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1.地域社会意識の維持・再生・創出
文部科学省では，個性と魅力ある地域づくりを

進めるため，「生涯学習まちづくりモデル支援事業」

において，地域住民の学習成果を活かしたまちづ

くりを目指す地域の高等教育機関，市町村，NPO

等の民間団体等の連携組織に対する支援を実施し

ている。

また，地域再生本部の設置等を踏まえ，平成16年

１月，「地域づくり支援室」を設置し，地方公共団体

等に対する，地域支援にかかる教育関係全体の一

元的な窓口を担うとともに，文部科学省の４部局

１庁（生涯学習政策局，初等中等教育局，高等教育

局，スポーツ・青少年局，文化庁）と外部専門家（大

学教官，市町村職員，まちづくり関係団体等）の連

携協力体制のもと，①地域づくりのための新たな

支援策の企画・立案，②地方公共団体等からの相談

への対応や要望等の把握，③各分野の専門家の派

遣，④関係機関との仲介支援，⑤先進的な取組の全

国への普及・広報等を行っている。

2.子育てを支援する良質な住宅・居住
環境の整備
子育て世帯による住宅取得の促進を図るため，

住宅金融公庫等の融資や証券化支援事業による長

期・固定金利の民間住宅ローンの供給，さらには住

宅ローン減税や，住宅取得等資金等の贈与に係る

特例措置などにより，若年世代などの住宅取得時

における自己資金の確保を支援している。また，特

定優良賃貸住宅制度や都市基盤整備公団における

民間供給支援型賃貸住宅制度により，良質なファ

ミリー向け賃貸住宅の供給を促進しており，さら

に，高齢者のライフステージに適した住替えを支

援しつつ，高齢者等が保有する住宅資産のファミ

リー向けの良質な賃貸住宅としての活用を図るこ

ととしている。さらに，公営住宅等においては，多

子世帯について，優先入居制度の活用が図られて

いる。

また，利便性の高い都心での居住を希望する子

育て世帯等のニーズに対応するため，既存オフィ

ス等のファミリー向け賃貸住宅等への転用をはじ

めとする多様な都市型住宅供給を促進している。

さらに，大規模な公営住宅団地の建替え等に際

して，保育所等の子育て支援施設の一体的整備を

推進するとともに，市街地再開発事業等における

施設建築物内への保育所等の導入の促進，総合設

計制度における保育所等に係る容積率制限の緩和

等により，住宅等と保育所との併設を促進してい

る。

3.安心して外出等できる環境の整備
妊婦，乳幼児連れの者等すべての人が安心して

快適に外出できるよう，道路，公園，官庁施設等の

公共施設や公共交通機関，建築物，信号機等のバリ

アフリー化を推進している。

� 歩行空間のバリアフリー化（第2－4－1図）

道路の移動円滑化に関するガイドライン等

に基づき，市街地の駅，商店街，病院等を結ぶ

主要ルートにおいて，妊婦，乳幼児連れの者等

すべての人が安心して通行できるよう，幅の

広い歩道の整備や歩道の段差，勾配の改善等

のバリアフリー化を推進している。

特に，「高齢者，身体障害者等の公共交通機

関を利用した移動の円滑化の促進に関する法

律」（平12法68。以下「交通バリアフリー法」と

いう。）に基づく，主要な鉄道駅等を中心とす

る地区における主な道路のバリアフリー化に

ついては，平成14年度末で17％であり，平成19

年度までに約５割に引き上げることを目標

に，積極的に推進している｡

また，平成19年度までに交通バリアフリー

法の特定経路を構成する道路上の信号機の約

８割を，音響信号機，歩行者感応信号機等のバ
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第4章 支援のための環境整備施策

