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研究成果の概要（和文）：現代の都市における子どもの成育環境には多くの制限があり、子どもたちが自由に活
動できないようになってきている。平日、休日ともに、子どもたちは塾や習い事で忙しく感じており、自分で自
由に活動する余暇をとれなくなってきている。子どもたちが私的領域に取り込まれ、休日でも他者に開かれた公
共空間へなかなか出ていかない傾向も明らかになった。一方で、子どもたち自身は、自由に行動できることや、
社会サービスへの多様なニーズをもっており、子どもを大人による管理下に置くのではなく、子どもの声に応
え、子どもの公共性や社会性を広げる活動を支援していくことが大切であることを指摘した。

研究成果の概要（英文）：There are many limitations in the growth environment of children in 
contemporary city, and they can't have conducted freely. Both weekdays and holidays, children feel 
to be busy for attending cram school and lessons, and they can't have any time to conduct 
themselves. We revealed the following point from the questionnaire to elementary school students. 
Children are enclosed in private sphere, and they don't easily go out to public sphere that they 
open to others. However, children have manifold needs concerning social services. So adults don't 
control children's activities, but response their voices and support their activities to encourage 
Publicness and Sociabilities in children. 

研究分野： 社会学 ・ 子ども学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
日本の少子高齢社会は、家族構造の変化、

