
研修修了生たちが、それぞれの現場においてプレーパークなど子どもの
遊び活動取り組んでいく。一部はあそぼっカー事業に参加予定。来期は
遊育プログラム2014として改良し、更に展開する予定。

遊び場支援を三県に広く展開するための組織ネットワークが整いつつあ
り、被災地域のまちづくり協議会や市民会議、大学研究者やNPO団体な
どとの定期的な会合や随時の意見交換などを行なっている。

取組全体の目的・概要：「地元の人たちが遊び場づくりをはじめる・育てる・つながる」ことをめざし、遊び場をコーディネートするプ
レイワーカー等の人材育成と、安定した運営を支える行政とのパートナーシップ仕組みづくりに関する取組みを行う。

取組の先導性： 行政・地域と緊密な関係を構築し、常設、継続的な運営基盤を持った冒険あそび場を増やすため、遊び場の運
営にも携われるプレイワーカーの育成やプレイワーカーの雇用方式の検討など、他の地域への横展開を見据えた取組を実施。

主な実施内容

取組①中間支援事務局（仙台）設置

【概要】 取組みの実施組織として当協会内に被災地支援東北本部を
設置し、人員を配置し活動拠点としての事務所を開設。

【進捗】 復興支援総括兼協会事務局長と東北本部長、あそぼっカー
チーム、事務局員を配置。被災三県への展開と東京との連絡
を考え、交通至便な仙台市長町地区に拠点事務所を開設。

日本冒険遊び場づくり協会
復興支援東北オフィス
〒982‐0011
仙台市太白区長町1‐12‐30
Tel : 022‐397‐8498
e‐mail: tohoku@ipa‐japan.org

《組織体制図》 《事務所》

被災体験を乗越え育つ子どもたちを支えるための知識、技術、考え方を
「遊ぶ力」「現場」「子どもの心理」「地域社会」などのテーマに即した概要
を修得。解決のためには諸々の手段・方法があることを知り得た。

得られた成果

人員補充とスキルの蓄積が課題。組織としての円滑な運営をめざし、
各地の活動者等との連携を強化し、復興事業の広報発信を強化する。

取組②プレイワーカー等研修〜遊育プログラム2013

東北地域で働くプレイワーカーおよび遊び場運営者育成のための研修
プログラム「遊育プログラム2013」を実施。被災三県を中心に熱意ある若
者たち19名が受講。

今後に向けた課題・活動の見通し

復興支援総括 本部長

協会事務局
(東京) 東北オフィス

予定(未配置)

復興支援東北本部

地域運営委員

(当事業雇用)

あそぼっカーチーム
(当事業外)

実習風景、
WS成果物、教材など

●この東北版遊育プログラムは、被災地域で活動
中のあそぼっカー(後述)の見学と解説、国及び民
間団体による復興支援事業の概説、釜石・気仙
沼・南相馬の遊び場の現地体験など、被災地での
活動のためのカリキュラム追加が特徴。
●基礎的な講義内容においても被災地域としての
課題(心理的ショック：PTSDを抱えていることや、地
域社会の現実など)への対応、心構えなども追加。
●受講者は、現場的なスキル(例：子どもの心理状
況にあわせた声かけなど)や、知識(例：事故のリス
クとハザードの分別と回避など)から、考え方や理
念(例：東北の地域社会を構造として見る、子ども
の権利条約など)まで、幅広く習得した。

〜特定非営利活動法人 日本冒険遊び場づくり協会〜（岩手県、宮城県、福島県）

01_住民・行政のパートナーシップで育てる冒険遊び場モデル事業 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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取組③自治体・住民研修用資料作成

三県の自治体、および地域のプレーパーク運営を志向する住民等に向
けての研修を計画。遊育プログラムの一部として、2014年度に実施予
定。

東北地域のコミュニティのあり方に即した遊び場運営を、行政との連携
および雇用の面から3つの可能性(「派遣型」「地縁型」「ネットワーク型」）
として提起。行政・地域との連携による持続的な展開に期待できる。

主な実施内容
住民・行政のパートナーシップで育てる冒険遊び場モデル事業プロジェクト

その他実施取組【支援対象外】
〜１）冒険遊び場づくり事業事例調査
地方自治体とのパートナーシップで運営する地域の遊び場の事例30ヶ所を調査。行政・地
域住民・企業など、発意者別の運営形態とそれぞれの長所、短所を比較した。

〜２）遊び場の運営と雇用方式の検討

持続的な遊び場運営を東北地域で実現するため
の仕組みを検討。プレイワーカーの雇用に焦点を
あて、職務や役割、給与や助成金、プレイワーカー
と地域資源や行政との関わりなどを研究、検討。

①被災地域における遊び場づくりの種まき支
援事業
■「気仙沼あそびーばー」：地域への運営引継完了。
■あそぼっカー事業：（プレーカーによる巡回型の遊
び場開催支援）。被災各地域の声に応じてプレイ
ワーカー兼コーディネーター（常勤）を派遣。

②被災地域における遊び場づくりの根付き支
援事業
■プレイワーカー資格認定制度研究会（しかけん）
：冒険遊び場のプレイワーカーに求められる職能・技
術の認定制度導入の検討をおこなった。社会的認知
と自身の質の向上を図る。検討継続。

③被災地域における遊び場づくりのつながり
支援事業
■東北の遊び場づくり小集まり事業：震災後に遊び
場づくりをはじめた東北の運営者どうしが、顔が見え
る関係となり、情報交換をはじめた。

「気仙沼あそびーばー」は地域主体によるプレイワーカー雇用が実現。
あそぼっカーは人員と車両を拡充。「しかけん」は研究会を2回実施。

あそぼっカーを1台1名から3台6名体制へ増強。展開地域を拡大する。
「しかけん」は全国の関係者へ参加を呼びかけ、方向性を見いだす。

今後に向けた課題・活動の見通し

得られた成果

ヒアリング対象団体(抜粋)
三陸人つなぎ自然学校 釜石市
石巻2.0 石巻市
コドモ・ワカモノまちING 石巻市
せんだい-みやぎネットワーク 仙台市

行政と住民 行政と住民
協働運営 ネットワーク型運営

●山形県東根市　ひがしねあそびあランド ●東京都国分寺市　冒険遊び場の会 9カ所

●宮城県仙台市　ふるじろプレーパーク ●兵庫県　県青少年本部補助　30カ所

●千葉県四街道市

四街道プレーパーク “どんぐりの森”

企業発意 ●福島県郡山市　PEP Kids Koriyama

自治体事例調査 (抜粋)

住民発意

住民or行政が運営

行政発意
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主な実施内容

取組全体の概要： 子どもたちが障害や福祉について体系的に学び、若い世代を支える地域や学校・家庭も一緒に共に生きる社会について
考えていく。

取組の先導性：農業やホースセラピーなど生物や自然との触れ合いを通じ、多様な個性を受け入れ、生きる力を育んでいきながら、地域との
つながりを持った共生社会構築の拠点となるような取組を実施。

目的： 共に支えあう力を育み、新しい価値観に出会い、体験することで心豊かで健やかな子どもたちを育成する。それらを支える地域ととも
にコミュニティの力や役割を考えていく。

取組① 障害理解

本宮市 Kふぁーむ
平成25年11月18日（月）8名
郡山女子大学4年生

郡山女子大学８名による障害者との交
流体験や障害理解の研修、農作業を
体験。農場の食材を使ったイタリア料
理実習を実施

取組① ホースセラピー 取組②・③ こころコミュニティ取組② こころスキルアップ研修

本宮市 Kふぁーむ
①平成25年11月9日（土）13名
②平成25年12月7日（土）10名
総合児童発達支援センターに通う幼稚園
～小学生に対するホースセラピーを実
施。保護者の方にはアンケートも実施。

郡山市 安積中学校2学年
①平成25年12月2日（月）149名
郡山市 安積中学校1学年保護者
②平成25年12月4日（水）41名
中学生に心のセルフケアの大切さに気付
く講習や保護者には子どもとの関わり方
や心の健康のための講義を実施

郡山市星総合病院メグレズホール
平成25年12月13日（金）300名
郡山市内 看護学生・医療専門職・一般・
児童23名
心の健康と復興、そして地域の役割を考
えるテーマで５人のパネラーによるパネル
ディスカッションを実施。子どもたちがアー
トを体験できる企画を開催。