リアフリー対応型信号機とすることを目指し

整備を推進している。さらに，信号灯器の

LED化等，道路交通のバリアフリー化に資す

る交通安全施設等の整備を推進している。

なお，自動車と歩行者の通行を時間的に分

離して事故を防止する歩車分離式信号の運用

等を推進している。

� 「あんしん歩行エリア」の整備

我が国では，交通事故死者数に占める歩行

者と自転車利用者の割合が４割を超え，欧米

と比べて高い割合となっている。（第2－4－2

図）また，歩行中の交通事故死者の約６割が自

宅付近で被害に遭っている。（第2－4－3図）

こうした情勢を踏まえ，死傷事故発生割合

が高く，歩行者及び自転車利用者の安全な通

行を確保するため緊急に対策が必要な住居系

地区又は商業系地区を「あんしん歩行エリア」

として指定し，都道府県公安委員会と道路管

理者が連携して面的かつ総合的な死傷事故抑

止対策を講じることにより，エリア内の死傷

事故を約２割抑止するとともに，そのうち歩

行者又は自転車利用者に係る死傷事故を約３

割抑止することを目指している。（第2－4－4図）

� 水辺空間のバリアフリー化

河川の近隣に病院や老人ホーム，福祉施設

などが立地している地区や，高齢者の割合が

著しく高い地域等において，水辺にアプロー

チしやすいスロープや手摺り付きの階段，緩

傾斜堤の整備等バリアフリー化対策を実施

し，子ども，障害者，高齢者等を含む全ての

人々が安心して河川を訪れ，憩い親しめる河

川空間を創造する。

� 都市公園のバリアフリー化・遊具の安全の

確保

都市公園においては，園路の幅員と勾配の

工夫，縁石の切り下げ，手すりの設置，誰もが

使いやすいトイレの整備を行う等，子どもか

ら高齢者等まで幅広く安全で快適に利用する

ことができる都市公園の整備を行っている。

また，遊具の安全確保を図り，安全で楽しい

遊び場づくりを推進するため，平成14年３月

に，「都市公園における遊具の安全確保に関す

第2-4-1図　歩行空間のバリアフリー化

ベンチ等休憩施設 
歩行者案内標識 幅の広い歩道 

電線類の地中化 

歩道の段差、勾配の改善 

バリアフリー対応型信号機 
信号灯器のLED化 

視覚障害者誘導用ブロック 
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る指針」を取りまとめ，各施設管理者への周知

を図っている。

� 官庁施設のバリアフリー化

官庁施設については，妊婦，乳幼児連れの者

等すべての人が円滑かつ快適に施設を利用で

きるよう，スロープ，必要に応じベビーシート

等を設けた多機能トイレ，窓口業務を行う事

務室の出入口への自動ドアの設置等による高

度なバリアフリー化を目指した官庁施設の整

備を実施している。また，既存官庁施設のバリ
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第2-4-2図　交通事故死者数に占める歩行者と 
　　　　　　自転車の割合の各国の比較（３０日以内死者） 
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第2-4-3図　歩行中の自宅からの距離別死者数 
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成15年中） 

信号機等の整備 

交通量等の情報を基に、信号機を制御 
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第2-4-4図　あんしん歩行エリアにおける対策例 
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第4章 支援のための環境整備施策

