はじめに
近年、待機児童の解消に向けて、全国の都市部を中⼼に保育所（園）や幼稚園、認定こども園
近年、待機児童の解消に向けて、全国の都市部を中⼼に保育所（園）や幼稚園、認定こども園
運営にあたり地域とのトラブルなどが発生するケースがみられるようになっています。
運営にあたり地域とのトラブルなどが発生するケースがみられるようになっています
地域とのトラブルなどが発生するケースがみられるようになっています
子ども施設や⾃治体には、子どもの声から送迎の交通に関することなど多岐にわたる苦情
子ども施設や⾃治体には、子どもの声から送迎の交通に関することなど多岐に
、子どもの声から送迎の交通に関することなど多岐にわたる苦情等が寄せら
が寄せら
れていますが、特に「⾳」については人によって
れていますが、特に
「⾳」については人によって感じ方が異なる
感じ方が異なるため、いったん
感じ方が異なる
いったん苦情・トラブル
苦情・トラブルが発生すると
が発生すると解
決に向けて多⼤な労⼒や費⽤が必要となる場合があります。
決に向けて多⼤な労⼒や費⽤が必要となる場合
あります。そのため、深刻なトラブル
深刻なトラブル
深刻なトラブルを未然に防止する
を未然に防止する
ための工夫や 発生した場合の適切な対応が重要となります。
ための工夫や、発生した場合の適切な対応が重要となります。
また、近隣への配慮をしながら、子どもが元気に遊べる環境をどうつくっていくか、子ども施設や
また、近隣への配慮をしながら、子どもが元気に遊べる環境をどうつくっていくか、子ども施設や建築事
建築事
務所による様々な工夫も求められています。
による様々な工夫も求められています。
このような背景を踏まえ、⼤阪府では「子ども施設と地域の共生」を目指すとともに、地域の生活環境
このような背景を踏まえ、⼤阪府では
「子ども施設と地域の共生」を目指すとともに、地域の生活環境
を保全することを目的として、子ども施設における騒⾳等のトラブルを未然防止するために
を保全することを目的として、子ども施設における騒⾳等のトラブルを未然防止するために
子ども施設における騒⾳等のトラブルを未然防止するために子ども施設を
子ども施設を
開設・運営する 関係者を主な対象者
開設・運営する関係者
対象者としたこの
この「子ども施設
子ども施設環境配慮手引書」（以下「手引書」とい
環境配慮手引書」（以下「手引書」とい
う。）を作成しました。
う。）を作成しました。
本手引書では、子ども施設に寄せられた苦情等
手引書では、子ども施設に寄せられた苦情等の事例をもとにその対策手法を紹介しています。
手引書では、子ども施設に寄せられた苦情等の事例をもとに
対策手法を紹介しています。
対策手法を紹介しています。なか
でも対策の難しい「⾳」については、近隣への配慮や対策を少しでも効果的に⾏えるように「⾳」の性質に
でも対策の難しい「⾳」については、近隣への配慮や対策を少しでも効果的に⾏えるように「⾳」の性質に
ついて解説しています。苦情等の未然防止や
ついて解説しています。苦情等
の未然防止や
の未然防止や、その解決策を検討するうえでの参考に
策を検討するうえでの参考に
策を検討するうえでの参考に本手引書を
手引書を活⽤
いただくとともに、子ども施設の特徴や、子ども施設に
いただくとともに、子ども施設の特徴や
、子ども施設の特徴や、子ども施設に対して
対して地域からどのような苦情等
どのような苦情等
どのような苦情等が寄せられて
寄せられているの
かを改めて知っていただくことで、施設と地域の共生について考えるきっかけになることを期待しています。
また、市町村では、事業者や地域の方が相談に来られた際などに、本
また、市町村では、事業者や地域の方が相談に来られた際などに、本手引書を活⽤
手引書を活⽤くださいますよう
ますよう、
お願いします。