総参加者数 873名（2014.3.13時点）

～NPO法人アイ・キャン～（福島県本宮市、郡山市）
02_地域共生モデルを実践する農場での子ども育成プログラムの推進 元気で健やかな子供の成長

を見守る安心な社会
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取組① 障害理解

本宮市 Kふぁーむ
平成26年1月20～21日（月・火）34名
本宮市立和田幼稚園 2クラス

年長・年少園児及び引率者に、農場の卵を
使ったお菓子作りや農作業体験、紙芝居を
使った障害学習を行った。

取組③ 地域住民のヒアリング とワーク
ショップ

取組① 障害理解取組① 障害理解

本宮市えぽか平成26年1月26日（日）67名
Kふぁーむでの事業を説明するとともに、地

域の方とスタッフの意見交換会やワーク
ショップを行い、どのような農場（場所）に
なって欲しいか、どんな課題があるか率直
な意見を聞いた。

本宮市 Kふぁーむ
①平成26年1月27日（月）40名
本宮市立白岩小学校３年生 2クラス

障害についての講義や疑似体験・軽作業や
クッキー作り・卵洗いなどの体験、しらさわ豚
のハンバーガー作りを通して障害や共生社
会について学んだ。

本宮市 Kふぁーむ
平成26年1月31日（月）・2月4日（火）・2月6
日（木）180名 6クラス郡山市立富田中学校
2年生

障害についての講義・ピアサポーターの体
験談・疑似体験や農場見学・ハンバーガー
作りを行って、障害を持つ方への理解を深
めた。

取組② 子育てセミナー 取組④ 共生社会を考える紙芝居 取組④ ホームページ取組④ Kふぁーむ通信
本宮市 えぽか
①平成26年2月8日（土） 8名
本宮市Kふぁーむ内
トレンテビアンコ
②3月18日（火） 8名 ※

臨床心理士が、震災後の心の経過も
含めて、子育てに悩む地域の方向け
に、子どもに伝わるほめ方、よりよい関
係の築き方についてお話しした。
※大雪の為２月１８日開催が延期

郡山市 ポニー保育園
平成26年3月25日（火）15名
違いや個性を受け入れ、共に生きる社会
を子ども達と考える紙芝居「へこちゃんの
虹」読み聞かせ会を開催。
子どもたちの視点で「個性」を学ぶ。

新しい東北の活動や「子どもから高齢者
までが共に生きる社会造りを目指そ
う！」というメッセージ、活動報告などを
掲載（ＨＰ一部準備中＝活動報告等）

活動拠点であるＫふぁーむから本企画や
様々な取り組みを発信していく「Ｋふぁー
む通信」を発刊。ＳＮＳやＨＰだけではない
基本の情報伝達のツールとして活用し
た。また新聞や地域の広報誌などの媒体
も活用した。
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ヒアリングやアンケートの中から学校での心の研修や障害理解の研修や体験、パネルディスカッションの開催など本企画の「継続」を望む声をたくさん頂いた。その為には人材も運営
資金も自立していけるスキームが必要となる。来年度はアンケートから得られたご意見などをもとにこれらの発展的な事業に計画し、今後も継続発展できるような支援体制のファンド
スキームや人材育成に取り組んでいく。平成２６年度に初夏には体験型学習施設を併設した太陽光発電事業を計画しており、震災を経験した子どもたちが自然エネルギーについて考
える機会も提供していき、「共に生きる豊かな社会造り」に向けて更に幅広い交流や体験、新しい価値観を受け入れていけるような取り組みを実践していく。

「心豊かに、健やかに、共に支えあう力を持った子どもたちの育成」のために始めた活動は、年齢に応じた多彩な企画の中で「学ぶ」機会と実際に体験したり感じることで得られる「発
見」の機会を提供できた。また、子どもたちを支える地域や大人たちへの働きかけとしてパネルデイスカッションやワークショップの開催、ヒアリングを行い多くの方々と「共に生きる社
会造り」の大切さを考える機会を共有できた。全参加者は延べ873名にのぼり、またアンケートは643名から頂きこれから更に地域造りを進めていくにあたり重要なデータを得られた。

取組③地域ヒアリングやアンケートとワークショップ （期間平成25年11月～平成26年3月 ）
ヒアリング・アンケート回収643名 （2014.3.13時点）現在結果集計中!!

取組①の成果 取組②の成果 取組③の成果 取組④の成果

プログラム実施モデル校2校
↓
3校10クラス＋大学生8名 262名実施。
障害理解の学習については和田幼稚園2
クラス・白岩小学校2クラス・富田中学校6
クラスで実施。総合学習の中で障害につ
いて学習させたいがなかなか機会と予算
がなかった現状があった。11名の先生方
の10名が今回の体験に満足と答えた。ま

た、学校側にヒアリングをするなかで障害
について理解を得るのは親の方が難しい
ことも多いとの話もあった。白岩小では授
業参観日で障害学習体験について子ど
も達が発表し、「障害」について子どもか
ら親への理解の繋がりを作れたことは大
変大きな成果であった。ホースセラピー
は23名に実施し、アンケートからは娘の

心を開かせたと思う。体験談を目を輝か
せ色々話してくれた。との意見もあった。

子ども達と保護者共に「障害」や「共に生
きる社会」を考える機会を提供できた。

プログラム実施モデル校2校＋公開講座
を開催
↓
1校中学生、1校保護者、地域向け子育て
セミナー2回、一般公開講座（パネルディ
スカッション）を実施。506名
中学生向けのこころのスキルアップトレー
ニングでは「考え方を変えようと思った」
「来年もやってほしい」との声も聴け、アン
ケートからは80%の生徒がストレスを感じ

る実態と悩んでいる内容やそれらに対し
てサポートがあるかなども回答を得られ
た。これらを学校側へフィードバックし、今
後の心のトレーニングの研修についての
課題などを話し合った。子どもたちに物事
の考え方やストレスの対処法などを伝え
ることよりセルフケアの大切さを伝えるこ
とができた。また保護者の子どもとの関
わり方の講習では今日からでも始められ
る、また参加したいとの意見を頂いた。

ヒアリングやワークショップの実施
↓
ヒアリング15名ワークショップ参加者62
名。アンケート約300名。子ども達にとって

必要な環境や資源を検討して、Ｋふぁー
むで共に生きる社会（＝共生社会）を目
指した活動をしていることを知ってもらっ
た。ヒアリングで関わりを持たせて頂くこと
で関係が深まりワークショップには62名
の方の参加があった。学校や行政の
方々からは、地元にこんなにいい場所が
あるのだから活用していきたいとの声を
多く頂き、子どもたちの「心を育む」環境
や資源について共に考えることが出来
た。利用の仕方が分かりにくい、何ができ
るか分からないどの声もあったため、体
験申し込みの簡易化やＫふぁーむの活動
などを発信する情報誌を作ったことでより
身近になってもらえるようにした。その中
で来年度開催してみたい内容なども学校
側から自発的な意見も上がってきた。

情報発信はＨＰのほかにＫふぁーむ便り
や新聞、地域の広報誌などを活用した。
広く公開講座を開催したが学生の参加
が8割を占め次世代を担う方々と地域

の役割や健やかな社会について心の健
康や子ども達の育成も含めて考えるこ
とができた。地域ヒアリングの中でも認
知度は高いとは言えないことが分かり、
ＨＰでは「学ぶ」「遊ぶ」「働く」「食べる」と
いう４つのキーワードで分かりやすく説
明をすることにした。また「障害」や「違
い」「共に生きる」ということを子どもたち
に学んでもらうには体験も重要である
が、親しみやすい「紙芝居」を作成する
ことでより小さい年代の子どもたちに「い
ろんな人がいるのが当たり前、いろんな
人みんなが幸せになる社会」を伝えるこ
とが出来た。これらは難しい障害の本と
は違い自然な形で理解できるツールと
して大変有効であった。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し
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・保育所・幼稚園児、小学生、中学生の日常の運動量を測定する。
(1)目的

・保育所・幼稚園児、小学生、中学生の日常の運動量を測定する。
・保育所・幼稚園児の日常の基本的動作の出現を観察する。

(2)測定方法
・期間：平成25年11月～平成26年3月の期間中に測定
・対象：保育園児、幼稚園児、小学校学童、中学校生徒 約100～150人

を対象に実施

研究調査会議の開催（測定方法、対象期間等を検討）

取組全体の目的と概要：・子どもの運動不足や肥満、心の状態を把握し、福島の子どもたちの成育環境における問題点を考察。
・子どもの健康運動指導員を養成し、子どもが健やかな心と体を育む環境を作り、効果検証を行う。

取 組 の 先 導 性：子どもたちの生活や成長していく成育環境の網羅的な研究成果や、子どもたちの運動能力上昇に寄与する質
の高い運動遊びを提供、プレイリーダ－の養成は、子どもの遊び場の設置における一つの基準作りとなる。

取組①子どもの運動量と基本的動作の出現に関する調査
■保育所・幼稚園児、小学生、中学生の日常の運動量を測定する。
(1)目的：1980年代に比べ、現代の子どもたちは格段に運動量が減少している

