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3. 子どもの居場所に関する実態調査                      

3. 1 調査の概要 

(1)調査目的 

地域の環境、特に子どもたちが放課後に過ごす場所や居場所を把握するとともに、

それらが子どもたちに与える影響を検証することを目的とする。子どもの実態につい

て地域間に差があるとすれば、地域環境を要因とする何らかの変数が存在するはずで

ある。本調査は「将来の夢の有無」と「居場所(安心できる場所)の有無」の相関なら

びにその他の要因を探り、「全ての子どもが夢と希望を持って成長していける地域社

会の実現」へのヒントを見いだそうとするものである 

 

(2)調査方法 

対象：豊中市立東丘小学校、庄内小学校、原田小学校、寺内小学校の小学 4 年生 

  豊中市立第一中学校、第六中学校、第八中学校、第十六学校の中学 2 年生 

回答形式：アンケート 

回答方法：各学校にてホームルームなどを利用して児童・生徒が記入 

設問項目：添付資料 1 参照 

回答数：732(小学生：245, 中学生：487) 

回収率：94.6%(732/774) 

アンケートには以下の 6 つの設問を用意した。 

設問 1：あなたは放課後や休みの日に、どこで過ごしますか？ 

―回答形式：14 項目、複数回答可 

設問 2：あなたが問 1 で答えた中に、ホッとできる(気持ちが落ち着いたり、ゆったり

した気分になる)場所はありますか？ 

―回答形式：あり、なしの 2 択と 14 項目から 1 つ選択 

設問 3：あなたは放課後や休みの日にどこでどのように過ごしたいですか？ 

―回答形式：自由記述 

設問 4：あなたは今まで、学校以外でどのような体験をしましたか？ 

―回答形式：9 項目、複数選択可 

設問 5：あなたは普段、楽しいことや悲しいこと、または、困っていることや悩んで

いることは誰に話しますか？ 

―回答形式：13 項目、複数選択可 

設問 6：あなたは将来の夢がありますか？ 

―回答形式：あり、なしの 2 択 
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 尚、統計学的な検定・分析方法の解説については、資料編「調査の詳細」に記載す

る。 

 

(3)調査結果 

設問 1 では子どもたちに普段、過ごしている場所を尋ねている(表 3-1)。回答数が

多いのは「自分の家(712)」となっており、次いで「学校(414)」、「習い事(309)」で

ある。もっとも少ないのは「地域の居場所（11）」で、次いで「放課後こどもクラブ

(25)」、「図書館や公民館などの公共施設(79)」である。設問 1 は複数回答可である

ため、一人の回答者によって選択された項目の数を集計し、複数の要素を一つにまと

めて比較するための数値すなわち合成変数として算出した。この変数は子どもたちが

普段過ごしている場所の種類をカウントしていることになるので「過ごし場の多様性」

として扱う。調査結果から子どもたちの「過ごし場の多様性」の平均値は 4.26、最大

値は 14、最小値 0 であった。これは子どもたちが普段、約 4 種類程度の場所で過ご

しているということになる。 

設問 2 では子どもたちに居場所の有無を尋ねている(図 3-1)。「居場所がある」と

答えた 695 名(96%)に対し、「居場所がない」と答えたのは 29 名(4%)であった。加

えて、「居場所がある」と答えた子どもたちに設問 1 の項目の中から「一番ホッとす

る場所」を選んでもらった(表 3-2)。その結果、「自分の家(557)」がもっとも回答が

多かった。次いで、「祖父母の家(44)」「公園(15)」である(表 3-2)。 
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設問 1 の回答項目 回答度数 

自分の家 712 

祖父母の家 236 

友達の家 285 

塾 291 

習い事 309 

学校 414 

公園 230 

スーパーなど 246 

コンビニ 106 

ゲームセンター 116 

公共施設 79 

地域の居場所 11 

放課後こどもクラブ 25 

その他 58 

表 3-1. 設問 1の項目ごとの回答度数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1. 居場所があると答えた子どもと居場所がないと答えた子どもの割合 
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設問 1 の回答項目 回答度数 

自分の家 557 

祖父母の家 44 

友達の家 14 

塾 5 

習い事 8 

学校 6 

公園 15 

スーパーなど 4 

コンビニ 2 

ゲームセンター 3 

公共施設 13 

地域の居場所 0 

放課後こどもクラブ 2 

その他 8 

 

表 3-2. 設問項目の中でもっともホッとする場所の回答 

 

