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常滑市ボートレース事業局・BOATRACE 振興会と協業し、あそび場を開発

「BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ」 BOATRACE とこなめ場内にオープン
多世代交流を促進する「コミュニティパーク グルーン」も初めて併設
子どもの健やかな成長に「あそび」を通して貢献することを目指し、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそ
び場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西弘子）は、常滑市ボート
レース事業局、BOATRACE 振興会と協業し、愛知県常滑市「BOATRACE とこなめ」場内に、「BOAT KIDS
PARK モーヴィとこなめ」を開発しました。また、隣接する無料エリア「コミュニティパーク グルーン」の企画、
設計を行いました。両施設は、2021 年 11 月 6 日（土）にオープン予定です。

愛知県常滑市は、知多半島の西海岸に位置し、日本六古窯のひとつとして知られる「常滑焼」の産地です。
名古屋駅から約 30 分という好立地と中部国際空港セントレアの開港も手伝って、宅地開発が進む一方で、
核家族化や地域のつながりの希薄化等、子どもや家庭を取り巻く環境は変化しており、子どもを生み育てら
れる環境づくりや、子育て支援・教育環境の充実が求められています。こうした状況を踏まえ、BOATRACE
振興会、当社と協業して、「BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ」および「コミュニティパーク グルーン」の開
発に着手しました。
BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ … 成長につながる身体遊び・自然遊びが楽しめる屋内外あそび場
「BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ」は、屋内の「アクティ
ブゾーン」「ベビーゾーン」と、屋外の「チャレンジゾーン」「ア
クティブゾーン」「サンド＆ウォーターゾーン」「ベビー・トドラー
ゾーン」の 6 つのエリアが一体となった施設です。子どもが夢
中になれるあそびを通じて、発達に必要な体の動きや仲間
とのコミュニケーションを体験し、音・陽の光・植物・土・砂・水
などの自然と触れ合えます。屋外には、高さ 9m の大型遊具
も導入。てっぺんまで登ると、彼方まで広がる景色や疾走す
るボートを一望でき、あそびの中で達成感を得られます。

【 屋内エリア 】
1） アクティブゾーン 対象年齢：3 歳ごろ～
走る、跳ぶ、登る、滑る、回るといった、幼児期の成長に必要な基本動
作を引き出す遊具を揃えました。全身を躍動させて遊ぶ中で、普段より
もダイナミックな動きができることから、筋力やバランス感覚の向上につ
ながります。壁面にはクライミングウォールを設置し、手からつま先ま
で、全身の筋肉を使った動きを体験できます。
2） ベビーゾーン 対象年齢：0 歳～
はいはい、よちよち歩きの赤ちゃんが安心して全身を使って遊べるエリ
アです。腹ばい・ハイハイ・歩く・跳ぶ・バランスの 5 つの動きを導く遊具
「ボブルス」など、赤ちゃんの好奇心を刺激し、楽しみながら身体の動か
し方の基礎が身につくあそびを揃えています。赤ちゃんを持つママやパ
パたちの交流や情報交換の場としても活用いただけます。

【 屋外エリア 】
3） チャレンジゾーン 対象年齢：6~12 歳ごろ
より高度なあそびへの挑戦心が芽生える学童期のお子様向けに、バラ
ンス感覚や筋力も必要なあそびを充実させたエリアです。渡る、くぐる、
ぶら下がる、回るなど多様な身体の動きを引き出す様々な遊具を用
意。何度も自ら挑戦することで、達成感を味わうことができます。夢中で
遊んでいるうちに体の動かし方を自然に身につけていきます。
4） アクティブゾーン 対象年齢：3~6 歳ごろ
未就学のお子様向けに、遊びながら多様な動作と豊富な運動量を自然
と確保できるエリアです。サーキットでは、思いきり三輪車を漕ぐスピー
ド感を全身で体感することができ、足腰やバランス感覚が鍛えられま
す。シーソーやブランコなど様々な揺れも体験できます。子どもたちの
「あそびたい」「やってみたい」気持ちを実現できる空間です。
5） サンド＆ウォーターゾーン 対象年齢：3 歳ごろ～
太陽の下で、砂や水を使ったあそびが思う存分楽しめるエリアです。子ど
も同士で協力して砂山を作って水を流したり、水の量を微調整しながらお
だんごを作ったりできる砂場や遊具を揃えています。あそびを通じて、砂
や泥の形、硬さ、温度、質感などを体感したり、砂山やおだんごを作り上
げる中で社会性や集中力を育みます。
6） ベビー・トドラーゾーン 対象年齢：１~3 歳ごろ
屋内では体験することができない、砂や木、また風や水といった自然に
触れることができます。全身を使って安心して遊べる空間は子どもの五
感を刺激し、はじめての外遊びに最適なエリアです。木製の小屋やボー
トは、ごっこ遊びの舞台として活躍し、創造力を膨らませて遊ぶことがで
きます。