「子どもは社会の宝」であり、「社会全体で子育てを支える」－そんな社会
「子どもは社会の宝」であり、「社会全体で子育てを支える」
社会が求められています
が求められています。様々な
様々な
人が生活するコミュニティや人と人とのつながりが、地域を豊かにしていきます。そのような観点からも、子ど
人が生活するコミュニティや人と人とのつながりが、地域を豊かにしていきます。そのような観点からも、子ど
も施設が地域の⼀員として 地域と「共生」していくことが望まれます。
も施設が地域の⼀員として、地域と「共生」していくことが望まれます。
建築事務所や、保護者、地域の方など、子ども施設に関連する皆様
建築事務所や、保護者、地域の方など、子ども施設に関連する
や、保護者、地域の方など、子ども施設に関連する皆様にも広く本手引書をお読みいた
手引書をお読みいた
だくことで 子ども施設と地域との共生に向けた第⼀歩になることを願っています。
だくことで、子ども施設と地域との共生に向けた第⼀歩になることを願っています。
なお
なお、本手引書は、府内市町村へのアンケート、子ども施設ならびに子ども施設の設計を手掛ける
は、府内市町村へのアンケート、子ども施設ならびに子ども施設の設計を手掛ける
は、府内市町村へのアンケート、子ども施設ならびに子ども施設の設計を手掛ける建
築事務所 へのインタビューを実施するとともに、有識者や関係団体で構成する
築事務所等へのインタビューを実施するとともに、有識者
へのインタビューを実施するとともに、有識者 関係団体で構成する検討
関係団体で構成する検討委員会を開催し、
委員会を開催し、
議論を重ねて作成
を重ねて作成したものです。
を重ねて作成したものです。
手引書の作成にあたり、ご協⼒いただいた皆様に、⼼より感謝申し上げます。
手引書の作成にあたり、ご協⼒いただいた皆様に、⼼より感謝申し上げます。
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はじめに

（以下「子ども施設」という。）の新増設や改築
（以下「子ども施設」という。）の新増
や改築が進められていますが、
が進められていますが、その
その⼀方で、子ども施設の整備・
⼀方で、子ども施設の整備・

<子ども施設における苦情・トラブル
子ども施設における苦情・トラブル
子ども施設における苦情・トラブル>
2016 年 4 月に
に開園予定だった首都圏
開園予定だった首都圏の保育所が
の保育所が、地域の同意を得られず開園を断念したという報
地域の同意を得られず開園を断念したという報
道がされるなど 近年子ども施設の開園をめぐるトラブルがたびたび取り上げられるようになりました。関⻄
道がされるなど、近年
子ども施設の開園をめぐるトラブルがたびたび取り上げられるようになりました。関⻄
でも、保育所の建設が中止になる
でも、保育所の建設が中止になるケースや、
、開園後に子どもの声
子どもの声等の騒⾳をめぐって訴訟にまで発展
等の騒⾳をめぐって訴訟にまで発展
等の騒⾳をめぐって訴訟にまで発展し
たケースも報道されて
ケースも報道されて
ケースも報道されています。
⼤阪府
⼤阪府が府内市町村環境部局
市町村環境部局へ調査したところ、過去３年間
市町村環境部局へ調査したところ、
過去３年間（平成
（平成 24〜26
26 年）で計 81 件の
子ども施設に関する騒⾳苦情が寄せられています。
子ども施設に関する騒⾳苦情が寄せられて
います。
また、
また、今回の手引書の作成にあたり
手引書の作成にあたり、改めて実施した府内全
手引書の作成にあたり、改めて
実施した府内全 43 市町村へのアンケート調査では、43
市町村へのアンケート調査では、
市町村のうち 37 市町村で概ね過去３年間（平成 25〜
〜27 年度）に「子ども施設に関する苦情やト
ラブル等があった」と答えています。苦情等の内容として多い項目上位５つを選んでもらったところ、⽇常
ラブル等があった」と答えています。
の内容として多い項目上位５つを選んでもらったところ、⽇常
的な⾳に関することが 102 件、イベント時の⾳に関することが 71 件と、⾳に関する苦情等
件と、⾳に関する苦情等が 173 件に
なっており、 市町村が⾳に関する何らかの苦情等
なっており、33
市町村 ⾳に関する何らかの苦情等があったと回答しています。
⾳に関する何らかの苦情等があったと回答しています。
〈図表 1〉子ども施設の運営で苦情等
〉子ども施設の運営で苦情等として多い事項 （府内市町村へのアンケート調査結果より）
〉子ども施設の運営で苦情等として多い事項
（府内市町村へのアンケート調査結果より）
0

