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8. 考察と今後の方向性                            

8.1 調査結果の整理と考察 

 本調査の目的は、(1)地域における子どもの居場所だけでなく、若者や高齢者などを

対象に活動・事業を行う団体や施設を含めて、子どもの居場所の地域資源として調査

し(2)その実態や子ども支援に関わる課題などを整理する。(3)そのうえで、子どもの

居場所の充実と年齢による切れめのない子ども・若者を支援する仕組みづくりにかか

る今後の施策展開の検討を行う。並びに(4)すべての子どもを見守るための学校を核と

したセーフティーネット構築の可能性についても検討することである。 

そのために、(1)子どもの実態に関するアンケート調査を実施するとともに(2)学校

や地域のキーパーソンに対するヒアリング、(3)フィールド調査を行うことで、子ども

と居場所に関する実態とニーズの把握に取り組んだ。そのうえで、具体的に居場所運

営団体に対するアンケート・ヒアリングや(5)先行事例に関する調査を実施した。そこ

で、本節では各調査を通じて把握された結果について整理、検討したい。 

 

(1)子どもと居場所のニーズ  

 まず、本調査では子どもたちへのアンケートを通じて、子どもたちの状況や、子ど

もたちがいかなる居場所を必要としているのかという点について探ることに取り組

んだ。もっとも、社会から孤立した子どもたちが大多数であるとは考えにくく、実際

アンケート調査(n＝724)を通じて、多くの子どもは自宅や友人の家ですごし、「ホッ

とできる居場所がある」と回答が得られている(695 人：96％)。こうした子どもたち

は、概ね自宅や学校を自身の居場所としている。子どもの生活実態を考慮しても、最

も長い時間を過ごすことになる「学校」と「家庭(自宅)」が居場所になるというのは、

事前に想定通りの結果である。 

アンケートでは放課後に時間をすごす場として、小学生は習い事や公園が居場所で

あるという回答が多く、中学生は塾が居場所であるという回答が浮かび上がった。子

どもたちの大多数は、平時は学校で勉強に励み、放課後は公園で遊び、習い事に行く。

そして家庭ですごすというのは一般的な感覚からみても違和感がない。 

本調査を通じてもっとも注目しなければならないことは、「ホッとできる居場所が

ない」と回答した子どもたちであろう(29 人：4％)。数量や割合的には軽微にみえる

が、以下でも触れるように、限定的な調査であることや、4 地区 8 校の調査結果であ

ることを考慮すれば、少ないと断じきれないインパクトがある。 

この、「ホッとできる居場所がない」と回答した子どもたちは、前述の「居場所が

ある」と答えたグループと比較したとき、楽しいことや悲しいこと、困っていること
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や悩んでいることを相談できないという様子も見えてきた。その他、統計的な差は検

出できなかったものの、将来の夢に関しても、居場所のあるなしで違いが見られた。 

なお、「ホッとできる居場所がある」「ホッとできる居場所がない」という質問項

目は、直接的な質問項目となっていることに注意が必要である。そこで、「ホッとで

きる居場所がある」と答えた子どもたちのうち、相談者の存在と将来の夢、自由記述

欄の回答を整理し、249 名の子どもたちがネガティブな回答を選択していることが見

いだせた。そして困難度が高まるほど、相談者が少なくなっている。「居場所がある」

と答えた子のなかにも、なんらかの不安や困難を抱える「気になる子」と呼びうるグ

ループの存在を知ることができた。 

以上のように、本調査の結果からは、大多数の子どもたちはなんらかの居場所を有

しているが、一部の子どもたちは、家や学校などで心を落ち着ける場所がなく、相談

できる人も少ないということがわかった。さらに、居場所を有していると考えられる

グループであっても、なんらかの困難を抱えている子どもたちが含まれることもわか

った。 

 

(2)「すごし場」と「ささえる場」としての居場所 

このように議論を整理したとき、ニーズから求められる居場所像について、主に 2

つの方向性を有することが見いだせた(表 8-1.)。 

すでに居場所をもつ子どもたちにとってすれば、居場所とは現状の生活を充実させ

るものとなろう。こうした、充足的な居場所は、誰でも関われるマスを対象とした「す

ごし場」と呼びうるものである。 

他方で、「ホッとできる場所がない」子どもたちにとっての必要な居場所とは、福

祉的・教育的事業であろう。これは「誰もが参与できる」というよりも「特定の利用

者をささえる」ための居場所であり、「ささえる場」と呼びうるものである。 

 