と言われる。運動量と体力・運動能力が相関していることは既知であり、福島
の子どもたちの運動量測定を行い、彼らの体力運動能力の低下を評価する。

・保育所・幼稚園児、小学生、中学生の日常の運動量を、活動量計（万歩計）
を使用することによって測定する。
(2)測定方法

・期間：平成25年11月～平成26年3月の期間中に測定
・対象：保育園児、幼稚園児、小学校学童、中学校生徒 約100～150人を対

象に実施
・方法：下記活動量計を対象の腰部に装着し、可能な限り2週間にわたる歩

数の測定を行う。後半の1週間分を実際の測定値とする。

主な実施の内容

月 火 水 木 金 土 日

月 火 水 木 金 土 日

（休日測定期間）

練習期間

本調査期間

（平日測定期間）

(3)結果（集計中のため、試験調査の結果を記載する）

1週間の
平均値

平日の
平均値

休日の
平均値

園内の
平均値

園外の
平均値

4歳児 男児 12,130 11,983 12,314 8,678 3,305

女児 11,184 10,445 12,207 7,285 3,159

5歳児 男児 13,540 14,195 12,469 9,593 4,602

女児 11,486 12,011 10,725 9,177 2,998

6歳児 男児 14,998 15,104 14,535 10,545 4,560

女児 11,135 11,536 10,495 8,816 2,720

■保育所・幼稚園児の動きの出現の観察
(1)目的：子どもの多様な動きの出現と運動能力は相関する。動きの出現の
度合いによって、子どもたちの運動能力を評価する。
(2)測定方法

・期間：平成25年11月～平成26年3月の期間中に測定
・対象：保育園児、幼稚園児 50 名程度

・方法：幼児の日常生活や運動遊びにおいて出現する疾走動作、跳躍動
作、投球動作、前転動作を観察。動作発達得点を用いて、それぞれの動作
様式をパターン１からパターン５に分類し、動作得点を与えて数量化する。

例)投球動作の分析

　　Pattern１

　　Pattern２

　　Pattern３

　　Pattern４

　　Pattern５

0 20 40 60 80 100

5歳児

（ｎ＝21）

4歳児

（ｎ＝18）

3歳児

（ｎ＝16）

全体

（ｎ＝55）

パターン１ パターン２ パターン３

パターン４ パターン５

～NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク～（福島県郡山市）

03_子どもたちの心と体の発育見守り事業 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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取組②肥満に対する学校等教育現場での取り組み調査及び肥満児（やせ児）の実態調査

■肥満児の実態調査：
(1)目的：市内の小学校児童、中学校生徒の肥満児についての具体的な実態調査を行う
(2)方法 市内小学校高学年、中学3年生における身長・体重の変化を後方視的に調査
（3)結果（集計中のため、一部抜粋）
・小学校での検討：平成25年度時に6年生の小学生を対象に、肥満度20%を超える児童に対し、小学校1年生からの肥満度の推移を調査。肥満児の出
現率 男児11人/46人（21.7%）、女児7人/51人（13.7%）

肥満度の推移について
震災前から肥満持続：男児8人、女児6人；徐々に肥満傾向：男児2人
震災後から肥満傾向：男児1人、女児1人

・中学校での検討
平成25年度時に3年生の中学生を対象に、肥満度の算出、肥満度20%を超える生徒に対し、小学校1年生からの肥満度の推移を調査。

肥満生徒の出現率 男子15人/85人（17.6%）、女子10人/85人（11.8%）
肥満度の推移について
震災前から肥満持続：男子12人、女子6人；徐々に肥満傾向：男子2人、女子3人 震災後から肥満傾向：男子1人、女子1人

■肥満児の取り扱い調査
(1)目的：保育所、幼稚園、小学校、中学校における、肥満児の取り扱いについての調査
(2)方法：アンケート用紙を用い、肥満児への取組の有無、肥満の測定方法、医療機関への受診勧告状況、必要とされる支援について、など調査
(3)対象：福島県郡山市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校 計229カ所

養護教諭または保健担当員への質問
(4)結果（集計中のため、途中経過を抜粋）
(5)考察：各施設における肥満児の取り扱いは

統一されていない。未就学施設の関心が薄い。
講演会（2013年11月9日（土）16～18時）
・場所：郡山ビューホテルアネックス
・講演①『子どもの肥満と生活習慣病について』

講師：杉原茂孝教授
東京女子医科大学東医療センター小児科

・講演②『健やかな体を作るために必要な運動遊び』
講師：中村和彦教授
山梨大学大学院教育学研究科

参加者（教育関係者、市民など155名）
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取組①【１】調査による子どもたちの活動量の実態を関係各所で共有し、子どもたちの活動量増加に向けた取組を行う。【２】特に降園後の活動量が
少なく、家庭や延長保育などの場での、子どもの運動機会の確保が課題である。【３】各施設における取組を行い、その結果子どもの活動量がどのよ
うに増加したかを効果検証行い、より効果的な取組につき検討する。【４】動作の洗練化を促すのは遊びの時間と機会を増加することで有り、各施設
でそのための効果的な取組を促す。

取組②【１】肥満児の実態についての問題を関係機関で共有する。【２】一般的には震災以降に肥満児の増加が見られると言われているが、以前から
の生活環境の悪化が示唆される。肥満児の解消には、抜本的な生活環境の見直しが必要である。 【３】各施設における肥満児の取り扱いの統一化
を促す。【４】専門家による講習会をより多く開催する。
取組③【１】より幅広い専門家によるプレイリーダーへの講習を実施し、専門性の高い健康運動指導員を養成する。

取組①【１】未就学児の1日の活動量（歩数）は、男児は女児に比して多かった。【２】特徴的であるのは、園内の歩数が、園外（降園後）に比して圧倒
的に多く、未就学児は降園後にはあまり活動していないことが推測される。【３】休日の歩数は平日と変わらず保たれている。【４】年齢による差はあま
り見られず、年長時の運動量が相対的に少ないことが示唆される。【５】投球動作の分析では、動作の洗練度は年齢の増加と共に洗練されていくが、
過去の他の調査よりは未熟傾向を認める。
取組②【１】全国の肥満児の出現率に比して、市内の児童生徒の出現率は高かった。【２】震災後に肥満傾向に転じた児童生徒は、わずかであり、震
災前までの肥満傾向の影響が大きい。 【３】施設における肥満児の取り扱いに大きな差がある。特に未就学施設ではほとんど行われていない。【２】
文科省から肥満児の評価方法についての通達が出されているが、実際にはその評価方法は統一されていない。【４】専門家による運動や肥満仁関す
る話をより聞きたいとの希望が多かった。
取組③【１】プレリーダーに対する子どもの体と心などについての専門的教育により、より専門性のある子どもの健康運動指導員が養成されつつあ
る。

取組③Child Physical Health Provider（子どもの健康運動指導員）の育成と効果検証

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

第１回 2013年10月26日（土）18:30～20:00 参加者：２０名
・ペップキッズこおりやま内セミナー室（全回）（〒963-8803郡山市横塚一丁目1-3）
・講座名①Child Physical Health Providerについて ②現在の福島のこどもの状況について
・講師：菊池信太郎（小児科医、医療法人仁寿会菊池医院副院長）
第２回 2013年12月14日（土）18:30～20:00 ３７名
・講座名①子どもの発達について ②子どもの運動と遊びの重要性について
・講師：①菊池信太郎（同上） ②中村和彦教授（山梨大学大学院）
第3回 2014年2月１1日（土）18:30～20:00 ３５名
・講座名①子どもの健康について ②子どもの心
・講師：①菊池信太郎（同上） ②鴇田夏子（慶應義塾大学小児科）
参加者の感想：福島の子どもの心と体の現状が理解できた。
これから福島の子どもたちに何をすべきか理解した。
プレイリーダーの重要性を認識し、より地域に根ざしたChild Physical Health Providerが必要と理解した。

8



取組全体の目的・概要：復興期の子どもの困難ケースに対応できる人材を育成するため、学習支援や復興支援にかかわる若者に対し、学びと遊びの
「場」のメリットを活用できる全対応型・包括型エンパワメンター（プレイリーダー）養成研修を行う。また研修修了者は子どもたちへの総合的な支援モデル
を構築するための実地研修においてエンパワメント手法の抽出を行い、事例集・教材集にまとめ発信する。
取組の先導性：学び要素と遊び要素を使い分けて支援のできる「全対応型・包括型のエンパワメンター（プレイリーダー）」を養成し、これまで解決が困難
だった不登校、PTSD、発達障がい、DV家庭といった子どもたちへの総合的な支援モデルを構築・体系化し、ノウハウを発信する。

取組①エンパワメンター（プレイリーダー）養成事業

エンパワメンターリーダー研修
平成25年11月4日に宮古市にて開催、既に子ども支援等の現場にて経験を持つ11名の

エンパワメンターリーダー候補が参加した。子どもが持つ力を信じ、その力が発揮されるサ
ポートをする「エンパワメント・アプローチ」を踏まえた、学びと遊びの場づくりについて学ん
だ。ここで養成したエンパワメンターリーダーが、下記、エンパワメンター養成研修や取組
②学び×遊び 実施研修等で企画・運営で中心的役割を担うことを想定した。

主な実施内容

取組②学び×遊び 実施研修

取組①で養成したエンパワメンターを中心に、子どもがより安心できる居場所づくりと、学習意欲の向上を目的とした学び×遊び企画を3月16日ま
でに8回実施した。それぞれの企画には不登校の子どもへの機会提供、遊びの中での地域交流等、エンパワメントの要素がちりばめられている。