10

教室での園児の声

20

5

プールでの園児の声

5

プールでの教職員の声

3

楽器の演奏⾳や歌声

102
102件

12

放送⾳（呼び出し等）拡声器の⾳

15

空調等の設備から発生する⾳

15

送迎時における、出入り口等の付近での保護者の話し声

12
2

練習・指導での、楽器の演奏⾳や歌声

24

練習・指導での、放送⾳・拡声器の⾳

21

イベント当⽇の、園児・教職員・保護者等の声

イベント時の
⾳に関すること

7

イベント当⽇の、放送⾳・拡声器の⾳

7

練習・指導での、教職員の声

交通に
関すること

5
1

送迎時における、路上での駐輪・駐⾞により通⾏に支障

40

イベント時における、路上での駐輪・駐⾞が迷惑

16

送迎時に、子どもや保護者が⼤勢いるため交通事故が⼼配

10

その他

その他

71
71件

6

イベント当⽇の、楽器の演奏⾳や歌声
その他

その他

9
5

24
24件

10

上記に該当する意⾒・苦情は特にない
無回答

74
74件

8

施設からの臭い（給食、生き物、ごみ等）
事業者等による搬入作業や搬入時の運転マナー

（件）

17

園庭での教職員の声

その他

50

6

園庭での園児の声

⾳に関すること

40

10

教室での教職員の声

⽇常的な

30

18
9
※各市町村 3 部署（福祉、教育、
部署（福祉、教育、環境）に送付。
）に送付。
43 市町村に送付、43
3 市町村 86 課より回収

２

本手引書の作成にあた
手引書の作成にあたって実施した、子ども施設
手引書の作成にあたって実施した
、子ども施設及び子ども施設の設計を⾏っている
子ども施設の設計を⾏っている
子ども施設の設計を⾏っている建築事務所
建築事務所を
対象と
としたインタビュー
インタビュー調査でも、様々な⾳に関する苦情等の
でも、様々な⾳に関する苦情等の事例がありました。子ども施設のホームペー
でも、様々な⾳に関する苦情等の事例がありました。子ども施設のホームペー
ジで公表されている苦情 の内容としても、同様の事例があがってきています
ジで公表されている苦情等の内容としても、同様の
の内容としても、同様の事例があがってきています。
事例があがってきています

駐⾞や渋滞など交通に関するものも多く寄せられています。
駐⾞や渋滞など交通
ものも多く寄せられています。その他、園庭の砂ぼこりや調理室
ものも多く寄せられています。その他、園庭の砂ぼこりや調理室
その他、園庭の砂ぼこりや調理室等から出る
から出る
におい、植栽に関することなど、その内容は様々です。
また、新設時には「事前説明が不⼗分」「工事期間中の対応について配慮、説明をしてほしい」などの
また、新設時には「事前説明が不⼗分」「工事期間中の対応について配慮、説明をしてほしい」などの
声も寄せられています。
声も寄せられています
〈図表 2〉子ども施設で発生している苦情等
〉子ども施設で発生している苦情等

家の中が
⾒られてそう

楽器の⾳が
うるさい

子どもの声が
うるさい
においが
気になる
砂ぼこりや
落ち葉、ボールが
はいってくる

設備の⾳が
うるさい

路上駐⾞
しないで

⽴ち話の声が
うるさい

３

路上駐輪
しないで
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このように、子ども施設に関する苦情等は「⾳」に関するものが
このように、子ども施設に関する苦情等は「
に関するものが最も多くなってい
最も多くなっていますが、
ますが、送迎時の路上
送迎時の路上