 

表 8-1.  ニーズから求められる居場所像 

 

ただし、生活の困窮を背景とし、すぐさま「ささえる場」としての居場所が必要と

なるかどうかについては、留意が必要である。というのも、先述の通り「ホッとでき

子どものニーズ 具体的な活動イメージ

すごし場としての居場所 いつでも参加できる場所
参加者を限定せず、時間的にも使用目的的にも制限が少

ない活動

ささえる場としての居場所 自身の困難によりそってもらえる場所
対象となる具体的な子どもを想定し、時に子どもの状況

に介入するような専門的な活動
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る場所がある」と答えたケースにおいても、回答上では「気になる子ども」が存在し

ているからである。 

また、本研究はいくつかの調査上の限界が内包されている。第 1に、本調査は限定

的な調査項目から「居場所」について推し量っている。調査の目的である、「貧困→

居場所のなさ→学力低下、自尊感情の低下」という論理を検討する際には、子どもの

経済的なバックグラウンドや学力といった基本的な情報が決定的に重要である。第 2

に、学校でのアンケートは、周囲の目や先生の目があることで子どもたちが正直に答

えにくい、すなわち「良い回答」をしやすい環境となってしまっている可能性は否め

ない。これは逆説的な見地もあり、そうした環境であっても一定数の子どもたちは「ホ

ッとできる場所がない」と回答した点を見逃してはならないだろう。 

 

(3)オープン型とクローズ型の居場所 ― 学校や地域調査からの検討 

本調査では 4 つの地域を選定し「居場所となりうる場」に関するフィールド及びイ

ンタビュー調査を行った。本調査の特徴は(1)居場所を掲げて活動している場だけでな

く(2)調査員が現地に足を運び、子どもたちの様子を観察することで居場所活動である

と判断した場所をまとめた点にある。 

操作的に選んだ地域ではあるが、第 4 章でみたように、地域ごとの居場所活動に特

徴があることが見えてきた。子どもに関わる団体や施設がそれぞれ独自に関わりをも

つ地域もあれば、学校を中心として市民活動や地域団体と連携を密にした地域もある。 

また、調査からは「居場所」を掲げる活動が 4 地域内では少数であったが、「居場

所」と掲げていない活動の中にも、子どもたちのなかには「関わられている」と感じ

る場が存在していることも見いだせた。すなわち「居場所」を活動に掲げることなく、

自然と参加し安心感を得られるような場所である。 

子どもに「関わる」という言葉は、大人が子どもの実態を意識し、団体や施設を通

して能動的に活動する行為を意味する。具体的には、生活に困難を抱える子どもたち

に食事を提供する、といった活動は明確に子どもの「居場所」として自身の活動を規

定し、子どもたちにとっても「わたしごと」として活動に参加することになる。他方

で、子どもたちからすれば「居場所」を活動主体が掲げなくても「居心地の良さ」を

感じることもある。例えば、町の喫茶店のフリースペースや子ども会活動、公園など

であり、ここは「わたしごと」というよりも「みんな」が関わるスペースになってい

るといえよう。 



48 

 

実際、活動の主催者に対するインタビュー調査においても、家庭背景については問

わないという団体もあれば、明確に子どもの家庭背景の厳しさを意識して活動をおこ

なっている団体もあることがわかった。 

前者は、家庭背景や子どもの属性を問わず間口を開くという点で「オープン型」の

活動といえよう。どちらかといえば、子どもに対する専門的な活動というよりも、日

常に寄り添った活動であり、「すごし場」としての居場所であることがほとんどであ

る。ただし、オープン型の活動の場合、子どもたちの課題を「すくい上げる」ことが

難しいのかもしれない。 

例えば、「そういうしんどそうな子はここには遊びにこない」「家庭が大変そうな

子はみかけない」といった聞き取り例が代表的である。誰もが関われるということは、

すなわち子どもの課題の特定化や関わりが希薄になるということであろう。仮に子ど

もの課題に気がついたとしても「ここの活動が関わることではない」というように、

アプローチが行われにくいといった課題もある。 

後者は、子どもへの関わりに問題意識を有しており、すべての子どもたちというよ

りも生活上の厳しさを抱える子どもたちという点で「クローズ型」の活動といえる。

この、クローズという言葉は排他的であることを意味しない。例えば、子ども食堂な

どが「すべての子どもが参加できる」ことを掲げながらも、実際の活動の関心は厳し

い生活環境の子、という活動もあるからである。こちらは、「ささえる場」としての

居場所活動である。 

 

