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１．実 施 期 間：平成２６年５月１５日 から 平成２７年３月３１日 まで 

２．委託料の額：５，２５６，３６０円 

３．実 施 団 体：特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ 

〒９６０－０２０１福島県福島市飯坂町字湯沢２６番地 

電話：０２４－５２９－６１２５ E-mail：info@iizakasupporters.com 

 

４．活動の目的 

 

 冒険あそび場は、都市化が進み自然が遠のく市街地で、子どもが安心して自由に自分らしく過

ごせる居場所として、地域住民が中心となって運営されてきました。 

身近に自然が豊かで、空間に余裕のある福島においても、禁止事項が多く自由度の低い遊具し

かない公園や、空き地や駐車場に立てられた進入禁止の看板など、子どもが自由に遊べる場所は

限られています。 

さらに、原発事故による放射能汚染で、外遊びを不安に感じる親や学校は、子どもの屋外での

活動を制限せざるを得ず、平成 24 年に続いて、平成 25年度の全国体力テストにおいて、小学 5

年及び中学 2年の男女で、全国平均値を下回る結果になりました（平成 26年 3月 10日の福島民

報記事より）。  

一方で、子どもが健全に成長する上での、外遊びに対する期待は広がりつつあり、行政による

野外保育への支援も始まっています（平成 26年 4月 5日の河北新報記事より）。 

平成 25 年に飯坂町茂庭に開設した冒険あそび場

「茂庭プレーパーク」には、飯坂小学校 5 年生児童

50名が訪れ、その時の感想文には、「ドキドキする」・

「怖い」と思うことに対して、楽しい・面白いと感

じ、遊びに夢中になるなかで、自然と体を限界まで

動かす様子が書かれていました。 

そこで、空間放射線量が比較的低く、安心して外

遊びができる飯坂町茂庭地区で、子ども達が自由に

責任をもって遊ぶ「冒険あそび場」を開設・運営し、

子どもが楽しいと感じる遊びを追及し、体をめいっ

ぱい使うことで、心身の健やかな成長を促します。 

また、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会や公益社

団法人セーブ ザ チルドレン・ジャパン、そして県

内の外遊びをすすめる各団体等と連携し、冒険あそ

び場の活動を周知するとともに、福島市及び周辺地

域への出張開催や、地域内での運営会議、講演会を開催して、冒険あそび場の啓発に努めます。 

これらの活動を通じて、町に元気な子どもの姿を取り戻し、子どもと親による遊び場づくりへ

の参画を促し、地域の活性化と住民主体によるまちづくりを目指します。 

 



子どもの冒険ひろば設置業務報告書 

 

NPO法人いいざかサポーターズクラブ  2 

 

５．実施体制 

 

【専属プレーリーダー：２名  有償ボランティア数：延べ３４名】 

 

冒険あそび場（プレーパーク）には、子どもの遊びを促し、見守る大人（プレーリーダー）が

いて、子どもが自由に遊べる環境をつくり、時には遊び場の内外から起きる不測の事態から子ど

も自身や子どもの遊びを守ります。 

当法人では常勤プレーリーダー２名に加えて、住友商事インターンシップ奨励プログラムの学

生１名、さらに、理事・会員及び福島大学災害ボランティア

センターから派遣された有償ボランティアが活動に参画し

た他、地域のお母さんらに準備・撤収のお手伝いをしていた

だいています。 

また、NPO法人ボランティアインフォ（仙台・東京）の協

力で集まった栃木県在住の学生 10 名が休業店舗からの廃材

の整理・輸送に協力しました。 

 

６．活動の広報 

 

【広報チラシの配布】１５００部×９回 

【インターネットでの広報】ホームページ記事数／１３件（延べ約１０，０００閲覧者数） 

【ＳＮＳを利用した広報】  Facebook記事数／１３８件（延べ２２，４８８閲覧者数） 

 

活動の様子やプレーパーク開園日を記載した広報チラシを、配布には福島市教育委員会や児童

福祉課の協力で、毎月飯坂町内の 5小学校（計約 1000部）や、連携する市民活動団体や学童保育

団体へ配布した他、福島市及び周辺地域の公共施設に設置しました。チラシには、冒険あそび場

のモットーである「自由に責任を持って」などを記載し、活動への理解を求めました。 

 ホームページでは毎月の活動予定やイベント情報などを掲載し、ＳＮＳでは日々の活動の様子

を記事投稿して、活動の広報に努めました。 

 