<子ども施設
子ども施設を取り巻く環境の変化
を取り巻く環境の変化
を取り巻く環境の変化>
子ども施設⾃体は昔からあるものですが、
子ども施設⾃体は昔からあるものですが、近年、その⽴地環境
その⽴地環境や、社会構造など
、社会構造など
、社会構造などの変化により
変化により、整
備・運営における地域へのより細やかな配慮が求められている
備・運営における地域へのより細やかな
が求められていることを認識しておく必要があります。
が求められていることを認識しておく必要があります。
■⽴地環境の変化
■⽴地環境の変化
子ども施設は、子育て家庭の住んでいる場所の近くへの⽴地が求められるため
子ども施設は、子育て家庭の住んでいる場所の近くへの⽴地が求められるため
、子育て家庭の住んでいる場所の近くへの⽴地が求められるため、子どものいる世帯
子どものいる世帯
の
の多い住宅地で、新たな子ども施設の整備を⾏うこと
で、新たな子ども施設の整備を⾏うことが多くなっています。
で、新たな子ども施設の整備を⾏うことが多くなっています。
子ども施設の敷地は、小中学校と比べて
子ども施設の敷地
は、小中学校と比べて
は、小中学校と比べて⼀般的に狭
狭くなっています。
なっています。狭い敷地での
狭い敷地での施設の整備
整備は、
近隣
近隣住居と接して
接して⾏われるため
ため、⾳に関する影響の他、においやプライバシーについて
、⾳に関する影響の他、においやプライバシーについて
、⾳に関する影響の他、においやプライバシーについても配慮する
する重
要性が高ま ます。また、道路幅が狭く、地域の人
要性が高まります。また、道路幅が狭
ます。また、道路幅が狭 、地域の人が主に
が主に生活道路と
生活道路として利⽤されているような場所
して利⽤されているような場所
で 、交通量や駐⾞⾞両が増えることで、渋滞の発生や安全性に関する懸念も考えられ
では、交通量や駐⾞⾞両が増えることで、渋滞の発生や安全性に関する懸念も
、交通量や駐⾞⾞両が増えることで、渋滞の発生や安全性に関する懸念も考えられます。
ます。
子ども施設を整備する には、これらの点を⼗分に意識し、近隣の住環境
子ども施設を整備する時には、
の点を⼗分に意識し、近隣の住環境 配慮する必要がありま
の点を⼗分に意識し、近隣の住環境に配慮する必要がありま
す。

■社会構造の変化
高齢化や働き方が多様化したことで、⽇中に
高齢化や働き方が多様化したことで、
⽇中に在宅している、
在宅している、夜働き昼間に⾃宅で寝ている、⼟
夜働き昼間に⾃宅で寝ている、⼟
夜働き昼間に⾃宅で寝ている、⼟⽇
に働き平⽇が休みなど、子ども施設 運営している平⽇の昼間
に働き平⽇が休みなど、子ども施設が運営
る平⽇の昼間に⾃宅にいる
に⾃宅にいる人が増えていると推察さ
が増えていると推察さ
れます
れます。
世帯人数の減少や未婚率の上昇などにより、常に子どもの声がする環境で生活していない人が増
世帯人数の減少や未婚率の上昇などにより
や未婚率の上昇などにより 常に子どもの声がする環境で生活していない人が増
えているなど、子ども施設で子どもたちがどのように過ごしているかを知
えているなど、子ども施設で子
子ども施設で子どもたちがどのように過ごしているかを知る機会が少ない
どもたちがどのように過ごしているかを知る機会が少ない人も多くなって
人も多くなってお
り、
り、このような社会
社会構造の変化
の変化も、近年の子ども施設に対する
子ども施設に対する苦情等
子ども施設に対する苦情等の背景のひと
ひとつと考えられます。
つと考えられます。

４

■地域における施設の位置づけ
地域コミュニティの構造の変化とともに、地域における子ども施設に対する⾒え方も変わってきていま
す。
子どもの健全な育成環境のための施設であることに加え、地域にあるひとつの施設として地域にどう
のスペースを地域活動のために開放したり、施設のイベントに地域の人に参加いただくなど、地域との
交流を積極的に⾏うことが求められています。