また経済、労働市場の変動を含めた大きな社会

変動の中にあり、その中で「子ども」を視点にし

た社会的課題が指摘されている。まず、近年注

目される視点として「子どもの貧困」対策が図ら

れつつあるが、阿部（2009）や湯澤、浅井、松本

（2010）により、社会的養護を必要とする家族へ

の施策として、児童福祉という枠を超えた領域横

断的なネットワーク構築の必要性や、貧困の世

代的再生産の予防的措置を講じる必要性が指

摘されていた。「子ども」に着目した積極的な貧

困緩和対策の必要性が指摘される一方で、これ

までの「子ども」についての対策は、「福祉」と「教

育」という分けられた視点で展開されてきたこと、

その狭間の空白地帯における対策の必要性が、

多くの論者によって自覚されてきた。 

 一方、「子ども」に着目した積極的な対策の必

要性は、これまで「子どもの権利」や「子どもの参

画」の視点から唱えられてきた。ロジャー・ハート

（2000）は、「子どもは保護の対象としてではなく、

権利の主体者としてみる」という視点にたち、「子

どもが民主主義の基本を体得すること」が、子ど

もが「コミュニティへ参画することの最も重要なポ

イントであり、それは何らかのプロジェクトから得

られる具体的な効果よりもはるかに大切なもの」

だとしていた。また、「子どもの参画」を通して、

「自分の属する地域コミュニティを超えて広がる

知識をもつように」なり、「コミュニティを超えて広

がっている問題のいくつかを理解し始め、また世

界中の人々が地域レベルで同じような壁に立ち

向かい、それを変えるために闘っていることを理

解し始める」としていた。このように、子どもが民

主主義を体験すること、それがコミュニティの中

で育まれることの重要性が指摘されていた。ギ

ル・ヴァレンタイン(2009)は、新たな公共空間を

作り出す存在としての「子ども」、特にその遊び

に注目し、子ども・若者が大人のまなざしや管理

から自由になり遊ぶことができ、プライバシーを

持ちながらも大人による導きや保護の枠内にと

どまることができるような、安全で開かれた公共

空間を地域コミュニティの中につくる必要性を説

いていた。さらに地域コミュニティの活性化だけ

でなく、過度な危機管理や監視のある子育て文

化を和らげることにつながると示唆し、そこに「子

どもの参画」の視点が必要であることを指摘して

いた。 

 これまでの社会施策における「子ども」の視点

は、いわば「家族」と「学校」の中で保護的存在と

して語られてきたが、今日の大きな社会変動の

あおりをうけた「家族」と「学校」における「子ども」

は、子ども自身で複雑な課題を背負いながら、

成長・発達せざるを得ない状況に置かれている。

他方、グローバル化、競争主義の流れの中で、

地域社会における人間関係は希薄化し、学校

化、市場化された生活の中で、「子ども」の社会

は時間、空間、人間関係ともに分断されつつあ

る。こうした現代の「子ども」が置かれた状況下で

こそ、子ども自身が力を高めていく取り組みが必

要であり、さらに、コミュニティにおける子どもの

主体的な発達のための新たな公共空間が必要

であると考えた。 

研究代表者は、千葉市における「子どもの参

画」を視点に据えたさまざまな施策の実践展開

に参加してきた。千葉市では、平成 22 年 4 月か

ら 5 年間における次世代育成支援行動計画・後

期計画において、「子どもの参画」の視点を計画

に反映した取り組みを展開している。「こどもの

力（ちから）フォーラム」「こどもの力（ちから）ワー

クショップ」の開催や、「こどものまちＣＢＴ」「子ど

も大学」等の運営援助等様々な取り組みにより、

子どもの参画の場の創出と、子どもの参画のた

めの子ども育成の取り組みを展開してきた。子ど

もたちの意見を反映し、「信頼できる大人」に求

められるスキル（職能）や人材の育成・登用方法

について検討、ならびに、子どもの身近な居場

所にそうした大人を配置できる体制を実践的に

検討するために、「子どもに信頼される大人がい

る居場所」のモデル事業「こどもカフェ」の展開に

参加した。「身近に歩いていける子どものための



空間がほしい」という子どもたち自身の声を反映

し、千葉市美浜区高洲コミュニティセンター交流

スペースを使用し、「こどもカフェ」のモデル展開

を開始し、「千葉市・大学等共同研究事業」にお

ける「こどもに信頼される大人とこどもの居場所

のあり方」（主任研究者：放送大学教養学部仙

田満教授）において、研究代表者が共同研究者

としてワークショップならびに「こどもカフェ」のモ

デル展開を担った。子どもたち、事業者とともに

居場所事業の展開を図りながら、子どもたちが

求める「信頼できる大人」「居場所」とは何かを考

えてきた。子どもの居場所の実践展開から、子ど

もの自由を見出す空間、「気になる子」の生活を

支える居場所、「教育」と「福祉」の両者を支える

公共空間という意味を見出しつつある。 

近年の日本の「子ども」についての対策は、子

ども施策として独立して対応していこうとする動

きがみられるが、社会、政治の不安定により、そ

の価値は不安定にならざるを得ない状況にあり、

社会政策における空白地帯となる危機にある。

研究代表者は、「子どもが子どもとして、人間とし

て、健康で文化的な生活を送る最低限度の基

盤を社会が保障する責務をもつ」（岩川，2009）

という視点にたち、社会、政治の不安定にゆらぐ

ことのない、また学校化・市場化とは一線を画し

た、コミュニティを基盤にした子ども施策の必要

性を、実践的に組み上げ示唆したいと考えた。 

 

