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特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    日本冒険遊日本冒険遊日本冒険遊日本冒険遊びびびび場場場場づくりづくりづくりづくり協会協会協会協会    

第第第第９９９９回通常総会議案書回通常総会議案書回通常総会議案書回通常総会議案書    

 

開催日時：2012 年 6 月 3 日（日）13:15～15:00 

開催場所：大正大学 7 号館 8 階フロア 

（豊島区西巣鴨 3-20-1） 

 

開  会 

 

定数確認 

代表挨拶 

議長選任 

議事録署名人選任 

 

議  案 

＜決議事項＞ 

第１号議案  2011 年度事業報告および決算報告 

第２号議案  理事・監事の改選 

 

＜報告事項＞ 

第３号議案  地域運営委員の選任 

第４号議案  2012 年度事業計画および予算 

 

 

 

議長解任 

 

閉  会 

 

 

 

 

第第第第 1111 号議案号議案号議案号議案    2011201120112011 年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告およびおよびおよびおよび決算報告決算報告決算報告決算報告                決議事項決議事項決議事項決議事項    

事業ならびに決算報告は、各担当理事からの報告を取りまとめた資料１「2011 年度 事業

報告」と事務局が取りまとめた資料２「2012 年度 決算報告」を参照して下さい。 
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■■■■2011201120112011 年度年度年度年度    事業報告事業報告事業報告事業報告                                                                                    資料資料資料資料 1111    

    

【【【【2011201120112011 年度事業年度事業年度事業年度事業のまとめのまとめのまとめのまとめ】】】】    

・2011 年度は、3 月に発生した未曾有の大震災・大津波の被害と、経験したことのない原発事故

からどうやって立ち直ろうかと様々なところで努力を続けた一年であった。 

・協会は、6 つの事業を柱とする事業計画を立て、取組んで来たのであるが、図らずも「子ども

にとって『遊び』が生きることそのものであり、その大切さを伝え広め、遊びに関わる大人や遊

びの大切さを理解する大人を増やしていく」ことを実感することが多くあり、協会の掲げている

ミッション「遊び あふれる まちへ！〜地域で子どもたちが自由に遊び育つ豊かな社会の実現」

に向けて一層の推進が必要であると感じた年であった。 

・「「「「遊遊遊遊びびびび場場場場づくりによるづくりによるづくりによるづくりによる震災復興支援震災復興支援震災復興支援震災復興支援」」」」は、会員始め様々な方々からの後押しもあり、活動を通じ

て子どもたちの心身の負担回復と成長に寄与することができたのではないかと感じている。気仙

沼市本吉地区の遊び場「あそびーばー」の開設は、シャンティ国際ボランティア会との協働や全

国からのプレーリーダーなどの参加もあり、遊び場の安定運営が図られ、3 ヶ月を目処に開始し

たが順次期間を延長し今に至っている。当初から地元の方々の有形無形の協力は大きなモノがあ

り、12 月には「遊び場に集う親の会」が発足し、地元で運営するための模索も始まった。 

・復興支援活動を支える全国の遊び場ネットワークを通して始まった寄付の呼びかけは大きな反

響を呼び 3月末現在約 858 万円に達した。その他に企業からの協力支援もあり、「プレーカー」「あ

そぼっカー」の 2 台の車による遊びの出前や、2名の現地スタッフの派遣などが可能となった。 

・震災、特に原発事故は子どもの外遊び環境に大きな影響を与えた。「外遊びをする日」を呼びか

ける事業である「『「『「『「『冒険遊冒険遊冒険遊冒険遊びびびび場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催のののの日日日日』』』』のののの啓発啓発啓発啓発とととと普及普及普及普及」」」」は、開催すべきか否か大いに悩

み、幾度かの話合いを経て、こんなときだからこそ実現しようと決断した。「〜今こそ守ろう、子

どもの命、子どもの遊び！〜」をテーマに実施し、マスコミに取り上げられるなど、外遊びの力

と冒険遊び場づくりの活動を広く知ってもらえたのではないだろうか。 

・協会は、ここ数年来「「「「中間支援組織体制中間支援組織体制中間支援組織体制中間支援組織体制のののの構築並構築並構築並構築並びにびにびにびに財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化」」」」と「「「「会員参画編集会員参画編集会員参画編集会員参画編集によによによによ

るるるる NNNN 遊遊遊遊 SSSS のののの発行発行発行発行」」」」の 2 つの事業に取組んで来ている。前者は、年度末に国税庁に認定 NPO 法人化

の申請をすることができ受理されたので 6 月頃には認定を得られる予定である。財政基盤安定化

のための財源獲得(ファンドレイジング）にも弾みをつけて取組むことができることになる。後者

については協会活動の推進力となり始めている。1999 年の「情報室通信」の創刊から、この 3 月

には第 50号を発行することができた。ホームページと合わせ、この取組みを続けることにより遊

び場づくり活動の広い展開や活動への支援獲得といった効果を今後も期待出来る。 

・「「「「行政等行政等行政等行政等とのとのとのとの協働事業協働事業協働事業協働事業のののの実践実践実践実践とととと政策提言政策提言政策提言政策提言のののの検討検討検討検討」」」」は、住民を主体とする冒険遊び場づくりを目指

す東京都港区から委託を受け、協働事業 1 年目として、冒険遊び場（2 カ所 8 日間）やトークセ

ッション（2 カ所 4 回）等を行い、一定の成果が得られた。他都市からの引き合いもあり、実績

報告を充実整理することで「「「「活動支援活動支援活動支援活動支援プログラムプログラムプログラムプログラムのののの整理整理整理整理とととと公開公開公開公開」」」」への展開を図ることとしたい。 

・震災や原発事故の影響が大きな一年であったが、地域運営委員や全国のネットワークの機動力、

広がりを感じることのできた一年であった。協会は会員とともに存在し活動を行っていることを

再確認し、以下、本年度の事業を個別に振返り報告を行う。 
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01010101    中間支援組織体制中間支援組織体制中間支援組織体制中間支援組織体制のののの構築構築構築構築ならびにならびにならびにならびに財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化        

■実施体制：担当理事【正副代表（大村虔一、天野秀昭、石田太介、梶木典子、関戸まゆみ）、事

務局担当理事（古賀久貴、菅博嗣、根本暁生、三浦幸雄）、広報担当理事（齋藤啓子）】 

■事業目的：理念、ミッション（使命）、そしてビジョン（展望、目指す未来像）は、協会活動の

基盤であり会員、社会との絆である。これをより一層受けとめられやすい構成と表

現に整え、わかりやすい広報計画を構築する。 

組織体制は、次期役員選出を見通しながら会員と協会のつながり、顔の見える地域

ネットワークづくりを強化する。 

財政基盤は、多様な資金調達（会費収入・寄付金収入の増加、収益事業の開発、事

業受託の増加等）により安定化させる。 

■ 活動概要と成果： 

 財政基盤の安定化のため検討を進めていた認定ＮＰＯ法人化については、国税局への相談を経

て、2011 年度末に申請をすることができた。2012 年度 4 月にヒヤリング等を経て 6 月には認定

される見通しである。寄付が集めやすくなるのでこれを弾みとし、財源獲得（ファンドレイジン

グ）にも力を入れたい。 

 協会は全国の幅広い活動団体からの相談を受けている。実態調査で各団体のミッション表現を

問い（2010 年実施）、「自分の責任で自由に遊ぶ」を含む表現を 55%の団体が掲げていることがわ

かった。「自ら遊ぶ」「自ら責任を負う」「自由に遊ぶ」という表現と、協会の「遊びあふれるまち

へ」のミッションについて、継続して思考していく観点があることへの気づきを得たことが、本

年度の成果といえる。 

 2011 年度初めて実施した地域運営委員の、予算をもった企画は、「ミニミニ全国集会」の開催

と決まり、「被災地で考える、遊び場づくり」と題して 10 月に仙台（参加 73 名）で実施した。東

北地域の活動団体や各地の会員などの協力で、冒険遊び場づくり活動団体による被災地での取り

組みなどを通して、こんな時だからこそ浮き彫りになる子どもにとっての遊びの重要性や、私た

ちのできることを考えた。その他、地域運営委員は、各地での「小集まり」を実施し、顔の見え

るネットワークづくりの中でテーマを追うなど、ますます活躍している。 

 事務局体制はアルバイトを増員したものの、被災地支援事業における遠隔地や他団体との連絡

調整等緊急な事務量の大幅な増加で厳しい状況にあり、課題である。 

 

02020202    行政等行政等行政等行政等とのとのとのとの協働事業協働事業協働事業協働事業のののの実践実践実践実践とととと政策提言政策提言政策提言政策提言のののの検討検討検討検討            

■実施体制：佐々木健二、三浦幸雄、嶋村仁志、菅博嗣、関戸まゆみ 

■事業目的：日本冒険遊び場づくり協会は、『遊びあふれるまちへ』の実現に向けて国・地方自治

体・経済団体・企業・NPO 等との連携を模索している。本年度も想定されるあらゆ

る機関・組織との関係のあり方ならびに関係づくりを行い、地方自治体との協働事

業としての冒険遊び場づくりの展開モデルの構築を目指す。 

■活動概要と成果： 

 行政との協働事業については、まず東京都港区にて、住民を主体とした冒険遊び場づくりを目

指す協働推進課を中心としたチームとの協働事業 1 年目として、住民主体の冒険遊び場づくりに

向けたあり方の協議、冒険遊び場（2 か所 8日間）、区民向けトークセッション（2 か所 4日間）
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を実施した。その中で、地域関係者との関係づくり、冒険遊び場候補地における遊びの場として

の可能性の調査、地域の課題や特徴の整理などを行い、それぞれに一定の成果を得た。 

 また東京都狛江市にて、冒険遊び場を運営する市民団体と市が進める「プレーパーク設置協働

研究事業」において、プレーリーダー派遣のための事業委託を受けた。市民団体と市が協働推進

事業を進めていく際の課題を抽出、整理、来年度の実施に向けた提案を行った。 

 「地方自治体との協働事業としての冒険遊び場づくり展開モデル」については、必要とされる

材料や視点は揃い始めているが、構築にはさらなる作業が求められる。 

 政策提言の検討は、次世代育成対策推進法（平成 27年 3月までの時限立法）の次期法案の動向

分析等から、次期提言書作成時期の目安を平成 25年の中頃とした。併せて「次期提言のための作

成準備資料」を会員向けメーリングリストに送付し、今後の協力を求めた。 

 また、遊び場づくりによる被災地支援事業の付帯的成果として、子ども・子育てに関わる様々

な団体等との連携関係を構築することができた。例えば、「にっぽん子育て応援団」が行う「被災

地の子ども・子育て支援ネットワーク」事業に協力し、連携して発信を行った。10月に仙台で協

会が実施したミニミニ全国集会の様子や被災地域での遊び場づくり活動について、応援団主催の

シンポジウムや事業実施報告書等で広く紹介された。他にも、「災害子ども支援ネットワークみや

ぎ」、「日本サードセクター経営者協会（ＪＡＣＥＶＯ）」、国際ＮＧＯの「プランジャパン」など

とも情報交換をして活動を行った。 

 また、被災地域の遊び場「あそびーばー」には国務大臣をはじめ様々な政治家・行政職員等が

視察に訪れており、遊び場づくり活動が強く認知されるきっかけとなったと思われる。 

 その他、屋外型子育て支援事業の全国モデル展開企画は、ＮＰＯ法人プレーパークせたがやの、

施設の運営と全国への普及についての研究への協力を継続して行った。 

 