【コラム
コラム 1】子どもの声を
を騒音と意識する考え方をどう感じるか
と意識する考え方をどう感じるか

厚生労働省委託「人口減少社会に関する意識調査」（2015
厚生労働省委託「人口減少社会に関する意識調査」（
年）によると、園児の声を騒⾳
のように意識する等により保育所⽴地に反対する住⺠の⽴場に、同感できるか聞いたところ、「ある
のように意識する等により保育所⽴地に反対する住⺠の⽴場に、同感できるか聞いた
ところ、「ある
程度 感できる」（29.7％）、「とても
程度同感できる」（
％）、「とても同感できる」（
感できる」（5.4
5.4％）と、反対する⽴場に
％）と、反対する⽴場に
％）と、反対する⽴場に同感できるとす
感できるとす
る人が 35.1％と全体の３分の１を占め、反対する住⺠の⽴場が特別なものではないことがうかがえ
％と全体の３分の１を占め、反対する住⺠の⽴場が特別なものではないことがうかがえ
ます。
なお、地域活動への参加頻度が高いほど
、地域活動への参加頻度が高いほど子ども施設に対してより寛容
、地域活動への参加頻度が高いほど子ども施設に対して
より寛容である傾向
傾向がみられます。
ます。
〈図表 3〉〉「子どもの声が騒音である」という苦情等に同感できるか
「子どもの声が騒音である」という苦情等に同感できるか
0%

全体

月１日程度以上地域活動に参加

年数回程度地域活動に参加

地域活動に参加していない

20%

40%

26.4

60%

38.5

35.0

80%
29.7

39.0

28.1

22.5

42.2

24.5

36.6

26.9

32.0

全く同感できない
全く同感できない

あまり同感できない
あまり同感できない

ある程度同感できる
ある程度同感できる

とても同感できる
とても同感できる

100%
5.4

3.5

2.9

6.9

出典：厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託「人口減少社会に関する意識調査」（
出典：厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託「人口減少社会に関する意識調査」（2015
2015 年）
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貢献するか、その工夫や取り組みが近隣との良好な関係を築く上で重要になっています。子ども施設

本手引書の構成について
手引書の構成について
第１部は、｢⾳｣に関する基礎知識や、子ども施設で発生している⾳
第１部は、｢⾳｣に関する基礎知識や、子ども施設で発生している⾳の特徴などについて解説し
などについて解説してい
などについて解説し
ます。⾳の特徴を踏まえたより効果的な対策をするためには、専門的知⾒を有する
ます。⾳の特徴を踏まえたより効果的な対策をするためには 専門的知⾒を有する建築事務所
建築事務所等に相
等に相
談する必要がありますが、⾳の基礎知識を知っておくことは、施設運営上の⽇常的な⾳への配慮や対策
談する必要がありますが、⾳の基礎知識を知っておくことは、
施設運営上の⽇常的な⾳への配慮や対策
に役⽴ちます。
役⽴ちます。
第２部は、子ども施設において実際に発生した苦情・トラブルの事例
第２部は、子ども施設において実際に発生した苦情・
部は、子ども施設において実際に発生した苦情・トラブルの事例と、その対応策を紹介します。
、その対応策を紹介します。
⾳や交通など、苦情・トラブルの要因 に分類し、「新設時（建替え時）
⾳や交通など、苦情・トラブルの要因ごとに分類し、「新設時
に分類し、「新設時（建替え時）の設計段階での取り組み」
の設計段階での取り組み」
「新設時または
新設時または開設後でも対応可能なハード面での取り組み」「運営での取り組み」の３つに分けて
開設後でも対応可能なハード面での取り組み」「運営での取り組み」の３つに分けて
開設後でも対応可能なハード面での取り組み」「運営での取り組み」の３つに分けて対
応策を整理しています。
応策を整理しています。
第３部は、第２部で紹介した個別の対応策以外に、子ども施設が地域とよりよい関係を築き、共生
第３部は、第２部で紹介した個別の対応策以外に、子ども施設が地域とよりよい関係を築き、共生
していくために⼼がけることが望ましいポイントについて紹介しています。
していくために⼼がけることが望ましいポイントについて紹介しています。
また、 手引書の最後には、策定にあたり様々な方からいただいたご意⾒を、子ども施設に関わる全
また、本手引書の最後に
、策定にあたり様々な方からいただいたご意⾒を、子ども施設に関わる全
ての皆様へのメッセージとして紹介しています。

