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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触れ合いや

野外活動の場として重要な役割を果たし

ている。平成17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309か所が指定されており，16年にお

ける利用者は，約9億812万人に達してい

る。

近年，大きく高まっている自然との触れ

合い等に対する国民の要請にこたえるた

め，環境省では，平成17年度において，全

国28の国立公園における直轄事業の実施

及び34都道府県が行なう国定公園等整備

に対する自然環境整備交付金の交付によ

り，園地，歩道，野営場，ビジターセンター，

公衆トイレ等の施設整備を推進しており，

平成18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，環境学習・保全調査や干

潟等の野生鳥獣の重要な生息環境の保

護・保全等のための拠点施設の整備，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，

併せて，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17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，平成18

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18年1月現在，全国25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。

独立行政法人国立青少年教育振興機構

は，我が国の青少年教育のナショナルセン

ターとして，その設置する国立オリンピック記

念青少年センター，国立青少年交流の家（13

施設）及び国立青少年自然の家（14施設）に

おいて，総合的，体系的な一貫性のある体

験活動等の機会を提供するとともに，教育的

研修支援，青少年教育に関する調査研究等

を実施し，その成果を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

係団体等へ普及している。

� スポーツ活動の場

ア　地域スポーツの振興

文部科学省では，「スポーツ振興基本計

画」の中で，生涯スポーツ社会の実現を政

策目標の柱のひとつとして掲げ，そのため
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の必要不可欠の施策として，地域住民が

身近にスポーツに親しむことができる「総

合型地域スポーツクラブ」の全国展開など

を推進している（詳しくは，79ページ，第2

章第2節2�ウ参照）。

イ スポーツ施設

スポーツ施設は，青少年を始めとする地

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望まれてい

る。平成13年現在，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。

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」による，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・自然体験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

林野庁では，森林との触れ合いに対す

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

用に積極的に供するため，自然休養林等

の「レクリエーションの森」について，民間

活力を生かしつつ，魅力あるフィールドと
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して整備し，その活用を推進している（第

2－4－2表）。

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

森林環境教育を始め，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，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373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，支援している。

第2-4-2表　レクリエーションの森の現況 

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 

合　　計 

91 

170 

565 

70 

229 

124 

1,249

104 

35 

183 

10 

50 

22 

405

28 

18 

46 

1 

32 

21 

147

高尾山，赤沢，屋久島 

箱根，軽井沢，上高地 

摩周，嵐山，宮島 

八甲田，扇之仙，西之浦 

南蔵王，玉原，苗場 

層雲峡，駒ケ岳，穂高 

 

（注） 1　か所数及び面積は，平成17年4月1日現在の数値であり，利用者数は，平成16年度の数値である。 
 2　総数と内訳の計が一致しないのは，四捨五入によるものである。 
資料 ： 林野庁調べ 

たか お さん あか さわ や く しま 

はこ ね かる い ざわ かみ こう ち 

 ま しゅう あらしやま みや じま 

はっ こう だ おうぎ の せん にし の うら 

みなみざ おう たん ばら なえ ば 

そううんきょう こま が たけ ほ だか 

� 地域における環境保全活動

環境省では，小中学生の地域における環

境保全活動を支援する「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16年10月に完全施行した，「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，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オフィスを整備

していくこととしている（平成17年度までに設

置の5か所に加え，平成18年度は，2か所に

設置予定）。

さらに，文部科学省では，引き続き，地域

における環境教育の充実を図るため，関係

省庁とも連携し，継続的な体験型環境学習

等，多様な体験活動の機会の充実と場の整

備を図るとともに，社会教育施設が中核と

なった地域における環境保全等に関する課

題解決のための環境学習等に対して，支援

を行うこととしている。
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