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こどもの成育の視点からのまちづくりへ
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提言1．子どもたちが群れて遊ぶ「公園・ひろば」の復活

ア 子どもが遊べる公園の増設

イ 子どもの遊びに配慮したパークマネー
ジメントの確立

ウ プレイワーカーの養成と専門職として
の雇用の保障

エ 空き地等民地の遊び場開放の推進

オ 駐車場の地下化による公園に準ずる
場の整備

岡山子どもの森公園内でのプレーパーク、
公園内でこのような活動が展開されるのも行政
の理解と成熟した市民活動による。写真 木下勇

千葉市子どもたちの森プレーパーク 公園行政の事業として丁寧な参加のワーク
ショップによって実現したのは画期的 写真提供： 菅博嗣

子どもが『群れる』空間の計画とマネージメント整備
地域住民参加でこどもたちの声弾む公園・ひろばづくりへ
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提言２ 多様な人に育まれる住環境整備の推進

スウェーデンの多世代コレクティブハウス２事例の調
査結果であるが、コレクティブハウスは子どもやその
親にとってだけではなく、子どもを持たない居住者に
とっても生き生きとした住環境として評価されている。

多様な人による子育て・子育ち及び生きがい
環境としての住環境整備

ア コモンスペースのある集合住宅、特に低
層中庭型集合住宅の推進
イ 子育て支援の縁側のような空間の確保

ウ 第三の住宅タイプ、コレクティブハウジン
グの推進

エ 戸建住宅における３世代同居化の推進
オ 子育て世帯への住み替え支援

コレクティブハウス 「かんかんの森」のリビングと屋上庭園
日本学術会議 我が国の子どもの成育環境の改善にむけて－成育空間の課題と提言

－平成２０年（２００８年）８月２８日 より

櫻井典子：コレクティブハウジングとコミュニティ，健康コミュニ
ティ推進部会2007年11月29日
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図3-3-9-2 歩行者が死亡する確率(1983)

提言３ 遊び道の復活

第88a条 歩行者は、ボンエルフと定めた地区内では、道
路の幅員全部を通行することができる。道路上で遊ぶこ
とも差し支えない。
第88b条 ボンエルフ内では運転者は、歩行の速度より早
く運転しないものとする。遊んでいる子どもや、一般歩
行者、障害物、路面の凹凸などに対処できるよう余裕を
もって走行しなければならない。

ア 生活道路、子どもの遊びが保障される道路の法律
上の位置づけ

イ 生活道路への「通過交通」進入の可能な限りの排除

ウ 車の速度を低減させるため
の道路構造と法規制の改正

エ 生活道路として休みやすい空間

オ 道路を生活の場に取り戻す具体的な行動

今井博之「クルマ社会
と子どもたち」（その後）
交通鎮静化の海外の
取り組み，クルマ社会
を問い直す会、2004

朝日新聞
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提言４ 自然体験が可能な環境づくり

身近な自然での体験と自然豊かな農
山漁村での長期体験の必要性

ア 身近な地域に幼児期からの発達
段階に応じた自然体験の場の整
備

イ 学校教育における自然体験のプ
ログラム化の推進

ウ 子ども参画による身近な自然の
再生

エ インタープリター等専門家の養成

オ 時間拘束から開放される長期自
然体験の場の整備

国立青少年教育振興機構・国立オリンピック記念青少年総合センター、青少年の自然体験活
動等に関する実態調査報告書、pp.24-25、2006. 秋津小学校ビオトープでのザリ

ガニつり 写真：槇重善 12



提言５ 健康を見守る医療環境づくり

１次 3次救急

小児科診療所

高度専門医療
周産期センター
小児救急科
小児 ICU
救急搬送

中核病院

一般病院小児科

１次

小児科診療所

過疎地病院小児科

地域小児科センター １次２次救急
±NICU

医師当番

入院・救急の集約化
救急・入院医療の広域化
病診連携の強化
身近な医療の継続
女性医師の増加
労働条件への配慮

図3-5-1-3 我が国の小児医療・救急医療提供体制
の改革に向けて（日本小児科学会）
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図3-5-1-2 小児科医の1ヵ月当たりの休日日数（55大学の小児
科医859名）

桃井真里子、森雅人：小児科の労働条件. 厚生労働科学研究費
補助金（こども家庭総合研究事業），
「小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究」，2004

