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運営管理者の取組

1. こどもの森のユニークさとは
練馬区立こどもの森のユニークな点

は、大きく⚓つある。

ひとつは、元の緑地の環境をそのま

ま生かした自然があること。観賞用で

はなく、触ったり摘んだりできる、つ

まりあそべる自然である。元々この土

地で果樹が栽培されていたため、キウ

イ、梅、栗などがあり、地面の大部分

は土で、でこぼこもそのまま。雑草を

あえて残し、実のなる草、蝶が産卵す

る木をわざわざ植えたりもしている。

ふたつめは、あそびの許容度が高い

こと。禁止事項を極力つくらず、子ど

もが自らあそびをつくりだし、深めて

いくのに任せる。つくりつけの遊具は

ほぼ置かず、そのときどきに必要な遊

具を手作りしている。また、子どもが

「明日続きをやる」とあそびを残すこ

ともできるので、何日もあそびが継続

し、時に地面に穴が出現したり、手作

りの布ハンモックがあちこちにぶら下

がるなど、公園内は常に変化し続ける。

もうひとつは、子どもと関わる専門

スタッフ「プレーリーダー」の存在。

平日午前の乳幼児の時間には、「ちび

もりスタッフ｣(主に乳幼児とその保護

者に対応する子育て支援者）が入る。ど

ちらもあそび場の専門職として、「プ

レイワーク」（子どもが主体性を発揮で

きる環境づくりに必要な知識を、体系的

にまとめた専門分野）に基づいて、必要

な研修を受けており、子どもたちの「や

ってみたい！」という気持ちを大切に、

「やりたいことをやってOKだよ！」と

いうメッセージをさまざまな形で伝え

ている。来園者とコミュニケーション

をとりながら、安全に目を配り、ケガ

などにも対応。このプレーリーダーの

存在が、通常の公園管理ではなかなか

難しい、前述のような自由度の高いあ

そび環境を可能にしている。

2. 自然・冒険・交流の日々
こどもの森で過ごす子どもたちは、

季節の移り変わりを豊かに感じている。

春は次々と芽を出す草花であたりの景

色が一変する。ナズナやハナダイコン、

タンポポなどの「雑草」をふんだんに

使って色とりどりの花かんむりを作る。

夏はそこらじゅうでさわやかな香りを

漂わせる梅の実を拾い集め、坂を転が

したりままごとに使ったり。暑くなれ

ばキウイの葉陰で涼みながら水遊び。

秋は果実が熟すのを今か今かと待ち、

木に登り自分の手で収穫して味わう。

そして冬の厳しい寒さのなかにも、花

芽をつける梅の木や霜を押しのけて顔

を出すふきのとうに、四季のめぐりを

感じているのである。

こどもの森の毎日は、こんな風に過

ぎていく。

平日午前は「ちびもりタイム」。⚐～

⚓歳の子どもたちが自然のなかでのび

のびと過ごす。ちびもりスタッフが乳

幼児親子を迎え、子どもたちと一緒に

あそんだり、興味を持ちそうなあそび

をさりげなく出して見守る。今その子

がどんなことを感じ、どんな力を成長

させているかを大人に向けて代弁し、

昨日できなかったことが今日できた！

を共に喜ぶなど、子育てに奮闘する親

に寄り添う。

園内やすぐ近くの憩いの森を散策す

るのもあそび。子ども自身が見つけた

草花や木の実を使って、ままごとや工

作をする。

また、外あそびに慣れない人に向け

て、青空紙しばいや収穫イベントなど

で来園のきっかけを作り、あそびのコ

ツを指南する企画も実施している。

たとえば毎週火曜日は「赤ちゃん

DAY」。まだ自分で走り回って遊ばな

い月齢の赤ちゃんでも、外の環境で過

ごすことでたくさんの刺激を受け、機

嫌よく過ごすことができる。簡単な手

あそびやわらべうたを紹介したり、絵

本を読み聞かせる時間もある。親どう

しも顔見知りになり相談しあうなど

「みんなで子育て」をする雰囲気が生

まれている。

家のなかに閉じこもり、子育てで孤

立しがちな乳幼児親子も、「行けば誰

かがいて、話ができる」こどもの森な
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ら、外に出てみようかなと思える。午

