
４．各団体の活動概要 
 
世界の子どもと遊びます。里山が元気になります。 
 
日本 ユニセフパークプロジェクト（UPP） 
http://www.kokueiakashi.go.jp/upp.html 
山田 智也 
E-mail: upp_jimukyoku@yahoo.co.jp 
 
１．活動経緯 

2000/12  ユニセフパークプロジェクトを立ち上げる。 
2001/12 「UPP2001 子ども国際ワークショップ」を開催。 
2002/03 「UPP2002 プレキャンプ」を開催。 
2003/08 「UPP2003 子ども国際ワークショップ」を開催。 
2004/08 「UPP2004 サマーキャンプ」を開催。 
 

２．活動内容 
２-１．自然の中での遊び場づくり 

UPP では、2001 年から国営明石海峡公園神戸地区にて、世界の子どもたちとテーマを決めて遊び場づくり

をおこなってきました。今までのキャンプでは「動ける場所」「休む場所」などをテーマに活動してきました。

今回は、自然からの癒し、学びを得ることを目的として、「あったかい場所」をテーマにして、遊び場をつく

っていきます。 
２-２．世界の子どもたちの現状を知る 

今までのキャンプの中では、ユニセフの講師の方を招いて、世界の子どもたちの現状について、学んできま

した。防災を含めて、紛争や貧困など世界で起きている現状をまなび、その中での子どもたちの生活につい

て聞いたり、それらを体験できるようなワークショップを開催しました。 
２-３．世界、人、自然とのふれあい 

UPP の目的は、世界、人、自然とのふれあいを通して、子どもたちが「地球規模で物事を判断できる人間」

という地球市民として育つことです。UPP では、UNICEF、JEARN などの国際的なネットワークを通じた

団体との連携、様々な世代や分野から参加しているファシリテーター、国営明石海峡公園神戸地区の自然環

境を活かして、子どもたちが地球市民として育っていくのにふさわしい場をつくっていきます。 
 
３．活動場所 

UPP は、国営明石海峡公園神戸地区を主な活動場所としています。国営明石海峡公園神戸地区は、明治時代の

伐採を免れた、神戸でもめずらしい昔の里山の風景を残している地区です。子どもたちが里山から材料を切り

出し遊具を作ることは、里山に過剰に生えている木を切り、里山の環境を改善するのに役立っています。 
 
４．これからの取り組み 
 これからも、里山の中での公園づくりの活動をとおして人と自

然との関わりについて学びます。 
また、子どもたちの参画について継続的に取り組んでいきます。

そして、世界の子どもたちが、世界の子どもたちについて学びな

がら遊べる、「子どもたちの子どもたちによる子どもたちのための

公園づくり」を目指します。 



４. Outline of activity of each group  
 
Playing with children from all over the world will revitalize mountains near community. 
 
Japan 
UNICEF PARK PROJECT（UPP） 
http://www.kokueiakashi.go.jp/upp.html 
Tomoya Yamada 
E-mail: upp_jimukyoku@yahoo.co.jp 

1. Details of activities 
2000/12  UNICEF PARK PROJECT was started up. 
2001/12  "UPP2001Chidren's international workshop" was held. 
2003/03  "UPP2002 Pre-camp" was held. 
2004/08  "UPP2003 Chidren's international workshop" was held. 
2004/08  UPP2004 Summer Camp" was held. 

2. Activities 
2-1 To create playground in the Nature 
Since 2001, UPP has created playgrounds with chidren from all over the world with certain subject at 
National Akashi Strait Park , Kobe Area, "Place for activity" "Place for rest" have been the subjects selected 
for the activity. This time, we are to create  another playground "Warm place" with a view to receiving 
healing and learning from the nature. 
2-2 To know the present state of children the world over. 
During the camps, participants have studied about the present state of children the world over through the 
lectures by UNICEF speakers. We held workshop in which participants have studied about conflicts and 
poverty including disaster prevention facing the international community at present,then they have had a 
chance to listen to other children's daily lives and to experience them. 
2-3 Contact with the World, people and nature 
UPP's goal is to help children grow up to be global citizens, "men who can judge things globally" through 
contact with the world, people and nature. UPP is to create suitable sites for children to grow up to be global 
citizens by utilizing the relation with the groups as UNICEF, JEARN which have international networks, 
facilitators ofvarious generation or with various background and natural environment  at National Akashi 
Strait Park , Kobe Area. 