第1回 平成25年11月4日 宮古っこフットサル大会（宮古市）
第2回 平成25年11月10日 私の越喜来っていいところ！遊びひろば（大船渡市）
第3回 平成26年1月13日 世界で一つのパン作り教室（釜石市）
第4回 平成26年1月13日 “ふわふわ”で遊ぼう＠鵜住居（釜石市）
第5回 平成26年1月25日 スノーバスターズin西和賀（西和賀町）
第6回 平成26年2月23日 ふわふわで遊ぼう！昔あそびを知ろう！（大船渡市）
第7回 平成26年3月9日 地域探検をしよう！ふわふわで遊ぼう！（大船渡市）
第8回 平成26年3月16日 田老遊び広場（宮古市）

学び×遊び エンパワメンター養成研修
平成26年2月15日、16日に滝沢市にて開催、東北の子ども支援等にかかわる若者30名が参加した。研修の

1日目は講師らの人生でのエンパワメント体験を聴くことや、プロジェクト・アドベンチャーの手法を通じてエンパ
ワメントについて感じられる内容とした。2日目は、1日目に感じたことと参加者の現場経験から、エンパワメント
にとって大切なこと、技術、気づきを共有し、講師らとともにエンパワメントアプローチへの理解を深めた。 学び×遊び エンパワメンター養成研修

～一般社団法人子どものエンパワメントいわて～（岩手県宮古市、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市）

04_学び×遊び まるごと子育ちエンパワメンター養成事業 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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取組③エンパワメント事例集・教材集の作成

取組①での研修から抽出されたエンパワメント手法、取組②での実施研修か
ら得られたエンパワメントへの気づきから、エンパワメント教材集（キット）を作成
した。この教材集には、エンパワメンターが実際の活動現場の中で、子どもたち
とのコミュニケーションツールとして活用できるカードやはがき、エンパワメンター
の日々の活動の中での気づきや、エンパワメントにつながる態度・姿勢・技術・
力、について蓄積できるノート等を作成した。これまで蓄積したノウハウを伝える
という趣旨のみの教材ではなく、ツールをもとに子どもの様子や状況に合わせ、
支援の内容を深め、膨らませていくことができるような教材を開発した。

また、取組②の実施研修の中からエンパワメント事例の抽出を行い、事例集

とした。この事例集や前述のノートに蓄積されるエンパワメンターの気づきは、エ
ンパワメントアプローチを深めていくために今後活用していく。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

【エンパワメンター養成研修会】
これまで岩手県の沿岸被災地で活動していた若者を中心に、エンパワメンターを30名、その中からリーダー的役割を担う者11名を養成した。講師に

よる講義や体験型研修により、学びと遊びの両面のメリットを使い分け、包括的な子育ちサポートを担う人材を養成することができた。
【学び×遊び 実施研修】

現場でのニーズを基に、8回以上実施。被災後に様々な困難を抱える子どもたちへの心身のサポートを企画実施した。不登校生徒が学校へ通い始
めたり、感情を豊かに表現できるといった変化、発達障がいやPTSD窮屈な気持ちの生徒が安心しながらストレスを発散する様子が見られた。延べ97
人を越える子どもたちをサポートすると共に、その実践から得られるノウハウの蓄積、エンパワメンターの企画実施力が向上した。
【事例集・教材集の作成】

エンパワメンターキットおよび事例集の作成により、エンパワメントの理論と実践を広範に伝えていくツールを開発した。また、エンパワメンターが今
回の研修会・実施研修の内容を深め、今後活動を発展的に実施できる仕組みづくりを行うことができた。

【課題】

・エンパワメンター研修に、沿岸に居住する地域の人材を広く公募し、
取り組みを広める人材の増加を図る。

・研修を通して把握した、遊びに対するニーズに応えるため、遊びプロ
グラムの実施回数を増加する。

・既存のエンパワメンターリーダーのみではなく、エンパワメンターが自
らニーズを基に活動を企画実施できるサポート体制の構築

【平成26年度の活動の見通し】
・エンパワメンター養成研修会を開催(2回以上をめど）。沿岸に居住する地
域の大人を公募した研修を実施し、地域で子育ちを支える体制を構築する。
・実施研修を、回数を増加して実施（20回をめど）。取り組みを陸前高田市、
大槌町、県外などに拡大して実施する。

・ワークショップツールなどの発信資料を開発し、全国に対して取り組みの
発信およびノウハウの伝達を充実させる。
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取組①「ちびっ子ジムがやってきた！」の開催

取組全体の目的：子どもたちの未来はまちの未来。乳幼児の運動遊びをとおして子どもたちの体、心、人とのコミュニケーション能力の育ち
の土台を作り、本事業を契機に、親や子どもの周りの大人（高齢者も含む）にも、健康に対する普及、啓発を行う。遊び
場を通して異世代交流が盛んになり、地域で子育ての機運を高めることも目的としている。

取組全体の概要：室内運動遊び場を開催するとともに、運動遊び、食育等に関するセミナーを開催し、調査・効果検証を行う。
取 組 の 先 導 性：単純な遊び場の提供だけでなく、子どもの年齡に合わせたセミナーや、親や子どもの周りの大人（高齢者も含 む）向けの

セミナーも開催し、子育て支援者の支援スキルを上げるとともに、地域で子育ての機運を高める。

釜石 中妻体育館 １２/４（水） 30名 （１１組）

１/８（水） 47名 （17組）

２/２（日） 73名 （25組）

宮古 総合福祉センター １２/１０（火） 57名（26組）

１/９（木） 163名 （60組）

２/６（木） 75名 （30組）

２/１８（火） 61名 （24組）

久慈 久慈市民体育館 １２/１８（水） 102名（38組）

１/２２（水） 117名 （48組）

２/１９（水） 114名 （48組）

取組②各セミナーの開催 ※各場所延べ人数

対象 釜石 宮古 久慈

乳児ハイハイクラブ １歳前後 5名 11名 16名

幼児運動遊び １歳～未就学児 20組47名 34組76名 48組105名

食育セミナー 大人 20名 14名 21名

大人のための体幹トレーニング 大人 12名 19名 15名

小学校低学年体操クラブ 年少～小学校低学年 12名 26名 20名

ちびっ子ダンス教室 年少～小学校低学年 15名 33名 19名

主な実施内容

宮古市総合福祉センター 久慈市民体育館釜石市中妻体育館

取組③ちびっ子ジム利用者、セミナー参加者を対象としたアンケート調査・分析
※毎回調査。セミナー参加者は裏面も記入するものだが、裏面は回答数が極端に少なかった．

アンケート総数 ちびっ子ジム セミナー 子ども用アンケート

参加者数 484 487 484

アンケート回答数 379 167 374

アンケート回収率 78.3％ 34.3％ 77.2％

とても楽しみ 楽しみ 不安 無回答

140 205 27 2

とても
楽しかった 楽しかった 疲れた 無回答

288 48 31 7

遊ぶまえ

遊んだあと

子ども用アンケート

総数：839名
（327組）

総数：487名

05_「まちの復興はみんなの元気な笑顔から」復興支援事業 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会～NPO法人いわて子育てネット～（岩手県釜石市、久慈市、宮古市）
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・アンケートを実施により、各地域での問題点を把握でき、今後の取り組みへの課題が見えた。
・単に場所や遊具の提供だけではなく、運動遊びファシリテーターやサポーターの介在により、親子が安心して楽しく遊べた。
・年齢に合わせたきめ細やかなセミナーを行い、体の基礎を作る、調子を整えるといった内容での食育セミナーも行うことで、食に対する
意識を高め、家庭での実践へと繋がり、子どもたちの健全育成の目的にかなった。

・各セミナー参加やちびっ子ジムでの遊びを通して、子どもたちが群れを成して走り回り、保護者の方々も楽しみ、多くの笑顔が見られ、
コミュ二ケーションの場となった。また、親子で体を動かす体験により、冬場の運動不足の解消となった。

・定期的に、同じ場所で開催することによって、リピーターの方や、クチコミでいらしていただいた方も増え、利用する親子さん自身が楽し
みに待っていていただける、という流れができてきた。

・他事業（運動遊びスキルアップ研修会）の受講者も実施研修として参加していただいた。

・今のどもたちの状況を見ると室内運動遊び場の設置は喫緊の課題である。
・地元の団体・人材育成に取り組み、地元の人たちのよる、室内運動遊び場の機会を作っていく。
・釜石では屋内外において体を動かせる施設がないため、子どもたちの行動範囲が狭く、運動不足や、経験不足が懸念される。乳幼児が

利用しやすい空調設備や衛生管理の整った屋内施設に加え、駐車場や利便性など、利用者が集まりやすい環境が必要。
・「社会で子育て」の機運を高めていくためにも、行政だけでなく企業とNPOとの連携で取り組むことが必要であり、その手法を探る。

今後に向けた課題・活動の見通し

分析結果 （チェックリスト及びアンケート） 元・盛岡大学短期大学部幼児教育科教授 吉田 惠子氏

①チェックリストについて
・3歳までは順調に成長していると評価できるが、３歳を境にして、４、５歳は習得できていない項目が多くなっている。特に５歳になると

問題がある。経験値の少ないことがチェック項目の習得に関係し、その体験の場の不足を示していると考えられる。
・アンケートの回答に「体を動かすことが好きだ」が多数であることは、本来の子どもの欲求であり、意欲のある内面で評価できるが、

