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ー新法」に基づき，同法施行令に定めるバリア

フリー化が必要な公園施設（特定公園施設）の

新築，増設又は改築を行う際の移動等円滑化の

基準（都市公園移動等円滑化基準）を制定し，

今後一層推進していくこととしている。

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。

（6）官庁施設のバリアフリー化

窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ

いて，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，窓口業

務を行う事務室の出入口の自動ドア化，多機能

トイレの設置等による高度なバリアフリー化を

目指した整備を推進している。

また，既存施設について，手すり，スロープ，

自動ドア，エレベーター等の改修を実施する。

（7）建築物のバリアフリー化

「バリアフリー新法」に基づき，建築物のバ

リアフリー化を推進する。「バリアフリー新法」

に基づく認定特定建築物のうち一定のものにつ

いては，スロープ，エレベーター等の整備に対

し補助を行うほか，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，幼い子どもが被害者となる犯罪が多発し，

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，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に次のような

取組を行っている。

（1）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

警察庁では，平成18年4月，これまでの取組

や近年の防犯設備の普及状況等を踏まえ，平成

12年2月に策定した「安全・安心まちづくり推

歩行空間の整備 
　路側帯の拡幅 
　歩道，自転車道，幅の広い歩道， 
　歩車共存道路の整備 
　段差・勾配の解消，電線類の地中化 

信号機等の整備 
交通量等の情報を基に，信号機を制御 
LED式信号灯器，バリアフリー対応型信号機を設置 
高輝度・自発光式道路標識等の設置 

歩行者・自転車を優先する 
　　　　　　　ゾーンの形成 
最高速度規制 
ハンプの設置 

歩行者自転車用道路の規制 

交差点の改良 
　右折車線の設置 
　変形交差点の改良 
　駐車スペースの確保 
　違法駐車の取締り 

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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進要綱」を見直し，同要綱において「道路，公

園，駐車場・駐輪場等の整備・管理に係る防犯

上の留意事項」を規定するとともに，「共同住

宅に係る防犯上の留意事項」を国土交通省と共

同で改正した。これら留意事項に基づき，地方

自治体や地域住民と連携して，犯罪防止に配慮

した環境整備を図っている。

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からなる「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」により，侵入までに5分以上の時間を要す

るなどの一定の防犯性能を有する「防犯建物部

品」の開発とその普及に努めるとともに，警察

庁及び国土交通省の協力の下，住宅・防犯設備

関連団体が策定した，「防犯優良マンション標

準認定基準」の周知を図るなど，防犯に配慮し

た共同住宅の整備を推進している。

さらに，国土交通省では，住宅性能表示制度

において，防犯に関することとして開口部の進

入防止対策を性能表示事項に追加し，平成18

年4月から運用を開始して，防犯に配慮した住

宅の普及を進めている。

（2）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，通学路や通学時間帯を考慮したパ

トロール活動の強化に加え，道路や公園等に設

置し，緊急時に直接警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，また，子どもが犯罪に遭い，

又は声掛けやつきまとい等により犯罪に遭うお

それがある場合に助けを求めることができる

「子ども110番の家」の活動に対する支援等を

行っている。

5．青少年や家族の活動の場の整備
（1）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18

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，平成17年における利用者は，約9

億人に達している。

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18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38都

道府県が行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，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

青森県内に設置されたスーパー防犯灯（左） 静岡県内に設置された子ども緊急通報装置（右）
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や園地，野営場，ビジターセンター，公衆ト

イレ等の整備を推進しており，平成19年度

も引き続き整備を行う。

このほか，環境学習・保全調査や過去に損

なわれた自然環境を再生するための自然再生

事業，新宿御苑などの国民公園における青少

年を含め広く国民に供するための施設整備を

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3,500kmの大

規模自転車道が完成しており，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

19年1月現在，全国24か所が営業中である。

（2）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総合

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17年10月現在：全国

691か所設置）や関係団体等へ普及している。

（3）スポーツ活動の場

ア　地域スポーツの振興

子どもから大人まで，誰もが身近にスポー

ツに親しむことができる場となる総合型地域

スポーツクラブの育成・支援など，地域にお

けるスポーツ環境の整備を推進している。

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。

（4）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

自然環境豊かな漁村において，子どもたち

が漁業体験や自然観察等の体験学習を行うた
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めの施設等漁業協同組合や地方公共団体が行