設問 3 では記述された文章を単語に分解し、その単語の数を数えた。例えば「遊ん

だり、家でゴロゴロする」という文章であれば、「遊ぶ」「自宅」「ゴロゴロ」とい

う三つに分解される。なお、例のように特に断りがなく「家」という言葉が出てきた

際は「自宅」のことを指しているものとしてカウントした。 

回答全数は 648 名であった。最も頻出した単語とその出現回数は「自宅(314)」次

いで「遊ぶ(208)」「友達(187)」となった。これらの単語をカテゴリー化すると「気

持ち(319)」「人(216)」「場所(469)」「活動(472)」の 4 つに分類された。4 つのカテ

ゴリーの括弧内の数字は回答にそれらの要素が含まれた回答の数である。例えば「遊

ぶ」という単語が出た場合は「活動」の要素が表れているものとして活動を 1 カウン

トした。 

また、4 つの要素を組み合わせた単語の配列パターンから子どもたちが思う居場所

の種類を 2 つに分類できた。1 つは子どもの自己裁量で完結させられる「自己完結型」

の居場所ともう 1 つは他者の関わりが必要な「コミュニティ型」の居場所に分けられ
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る(表 3-3)。自己完結型の代表的な例として、「自分の家でゆっくりしたい」「家で

一人でゆっくりすごしたい。映画の DVD をいっぱい見る。」などがあげられる。一

方、コミュニティ型としては「友達と思いっきり遊びたい」「放課後は友達と遊びた

い。土日は外へ出かけたり、家で遊んだり、おばあちゃんの家に行きたい」などが挙

げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3. 設問 3の結果の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-4.  設問 4の項目ごとの回答度数 

 

設問 4の回答項目 回答度数 

スポーツ 519 

芸術文化 329 

自然体験 304 

海外旅行 156 

ボランティア 178 

地域行事 555 

科学活動 177 

オンラインゲーム 395 

その他 44 
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設問 4ではこれまで学校や家庭で経験した経験の種類について尋ねている(表 3-4)。

回答全数 725 名で、もっとも回答数が多いのは「地域の行事(555)」となっており、

次いで、「スポーツクラブ(519)」、「オンラインゲーム(395)」である。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-5.  設問 5の項目ごとの回答度数 

 

  また、設問 4 は複数回答の形式なので、一人の回答者によって選択された項目の数

を集計し、合成変数として算出した。この変数はこれまでの経験の種類をカウントし

ていることになるので「経験の多様性」として扱う。調査結果から子どもたちの「経

験の多様性」の平均値は 3.66、最大値は 9、最小値 0 であった。これは子どもたちが

約 3 種類程度の経験をしたということになる。 

設問 5 では子どもたちに普段、相談する相手を尋ねている(表 3-5)。この設問に対

してもっとも回答数が多いのは「友達(520)」となっており、次いで、「親(513)」、

「きょうだい(210)」である。また、設問 5 は複数回答の形式なので、一人の回答者

によって選択された項目の数を集計し、合成変数として算出した。この変数は普段、

相談する人の種類をカウントしていることになるので「相談者の多様性」として扱う。

調査結果から子どもたちの「相談者の多様性」の平均値は 2.12、最大値は 10、最小

設問 5の回答項目 回答度数 

親 513 

きょうだい 210 

祖父母 148 

友達 520 

塾・習い事の先生 73 

放課後クラブ先生 11 

相談電話 3 

地域の人 16 

ネット掲示板 8 

その他 38 

話せる人がいない 19 

話したくない 54 

わからない 45 
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値 0 であった。これは子どもたちが普段の相談事を約 2 種類程度の立場の人に相談を

しているということになる。 

設問 6 では夢の有無を尋ねている(図 3-2)。回答全数 715 名に対して「夢がある」

と答えたのは 504 名(70%)に対し、「夢がない」と答えたのは 212 名(30%)という結

果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2.  夢があると答えた子どもと夢がないと答えた子どもの割合 

表 3-6. 夢の有無による各合成変数の平均値 

 

3. 2 夢のある子、ない子 

設問 6 にて夢の有無を子どもたちに尋ねた。その結果を踏まえ、「夢がある」と答

えた子ども 520 名(71%)と「夢がない」と答えた子ども 212 名(29%)の差について、

それぞれの「過ごし場の多様性」、「経験の多様性」、「相談者の多様性」の合成変

数の平均値を比較した(表 3-6)。「夢がある」と答えた子どもたちにおける「過ごし

場の多様性」は平均値が 4.45、「経験の多様性」は平均値が 3.71、「相談者の多様

性」は平均値が 2.22 となった。一方、「居場所がない」と答えた子どもたちにおい

て、「過ごし場の多様性」は平均値が 3.79、「経験の多様性」は平均値が 3.55、「相

談者の多様性」は平均値が 1.81 であった。次に夢の有無による数値の差を比較した

ところ、「過ごし場の多様性」と「相談者の多様性」の間で統計的に有意な差が確認

  過ごし場の多様性 経験の多様性 相談者の多様性 

夢あり 4.45 3.71 2.22 

夢なし 3.79 3.55 1.81 

504

212 (30%

(70%

夢なし 

夢あり 

n=716 

有意差あり 
有意差あり 
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された。このことから「夢がある」と回答した子どもたちと「夢がない」と回答した