 

表 8-2.  居場所活動の方向性 

 

4)地域で居場所活動に取り組むために―縦割りの打破とネットワーク 

子どものアンケート調査において、地域差については統計上の有意差を確認するこ

とはできなかった。こうした結果は想定していた結果とは異なっており、「～地域に

は『しんどい子』が多いはず」という先入観を排し、「しんどい状況にある子は、地

域の生活水準によることなく散在している」と理解したほうが適切であろう。より精

活動の方向性や理念・実際の活動 具体的な活動イメージ

オープン型の居場所活動 基本的に、希望者は参加することができる 図書館、公園、町の学習スペース等々

クローズ型の居場所活動 活動の対象が明確で、専門的である 学校、対象を限定した居場所づくり活動・子ども食堂
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緻な調査が必要であることに留意しつつも、本調査の限りにおいても、居場所活動は

既存の「地域のしんどさ」によらず、すべての地域で必要であることが示唆される。 

こうした見地に立ったとき、マスを対象とする「オープン型」の居場所活動は、い

っそう誰もが使いやすい場所として重要な位置を占めるはずである。というのも、子

どもたちのなかには「ホッとできる場所がある」にもかかわらず、実のところ不安を

抱えているというケースや、相談者が周囲にいないケースが潜在していることも本調

査では見いだすことができたからである。こうした子どもたちの多くは、「すごし場」

に参与するも、表面上（あるいは客観的な指標上においても）はその不安定さを見い

だすことが難しい。誰もが参加しやすい場にこそ、不安定な状況にある子どもたちを、

相談者や適切な専門機関に接続するような人材が必要となろう。 

次に、前項で見たように、本調査研究が主目的としている、厳しい生活環境にある

子どもたちの居場所活動は概ね「クローズ型」で「ささえる場」としての機能を有し

ていた。そして、「クローズ型」で「ささえる場」としての居場所活動において、「行

く場所のない子どもがいる」「食事もじゅうぶんに取れない子どもがいる」という指

摘は特に重要であろう。 

一方で、本調査を通じていくつかの課題もみえてきた。整理すると以下の 4 つとな

る。4 地区の調査からは(1)「ささえる場」としての居場所活動は、全地域でみられる

わけではないこと。(2)子どものプライバシーを守るという観点から、情報の共有が難

しいこと。市民活動においては、(3)こうした活動は予算的な裏付けが乏しく、基礎的

活動でありながら単年的な助成金によって運営されていること。(4)活動を安定化させ

るための、人的資源の安定的確保の難しいことも、である。特に(4)は、活動を持続可

能なものにしていくためには、大きな課題であろう。 

 

また、居場所に関わる活動は、相互に連携しながらその活動をおこなっているわけ

ではないという点も見逃せない。本調査の目的に準じるなら、クローズ型の居場所の

代表格である学校は、多くの子どもたちにとっての居場所であり、その重要性を改め

て確認することができた。しかし「すべての子どもたち」にとっての居場所となり得

るかという問いについては、慎重な議論が必要なはずである。学校以外でもホッとで

きる場所を子どもたちが確保できることは、子どもたちの学びと成長の多様性を保障

するとともに、「学校以外に行く場所がない」という子どもをすくい上げるために重

要である。ところが、学校を含めた多くの団体が、ゆるやかな関係性を維持しながら

も、必ずしも情報を共有しているわけではないし、定期的な連絡会が設置されている
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わけでもない。地域活動側からは学校長や特定の教員と連絡をとりあうことはあると

