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行政の取組

1. はじめに
練馬区立こどもの森は平成27年⚔月

⚑日から一部開園し、⚓年⚖か月が経

過しました。

【概要】

所 在 地 練馬区羽沢二丁目32番⚗号

面 積 3ó043õ55㎡(計画決定面積約

1õ3haのうち、現在開園面積）

主要施設 •こどもの森の家（管理棟）

•だれでもトイレ

•キウイ棚

開園時間 午前⚙時～午後⚕時
（10～⚒月は午後⚔時半）

休 園 日 12/29～⚑/⚓

入園料無料

駐車場無（障害者用⚑台のみ）

プレーリーダー⚒名以上常駐

2. 都市計画決定
練馬のみどりは、農地や樹林地など

の豊かなみどりと都市の利便性が両立

しているところが大きな魅力です。

こどもの森の前身も生産緑地で、相

続に伴う買い取りの相談が来たことを

きっかけに、生産緑地や市民緑地から

なる、この大きな「みどりの島」を都

市計画緑地とするために所有者の方々

へ働きかけを行いました。結果、ご理

解をいただくことができ、約1õ3haを

都市計画羽沢緑地として平成21年に決

定するに至りました（写真⚒）。

3. 基本構想～基本計画
敷地内に以前から残るキウイ棚と栗

や梅などの果樹を活かした公園づくり

をしたい公園整備所管の土木部と、樹

林を活かした事業としたい市民緑地所

管のみどり推進課

で、区議会からの

意見等も踏まえ、

整備内容の検討を

開始しました。

区内の農地や樹

林地は減少してお

り、練馬らしいみ

どりにふれあう機

会も場所も少ない

ことから、将来に

亘りみどりの保全

を進めていくためには、次世代を担う

子どもたちがみどりに直接触れ、親し

み、自由な遊びを通してみどりの価値

を実感してもらうことで、みどりの守

り手になってもらうことが重要という

方向にまとまりました。

その後、区民ニーズを探るため、平

成23年度からは、地域の子どもたちを

対象に、キウイの収穫や冒険遊びの体

験イベント、アンケートも実施しまし

た。そこで回答者のほぼ全員から、子

どもたちには自然とふれあう機会や冒

険遊びができる場所が必要との回答を

得たことで、多くの区民がみどりとふ

れあう積極的な体験を求めていること

が確認できました。

体験イベント、アンケート、事例の

調査等をふまえ、平成24年10月「（仮称）

こどもの森基本構想」、翌年10月には

「（仮称）こどもの森整備基本計画」を

策定し、「練馬の原風景を活用して、自

然体験や冒険遊びを通して、みどりの

豊かさを実感できる場を目指す」こど

もの森を都市計画羽沢緑地に整備する

ことや全体ゾーニング等を明らかにし
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ました。

現在開園している区域は、平成26年

度に整備を行ったもので、全体計画で

はキウイ広場ゾーンにあたります。将

来整備するエリアには、ツリーハウス

などを楽しめる冒険基地ゾーン、樹林

を活用した自然体験ゾーン等が計画さ

れています。なお、開園部の整備は、

国庫補助金および東京都の都市計画交

付金を財源としています。

【事業概要】

平成21年度 都市計画決定

公社による先行取得

平成23年度 基本構想・イベント

平成24年度 基本計画・イベント

平成25年度 設計・イベント

公社用地買戻し

平成26年度 整備工事・イベント

概算事業費 約14億円

イベント参加者 のべ約3ó500人

4. こどもの森の管理運営
管理については、業者へ委託してい

ます。常設の冒険遊び専用の公園とし

て、こどもの森ならではの運営や事業

を実施する必要があることから、プロ

ポーザル形式により委託業者を選定し

ました。選考の結果、UDS㈱、NPO法

人あそびっこネットワーク、㈱ジェ

イ・ティ・エム、㈱日建管財の⚔社か

らなるJVプレイタンクと契約しまし

た。通常の施設の管理や清掃、植栽の

手入れからイベントの立案・実施、広

報媒体の作成等すべて含めて、一括し

て契約しています。

こどもの森の特徴は、子どもたちが

自然の中で思いっきり体を使いながら

自分たちで遊びを考えていく場所であ

るということです。人に迷惑をかけな

いという最低限のルールや安全にさえ

気を付ければ、泥遊びや木登りをして

もいいし、秘密基地を作ってもよいの

です。それを実現しているのが複数の

プレーリーダーの常駐です。プレーリ

ーダーは見守りだけでなく、遊びの相

談に乗ったり提案をしたりします。子

どもたちと一緒に遊びながら、子ども

の自由な発想が広がること、「あ～お

もしろかった！」と満足するまで思い

っきり遊んでもらうことを日々心がけ

て接しています。

また、彼らはイベントや遊びを企画

する際、子どもたちの「やりたい！」

を刺激しつつ、みどりや土に触れたり、

体を動かしたり、他の子との交流が生

まれたりする内容であること、自分で

練習や工夫をして技術を磨くことで自

己がレベルアップできる遊びになるこ

となどに気を付けてくれています。