【メディアへの掲載】平成２６年５月２０日（福島民友新聞社） 

平成２６年５月２１日（福島民報社） 

平成２６年７月３０日（福島民報社） 

平成２６年１０月２８日（福島民報社） 

平成２６年１２月１４日（福島民友新聞社） 

平成２６年１２月１６日（福島民報社） 

平成２７年３月１１日（読売新聞） 

【第８回ふくしま復興かけはしツアー受入】開催日：平成２６年９月１３日 

ツアー主催／福島交通観光㈱、(社)Bridge for Fukushima  参加者数／15名 
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福島の人との出会いで復興の軌跡を知り、福島のことを共に考えるツアーに参加した東京都な

ど主に関東のお客様 15名に、茂庭プレーパークの活動について現地でお話をしました。 

 

【福島市立湯野小学校での活動発表】発表日：平成２６年１１月１７日 

 

 湯野小学校での校庭でプレーパークを開催する提案を湯野小学校の先生方にするために、活動

の趣旨と内容をプレゼンテーションしました。 

 

【ふくしまっ子の「外遊び」フォーラム登壇】開催日／平成２６年１２月１４日 

主催／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

参加者数／７６名 

 

 放射能汚染が課題となっている福島の子どもの外遊びを考え

るシンポジウムでパネリストとして登壇し、事例発表をすると

ともに、参加者や登壇者で意見の交換を行いました。 

  

 

７．放射線の測定 協力／NPO法人ふくしま３０年プロジェクト、㈱環境分析研究所、他 

 

【茂庭プレーパーク】位置／福島市飯坂町茂庭字広瀬浦 

 

空間線量／測定日：平成 26年 7月 3日  測定器：日立アロアメディカル TCS-171B 

測定結果：別紙①参照 

土壌線量／測定日：平成 26年 7月 7日  測定器：セイコー・イージ―・アンド・ジーSED-EMS 

測定結果：別紙①参照 

 

【乙和公園プレーパーク】位置／福島市飯坂町字銀杏 

 

空間線量①／測定日：平成 26年 7月 3日 

測定器：日立アロアメディカル TCS-171B 

測定結果：別紙②参照 

空間線量②／測定日：平成 26年 10月 3日  

測定器：ポニー工業ホットスポットファインダー 

測定結果：ホームページ該当記事参照 http://iizakasupporters.com/1157.html 

土壌線量／測定日：平成 26年 8月 30日 測定器：PGT社製ゲルマニウム半導体検出器 

測定結果：別紙②参照 
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【十六沼公園】位置／福島市大笹生字爼板山３４１ 

 

空間線量／測定日：平成 26年６月１０日  測定器：HORIBA PA-1000Radi 

測定結果／別紙③参照 

 

【職員の積算追加被ばく線量測定】 

 

測定期間：平成２７年２月２６日～３月１７日 測定器：㈱千代田テクノル Dシャトル 

※測定結果は平成２７年５月末返答される予定 

 

８．活動の内容 

【茂庭プレーパーク】活動期間／平成２６年５月～１２月  開催日数／５５日間 

参加者数／９５６名（内、学童保育団体受入５６７名） 

 

平成 25年に引き続き、国土交通省摺上川ダム管理

所へ河川敷の一部利用を申請し、立ち木を利用して

作ったロープや廃材の遊具やたき火、ナタやノコギ

リ、金づち、小刀を使った自由工作に加えて、夏は

川遊び、冬はそりすべりや雪だるま作りなどを行い

ました。 

また、昨年７月より、東京都のモノ作り活動団体 

森遊クラブが制作するプレーキットを導入し、国産

材を使用した手作りの黒板やホッケー台、オセロ、

コマ等で遊びました。 

また、セーブ・ザ・チルドレンの協力で福島市内の

学童保育 19 団体、NPO 法人子どもの森ネットワーク

の協力で学童保育団体や福島市飯坂学習センターが

主催する「遊びのがっこう」に参加する児童を受け入

れました。 

さらに、飯坂町の障がい者作業場（NPO法人 swell in 

fukushima）や障がい児学童クラブの受入も行い、障

がい児童の遊びについて、どのような取り組みが可能

かを検討しました。 

 

【乙和公園プレーパーク】活動期間／平成２６年１０月～平成２７年３月 

開催日数／５５日間  参加者数／６９５名 
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 子どもの生活圏内での遊びを実現し、遊びを通じた地

域への関わりを生むことで、将来にわたって地域への帰

属意識を高めるためには、自分たちだけで来ることので

きる場所に冒険あそび場を設置・運営する必要がありま

す。そこで、除染済の乙和公園を福島市公園緑地課に一

部利用申請を月毎に行って活動を行いました。 

 遊びの内容については、茂庭プレーパークと同様に手

作りの遊具や自由工作に加えて、平らな広いスペースが

あるので、ミニサッカーやバトミントン等のスポーツも行っています。人口の比較的に多いエリ

アに位置する都市公園なので、たき火など火の使用は行えず、立ち木を利用した遊具なども、毎

回完全撤収しています。 

 

