COVID-19 パンデミック時の遊び場と
遊具に関する NRPA 声明
（2020 年 3 月 30 日）
全国的には、より多くの都市や州が秩序ある避難所を設置し、学校や企業を閉鎖し、
公衆衛生を保護し COVID-19 の拡散を遅らせるために重要な対策を講じています。
政策と実践におけるこれらの変更が実施されたので、公共の遊び場と遊びの構造の
安全性に関する多くの疑問が浮上しました。
National Recreation and Park Association（NRPA）は、特に子供たちのために、全
国のコミュニティに遊び場と遊びの構造が提供する重要な価値を理解しています。し
かし、現在の状況と公衆衛生当局からの物理的な距離、対人の社会的相互作用の
制限、人々が密集した場所に集まるスペースの回避、および表面を介して広がるウイ
ルスの伝染に関する懸念を踏まえると、遊び場はコミュニティの広がりを減らすため
に、遊びの構造は一時的に閉鎖する必要があります。
多くのコミュニティは、すでにこれらのスペースを閉じるための措置を講じています。





使用制限に関する表示
ハザードテープで遊具を包む
公共サービスでの使用制限の発表
恒久的な柵とゲートの施錠、または一時的な柵の設置

NRPA は、公共の安全を保護するためのこれらの決定と取り組みを完全にサポートし
ています。ただし、これらの決定にはいくつかの要因が含まれることを認識しており、
地方レベルで行う必要があります。つまり、公衆衛生担当者と相談し、地域のリスク
評価に基づいて決定する必要があります。
遊び場と遊具は閉じるべきだと私たちは信じていますが、NRPA は、公衆の健康と安
全を保護する責任ある方法で公衆が使用できるように物理的な距離を空けるための
十分な余地を提供する公園、歩道、および緑地の維持をサポートし続けています。
このパンデミックにより、地元の公園、トレイル、オープンスペースは、日常生活のスト
レスと私たちが直面する不確実性から、さらに避難所と休息の場所になっています。

私たちはこれらのスペースが提供する肉体的および精神的健康の利点を知っており、
可能な限りいつでも開いたままでいるように促しています。
NRPA は、すべての公園およびレクリエーション機関が、公園、歩道、およびオープン
スペースの使用に関する共同声明に概要が示されているように、公園、歩道、および
オープンスペースにおける公共の安全を確保するための適切な措置を講じるために、
地方、州、および国の公衆衛生当局の監視を監視し、それに従うことを推奨していま
す。全国の 1,000 以上の組織によってサポートされている物理的な距離を維持しなが
らスペース。

National Recreation and Park Association について
National Recreation and Park Association は、すべての人々が公園やレクリエーシ
ョンに健康、保全、社会的平等のためにアクセスできるようにすることを目的とした全
国的な非営利団体です。NRPA は、6 万人のレクリエーションと公園の専門家と擁護
者のネットワークを通じて、健康的でアクティブなライフスタイルの促進、環境保護へ
の取り組み、公園と公共スペースへの公平なアクセスを奨励しています。詳細につい
ては、www.nrpa.org にアクセスしてください。NRPA の旗艦出版、デジタルアクセス
のための公園＆レクリエーション、訪問 www.parksandrecreation.org。

The National Recreation and
Park Association Statement on
Playgrounds and Play Structures
During COVID-19 Pandemic
(March 30, 2020)
Nationally, more cities and states have implemented shelter in place orders,
closed schools and businesses, and taken crucial measures to protect public
health and slow the spread of COVID-19. As these changes in policy and
practice have been implemented, many questions regarding the safety of public
playgrounds and play structures have emerged.
The National Recreation and Park Association (NRPA) understands the
important value playgrounds and play structures provide to communities across
the country, especially for children. But, given the current situation and the
guidance from public health officials on physical distancing, limiting in-person
social interactions, avoiding spaces where people congregate in close quarters,
and the concerns around transmission of the virus being spread through
surfaces, we believe that playgrounds and play structures
should temporarily close in an effort to reduce community spread.
Many communities have already taken steps to close these spaces, including





Posting signage
Wrapping equipment in hazard tape
Making public service announcements
Locking permanent fencing gates or installing temporary fencing

NRPA fully supports these decisions and efforts to protect public safety.
However, we recognize these decisions involve a number of factors and should
be made at the local level — consulting with public health officials and based on
the local risk assessment.

While we believe that playgrounds and play structures should close, NRPA
continues to support keeping parks, trails, and green spaces that provide
adequate room for physical distancing open for the public to use in responsible
ways that protect public health and safety. Through this pandemic, local parks,
trails and open spaces have become even more of a haven and place of respite
from the stresses of daily life and the uncertainty we face. We know the physical
and mental health benefits that these spaces provide and urge them to remain
open wherever possible.
NRPA recommends all park and recreation agencies monitor and adhere to the
guidance of local, state and national public health officials to take proper steps in
ensuring public safety in their parks, trails and open spaces, as outlined in
our Joint Statement on Using Parks and Open Space While Maintaining Physical
Distancing that is supported by more than 1,000 organizations nationwide.

About the National Recreation and Park Association
The National Recreation and Park Association is a national not-for-profit
organization dedicated to ensuring that all people have access to parks and
recreation for health, conservation and social equity. Through its network of
60,000 recreation and park professionals and advocates, NRPA encourages the
promotion of healthy and active lifestyles, conservation initiatives and equitable
access to parks and public space. For more information, visit www.nrpa.org. For
digital access to NRPA’s flagship publication, Parks & Recreation,
visit www.parksandrecreation.org.