03030303    「「「「冒険遊冒険遊冒険遊冒険遊びびびび場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催のののの日日日日」」」」のののの啓啓啓啓発発発発とととと普及普及普及普及            

■実施体制：関戸博樹、会員有志（高子未乃梨、谷居早智世、廣川和紀、矢郷恵子） 

■事業目的：「遊び」や「地域」との関わりの深い「冒険遊び場づくり」の実践は、近年の様々な

 社会問題において一つの社会的なメッセージとして注目されている。今年度は地震

 及び津波により被災した地域において、「遊びを通じた子どもの心のケア活動」が 

 各地で行われており、本事業を通して被災地域における遊び場づくり活動について

 も、多くの人に知ってもらいたい。 

     当協会は、昨年に引き続き今年度も「冒険遊び場一斉開催の日」などの啓発活動に 

     取り組み、全国の仲間が一斉に行動することで、外遊びの力と冒険遊び場の存在を

     広く知らしめるとともに、活動者が自分の地域にアピールできる状況をつくる。 

■活動概要と成果： 

 2011 年度は東日本大震災による原発事故での放射能汚染などの影響もあり、「外遊びをする日」

を呼びかける事業である全国一斉開催ができるのかどうか、当協会としても大変悩んだ。しかし、

幾度かの話し合いを経て、「子どもにとって遊びが大切だということ」を社会が考える契機にすべ

く、こんな時だからこそ実現しようとの決断を 9月にし、「～今こそ守ろう、子どもの命、子ども

の遊び！～」をテーマに掲げ 12 月 3 日（土）―11 日（日）の 8 日間を開催期間とした。結果、

年度の途中からの急な呼びかけにも関わらず、参加団体 98 ヶ所、賛同団体 16 ヶ所の計 114 ヶ所

（内 12 月 11 日に開催していたのは 39 ヶ所）が名を連ね、2010 年に引き続き大正大学の協賛を
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得て、「第 2 回冒険遊び場全国一斉開催の日」の開催をすることができた。 

 準備期間が短く開催日を合わせることができなかったという声や、被災地や関東周辺の遊び場

では津波の被害や放射線量の高さから開催できなかったという声も届いた。一方、全国の多くの

団体とともにつくりあげる事業であると知り、運営スタッフの意識を「自分達の遊び場を」だけ

でなく「全国の子どもたちの遊び場を」と視野を広げるきっかけになった。また、一斉開催事業

のチラシを持ち地域の行政にアピールに行けてよかった、という事例も聞けた。 

 社会へのアピールの実現としては、メイン会場の西公園プレーパーク（仙台市）での NHK の BS

ニュースや、地方新聞やケーブルテレビなどの取材を受けた。 

＜表：全国一斉開催比較＞ 

 

開催日 参加団体数 賛同団体数 合計 報道数 

第 1回 2010 年 8 月 28 日（金）～30 日（日） 119 49 168 22 件  

第 2 回 2011 年 12 月 3 日（土）～11 日（日） 98 16 114 4 件 

    

04040404    会員参画編集会員参画編集会員参画編集会員参画編集によるによるによるによるＮＮＮＮ遊遊遊遊ＳＳＳＳのののの発行発行発行発行        

■実施体制： 齋藤啓子、関戸まゆみ、事務局（細見佑子・渡部康成）、会員からの公募委員（ア

タル！、内山悠、河野麻菜美、高子未乃梨、高橋詠美、谷居早智世、塚本岳、蛭子

井里江、若山香里） 

■事業目的：「遊びあふれるまちへ」を掲げる日本冒険遊び場づくり協会の機関誌「N遊 S」を発

行する。編集には、会員の連携や各事業の促進を果たすために積極的かつ継続的に

会員の参画を図っていく。 

■活動概要と成果： 

  遊び場のプレーリーダー、得意分野を生かしてデザインを担当する美大生、会議や作業のた

めに夜行バスで上京する関西在住の大学院生など、2011 年度は多彩な顔ぶれが編集に参加した。

編集会議の他に、おもにメールのやりとりで編集作業や印刷原稿の作成をしている。 

 これまで滞りなく年 4回発行し、2012 年 3 月には、1999 年の IPA 日本支部冒険遊び場情報室（日

本冒険遊び場づくり協会として独立以前）の「情報室通信」の創刊から数えて第 50号を、発行す

ることができた。 

 参加型編集＆版下作成を支える技術的な研修を、印刷所とタイアップして3月7日に実施した。 

 2008 年度より N遊 Sを会員参加型で編集・発行してきたことが、少しずつ協会の活動の推進力

となりつつある。この取り組みを、工夫しながら続けることで、遊び場づくり活動支援の効果を

生み出していく。 

＜表：2011 年度発行の N遊 S＞     

N 遊 S 発行日 内容 

47号 2011/6/30 「東日本大震災特集号 今こそ信じよう！「遊びの力」被災地支援事業として増ページ・各所へ配布用に増刷。 

48号 2011/9/25 「はじめよう！行政とのパートナーシップ」地域編集版の第 1号、関西の有志チームが独自の編集方針で企画・協力。 

49号 011/12/20 特集号「被災地で考える、遊び場づくりミニミニ全国集会＠仙台：報告書」被災地支援事業予算で増刷。参加者が記録・編集協力。 

50 号 2012/3/1  「創刊 50 号記念特集 遊びと育ち。」初のカラー大型（A2）ポスター形式。 
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05050505    活動支援活動支援活動支援活動支援プログラムプログラムプログラムプログラムのののの整理整理整理整理とととと公開公開公開公開         

■実施体制： 担当理事（古賀久貴、嶋村仁志、三浦幸雄）が事業を統括し、会員有志の参画によ

るプロジェクトチームが事務局と連携を図りながら事業を実施する。 

■事業目的： これまでの冒険遊び場づくりに関わる相談ならびに支援事業において提示してき

た基礎的な情報や知見を、関心を持つ人が理解しやすいようにわかりやすくまとめ

て提示する。また冒険遊び場づくりに取り組みはじめやすい情報として「活動支援

プログラム」の内容を整理することで、相談や受託等への対応の効率化と事務局業

務の負担軽減に繋げていく。 

■活動概要と成果： 

  今年度は別表の通り合計 31 件の派遣事業等を実施した。内 14 件の実施報告を協会 web サイ

ト「News!最新情報：派遣事業等報告」に掲載した。依頼内容の半数以上が講演で、青少年活動

や子育て支援、また公園の利活用といったテーマにおいて、冒険遊び場づくりの視点からの知見

が求められた。実施にあたっては理事をはじめ会員を派遣した。一部に集中していた以前の状況

に比べると、ひろがりが出てきたが、今後も地域やテーマに応じた多様な人材のネットワークに

より実施体制を充実させていく事が課題と言える。 

  「活動支援プログラム」については、無理にパッケージ化を図るのではなく、実績報告を充実

させることで、具体的な支援内容の周知を図るとともに、依頼者の参考になる資料としての役割

を担わせる方針で進めている。そのため、実績については参加人数や代表的な反応などの成果を

細やかに記録していく事が必要であり、そのためのフォームの整備が課題とされた。 

  また、冒険遊び場づくりについての基礎的な情報を整理し、web サイトで公開した。今後、

相談・問い合わせ等の窓口業務の負担軽減ならびに派遣等の支援事業の依頼拡大、関連資料の販

売促進、といった効果が期待される。なお、不具合により閉鎖状態だった「Shop 図書・資料販

売」について、会員の協力を得て、新たなインターネットでの販売システムの構築を進めた。 

 これまでの知見をまとめた「ノウハウブックレット」については、1 冊目の「リスクとハザー

ド（仮）」が完成間近である。今後、編集体制を構築して続刊の発行を目指したい。 

＜表：2011 年度派遣事業一覧＞ 
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06060606    遊遊遊遊びびびび場場場場づくりによるづくりによるづくりによるづくりによる震災震災震災震災復興支援復興支援復興支援復興支援            

■実施体制：天野秀昭、梶木典子、根本暁生、佐々木健二 

■事業目的： 被災はじめ避難地域では、東日本を中心に甚大な被害を受けた震災により子どもが

いきいきと存分に遊ぶことのできる環境が著しく損なわれている。当協会は、遊び

場づくりを通じて一連の震災による子どもたちの心身の負担回復および成長に寄

与することを目的に広め、遊びに関わる大人や遊びの大切さを理解する大人を増や

していく事業に取り組む。 

■活動概要と成果： 

 概要は大きく 3 つに分けられる。 

１．遊び場の常設：気仙沼市本吉町大谷地区「あそびーばー」 

2011 年 4月 26 日にプレーリーダーを常駐させる遊び場を、シャンティ国際ボランティア会(ＳＶ

Ａ)と協働して開設した。8 月末までは、全国のプレーリーダーが交代で常駐し、9 月以降は、常

駐者を一人派遣し、遊び場の安定的な運営を図った。地域のニーズは刻々と復旧の過程で変化し、

また、子どもの心身の回復は、友達関係、遊びこみ方、身体の動きなど大きく変化してきたため、

その状況に合わせて遊び場の運営を行った。 

２．プレーカーの運行 

2011 年 8 月より、被災地各所からの要請を受けて運行するプレーカー（2 台：あそぼっかー・プ

レーカー、遊び道具を乗せた車での遊び場出前）による遊び支援を行った。被災地復興支援担当

の現地スタッフ（チーフコーディネーター）を配置し、宮城県のＮＰＯ法人冒険遊び場―せんだ

い・みやぎネットワークと協力しながら実施。これまでに、仙台市、石巻市、気仙沼市、登米市、

山形市等に出向き、各地域と調整を図り活動を展開してきた。 

３．遊び場づくりによる復興支援活動への支援要請と広報 

被災地における遊び場づくりによる復興支援活動を支援するために、全国の遊び場づくりネット

ワークを中心に寄付の呼びかけるとともに、プレーリーダーや世話人に現地入りする活動支援を

要請した。これらを円滑に進めるために、被災地復興支援活動の専用ホームページを開設した。 

協働団体 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA） 

協力団体等 全国各地の冒険遊び場活動団体、NPO 法人冒険あそび場－せんだい・みやぎネットワーク、西

公園プレーパークの会、Youth for 3.11、IPA（子どもの遊ぶ権利のための国際協会）日本支部

NPO 法人プレーパークせたがや等 

支援金等 特定目的募金 858 万円、Victorinox 586 万円、American Express 209 万円、日本財団 100 万円、

東日本大震災復興ＮＰＯ支援・東海プロジェクト 30 万円、Aromamora 12 万円 

支援金使途 

 

現地派遣スタッフ人件費、交通費、備品、消耗品、賃借料、通信費、記録、報告書、広報、SVA

ボランティア基地使用料、事務経費、仙台の冒険遊び場支援等 

2011 年度の

事業経緯 

4 月上旬 

4 月 26 日 

5 月上旬 

7 月 19 日 

8 月下旬 

10 月上旬 

10 月中旬 

12 月上旬  

東日本大震災被災地支援のための募金開始 

気仙沼「あそびーばー」オープン 

「東日本大震災被災地復興支援事業専用サイト」運用開始。 

気仙沼大谷小学校にて、今後に向けての意見交換会 

気仙沼の「あそびーばー」に専従者を雇用 

東日本大震災被災地支援事業チーフコーディネーターを雇用 

あそぼっかー活動開始（プレーカーは仙台地区で活用） 

気仙沼「あそびーばーに集う親の会」結成、地元へのアンケート調査実施 

その他 気仙沼あそびーばー開園日数：251 日 

「あそぼっかー」による遊び場開催数： 32 回 

ボランティア数：延べ 1,139 人（SVA ボランティア基地を利用したスタッフ数）  
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■■■■2011201120112011 年度年度年度年度    決算決算決算決算報告報告報告報告            