【十六沼公園出張開催】開催日／平成２６年６月１４日  参加者数／２５名 

 

 冒険あそび場の活動を広く福島市民に周知し、活

動の理解を得るとともに、子どもの生活圏内で自由

に楽しいと思う遊びを追及する環境を提案するた

め、福島市内の公園への出張あそび場を企画・実行

しました。 

 初めての試みということもあり、既に宮城県を中

心に出張あそび場を行っている日本冒険遊び場づ

くり協会から、プレーカーとプレーリーダーを派遣

してもらい、同時に 7月から運用を予定しているプレーキットの使用について講習を受けました。 

 また、セーブ・ザ・チルドレンの協力で学童保育の児童 25名を十六沼公園まで輸送してもらい、

プレーキットや現地の遊具、工作などをして遊びました。 

 

９．研修・視察 

【自主開催 福島プレーリーダー研修会】開催日／平成２６年１２月１３・１４日 

場所／福島市飯坂学習センター 

NPO法人りょうぜん里山がっこう 

共催／福島県 NPO法人いいざかサポーターズクラブ 

協力／NPO法人りょうぜん里山がっこう 

講師／天野秀昭氏（大正大学 特命教授） 

早川大氏（災害・防災支援団体 Bousaring 危機管理ア

ドバイザー） 

参加者／１６名 

 

全体を３部構成として、１部では天野氏より参加者自らの子ども時代を振り返り、子どもとの
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向き合い方を考える機会としました。２部では、引き続き天野氏より日々の活動における子ども

との対話を記録し、検証するプロセスレコードについて学びました。 

第３部では、早川氏より活動時の救急箱の内容と使用法、ケガの対処について学びました。 

 

【第 1回福島プレイリーダー研修会】平成２６年９月１８・１９日（理事・職員３名参加） 

場所／川崎生涯研修センター、川崎市子ども夢パーク、他 

主催／NPO法人コドモ・ワカモノまちｉｎｇ 

講師／星野諭氏（コドモ・ワカモノまちｉｎｇ代表） 

嶋村仁志氏（ＴＯＫＹＯ ＰＬＡＹ代表） 他 

 

【第２回福島プレイリーダー研修会】平成２７年２月５・６日（理事・職員３名参加） 

場所／中村児童館、光ヶ丘プレーパーク、他 

主催・講師／同上 

 

福島で子どもの遊びに関わる人を対象に、講座と現場への視察で、

東京・神奈川のプレーパーク及び児童館での取り組みや、遊びに関

する基本的な考え方、子どもとの向き合い方を学びました。 

 

【第２回子どもの育ちと豊かな遊びアドバイス】平成２６年１０月２８日（職員１名参加） 

主催／福島県（子育て支援課） 

講師／こども環境学会 

 

 乙和公園で活動を始めるにあたり、子どもが心身ともに元気に成育できる環境を保障すること

を目的に、研究者や実践者が子どもを取り巻く環境を研究・提言する「こども環境学会」のメン

バーの方々に現地を視察していただき、子どもの遊ぶ環境づくりについてのアドバイスをいただ

きました。 

 

【「子ども」と「社会」を「遊び」でつなぐ】平成２７年１月８日（職員１名参加） 

場所／みやぎ NPOプラザ 

主催／認定 NPO法人冒険あそび場せんだい・みやぎネットワーク 

講師／荒田直樹氏（プレイソーシャルワーカー） 

 

 冒険遊び場のプレーリーダーを経て、スクールソーシャルワーカーとして学校に勤務する荒田

氏より、子どもの現場に関わる大人の持つべき視点について学びました。 

 

【カッパが見た「あそび」の世界】平成２７年３月５日（職員１名参加） 

場所／みやぎ NPOプラザ 

主催／認定 NPO法人冒険あそび場せんだい・みやぎネットワーク 
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講師／天野秀昭氏 

 

 大人が子どもの遊びに関わる意味を、天野氏を講師に、宮城県で子どもに関わる仕事や活動を

する方々と一緒に考えました。 

 

【赤十字救命法（基礎講習、救急員養成講習）】平成２７年３月７・１４・１５日（職員１名参加） 

場所／日本赤十字社 福島県支部 

主催／日本赤十字社福島県支部 

講師／日本赤十字社救急法指導員 

 