前中からしっかりと外であそぶことで、

食べる・寝るのリズムが作りやすく子

育てがどんどん楽になる。虫や生きも

の、草花や実など、多様な環境のなか

で自然に親しむうち、草花のいろんな

あそび方に詳しくなり、虫も平気で触

れるようになる。

ちびもりタイムに通い始めて⚑年半

の⚓歳女児のお母さんが言う。

「公園であそぶって、滑り台やブラ

ンコをすることだと思ってました。で

も、今は草むらを一緒に歩くだけで、

あそびきれないくらい楽しいことがた

くさん見つかるんです。季節の小さな

変化にも気がついて、もうすぐ春だね

ーとか、どんぐりが落ち始めたねえと

か、話しています。子どもとの毎日が、

すごく豊かになりました」

ちびもりタイムは、徒歩圏内の保育

園が日常的にあそび場として利用して

いるほか、幼稚園などが遠足でやって

くることも多い。泥だらけになってあ

そぶ子どもたちの姿に驚きながらも、

「園庭ではなかなかこんな風にあそぶ

機会がないので…」と、先生方は嬉し

そうに語る。

午後になると、幼稚園児や小学生た

ちがやってくる。来るなりクギさし（五

寸釘を地面に投げて他のクギを倒す昔あ

そび）や基地づくりをはじめる子、プ

レーリーダーとその日あったことを話

したり、のんびり座って楽器を弾く子、

草むらに虫を探す子など、過ごし方は

さまざま。

○○をする場、という前提がない自

由なあそび場は、学校や学年が違う子

がいつの間にか一緒になって鬼ごっこ

がはじまること、工具にはじめて触れ

ること、バケツやロープなどの道具に

さまざまな使い道を見出すこと、木や

土、雑草などもあそびの要素として取

り込むこと……今どきの子どもたちが

なかなか得られない、自然の中での「実

体験」の宝庫なのだ。

プレーリーダーは、子どもが「やっ

てみたい」と目を輝かせる仕掛けをさ

りげなく配し、「それいいじゃん！」と

背中を押し、うまくいかないときは一

緒に知恵を絞る。また時にはずぶぬれ

になって思いっきりあそび、いつかは

あいつを負かしたいと情熱を燃やす強

敵になり…いろんな形で子どもに向き

合う。

放課後のこどもの森は、歩いてすぐ

の学童保育所が庭代わりに毎日あそび

に訪れているほか、振替休日などを利

用した学童の遠足利用も増えている。

外あそびに慣れない学童の子どもたち

は、最初のうちは何をすればいいかわ

からず戸惑っているのだが、足しげく

通ううち、土まみれでも平気で走り回

るようになり、草を引っこ抜き、木に

するすると登り、捕まえた虫やカエル

を学童に持ち帰って飼い始める。外で

あそび尽くす一年を通して、子どもた

ちはぐんとたくましく成長していく。

休日になると、いつも来ている子ど

もたちや親子に、遠方からの参加者も

加わるため、付き添いの大人も多くな

る。そのため、プログラムのない、過

ごし方を自分たちで決められる空間を

大切にしながらも、大人に「子どもが

みどりに触れて思いっきりあそぶ」大

切さを知ってもらうためのイベントも、

不定期に行っている。

さらに、こどもの森の一番奥には、

「こどものうえん」という畑がある。春

夏・秋冬の⚒期に分けて「農園マスタ

ー」を募り、地元の農家の方に教わり

ながら野菜を栽培。子どもだけでなく

家族ぐるみで一緒に作業し、たき火で

作物を料理するなど共同作業も多い。

単なる農業体験に終わらない交流の場

となっている。

こうした運営のかなめになっている

のは、やはりプレーリーダーやちびも

りスタッフの存在である。子どもたち

が創造性豊かにあそぶことを可能にす

るかかわりはもちろん、彼らが間に入

ることで、親同士だけでなく子どもと

大人にも気軽に会話が生まれる。

「普通の公園だと、砂場で隣り合っ

た親子でも、会話しないのが当たり前。

でもここだと、まずスタッフが話しか
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けてくれて、会話に巻き込んでくれる。

