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スポーツ基本計画から見る
子どもの現状
スポーツが好きな子供の割合
◦小学５年生と比較し中学２年生が低い
◦ 特に中学生の女子は２割以上が「嫌い」・「やや嫌い」

◦ 運動習慣の二極化が見られる。

子どもの体力の現状
◦緩やかな向上傾向にある

◦昭和 60 年頃のピーク時と比較すると依然として低い水準にある。

出典 スポーツ庁第2期スポーツ基本計画
HTTP://WWW.MEXT.GO.JP/SPORTS/B_MENU/SPORTS/MCATETOP01/LIST/DETAI

L/1383656.HTM



子どもの運動やスポーツに対する感情
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参考データ笹川スポーツ財団 子ども・青少年のスポーツライフ・データ2017



子供の体力推移
持久走（１５００Ｍ）の年次推移（男子） 持久走（１０００Ｍ）の年次推移（女子）

出典 平成28年度体力・運動能力の年次推移 青少年（6歳から19歳）
HTTP://WWW.MEXT.GO.JP/SPORTS/B_MENU/TOUKEI/CHOUSA04/TAIRYOKU/KE

KKA/K_DETAIL/1396900.HTM



調査



調査方法

文献調査

• インターネット、新
聞、雑誌などによる
調査

墨田区へのヒアリング

調査

• 対面、電話、メール
での複数回のヒア
リング



スポーツや外遊びに不可欠な
要素の減少

時間の減少

空間の減少

仲間の減少

出典 文部科学省 子どもの体力低下の原因
HTTP://WWW.MEXT.GO.JP/B_MENU/SHINGI/CHUKYO/CHUKYO0/GIJIROKU/ATT

ACH/1344534.HTM



自身の子どもの頃と比較して、今の子ども
のスポーツや外遊びの環境はどのように
なったと感じるか
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参考データ 文部科学省 地域スポーツに関する基礎データ集
HTTP://WWW.MEXT.GO.JP/B_MENU/SHINGI/CHOUSA/SPORTS/025/SHIRYO/__I

CSFILES/AFIELDFILE/2015/05/01/1357467_4.PDF



どのようなところが「悪くなった」又は「ど
ちらかといえば悪くなった」と感じるか
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子どもが自由に遊べる空き地や生活道路が少なくなった

スポーツや外遊びができる時間が少なくなった

スポーツや外遊びをする仲間(友達)が少なくなった

親子でスポーツに親しむ機会が少なくなった

子どもが自由に利用できるスポーツ施設が少なくなった

地域におけるスポーツ指導者が少なくなった

その他

わからない

参考データ 文部科学省 地域スポーツに関する基礎データ集
HTTP://WWW.MEXT.GO.JP/B_MENU/SHINGI/CHOUSA/SPORTS/025/SHIRYO/__I

CSFILES/AFIELDFILE/2015/05/01/1357467_4.PDF



空間の減少に着目！



ボール遊びのできる公園の減少
(サッカーを禁止する看板の提出状況)
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参考データ 公園のチカラLAB
HTTPS://AMP.REVIEW/2018/08/29/PARK_PLAYGROUND_RESERCH/



欲しい公園
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子どもを安心して遊ばせられる公園

緑や花がきれいな公園

ゆっくり休みことができる公園

住まいの近くや街なかなどにある身近な公園

スポーツや健康づくり、行事を楽しむことができる公園

緑豊かで自然と触れ合える公園

楽しい遊具がある公園

参考データ国土交通省 平成 26 年度都市公園利用実態調査報告書（抄）
HTTP://WWW.MLIT.GO.JP/TOSHI/PARK/TOSHI_PARKGREEN_TK_000039.HTML



公園に期待する役割
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快適で美しいまちづくりの拠点

運動、スポーツ、健康づくりの場

子どもの遊び空間

自然や生き物との触れ合いの場

やすらぎやくつろぎの場

参考データ 国土交通省 平成 26 年度都市公園利用実態調査報告書（抄）
HTTP://WWW.MLIT.GO.JP/TOSHI/PARK/TOSHI_PARKGREEN_TK_000039.HTML



ヒアリング調査の目的と墨田区を
選定した理由

調査の目的

• ボール遊びが禁止になっている理由

• なぜ公園が自由に遊べる場になっていないのか

• 現状どのような対策を行っているのか

選定理由

• 研究チームメンバーの一人が長年住んでおり、土地勘があるか
ら



ボール遊びが禁止になっている理由
ボール遊びが危ないと苦情が多数寄せられた為、禁止の告知が出
された

※法律で禁止されているわけではない

出典 いらすとや HTTPS://WWW.IRASUTOYA.COM/



なぜ公園が自由に遊べる場になってい
ないのか
行政は苦情があったら対応しないといけない
◦ボール遊びが危ない、という苦情が多数寄せられると、ボール遊
びを禁止にせざるを得ない



現状どのような対策を行っているのか

墨田区内160の公園のうち、6か所をボール遊びができる公園として開
放している

そこでは、右の写真の隅田公園キャッチボール広場のようにフェンス
を設置し安全面にも考慮している

出典 墨田区 ボール遊びができる公園等について
HTTP://WWW.CITY.SUMIDA.LG.JP/SISETU_INFO/KOUEN/KUNAI_PARK_ANNAI/B