アフリー化を図るため，窓口業務を行う官署

が入居する一定規模以上の低層庁舎につい

て，エレベーターの設置を積極的に推進する。

� 建築物のバリアフリー化

「高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる

特定建築物の建築の促進に関する法律」（平６

法44。以下「ハートビル法」という。）に基づき，

建築物のバリアフリー化を推進する。ハート

ビル法に基づく認定建築物については，所得

税・法人税の割増償却制度や，日本政策投資銀

行等による政策融資等により支援を行い，優

良なバリアフリー建築物の建築の一層の促進

を図る。

また，建築物の整備等に関する安全対策を

推進し，誰もが安全にかつ安心して利用でき

る環境を整備する。

4.青少年が犯罪等の被害に遭いにくい
まちづくり
近年，子どもが被害者となる強制わいせつ，暴行，

傷害等の犯罪は増加しており，特に，子どもが被害

者となる略取誘拐事件等が発生し，国民に強い不

安を与えるなど，子どもを取り巻く環境は厳しい

ものとなっている。こうした現状を踏まえ，関係省

庁では，子どもが犯罪等の被害に遭いにくい環境

を創出するため，次のような取組みを行っている。

� 道路，公園等の公共施設や共同住宅におけ

る防犯設備の整備等の推進

平成12年２月に警察庁が策定した「道路，公

園，駐車場及び公衆便所に係る防犯基準」，平

成13年３月に国土交通省と警察庁が共同で策

定した「共同住宅に係る防犯上の留意事項」や，

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」な

どの普及を図っている。都道府県警察におい

ては，これらを踏まえた安全まちづくり条例

や，防犯モデルマンション登録(認定)制度を

整備・運用するなどして，犯罪防止に配慮した

まちづくりを推進している。

また，警察庁，国土交通省，経済産業省及び

建物部品関連の民間団体による「防犯性能の

高い建物部品の開発・普及に関する官民合同

会議」が設置され，防犯性能の高い建物部品の

開発・普及方策の検討を行い，平成16年４月に

防犯性能の高い建物部品の型式の目録を公表

するなど，防犯に配慮した住宅の普及を図っ

ている。

さらに，都市公園自体が犯罪の温床になら

ないよう，樹木や照明灯その他各施設におけ

る配置の工夫等を行うとともに，日常的な施

設の利用促進や住民等による公園の自主管理

の推進など総合的な取り組みを行っている。

� 通学路やその周辺における青少年の安全の

確保のための支援

警察では，道路や公園等に，緊急時に直接警

（東京都練馬区立南町小学校通学区内に設置された子ども緊急通報装置）
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察に通報できる街頭緊急通報システム（スー