２．研究の目的 
本研究は、コミュニティを基盤にした「子ども」

のための公共空間の意味を見出すこと、さらに

新たな子ども施策の必要性を実践的に組み上

げることを目的とした。研究代表者は、千葉市に

おける「こどもカフェ」の展開を通して、子どもの

社会経験の変容と階層的な分断を背景とした、

「疎外感」や「生きづらさ」を補う居場所、ならび

に「子どもの参画」を視点にした子どもの力をエ

ンパワーする居場所としての意義を実感させら

れていた。そこで、本研究では、これまで積み上

げてきた実践過程と海外事例等の検討も踏まえ

た上で、子どもの公共空間の機能について検討

する。さらに、「教育」「福祉」に横断的な子ども

施策の必要性を指摘し、コミュニティを基盤にし

た子どもの発達保障の醸成に一助となることを

研究目的とした。 

 
３．研究の方法 

本研究では、３年間の研究期間において、

「子どもたちの社会状況、子育て環境の把握」

「子どもの公共空間の必要性に関する実践的検

討」「海外事例からの子どものための公共空間

に必要な視点の検討」の３つのテーマに焦点を

絞って、以下のようなスケジュールで研究を進め

てきた。 

【平成 26 年度】 

（１）子どもの公共空間の必要性に関する実践的

検討 

 これまで展開してきた、千葉市における子ども

の居場所の実践過程では、子どもの様子や支

援に関わった大人の日々の考察が残されている。

これらをもとに、「子どもの参画」「子どもの権利」

の視点から、子どもの信頼感を高め、社会参画

や人間関係力を高めるアプローチについて検

証した。 

（２）海外事例からの子どものための公共空間に

必要な視点の検討   

子どもに視点を置いた貧困緩和施策や子ども

の力を高める取り組みについて、スイス・ドイツ・

イギリスの研究者等から協力を得て、実際的事

例の視察・資料収集を実施する。視察について

は外国人研究者に研究協力を依頼しており、実

際的な視察が可能な状況にあった。それによっ

て、本研究の調査結果を、国際水準において検

討した。 

【平成 27 年度】 

（１）子どもの公共空間の必要性に関する実践的

検討 

 平成 26 年度から引き続き、これまでの「こども

カフェ」の実践過程から検証した。アンケート調

査によって把握された子どもの疎外感や子ども



の生きづらさを見出す予定であったが、研究代

表者の体調不良により、補助事業期間延長の承

認を受け、来年度の実施とした。 

（２）海外事例からの子どものための公共空間に

必要な視点の検討   

モナシュ大学（オーストラリア・メルボルン）に

おける研究会において、研究協力者（一ノ瀬佳

也：立教大学）の協力を得て、「こどもカフェ」事

業について国際発信を行い、海外研究者から

助言を得た。 

【平成 28 年度】 

（１）子どもたちの社会状況、子育て環境の把握 

現代の子どもの姿には社会経験の変容や階

層的な分断が指摘されている。そこで、これまで

の「こどもカフェ」の実践過程から、子どもたちが

抱える社会的課題、および子どもが置かれてい

る子育て環境の課題を抽出する。特に子どもの

疎外感や生きづらさの視点を採用し、研究協力

者、協力団体の協力を得て、考察を重ねた上で

アンケートを作成した。アンケートは千葉市内 2

か所の小学校の協力を得て、小学校４，５，６年

生を対象に実施した。 

（２）子どもの公共空間の必要性に関する実践的

検討 

子どもの公共空間における更なる実践展開と

して、千葉市若葉区にある植草学園大学と同短

期大学の小倉キャンパスを活用した「わかばこど

ものまち CＢＴ」プロジェクトを実施した。参加した

子どもたちの中から、震災を受けた熊本に「こど

ものまち」を届けるプロジェクトが発足。実際に熊

本県西原村にて実現した。このプロジェクトには

研究代表者も同行した。 

（３）海外事例からの子どものための公共空間に

必要な視点の検討   

海外の研究協力者の来日により、日本におけ

る子どもの居場所の視察、ならびに子どもの参

画に関わるプロジェクトを視察し、助言を受け

た。 

 