う交流基盤施設の整備を支援し，都市と漁村

の交流を推進している。

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

科学省及び環境省が連携した「『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，民間活力をいかしつ

つ，魅力あるフィールドとして整備し，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，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資するため，

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「森の子くらぶ

活動推進プロジェクト」の受入れが可能な施

設として，全国375か所の森林総合利用施設

等を登録している。

（5）地域における環境保全活動

環境省では，子どもたち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

関する分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。

区　　分 

90 

171 

561 

67 

226 

123 

1,238

104 

33 

184 

9 

51 

22 

404

 27 

　 17 

　 42 

　　1 

　 34 

　 21 

　143

高尾山，赤沢，屋久島 

箱根，軽井沢，上高地 

摩周，嵐山，宮島 

風の松原，扇の仙，西之浦 

南蔵王，玉原，苗場 

層雲峡，駒ヶ岳，穂高 

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 

たか お さん 

はこ ね かる 

ま やま みやじま 

かぜ 

みなみ ざ 

そううん こま が たけ ほ だか きょう 

おう たんばら なえ ば 

まつばら おうぎ せん にし の うら 

しゅう あらし 

い ざわ かみ こう ち 

あかさわ しま や く 

（注）1　箇所数及び面積は平成18年4月1日現在の数値であり，利用者数は平成17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 

第2-4-2表　レクリエーションの森の現況
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1．情報・消費環境の変化に対応した知
識・能力の習得支援

（1）メディアを活用する能力の向上

ア　情報教育の推進

子どもたちにコンピュータやインターネッ

トを使う技能を習得させるとともに，あふれ

る情報の中から必要な情報を取捨選択し，自

らの情報として主体的に発信できる能力（情

報活用能力）を育成するため，学校教育にお

いては，学習指導要領に基づき発達段階に応

じた体系的な情報教育を行っている。

また，総務省では，「放送分野における青

少年とメディア・リテラシーに関する調査研

究会」を開催し，メディア・リテラシーの向上

に向けた施策の方向性について検討を行った。

�（78ページ，第2章第2節2（6）及び88ペ
ージ，第2章第3節4（2）参照）

さらに，子どもがインターネット等を安心

して利用できるようにするため，ICTメディ

ア・リテラシーを養うプログラムについて，

平成18年度から調査，開発を行い，平成19

年度から広く普及を図ることとしている。

イ 地域社会における有害環境に対する取組の促進

メディア上の性，暴力等の有害情報など青

少年を取り巻く有害環境については，青少年

に対する悪影響が懸念されることから，政府

全体で様々な取組を行っているところである。

文部科学省では，平成16年度から，「青少

年を取り巻く有害環境対策の推進」を実施し，

子どもとその保護者を対象に，インターネッ

ト上におけるコミュニケーションマナーやル

ール，情報発信の責任等について学ぶ機会の

提供などを行う事業や地域の実情に応じたフ

ォーラムを開催するなど，地域における有害

環境に対する取組を促進している。

平成19年1月の中央教育審議会答申「時代

を担う自立した青少年の育成に向けて」の提

言を受け，同年2月に，携帯電話のインター

ネット利用に際しての留意点やトラブルの

例，対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ

啓発リーフレットを作成し，全国の小学校6

年生に配布している。

さらに，携帯電話のフィルタリングの利用

促進を図るため，同年2月，文部科学省，総

務省及び警察庁は合同で，都道府県知事，都

道府県教育委員会及び都道府県県警等に対し

て，啓発活動に取り組むよう依頼している。

（2）消費者教育

ア　消費者教育の意義

消費者基本法第17条では，国及び地方公

共団体が消費生活に関する教育を充実するこ

ととされている。

現在求められている消費者教育は，経済社

会における消費者及び消費生活の意義と在り

方といった一般的な内容とともに，消費者取

引についての基本的な知識，判断力，合理的

な生活設計能力及び契約に対する責任感が養

われるような内容を含むものである。

経済社会の高度化・多様化が進む中で，豊

かな生活を実現していくためには，個々の消

費者が，早い段階から経済行為の主体たる消

費者としての基礎的な知識を身に付けるとと

第4節　情報・消費環境の変化への対応

また，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る（平成18年度

までに7か所設置）。

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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