いう回答があったものの、「学校として」「団体として」といった関わりではない。 

したがって、本調査を通じて理解されるのは、「ささえる場」としての居場所活動

は、その専門性や個人情報の扱いの難しさから、学校にしても居場所活動にしても、

「独自に活動を運営している・運営せざるを得ない」し、活動の性質上「縦割り」に

ならざるを得ないということである。子どもの生活状況のなかでも、生活の困窮や家

庭関係の難しさは極めて慎重な扱いを必要とする。したがって、子どもの専門機関と

しての学校と、それをささえる地域活動の間に、ある程度の情報を共有するような場、

あかしこども財団の取り組みのような、市域全体での「ささえる場同士の連携」が望

ましいのではないか。 

次に、オープン型の活動は子どもを幅広く受け入れる点に特徴があり、「すごし場」

を必要とする子どものニーズと合致する。ところがそこに潜在する子どものニーズや

課題については、活動の性質ゆえに見落とされかねない状況にある。そうした活動が

専門特化していくことよりも、間口を広いままに、専門的活動との連携が重要となる

であろう。こちらは「すごし場とささえる場の連携」が模索されなくてはならない。

そのためには(1)そもそも、居場所を必要とする子どもが地域にいることを認知し、(2)

学校を含めた専門的な活動をする機関の存在と周知が必要である。 

最後に、学校や公的機関ができないことを、地域活動や NPO活動がボランタリーに

ささえるというのではなく、公的に重要な活動として位置づけることで予算的な処置

を行い、基礎活動として安定化を図っていくことが必要であろう。 

 

8.2 居場所活動の充実に向けての今後の方向性 

(1)基礎情報の収集 

 今回は「子どものニーズ」や「実際の活動」に焦点を当てて調査を行なったが、居

場所活動をより充実させていくためには、子どもの経済的なバックグラウンドや学力

といった基本的な情報を収集していくことが重要である。なぜなら、「子どものニー

ズ」の背景には、家庭環境や経済状況、学力や地域性などの要因が複雑に絡んでおり、

単に「子どものニーズ」を満たすことだけでは、居場所の問題解決には至らないから

である。今後、それらの基礎情報を収集していくことで、それぞれの地域における子

どもの実態に即した居場所の充実化をめざしていくべきだろう。 
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(2)子ども・若者の居場所の発掘・充実 

子ども・若者の新たな居場所の発掘 

 子どもの居場所数が地域によって偏りがあるという現実を踏まえ、既存の公共施設

の活用に加えて、中高生に向けた新たな居場所づくりが必要である。また、「長期休

み中に行き場のない子どもが増える」という意見からも、特に学校の長期休暇中に雨

風をしのいで、安心して過ごすことができる居場所の設置が望まれる。豊中市内に 2

箇所ある児童館では、小学生から通っている児童が中高生になっても通い続けており、

若者の居場所にもなっている。表 3-11.12で、小学生から中学生になると「居場所が

ない」「夢がない」と答える子どもが増えていることからも、いつでも誰でも行くこ

とができる「オープン型」の児童館的な施設を設置し、中高生や若者の世代になって

もその施設につながり続けることができるような仕組みが必要である。またそこでは、

「表 3-3居場所に求めること」にあるような「ゆっくり」「ゴロゴロ」するなど自由

に過ごすこともできる居場所の設計が求められる。 

 今回の調査においては、高齢者や障害者施設、介護予防センターにおける居場所活

動の可能性が示唆された。例えば、フレミラ宝塚のタイムシェアは、主な活動時間帯

(例えば高齢者は朝から昼。子ども・若者は夕方から夜)を設定することで、同様の施

設でありながら多彩な活動を展開することができる。今後の人口減少と超高齢化社会

を見越したとき、子ども専用の事業所の設置は現実的ではない。既存の事業所の大小

に関わらず、すでにあるハード面での資源を、ソフト面での工夫を講じることから、

最大限活用することが求められるだろう。こうした理念は地域包括ケアシステムの目

標とも重なり合う。 

 

既存の居場所の充実 

 前節で述べているように、居場所活動は「オープン型」と「クローズ型」の大きく

２つに分類できると考える。 

 「オープン型」の活動の特徴は、家庭背景や子どもの属性を問わず、どのような子

どもたちも参加でき、主に「すごし場」として子どものニーズに応えている。「すご

し場」の具体例として公共施設が挙げられており、公共施設職員の意識醸成(子ども

に関する課題把握・子ども視点での対応・専門支援への繋ぎ)や公共施設における若

者の居場所確保(自習場所の確保など)が望まれる。また、公共施設以外の子ども若者

を対象とした趣味、スポーツ団体の活動も子どもの属性を問わないという意味から

「オープン型」の活動として挙げられる。それらの活動運営者との情報共有、専門支

援への繋ぎ（「すごし場」から「ささえる場」への架橋）が必要である。 
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 「クローズ型」の活動の特徴は、主に子どもを「ささえる場」として役割を果たし

