
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, May, 2021 

*正会員 株式会社オリエンタルコンサルタンツ(Oriental Consultants Co., LTD.) 
**正会員 株式会社オリエンタルコンサルタンツ(Oriental Consultants Co., LTD.) 
***正会員  株式会社オリエンタルコンサルタンツ(Oriental Consultants Co., LTD.) 
****正会員 株式会社オリエンタルコンサルタンツ(Oriental Consultants Co., LTD.) 

子どもが自分の責任で遊ぶプレーパークの社会実験に関する報告

Report on the social experiment of Play Park playing with their own risk 
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In recent years, in parks, which should be a space that everyone can enjoy, the number of prohibited matters has 
increased and children has become unable to play freely. One of the reason is to minimize the incidence of injuries in 
the park. Park manager assume they would get complaints when someone get injured in the park. However, it is 
known that children can develop their ability to predict and avoid danger by playing in the environment with some 
risks. 
This paper points out whether playing with some risks is accepted by children and parents through a social 
experiment of Play Park conducted in a park, and verify the validity of hazard removal.  
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1. はじめに 
近年、本来誰もが楽しめる空間であるはずの都市公園では、

禁止事項が増えて、子どもたちの遊びの自由度が低くなっている。

株式会社ボーネルンドが実施した調査1)では、3歳～12歳の子ど

もを長子に持つ親の 7 割以上が今の公園に対して昔よりも「規

制・禁止事項が増えた」と回答した。禁止事項が増えた1つの要

因に、公園内でのけがの発生を最小限に減らす目的がある。公園

内で子どもがけがをすれば、その子どもや保護者からの苦情が公

園管理者に寄せられる可能性があるためだ。しかし、坂下らの研

究2)によると、環境の中にある程度のリスクを残し子どもに経験

させることで、子どもの危険予測・回避能力を育てることが分か

っている。 
本稿では、大規模公園において実施したプレーパーク(1)の社会

実験を通して、どの程度のリスクを含む遊びが子どもや保護者に

受け入れられるのかについて考察し、ハザードの除去について、

その妥当性を検証する。社会実験の概要は表-1 に示す通りであ

る。 
なお、本稿ではリスクとハザードを次のように定義する。リ

スクとは子どもの遊びに内在し冒険や挑戦の対象となり、子ども

が判断可能な危険性、またハザードは、事故につながる危険性、

あるいは子供が判断不可能な危険性と定義する。 

2. 社会実験の企画・運営体制 
2-1. プログラムの検討 
社会実験では、あらゆる種類のリスクに対する参加者の受け入

れ度合いとハザード除去の妥当性を確認するため、表-2 に示す

通り6種類のプログラムを用意した。ハザードを除去することに

加え、プログラムの実施時間が限られていることを考慮して、材

料の下準備を行うこととした。 

火起こし方法の学習とたき火では、起こした火が大きくなるこ

とを防ぐため、実施場所に消火器と水の入ったバケツを用意し、

念のため保護者同伴での参加とした。 
草すべりやハンモック、木登りの実施場所周辺では、子どもが

つまずいたり、当たってけがをしたりする可能性のある大きな石

や草木の固い茎などを事前に取り除いた。 
竹の水鉄砲づくりと工作体験では、安全のためのこぎりやきり

などの刃物を使う工程は省略してあらかじめ材料の下準備を行

い、竹のささくれについても事前に除去した。また、他の参加者

に水鉄砲を打つことを防ぎつつ、遊びを楽しむことができるよう

にするため水鉄砲で打つための的を用意した。 
釘を的や地面に向かって投げる釘投げ遊びを社会実験のプロ

グラムに採用するか検討したが、釘は子どもたちがけがをする可

能性が高いと考え、実施しないこととした。 

【表-2】実施プログラム 

プログラム名 実施目的 

1 火起こし方法の学習とたき火 
火を使った遊びの安全性及び保護者の許容

度合いの確認 

2 草すべり 常設プログラムの安全性及び保護者の許容

度合いの確認 3 ハンモック 

4 木登り 
木登りの安全性及び落下のリスクに対する

保護者の許容度合いの確認 

5 竹の水鉄砲づくり 工作道具を利用する遊びの安全性及び保護

者の許容度合いの確認 6 工作体験 

【表-1】社会実験概要

開催日時 令和 2 年 11 月土曜日 10：00～15：00 

開催場所 大規模公園

参加者数 午前：28 名 午後：34 名 計 62 名 

対象者 未就学児及び小学生
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このように道具・材料・フィールドにおけるハザードは取り除