付属資料付属資料付属資料付属資料 1111：：：：2011201120112011 年度財務諸表年度財務諸表年度財務諸表年度財務諸表            

                                                                    

科　目 金　額 科　目 金　額 科　目 金額

   【事業費】    【管理費】    【経常収入】  

        給料  手当(事業) 0         給料  手当 2,697,537         受託事業収入 5,960,220

        事業推進事務局費 0 　　　 謝　　　　金 100,000         会費　収入 2,741,000

        事　業　委託費 0         法定福利費 307,643 　　　 補助金収入 200,000

        謝　　　金(事業） 4,458,644         福利厚生費 17,640         寄付金収入 523,602

        印刷製本費(事業) 385,182         通  信  費 179,584         参加費収入 128,850

        荷造　運賃(事業) 175,057         印刷製本費 280,845         販売等収入 451,327

        旅費交通費(事業) 255,511         荷造  運賃 71,612         広告　収入 115,650

        会　議　費(事業) 42,265 　　　 水道光熱費 72,000         受取利息収入 1,349

        備品消耗品費（事業） 142,229         旅費交通費 322,938

        保　険　料（事業） 18,130 　　　 修  繕  費 13,650

        支払手数料(事業) 0         会  議  費 25,142

        通　信　費(事業) 1,047         備品消耗品費 269,631

        雑　　　費(事業) 1,500 　　　 リース料 130,200

        商品　仕入 139,120 　　　 租税公課 8,300

　　　棚卸資産増減額 453,185 　　　 支払手数料 26,298

　　　 雑　　　費 0

　　　 雑　損　失 43,723

             事業費  計 6,071,870 管理費　計 4,566,743              経常収入  計 10,121,998

　　　支出の部合計　　 10 ,638 ,61 310 ,638 ,61 310 ,638 ,61 310 ,638 ,61 3 　　　収入の部合計 10,121 ,9 9810 ,1 21 ,9 9810 ,1 21 ,9 9810 ,1 21 ,9 98

　　　当期収支差額 ▲ 516 ,6 15▲ 516 ,6 15▲ 516 ,6 15▲ 516 ,6 15 　　　次期繰越収支差額 6,415,461 　　　前期繰越収支差額 6,932,076

　　　ＴＯＴＡＬ 17,054,074 　　　ＴＯＴＡＬ 17,054,074

科　目 金　額 科　目 金　額 科　目 金額

   【事業費】    【管理費】    【経常収入】  

        給料  手当(事業) 2,212,811         給料  手当 442,823 　　　特定目的募金 8,583,937

　　　  雑      給（事業） 42,100         通  信  費 18,269 　　　助成金収入 9,364,884

　　　  法定福利費（事業） 303,754         印刷製本費 7,692

        業　　務　委託費 220,000         荷造  運賃 15,630

        謝　　　金(事業） 1,638,000         旅費交通費 13,182

        旅費交通費(事業) 1,422,535         備品消耗品費 2,404

        備品消耗品費（事業） 1,639,798

        保　険　料（事業） 349,089

        租税公課(事業) 3,880

        リ ース 料（事業） 348,150

        支払手数料(事業) 420

　　　 ボランティア経費（事業） 572,560

　　　 通　信　費（事業） 20,545

　　　 水道光熱費（事業） 26,758

       デザイン費（事業） 450,000

　　　 車両減価償却費 1,846,966

　　　 雑　　　費（事業） 55,663

             事業費  計 11,153,029 管理費　計 500,000              経常収入  計 17,948,821

　　　支出の部合計　　 11 ,653 ,02 911 ,653 ,02 911 ,653 ,02 911 ,653 ,02 9 　　　収入の部合計 17,948 ,8 2117 ,9 48 ,8 2117 ,9 48 ,8 2117 ,9 48 ,8 21

　　　当期収支差額 6,295 ,7 926 ,2 95 ,7 926 ,2 95 ,7 926 ,2 95 ,7 92 　　　次期繰越収支差額 6,303,792 　　　前期繰越収支差額 8,000

　　　ＴＯＴＡＬ 17,956,821 　　　ＴＯＴＡＬ 17,956,821

収収収収　　　　支支支支　　　　計計計計　　　　算算算算　　　　書書書書　　＜　　＜　　＜　　＜震災特別会計震災特別会計震災特別会計震災特別会計のののの部部部部＞＞＞＞

自　2011年 4月 1日　　　　　　   

至　2012年 3月31日　(単位：円)

支出の部 収入の部

　

　

収収収収　　　　支支支支　　　　計計計計　　　　算算算算　　　　書   書   書   書   ＜＜＜＜一般会計一般会計一般会計一般会計のののの部部部部＞＞＞＞

自　2011年 4月 1日　　　　　　   

至　2012年 3月31日　(単位：円)

支出の部 収入の部
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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

 【流動資産】   【流動負債】   【正味財産】  

 （現金・預金）      未  払  金 2,876,573     正味  財産 12,719,253

    現      金 429,389     前  受  金 0     (うち当期正味財産増加額) 5,779,177

    普通  預金 10,783,656     預  り  金 240,655 正 味 財 産 の 部 合 計 12,719,253

    郵便　振替 3,393,879     仮  受  金 605,652

    未  収  金 2,275,475  【固定負債】  

 （棚卸資産）          長期借入金 1,240,000

    棚卸  資産 387,689 負 債 の 部 合 計      4,962,880

 （その他流動資産）  

    前払  費用 18,620

    立  替  金 0

    仮  払  金 18,000

        流動資産合計 17,306,708

 【固定資産】  

 （有形固定資産）  

        固定資産合計 375,425

　　　資 産 の 部 合 計 17,682,133

科　目 金　額 科　目 金　額 科　目 金額

 【流動資産】  【固定資産】  【流動負債】  

     （現金・預金）      （有形固定資産）         未  払  金 2,876,573

        現      金 277,026 　　　車両運搬具 375,425         前  受  金 0

       小口　現金 152,363         預  り  金

        普通  預金 10,783,656           源泉所得税 193,169

        郵便　振替 3,393,879 　　　　 社会保険料 47,486

     （売上債権）         仮  受  金 605,652

        未  収  金 2,275,475

     （棚卸資産）  【固定負債】  

        販売用資産 387,689         長期借入金 1,240,000

     （その他流動資産）

        前払  費用 18,620

　　　　仮　払　金 18,000

                 固定資産合計 375,425

                 流動資産合計 17,306,708 17,682,133  負債の部  合計 4,962,880

正味財産 12,719,253

資産の部 負債の部 正味財産の部

　　負債・正味財産の部合計 17,682,133

                    資産の部  合計　

財財財財　　　　産産産産　　　　目目目目　　　　録録録録

2012 年 3月31日現在　(単位：円)

資産の部 負債の部

貸貸貸貸　　　　借借借借　　　　対対対対　　　　照照照照　　　　表表表表

2012年 3月31日現在　(単位：円)
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【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】    2009200920092009 年度年度年度年度    第第第第 2222 号議案号議案号議案号議案ののののトレーストレーストレーストレースそのそのそのその２２２２    

協会協会協会協会のののの財政再建財政再建財政再建財政再建のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと震災震災震災震災関係特別会計関係特別会計関係特別会計関係特別会計    

    

会員の皆様には、2009 年度総会の第 2号議案「協会ミッションと新体制について」において、協会

の経営状況と会費値上げのお願いをしなければならなかった背景を説明し、合わせて協会のミッショ

ンの再確認と新体制における取組み方針について報告しました。そして、2011 年度総会では、協会が

財政再建に取り組んだ状況と結果について 2年目のトレースを報告しました。 

しかし、2011 年 3 月に発生した東日本大震災をうけて協会が実施した被災地域の遊び場づくり活動

等により大きく財政状況が変化することが予想されましたので、協会では震災関係特別会計をつくり

管理しています。以上を踏まえ、3年目のトレースをして参考資料をまとめましたので、報告します。 

 

 協会は、全国の冒険遊び場活動団体及び個人を支援する中間支援組織ですので、役割を果たすた

めに「「「「事務局事務局事務局事務局のののの維持管理等維持管理等維持管理等維持管理等にかかるにかかるにかかるにかかる経費経費経費経費（（（（管理費管理費管理費管理費）」）」）」）」を確保する必要があり、「「「「○○○○：：：：会費収入会費収入会費収入会費収入＋＋＋＋一般収一般収一般収一般収

入入入入＞＞＞＞管理費管理費管理費管理費」」」」となるように予決算管理をしています。2009 年度以降は、会員の皆さんに会費の値上げ

をお願いした上で、理事、地域運営委員の活動、そして会員の参画と事務局員の奮闘により、最低限

の管理費をもって協会の運営を進めてまいりました。しかし、2011 年度は、「「「「●●●●：：：：会費収入会費収入会費収入会費収入＋＋＋＋一般収入一般収入一般収入一般収入

＜＜＜＜管理費管理費管理費管理費」」」」となりました。これば震災関連募金の実施により、一般会計に計上する寄付等が減少した

ことによると考えられます。尚、次期繰越金として管理費相当分以上の額を確保できております。 

また、2009 年度に会費収入目標額として示した、約 400 万円については未達成であり、継続して会

費納入のお願い、新規の会員獲得、及び新たな一般収入の確保に取り組んでまいります。    

 

表表表表１１１１：：：：協会会計協会会計協会会計協会会計（（（（決算決算決算決算））））のののの推移推移推移推移                       （単位：万円） 

費目 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 （震災） （連結） 

会費会費会費会費    110110110110    190190190190    318318318318    281281281281    274274274274    ((((0000))))    ((((274274274274))))    

一般収入一般収入一般収入一般収入    910910910910    240240240240    230230230230    672672672672    122122122122    ((((858858858858))))    ((((980980980980))))    

助成・受託 1,840 420 301 1,019 616 (937) (1,553) 

前期繰越 280 470 185 429 693 (1) (694) 

収

入

の

部 

（TOTAL） 3,140 1,320 1,034 2,401 1,705 (1,796) (3,501) 

事業費 2,070 470 276 1,344 607 (1,115) (1,768) 

管理費管理費管理費管理費    600600600600    670670670670    329329329329    363363363363    457457457457    ((((50505050))))    ((((507507507507))))    

次期繰越 470 180 429 694 641 (630) (1,226) 

支

出

の

部 
（TOTAL） 3,140 1,320 1,034 2,401 1,705 (1,796) (3,501) 

収支差額 190 -290 244 265 -52 (630) (533) 

(会費＋一般)－管理 ○ 420 ● -240 ○ 219 ○ 590 ●-61 （○808） (○747) 

主な行事 全国集会   全国集会 被災地支援 

一般収入＝寄付金＋参加費＋販売費＋広告収入＋その他  受託・助成収入=受託事業収入＋助成金収入 

事業費＝事業給与＋謝金＋仕入れ＋事業委託費＋その他  管理費＝給料手当＋法定福利費+その他 

繰越金＝期末（期首）現在の正味財産（＝資産－負債）  （端数処理は、万円単位を四捨五入し、合計金額優先とした） 

【（会費収入+一般収入）－管理費】○：管理費の原資が充足（値が正）、●：不足（値が負） 
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図図図図１１１１：：：：協会協会協会協会のののの 2009200920092009 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの収支収支収支収支のののの実態実態実態実態    

    

