日本社会事業大学 2020 年度卒業研究

プレーパークにおける
中高生の居場所づくりの機能

指導教員 木村

容子 先生

福祉援助学科
浅

尾

菜 月

目次
序章 はじめに
第 1 章 問題と目的
第 1 節 中高生における居場所の実態
第１項 居場所がない中高生はどこにいるのか
第２項 公共・民間施設の居場所機能の実態
（１）公共施設
（２）民間施設
（３）これらの施設の利用しづらさ
第 2 節 中高生を対象にしたプレーパークでの事業
第 1 項 プレーパークについて
第２項 中高生のプレーパークの利用率
第 3 項 中高生にとっての居場所としての役割
第４項 本調査対象「プレーパーク子ども・若者支援事業」について
第 3 節 先行研究の問題点と本研究の目的
第２章 研究方法
第１節 調査対象
第 2 節 調査方法
第３節 質問内容
第４節 分析方法
第３章 結果
第１節 中高生に対する調査結果
第 2 節 事業実施（責任）者に対する調査結果
第 3 節 武蔵野市児童青少年課職員に対する調査結果
第４章 考察
第 1 節 中高生の居場所としての機能
第１項 自然な形で参加できる場
第２項 交友を深め、主体性・社会性を築く場
第 3 項 プレーパークのスタッフと親しい関係を築き、ありのままでいられる場
第２節 本事業の課題
第 1 項 中高生の“プレプレ”への参加の保障
第 2 項 中高生の自立支援体制を作ることの難しさ
第 3 節 今後の在り方
第１項 実施場所の確保
第 2 項 中高生の生き方を模索する場として
第３項 地域の支援団体とのネットワークづくり
第５章 本研究の限界および今後の展望

謝辞
引用文献
脚注

序章 はじめに
現在わが国においては、子どもを取り巻く貧困や格差等の社会的課題がある。社会構造の大き
な変化の中で、
「社会に溶け込めない」「学校にも家庭にも居場所がない」子どもたちの姿が指摘
されている 1)。
近年、それらの解決策として、中高生に対し、居場所支援が行われている。居場所という言葉
が出始めた 1990 年代頃 2)と今とでは中高生の置かれている状況も異なり、支援は広がりつつある
が、決して居場所が確保されているとは言えない。高校のなかには、寄り道を禁止している学校
もあり 3)、家と学校、塾の往復のなかで、休まる、息抜き出来る時間がないのではないだろうか。
プレーパークという、
「自分の責任で自由に遊ぶ」ということをモットーにし、廃材を利用した
木工、たき火、料理、穴掘り、木登り等、子どもの遊び心を刺激する遊びを可能にした遊び場 4)で
の支援は、フリースクールやフリースペースなどでの支援に比べて、社会資源としての注目度は
低く、メジャーではない。
そこで、東京都武蔵野市の「プレーパーク子ども・若者支援事業」を取り上げ、運営主体の「特定
非営利活動法人プレーパークむさしの」を舞台とし、なぜ屋外で居場所づくりが行われるように
なったのか、中高生の居場所としての機能・活用方法を分析・考察することにした。