区立小竹図書館の協力による青空紙

しばいや、都立城北中央公園とコラボ

した親子防災イベント、区内緑化ボラ

ンティアによる工作教室の開催など外

部との連携も積極的に行っており、地

域との交流にも力を入れています。

【年間利用者数】

平成27年度 のべ37ó705人

平成28年度 のべ38ó019人

平成29年度 のベ41ó306人

5. 事業効果
こどもの森の事業効果として、「遊

びを通してみどりの価値を実感しても

らい、みどりの守り手になってもらう」

というものはなかなか目に見えにくく、

開園後⚓年半で区政や地域が変化した

かはわかりません。しかし、少なくと

もこどもの森を利用するようになった

保護者や子どもたちは変化したと感じ

ます。開園当時は、子どもが落ちてい

るものを拾ったり挑戦的な遊びをした

りすることを保護者が嫌がったり、子

ども自身も虫に触ったり泥だらけにな

ったりすることに抵抗を感じていまし

た。しかし、今では、「ここだと子ども

がのびのび遊べて成長を感じられる」、

「子どもが泥や虫を触れるようになっ

た」、「子どもの遊びを通して自分も植

物や虫に興味を持てるようになった」、

「農業って楽しいですね」、「理想の公

園」などの声を多くいただいており、

みどりの中で自由に遊ぶことの楽しさ

や、ここで遊んだからこその自己成長

を感じることで、こどもの森、ひいて

はみどりが豊かであることの価値を感

23Public Parks No.223 2018

特集 変わる都市公園 健康・子育てケアを支えるみどり

写真3 ワークショップの様子

図1 整備コンセプト

写真4 タンポポと梅の実でおままごと



no.07(特集) 18/12/11 10:37

じてくれています。

今後もこのように感じる利用者を一

人でも増やしていくことで、きっとこ

の保護者や子どもたちが、練馬のみど

りを大切にし、守っていきたいという

思いと行動を起こしてくれることと信

じています。

6. 課題
複数の住宅が隣接していることから、

子どもの嬌声や砂埃など多くの課題は

ありますが、イベントの事前周知の徹

底や園内で子どもたちが育てた農作物

のお裾分け訪問など、近隣住民とのコ

ミュニケーションを第一に、日々問題

解決に努めています。

また、冒険あそびにはケガが付き物

です。擦り傷や切り傷程度のケガは日

常茶飯事で発生しています。しかし、

こどもの森のコンセプトは利用者にご

理解いただけていると思われ、運営に

対する苦情はほとんどありません。そ

れはプレーリーダーが重大事故につな

がるようなリスクを事前に排除するこ

とに努め、現場での利用者との対話や

隔月発行のニュースレター、ホームぺ

ージ等によりコンセプトを伝えている

成果とも言えます。今後も安全第一で

運営していきたいと思います。

利用者誘致についての課題としては、

まず一つに、近年の社会情勢に対する

保護者の不安からか、平日の小学校⚑，

⚒年生の子どもだけの来園数が開園時

と比べて減少していることがあります。

これに対しては、休日のイベントの内

容を工夫し、まず親子での来園を促す

ことで、「こどもの森には大人の見守

りがある」という安心感を知ってもら

いたいと考えています。

二つ目は、SNSや口コミによる拡散

により休日は遠方からの利用者も多く

ある一方で、区民でも「こどもの森を

知らない」、「聞いたことはあるが行っ

たことはない」という方がいまだに多

くいることです。こどもの森は区の東

端にあるため、区西部の区民には日常

利用が難しく、馴染みが薄いのは仕方

がないのかもしれません。しかし、区

内の子どものたち一人ひとりが、子ど

も時代にたった一度でもみどりに触れ

る楽しさを体験し、みどりがあること

の良さを実感してもらうことには、と

ても大きな意味があるはずです。その

ためには、広報や企画の面でさらに試

行錯誤し、少しでも新規利用者、ひい

てはリピーターを獲得していくことが

まだまだ必要です。

開園して⚓年強となり、利用者の

方々から区内の他の地域にも作ってほ

しいといった声を多くいただいていま

すが、現段階では、まず、こどもの森

の課題解決に集中し、さまざまなノウ

ハウや経験を業者とともに積み重ねる

ことが大切であると考えています。

7. 今後の展望
練馬区としては初めての取組みであ

ることから、様々なことがトライアン

ドエラーの繰り返しで、常にみどりの

啓発施設としてどうあるべきかという

命題に直面しています。現在は0õ3ha

で開設していますが、将来的には1õ3

haの広さに拡張されます。練馬のみど

りが思い出の場所となり、みどりを大

切にしたいと自然に思えるような体験

を、多くの区民に、特に子どもたちに

してもらうこどもの森が、もっともっ

と区民に愛されるよう、今後も魅力を

磨いていきたいと思います。

（こどもの森H P：http : //nerima-

kodomonomoriõcom/）
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