【【【【図図図図のののの解説解説解説解説】】】】2011 年度は、2013 年度に予定される次回の全国研究集会を見据えて年度予算を組んだ結果、年度

末の一般会計で 596 万円の次期繰越金を確保することができました。 

前回の 2010 年全国集会を今一度振り返りますと、2009 年度末で次期繰越金として 429 万円を確保することが

でき、事業助成を受けられなかった場合でも全国研究集会を開催することを決断して、事業助成決定前に呼び

掛けを開始することが可能となりました。2010 年度は、通常の管理費 343 万円の他に、全国研究集会の助成金

の中から人件費 208 万円を確保して、かつ、会員参加による運営を行うことで全国一斉冒険遊び場の日や全国

研究集会などの事業を進めることができました。 

2012 年度はまさに全国集会の前年度にあたりますので、事業費として実行委員会立ち上げの費用等を見込む

とともに、年度末で 450 百万円以上の次期繰越金を確保することを目指します。 

一方、2011 年度は被災地域の遊び場づくりを進めるにあたり、【東日本大震災の被災地における子どもの遊び

場づくり支援のための募金のお願い】をしてきました。多くの個人・団体・企業等の御志を頂いたおかげで、

被災した地域において、子どもたちの心身の回復および成長に寄与することができました。この募金・寄付・

助成等は目的を被災地支援事業に特定したものであり、震災関係特別会計として他の一般会計とは区別して管

理しています。2011 年度の震災関係特別会計は、1796 万円の収入があり、管理費 50 万円、事業費 1115 万円の

支出を行い、次期繰越は 630 万円となりました。特徴としては、事業費として直営遊び場のプレーリーダー及

び被災地域の遊び場づくりを支援するコーディネーター等の人件費を 389 万円支出したことが挙げられます。 
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第第第第２２２２号議案号議案号議案号議案    理事理事理事理事・・・・監事監事監事監事のののの改選改選改選改選                                                        決議事項決議事項決議事項決議事項    

第７期の理事・監事案については、資料３「第 7 期（2012 年 7 月 1日～2014 年 6 月 30 日）理事・

監事候補者一覧」をご覧下さい。 

 

 

□改選の経緯 

・2012 年 3 月 1 日 

2012 年 6 月 30 日をもって第 6期役員の任期が終了するため、『来年度事業計画への意見

募集および理事・地域運営委員募集要項』を郵送、ほか ML 等を通じて、正会員のなか

から次期役員の立候補・推薦を募った。 

・2012 年 4 月 8 日 

2012 年 4 月 8日に開催された 2012 年度第 1回理事会において、理事・監事の候補者案

を作成した。 

 

□改選の手続き 

・理事・監事の選任は、総会の議決事項 

（参考：地域運営委員の選任は、理事会の議決事項） 

 

□候補一覧等の作成  

【理事】応募・推薦の資料（協会において担いたい役割等）を参考に候補者案を作成した。 

【監事】留任の打診をし、諒解を得て候補者案とした。
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■■■■第第第第 7777 期期期期（（（（2012201220122012 年年年年 7777 月月月月 1111 日日日日～～～～2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 30303030 日日日日））））理事理事理事理事・・・・監事候補者一覧監事候補者一覧監事候補者一覧監事候補者一覧            資料資料資料資料３３３３    

氏名・所属・職業 自己紹介 協会において担いたい役割 

天野

あ ま の

 秀昭

ひであき

 

（特）プレーパーク

せたがや理事 

（特）たまりば理事 

1979 年に開設された羽根木プレーパークの最初の常駐者。

81 年 4 月からプレーリーダーを生業とし、世田谷区内 3

箇所のプレーパークをその地域の住民と共に立ち上げる。

96 年に冒険遊び場全国研究集会を初めて開き、その流れで

今の協会の前身となる「冒険遊び場情報室」を立ち上げた。

もちろんこれらはひとりでではなく、たくさんの人と一緒

に。 

95 年の阪神淡路大震災の時に神戸市長田区に、せたがやの

メンバーと遊び場を 5 ヶ月間運営。今回の震災では、その

経験が大いに役立った。 

今は 3 年前に大正大学に新設された「のびのびこどもプロ

ダクトコース」に招聘され、「こども遊び創造サブコース」

を担当。大学生を相手に、プレーリーダーとして通用する

力を持った大人を念頭に育成中。今年初めての卒業生を出

す。 

自分の人生を振り返ると、「初めての」という言葉が多い。や

っているときはそんな意識はあまりないのだが、結果的にそう

いうことが多かったりしてきた。あまり人がやらないことを好

むのだろう。その逆に、ルーティンは気力が持たなかったりす

る。そこで自分の特性を、混沌に惹かれる存在であると捉えて

いる。整理される前は面白いのだが、整理されると面白くなく

なってしまうという厄介な特性だ。社会的には逆行しそうだ

が、遊び場には不可欠な要素だと自分では思っている。混沌そ

吞のものを み込む遊び場。だから学校に行かれない子も、いじ

める子も、非行少年も、とってもいい子も、障碍を持つ子も、

みんながいられる。 

社会の隅々までをシステム化しようとする流れの中で、混沌

を保つためのエネルギーがどこまで続くのか分らないが、子

どもが生き生きと遊べる社会を切り開いていくこと。それを

伝染病のように撒き散らして、一蓮托生の人を、一般にはも

ちろん、役所にも企業にも多く生み出していきたい。 

 

大村

おおむら

 虔

けん

一

いち

 

都市計画デザイナ

ー・建築家 

これまで当協会の代表を長年にわたって務めてください

ました。 

世田谷区経堂で、学校 PTA や地域住民をまきこんだ冒険

遊び場づくりを市民の立場で実践し、世田谷区のプレーパ

ーク事業を実現させた。 

子どもの遊ぶ権利のための国際協会 IPA 日本支部を立ち

上げ、IPA 東京大会も誘致した。これが当協会の前身とな

っている。（推薦 齋藤啓子） 

代表を後進に譲りたいというお気持ちも聞いていますが、いま

こそ、大村さんの経験と知見が必要だと思っています。 

東日本大震災の復興の拠点ともいえる仙台にいることのフッ

トワーク、これからのまちづくりへの様々な参画という視点、

前教育委員長というネットワークなど、私たちの活動の力強い

後押しになります。もちろん、震災復興支援だけが目的ではあ

りませんが、これから２年間にわたり、事例を重ねてきた自治

体との協働による冒険遊び場づくりにおいても、ぜひバックア

ップしていただきたいのです。（推薦 齋藤啓子） 

梶

かじ

木

き

 典

のり

子

こ

 

神戸女子大学家政学

部 

現在、日本冒険遊び場づくり協会の理事をしています。 ・これまで４期（2004 年～）にわたり理事として活動をして

おり、これまでの成果を踏まえたうえで、これからの協会の目

指す方向について考えていきたい。 

・次期理事会メンバーに加わることができる人材を発掘してい

きたい。 

・新事務局員の方が業務に慣れるまで、できる限りサポートし

ていきたい。 

 

古賀

こ が

 久貴

ひさたか

 

日本冒険遊び場づく

り協会 

日本冒険遊び場づくり協会の事務局を９年間担っていま

した。 

現在は、小学校教員をしています。 

 

・「遊びあふれるまちへ！」の考えを多くの人たちと共有でき

る社会にしていきたいです。 

・冒険遊び場づくりは、徐々に社会的認知が高まっているよう

に感じています。さらに、近接分野（保育、教育、造園etc）

とのかかわり合いを深めるための取り組みを進めていきたい

です。 

・冒険遊び場づくりを通じて見える「自由」や「自治」、「子

ども」といったテーマについて、語り合える場をつくっていき

たいです 

 

齋藤

さいとう

 啓子

けいこ

 

武蔵野美術大学、 

NPO法人プレーパー

クせたがや理事  ・ 

IPA 子どもの遊ぶ権

利のための国際協会

会員 

羽根木プレーパーク以前の世田谷での冒険遊び場づくり

に参加。 

IPA 日本支部設立会員として、冒険遊び場づくりの支援に

関わってきた。 

IPA 日本支部や当協会の前身の冒険遊び場情報室から会報

紙編集に携わり、これまで 4 年間 N 遊 S の編集担当理事を

務めた。 

現在は、武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科教授（専

門：環境デザイン、コミュニティワークショップなど）。

世田谷区企画部都市デザイン室、（財）世田谷都市整備公

社まちづくりセンター勤務。 

・協会の事業への会員参加の推進を図る。 

その一環として、情報発信と活動推進を一体とした広報活動

を企画し、実施する。 

・協会の活動記録の効果的な編集を企画する。 

・協会の情報発信による近接領域の NPOとの連携を企画する。 

・協会の情報発信による効果的なキャンペーンを検討、企画

する。 

 

佐々木

さ さ き

 健二

け ん じ

 

西公園プレーパーク

の会、 会社員 

仙台市の西公園プレーパークの会副代表理事、兼プレーパ

ークプロジェクトリーダー。学生時代に冒険遊び場に出会

う。ニックネームはクロベ。会社員。 

2008 年 7 月から 2012 年 6 月まで当会理事（第 5 期、第 6

期）。政策提言活動を担当。 

当会理事として 2009 年度に作成に関わった政策提言書「外遊

びの力を次の世代に」は、日本全国の会員に配布し、さらに会

員によって遊び場づくりの理解者になってほしい人たちに手

渡すことができた。また、次期政策提言書を発行する時期の目

安を平成 25 年中ごろとした。 

・理事となった場合の役割としては、全国の団体が冒険遊び場

づくりを発展させる基盤としての政策提言活動に引き続き取

り組みたい。目標としては、遊び場づくりに関わる人の枠を超

えて、子どもに関わる様々な大人が協力するための仕組みにつ

いて模索していきたい。また、企業から収入を得る仕組みづく

りを行いたい。 
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嶋村

しまむら

 仁

ひと

志

し

 

TOKYO PLAY 代表、

プレーパークむさし

の理事 

1996 年に羽根木プレーパークのプレーリーダーになって

以来、川崎市子ども夢パーク、プレーパークむさしのなど

に勤務する傍ら、国内外の冒険遊び場づくりのお手伝いを

してきました。冒険遊び場に限らず、子どもが遊ぶことの

大切さに社会の様々な立場の人が取り組めるように、2010

年に TOKYO PLAY を設立しました。翻訳書「プレイワーク

～子どもの遊びに関わる大人の自己評価～」ボブ・ヒュー

ズ＆プレイ・ウェールズ著・学文社 2009 年、「グラウン

ド・フォー・プレイ～イギリス冒険遊び場事始め～」ジョ

ー・ベンジャミン著・鹿島出版会 2011 年を 2 冊出してい

ます。 

協会理事として取り組んできたいくつかの事業が軌道に乗る

ように整理し、会員の活動に役立ち、社会の関心が広がるよう

にする 

－ 現在、港区で進行している「自治体との協働事業としての

冒険遊び場づくり」の整理と全国での応用 

－ ノウハウブックレットの発行 

 

菅

すが

 博嗣

ひろつぐ

 

