
フランスでは 子どもの参加を全面的に推進
「子どもにやさしい」は持続可能な発展

Sustainable development a priority,
an “ecological” early childhood center in Paris

A selection process based 
on four fundamentals
Fundamental 1 : “every 
day life”, special attention 
to children well being
Fundamental 2 : child and 
youth consultation,
participation and listening
Fundamental 3 : 
international solidarity
Fundamental 4 : advocacy 
for child rights

©Mélusine Harlé, UNICEF France
Child friendly cities officer – Rotterdam

提言９ ユニセフ 子どもにやさしい都市の推進
以降は学術会議の提言の補足として ユニセフ子どもに優しい都市(Child Friendly Cities)およびこども環境学会の議論をふまえての提言を加える。

海外の事例から：
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「子どもに優しい」を掲げて子どもが増えた。ドイツの例

子どもに優しい村を掲げて人口、子どもの数が増えたドイツ シュレッスヴィグホルスタイン州 シャッフルンド

ドイツの子ども・家族に優しい都市 ヴォーバン地区（フライブルグ市） 道路は子どもの遊びが優先される。環

境共生共同住宅も参加型でつくられ、NPOが運営。ヒアリングによると、子どもを生んで育てたくなる環境で、一
家に３人は子どもがいるという。 写真：木下勇 18



ミュンヘン–子どものための都市
市の総合計画の理念に “ミュンヘンで遊ぼう”

コンセプト
Background information, 
Framework conditions 
Quality criteria of an all‐city 
play promotion
Strategies of action, 
priorities
Reference literature

要約
important 
findings, 
targets, 
fields of 
action of 
the concept 

指標リスト
Questions and 
indications for 
all levels of 
planning and 
implementatio
n

12

コンテストt: “Munich – Open for 
Children”

より子どもに優しい都市のためにfor 
more child‐friendliness in the city

子ども参加の推進

1999子どもにやさしいレストラン

2001 子ども家族にやさしい住環境

1999 and 2001 子どもにやさしいミュンヘン市
民(子どもが審査委員会)

1999 and 2001 アイデア＆プロジェクトコンペ

2006 子ども家族にやさしい住環境

中央に常勤の副市長直轄の子ども代理人、地域のボランティアの子ども
代理人を統括、子どもの声を市政に反映する責任。副市長直轄なので
市施策に横断的に強制力を有す。

資料：ミュンヘン市
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NPO とのパートナーシップ
市青少年局: 事業担当:

行政＆ ＮＰＯ (委託)

子ども保育

青少年の
ための公共
地域サービス

文化＆
教育

若者の
社会体験

家族、
女性、男性
のための
サービス

管轄
市青少年局

子ども保育 青少年、家族サービス 子育てサービス

2.1.1

託児所による保育

2.1.2

異年齢統合保育
施設

2.1.4

ＮＰＯによる保育
3.1.5

青少年保護

3.1.1

青少年のための
公共地域サービス

2.1.3

家族による保育
3.1.4

余暇サービス

3.1.2

地域を越えた
青少年サービス

3.1.3

連合体による
青少年サービス

3.3.3

生活相談＆生活支援

3.3.1

市町村従事の標準

3.3.2

対話と支援による
活動的サービス.

3.2.2

家族相談

2.3.4

施設の代わりに
家族支援

2.3.2

外国人家族支援

2.2.3

若者の権利を
守る支援

2.2.2

安全な生活の
標準.

2.2.1

学校、職業に
適した社会体験

2.3.5

里親

2.3.1

家族内の
子どもの保護

援助、後見、養育費前貸

2.4.1

後見、養育

2.4.3

養育費前貸3.2.1
家族の教育＆

対話によるサービス

子育て支援

援助

後見、養育

養育費前
貸

2.4.2

援助
証明
権利担当

2.3.3

家族への一部援助

Feb. 2004

= ＮＰＯ民間のみ

= 行政・ＮＰＯ 協働

= 行政のみ

7

13

5

事業チーム

課 / 
指導

ドイツでは補完性の原理にて、NPOが得意とすることは任せて市
の施策も分担して、委託、恊働、市単独に分かれている。
右図は子どもの遊びを専門とするNPOが隔年で実施しているミ
ニ・ミュンヘン。これも市が予算の半分近くを支出している。

資料：ミュンヘン市、Hans Mayerhofer, 木下勇訳 写真 Gerd Grueneisl
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英国 ホームゾーン、 プレイイングランド

写真：上©Adrian Sinclair
左Children in The City by Lia Karsten＆Willem van Vliet‐CYE, 2006