本手引書の対策事例の活⽤について
手引書の対策事例の活⽤について
本手引書で紹介する事例は、どの施設でも必ず同じ効果が期待できるものではなく、
本手引書で紹介する事例は、
どの施設でも必ず同じ効果が期待できるものではなく、
どの施設でも必ず同じ効果が期待できるものではなく、また、全
全ての
子ども施設が実践しなくてはいけないというもので
子ども施設が実践しなくてはいけないという
が実践しなくてはいけないというものでもありません。
ありません。
どのような対応策をとるかは、子ども施設の⽴地環境や、地域の特徴、保育・教育方針などに応じ
どのような対応策をとるかは
、子ども施設の⽴地環境や、地域の特徴、保育・教育方針などに応じ
た方法を選択することが重要です。本手引書を参考に、
た方法を選択することが重要です。
手引書を参考に、建築事務所
手引書を参考に、建築事務所などの専門家や、同様事例を有
などの専門家や、同様事例を有
する他施設の協⼒を得ながら、それぞれの施設にあった取り組みを検討してください。
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【
【コラム
2】待機児童
】待機児童の推移と解消に向けた施策
解消に向けた施策

<待機児童数の推移（全国／大阪府）
待機児童数の推移（全国／大阪府）
待機児童数の推移（全国／大阪府）>
全国における子ども施設
子ども施設の利⽤率は年々高くなっている⼀方で、待機児童数も近年再び
の利⽤率は年々高くなっている⼀方で、待機児童数も近年再び
の利⽤率は年々高くなっている⼀方で、待機児童数も近年再び増加に転
に転
多いのは、⼤阪市、吹田市、豊中市となっています。
また、首都圏や近畿圏の７都府県とその他の政令指定都市、中核市の合計は 17,501 人で全体
の 74.3％を占め、待機児童解消の問題は都市部が中⼼となっています。
％を占め、待機児童解消の問題は都市部が中⼼となっています。
〈図表 4〉保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移
4〉保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移
30,000

50.0%

28.5%
25,384

40.0%

35.1%

33.9%

33.0%

20,000
15,000

39.9%

37.9%

25,000

30.0%

31.0%
29.5%
26,775
25,565
24,825

22,741

10,000

21,371

23,167

23,553

10.0%

5,000
（人）

20.0%

0

0.0%
H21

H22

H23

H24

H25

待機児童数（左目盛）

H26

H27

H28

利用率（全体）（右目盛）

〈図表 5〉都市部とそれ以外の地域の待機児童数（平成
〉都市部とそれ以外の地域の待機児童数（平成 28 年 4 月 1 日時点）
利用児童数

待機児童数

7 都府県・指定都市・中核市

1,390,726 人

56.6%

17,501 人

74.3%

その他の道県

1,067,881 人

43.4%

6,052 人

25.7%

全国計

2,458,607 人

100.0%

23,553 人

100.0%

※７都府県；埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県
出典：厚生労働省「保育所等関連状況とりまとめ（平成 28 年 4 月 1 日）」

待機児童解消に向けた施策
待機児童解消に向けた施策>
<待機児童解消に向けた施策
国では、平成 25 年４月に「待機児童解消加速化プラン」を策定し、平成 25 年度から平成 29 年
度末までに保育の受け皿を 50 万人とする目標を掲げています。また、平成 27 年度から
年度からは子ども・子
子ども・子
育て支援 制度がスタートし、市
育て支援新制度
、市町村において
町村において計画的な子ども施設の整備
子ども施設の整備 ⾏われています。府内で
子ども施設の整備が⾏われています。府内で
は、豊中市が国家戦略特区を活⽤し、市の管理公園内に保育所を整備するなど、待機児童の解消
に向けた動きが加速しています。
⼟地の確保が困難な都市部において子ども施設の整備を進めるため、認可保育所において近所の
⼟地の確保が困難な都市部において子ども施設の整備を進めるため、認可保育所において近所の
公園を園庭の代替とすることの容認、保育室等の上層階での設置や、屋上園庭など、より狭い敷地
公園を園庭の代替とすることの容認、保育室等の上層階での設置や、屋上園庭など、より狭い敷地
での保育所の整備が可能となっています。
での保育所の整備が可能となっています
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じて
じており、平成
28 年４月１⽇現在 23,553
,553 人です。また、⼤阪府では、1,434
人です。また、⼤阪府では、
人で、待機児童が
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