造園家・まちづくり

プランナー 

(有)あいランドスケ

ープ研究所 

・千葉県松戸市在住 ５２歳 ２男１女の父 

・東京都文京区出生、３歳より松戸市在住。子ども時代の

遊び場は、「里山」「田畑」「空き地」。 

・遊び仲間は、縦繋がりの近所の子。「おまめ」という立

場の誰かの兄弟も群れて遊んでいた。 

・そんな自分の子どもの頃の記憶と今の子どもたちの在り

ように様々な思いを抱いています。 

・造園と言われる領域の技術者です。公園づくり、まちづ

くりなどに従事します。現在の子どもにとっても、大人に

とっても子ども時代を大切にすることの出来る環境づく

りに関心があります。 

・「遊びあふれるまちへ！」というミッションに共感します。

また「自ら遊ぶ」と言うことにも重要な意味を感じています。 

・「冒険」という言葉の意味を内面的な精神的なものとして捉

えていくことについて、もう少し議論が出来るといいなあと考

えています。 

・子ども時代を話題にしていきたいです。現在の大人が子ども

時代を振り返り、現役の子どもの環境について考えて行くこと

のできるような取り組みができないかなあと思います。 

・造園の技術者として経験してきたことが何か役に立てるとい

いなあと思います。 

 

須永

す な が

 力

つとむ

 

NPO 法人ゆめ・ま

ち・ねっと 

NPO法人冒険あそび

場・せんだい-みやぎ

ネットワーク 

1990 年から冒険遊び場に関わってきました。 

世田谷のプレーパーク、県営の公園、市営の公園、企業の

プログラム、学生が計画実施する冒険遊び場、被災地の遊

び場他いろいろなタイプの遊び場づくり（時には放課後児

童クラブにも）に関わってきたのが、私の履歴の特徴だと

思っています。 

真ん中に梅干の種子のように頑固なものがありますが、そ

の周囲は経験の中でかなり柔軟になったと思っています。 

理由は自分でもわかりませんが、東北はほとんど来た事が

無い時から何故か不思議と惹きつけられていました。意識

は川を見ると上流へ、日本地図を見ると東北へ、理由不明。 

東日本大震災被災地の現状における、子どもたちを中心とした

被災者への遊び場を通じた応援と、復興とまちづくりに際して

の、子どもたちの遊び環境向上に対する提案と協力。 

ひいては被災地のみならず、遊び場づくりが決して活発とは言

えない東北地方への発信と協力。 

自然が豊かで、人々も子どもたちもとても穏やかな気仙沼市本

吉町馬籠でも、実は子どもたちはほとんど遊んでいない状況が

わかり、自由な遊びに対する子どもたちのニーズは隠れてしま

って気づかれずにいるが、とても多いのだと実感した。 

まずは現在進行形の被災地（気仙沼、石巻、仙台、山元～亘理）

から。 

関戸

せ き ど

 博樹

ひ ろ き

 

あさかプレーパーク

の会 

大学で福祉を学び、「全ての人が元気になれる地域をつく

る」ことを仕事としたいと思っていました。冒険遊び場づ

くりと出会い、「地域住民が地域の子どもの遊び場のこと

を考えて活動することを通じて、地域が元気になってい

く」ことに大きな魅力を感じて 2004 年から 8 年間プレー

リーダーを続けています。2012 年 4 月より 1 年間は主夫と

して子どもを育て、子どもとの生活を実感することで、今

後のプレーリーダーとしての幅を広げたいと思っていま

す。キーワードはエンパワメント。「その人自身の持つ力

を最大限引き出す」ことを大切にしたいと思っています。 

・全国一斉開催事業の担当理事 

※2012 年度中に関しては主夫として子育てをしながらとなっ

てしまいますが、全国一斉開催事業は引き続き担いたいです。

3 年目～4 年目のこの事業を、社会へ「冒険遊び場づくり」や

「子どもの遊び」を発信していく契機として盛り上げていく働

きをしたいと思っています。 

関戸

せ き ど

 まゆみ 

遊び場づくりコーデ

ィネーター 

1980 年代に羽根木プレーパークで子育て期を過ごし、地域

住民として運営に関わり、羽根木プレーパークの会会長を

務めた。その後、区のプレーパーク事業の委託先であった

社会福祉法人世田谷ボランティア協会で、世田谷区内のプ

レーパークの事業事務局を担当した。IPA 日本支部冒険遊

び場情報室、ならびに日本冒険遊び場づくり協会の設立メ

ンバー。 

・冒険遊び場づくりの経験や、全国集会の開催から情報室・

NPO の設立の経緯、過去の資料の存在を知る者として、新し

い世代に伝えたい。 

・事業内の必要とされる細かいサポートや確認などの、短期集

中型実行部隊として動きたい。 

・会員参画の N 遊 S 編集のコーディネート、編集サポート 

・NPO 法人プレーパークせたがやとの協働事業の調整 

野下

のした

 健

たけし

 

NPO 法人野沢 3 丁目

遊び場づくりの会 

世田谷プレーパークで 3 年、野沢テットーひろばで 8 年プ

レーリーダーをしています。 

東京農業大学農学部造園学科卒業。 

妻一人子一人 

インターネットツール等を活用した会員コミュニケーション

の推進 

理念整理 

事務局サポート 

乳幼児を対象としたプレーパークづくりのノウハウ構築 

三浦

み う ら

 幸雄

ゆ き お

 

都市計画家・建築家 

東京・世田谷の桜ヶ丘冒険遊び場を経て、羽根木プレーパ

ークの立ち上げに参画。以降、冒険遊び場づくり活動を支

援。 

『冒険遊び場情報室』、『ＮＰＯ法人日本冒険遊び場づく

り協会』の立ち上げに参画、現在に至る。 

・事務局を始め協会の諸活動の裏方としてサポートしていきた

いと考えている。 

・子どもたちが遊ぶことのできる場、特に外遊びのできる“場”

づくりを担っていきたい、あるいは支援していきたいと考えて

いる。 

    

監事 

   

奥

おく

村

むら

 玄

げん

 

まちづくりプランナー 

 

福島

ふくしま

 智子

と も こ

 

NPO 法人プレーパークせたがや 
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第第第第３３３３号議案号議案号議案号議案    地域運営委員地域運営委員地域運営委員地域運営委員のののの選任選任選任選任                                            報告事項報告事項報告事項報告事項    

第 7 期（2012 年 7月 1日～2012 年 6 月 30 日）の地域運営委員を報告します。 

地域運営委員一覧は資料４を参照してください。 

 

 

第第第第４４４４号議案号議案号議案号議案        2012201220122012 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画およびおよびおよびおよび予算予算予算予算                            報告事項報告事項報告事項報告事項    

2012 年度事業計画および予算を報告します。 

事業計画は資料５「2012 年度 事業計画」、予算は資料６「2012 年度 予算」を参照して下さい。 
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■■■■第第第第 7777 期期期期    地域運営委員一覧地域運営委員一覧地域運営委員一覧地域運営委員一覧                                                                                        資料資料資料資料４４４４        

氏名・所属・職業【地域】 自己紹介 協会において担いたい役割 

岡村

おかむら

 恵子

け い こ

 

あそびばネット北海道 

さっぽろ冒険遊びの会 

【北海道】 

2009 年 8 月より札幌在住。 

あそびばネット北海道で、北海道の冒険遊び場の担い

手や子どもの遊びに関心のある人たちのネットワーク

化を行なっています。 

また、さっぽろ冒険遊びの会では乳幼児親子を主なタ

ーゲットにして、プレーパークを開催しています。 

・北海道地域の情報収集。 

・全国の情報を北海道地域の遊び場関係者にフィードバック。 

・冒険遊び場の紹介、簡単なレクチャー、遊び絵日記の進行。 

 

神 林

かんばやし

 俊 一

しゅんいち

 

日本冒険遊び場づくり協

会 

認定 NPO 法人まちぽっと 

ＴＯＫＹＯ ＰＬＡＹ 

 

【東北】 

 

子ども時代より羽根木プレーパークで遊び育つ。2010

年、すべての子どもが豊かに遊べる東京をミッション

に掲げる TOKYOPLAY という団体にて、子どもの置かれ

ている環境を学んでいくなか子どもの時に遊んでいた

「遊び」の大切さを感じ遊び場に興味を持つ。 

2011 年 4 月 4 日に日本冒険遊び場づくり協会、東北支

援事業のボランティアで気仙沼へ訪れ、あそびーばー

で活動、8 月 24 日より「あそびーばー」常駐のプレー

リーダーとなる。 

2012 年度より認定 NPO まちぽっとより助成を受け気仙

沼あそびーばー常駐を継続することとなる。 

・「東日本大震災」で激しく被災した宮城県気仙沼市という地域に

て、復興支援事業にて活動している遊び場より子ども達の抱えてい

る様々な思いや置かれている状況・遊びからの表現方法を発信して

いくことで被災地の今を発信していきたい。 

・「東日本大震災」より復興していく中、地域の中に置ける子ども

の遊び場の重要性を今後起こりうる有事の際に、現場からの貴重な

経験や情報・防災などの点等を各地域と共有していくことで備えて

いける体制作りを考えていきたい。 

・東北にはあまり冒険遊び場が多く無く、今後の東北の気仙沼地域

に冒険遊び場の動きを活性化していく一つの活動拠点として遊び

の種をまいていきたい。 

・宮城県気仙沼市ならではの海と山に恵まれた環境での今の子ども

の遊び環境を発信していきたい。 

小野

お の

 昭

あき

典

のり

 

【東北】 

横浜市でプレーリーダーとして活動していたのりえも

んです。震災を機に、福島県伊達市に帰ることを決意。

これまで野外での子供の遊び場づくりに携わってきた

ことをいかし、福島のちで子どもの遊び環境を取り戻

し、還していきたいと思います。 

地元伊達市での子どもの遊び場づくり 

福島県内各地での情報交換と人の交流 

各地の状況を鑑みての、室内、野外でのプレイパーク開催支援。 

他都市、市民団体、行政等とのネットワークを活かした「子どもの

遊び」環境づくりの支援 

佐野

さ の

 洋子

ようこ

 

NPO 法人冒険あそび場―

せんだい・みやぎネット

ワーク 

【東北】 

静岡県富士宮市出身・現在仙台市若林区在住。静岡県

富士山こどもの国プレーリーダーを経て現在、仙台市

海岸公園冒険広場プレーリーダー。海岸公園冒険広場

が被災、閉園中なので現在は仙台市若林区４箇所での

地域の遊び場で活動。好奇心を失うべからず、を肝に

銘じて日々を暮らす 61 歳。女性。 

被災地での子どもたちの様子から見えてくるものを全国に発信 

仙台をはじめ東北地域での遊び場づくりへの積極的協力と発信 

根本

ね も と

 暁生

あ き お

 

NPO 法人冒険あそび場-せ

んだい･みやぎネットワ

ーク 

 

【東北】 

 

1995 年、東京・世田谷区で生まれた「烏山プレーパー

クをつくる会」の活動に学生として参加して以来、同

プレーパークのプレーリーダー、世田谷ボランティア

協会プレーパーク事業担当職員、プレーパークせたが

や事務局スタッフなどを務め、2008 年から仙台に。「冒

険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク」に所属を

移し、指定管理者として仙台市立の都市公園：海岸公

園冒険広場の運営にあたりました。東日本大震災以降、

同公園が休園中のため、周辺地域でプレーカーを使っ

た移動型遊び場活動に取り組んでいます。 

協会には、冒険遊び場情報室設立時の事務局スタッ

フとなって以来のかかわりで、今回の改選まで理事も

務めてきました。なお、2006・2007 年度は非常勤の事

務局員を兼務していました。 

・宮城県を中心に、東北地方での遊び場づくり活動の全国への紹介 

・被災地支援活動としても様々展開されている、東北地方での遊び

場づくり活動（およびその計画）を訪ね、少しでも紹介していきた

い。自ら取り組んでいる仙台での活動も含め。 

・東北地方で遊び場づくりに取り組む皆さんへの、冒険遊び場づく

りについての情報提供 

 