英国ではプレイイング
ランド、プレイウェー
ルズ、ロンドンプレイ
など子どもの遊びの
環境の向上に政策提
言をして、また実施に
行政、民間企業と連
携を組みながら進め
る団体が組織されて
きている。

特に住宅前の道路を子ども
が安心して遊べる環境にする
ホームゾーンの推進などに貢
献している。
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カナダBC州子ども・若者にやさしいコミュニティ チェックリスト
表１ 「子ども・若者にやさしいコミュニティ」（SCY）BCのコミュニティ診断項目例  

家に近い場所が子ども・若者にやさしいとはどういうことですか？ 
子どもたちが友達といろんなごっこ遊びや体を使った遊びができる柔軟な環境 
遊びやすい自然があり自然の素材があること（樹木、藪、水辺） 
よく管理され、定期的に安全性を検査されている子どもの遊び場があること 
子ども・若者が安全に、苦情を言われることなくインフォーマルなスポーツ（例えば路上のホッケーなど）がで

きる場所があること 
子どもを車交通から遠ざける開発方法 
子ども・若者をやさしく迎え入れ、共同の場所で遊べるようにしてある集合住宅 
屋外の共同の広場で遊んでいる子どもの姿を親が自分の家の主な部屋の窓から見ることができるような住宅デザ

イン 
子ども・若者が騒々しく遊べる場所があること 
子ども・若者、親など、いろいろな年齢層の人々が集まっていられる共用の場所 
子ども・若者が学校や公園などよく出かける場所への道がわかりやすく、明るく照明されており、安全なこと 
子ども・若者を狙う犯罪者へ向けての対策がとられていること（例えば買春行為を通しての性犯罪、ドラッグ勧

誘やドラッグ売買など） 
 
公園と空き地がコミュニティの子ども・若者にやさしいとはどんなことですか？ 
公園や空き地のような緑地、手の入っていない自然な場所などがあること 
公園が学校のすぐ近くにあり、連携して使えるようになっていること 
公園でダンスやミュージックフェスティバルのような子ども・若者向けの屋外の夏のイベントが開けること 
コミュニティ・ガーデンで子ども・若者が花や野菜を植え、育て、収穫できること 
公園や空き地で子ども・若者が木登りしたり冒険遊びができること 
公園や空き地で子ども・若者が建築資材を使ってものを作ったりできること 
とくに若者向けの公園（例えばスケートボードができる公園）があること 
公園のデザインに若者や親を参画させるという施策があること 
公園での催しで若者がリーダーシップをとる機会があること 
放課後や学校の休みの期間にプレーリーダーのようなスタッフがいること 
行政の公園課は定期的に安全点検を行うシステムをもっていること 
 
近隣の安全管理と治安維持に関してコミュニティが子ども・若者にやさしくなるとはどういうことですか？ 
地域に隈なく目配りがあること 
通学の安全（例えば通学路、大人が引率する徒歩通学団等） 
子ども・若者が嫌がらせなどを受けず安全に集える公共の場所 
犯罪や保安問題を子どもや若者が学べ、自由に話し合えるフォーラムの開催 
いじめ、虐待その他学校やコミュニティで起こりえる暴力事件を防止するプログラムの開催 
学校やコミュニティでアルコール中毒、薬物中毒への気づきのプログラムを。飲酒運転防止プログラムも。 
子ども・若者を丁寧に扱う警察スタッフ 
警察問題に関わる問題でコミュニティと学校が連携する。すべての学校における警察との連絡係も含めて。 
コミュニティの治安問題に地域の人たちが強く関与する（例えば交番を通して、また徒歩や自転車での巡回パト

ロールで） 
若者と警官の積極的な交流の機会をコミュニティが設ける 
子ども・若者に関わる地域のボランティアグループに犯罪の記録を自由にチェックできるようにする 
子どもの安全を強化し、犯罪を減らす試みに対して地域の企業から援助してもらう 

                以上 SCYのパンフレット（子ども＆まちネット名古屋訳 ）からの抜粋  

 