遊ぶ機会，環境が整っておらず、子どもの欲求が満足させられないでいる。
②アンケートについて
生活について
・食欲が良好との回答が多い反面、睡眠・排泄など、リズムが取れていない子が多いようである。日中の活動不足、運動不足が原因

ではないか。
・子ども中心の生活より大人の生活中心の中に巻き込まれている様である。
遊び場について
・特に釜石では遊び場が欲しいと親たちが切望している。冬場の遊び場が無くて非常に困っている状況。
・高齢化が進み高齢者のサービスは充実しているが、子ども優先のサービスとして運動遊び場の提供が必要である。
遊びの提供の必要な理由
・企画されたセミナーの体験も必要であるが、セミナー体験の成果がより生かされるためには、自ら主体的に自由に遊ぶ体験が豊かな

ことが望まれる。
・自分を解放する経験の過程で多様な葛藤を昇華することで、心が鍛えられ、成長途上の困難を乗り越える力を育む。自分の思いが

実現できる場と時間が必要である。

得られた成果
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「事業（１）遊び場づくり活動の検証」
○住民アンケート

○遊び場運営者に対するヒアリング

取組全体の目的・概要：子ども達の遊び場づくり活動の拡大・継続化、地域住民の理解の深化、復興支援プログラムの一策としての認知を
目的とし、仙台市、岩沼市を中心とした遊び場づくり活動の状況・地域住民の評価等を把握し、災害復興期における遊び場づくりの
モデル化を検討すると共に、有識者の検討のもと、被災地での状況を踏まえて全国的な課題に対応すべく、身近な遊び場のあり方
を検討する取り組み。

取 組 の 先 導 性：プレーリーダーは子どもの遊びや運動の支援を中心に行ってきたが、地域コミュニティとの関わりや心のケアに関する専
門性を高めることで、子ども の健やかな成長を総合的に支援できることに着目した点に先導性が見られる。

1) 12月9日（月）仙台市七郷児童館 にてプレアンケート実施
2) 7箇所の遊び場周辺住民へのアンケート実施 12月5日よりチラシ

配布、12月19日よりアンケート用紙配布（約4,000通）1月10日締切

主な実施の内容

～一般社団法人日本公園緑地協会～（宮城県仙台市、岩沼市）

06_健やかな子どもの成長を育む地域の遊び場づくりプロジェクト

■対象 仙台市若林地区の７ヶ所（うち４ヶ所は仮設住宅用地）、石巻市１ヶ所、岩沼市１か所※の計９ヶ所のプレイリーダーのいる「あそび場」の活動を通して、地
域住民の活動に対する評価や子どもの外遊びに対する意識等を調査。 ※岩沼市については遊び場参加者か

ら回収■結果概要

（震災で遊ぶ場所が無くなり、友達と別れるなどして以前よりも遊ぶ頻度が減っている。転居した子ども達に、より遊びへの配慮が必要。）

・約３割が「震災後に外遊びが減った」と回答。震災の影響で転居した子どもの方が外遊びが減った割合が高い（約４割）。公園や遊ぶ場所が無くなり、転居で
友達と離ればなれになってしまったことが理由としてあげられている。

（子どもの外遊びの場所は公園が中心。）
・乳幼児から小学生高学年まで、どの世代の子どもの保護者も遊ぶ場所として公園を最も多くあげている。

（近くに自由に遊べる広い空間がない。思いきり遊ぶと近所迷惑になる。）
・公園や校庭でボール遊びができない・狭いなどの理由から、「あそび場」のように規制なく自由に遊べる空間

を求める意見が多い。また、ボールで花壇を壊された、近すぎてうるさいといった周辺住民苦情も出ており、
遊ぶ場所が住居と接近し過ぎる状況に問題も生じている。

（あそび場は、子どもだけでなく親（大人）の居場所にもなっている。）
・冒険遊び場などの遊びの場を提供する「あそび場」の活動について、概ね肯定的に捉えられている。子育て世代の支持が高い。

（外遊びが大切だと認識しているが、親も余裕がなく悩んでいる。親を支えることで、子どもの成育、遊びの充実が必要。）
・保護者に限らず、外遊びは心身共に大切であると感じているものの、「共働きなので子どもを遊ばせられない」、「一人で遊ばせるのは不安」という子どもの遊
びに関する悩みを持っている。

【目的１：震災後に遊び場を始めた団体の設立・運営の課題等の把握】

1) 宮城県 石巻市：子ども∞感ぱにー（2月 7日 ）

2) 宮城県 気仙沼市：日本冒険遊び場協会、気仙沼あそびーばーの会
（2月21日）

【目的２：災害時の行政主導による遊び場活動の設立・運営の課題等の把握】
3) 宮城県 岩沼市：宮城県仙台保健福祉事務所、岩沼市健康福祉部

（12月12日）

参考）行政とボランティア団体に協働活動・活動継続の課題等の把握

埼玉県 川口市：子育て支援課、川口市プレイリーダー協議会（2月15日）

元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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「事業（４）子どもの心身の成長に寄与する緑の効果に関する検討」
既往研究から、自然の中での遊びの効果として以下の10つが期待される。

・感性の醸成 （自然体験が五感に働きかけて感受性を研ぎ澄ます）

・環境価値観、自然観への影響 （幼少期の自然体験がエコロジカルな感覚を育成する）

・自然についての知識や認識の向上

・原風景の形成 （豊かな自然の中での体験により作られる価値観）

・緑の癒しの効果（森林散策、森林浴などによるストレスの低減）

「事業（２）地域住民が担い手となる新たな遊び場づくり活動の運営・モニタリング」
岩沼市里の杜中央公園における地域ボランティアの参加による遊び場活動のモニタリングを実施。

遊び場運営は、岩沼市の委託により、（特非）冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワークが月２回のペースで実施。

「事業（３）災害復興期における遊び場づくりのモデル化の検討」
前述の（１）及び（２）で実施したアンケートとヒアリング及びモニタリングの結果をもとに検討。

■あそび場の実施状況

子ども達に加え、お年寄りまで参加者は多く、地域のニーズは高い。乳幼児用に室内あそび場も設けており、さらに人の繋がり
に広がりを見せている。また、地域住民の大人達があそび場活動のサポートとしてボランティアで参加しはじめている。

■ボランティア養成講座参加者の意見

「子ども達の遊び場が無いことは以前から感じていた」「もっと市内に増やしたい」という発言からこれから自発的に活動してい
こうという高い意識が伺える。

「事業（５）健やかな子どもの成長を育む身近な遊び場のあり方の検討」

１） 委員会の開催

学識経験者、活動団体（冒険遊び場運営者・プレーリーダー）等 計９名を東京都内に招聘し、委員会を開催した。

目的：専門家による意見交換から、子どもの成長に寄与する遊び場の効果と役割を明示化

・第１回（平成25年１2月25日）： 遊び場づくりの課題と方向性の検討 / ・第２回（平成26年2月6日） ：既往知見及び検証調査から推察される子どもの心身への
影響・効果の整理 / ・第３回（平成26年3月4日） ：健やかな子どもの成長を育む身近な遊び場のあり方の検討

２）検討の成果等の啓発
本事業の取り組みをもとに子どもの外遊びの重要性について情報提供を実施。（平成26年１月28日 子ども元気復活交付金担当者会議）

■ヒアリングから見えてきた課題・視点

・遊び場をつくることは災害時の混乱などで余裕のない親への子育て支援の意味もある ⇒ 遊び場とプレーリーダーの子育て支援としての重要性を訴えるべき

・地域特性を把握し、溶け込む説明能力、運営資金を調達する能力が必要 ⇒ 遊び場活動をプロデュースするプレーリーダーの資質の向上・育成が必要

・災害復興時に子どもに関する取組みは声を上げにくい（生活基盤、高齢者支援優先） ⇒ 復興計画に遊び場が位置づけられるべき

・縦割り行政が事業の推進を阻んでいる ⇒ 複数部局で共有できる総合的な政策・体制が必要

・危険回避能力の発達

・注意欠陥・多動性障害の軽減

・肥満の防止

・ビタミンD不足の解消

・近視の予防 （野外活動時間が長いほど近視の確立が低い）
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１） 健やかな子どもの成長を育む身近な遊び場の環境の創出

① 子どもの徒歩圏、いつでも誰でも遊べる空間

② 多様で魅力ある遊び場環境

③ 安全な遊び場のネットワーク

子どもが多様な遊びを選択できるよう地域全体で、「多様で魅力
的な遊び場空間」と「安全に移動できる街路のネットワーク」を確
保するため、公園緑地とその他地域の遊び場空間を一体的に捉
え、子どもの徒歩圏の地域全体で子どもの年齢や活動特性に合
わせた遊び場づくりを実施