早川 大

はやかわ はじめ

 

東大和 七森プレーパー

ク・中野草ッパラダイ

ス・山形プレーパーク 

 

【東北】 

 

約 9 年前に町田でリーダーを始めた早川と申します 

ちょっと太めですが足は速いです 

焚き火の火付けは誰にも負けません 

座右の銘は「成功とは行動することであり、祈る事で

はない」です 

 

 

地域運営委員になりましたら４つの事をやりたいと考えています 

①遊び場の連携強化 

②遊び場のことを知らない人に伝えるための広報活動（ワークショ

ップ作成など） 

③遊び場の悩み相談対応 

そのほか本職（危機管理・防災防犯アドバイザー）の経験を活かし、

ペド対策などの犯罪相談（簡易相談）や開催時に震災が発生した時

の対応など防災相談（簡易相談） 

④山形県内でのプレーパークの定着化 

そのほか 

山形県で福島からの避難者支援としてプレーパークを導入してい

るので放射能被害で避難している子どもたちや親の気持ちを社会

に伝える事ができると考えています 

半田

はん だ

 裕

ひろし

 

あそび屋わにわに（長野

県） 

元横浜にプレーパークを

創ろうネットワーク所属

プレーリーダー 

 

【北陸甲信越（長野）】 

長野県で生まれ育ち、外あそびが当たり前の中で生活

してきました。大学在学中にイギリス、アフリカに留

学、NGO 活動を通して、もっと日本の子どもたちが生き

生きできる場が必要だと思い、帰国後に長野市でプレ

イリヤカー活動を始めました。大学を卒業後、長野で

の冒険遊び場活動をもっと広めたいと思い、そのため

の知識や経験を積むために 2 年間横浜にプレーパーク

を創ろうネットワークに所属し港南台生き生きプレー

パークでプレイリーダーとして勤務しました。4月から

は地元長野に戻り長野県内の遊び場を担うＮＰＯの設

立を目指して活動を始めます。 

・地域での小集まりを通して情報の共有や、それぞれの抱えている

課題をともに考える場をつくりたい。 

・現在、地方の活動団体は数が少かったり、規模が小さいため、行

政からの援助が十分に受けられない。そのため近隣の地域と活動す

る団体でネットワークを作り地域へと働きかけていきたい。 

・特に常勤プレーリーダーのいない団体がほとんどなので、常勤プ

レーリーダーを雇用できる体制づくりをしたい。 

・地域にある協会に登録していない活動団体や、協力していけそう

な団体とつながりを作る。 

・現在長野県の子どもの育ちを考えるワーキンググループに参加し

ているため県の政策に外遊び・居場所事業を盛り込んでいきたい。 
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氏名・地域・所属・職業 自己紹介 協会において担いたい役割 

横山

よこやま

 紀子

のりこ

 

ＮＰＯ法人フリーキッ

ズ・ヴィレッジ 

 

【北陸甲信越（長野）】 

 

1995 長崎・冒険遊び場「稲佐こども村」にプレーリ

ーダーとして立ち上げから関わる（2年間） 

1996 世田谷区 駒沢はらっぱプレーパーク 常駐プ

レーリーダー（5年間） 

2001 世田谷区 羽根木プレーパーク  常駐プレー

リーダー（５年間） 

2006 ＮＰＯ法人プレーパークせたがや プレーリー

ダーとして、プレーカーの立ち上げ またプレーリー

ダーの研修等、全体的に動く。（5年間）                

2011 長野・ＮＰＯ法人フリーキッズ・ヴィレッジの

スタッフとなり、「自然とつながる子どもたちの暮ら

し」という点で、活動をしている。 

冒険遊び場づくり協会は、立ち上げから理事として関

わり、全国の冒険遊び場の活動のお手伝いを、講演・

研修等の講師として関わってきた。 

得意分野は、プレーリーダーや運営者の悩み等を聞く

こと、一緒に考えること。 

一緒に遊び場をつくっていく雰囲気づくり。 

・長野地域での活動者同士のネットワークを広げること。 

・講演や研修会なども担い、全国の遊び場づくりの活動のお手伝い

をすること。 

 

※今は体調が万全ではありません＆ 

今年前半は、まずは自分の暮らしの基盤をつくっていきたいと思っ

ています。 

基盤ができたら、できる範囲で今までの経験を活かしていきたいと

考えています。 

 

古川

ふるかわ

 美之

みゆき

 

四街道プレーパークどん

ぐりの森 

【関東（千葉）】 

 

子ども達の遊び場を自然の中で作ることを大事にしな

がら、千葉県四街道市でプレーパークを開催してきま

した。現在どんぐりの森で週 3 回、栗山ことりの森で

月 5 回の常設開催を行い、他出張プレークにも取り組

んできました。また昨年度のより千葉県内のプレーパ

ークの小集まりや研修を県の委託事業として受託し、

行ってきました。 

子どもと自然、子どもと地域また行政を繋げ、子ども

達の遊びがより豊かに、そして地域にあふれるように

していくことを活動としています。 

23 年度地域運営委員 

１．千葉県内の小集まりによる交流と課題の把握、研修会の実施 

昨年度毎月 1回の小集まりを開催。運営者だけでなくプレーリーダ

ーも参加しながら、それぞれの遊び場の課題や気になる点、プレー

リーダーと運営者の関係などを気楽に話せる場となった。また県の

プレーパーク研修も企画実施を共に担うことができた。 

24 年度は小集まりの継続と、参加者の広がりを持たせ、千葉県冒

険遊び場ネットワークフォーラムを開催したい。 

２．千葉と全国を繋ぐ、遊び場と行政をつなぐ 

千葉から全国への発信、全国の情報を県内に届ける。また、情報交

換だけでなく、地方自治体や国の政策に提言できるような活動を行

う。 

さらに市民と地域、自治体がパートナーシップで遊び場を開催でき

る仕組みを、全国の地域運営委員と共に思索していきたい。 

３．被災地支援を千葉県で行う。 

４．昨年度作成した千葉冒険遊び場マップのリニューアルと、県内

ネットワークを生かした出張プレーパークの開催を実現したい。 

入江

い り え

 雅子

ま さ こ

 

戸山あそび場 

【関東（東京）】 

 

平成 3 年から原宿おひさまの会で自主保育を経験し、

冒険遊び場の存在を知る。 

平成 11 年、都立戸山公園でのあそぼう会に加わる。 

平成 16 年、新宿区の子育て支援モデル事業「ゆったり

ーの」の運営に加わる 

平成 17 年、新宿・戸山プレーパークの運営に加わる。 

平成 22 年度 23 年度と 2 年間、日本冒険遊び場づくり

協会地域運営委員 

 

今までの 2年間、よくわからないながらも、東京で活動するメンバ

ーの顔のみえる関係づくりのために小集まりを 6 回ほど開催しま

した。それなりの手ごたえを感じていますが、まだまだ十分ではな

いので、今後も継続して小集まりを行なっていきたいと思います。 

各地域で冒険遊び場づくりに励む皆さんにとって、協会の存在が少

しでも身近なものになり、情報を共有したり意見を交わしたりする

場としてうまく機能するにはどうしたらいいか、もっといろいろ考

え実践していきたいと思っています。 

矢

や

郷

ごう

 恵子

け い こ

 

KOPA(KID'S OUTDOOR PLAY 

ACTIVITY） 

【関東（東京）】 

KOPA という乳幼児期の遊び場づくりに力を入れていま

す。世田谷在住です。 

学習会や交流会など、地域で集まり、情報交換し、話し合える場所

を作っていきたい。東京は広い地域ですが、それでも集まってはな

すことで、工夫や知恵や課題が共有化していく。元気になれるとの

声を聞いています。 

 

高

たか

子

ね

 未

み

乃

の

梨

り

 

プレイパークをつくる会

＠西湘 

【関東（神奈川）】 

引き続き今年度も神奈川地域運営委員でよろしくお願

いいたします。 

今年はメンバーも増え、小集まりも増やして行きたい

です。 

 

今年も N遊 S、編集委員としてもっと関われるようにしていきたい

と思います。 今年は総会もぜったい参加します！ 

渡辺

わたなべ

 建

たけし

 

相模原に冒険遊び場をつ

くる会 

【関東（神奈川）】 

ナベさんこと渡辺さんは国分寺のプレイステーション

でのリーダー経験を活かして、相模原を立ち上げ代表

として引っ張っていられて、私もいろいろと相談に乗

ってもらう頼れる存在です。現在、藤沢児童館館長も

されているので、多忙とは思いますが引き受けていた

だきました。（推薦 高子みのり） 

神奈川は現在 2人の委員でなかなか小集まりも持てず、心もとない

状況です。まずはもっと人数を増やしたいと思う中、なべさんだっ

たら心強い。神奈川の活動、そして、相模原が横浜、川崎に続き、

政令指定都市となり活性化するためにも！（推薦 高子みのり） 

塚本 岳

つかもと たけし

 

（特）子ども NPO（名古屋

市緑児童館）・てんぱく

プレーパークの会 

【東海】 

てんぱくプレーパーク常駐プレーリーダーとして６年

勤務。昨年は気仙沼に何回も行き、一回り成長した。

今年度から名古屋市緑児童館（移動児童館として週２

でプレーパークも運営）に主任として勤務 

愛知、なごや地域の、ひいては東海の遊び場の現状打開のための戦

略を、広い視野で計画実行してほしい。そのためにもいろんな人と

つながっていってほしい。ただ今年は仕事も変わり、子どもも生れ

るので無理はしないでほしい。（推薦 竹村万知子） 



 18 

氏名・所属・職業【地域】 自己紹介 協会において担いたい役割 

川口

かわぐち

 裕之

ひろゆき

 

ＮＰＯ法人 Ｋｉｄ’ｓぽ

けっと 

冒険あそび場ちょっとバ

ン 

【近畿】 

NPO 法人 Kid's ぽけっと副理事長として、大阪府大型

児童館ビッグバン敷地内、冒険遊び場ちょっとバンの

運営に従事。 

 

関西圏内における子どもの遊びに関わる団体とのつながりを意識

して、協会のミッションを発信することに尽力したい。 

公設民営の冒険遊び場としてちょっとバンの活動事例がお役に立

てることがあれば広くご紹介したい。 

米山

よねやま

 清美

 きよみ

 

にしのみや遊び場つくろ

う会代表 

 

【近畿】 

 

にしのみや遊び場つくろう会代表。阪神大震災ででき

た更地の有効利用と子どもの育ちの観点からプレーパ

ークの必要性を感じ、1999 年 12 月に同会を立ち上げ代

表となる。現在国有地を借り受け、常設プレーパーク

を運営している 

元幼稚園教諭、西宮子育ちサポートひぴぽ代表 

子どもの育ちにとっての外遊びの重要性を啓発すると

ともに、プレーパークを使った保育を展開している。 

 

 

近畿圏内の遊び場づくりのサポート 

ex.23 年度奈良県内の大学生と地域とで作る遊び場づくりに関わっ

た 

近畿圏内のプレーパーク団体とのつながりづくりのサポート 

これまであまり出来ていなかったが、他の地域運営委員とも協力し

てやっていきたい 

被災地での遊び場づくりのサポート 

23 年度も行ってきた岩手県での支援を通して、今後も継続したサ

ポートをする 

ミニミニ全国集会への協力 

石田

いしだ

 太

だい

介

すけ

 

