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ウ　警察による社会奉仕活動やスポーツ活動の場の提供（警察庁）
警察は，少年9の規範意識の向上と社会との絆の強化を図る観点から，関係機関・団体，地域社会
と協力しながら，環境美化活動を始めとする少年の社会奉仕活動や生産体験活動といった社会参加活
動，警察署の道場を開放した少年柔剣道教室を始めとするスポーツ活動を行うなど，少年の多様な活
動機会の確保と居場所づくりを推進している。
エ　スポーツへの参加機会の拡充（文部科学省）
文部科学省では，いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため，スポーツや健康づくり

に無関心な層や，健康づくりの必要性を感じているものの，行動に移せない者などを対象として，ス
ポーツによる健康増進の取組に対する支援を行っている。また，平成28（2016）年度から新たにス
ポーツ医・科学等の知見に基づき，ライフステージに応じた運動・スポーツに関するガイドラインの
策定に取り組むこととしている。
オ　文化活動の奨励（文部科学省）
子供が豊かな心や感性を育むためには，学校教育の場で優れた文化芸術に触れる機会を確保するこ

とが重要である。
文部科学省は，オーケストラなどの実演芸術の鑑賞や文化芸術団体によるワークショップを始め実

演芸術に身近に触れることができる機会の提供10や，子供たちが親とともに民俗芸能，工芸技術，邦
楽，日本舞踊，茶道，華道などの伝統文化・生活文化について，計画的・継続的に体験・修得できる
機会を提供する取組に対する支援11など，子供の文化芸術体験活動を推進している（第4-5図）。

 第4-5図  文化芸術体験活動

（出典）文化庁資料

9 「少年法」（昭23法168）第2条に規定する「20歳に満たない者」を指す。
10 http://www.kodomogeijutsu.com/
11 http://oyakokyoshitsu.jp/
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第4章 子供・若者の成長のための社会環境の整備    第1節 家庭，学校及び地域の相互の関係の再構築

カ　花
はな

育
いく

活動の推進（農林水産省）
農林水産省は，文部科学省や国土交通省と連携して，花壇作りやフラワーアレンジといった花や緑

との触れ合いを通じて子供に優しさや美しさを感じる気持ちを育む「花育活動」を推進している。平
成27年度は，地域と連携した花育活動のための副読本や指導マニュアルの作成，研修会実施を通じ
た花育活動実践者育成のための取組のほか，小中学校などでの花育活動の実施に対する支援を行っ
た。
キ　都市と農山漁村の共生・対流の促進（農林水産省，文部科学省，総務省）
農林水産省，文部科学省，総務省は，子供の学ぶ意欲や自立心，思いやりの心，規範意識を育み，

力強い成長を支える教育活動として，子供の農山漁村での宿泊体験活動に関する取組に支援を行って
いる。
⑷　体験・交流活動等の場の整備
ア　青少年教育施設（文部科学省）
青少年教育施設は，体験活動を中心とする様々な教育プログラムの実施や，子供や若者が行う自主

的な活動の支援により，青少年の健全な育成や青少年教育の振興を図ることを主たる目的として設置
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，国立青少年教育施設（全国28施設。第4-6図）を通じ
て，様々な体験活動などの機会を提供しており，平成27（2015）年度は約517万人に利用されてい
る。また，教育的研修支援や青少年教育に関する調査研究を実施し，それらの成果を全国の公立青少
年教育施設や関係団体へ普及している。

 第4-6図  国立青少年教育施設

（出典）文部科学省資料

イ　都市公園（国土交通省）
都市公園は，都市における緑とオープンスペースを確保し，水と緑が豊かで美しい都市生活空間の

形成や都市住民の様々な余暇活動の場の提供のため設置されており，スポーツやレクリエーション活
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動などを通じて，子供や若者を始めあらゆる世代が交流を図ることができる場である。
国土交通省は，幅広い年齢層の人々が自然との触れ合いやスポーツ・レクリエーション，文化芸術

活動といった多様な活動を行う拠点となる都市公園の整備を推進している12。
ウ　スポーツ活動の場（文部科学省）
スポーツは心身の健全な発達に重要な役割を果たすものである。体育・スポーツ施設13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。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や
青少年の遊び場が不足している今日，地域住民の最も身近な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も望まれている。
文部科学省は，国民の誰もがいつでも身近にスポーツに親しむことができる環境を整備するため，