４．研究成果 

 本研究は、コミュニティを基盤にした子どものた

めの公共空間の意味を見出すこと、さらに新た

な子ども施策の必要性を実践的に組み上げるこ

とを目的とした。そのために以下３つのテーマ

「子どもの公共空間の必要性に関する実践的検

討」「子どもたちの社会状況、子育て環境の把

握」「海外事例からの子どものための公共空間

に必要な視点の検討」に焦点を絞って研究を進

めた。 

 子どもの公共空間の必要性についての実践的

検討では、平成 26 年度から 3 年間を通じて、千

葉市の子どもの居場所「こどもカフェ」の実践経

過から、現代の子どもたちが抱える社会的課題、

および実際に子どもが置かれている子育て環境

の課題を検討した。来所する子どもたち自身の

意見を抽出することを通して、都市において子ど

もたちの成育環境に多くの制限があること、また

現代社会において、大人と子どもの生活が明確

に分離できない状況となっていることを見出した。

こうした状況について、千葉市が開催する公開

講座、他市における子育て支援講座においても

発表した。 

 子どもたちの社会状況、子育て環境を把握す

るために実施したアンケート調査では、子どもた

ちが、ドメスティックな関係性が強い成育環境の

中で、学校以外の生活は私的な領域に取り込ま

れ、休日でも他者と交わる公共空間へなかなか

出ていかない傾向が明らかになった。現代の子

どもたちは、平日、休日ともに塾や習い事で忙し

く感じており、自分で自由に活動する余暇をとれ

なくなっている実情も把握できた。都市における

子どもの成育環境には多くの制限があり、 子ど

もたちが試行錯誤し、挑戦する環境が減少して

いるが、さらにそこには核家族化や個人化といっ

た家族形態の変化と都市化が相まって進む中

で、子どもたち自身が自由にできない状況を作

り出している。また、こうした子どもの成育環境が

私的な領域に取り込まれている状況は、現代課

題となっている「子どもの貧困」にも大きく影響を

与えることも明らかである。 



 一方で、アンケートでは、子どもたち自身が自

由に行動できることや、社会サービスへの多様

なニーズをもっていることも明らかになった。子ど

もたち自身には、潜在的に成長していく力があ

る。子どもを大人による管理下に置くのではなく、

子どものもつ力に期待しながら、子どもたちの声

に応え、子どもの公共性や社会性を広げる活動

を支援していく視点が大切である。 

さらに、海外事例からの検討として、平成 26

年 8 月初旬に、ドイツ・ミュンヘン市を訪問し、ミ

ニ・ミュンヘンに参加した。また、本プログラムの

創設者に面会し、インタビューを行った。ミニ・ミ

ュンヘンでは、さまざまなプログラムの状況を観

察するとともに、プログラム「ORIGAMI」にて実

際に現地の子どもたちと触れ合う体験を得た。こ

の体験の成果について、帰国後 8 月中旬に実

施された千葉市「こどものまちＣＢＴ」の保護者向

けプログラムにて報告した。インタビューでは、

子どもたちが主体的に試行錯誤し、挑戦するよう

な場が縮小されている実情が語られ、それは都

市の子どもの成育環境における国際的な共通

課題であることが確認できた。さらに、スコットラ

ンド・グラスゴー市を訪問し、子ども・若者へのコ

ミュニティにおける貧困対策プログラムを展開す

る団体の紹介を受け、スタッフへのインタビュー

を行った。スコットランド・グラスゴー市は産業革

命以降衰退した都市で、イースト・グラスゴー地

区には、貧困世帯が集中している。ドラッグやア

ルコール中毒などを抱え、こうした課題が世代連

鎖している問題が指摘されている。この地域の

貧困対策プログラムの一環として、若者たちにア

ートプログラムを提供し、社会につながる実感や、

自己表現をしていく力を涵養するプロジェクが実

施されていた。日本の貧困対策では、予算の再

分配の話に収斂している傾向があるが、海外の

実態は、こうしたソーシャルなアクティベーション

を促す実践施策が実施されている。またこうした

プログラムを提供する側にも多くの若者が参加し

ており、世代を通じて共生し合う仕組みが成立し

ていた。 

平成 28 年度における子どもの公共空間につ

いて更なる実践展開として、千葉市若葉区にあ

る植草学園大学及び同短期大学の小倉キャン

パスを活用した「わかばこどものまちＣＢＴ」プロ

ジェクトが実施された。プロジェクトに参加した子

ども自身から、「熊本の震災を受けた子どもたち

を励ましたい」という思いが立ち上がり、賛同した

子どもたちが代表団を組み、熊本に赴き、「こど

ものまち」を熊本に届ける展開に発展した。子ど

もたちの思いが「震災」という社会的事象と結び

つきながら、子どもの公共的な活動実践に発展

した。その背景には、子どもの成育環境がドメス

ティックな傾向になる中で、意図的に子どもの公

共性や社会性を広げる活動を支援していく周囲

の大人や関係団体の支援が欠かせなかった。ス

コットランド・グラスゴー市の事例からは、こうした

公共性や社会につなげる活動を展開することは、

貧困対策にも大きな意味を持つことが示唆され

る。 

研究の背景でも指摘したが、ロジャー・ハート

（2000）は、子どもが民主主義を体得すること、

それがコミュニティの中で育まれることの重要性

を指摘していた。さらに、ギル・ヴァレンタイン

(2009)は、子ども・若者が大人のまなざしや管理

から自由になり、プライバシーを持ちながらも大

人による導きや保護の枠内にとどまることができ

るような、安全で開かれた公共空間を地域コミュ

ニティの中につくる必要性を説いていた。さらに

地域コミュニティの活性化だけでなく、過度な危

機管理や監視のある子育て文化を和らげること

につながると示唆し、そこに「子どもの参画」の視

点が必要であることを指摘していた。本研究で

は、実践プログラムやアンケート調査からの子ど

もの主観を大切にして検討を進めたが、子ども

たち自身から紡ぎだされる発言や行動にも、ハ

ートやヴァレンタインの指摘と同様の示唆が含ま

れていた。子どもの公共空間の意味、成育環境

の課題を検討するためには、まずは大人が子ど

もの声や思いに耳を傾け、受けとめることが重要

である。この視点はこれからの子ども施策の検討



においても重要な視点である。 

本研究では、研究協力者の協力を得て、海外

の研究会においても国際発信を行ってきた。ま

た、海外の研究協力者からの助言においても、

同様の示唆を受けた。都市における子どもの公

共空間、成育環境をどのように整備していくのか

という視座は、今後も国際的な研究動向を取り

入れながら、継続的に研究していく必要があるこ

とを再確認した。 
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