安心できる小児医療体制とケア能力、回復力を
高める場の整備

ア 男女を問わず病院勤務医が安心して勤務
できる環境整備と小児科拠点病院の構築
イ 子どもの体調不良に対応する親のケア能力
を育成し子育て、親育ての中核となるファミリー
センターの整備

ウ 子どもの入院施設の「安心して生活でき回
復を促す」環境としての整備

エ 胎児と子どもをタバコの害から守るための
環境整備

追加提言：病児保育施設の整備
我が国では病児保育施設は保育施設の２％

保育と医療の連携で病児保育の拡充を
事例NPO法人フロレンス こどもレスキュー隊 13



提言６ 健康生活のための環境基準の整備

• 環境計画ガイドラインの必要性
ア 行政主導による研究成果の取り纏めと効果的な情報発信
イ 環境基準の見直しと環境調整装置の導入
ウ 光や音などを含めた成育環境の総合的な健康環境基準に関する研究推進とそれに基づくガイドラインの
作成

その他 電磁波 環境ホルモン 人体への影響に関する

図3‐6‐5‐1 児童のアレルギー疾患の有病率（文部科学省・2004年度調査）

日本建築学会「生物･化学要
因による空気汚染の健康障
害に関する建築学、医学、化
学などの多領域からの予防、
診断、治療、対策に関する研
究報告書、2008年3月、日本
建築学会 生物･化学汚染に
よる健康障害の建築的対応
特別研究委員会,P.71‐72
疫学的手法により全国調査
を実施した結果、各都道府県
における児童のアレルギー
性疾患の有病率は50%前後
と高いこと、その中で、アレル
ギー性鼻炎の有病率が高い。
原因として、花粉、ダニ、ハウ
スダストの割合が高いことが
明らかとなった。
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提言７ 地域コミュニティの拠点としての教育・保育環境整備
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図3-7-2-1 校庭改善前と後の校庭遊び利用率
（休み時間）仙田考・井上寿(2004)

多様な体験機能をもつ学社融合
型教育環境整備の推進
ア発達の連続性保証という観点

からの多様な体験機能をもつ環
境づくり
イ低層で接地性が高い木質校

舎及び緑の校庭の整備推進

ウ望ましい教育・保育施設整備の

ガイドラインづくり
エ生活の連続性保証の観点から

の学社融合や子育て支援の環境
づくり

習志野市立秋津小学校秋津コミュニティ
写真提供 槇重善

川崎末美：高校生の生活と意識に関するアンケート調査─秋津地域の男
子高校生とその他地域の男子高校生との比較 単純集計報告、2006 

ドイツ ゲルゼンキルヘンの総合学校は子ど
もたちが教室を設計してつくり、荒廃した地域
が再生された。建築家Peter Huebnerによる。
詳細は「こどもたちと学校をつくる」（鹿島出版

会） 写真 木下勇 15



提言８ 活発な運動を喚起する施設・都市空間づくり

活発な運動を喚起する空間づくりのために
ア保育所・幼稚園・学校施設の基準の見直し
イ運動する環境と子どもの身体活動量に関する調査研究の推進
ウ活発に運動できる場の確保と適切なリーダーの配置
エ活発な運動が出来る環境を視野に入れたまちづくりの推進

※１「運動指導日数」は1週間に指導してい
る運動種目の総計で延べ日数にしたもの

※２「評定点」は運動能力検査6種目をそれ
ぞれ5段階の得点に換算し合計したもの

幼稚園での保育時間内の運動指導日数による運動能力の比較
吉田伊津美（2008）：幼少年期の運動遊びの留意点、子どもと発育発達、5（4）：204-207.

運動指導の実施が必ずしも運動能力を伸ばす結果を生んでいない。
また、園庭の広さも運動能力の発達には影響がある。園児の運動能
力は普通の広さ（830～1591平方メートル）で最も高く、広い（1604平
方メートル以上）または狭い（817平方メートル以下）より優れていた。
運動能力の発達を促す「適切な広さ」が示唆される。
→ 幼児には幼児にあった適切なスケールの運動空間

ただし駅前保育等とうたってビルの中に
幼児を押し込める保育施設の環境は子
どもの心身の健全な発達にとって大きな
問題である。

我が国では動き盛りの子ども若者の自由に動き回れる場所がほと
んど用意されていない。 左写真：カナダBC ビクトリアではスケ

ボー少年たちの参加でスケートボードパークがつくられた。写真 木下勇 16