にしのみや遊び場つくろ

う会 

【近畿】 

2000 年より現在まで兵庫県西宮市にて冒険遊び場づく

りを行う「にしのみや遊び場つくろう会」に所属。（2004

年～2007 年 4 月までは専従プレーリーダー） リーダ

ーネームは「メガネ」。 

2004 年全国研究集会では事務局を担い、2008 年～2012

年まで日本冒険遊び場づくり協会の理事。 

冒険遊び場づくり以外の得意分野はコンピュータ。 

地域運営委員が主体的に動くことのできる雰囲気づくりを行う。 

また、関西における冒険遊び場づくりの支援を行う。具体的にはイ

ンターネット等を利用した情報共有が出来ればと思う。 

協会本体に関しては、協会理事を２期経験したことにより、全般的

な作業の手伝いが出来ると考える。 

 

 

小島

こ じ ま

 郁子

い く こ

 

 

【中国】 

埼玉県出身。学生時代のアルバイト歴多数。主な職歴

としては、外資系パソコンメーカー事務職（秘書）2

年。証券会社の営業（証券外務員）2年など。 

1991 年結婚後、東京（中央区）→熊本（熊本市）→東

京（江東区）→大阪（守口市、吹田市）→島根（松江

市）→東京（江東区）→島根（松江）と移り住み、現

在に至る。 

2010 年７月、松江市城東地区にて、任意団体「城東プ

レーパーク」を立ち上げ、代表。メンバー12 名の実行

委員会形式で運営にあたる。 

地域では、小学校 PTA 役員、公民館運営委員。24 年春

から開設される放課後子どもひろば（放課後子どもプ

ランの流れをくみ、市の施策として全市の公立小学校

で展開される子どもの居場所づくり事業）のコーディ

ネーターとして働く。 

地域における子どもの遊び、居場所を保障する活動をする。 

プレーパークの子ども観、考え方を地域に紹介する。 

全国では同様の活動をする団体が多数あることの紹介。 

地域（山陰）で同じような活動をする団体同士の交流の促進を図る。 

中国地域は山陰側と山陽側での交流がほとんど無いので、そこの充

実を図る。 

山陽側に一人（今のところ未定。清家さんや美咲さん、道仙さんな

ど推薦したいですが）、山陰側に一人（小島）、四国に一人（山本さ

ん）、で連携をとってゆるいつながりを持てるようなしかけをつく

るのが理想。 

小島はあと 2年ほどで 山陰から東京に戻ると思うので、島根で活

動をしつつ、後任の育成も考える。 

 

山本

やまもと

 良子

よしこ

 

NPO 松山冒険遊び場みん

なだいすき！ 

 

【四国（愛媛）】 

4 人の子どもを育てる中で、地域での外遊びの重要性を

長年、切に感じてきました。その為、冒険遊び場活動

を開始することといたしました。松山での冒険遊び場

活動も 6 年目を迎え、今年は行政や、地域の子育て団

体にも『冒険遊び場』の重要性についてさらなる啓発

活動を進めていく予定です。 

平成 23 年度、当団体として初めて報告書「外遊びの重要性と効果、

地域における外遊びの具体的な進め方」を作成しました。それによ

り、地域でのさらなる遊び場活動の広がりをイメージすることがで

き始めていることから、地域における遊び場活動の啓発を行いたい

と考えています。 

 昨年も地域運営員をさせていただいたのですが、まだ分からない

事ばかりだったので、今年再度トライしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

津川

つがわ

 眞

ま

智子

ち こ

 

高松市公募委員 

 

【四国（香川）】 

 

三人の子どもを授かり、意欲と自主性を大切にした子

育てをさせていただいた。遊びと手伝い（家事分担）

を中心とし、自ら学ぶ意欲へとつながった。多くの支

えの中、無事自立したようだ。昭和 56～60 年の四年間

を世田谷区太子堂で過ごした。「三世代遊び場マップ」

づくりには参加していないが、友人たちが関わってい

たようだ。皆様が幸せに暮らせるようにと願ってやま

ない。また、すべての子どもたちの健やかなる成長を

楽しみにしている。主婦として過ごした日々に感謝で

ある 

地域の冒険遊び場づくり活動に関する状況把握と情報発信 

冒険遊び場づくり協会の事業等を地域に伝えていくこと 

行政とのパートナーシップで冒険遊び場を作っていくこと、また、

関連組織すべてにおいてパートナーシップであること 

理事会に対して意見をのべること。 

冒険遊び場づくりを広めていくこと。 

 

浜崎

はまさき

 幸

さち

夫

お

 

 

IPA くまもと・くまもとプ

レーパークネットワーク

協議会顧問 

 

【九州・沖縄（熊本）】 

IPA くまもとで約 30 年間活動 

熊本のプレーパークづくり活動に深くかかわる 

地域の事情は地域ごとに異なるので、地域の事象にあった仕様で、

柔軟なプレーパークづくり、運営をめざしたい。 

それぞれの家庭がミニプレーパークであることが理想である 
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■■■■ 2012 2012 2012 2012 年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画                      資料資料資料資料５５５５    

 2011 年 3 月に発生した大震災・大津波と、合わせて起きた原発事故からの復興は未だ道半ばで

ある。子どもを取り巻く環境、特に外遊びの環境はまだ回復しておらず、「子どもにとって『遊び』

が生きることそのものであり、その大切さを伝え広め、遊びに関わる大人や遊びの大切さを理解

する大人を増やしていく」こと、つまり協会の掲げているミッション「遊び あふれる まちへ！

〜地域で子どもたちが自由に遊び育つ豊かな社会の実現」に向け、一層の推進が必要な状況であ

る。昨年に引続き、協会会員とともに以下に挙げる事業を中心に着実に活動を行っていくことと

したい。 

 今年度は新規のものはなく継続案件ばかりであるが、「支える」「つながる」といった視点から、

たくさんの方々に支えられ着実に成果を上げて来ている「震災復興支援に係る事業」、そして遊び

場を通じてつながり合う事業として「冒険遊び場全国一斉開催」や、地域運営委員などによる「小

集り」や代表の「もっと対話の会」等の実施、また各地での活動を支える「活動支援プログラム

の公開と活用」といった展開を計画している。また、協会の活動を「伝える」「示す」という視点

から、ここ数年継続して来た「会員参画による N遊 S の発行」や「行政との協働事業の実践と政

策への提言」を行うこととする。 

 そして、認定 NPO 法人として認められることがほぼ決定的であることから、懸案である「財政

基盤の強化」にも戦略的に取組んでいくこととする。 

 

 

【支える・つながる事業】 

01010101    遊び場づくりによる震災復興支援 

■事業目的：震災復興支援として、子どもたちの心身の負担回復および成長に寄与することを目

的に、被災地域における遊び場づくりを展開し、あわせて子どもにとって「遊び」

が生きることそのものであり、その大切さを伝え広め、遊びに関わる大人の役割や

遊びの大 切さを理解する大人を増やす。 

■事業内容: 

●事業 01-1：被災地域各地への遊び場づくり支援活動の継続実施 

   担当：須永力、天野秀昭、佐々木健二 （予算：６,０００千円） 

●事業 01-2：被災地域の遊び場「あそびーばー」の継続及び運営形態の移行 

   担当：天野秀昭、須永力   （予算：１,５００千円） 

●事業 01-3：震災復興記録の編集・作成 担当：齋藤啓子  （予算：５００千円） 

■達成目標：遊びの出前車両「プレーカ―」「あそぼっかー」等を活用し、かつ、東北地域の地域

   運営委員及び会員と連携して、被災地域各地への遊び場づくりの支援活動を、継続 

   して行う。尚、福島地域では外遊びにこだわらず、遊び場づくりの支援活動を模索 

   する。 

   被災地域の遊び場「あそびーばー」は、継続しながら協会直営から地元住民による     

   運営への移行にむけた取り組みを行う。 

   遊び場づくりからみた震災復興記録を作成する。 

■実施体制：天野秀昭、須永力、佐々木健二、齋藤啓子 

■スケジュール： 

東日本大震災の被災地における子どもの遊び場づくり支援のための募金：延長継続 

被災地域各地への遊び場づくり支援活動の継続実施： 

「プレーカー」「あそぼっかー」等による遊び場支援：随時実施 

福島地域での遊び場づくり支援活動：上期に計画打合せ、その後調査及び実施 
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被災地域の遊び場「あそびーばー」の継続及び運営形態の移行：現行体制（協会直営）での継続

の目安は当面夏まで、その後も運営支援は継続する 

震災復興記録の編集・作成：年度内の完成を目指す 

 

 

02020202「「「「冒険遊冒険遊冒険遊冒険遊びびびび場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催場全国一斉開催」」」」をををを通通通通じたじたじたじた遊遊遊遊びのびのびのびの重要性重要性重要性重要性のののの啓発啓発啓発啓発とととと普及普及普及普及    

■事業目的：「遊び」や「地域」との関わりの深い「冒険遊び場づくり」の実践は、近年の様々な

社会問題や震災復興においても一つの社会的なメッセージとして注目されている。

3 年目となる「冒険遊び場一斉開催の日」を通じて社会に対して冒険遊び場の存在

や子どもの遊びの価値について啓発活動に取り組む。 

■事業内容：「冒険遊び場一斉開催の日」の啓発ならびに普及は、次年度の冒険遊び場づくり全国

研究集会につなげる様に、開催後の展開を意識して計画していく。毎年 11月 23 日

を一斉開催の日、その前の土曜から後の日曜までを一斉開催週間として位置づける。

全国規模ならではの広報宣伝、マスコミ対応などで、広くアピールの機会とする。 

■達成目標：単なる「会員参画」の企画としてだけでなく、会員一人ひとりや活動団体が全国と

の一体感を相互に感じることに重きを置く。さらに多くの人の耳目に触れる機会と

して冒険遊び場づくりの仲間を増やす。 

■実施体制：関戸博樹、古賀久貴、地域運営委員 

■スケジュール： 

５月 昨年度一斉開催の日の振り返り、今年度課題抽出、地域運営委員や会員有志募集、会議 1回  

６月 会員に今年度行う際の意見やアイデア募集、会議 1回 

8 月～10 月 チラシ作成やメディアへのプレスリリースなど、会議 1 回 

11 月 冒険遊び場一斉開催を実施 

12 月 振り返り  

10 月 第 6回冒険遊び場づくり全国研究集会に向けての準備開始（助成金申請など） 

1 月～3 月 全国研究集会に向けての準備（担当者会議など月 1 回）  

●事業 02-1：冒険遊び場全国一斉開催の実施  担当：関戸博樹       （予算：134 千円） 

●事業 02-2：2013 年度開催の冒険遊び場全国研究集会の準備 担当：古賀久貴 （予算：200 千円） 

 

 

00003333    地域運営委員地域運営委員地域運営委員地域運営委員によるによるによるによる企画企画企画企画やややや「「「「小集小集小集小集まりまりまりまり」、」、」、」、大村代表大村代表大村代表大村代表がががが行行行行くくくく「「「「もっともっともっともっと対対対対

