

287

その他

スタッフが良い

プログラムが良い

立地が良い

設備が良い

こども活動エリアをご利用の方はこども

の城のどんなところがよいと思われます

か？

（複数回答可）



【こどもの城をご利用の方】こどもの城のプログラムや活動で印
象に残っているものはありますか？①

●音楽プログラム 33件

• 音楽ロビーにて、日に何度も行われている、生バンド…子供が大好
きで、あんなにはしゃぐ姿は他では見られません！生演奏という、
迫力ならではないかと思います。

• 音楽スタジオの楽器やスタッフとの距離の近さや一体感は、他所の
子供向けプログラムでも味わうことができない体験だと思います。

●スタッフの対応等 17件

• 内容はもちろんのこと、スタッフの方にも気軽に育児のことについ
て相談できたり、他の利用者の方々ともコミュニケーションがとれ
たりと、本当に貴重な場です。



【こどもの城をご利用の方】こどもの城のプログラムや活動で印
象に残っているものはありますか？②

●造形スタジオ 13件

•造形スタジオで子供が夢中で遊んでおり、子供にとってはデイ
ズニーランドと迷うほど楽しいそうです。

●キャンプ 10件

•キャンプに小学生から参加していました。高校生になってから
は高校生ボランティアとして、そして大学生・社会人になって
からは青年ボランティアとして参加してきました。都会で暮ら
す私たちにとって、野外での自然体験やさまざまなプログラム
はとても貴重な体験であり、集団生活や人と関わりを通し、人
と関わり何かを成し遂げることのむずかしさ、楽しさ、何より
もその素晴らしさを多く学んできました。



【こどもの城をご利用の方】こどもの城のプログラムや活動で印
象に残っているものはありますか？③

●体育館、体育プログラム 7件

• 週末に体育室で行われるプログラムが大変良かった。先生の指導が
すばらしく、見学している親も安心してみていられる内容だった。

●その他のご意見

• 近年は民間のイベントも増えましたが、ここでしか体験できないプ
ログラムも多く、子どもたちに色々な体験をさせてあげるためにか
けがえのない場所だと思っています 。

• 全体的に子供が体験すると興味をもつものが多く、現代の子供たち
にはこういった空間が必要だと感じます。遊園地や、イベントス
ペースではできないことだと思います。



【青山劇場、青山円形劇場をご利用の方】印象に残って
いる演目があれば教えてください。

●アニー 36件

• 子供のころ、初めてミュージカルを観たのが青山劇場での「ア
ニー」でした。親子３代で出かけて観たときには、じーんと来まし
た。

●PLAY ZONE 33件

• 他の劇場でも公演がありますが、青山劇場の奥行きと高さと迫力あ
るセットは他の劇場では味わうことができません。

●ア・ラ・カルト 34件

• 年に一度円形劇場で行なわれる「アラカルト」毎年クリスマス時期
に観に行くのを楽しみにしています。ステージを取り囲む丸い客席
はどこに座っても楽しめるよう配慮されていて飽きることがありま
せん。



その他青山劇場、青山円形劇場に関する
ご意見
• 青山劇場は家族で観られるミュージカルからエンターテイメント性の高い大人向けの舞
台まで観られる、都内でも有数の劇場だと思います。無くすことはあっという間にでき
ますが、同じ文化を今からゼロから作ることは不可能だと思います。

• 青山劇場は、都内の劇場の中でも照明設備の作り出すライトの美しさと、奥行きを生か
したダイナミックな装置が使えるのはここ！と言い切れるレベルの素晴らしさです。

• 青山円形劇場のあの空間が大好きです。ステージと客席が一体となっていて、臨場感が
有り、子ども向けのものは子どもも参加できて、不思議な満足感と充実感が味わえま
す。

• 円形舞台での演出を経て、演出家が育っていくのではないか。あんな独特でイマジネー
ションを喚起する舞台はない。

• 青山劇場、青山円形劇場でのプログラム、観劇体験は自分の身体・記憶に強く印象に
残っています。この場所に蓄積した目に見えないもの、数字で計ることのできないもの
はこの国にとって貴重な財産だと思います。一度なくしたら二度と帰ってこないもので
す。



こどもの城への思い①

• 都心部で、車も天気も気にせず、大人の迷惑になることもなく心置
きなく遊べる施設は限られています。その中でも、子供も大人も五
感を刺激され、母である私も、子供に戻って一緒に楽しめるこども
の城が大好きです。

• こどもの城は、国際児童年にあたって国立児童センターとして全国
の児童館の中心となるものとして設立された経緯を考えれば、充実
させていくべき機能や課題こそあれ、廃止はあり得ないと思いま
す。

• 民間の子供向けの施設が今は多い、ということも閉鎖の理由として
聞きましたが、金銭的にも良心的、きちんと子供のためを考えて練
られたプログラムを提供してくれる施設はほとんどないと思ってい
ます。



こどもの城への思い②

•難病の娘は戸外では遊べなかったので、こどもの城は貴重な場
でした。しかも健康な次女も一緒に楽しむことができ、色々と
体験を増やすことができました。キャラクターものの施設とは
異なるおしつけのない子供の創造力を掻き立てる上質のプログ
ラムと感じていました。しかも低価格の料金で利用でき大変あ
りがたかったです。

•ダウン症の子供へのプログラムなど障害をもつ子供達へのとり
くみもよかったと思います。そして、なにより障害を持つ子供
も持たない子供も一緒になって遊べる空間がよかったです。プ
ログラムはどれも秀逸で、地元の児童館では全く体験できない
ものばかりでした。



こどもの城への思い③

•こどもの城は、児童厚生員など遊びを提供する側にとっても、
お手本、見本となる施設です。各地に児童館が増えたとはい
え、小規模で職員数も予算も少ない館で働く厚生員にとって、
必要な情報源です。

•こどもの城はなくてはならない施設です。全国の拠点としての
この場所があるからこそ、たくさんの知恵や工夫が生まれ、そ
れを全国に広げることができるのだと思います。

•こどもの城の音楽講座は、日本の音楽、アジアの音楽、金管バ
ンド、合唱、どの講座をとっても、子供たちが身近に本物の文
化を体験できる場でした。また、講座間の交流や、合同の発表
会が行われ、身近に異文化の交流を体験できる環境でした。