子どもたちの間には「過ごし場の多様性」「相談者の多様性」に差があるといえる。 

 

3. 3 居場所のある子、ない子 

設問 2 にて居場所の有無を子どもたちから確認した。その結果を踏まえ、「居場所

がある」と答えた子ども 695 名(96%)と「居場所がない」と答えた子ども 29 名(4%)

の差について「過ごし場の多様性」、「経験の多様性」、「相談者の多様性」の平均

値を比較した(表 3-7)。「居場所がある」と答えた子どもたちにおける「過ごし場の

多様性」は平均値が 4.27、「経験の多様性」は平均値が 3.67、「相談者の多様性」

は平均値が 2.17 となった。一方、「居場所がない」と答えた子どもたちにおいて、

「過ごし場の多様性」は平均値が 4.04、「経験の多様性」は平均値が 3.78、「相談

者の多様性」は平均値が 1.04 であった。 

次に、各合成変数と居場所の有無の関係を調べるために合成変数の数値が高い人か

ら順に並べ替え、高群(3 点以上)、中群(2 点)、低群(1 点以下)の 3 グループにデータ

を分け、居場所の有無と合成変数の各群で表を作成した(表 3-8)。枠内の各数値の偏

りを調べるために統計学的な検定を行った。 

 

 
過ごし場の多様性 経験の多様性 相談者の多様性 

居場所あり 4.27 3.67 2.17 

居場所なし 4.04 3.78 1.04 

表 3-7. 居場所の有無による各合成変数の平均値 

 

合成変数 居場所あり 居場所なし 

高群(3以上) 259 2 

中群(2) 212 7 

低群(1以下) 224 20 

表 3-8. 相談者の種類の数に応じたグループ分けと居場所の有無 
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表 3-9. 居場所の有無と夢の有無のクロス集計表 

 

その結果「相談者の多様性」の項目においては枠内に差が見られた。作成した表から

「居場所がない」と答えている子どもは「相談者の多様性」低群に偏っていることが

わかった。また、居場所の有無と夢の有無で表を作成した(表 3-9)。この表を使用し

て、統計学的な検定を実施したが、有意な差は確認されなかったので居場所の有無と

夢の有無の間に関係性はないと考えられる。 

 

3. 4「気になる子」群 

「居場所がない」こと自体が困難な状況であることは比較的明らかである。しかし

ながら、本調査を進める中で、「居場所がない」子どもたち準ずる程度に困難な状況

にあるのと思われる子どもたちがいることも見えてきた。その子どもたちを「気にな

る子」群として位置付け、その困難度を整理した。 

  居場所の有無以外に調査 1 には困難さを伺える項目が 4 つある。一つ目は設問 3 の

自由記述欄に記入される「ネガティブなコメント」である。その「ネガティブなコメ

ント」と判断した内容には 2 つのパターンがある。一つは「習い事に行かないで友達

と遊ぶ」「嫌な気持ちになったり、けんかしたりはしたくない」などのように否定す

る形で望むことを表明しているコメントであり、もう一つは「お母さんなどがお仕事

をしていて、1 人でも悲しくならなくするためのものなどあったらいい。」などのよ

うに SOS のようなものを「ネガティブなコメント」としてカウントした。二つ目は

設問 5 の回答項目である「誰も話せる人がいない」、三つ目は同様に「誰にも話した

くない」、四つ目は設問 6 の「夢がない」という回答である。4 つのうち、いくつ該

当しているかによって困難度を整理したものが表 3-10 である。 

 

  

 
夢あり 夢なし 

居場所あり 695 (100%) 488 (71%) 200 (29%) 

居場所なし 29  (100%) 16 (51%) 12 (41%) 



16 

 

 

 チェック項目 回答数     人数 相談者の多様性 

ネガティブなコメント 10   困難度 1 226 1.85 

誰も話せる人がいない 15   困難度 2 20 1.3 

誰にも話せない 50   困難度 3 3 1 

夢がない 200   困難度 4 0 NA 

      計 249  

表 3-10. 困難度の項目度数と各困難度の人数、及び「相談者の多様性」の度数 

 