２） 地域全体で取り組む遊び場づくりの推進

① 地域全体で子どもを見守る社会

② プレーリーダーのいる遊び場づくり

③ 地域の協働、持続する仕組みづくり

④ 事業を支える支援体制の強化

地域の人が遊び場の重要性を理解し、積極的に関わり地域全
体で子どもたちを守り育てていく仕組みや、それらの活動を支え
る支援体制の強化が必要

・「外遊び普及啓発の為の取り組み」と「被災地域における地域住民による遊び場の実施及び遊び場づくり活動の拡大」

（外遊びを普及するためのシンポジウム開催、パンフレット作成、宮城県内の遊び場の継続調査と復興公営住宅周辺での新たな遊び場の実施等）

今後に向けた課題・活動の見通し

得られた成果

【平時の取り組み】

①普及啓発

・遊び場づくりの重要性を社会全体で共有

②地域主体の遊び場づくり

③担当部局の強化

・部署を横断する組織体制・事業展開、訓練を実施

④災害対応マニュアルの見直し

・防災計画、復興計画への位置づけ

⑤活動団体の把握と連携

・災害初期に外部支援を円滑に受入れ可能な体制づくり

【災害発生後の取り組み】

①早期の遊び場の確保・再開・継続

②大人を巻き込んだ遊び場づくり

【災害復興期における遊び場づくりのモデル（案）】

【健やかな子どもの成長を育む身近な遊び場（案） 概念図】

災害復興期における遊び場づくりのモデル

健やかな子どもの成長を育む身近な遊び場のあり方
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訪問アドバイスができた場所は被災地域の限定された場所に過ぎず、それぞれの場所において異なる問題を抱えていることから、今後も継続して、
訪問場所も増やしながら、それぞれの施設の再整備を見守っていく必要がある。すでにアドバイスを実施した場所については、今後より具体的な整備
計画への支援を実施していく予定である。

取組全体の目的・概要： 被災３県に専門家を派遣し調査、意見交換、アドバイスをするとともに、環境づくりガイドラインやこども活動セン
ターのモデルプラン、集住形態モデルを作成し、今後の自治体の復興に向けて参考となる行動計画をまとめる。

取組の先導性： 中長期的な視点が必要となる子ども環境の整備について、まちづくりや保育等の視点を総合して関係部署との連携を図る
ため、統一的なロードマップや行動計画を策定

取組①専門家の派遣による現状調査と関係者へのアドバイス

（釜石市、大船渡市、山元町、亘理町、本宮市、福島市、いわき市、南相馬市）

保育所、幼稚園、児童館、学童保育所、公園、遊び場、学校、仮設住宅の集会所に対して、施設計画、屋外環境計画、教育、福祉、野外活動、
児童館活動の専門家を派遣。子どもたちの活動状況を観察し、各施設の職員・自治体担当者・支援活動者などと意見交換し、特に子どもの視点
に立った施設の再整備計画、遊び環境計画、教育プログラム、指導方法などについてのアドバイスを実施した。

また、行政担当者に対して、NPOなどの民間支援団体との役割分担や資金的な援助による人材の活用による復興の推進をアドバイスした。下
記は主な訪問施設とアドバイス概要。

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施内容

釜石市上中里保育所（再整備検討） 大船渡市大船渡保育園（運営プログラム） 釜石市こすもす公園（あそび支援拠点） 石巻市IRORI（まちづくり拠点）

訪問した場所と施設ごとに専門家からのアドバイスをとりまとめ。（別紙1参照）
既に再整備されつつあるもの、再整備の計画中のもの、再整備の見通しが立たないものなど復興の状況はまちまちであり、アドバイスは、ゾーニング
計画、配置計画、施設計画、遊具計画などのハードから、活動内容、心的支援、組織体制、運営計画などのソフトまで、幅広い範囲にわたった。
保育所、幼稚園、学校、児童館、公園、遊び場など様々な施設ごとにアドバイス集をとりまとめ。（別紙2参照）
施設ごとにアドバイスを整理したが、すべての施設を連携した総合的なこども環境の整備が不可欠である。

得られた成果

～公益社団法人こども環境学会＋環境デザイン研究所～（岩手県、宮城県、福島県）

07_子どもを元気にする環境づくりに向けた専門家派遣と行動計画の作成 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会

16



取組③「子ども活動センター」のモデルプラン作成 取組④「みんなで子どもを育てるまち」の集住モデル作成

（釜石市上中島児童館、こすもす公園、石巻市子どもセ
ンター、IRORI石巻、寺子屋、陸前高田横田地区、大船
渡小学校、宮城県立中央児童館跡地、相馬市LVMH子
どもアート・メゾンなど）

子どもたちの活動状況を観察し、職員らとの意見
交換をして、現状における問題点を把握したうえで、
検討委員会で検討を行い、被災地における子ども
たちの活動拠点のあり方を整理し、モデルプランを
作成した。
下：釜石こすもす公園、右上：釜石学童保育、右下：大船渡学童保育

（釜石市、陸前高田市、石巻市、亘理町、山元町復興住宅、宮城県土木部、JIA
（日本建築家協会仙台支部）、いわき市、大熊町役場会津若松出張所など）

復興住宅のあり方について自治体職員や建築設計者、NPOなどの子

どもの遊び支援者らと意見交換し、子どもの居場所づくりや共有空間の
あり方などの問題点を把握したうえで、検討委員会での検討を行い、被
災地における子どもが健やかに遊びながら成育することのできる集住モ
デルのあり方について整理しモデルプランを作成した。

下左から：山元町復興住宅（2枚）、山元町子育て支援拠点、亘理町保育所

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施内容

各被災地ごとの課題が見られた。

・子どもたちが集まる場、遊ぶ場の不
足、特に外遊びの機会の減少・大人と
子どもそれぞれの居場所の専有化の
必要性・プレイリーダー等あそびや活
動をコーディネートする人材の不足な
どそれぞれに対応した活動センター
や居住のあり方、まちづくりの方向性
について、模型作成等による被災地
の類型に対応した検討を行い、モデ
ル提案と具体的提案の形にて提案を
取りまとめた。

作成した提案をもとに、各被災地が検討をすすめている復興計画において、次世代育成、次世代のまちづくりといった子どもが育つ未来に向けたま
ちづくりの貴重な資料として活用し、デザイン支援及びコンサルティングをはじめとした復興活動に取り組む。

具体的提案について
は、現地調査に基づき
以下の被災地を対象敷
地として提案を取りまと
めた。
＜対象地の例＞
‐ 岩手県釜石市
‐ 岩手県陸前高田市
‐ 宮城県石巻市
‐ 宮城県亘理町
‐ 福島県いわき市 他

取組③ 被災地のこどものための創造の家

アトリエとパフォーマンス、コミュニケーショ
ンの場を持つ、こどもの生きる意欲を喚起
する空間の提案

得られた成果

取組④ 成育環境マンション計画

商業・保育所と住居の一体化による住
商の近接、豊かな緑地、十分なコモンス
ペースのある新世代マンションの提案
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今後は、本プロジェクトの成果を３県の被災地自治体に幅広く配布、説明し、相談やアドバイスを必要とする自治体に対して、個別に対応、支援活動
を実施していく。また訪問アドバイスの継続、拡大、モデルプランの実現への具体的な支援、こども環境復興マスタープランの作成を予定している。

今後被災地の自治体において、 管理や効率性、あるいは安全性のみに偏りがちで子どもたち自身にとって魅力のない施設づくりに陥りがちである

課題を解決し、施設面のハードから事業内容などのソフト面までを包括的に総括する先導的なこどもにやさしい復興計画のガイドラインやその実現に
向けての行動計画のアウトラインを示すことができた。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

取組②「子ども環境づくりガイドライン」の作成

取組⑤元気で健やかな子どもの成長を見守る安心社会行動計画作成

個別の施設整備の方向性を示すガイドラインを自治体の施策の中で包括的に効果的に推進するための方法論として、行政組織だけでなく、専
門家や住民を含めた総合的な連携体制を実現するための「安心社会行動計画」を作成した。
以下は、その目次である。
1  横断的で総合的な組織体制の構築、2 行政と学術団体・研究機関など専門的組織との連携、3 行政と市民組織の連携。役割分担、4 子ど

もの意見を聞き、参画を促すシステムづくり、5  施策を評価するシステムづくり、6  国家的な「こどもにやさしいまちづくり、国づくり」意識の共有

取組み①での専門家現地派遣調査とアドバイスの結果を検討委員会、ワーキング会議で検証、再整理し、今後の復興まちづくりにおいて、各
自治体が取り組むべき子どものための環境づくりについて、乳幼児、児童などの年齢段階ごと、また学校、地域、公園など空間環境ごとに整備の
方向性を示す「子ども環境づくりガイドライン」を作成した。以下は、その目次である。
Ⅰ 復興計画における子ども環境づくり、 Ⅱ 子ども参画による震災復興・地域再生の理念
Ⅲ 子ども環境づくりガイドライン

3‐1 乳幼児にとって魅力ある環境づくり（保育所、幼稚園、こども園など）：遊び環境としての園舎づくり、多様な体験の場としての園庭、
子育て支援システム

3‐2  多様な学習と体験のための学校環境づくり：コミュニティ施設としての学校、多様な体験の場としての校庭
3‐3  地域における子どもの活動拠点づくり：放課後児童クラブ（学童保育）、多様な体験の場としての屋内遊び場、子どもが主体的に運営

