
 

おわりに：子ども施設に関わる皆様へ・・・

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏
動の中で配慮していくことの重要性が高まっています。

本手引書の作成にあたって実施
タビューを通じて、府内
施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。
にあたって
の悩みの声が子ども施設や
まれます。

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの
健全な育成環境を築き、継承されることを願います。

 

１．

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも
共有し、適切に対応していくことが求められています。

 
子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重

要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ
ながる様々
ざまな⾳

「今は問題がない」と感じられていて
化することで、

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた
だければと思います。

また、施設が完成し
要する
に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

おわりに：子ども施設に関わる皆様へ・・・

~ 

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏
動の中で配慮していくことの重要性が高まっています。

本手引書の作成にあたって実施
タビューを通じて、府内
施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。
にあたっては補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保
の悩みの声が子ども施設や
まれます。 

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの
健全な育成環境を築き、継承されることを願います。

１． 子ども施設の事業者の皆様へ

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも
共有し、適切に対応していくことが求められています。

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ
ながる様々な要因を把握しました。子どもの声だけでなく
ざまな⾳、あるいは

「今は問題がない」と感じられていて
化することで、以前は問題なく受け入れられてきた

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた
だければと思います。

また、施設が完成し
要する可能性があります。
に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

おわりに：子ども施設に関わる皆様へ・・・

 子ども施設と地域

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏
動の中で配慮していくことの重要性が高まっています。

本手引書の作成にあたって実施
タビューを通じて、府内においても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や
施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。

補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保
の悩みの声が子ども施設や建築事務所

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの
健全な育成環境を築き、継承されることを願います。

子ども施設の事業者の皆様へ

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも
共有し、適切に対応していくことが求められています。

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ

な要因を把握しました。子どもの声だけでなく
、あるいは送迎などの保護者のマナー

「今は問題がない」と感じられていて
以前は問題なく受け入れられてきた

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた
だければと思います。 

また、施設が完成した後に、施設・設備に関する苦情
可能性があります。建築事務所

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

おわりに：子ども施設に関わる皆様へ・・・

子ども施設と地域との共生に向けた検討委員会からのメッセージ

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏
動の中で配慮していくことの重要性が高まっています。

本手引書の作成にあたって実施した市町村アンケート
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。
補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保

建築事務所から聞かれており

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの
健全な育成環境を築き、継承されることを願います。

子ども施設の事業者の皆様へ 

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも
共有し、適切に対応していくことが求められています。

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ

な要因を把握しました。子どもの声だけでなく
送迎などの保護者のマナー

「今は問題がない」と感じられていても、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変
以前は問題なく受け入れられてきた

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

、施設・設備に関する苦情
建築事務所等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。
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おわりに：子ども施設に関わる皆様へ・・・ 

 

の共生に向けた検討委員会からのメッセージ

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏
動の中で配慮していくことの重要性が高まっています。 

市町村アンケートや、子ども施設、建築
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。
補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保

から聞かれており、国・⾃治体における制度運⽤での工夫が望

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの
健全な育成環境を築き、継承されることを願います。 

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも
共有し、適切に対応していくことが求められています。 

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ

な要因を把握しました。子どもの声だけでなく、
送迎などの保護者のマナーまで、さまざまな苦情が寄せられていることがわかりました

も、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変
以前は問題なく受け入れられてきたことが苦情の要因になる

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

、施設・設備に関する苦情が発生
等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

の共生に向けた検討委員会からのメッセージ

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏

や、子ども施設、建築
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。
補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保

、国・⾃治体における制度運⽤での工夫が望

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタ

、職員や保護者など⼤人の声
まで、さまざまな苦情が寄せられていることがわかりました

も、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変
ことが苦情の要因になる

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

が発生した場合、
等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

の共生に向けた検討委員会からのメッセージ

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏

や、子ども施設、建築事務所、⾃治体への
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

施設運営にあたって様々な配慮・工夫をされている事例が把握できました。⼀方で、子ども施設の新設
補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保

、国・⾃治体における制度運⽤での工夫が望

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
要となってきています。本手引書の作成にあたって実施したアンケートやインタビューを通じて、苦情

職員や保護者など⼤人の声
まで、さまざまな苦情が寄せられていることがわかりました

も、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変
ことが苦情の要因になるケースもあります。

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

場合、対策には多くの労⼒や費⽤
等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

の共生に向けた検討委員会からのメッセージ ~ 

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏

事務所、⾃治体への
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

、子ども施設の新設
補助⾦の交付・執⾏のスケジュールの制約から、地域との⼗分な協議時間が確保しにくいと
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子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
ビューを通じて、苦情等

職員や保護者など⼤人の声や、その他の
まで、さまざまな苦情が寄せられていることがわかりました

も、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変
もあります。 

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

多くの労⼒や費⽤
等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。

 

わが国全体が人口減少社会を迎える中、子どもを産み、育てやすいまちづくりを進めていくため、子ども
施設は⼤きな役割を果たしています。しかし、子ども施設を取り巻く環境が変化する中、子どもの健全な
育成環境を確保・充実していくためには、子どもの育成の視点だけでなく、地域からの視点にも思いを寄
せ、子ども施設と地域との共生の実現に向けて、子ども施設に関わる様々な主体が考え、それぞれの⾏

事務所、⾃治体へのイン
ても様々な苦情が発生している実態が確認されると同時に、施設整備や

、子ども施設の新設
しにくいと

、国・⾃治体における制度運⽤での工夫が望

本手引書には、これらの調査結果に基づく様々なヒントやアイデアが示されています。本手引書を活⽤
し、子ども施設に関わる皆様が、子ども施設と地域との共生に向けて取り組み、将来にわたって子どもの

子ども施設を取り巻く環境の変化を受け止め、地域との共生の重要性を職員だけでなく保護者とも

子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重
等につ

その他のさま
まで、さまざまな苦情が寄せられていることがわかりました。 

も、隣接地の⼟地利⽤や住⺠の入れ替わり等、周辺環境が変

本手引書は、子ども施設と地域との共生に向けて、さまざまな配慮・工夫の方法を紹介しています。子
ども施設の⽴地条件や教育・保育の特徴、近隣地域との関係性によって有効な対応策が異なることか
ら、本手引書を参考に、職員の皆さんで話し合っていただき、優先度をつけて施設運営に反映していた

多くの労⼒や費⽤を
等の専門家に提案・助言を求める等、子どもの育成環境の確保

に加えて、地域との共生の観点からの配慮を取り入れた整備計画を検討していただければと思います。 

お
わ
り
に



 

２．

必要量の子ども施設を確保し
るために
います。

 
子ども施設を取り巻く環境が変化し、子どもの健全な育成環境の確保と地域との共生との両⽴が重

要となってきています。住⺠からの苦情・相談での対応や、事業者からの相談への対応にあたって、本手
引書を活⽤していただければと思います。
子ども施設と地域との適切なコミュニケーションが図られるよう、助言・支援をお願いします。

子ども施設の新規整備への要請が高まる中で、
ども施設の⽤地の確保にあたって選択肢が
タビューで
摘がありました
会の開催や地域の合意が公募への応募条件に含まれている
意⾒が寄せられました
あり、

子ども施設
係が深まるよう

 
 

３．
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所の知⾒・ノウハウを活かした子ども施設への積極的な提案が求められています。
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案をお願いします。

また、施設の完成後にも技術的な
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