3. Place for activity 
UPP uses National Akashi Strait Park , Kobe Area as our main site for our activity. National Akashi Strait 
Park , Kobe Area is the site remaining mountains near community, almost of such mountains were destroyed 
during the Meiji era (1868-1912), it is rare site in Kobe city. At there children cut down trees and make tools. 
Cutting dowm surplus trees helps the mountains to be improved environmentally. 

4. Activities in the future 
We are to study about the relation between people and the nature 
through the activity of creating parks in mountains near 
community. At the same time, we will continuously work on 
children's participation. And we aim to create " Parks of children, 
by children and for children" where children the world over can 
play while learning about children from other part of the world. 



淡路島国営明石海峡公園 

 
１．国営公園事業とは 

国営公園とは、国（国土交通省）が広域的なレクリエーシ

ョンに答えるために計画、整備を行う大規模な（計画面積

が約 300ha 超）都市公園を指し、現在、全国で 17 箇所が

事業中（うち 16 箇所が開園）です。地域特性に応じたオ

ートキャンプ場、運動広場、展示施設、大規模な水族館な

どの施設整備だけでなく、良好な自然環境や貴重な歴史的

資産の保全・活用の場としても整備が進められています。 
 
２．国営明石海峡公園 

国営明石海峡公園は「自然と人との共生」「人と人との交流」

をテーマにした環境に優しい未来型公園として平成５年に事業

化し、現在、整備を進めているところです。当公園では明石海

峡を挟んで淡路島と神戸市に二つの公園（淡路地区、神戸地区）

が計画されており、このうち淡路地区（通称：淡路島国営明石

海峡公園）ではすでに公園の一部が開園しています。 
淡路島国営明石海峡公園には、かつては灘山という標高約

160m の山がありましたが、関西国際空港などの造成、埋め立

て用に大量の土砂が運び出された結果、当地区は広大な岩盤が

露出した状態となってしまいました。運び出された土量は約１億ｍ３、甲子園球場をバケツにすると約 170
杯分にもなります。この広大な土取り場跡地の自然をできるだけ早く回復させるため、数多くの木々を植栽

しながら整備を進めています。園内には、現在までに約７万本の中高木と数え切れないほどの草花が植栽さ

れており、一年を通じて四季折々の草花を楽しむことが出来ます。また、当公園ではサクラを重要な日本文

化のひとつとして位置づけた「サクラの名所づくり事業」を展開し

ており、今後、園内に 350 種、約 1,000 本のサクラの木を植える予

定です。 
園内の各施設や遊具にはユニバーサルデザインの考え方を取り入

れており、体の不自由な方々、高齢者の方々、誰でもみんなが快適

で楽しく利用できる公園作りに取り組んでいます。特にビジター棟

などの施設はバリアフリーへの配慮を徹底し、また、屋上緑化や自

然エネルギーの積極的な活用など「人」と「環境」に対して優しく

あるよういろいろと工夫を凝らしています。 
 

３．淡路花祭 2005 春 
3 月 19 日から 5 月 29 日までの間、「淡路花祭 2005 春」を開催し

ており、花をテーマとしたたくさんの体験プログラムや大道芸など

様々なイベントを展開しています。また、50 万球のチューリップや

ムスカリの大花壇（関西最大級）、リビングストーンデージーの色と

りどりの花絨毯など、みんなに楽しんで頂けるような花壇の整備も

進めています。春の週末には是非一度淡路島国営明石海峡公園へお

越し頂きたいと思います。 
国営明石海峡公園 

URL: http://www.kokueiakashi.go.jp 

図－1 全国の国営公園 

写真－1 淡路島国営明石海峡公園

写真－2 チューリップ大花壇 

図－2 国営明石海峡公園の位置 



Awaji Island National Akahi Strait Park 
 
1. National Park Project 
The National parks are the large-scale (over 300 ha.) city 
parks which the Ministry of Land Infrastructure and 
Transport have been planning and maintaining in response to 
the needs of broad recreation. At present, 17 locations (16 of 
the locations opened) have been developed nationally. 
According to characteristics of a region, the parks provide facilities such as auto campsites, playgrounds, 
exhibition space, and aquariums. In addition, the parks serve to preserve and utilize natural environment 
and historical resources.  