パー防犯灯）や子ども緊急通報装置の整備を

行っているほか，子どもに対する声掛け事案

等が発生した場合に通学路及びその周辺の商

店，コンビニエンスストア等子どもの緊急避

難場所となる「子ども110番の家」の活動を支

援している。

5.青少年や家族の活動の場の整備
� 都市公園・自然公園等

ア　都市公園

都市公園においては，スポーツやレクリ

エーション等を通じて，青少年や家族が交

流を図ることができる拠点的公園の整備を

行っている。

イ　自然公園等

自然公園は，優れた自然の風景地を保護

するとともに，その利用の増進を図ること

により，国民の保健，休養及び教化に資する

ことを目的として指定されており，青少年

を含め広く国民の自然とのふれあいや野外

活動の場として重要な役割を果たしてい

る。平成15年度末現在，国立公園28か所，国

定公園55か所，都道府県立自然公園308か所

が指定されており，14年における利用者は

約９億3，598万人に達している。

近年大きく高まっている自然とのふれあ

い等に対する国民の要請にこたえるため，

環境省では，15年度において，国立・国定公

園等の全国 247か所で，園地，歩道，野営場，

ビジターセンター，公衆トイレ等の施設を

整備しており，16年度も引き続き整備を行

う。

このほか，豊かな自然や文化財等に恵ま

れた地点を結ぶ長距離自然歩道や国民休暇

村の整備，鳥獣の生息環境の整備等を推進

する野生鳥獣との共生環境の整備，干潟周

辺に環境学習や保全調査を行う拠点施設を

整備する環境学習・保全調査拠点の整備，旧

皇室苑地である国民公園新宿御苑等につい

て青少年を含め広く国民に供するための整

備を実施している。

ウ　大規模自転車道の整備

国土交通省では，交通の安全を確保し，あ

わせて国民の心身の健全な発達に資するこ

とを目的として，自然公園，名勝，観光施設，

レクリエーション施設等を結ぶ大規模な自

転車道のうち，整備の必要性の極めて高い

ものについて，都道府県道に認定し，事業費

の一部を補助している｡

平成15年度までに，全国で約3，000kmの

大規模自転車道が完成しており，16年度に

おいても引き続き継続路線の整備を推進す

る｡

エ　ユースホステルの整備

ユースホステルは，旅行を通じて青少年

の健全な育成を図ることを目的とした施設

である。

公営ユースホステルは，国土交通省の補

助により，地方公共団体によって設置され，

平成16年１月現在，全国31か所が営業中で

ある。

� 青少年教育施設　

青少年教育施設は，青少年の自主的な活動

を支援したり，青少年に様々な体験活動の機

会を提供したりすることなどにより，健全な

青少年の育成を図ることを目的として設置さ

れた施設である。

独立行政法人国立オリンピック記念青少年

総合センターは，我が国の青少年教育の中核

的な施設として，青少年団体などの指導者研

修を行うほか，青少年に関する先導的な事業

プログラムの開発や青少年に関する調査研究

などを行い，その成果を青少年教育関係者に

普及させるなどの事業を行っている。

独立行政法人国立青年の家（13施設）及び独
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第4章 支援のための環境整備施策