話しかけていいんだっていう雰囲気が

みんなにあるから、子育ての仲間も増

えていくし、知らない小学生とも気安

く会話できたりして、面白いんです」
（⚕歳男児の母）

近隣のシニアの方も散歩がてらやっ

てきて、会話を楽しんでいく。農園で

収穫した野菜をご近所におすそ分けし

たり、あそびに使う竹を切らせてもら

ったりというときも、子どもたちと連

れ立って出かける。

こうしてまちのなかに徐々につなが

りが生まれ、今では布、タイヤ、木材

などあそびに使う素材も、地域の会社

の方が「子どもたちのために」と、快

く提供してくれている。

対面での会話だけでなく、あそび場

の専門家として、子どもたちのあそび

場での姿をウェブサイトで紹介したり、

ニュースレターに子どもとあそびにつ

いてのコラムを執筆する「発信」も、

プレーリーダーの大切な業務である。

こどもの森は、豊かな自然のなかで

子どもがあそんで育つことの大切さを

地域の人たちに実感してもらいながら、

住民同士が相互に関わり合い、大人も

子どももご近所に顔見知りが増えてい

く、そんなまちづくりの拠点となるこ

とも大切な役割と捉えているのだ。

3. 行政とJVが強みを持ち
寄って
こうしたユニークな公園のあり方が、

どうやって実現できたのか。

まず、行政主体の事業であるという

ことが大きい。冒険的なあそびが許さ

れる常設の空間、開園時間や活動内容

を定めたこどもの森専用の条例の整備、

プレーリーダーや各スタッフを安定的

に雇用できる運営費の確保。練馬区と

いう行政でなければ、これらの実現は

不可能だったはずだ。

そのうえで、実際の運営は通常の公

園管理とは違う「あそびの現場」を知

るNPOが担っていることで、冒険的な

環境が実現している。しかし、冒険あ

そび場を運営するNPOというのは、ボ

ランティアで成り立ってきたような小

さな組織であることがほとんど。区立

公園の運営を一者のみで担えるノウハ

ウは持ち合わせていない。その点、JV

という形態でのプロポーザル形式とな

ったことで、施設の企画設計、公園管

理、造園といったそれぞれの強みを持

つ企業と連携して手を挙げることが可

能になった。

その他で大きかったことは、こども

の森の基本計画構想が発表されてから

の数年間に区が行った体験イベントに、

区内のボランティア団体の⚑つとして

参加できたことであった。緑地を生か

してどのような施設を作るか、それに

はどんな運営や要素が必要かといった

コンセプトが決まっていく段階で、当

団体がそのままの空間を活用したあそ

び場を展開し「自由な自然あそび」の

ニーズを提示できた。

さらにそのような形態の公園の運営

にはプレーリーダーの存在が不可欠で

あることが行政の理解を得て、プロポ

ーザルの段階ですでにプレーリーダー

を常駐する方針が盛り込まれていたこ

とは特筆すべきことだと思う。

今後の課題としては、公園のハード

面の設計段階から、あそび場の運営サ

イドの視点が反映されていくことを望

む。冒険的なあそびが可能な公園では、

園内設計も通常の公園とは違う視点が

必要になるからだ。

また、もとからある木々が老齢にさ

しかかっていることもあり、園内の「あ

そべるみどり」の将来を見据えどのよ

うにデザインしていくかも、こどもの

森ならではの挑戦といえる。ブランコ

をつけたり木の上で過ごしやすい樹形、

食べる楽しみ、遊べる実、染め物に使

える葉……。いろんな楽しさのある草

木を増やしていき、より豊かな「みど

りの原体験」を得られる場所にしてい

きたい。

今後さらに拡張が予定されるこども

の森。運営者と利用者、相互の対話が

豊かであるという特色を生かして、当

事者としての子どもの声、子育て世代

の声を拾い上げ、よりよい施設となっ

ていくための区民と行政の橋渡し役を

担っていきたいと考えている。
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