【視察】 

平成２６年６月６日…うらやまでプレーパーク（宮城県石巻市北上）／北山プレーパーク有志の会

／職員１名参加 

平成２６年１０月４日…冒険遊び場あそべんちゃーランド（山形県米沢市六郷町）／NPO法人青空保

育たけの子／職員１名 

平成２６年１０月８日…里山ぼうけんひろば（伊達市霊山）／NPO法人りょうぜん里山がっこう、 

南相馬みんな共和国―冒険広場（南相馬市原町区）／（一社）みんな未来

センター／職員２名 

平成２７年２月１６日…スマイルキッズパーク（本宮市） 

ペップキッズ郡山（郡山市）／NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク 

／職員２名 

平成２７年２月１８日…西公園プレーパーク（宮城県仙台市）／西公園プレーパークの会 

／職員２名 

平成２７年２月２７日…飯坂すくすく広場（飯坂町湯野市民センター）／福島市健康推進課 

／職員２名 

 

１０．活動の成果 

■総参加者数／延べ１６７６名 ■総開催日数／１１１日 

 

 平成 26年度の冒険あそび場では、セーブ・ザ・チルドレンをはじめ、様々な団体や行政と連携

（※本文中に斜体で記述）することで、25年度の参加者数 276名を大幅にこえ、たくさんの子ど

も達が元気に自らの楽しいことを追及し、遊びを通じて自己実現の機会を得ることが出来ました。 

 特に茂庭プレーパークに加えて、子ども自らの生活圏内で自由な遊びを保証する場として、乙

和公園でのプレーパークを開催したことで、既に常連の子ども達も集まり始め、一人一人との関

係性を築く機会を得ることができました。 

 また、シンポジウムや研修、視察により各団体・個人と関わり合いを持つことで、子どもと向

き合い、「遊び」を通して豊かな子ども時代を過ごす環境づくりに向けた情報共有をするとともに、

福島の子どもの様子を県内外に発信し、活動への理解と共感を得ることが出来ました。 
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１１．課題と今後の展望 

 

 茂庭プレーパークでの学童受入と、乙和公園での開催で平成 25年度に比べ多くの子どもが参加

したものの、屋内遊び場の入場者数と比較すると、まだ十分に外遊びを提案できているとは言い

難いと感じます。また、親と連れ立ってしか来れない茂庭にしても、日々原状復帰が原則の乙和

公園にしても、一定の年齢になった子どもが継続して遊びを通した自己実現をはかる場としては、

十分に機能していません。 

一方で、屋内遊び場が提供できる遊びには限界があり、特に小学校中学年以上ともなると、閉

鎖空間において、十分に子どものありのままの姿を受け止めることは難しくなります。作り直し

がきかない既製品が多くを占める遊び場では、自ずと子どもの遊びに禁止事項を増やし、創造力

に制限を与えてしまいかねません。 

木、土、水などの自然素材は、子どもが容易に改編可能であり、野外はそれらを限界まで利用

することができ、結果として子どものチャレンジ精神が育つ空間を提供するものの、現状、放射

能汚染に対する不安は拭い去ることができないことも事実です。外遊びに加えて、小学校高学年

程度の児童が十分に遊ぶことができ、かつ可能な限り改編可能な素材（例えば段ボールなどの紙

素材や木材）を提供できる屋内遊び場の併設が必要であると考えています。 

 

子どもが自由に遊ぶことのできる空間を保障するため、プレーパークではプレーリーダーとい

う大人を配置し、常設プレーパークを地域で継続するには、安定して長期間プレーリーダーを雇

用する体制の整備が必要です。しかし、「誰でも遊びに来ることができる」という公共性を保つた

めに基本的に無料で遊び場を開放しつつ、人口密度が低い地方において、さらに学区外へ出かけ

ることを学校で禁止していることも踏まえると、自治体が事業として遊び場に予算を割く公益性

を、地域の遊び場１か所が持つことは難しいように思います。 

 

以上を踏まえ、プレーパークの活動を飯坂町で継続するため、公園周辺の町内会との共同用具

倉庫の設置による環境の整備など、地域住民及び行政との連携に加えて、メディアやネット、講

演会の開催、学校内の校内会報誌への活動情報掲載により、子どもの自由な遊び環境の周知と理

解を進めます。 

また、屋内での自由な遊びを提案するため、子育て施設・クラブへの訪問活動や、屋内でのイ

ベントの開催を行います。さらに、昨年１回しかできなかった出張あそび場を、日本冒険遊び場

づくり協会や福島県生活協同組合連合会等と連携して実施します。 

加えて、これまで遊び場づくり活動を通して連携した各団体・個人に、福島市及び周辺地域で

子どもの外遊び環境を整備するネットワーク組織の立ち上げを呼びかけ、高い公益性を保つ遊び

場づくり事業の提案を目指します。 
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別紙①茂庭プレーパークの放射線量測定結果 
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別紙②乙和公園の放射線量測定結果 
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別紙③十六沼公園の放射線量測定結果 
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別紙④掲載新聞紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