ていることである。クローズ型の活動が継続し、子ども一人一人の課題に向き合うた

めには、単独の居場所で課題を抱え込まず、相互に協力体制を組めるような居場所同

士の連携が必要である。また、その居場所を基礎活動として位置づけ、諸資源(経済

資源・人的資源)の安定化を図らなければ、居場所の充実は望めない。学校だけでは、

子どもの居場所は充足できないという事実をネガティブに捉えるのではなく、多様な

子どもの育ちをささえるための豊中モデルの模索が必要である。 

 

(3)ネットワークの形成 

学校を核としたセーフティーネットの構築 

 最後に、本調査を通じて、セーフティーネット構築の範囲として適切なのが小学校

区であるか中学校区であるかは、それぞれの地域特性によって地域ごとに検討する必

要がある。 

 

 また、新たな協議体を作るのではなく、(1)学校を含む既存のネットワーク（すこや

かネット、地域自治組織、子どもを守る連絡会等）を活用し、そのネットワークに子

どもの居場所運営団体を加えることで、学校や地域諸団体と居場所運営者との「顔の

見える関係づくり」を行い、地域で子どもをささえるための関係性を構築する。あわ

せて、地域のセーフティーネットを下から支えることができる(2)行政・専門支援組織

のネットワークが必要である。その際、「あかしこども財団」の取組みにあるような

(1)と(2)をつなぐ、コーディネーターの配置が必要不可欠であると考える(図 8-1.)。 

 
図 8-1. 学校を核としたセーフティーネットモデル 
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全市的な居場所のネットワークの形成 

 これまで、子ども食堂や学習支援のように活動内容別にネットワークを構築してき

たが、市域全体の「ささえる場同士の連携」や「すごし場とささえる場の連携」とし

て、包括的に子どもの居場所に関する方向性や課題を共有するネットワークが必要で

ある。 

 また、子どもの生活に介入が必要な活動の連絡会の設置と、マスベースで子どもの

居場所活動を市内で共有するという、異なる 2つの水準での居場所ネットワーク形成

が求められる。子どもに関する情報以外にも、活動資源の共有とコーディネートや居

場所活動の立ち上げに関するサポートができるような、コーディネーターの配置が必

要である。 

 

(3)子どもを中心に据えたまちづくり 

行政内の連携 

 明石市では、行政の縦割りを超えた「子どもを核としたまちづくり」を推進してい

る。例えば、子ども居場所創出事業として「子ども食堂」を全小学校区に開設するこ

と、離婚や虐待、病気等さまざまな理由で親と暮らせない子どもに向けた里親制度の

充実化、離婚後の「こども養育支援(相談体制の充実化、関係機関の連携等)」の実施、

子ども総合支援条例の設置といった、子どもが核となり、さまざまな部局が分野を超

えて連携し、暮らしやすいまちをめざす姿勢は、地域包括ケアシステムの視点からも、

是非とも参考にしたい事例である。豊中市においても、子どもの居場所の充実と年齢

による切れめのない子ども・若者を支援する仕組みづくりを実現するために、明石市

のように、分野の垣根を超えた更なる連携を促進する必要があるだろう。 

 

子どもの参画 

 本調査の目的にある「すべ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

をめざす」ためにも、居場所において、子どもたちが多様な経験を重ねられるような

機会の創出が望まれる。この考えは、本調査の視察した「フレミラ宝塚」の「こども

のまち」や「茶山台としょかん」の「子ども会議」の 2 つの事例に依拠している。こ

の 2 つの事例は子どもが主役になり、地域に関わる機会を創ったことで、子ども自身

が経験を通じて将来の夢を考える機会となっていた。このことは子どもの居場所づく

りやまちづくり活動に子どもの力を取り入れられることを示しているだけでなく、子

どもの参画が子どもにとっても価値のある体験となることを示している。実施する上
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での課題は「子どもにとって参加しやすい工夫があるか」、「年齢や発達段階に応じ

た子どもの行動範囲に合った居場所が展開されているか」等、子どもの参画を促進す

る工夫を行う人が地域毎に必要となることである。全市的に広めていくためには、官

民協働によってそのような人材を育成する必要があるだろう。 
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