 
2. Akashi Strait National Park 
     The Akashi Strait National Park has been developed since 
1993 as the future model park which is environment-friendly, 
under the themes of  “co-existence of nature and human 
beings” and “human to human relationships.” The park project 
consists of two parks with the Akashi strait between (Awaji area 
and Kobe area). One of the planned parks, Awaji Island Akashi 
Strait National Park, was partly opened to the public. 

     There used to be a mountain called Nada mountain (the altitude of 1600 m) in the area of Awaji 
Island Akashi Strait National Park. However, with the result that a large amount of earth and sand was 
taken for the development of the Kansai international airport, the mountain area cropped out its bedrock. 
In order to promote the recovery of nature in this huge damaged area, a great number of trees have been 
planted, which include about 70,000 trees and innumerable flowers that represent the four seasons. 
Moreover, the park has set the project titled “founding 
the sights of the cherry blossoms” regarding cherry 
blossoms as one of the significant Japanese culture. 
Approximately 1,000 cherry trees with 350 different 
kinds hereafter will be planted in the park. 
     Concerning the facilities and playground 
equipment in the park, the concept of the universal 
design is adopted so that everybody, including persons 
with physical challenges or the elderly, can make 
pleasant use of the park. For example, the guesthouse 
especially takes into account the barrier-free design. In 
addition, various ideas have been employed in 
consideration of “people” and “environment” such as applying a roof garden and utilizing natural energy. 
 
3. Awaji Flower Festival 2005 Spring 

     From March 19th to May 29th, “Awaji Flower Festival 2005 
Spring” is taken place, where lots of trial programs about flower and a 
variety of events have been offered. The highlight would be the large 
flower garden with 500,000 tulips and the colorful flower carpet of 
living-stone daisy. We would love for you to come to the Awaji Island 
Akashi Strait National Park on a nice day in spring. 
 

Akashi Strait National Park 
URL: http://www.kokueiakashi.go.jp 

Figure1 National Park

Figure2 Akashi Strait National Park 

Picture２ Tulips Garden 

Picture1 Awaji Island Akashi Strait National Park





 
コモンビートは、創造活動を通じて互いに学びあう『共育（共に育む）』活動を行う、特定非営利活動

法人（NPO 法人：東京都認定）です。 
国や性別、環境や年齢などの異なるお互いを理解し合い、創造活動により自主性や協調性を学びながら

コミュニケーションの大切さに気づき、ひとりひとりの感受性を豊かにし、それぞれの社会や生活で生

かせることを目的としています。 

コモンビートは「チャレンジの場」「成長の場」であり、それを支える仲間がたくさんいます。 

日常生活ではなかなか経験できないテーマにチャレンジしながら自分の可能性を伸ばし、しなやかなコ

ミュニケーション、目標達成力、自主性、リーダーシップなど「人間性」を高めることを目的とした創

造活動を行っています。 

そして、それぞれの生活や社会でこの体験を活かしてゆくことが、個人の生活はもちろん、社会全体が

心の通じ合う楽しいものとなってゆくような活動を行っていきます。 

 

あなたもコモンビートの活動に参加しませんか？ 
 
共通の鼓動（コモンビート）を感じたい人！…ぜひ、私たちの活動に参加してください。 
初めて舞台に立った、自分たちで企画したイベントを実現した、コミュニケーションやリーダーシップの

スキルを自然に磨けた、新しい分野にチャレンジするパワーが出た、普段は出会えない人とも仲間になれ

た、など、コモンビートにはちょっと違う体験があります。活動の見学は自由です。 

詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

コモンビート ホームページ   http://www.commonbeat.org/ 