立行政法人国立少年自然の家（14施設）は，青

少年の発達段階に即したプログラムの開発や

モデル事業を実施し，その成果を普及させる

とともに，公立青少年教育施設（平成14年10月

現在，全国718か所設置）や関係団体との連携

を図る拠点としての役割を果たしている。

� スポーツ活動の場

ア　地域スポーツの振興

（68ページ，第２章第2節２（2）ウ参照）

イ　スポーツ施設

スポーツ施設は，青少年をはじめとする

地域住民の日常スポーツ活動の場であり，

近年のスポーツニーズの多様化・高度化に

伴い，魅力的な施設づくりが望まれている。

平成14年現在，全国にスポーツ施設は約

24万か所あり，そのうち，学校体育施設が約

62％，公共スポーツ施設が約24％，民間スポ

ーツ施設が約７％，職場スポーツ施設が約

４％となっている。

これらのうち，地域住民の身近なスポー

ツ活動の場となる学校体育施設についてみ

ると，最も設置数の多い施設は体育館で約

４万か所となっており，次いで多目的運動

広場が約３万8,700か所，水泳プール（屋外）

が約３万か所，庭球場（屋外）が約１万1,000

か所となっている。

国民の日常生活における体力つくりやス

ポーツ活動の場及び青少年の遊び場が不足

している今日，地域住民のスポーツ活動の

場として，学校体育施設を地域住民に対し

積極的に開放することが要請されている。

このため，文部科学省では，学校体育施設の

開放を促進するための各種事業を行ってお

り，その開放率は，公立の小・中・高等学校を

合わせて，屋外運動場約80％，体育館約87％，

水泳プール約26％となっている。

� 自然体験活動の場

子どもたちの体験活動の推進を図るため，

自然環境の豊かな河川・農業用水路・漁港等

が，子どもたちの遊びや自然体験活動の場と

して活用されるよう，関係省庁が連携したプ

ロジェクト・事業を実施することにより，子ど

もたちの体験活動の場の整備を推進してい

る。

ア　都市漁村交流の推進

都市部に比べ立ち遅れた漁村の生活環境

の改善を図るとともに，子どもたちの漁業

体験の場の整備等漁業協同組合や地方公共

団体が取り組む都市との交流を促進するた

めに必要な施設整備を実施している。

イ　いきいき・海の子・浜づくりの推進

文部科学省，農林水産省及び国土交通省

が連携し，青少年等が海辺における自然・社

会教育活動等を安全に楽しめ，また，都市・

農漁村及び世代間の交流の場となる海岸を

創出することを目的とした「いきいき・海の

子・浜づくり」を実施している。

平成16年度からは事業内容を拡充し，安

全情報伝達施設の設置等，利用及び避難し

やすい海岸づくりのための施設整備を行

い，安全で良好な自然・景観を有する海岸空

間の形成を図るとともに，自然体験活動，環

境教育等に利用しやすい海岸づくりを一層

積極的に推進していくこととしている。

ウ　水辺空間の整備

地域の身近に存在する川などの水辺空間

（「子どもの水辺」）における環境学習・自然

体験活動を推進するため，国土交通省，文部

科学省，環境省が連携した「『子どもの水辺』

再発見プロジェクト」を実施している。この

プロジェクトは，市民団体や教育関係者，河

川管理者等が一体となって取り組む体制を

整備するとともに，「子どもの水辺サポート

センター」における，水辺での活動に必要な

機材（ライフジャケット等）の貸出しや学習

プログラムの紹介など，環境学習・自然学習
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活動を総合的に支援する仕組みを構築し，

安全確保や親水空間確保のための水辺の整

備が必要な場合には，「水辺の楽校プロジェ

クト」により，水辺に近づきやすい河岸整備

等水辺空間の整備を実施するものである。

エ　レクリエーションの森の整備等

森林とのふれあいに対する国民の要請の

多様化，高度化を踏まえ，国有林野を国民の

保健・文化・教育的利用に供するため，林野

庁では，自然休養林，自然観察教育森林，野

外スポーツ地域を「レクリエーションの森」

として選定し，魅力あるフィールドとして

整備した上で，その活用を推進している。

（第2－4－2表）

また，民間事業体の能力を活用しつつ，野

外スポーツの場，自然とのふれあいの場，青

少年の教育の場等，総合的な整備と森林の

整備を一体的に行い，国民の福祉の増進，森

林・林業の活性化，地域の振興等に寄与する

「ヒューマン・グリーン・プラン（森林空間総

合利用整備事業）」を推進しており，平成15

年４月１日現在，全国で29地域が指定され

ている。

オ　森林の多様な利用に対応した森林の整備

林野庁では，森林の保健・文化・教育的利

用を通じて国民の福祉の向上と山村地域の

活性化に資するため，青少年を対象にした森

林環境教育をはじめ，森林の多様な利用に対

応した森林や施設の整備を推進している。

特に，完全学校週５日制や教育課程への

「総合的な学習の時間」の本格的導入に対応

して，子どもたちの「生きる力」をはぐくむ

森林環境教育活動の場，市民参加や林業後

継者育成に資する林業体験学習の場等の森

林・施設の整備に対して助成している。

また，文部科学省と連携して，子どもたち

に森林・林業体験活動を行う機会を広く提供

する「森の子くらぶ活動推進プロジェクト」

の受入が可能な施設として，全国323か所の

森林総合利用施設等を登録するとともに，そ

の受入体制づくりに対して助成している。

� 地域における環境活動

環境省では，小中学生の地域における環境

活動を支援するこどもエコクラブ事業を地方

公共団体等と連携しつつ実施し，環境に関す

るわかりやすい情報の提供や，全国交流会の

実施等を行っている。

また，平成15年７月に成立した「環境の保全

のための意欲の増進及び環境教育の推進に関

する法律」（平15法130）には，行政による拠点

機能の整備などが盛り込まれており，環境省

では，平成16年度に全国３カ所で事業者，市民，

民間団体等のあらゆる主体のパートナーシッ

プによる取組の支援や交流の機会を提供する

ための地方環境パートナーシッププラザを整

備していくこととしている。

資料：林野庁調べ 

区　　　分 箇所数（か所） 面積（千ha） 利用者数（百万人） 代表地 

自然休養林 

自然観察教育林 

風景林 

森林スポーツ林 

野外スポーツ地域 

風致探勝林 

計 

91 

171 

568 

72 

234 

118 

1,254

105 

35 

186 

10 

52 

21 

409

28 

19 

48 

2 

37 

22 

156 

 

高尾山、赤沢 

箱根・上高地 

摩周・嵐山 

知床・八甲田 

南蔵王、苗場 

層雲峡・穂高 

（平成16年4月1日現在） 
第2-4-2表　レクリエーションの森の現況 