する子ども活動センター（児童館）、子どもの居場所としての公民館、図書館、公共文化施設など、施設間のネットワークづくり
3‐4  住まいづくり、近隣づくり：多くの大人が子どもを見守る住区づくり（災害公営住宅）、集会所、子どもの居場所、多世代が交流するま

ちづくり、子どもや若者の居場所づくりによる商店街の再生
3‐5  道路、公園づくり：車と子どもの共存するまちづくり、さまざまな年齢層の子どものニーズに対応した公園づくり、プレイリーダーのいる

遊び環境づくり
3‐6  子ども参画の機会と環境づくり：自然体験、農業、漁業、地域産業などへの参画、歴史の継承、子ども参画の祭り

主な実施内容
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取組全体の目的・概要：石巻の未来を担う人材である高校生を継続的に育て、まちの復興を行う。そのためのアクションとして、高校生に対し
て、より実践的な社会体験と人間力を養う機会を創出し、まちの復興へつなげるとともに、「地域で地域の若者を育てる仕組み」を確立する。

取組の先導性：高校生が職場体験先やインターンシップ先を自らの将来像から検討し、開拓を行うとともに、活動を地域で支援できるような、
地域で地域の高校生を育てる体制の構築。

取組①高校生がつくる 理想の授業「 」（かぎかっこ）事業

■１高校生自らの手による職場体験先の開拓
・ニーズ調査のため高校生サミットを開催（合計参加人数：23名） （図１）
開催日：12/8 開催場所：いしのまきカフェ「 」 時間：5時間

■２学校の課題解決と、企業・団体間とのマッチング
・学校ニーズ調査ヒアリング 期間：11/26〜12/3 実施校：6校
・企業ニーズ調査ヒアリング 期間：12/2〜12/6 企業：5社
・行政ニーズ調査ヒアリング 期間：12/3〜4日 教育委員会：2名
→ヒアリング成果を取りまとめ、授業プログラムを策定
■３職場体験,
石巻市内の高校生を対象に開講。（合計参加人数：12名）
・職場体験についてを考える授業を開講
開催日：2/11 開催場所：フューチャーセンター 時間：5時間
開催日：3/6   開催場所：いしのまきカフェ「 」 時間：5時間
・職業体験の実施に必要なノウハウを伝える授業を開講
開催日：2/27 開催場所：フューチャーセンター 時間：5時間
開催日：3/6   開催場所：いしのまきカフェ「 」 時間：5時間
・高校生が主体的になって、職業インタビュー・見学・体験を実施 （図２）
開催日：3/9   開催場所：石巻市内 時間：5時間
開催日：3/12 開催場所：石巻市内 時間：5時間
開催日：3/13 開催場所：石巻市内 時間：5時間

主な実施内容

■４フィードバック
・職業体験の成果をとりまとめ、自身と石巻の将来について考える授業を開講
（合計参加人数：40名）
開催日：3/15 開催場所：子どもセンター 時間：3時間
開催日：3/17 開催場所：子どもセンター 時間：3時間
・全体を通しての学習をもとに、発表会を開催。
開催日：3/15 開催場所：カフェバタフライ 時間：2時間
・学校報告
開催日：3/23〜27
・保護者報告会
開催日：3月29日 開催場所：子どもセンター 時間：1時間
・地域サポート委員会報告会
開催日：3/29 開催場所：子どもセンター 時間：2時間
■５カリキュラムブックの作成 （図３）
ヒアリング結果をもとにカリキュラムブックを作成。
宮城県内の各高等学校、参加高校生・参加高校教員、石巻市教育委員会、
石巻内各学校、職場体験先企業・事業団体、
いしのまきカフェ「 」事業の参加高校生、サポート委員会のメンバー等に
3/29一斉配布。(A4横置き片面カラー印刷/全27P/制作部数:500部)
■６ オープンソース化
本取り組みを紹介するWEBサイトを作成。
カリキュラムのマニュアルやカリキュラムブックのPDFデータ、事業成果を
3/29公開・配布。

図１ 図2 図3

～NPO法人スマイルスタイル～（宮城県石巻市）

08_高校生がつくる キャリア教育 プロジェクト 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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図4 図5 図6

取組②地域プラットフォーム構築事業

■１地域のネットワーク構築に向けたサポート委員会の開設
・サポート委員会開催に向けてヒアリング調査
12/3〜12/6 企業2社 教育委員会1名
・サポート委員会議の開催 （図４）
参加団体：27団体
第1回：1/29 キックオフ会議をコミュニティカフェスペースにて開催
第2回：3/24 事業の「継続」をテーマに検討会を開催
第3回：3/29 事業報告会と今後の展開について意見交換
保護者会：3/29 仕事みち図鑑参加生の保護者と意見交換
■２専門家・有践者による「人間カチェックシート」の作成、オ一プンソース化
12/5 石巻専修大学 山崎教授「人間力チェックシート」の作成についてヒアリング
→山崎教授監修のもと作成 （図５）
→3/29 PDFデータの公開

■３「ガイドブック」の作成 （図６）
本事業の構想を地域や外部に伝えるツールとして「ガイドブック」を作成

石巻市教育委員会、石巻市内各学校、職場体験先企業・事業団体、サ
ポート委員会のメンバー、宮城県内の各高校、石巻市内の教育系団体等
に配布。(A4冊子 全36P 制作部数:1000部)
■４成果報告書の作成
→ガイドブックに取りまとめて配布。3/29
■５Webサイトでの発信
本事業を東北地方への横展開に向けて広く発信するために、Webサイトを作
成・公開。3/29

■ 課題について
・学校の課題として、職業体験先の企業開拓になかなか時間を割けていない状況ある。一方で企業は、それぞれの学校ごとに学生を受けいれるため負担が
大きくなっている。また、受け入れる生徒のパーソナリティが受け入れ当日までに見えず、個々にあった体験内容の提案をしたいができない。
→双方のニーズを調整した職業体験プログラムの開発が必要とされている。
・今回立ち上げたサポート委員会を活性化して、包括的な取り組みへと広げていく必要がある。

■活動の見通し
・本事業を学校内の職場体験授業と組み合わせて活用したい、との声が挙がっている学校があり、次年度は学校の授業内でのプログラム導入を進める予定
である。
・他地域の教育委員会からも好評であり、オープンソース化されたプログラムの活用が期待される。
・高校生の教育を応援するサポート委員会が軌道に乗りつつあり、ますます活性化したり、新たな連携事業が生まれる兆しも見られる。

取組①■高校生 ・主体的に社会体験を行い、「仕事とは？」を拓くことで、大きな自信に繋がった。
・仕事自体について調べることがあっても、仕事に取り組む人の姿勢について触れ合う機会が少なく、今回を機に「職業感」の深さや重要さ

を認識できていた。
・自分にとってロールモデルとなる大人・働き方との出会いがそれぞれにあり総じて高い満足度を得られた。

■地 域 ・高校生と地域のつながりが生まれた。
・石巻市内の学校や他県でも、本事業を取り入れたいという声が挙がっている。

取組②・これまでにつながることのなかった異業種の団体が一同に会することができた。
・それぞれの団体の課題や強みを共有することができ、連携できる部分が可視化された。
・サポート委員会を通して新たな事業が生まれる兆しがある。
（例：学校の職場体験先と、企業の求人や職場体験受け入れ希望とのマッチングイベントを行いたいという声）

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し
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取組全体の概要： 福島第一原発事故による厳しい状況に直面している福島県双葉郡において「福島県双葉郡教育復興ビジョン」を踏まえ、
全国のモデルともなる人材育成と新たな産業の創造やコミュニティの活性化等の相乗効果を生む復興を推し進める。

取組の先導性： 人口減少や高齢化の急速な進行、地域コミュニティの維持、新たな産業の創造等の課題は、全国の多くの地域が直面する
課題とも重なる。人材育成と地域活性化がかみ合い相乗効果を創出するモデルは今後全国で求められる。

取組① 福島県双葉郡教育復興に関する合議体の開催
を通じたモデル形成

取組② 子供たちや保護者との対話を通じた合意形成

○ 「福島県双葉郡教育復興ビジョン推進協議会」を設置し、町村・
県・国・地域・有識者等によるビジョンの具体化を協議

• 計５回の協議会開催
○ 地域・NPO・教職員・有識者等が参画するワーキンググループを

協議会のもとに設置し、個別テーマについて具体化を協議
• WG① 各町村立幼小中学校間の連携 計５回の開催
• WG② 多様な主体との連携 計４回の開催
• WG③ 避難している子供たちや住民との絆づくり 計６回の開催
○ H26年度からの取組に向けた全校の担当教職員研修