話話話話のののの会会会会」」」」のののの実施実施実施実施    

■事業目的：全国各地の地域運営が中心となって、活動団体および活動者相互のネットワークづ 

   くりを進め、地域ごとに連携し、冒険遊び場づくりに関わる情報やノウハウ等の交 

   換および人的交流により冒険遊び場づくり活動を促進する。 

■事業内容：全国各地の地域運営委員を中心に、各地域で緩やかなネットワークをつくり、顔を

   会わせて行える学習会や情報・意見交換をする機会を設ける（「小集まり」と称す）。   

   また各地域の小集まり等からの要請を受け、大村代表がその地に赴く「もっと対話   

   の会」を開催し、冒険遊び場づくりの歴史や日本での活動の広まり等について話を  

   するとともに、参加者と対話をしていく。さらに新たな取り組みとして、Skype に 

   よる小集まりを推進する。地域に限定されず、遠隔地同士でも気軽に参加できるネ  

   ットワークづくりとして、その輪を広げていく。なお、2011 年度から始まった地域

   運営委員が立案する企画 事業の実施は、継続して行う。 

■達成目標：全国各地の地域運営委員が中心となってネットワークをつくり、各ネットワークの

   情報を協会が集約して全国で共有できる仕組みを作る。大村代表が行く「もっと対 

   話の会」を要請する団体が増加し、全国各地で冒険遊び場に対する理解が深まる。 

 



 21 

■実施体制：大村虔一、野下健、地域運営委員 

■スケジュール： 

6 月～7 月：地域運営委員による企画立案 

年間 4回：大村代表が行く「もっと対話の会」 

月 1 回：Skype 小集まり 

●事業 03-1：地域運営委員による企画や小集まりへの補助  担当：野下健、地域運営委員 

                                                            （予算：210 千円） 

●事業 03-2：大村代表が行く「もっと対話の会」の実施  担当：大村虔一、事務局 

                                                             （予算：40 千円） 

 

 

00004444    活動支援活動支援活動支援活動支援プログラムプログラムプログラムプログラムのののの公開公開公開公開とととと活用活用活用活用    

■事業目的：冒険遊び場づくりへの工夫を共有する 

■事業内容：漫画表現を導入して、実施事業等の成果や知見をを取りまとめる。これまでの冒険

   遊び場づくりにかかわる相談ならびに支援事業で提示してきた基礎的な情報や知見

   を、関心を持つ人が理解しやすいようにわかりやすくまとめて提示する。また冒険

   遊び場づくりに取り組みはじめやすい情報として「活動支援プログラム」の内容を

   整理することで、相談や受託等への対応の効率化と事務局業務の負担軽減に繋げて

   いく。同様に基礎的な情報や知見を「ノウハウブックレット」として編纂し、販売

   による財政基盤強化へ繋げていく。遊育プログラム（テーマ別の研修プログラム）

   は、安定的な実施のためのシステムを構築する。 

■達成目標：冒険遊び場づくりへの想い、知恵、疑問を共有し易くする 

      遊育プログラム（テーマ別の研修プログラム）の活用の方策を構築する 

■実施体制：関戸まゆみ、菅博嗣、嶋村仁志 

■スケジュール： 

4 月漫画家と協議開始、 

7 月遊育プログラムの検討開始、 

9 月派遣要請のパターン化開始、 

1 月ノウハウブックレット作成 

●事業 04-1：漫画表現を導入した実施事業等の成果や知見のとりまとめ  担当：関戸まゆみ 

                                                     （予算：400 千円） 

●事業 04-2：講師やプレーリーダー派遣依頼への対応 担当：菅博嗣    （予算：100 千円） 

●事業 04-3：ノウハウブックレットの編纂  担当：嶋村仁志      （予算：200 千円） 

●事業 04-4：遊育プログラム実施方法の検討 担当：関戸まゆみ、菅博嗣  （予算：50千円） 

 

 

【伝える・示す事業】 

 
05050505    行政等行政等行政等行政等とのとのとのとの協働事業協働事業協働事業協働事業のののの実践実践実践実践とととと政策提言政策提言政策提言政策提言のののの検討検討検討検討    

■事業目的：行政等との協働事業の実践と政策提言の検討を行う。 

■事業内容：日本冒険遊び場づくり協会は、『遊びあふれるまちへ』の実現に向けて国・地方自治

   体・経済団体・企業・NPO 等との連携を模索している。あらゆる機関・組織との関

   係づくりを行い、地方自治体との協働事業としての冒険遊び場づくりの展開モデル

   の構築を目指す。 

   政策提言の内容や表現を会員と共に考え、提言書の 25 年度の発行に向け推敲を進め 

   る。 

●事業 05-1：行政等との協働事業の実践［東京都港区（継続）、東京都狛江市など］ 

担当：嶋村仁志、菅博嗣、三浦幸雄、関戸まゆみ（予算：4,500 千円） 
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●事業 05-2：政策提言の会員参画による検討  担当：佐々木健二、三浦幸雄（予算：200 千円） 

■達成目標：地方自治体との協働事業としての冒険遊び場づくりの展開モデルを構築する 

   提言書の２５年度の発行に向けて政策提言の内容や表現を会員と共に考える 

■実施体制：佐々木健二、嶋村仁志、菅博嗣、三浦幸雄、関戸まゆみ、 

■スケジュール： 

6 月港区発注見込み、 

7 月～随時冒険遊び場づくり実施体験ならびに住民運営組織づくり会議、 

3 月成果のまとめ。 

 

 

06060606    会員参画会員参画会員参画会員参画によるによるによるによる NNNN 遊遊遊遊 SSSS のののの発行発行発行発行    

■事業目的：「遊びあふれるまちへ」を掲げる日本冒険遊び場づくり協会の機関誌「N 遊 S」を発

   行する。 

■事業内容：年４回「N遊 S」を発行。会員参加型での編集により、全国の会員に向けて冒険遊び

   場づくりに関わる「知りたい情報」「必要な情報」を特集してとりあげる。 

■達成目標：協会各事業活動の促進を果たすことを目指す編集体制をつくる。地域編集版の年 1

   回以上の発行を支援する。被災地支援事業と連携する「東北短信」を継続して掲載

   する。会員参加型編集作業体制を引き続き整備する（編集会議参加のための交通費

   など）。 

■実施体制：齋藤啓子、関戸まゆみ、事務局、会員からの公募委員 

■スケジュール： 

 ６月末 第５１号発行 

 ９月  第５２号発行        

１２月  第５３号発行 

  ３月  第５４号発行  

●事業 06-1：会員参画、編集による機関紙「Ｎ遊Ｓ」の発行 担当：齋藤啓子（予算：545 千円） 

 

 

【協会の基盤整備】 

 
07070707    組織体制組織体制組織体制組織体制ならびにならびにならびにならびに財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化    

■事業目的：認定ＮＰＯ法人（申請中）として認証を得られることのメリットも活かし、安定し

     た運営体制を確立すべく協会の組織体制ならびに財政基盤の強化を図る。 

■事業内容：目的達成を目指し、以下３つの行動を実行する。 

     １-組織体制の強化：協会全体に係る判断・指示を迅速にし、確実かつ円滑な協会運

     営に資する役員（副代表）の担当を明確にする。 

    ・副代表（統括担当）：代表を補佐し、協会運営を統括する。また、協会運営の展望

     提示、次世代役員の検討・調整等を担当する。 

   ・副代表（広報・資源活用担当）：協会の戦略的な行動計画を構築・推進する 

   ・副代表（事務局担当）：協会の日常的な管理運営を支える 

   ２-活動資源獲得の戦略的展開：認定ＮＰＯ法人としてのメリットも活かし、寄付金獲  

    得に向けた戦略的な行動計画を早急に立案し、財政基盤強化に向けた行動を開始する。 

   実行に当たっては、理事を中心とした行動チームを組織し、戦略的に事を運ぶ。 

   3-事務局体制の強化：安定した協会の運営体制を下支えする事務局体制を強化する。

   事務局担当の副代表と理事が、新体制となった事務局を補佐し滞りない協会運営を支

   える。さらに、認定ＮＰＯ法人としての事務業務の増加や震災対応等特別事業を支え

   る事務業務増加に対応できる事務局員体制を補強する。 

 

 



 23 

■達成目標：組織体制の見直し強化を図り、目的実現に向けた行動を開始する。会員数の増加や

     新たな寄付金の獲得など多様な活動資源獲得策を展開し、安定した運営体制の確立

     に資する。 

■実施体制：大村虔一、梶木典子、関戸まゆみ、三浦幸雄、野下健 

■スケジュール： 

１-新体制の第一四半期に体制を整え、行動を開始する。 

２-上半期にチームを編成し、行動計画を構築する。下半期は計画に基づき基盤強化等実行に移す。 

３-上半期に事務局実施体制を整える。特に第一四半期には事務局に直接出向き体制の安定化を図

る。 

 

●事業 07-1：組織体制の強化 担当：理事全員   （予算：  千円） 

●事業 07-2：活動資源獲得の戦略的展開 担当：梶木典子  （予算：440 千円） 

●事業 07-3：事務局体制の強化 担当：関戸まゆみ、野下健  （予算：620 千円） 
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■■■■ 2012 2012 2012 2012 年度年度年度年度    事業予算事業予算事業予算事業予算    

収入の部 単位：円

事業01

遊び場づくりによる

震災復興支援

事業02

「冒険遊び場全国一斉

開催」を通じた遊びの重

要性の啓発と普及

事業03

地域運営委員による企

画や「小集まり」、大村

代表が行く「もっと対話

の会」の実施

事業04

活動支援プログラムの

公開と活用

事業05

行政等との協働事業の

実践と政策提言の検討

事業06

会員参画による広報

事業07

組織体制ならびに財政

基盤の強化

組織運営 合計合計合計合計

1 事業収入 0 0 0 500,000 0 54,000 0 446,477 1,000,477

2 受託事業収入 0 0 0 0 5,000,000 0 0 1,695,120 6,695,120

3 寄付金収入 2,000,000 300,000 0 0 0 0 900,000 523,602 3,723,602

4 会費収入 0 0 0 0 0 0 235,000 2,741,000 2,976,000

5 その他収入 0 0 0 0 30,000 0 119,499 149,499

収入合計収入合計収入合計収入合計 2,000,000 300,000 0 500,000 5,000,000 84,000 1,135,000 5,525,698 14,544,698

前期繰越 6,303,792 6,415,461 12,719,253

総合計総合計総合計総合計 8,303,792 300,000 0 500,000 5,000,000 84,000 1,135,000 11,941,159 27,263,951

支出の部 単位：円

事業01

遊び場づくりによる

震災復興支援

事業02

「冒険遊び場全国一斉

開催」を通じた遊びの重

要性の啓発と普及

事業03

地域運営委員による企

画や「小集まり」、大村

代表が行く「もっと対話

の会」の実施

事業04

活動支援プログラムの

公開と活用

事業05

行政等との協働事業の

実践と政策提言の検討

事業06

会員参画による広報

事業07

組織体制ならびに財政

基盤の強化

組織運営 合計合計合計合計

1 旅費・交通費 3,000,000 40,000 0 35,000 40,000 120,000 240,000 136,000 3,611,000

2 消耗品費 0 5,000 40,000 35,000 0 0 0 230,000 310,000

3 講師等謝金 0 0 0 300,000 20,000 30,000 0 0 350,000

4 使用料・賃借料 0 24,000 0 0 36,000 0 0 10,000 70,000

5 通信費 0 40,000 10,000 0 4,000 136,000 0 95,000 285,000

6 その他支出 2,303,792 205,000 200,000 100,000 100,000 259,140 550,000 758,400 4,476,332

7 給与・賃金 3,000,000 20,000 0 280,000 0 0 620,000 3,541,040 7,461,040

8 受託事業 0 0 0 0 4,500,000 0 0 0 4,500,000

合計額合計額合計額合計額 8,303,792 334,000 250,000 750,000 4,700,000 545,140 1,410,000 4,770,440 21,063,372

次期繰越 6,200,579 6,200,579

総合計総合計総合計総合計 8,303,792 334,000 250,000 750,000 4,700,000 545,140 1,410,000 10,971,019 27,263,951
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