ブリティッシュコロンビア州のNPO「子どもと若者の協
会」がすすめている、「子どもと若者に優しいコミュニ
ティ」の活動

子ども・若者の視点からの診断ツールの大項目には
以下のものがならぶ。
住まい、住宅、住宅まわり、公園・空地、ファミリーサ
ポートサービス、保育・幼児教育、学校、住宅付近の安
全と警察、交通機関、レクリェーション・コミュニティサー
ビス、組織化されたスポーツと体を使うレクリェーション、
芸術・文化活動、医療・保健サービス、福祉・法律相談
サービス、地域の商店、仕事の場所、地方自治体、メ
ディア、である。
例えば「住宅が子ども・若者に優しいとはどういうこと
か？」という点でのチェックリストには、
家族の共用の居間を家の中心に置くこと、
子どもが成長するにつれて模様替えができるようなつく
り、外へ簡単に遊びに出られること、
屋外に安全でプライベートな遊びの場があること、
集合住宅ではコミュニティスペースが自由に使えること、
子ども・若者の普通の遊びやレクリエーション活動を制
限しないような賃貸または売買契約があること、
住宅の評議会に若者も積極的に参加できること、等。

（SCY（カナダ子ども若者協会）こども＆まちネット名古屋（こまち）訳（２００２）：
「あなたのまちを子ども・若者にもっとやさしいまちにするには」 Robert Yates 
講演会資料）
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提言：こども環境学会大会2009（千葉）＋こどもに優しい都市アジアパシフィック
国際会議（略称）こどもの力 Power to the Children 総括 2009年４月２６日 より

１．こどもの力を信じること。
２．大人はこどものドリームメーカー（自分を受け止めてくれて、発展させてくれる人）でなければならない。
３．こどもは未来社会を確実にするためのパートナーとしての意識啓発に努めること。
４．こどもとの対話（dialogue 会話のキャッチボール）の機会を家庭、学校、地域、行政などあらゆる場
面に増やしていくこと。
5．「子どもの権利条約を批准している」我が国において、こどもの権利は当然の人権として、義務教育課
程や社会教育で子ども、親、地域に認識を広めていくこと。
6．こどもに関わるあらゆる情報にこども自身がアクセスしやすいように情報公開につとめること。そして
こどもに関わる事項の計画に参画し、意思決定に関わる機会を設けること。
７．こどもの力の回復や発揮の支援のための専門的職能（ファシリテーション）の向上、専門家（プレー
ワーカー）の雇用の拡大
８．こどもの力を摘み取る物理的および社会的環境を点検し、改善し、こどもの力を育む環境づくりの推
進 （ゼロトレランスではなく、リスクにチャレンジしこども自身が全身でいろいろな力を磨いて行くことがで
きる環境）
9．こどもの遊びの意義を社会的に認知するようにつとめること。遊びを否定的に見るのではなく心身の
全面的発達に必要なものとして子どもたちの遊びの機会を増やすようにつとめること。
10．こどもが全身で自ら学ぶ力を育むことができるような自然体験の機会をできるだけ長くゆったりした
時間の中で持てるようにすること（こどもには田舎が必要）
11．子どもやその家族との連携、コミュニティと行政の連携を構築すること
12．先進国の中でこどもにかける予算が少ない実態のみならず、将来世代に借金を負わせている現在
の財政事情を改め、次世代育成のためにもっと予算をふりわけ、適切な基金を確保すること

※ ２００９年千葉市において第６回こども環境学会が開催された時に、ユニセフ子どもに優しい都市に関する国際会議が初めて日本で
開催された。１９９６年ハビタットⅡを契機に始まったこのプログラムに世界で900近い都市が参加しているが、日本では唯一川崎市のみ
が報告を寄せているにすぎない。子どもの声を聞き、子どもの参加で未来に持続可能な社会を形成していくことが求められている。 23



具体的アクション例 子ども参加で次世代育成支援行動計画

千葉市はこども環境学会大会2009（千葉）＋子どもに優しい都市アジアパシ
フィック国際会議（略称）（2009年4月23‐26日）の恊働開催を契機に「次世代育
成支援行動計画」（後期）を子ども参加によって進めることを企画している。

これまで次世代育成支援行動計画は親、家庭を中心に支援の対象ととらえて、
子どもに直接働きかける事業は少なく、子どもの参加で進めるということはほ
とんどなかった。次世代育成支援のことは次世代の声を聞き、次世代とともに
作成していく。そんな試みが始まろうとしている。

大会テーマPower to the Childrenを作詞
作曲して披露した子どもたち

大会を子どもの目でみて新聞にした子どもたち。
子どもの力に大人は驚き、子どもも大きな自信を得た。
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最後に

子どもにはムラが必要

It takes a village  to raise a child （アフリカの諺）

Hillary Rodham Clinton  Touchstone Books 1996

ムラ（コミュニティ）には子どもが必要
It takes a child to raise a community 

Roger Hart 2004  こども環境学会第一回大会にて

「子どもが動くことで地域が動く」子ども参加のまちづくりへ
木下勇 2008 第17回IPA世界大会（香港）にて

↓

25