コミュニティパーク グルーン … 多世代交流や、地域の文化・スポーツ振興の拠点となる施設を併設
「コミュニティパーク グルーン」は、「BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ」に隣接する、屋外の無料施設です。
ボートレース場の広大なスペースを活用し、多世代が集う地域交流のコミュニティ拠点として、また子どもたちの
成長につながる遊環境・イベントスペースとして機能することを目指し、当社が企画提案を行い、開発しました。
エリア内には、自然あふれる環境で身体を動かせるよう、アウトドアフィットネスやヨガスタジオを敷設。また、樹
木・草花を活かした環境設計や、のびのびとした芝生広場、広い空が一望できるスペースなど、子どもからシニ
ア層まで、幅広い世代の人々が心身の健康増進に利用いただける環境づくりを行いました。利用者同士のコミ
ュニケーションが生まれるよう、各エリアに休憩し、集えるスペースを設計しています。
また、市民や地域の企業、団体と協業し、常滑市の文化や伝統を体感できるイベントを開催したり、新しいこ
とに挑戦できる場として「チャレンジエリア」を開設。施設内には 10×20m のマルチコートを敷設しており、子
ども向けのサッカー教室を開講するなど、スポーツ振興にも役立てる予定です。
当スペースでの取り組みを通じて、地域と市民・企業・団体が一体となった、新たな地域貢献の可能性を模索
し、全国の公園活用のベンチマークとなるような、社会に向けた提案を行ってまいります。

BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ、コミュニティパーク グルーン 概要
■

BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ 概要

・面
積
・住
所
・オ ー プ ン
・営業時間

：
：
：
：

約 2080 ㎡（屋内約 480 ㎡ 屋外約 1,600 ㎡）
愛知県常滑市新開町 4 丁目 111
2021 年 11 月 6 日（土）
2 月～10 月 10：30～16：50 / 10 月～2 月 10：10～16：30
（※レース開催時間により異なります）

・対象年齢 ：6 か月～12 歳
・利用料金 ：平日 160 分×2 回（2 クール制） / 土日祝他 80 分×4 回（4 クール制）
平日（160 分）

土日祝他（80 分）

■2-10 月①10：30～13：10 ②14：10～16：50
■10-2 月①10：10～12：50 ②13：50～16：30

■2-10 月 ①10：30～11：50 ②12：10～13：30
③13：50～15：10 ④15：30～16：50
■10-2 月 ①10：10～11：30 ②11：50～13：10
③13：30～14：50 ④15：10～16：30

子ども

300 円

おとな

300 円

300 円
（※ボートレース常滑入場料含む）

300 円

（※ボートレース常滑入場料含む）

■

コミュニティパーク グルーン 概要

・面
積
・住
所
・オ ー プ ン
・利用時間
・利用料金

： 約 4,000 ㎡（パークセンター250 ㎡）
： 愛知県常滑市新開町 4 丁目 111
： 2021 年 11 月 6 日（土）
：8：30～とこなめ第 12 レース終了まで
： 無料

子どもが遊べる施設づくりで地域貢献 … 常滑市ボートレース事業局、BOATRACE 振興会と協働
公園の遊具撤去・あそび制限などから、子どもが存分に体を動かし
て遊べる環境が減少し、体力やコミュニケーション能力が低下する
問題が表出しています。当社では、自主的・能動的なあそびを通して
子どもが成長し、家族で楽しく過ごせる環境を整える必要があるとい
う考えのもと、“こころ・頭・からだ”のすべてを使ったあそびが楽しめ
る屋内あそび場「キドキド」の開発・運営を全国 17 か所で進め、年間
約 200 万人以上の親子にご来場いただいています。近年では、この
あそび場開発のノウハウを生かして、全国各地の行政・企業と協働
しながら約 50 ヵ所のあそび場を開発してきました。これらの施設は子育て中の親と子に加え、幅広い世代の
方々が交流するきっかけとなり、地域のコミュニティのハブとして、街の活性化に寄与しています。
こうした当社のあそび場開発・運営ノウハウを、更なる地域貢献に活用すべく、ボーネルンドは BOATRACE
振興会と協業し、全国のボートレース場に親子のあそび場「モーヴィ」の開発を進めています。BOATRACE
業界は、収益金を地方自治体や地方公共団体金融機構などに分配しており、その資金を活用し、行政と協
力しながら学校設備の整備、水質浄化研究、伝統文化の保護などの社会貢献活動を行っています。この一
環として、ボートレース場の敷地を活用して、子どもたちが思いっきり遊べ、地域に住む家族が交流できる「地
域に開かれた場所」の実現を目指し、2019 年から「BOAT KIDS PARK モーヴィ」の開発・運営に取り組んで
います。これまでに埼玉県戸田市、山口県下関市、静岡県湖西市、福岡県芦屋町の 4 か所に開業し、約 28
万人に利用いただきました。
今回オープンする「BOAT KIDS PARK モーヴィとこなめ」は、全国で 5 例目の施設となります。また、健康増
進や多世代コミュニケーション、地域の文化・スポーツ振興のために、より発展的なスペースの活用を目指す
「コミュニティパーク グルーン」を初めて併設します。今後も BOATRACE 振興会と当社は、子どもが遊べる
環境づくりの検討を通じて、ボートレース場を活用した地域貢献を推進してまいります。
【 ボーネルンドについて 】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため 1981 年に設立し、一貫して“あそび
の道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道
具”を提案、全国 64 ヶ所で店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などに高品質な大型遊具や
教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約 3 万 5 千ヶ所
まで拡大しています。また、2004 年からは、子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを
体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では全国 17 ヶ所、年間約 200 万人、さらに「キド
キド」のノウハウを取り入れた地方行政の屋内あそび場を含めると全国約 50 ヶ所、年間 350 万人以上の親
子が訪れています。
【報道関係の方のお問い合わせ先】
株式会社ボーネルンド 広報部 担当：西山、村上
℡：03-5785-0860、080-5901-3591
e-mail：public-relations@bornelund.co.jp
【一般の方のお問い合わせ先（ご掲載用）】
株式会社ボーネルンド
℡：0120-358-518 （月〜金 10:00〜17:00）