ALL-PARK.HTML



大変好評なので今後も数を
増やしていきたい

By 墨田区



とはいえ、ボール遊びが出来る公園を
増やすのは容易ではない

フェンスの設置に
お金がかかる

フェンスで囲むと
スペースの広さも
限られてしまう

23区内では、フェンスを
設置できるほど広い公
園の数は限られている



しかし公園として
開発可能な土地も



提言
ボール遊びパークの建設



概要
自由に、好きなボール遊びが楽しめるボール遊び専用ス
ペースの建設

スペースは無料

道具のレンタルは有料



四ツ木橋空き地の様子

参考データ 墨田区
HTTP://WWW.CITY.SUMIDA.LG.JP/KUSEIJOHO/KOUHOUKATUDOU/SUMIDA_GUIDEMAP.FILES/GUIDEMAP_2017.PDF



四つ木橋空き地について
国土交通省が所有

サッカー場などは墨田区が使用の許可を得て管理している

空き地に新たに建設する場合は、政策をまとめ国土交通省と墨田
区が話し合いを進めていくことになる

所有 国土交通省

管理 墨田区



資金調達方法

• 寄付

• ふるさと納税

• クラウドファンディング
寄付

• 公園の命名権の売却
ネーミング

ライツ



寄付について

• 少子高齢化が進む日本。将来を担う子どもたちに外で元気に遊べる環境を提
供することについては、広く理解を得られるはず

寄付を募る名目

• スポーツの環境整備という名目なので、スポーツに縁のあるものが一番良い

• 墨田区には両国国技館があり、また王貞治さんのふるさとでもある。

• 力士の手形の色紙や、王さんのサイン入りボールやバットなどは、とても魅力
的な返礼品となるだろう

返礼品はどのような品にするか



ネーミングライツとは
公共施設等に名称を付与する権利（命名権）、またはその権利に付
随する諸権利（パートナーメリット）

ネーミングライツを取得した法人を「ネーミングライツパートナー」と
呼ぶ

法人は市の施設などに企業名をつけることによってメディアなどを
通して、多くの人に認知され、宣伝効果が期待できる。

ネーミングライツ料は市にとって財源となり、市の様々なサービスの
向上に役立てられる。

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/47-6-9-1-0-0-0-0-0-0.html



ネーミングライツの実例

宮下公園

•渋谷区は2009年、駅前にある宮下公園の命名権をナイ
キジャパンに売却した

•金額は一年間1700万円の十年契約

•スケートボードエリア、クライミングウォール、エレベー
ター、階段が新設された



宮下公園の完成イメージ図

出典 OURPLANET-TV 「宮下公園」関連資料をアップしました。
HTTP://WWW.OURPLANET-TV.ORG/?Q=NODE/639



公園の運営体
制は区民の自
主運営

管理

グループ

施設の管理

道具の貸
し出し

公園に対する意見の
受け入れ

スケ
ジュール
管理

区民で管理グルー
プを作成、管理する
ことを提案する

区民のグループに
するメリットとして、
パークに対する意
見や要望などが受
け入れられやすくす
る狙いがある



ねこじゃらし公園
世田谷区のねこじゃらし公園では自治体と住民が共同で公園を作
り、完成後の管理は住民がボランティアで行われている

公園の草むしりや花の手入れなどを

行っている

グループのメンバーは25名で、

年齢層は30歳代～80歳代

出典 ねこじゃらし公園OF NPO法人玉川まちづくりハウス
HTTP://WWW.TAMAMATI.COM/NETWORK/NET7.HTML



道具の貸し出し

有料と無料の貸し出しを設ける

•有料とするのは、野球やサッカー、テニスボールな
ど、他人に怪我をさせてしまう危険のある ボール

•無料とするのは、ビーチボールやゴムボールなど、
柔らかく他人に怪我をさせる危険が低いボール



吉見総合運動公園の実例
有料レンタル（各100円）

•野球のグローブ

•バッド

•ボール

• ソフトボール

•テニスラケット

•テニスボール

•サッカーボール

•マーカーコーン

無料レンタル

•ビーチボール

• ソフトバレーボール

•ふわふわサッカーボール

•バトミントンシャトルとラケット

• フリスビー

•なわとび

出典 LET'S ACT! 埼玉県吉見総合運動公園 HTTPS://YOSHIMI-PARK.COM/



実際の事故の例

•公園内でキャッチボールをしていた小学生児童のボールが、児童
のうち一人の胸部にあたり死亡に至った事故

キャッチボール死亡事故 平成14年4月15日発生

•未成年が蹴ったサッカーボールが校庭から道路へ飛び出し、自
動二輪運転者が負傷、その後死亡した事故

ボール飛び出し死亡事故 平成16年2月25日発生

出典 都市公園にかかわる事故裁判例 HTTPS://WWW.POSA.OR.JP/WP/WP-
CONTENT/UPLOADS/2017/04/SUMMARY01_EXAMPLE.PDF



ボールパークを建設することにより
期待される効果

子どもの運動能
力向上

気軽にボール
遊びができる場

の増加

他人と関わる機
会の増加による
精神的成長



期待される効果

• ボール遊びをする機会を増やすことによって基礎体力の増加を図れる

子どもの運動能力向上

• ボール遊びをすることで、コミュニケーションの場が増える

他人と関わる機会の増加による精神的成長

• この例を参考に他の自治体にもマネしてもらうことにより、ボール遊びができ
ない状態を改善

気軽にボール遊びができる場の増加



墨田区からは…

ぜひ頑張って
ください！

出典 いらすとや HTTPS://WWW.IRASUTOYA.COM/
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