  一概に困難度は定義できないが、上記の整理の有効性は今後も検討が必要である。

とはいえ、目安として「居場所がない」子どもが 29 名、「気になる子」(何らかの面

で困難を抱えていると思われる)が 249 名であり、合わせると 278 名となる。これは

全数 734 とすると全体の 38%となり、4 割近い子どもたちが程度の差こそあれ、何ら

かの困難を抱えていると考えられる。また、「相談者の多様性」を比較することで、

「居場所がない」と答えた子どもは相談者が少ないという傾向が確認できる。困難度

3 では「相談者の多様性」の平均が 1、困難度 2 では 1.3、困難度 1 では 1.85 となっ

ており、困難度が増すにつれて「相談者の多様性」は少なくなる傾向が確認された。 

 

3. 5 地域の特徴 

次に、「相談者の多様性」について、地域の間で子どもたちの実態に差があるのか

を検証した。「過ごし場の多様性」、「経験の多様性」、「相談者の多様性」の平均

値を比較するために統計学的な分析を行なった。その結果、「経験の多様性」では各

地域の間に有意な差が見られた。このことから地域ごとに子どもたちの経験の多様性

に差があるということがわかった。そこで分析を追加し、統計学的な比較を行ったと

ころ、表 3-11 のような結果となり、校区 A と校区 D、校区 C と校区 D の間に「経験

の多様性」に差があることがわかった。(本項目においては、地域性に配慮して各項

目を ABCD で記載している) 
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校区 「経験の多様性」の平均 

A 4.16 

B 3.43 

C 4.00 

D 2.98 

表 3-11. 校区ごとの経験の種類の平均値の差 

 

  居場所あり 居場所なし 

小学生(242) 237 5 

中学生(482) 458 24 

表 3-12. 居場所の有無と年齢差のクロス集計表 

 

 

  夢あり 夢ない 

小学生(242) 214 28 

中学生(474) 290 184 

表 3-13. 夢の有無と年齢差のクロス集計表 

 

3. 6 小学生と中学生の特徴 

今回の調査は小学校4年生と中学校2年生であるが、年齢の違いによって夢の有無、

居場所の有無に違いがあるかを調べるためにそれぞれのクロス集計表を作成した。居

場所と年齢の違いのクロス集計表は表 3-12 に、夢と年齢の違いのクロス集計表は表

3-13 に記した。この結果の差を確認するためにそれぞれ統計学的な検定を行なった。

その結果、夢の有無について年齢の違いが回答に差を生んでいることがわかった。ま

た、居場所についても 5%水準は満たさなかったものの、差があるとはいえなくはな

い結果であった。以上より年齢が上がると夢と居場所がなくなる傾向があるといえる。 

 

3. 7 調査 1 の要約と課題 

以上が調査 1 の結果である。ここで考察に向けて内容を整理しておきたい。本事業

の目的から調査 1 において最も重要な結果は設問 2 の居場所の有無である。「居場所

がある」と答えた子どもたちは 96%おり、逆に「居場所がない」と答えた子どもたち

有意差あり 
有意差あり 
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が 4%いるということがわかった。加えて、「居場所がある」と答えた子どもたちと

「居場所がない」と答えた子どもたちの間には「相談者の多様性」に差があることが

明らかになった。この差は必ずしも相談者の「人数」の差を表しているわけではない

が、内容によって相談相手を変えることができる子どもがいる一方で、親にしか相談

できない子どもや友達にしか相談できない子ども、誰にも相談ができない子どもがい

るのである。ただし、今回の調査からは「相談者の多様性」が低いから「居場所がな

い」と答えているのか、「居場所がない」から「相談者の多様性」が低いのかについ

ては結論づけることはできない。 

続いて、仮説の検証結果について述べる。調査の結果、調査前に立てた仮説である

「居場所の有無」と「夢の有無」の相関関係については棄却される結果となったが、

今なおなんらかの関連は否定できない。この精緻な検証は今後の課題となった。 

最後に地域差、年齢差について比較した。地域差としては経験の多様性が挙げられ

たが数値として最大の差の値が 1.18 であり、この数値をどのように評価するかは課

題である。また、その他の分析から経験の多様性が与える影響を具体的に示すことが

できるわけではない。しかし、差があるのは事実なので対応について少し検討すると

今回の調査の経験の項目には「海外旅行」や「オンラインゲーム」などの家庭の裁量

が大きい体験や「ボランティア」や「スポーツ」など地域で体験できるものも用意さ

れている。この差は学校での取り組みや地域活動の活性化等によってある程度、縮め

られるものであると考えられる。また、中学生になることで「居場所がない」という

回答が増える傾向にあり、「夢がない」と答える生徒が増えることがわかった。思春

期だからそのような回答が増えたと考えられるが、むしろ、それが理由であれば、思

春期だからこそ居場所が必要なのかもしれない。 

 

 

 

  