いたうえで、ある程度のリスクを残して子どもが自由に遊ぶこと

を重視した趣旨の社会実験であることは、参加者募集の時点で周

知し、参加申し込みの際にも同意を得た。また、未就学児の幼い

子どもも参加可能としたため、社会実験には保護者同伴での参加

を義務付けた。 
 
2-2. 人材準備 

当日は参加者に適切な道具の使い方や遊び方、リスクについて

説明するとともに事故に備え、また大人の手を借りずに子どもた

ちがどのように遊び、危険を回避するのか等を観察するために、

各プログラムに1人以上のスタッフを配置した。 
火起こし方法の学習とたき火や竹の水鉄砲づくり、工作体験に

は同公園で活動する公園ボランティア団体など類似イベントの

実施経験者に協力をいただき、スタッフとして配置した。彼らは

日常的に子どもを対象とした工作教室や火起こし、木登りといっ

たイベントを開催しており、それぞれのプログラムにおいてどの

ようなけがのリスクがあるかなどを熟知している。 
なお、全てのプログラムにおいて、基本的にスタッフは必要以

上に子どもの手助けは行わず、参加者が公平に遊べるように声か

けを行う程度とした。 
 

3. 結果 
3-1. アンケート結果 
当日は、擦り傷をした参加者が1名いたものの、大きなけがや

事故はなく、参加者からの苦情も一切なかった。 
スタッフの手助けを最小限としたこともあり、火起こし体験に

おいて火を起こすことができた参加者はいなかったにもかかわ

らず、社会実験後に実施したアンケ―トでは、1番よかったプロ

グラムに選んだ参加者が最も多かった。大きな成果を得たり、目

標を達成したりすることができなくとも、子どもたちは自ら挑戦

する過程で十分に楽しむことができるということが把握できた。 
また、アンケートにおいて今回実施しなかったプログラムも含

めて、自己責任で実施することを許容できるプログラムについて

調査したところ、ロープ登り、木登り、樹木を活用したブランコ

やハンモック、秘密基地づくり、竹のすべり台は許容できると回

答した人が多かった。一方で、たき火と釘投げ遊びを許容できる

と回答した人は少なかった。火を使った遊びや鋭利なものを使う

遊びについては、子どもだけでは危険予測ができず許容できない

と答える人が多かったと考えられる。 
 

3-2. スタッフの意見 
今回の社会実験では各プログラムに 1 名以上のスタッフを配

置したが、社会実験後のスタッフの感想として「プログラムによ

ってはスタッフの配置は不要であった」という意見があった。ハ

ンモックは地面からの高さも低く、草すべりは傾斜が緩かったた

め、これらのプログラムでは子どものみでも十分安全に遊ぶこと

ができたと思われる。このように環境の設え方によって遊びの危

険度を調整することができるため、対象年齢やスタッフの人数に

応じた遊びの環境を整えることが重要であると考える。 
今回、はさみやグルーガンなどの道具を危険に扱った参加者は

おらず安全に使用できていたことから、子どもを見守るスタッフ

がいる環境では、のこぎりなどもう少し危険度の高い道具を用い

た工程も正しい使い方を教える前提で子どもたちに実施をさせ

ても良いと考えられる。 
 

4. おわりに 
多くの公園管理者は公園内でのけがの発生を抑制することが

利用者からの苦情を減らすことにつながると考えている。一方で、

今回の社会実験を通して、利用者は、子どもがスタッフに見守ら

れ、リスクの残っている環境で遊ぶことの意義を伝えられていれ

ば、リスクのある遊びでも許容できることが分かった。 
今後は、都市公園において禁止事項を増やすのではなく、利用

者に子どもの遊びにおいて一定のリスクがあることの重要さを

知らせつつ、子どもが自由に遊びながら危険予測・回避能力を育

む場としての公園の活用が望まれる。 
 
補注 
(1) 冒険的なものを含む遊びを自分の責任で自由に楽しめる子

どもの遊び場のこと。デンマークで生まれた「廃材遊び場」

が源流。 
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【図-1】アンケート結果 

 
【写真-1】社会実験の様子 
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