総合型地域スポーツクラブなどの地域におけるスポーツ環境の充実への支援を推進している。
エ　自然公園（環境省）
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，教化に資するとともに，生物の多様性の確保に寄与することを目的として指定されてお
り，子供や若者を始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27（2015）年度末現在，国立公園32か所14，国定公園57か所，都道府県立自然公園311
か所が指定されている。平成25（2013）年における自然公園の利用者は，延べ約9億人に達してい
る。
環境省は，自然とのふれあいを求める国民のニーズに対応するため，平成27年度は，30の国立公

園等において直轄事業を，42都道府県の国立・国定公園では自然環境整備交付金を交付し，歩道，
園地，休憩所などの安全で快適な公園利用施設の整備を推進している。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施
設整備を実施し，広く国民に供している。
オ　水辺空間の整備（文部科学省，国土交通省，環境省）
国土交通省，文部科学省，環境省は，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，「『子どもの水辺』再発見プロジェ
クト」を実施している。「子どもの水辺」は平
成26（2014）年度末時点で，300か所が登録
されている。市民団体や教育関係者，河川管理
者が一体となって，「子どもの水辺サポートセ
ンター」15による水辺での活動に必要な機材（ライフジャケットなど）の貸出しや学習プログラムの
紹介といった環境学習・自然体験活動が行われている（第4-7図）。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

がっ

校
こう

プロジェクト」16により，水辺に近づきやすい河岸整備
などを実施している。

12 http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/index.html
13 全国に体育・スポーツ施設は約22万か所あり，そのうち，学校体育・スポーツ施設が約61％，公共スポーツ施設が約24％，民間スポー

ツ施設が約8％，大学・高専体育施設が約4％，職場スポーツ施設が約3％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・スポーツ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37,000か所となっており，次いで，多目的運
動広場が約36,000か所，水泳プール（屋外）が約28,000か所，庭球場（屋外）が約1万か所となっている。

14 http://www.env.go.jp/park/
15 「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」の推進・支援組織として公益財団法人河川財団内に設立されている。http://www.kasen.or.jp/

mizube
16 http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/gakkou/

 第4-7図  子どもの水辺サポートセンター

（出典）子どもの水辺サポートセンターホームページ（www.mizube-support-center.
org/）
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カ　レクリエーションの森の整備（農林水産省）
林野庁は，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，自然休養林な
どの「レクリエーションの森」の活用を推進し
ている17（第4-8図）。平成27（2015）年4月1
日現在，全国1,075か所，39万ヘクタールを
レクリエーションの森として設定しており，平
成26（2014）年度には延べ1億2千万人が利
用している。
キ　被災地における学び・交流の場づくり（文
部科学省）
文部科学省は，被災地においても学校・公民

館などを活用して，被災した子供たちの放課後
や週末などにおける安心安全な居場所づくりや
学習・交流活動を支援しており，被災地の地域コミュニティの再生にも寄与している。

4  子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
⑴　子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
近年，幼い子供が被害者となる犯罪が多発し，子供を取り巻く環境は厳しいものとなっている。ま

た，自然災害の際には，児童福祉施設や幼稚園などの災害時要援護者関連施設では，子供が自然災害か
ら身を守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動を取るのに支援を要する。
このため，子供が犯罪や災害など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。
ア　通学路やその周辺における子供の安全の確保のための支援（警察庁）
警察は，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，子供が犯罪に遭った場合

や，声掛けやつきまとい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」18（第4-9図）の活動に対する支援を行っている。

17 「レクリエーションの森」は，それぞれの森林の特徴や利用の目的に応じて，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，風致探勝林の6種類に区分される。http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/reku/
rekumori/rekumori.html

18 「子ども110番の家」地域で守る子どもの安全対応マニュアル　http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki62/pdf/kodomo110-1.pdf

 第4-8図  レクリエーションの森（自然観察教
育林）

（出典）林野庁ホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_
mori/katuyo/reku/rekumori/rekumori.html）
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