（全町村立小中学校教職員等77名
で実施、福島大学等主催のシンポ
ジウムで双葉郡関連の内容を取り
扱い郡内教職員等が参加）

○ その他特筆すべき成果を挙げた経験者の知見を取り込んだ検討
・シュライヒャーOECD教育局次長意見交換
・島根県海士町や宮崎県五ヶ瀬町等の

全国の先進地域の有識者との協働検
討会等（海士町検討会議、五ヶ瀬町検
討会議、研修講師招聘、その他会議へ
の有識者としての招聘複数回、海士町
訪問、宮崎県五ヶ瀬町訪問）を行った。

○ 「福島県双葉郡子供未来会議」を開催し、子供たちや保護者の意見聴取
と理解促進を進め、ビジョンの具体化の協議（取組①）に反映

• 子供未来会議①（10/26、郡山市、公募児童生徒・保護者等59名）
□子供未来会議第一期報告書検討会（12/23、郡山市、代表生徒6名）

・ 子供未来会議②（1/13、いわき市、サテライト高校生徒教員等49名）
• 子供未来会議③（2/19、広野町、各町村立小中高生等77名）
• 子供未来会議④（3/27、郡山市、これまでの参加者・避難者等）
• 子供たちや保護者の理解促進のため、これまでの実施内容とビジョン概

要をまとめた冊子を作成。
• ※これまでに子供未来会議に参加した児童生徒の意見を取りまとめ、双

葉郡教育復興ビジョン推進協議会に提出

これまでの主な実施取組の内容

取組③ 双葉郡教育復興ビジョン推進計画の策定

○ 取組①②を踏まえて、先導モデルとしての推進計画を策定（別紙参照）

09_福島県双葉郡教育復興推進協議会
～国立大学法人福島大学～

元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会（福島県双葉郡８町村：大熊町、葛尾村、楢葉町、浪江町、富岡町、広野町、川内村、双葉町）
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○ 「福島県双葉郡教育復興ビジョン推進計画（平成26年3月31日版） 」を作成。平成26年度から先行して実施する取組について具体的内容を策定。
例１）平成２６年度から双葉郡内の小学校・中学校・高等学校で、ふるさとや復興に関する課題解決学習『ふるさと創造学』に着手
例２）双葉郡教育復興ビジョンを実現する地域総がかりでの教育復興推進体制と施設について方向性を策定、継続して具体化する

○ 全国でも特筆すべき成果を挙げた教育を契機とした地域活性化の先進地域（島根県海士町、宮崎県五ヶ瀬町等）や、各種団体（地域団体、企業、
NPO・財団等）との継続的な協働関係を構築。

○ 子供未来会議の開催等を通じて、子供たちや保護者の参画が進んでいる。地域の次代の担い手である若い世代の参画は、学校づくりのみならず
本取組の目指す人材育成と地域づくりの相乗効果の創出においても重要な要素となる。

○ 上記「福島県双葉郡教育復興ビジョン推進計画」で策定した取組を推進するための事務局を設置（12月）し、要員の確保に着手。

得られた成果 ①

策定した取組例１）平成２６年度から双葉郡内の小学校・中学校・高等学校で、ふるさとや復興に関する課題解決学習『ふるさと創造学』に着手
○ 双葉郡教育復興ビジョンが掲げる人材育成（復興や持続可能な地域づくりに貢献し、全国や世界で貢献できる人材を育成）と、地域復興

（子供たちの実践的な学びで地域を活性化し、新たな産業の創造やコミュニティの活性化につなげる）の相乗効果の創出を目指す。
○ 郡内各校の総合的な学習の時間で共通して『ふるさと創造学』に取り組むことから始め、各教科等教育課程全体を見通して実践。
○ 平成26年度は『ふるさと創造学』で下記の資質・能力を育成することを目指す。各校や子供たちの実態を踏まえつつ、自校化した内容で取組

を推進。秋には、郡内全校での「ふるさと創造学」発表会の実施を検討。

人材育成と
地域復興の
相乗効果を

創出
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○ 平成26年度から先行して実施する取組（得られた成果で示した例１、２等）を推進し、平成27年度の中高一貫校の開校時には郡内各町村横断か
つ学校段階を横断して、教育復興と地域復興の相乗効果を創出することにつなげていく。具体的には「ふるさと創造学」を軸としながら、地域の伝
統文化伝承や、全国への発信、新たな産業づくりの検討等の復興の取組と連携を行っていく。

○ 避難が長期化する中で、避難児童生徒や保護者の理解を促進することは大きな課題があった。ビジョンの趣旨を実現し、双葉郡の復興や子供た
ちの帰還につなげていくためには、今後予定される中高一貫校の生徒募集等の重要な機会に応じた情報発信を強化していくことが必要。

○ 事務局体制を強化するとともに、保護者・地域・産業・大学・NPO・財団等との連携を強化し、上記の推進につなげていく。また、「福島県双葉郡教
育復興ビジョン推進計画」の詳細化・見直しを逐次行いながら取組を推進していく。

得られた成果 ②

今後に向けた課題・活動の見通し

策定した取組例２）双葉郡教育復興ビジョンを実現する地域総がかりでの教育復興推進体制と施設について方向性を策定、継続して具体化する
○ 双葉郡教育復興ビジョンが掲げる人材育成（復興や持続可能な地域づくりに貢献し、全国や世界で貢献できる人材を育成）と、地域復興

（子供たちの実践的な学びで地域を活性化し、新たな産業の創造やコミュニティの活性化につなげる）の相乗効果の創出を目指す。
○ 「ふるさと創造学」での課題解決学習と地域復興の取組の相乗効果を生み出すために、ソフト面での取組の連携を推進。同時にハード面での

学校施設の複合施設化等の構想の具体化を今後検討していく。
○ 一貫校の取組を支えつつ郡全体の取組を加速させるとともに、各町村の学校の取組を加速させるための体制を整備し、「双葉郡教育復興事

務局（仮）」としての組織化を進める。
人材育成と地域復興の

相乗効果を創出 ＜構想中の事業＞
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提案書をまとめ、その後、女川町に提案できるよう進めている、年度末までには、成果をとりまとめる。

・放課後の遊び場と遊び方を指導することで，放課後に運動遊びを行う機会が増えた．また，体育的活動の内容と連動させた遊び場を提供したことで
体育授業の復習の場にもなっている。さらに、クラブの設立によって時間の制約を受けずに、十分な時間を確保して子ども達に身体活動の機会を提
供することができた。そして、子ども達は教師以外の大人と関わる機会が増えており、保護者からは活動頻度を増やしてほしいとの声も上がってい
る。

・構想作成等については、女川町民の意識、行政のマンパワー不足の現状等を教育委員会に聞き取りながら慎重に検討し、開催スケジュールの大
幅な見直しが必要となったが、２月に「教育・人づくり構想会議」を開催し、提案書の原案を作成した。

取組の全体の目的・概要：行政におけるハード面中心のまちづくりと並行して、子どもの遊び場づくりを行うと同時に、子どもの成育に関する
専門家を招聘し、ソフト面を中心とする日本最高レベルの成育環境整備のモデル化を行う。
取組の先導性 ：震災前から人口が減少している沿岸部の地域において、子どもの資質・能力を伸ばす遊び・学習等の多様な体験ができる
日本最高レベルの育成環境を整備し、若い世代の定住化促進にもつながるような環境整備のモデル化を行うという点に先導性が見られる。

取組①子どもの成育時間の健全化と成育コミュニティの再構築モデル
化のための構想

子どもの成育時間の健全化においては、仮設住宅で暮らす住民等への配慮な
ど慎重に進める必要があることから、女川町との調整のうえ、子どもたちの現状
把握を行い、女川町復興計画とのすりあわせを行うなど構想をつくるための方策
を検討した。また成育コミュニティの再構築モデル化については、４回にわたり６
名の専門家を町に派遣し、「学校づくり」や「まちづくり・まちおこし」について町職
員との共通認識を図り、構想作成のための準備を進め、２月に第１回の「教育・
人づくり構想会議」を開催し、女川町への提言書（案）について協議した。

取組②放課後の子どもの運動遊び意欲醸成と遊び場づくり
１）2013年11月以降木曜日と金曜日の放課後に非常勤職員と学生ス
タッフを派遣し、様々な放課後遊びの推進を行った。
２）11月4日週末チャンバラ遊び：日常的に取り組める集団遊びのひとつ
を紹介した。
３）12月19日放課後元気アップクラブ設立：遊び指導を組織化して行っ
た。

取組③子どもの成育時間の健全化と成育コミュニティの再構築のため
の普及・啓発

子どもの成育時間の健全化において、仮設住宅で暮らす住民等への配慮な
ど慎重に進める必要があることから、普及・啓発の時期、方法等を検討し、
成育コミュニティの再構築モデル化については、４回にわたり６名の専門家を
町に派遣し、「学校づくり」や「まちづくり・まちおこし」について町職員との共
通認識を図り、１２月、２月に専門家３名による講演会と住民参加によるワー
クショップを開催し、普及・啓発活動を実施した。

今後に向けた課題・活動の見通し

得られた成果

主な実施内容

～国立大学法人宮城教育大学～（宮城県女川町）

10_楽しみながら生きる力が身につく教育環境整備事業 元気で健やかな子供の成長
を見守る安心な社会
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