第１章 問題と目的
第 1 節 中高生における居場所の実態
第１項 居場所がない中高生はどこにいるのか
内閣府（2019）が 15 歳から 29 歳までの男女 6000 人を対象に行った、
「子供・若者の意識に
関する調査（平成 28 年度）」では、
「居場所を，①自分の部屋，②家庭，③学校，④職場，⑤地域，
⑥インターネット空間の 6 つの場に分け，それぞれ自分の居場所と思うかをたずねた質問に対す
る回答をみると，
『そう思う』
，
『どちらかといえばそう思う』を合わせて，①自分の部屋が 89.0％，
②家庭が 79.9％，⑥インターネット空間が 62.1％と，それぞれ比較的高い割合を占めている。一
方，③学校が 49.2％，④職場が 39.2％，⑤地域（現在住んでいる場所やそこにある施設など）が
58.5％となっている。
」
、
「現在学校に在籍している者のうち，学校が居場所となっていると思うか
をたずねた質問に対し『そう思わない』と回答した者の割合は 12.7％であった。
」という結果にな
っている 5)。
プレーパークむさしのがある武蔵野市は、
「武蔵野市青少年に関するアンケート調査報告書（平
成 31 年 3 月）
」を実施している。そのなかの、「いつも自分の居場所がないと感じる」では、「そ
う思う」と「ややそう思う」を合計した「自分の居場所がないと感じている傾向」が全体で 18.8％
と約２割となっている。
「気楽にくつろげる場所はどこですか？」では、中学生・高校生ともに「自
宅」が最も多く、9 割以上であり、
「学校」も約 2 割と多い傾向であった 6)。また、上記のアンケ
ート調査等をもとに策定された「第五次子どもプラン武蔵野」のなかでは、
「自分の居場所がない
と感じている中学生・高校生ほど、インターネットやゲームセンター等に拠り所を求める傾向が
ある。
」
、
「青少年が家庭や学校、習い事以外で放課後等を過ごせる場が不足（中略）安心して過ご
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せる居場所が必要。
」
、
「引きこもりの長期化が顕在化している中、悩みを持つ青少年が早期の段階
から支援機関につながり、相談を通じて個々に適した支援を受けることが求められる。」としてい
る 7)。
中島・山中・松崎・井上（2013）は、公共施設を中高生の「地域の居場所」として活用する方
策を考えるため、中高生を対象に調査を実施し、公共施設の利用実態と意識、中高生対象事業の
参加実態と意識について検討した結果、
「調査対象の中高生の生活実態をみると、放課後の生活パ
タンから居場所所有にやや問題があると考えられる中高生〈家庭・引きこもり型〉 と〈地域・放
浪型〉
、本音で話し合える人がいない中高生、居心地の良い場所をもたない中高生がそれぞれ 1 割
程度存在することが明らかになった。
」としている 8)。
第 2 項 公共・民間施設の居場所機能の実態
（１）公共施設
内閣府（2019）の「国及び地方公共団体による『子供の居場所づくり』を支援する施策調べに
ついて」によると、国又は地方公共団体が行う（社会福祉協議会を経由して行う施策を含む）子
どもの居場所づくりの登録のあった施策数は、国が８件、地方公共団体が 306 件であった 9)。
子どもの健全育成の拠点とされている児童館については、厚生労働省(2018)「児童館ガイドライ
ンの改正について（通知）
」で、中・高校生世代への対応について言及している 10)が、平成 28 年
度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域の児童館が果たすべき機能及び役割に関する調査
研究」で、児童館が利用対象と想定している年代は、回答数 3700 か所のうち、
「小学生」3,653
（98.7％）
、
「中学生」3,415（92.3％）と 9 割を超えていたことに比べ、「高校生世代」は 2,954
（79.8％）と想定されることが低かった。平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年度 3 月
31 日）の延べ利用人数の平均をみてみると、小学生が 10747.9 人であるのに対し、中学生 639.7
人、高校生 240.63 人と年齢が上がるごとに利用が少なくなっていた。さらに、児童館の最寄り
の学校の児童の利用割合は、該当小学校は平均 63.0％であったのに対し、該当中学生の利用割合
は平均 40.5％と、小学校と比較して 2 割低く、10％以下が最も多いことが小学校との大きな違い
であった 11)。中島・山中・松崎・井上（2013）の調査では、コミュニティー施設、文化教育施設、
生涯学習施設、青少年施設は、中高生にあまり利用されていなかった。中でも青少年施設は最も
利用が少なく、希望も低い。また、居場所提供や居場所事業を行っている公共施設についての中
高生の認知度も低いかった 12)。
武蔵野市内の中学校、都立・私立高校の生徒では、公共施設（武蔵野プレイス1、市立図書館、
コミュニティセンター、総合体育館、市民会館、市立自然の村2）の認知度はそれぞれ 5 割超で、
「知っている」と回答した人の利用経験は、すべての施設おいて 6 割超であった。事業（プレー

1 図書館をはじめ生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の４つの機能を備えた複合機能施設。ここでは、そのうちの青少年活動支援のこと。
2 長野県南佐久郡川上村にある野外活動施設。広大な敷地内には、宿泊施設、キャンプ施設、天体観測施設、遊歩道やハイキングコースがあり、 四季
折々の自然を楽しむことができる。
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パーク、中高生リーダー講習会3、むさしのジャンボリー4、青少年の海外派遣、中高生世代広場5、
若者サポート事業“みらいる”6）の認知度は 2 割以下から 3 割で、
「知っている」と回答した人の
参加経験は、
「青少年の海外派遣」以外の事業で 5 割以上となっている。よって、調査全生徒 1204
名のうち、公共施設を知っていて利用経験のある者は約 3 割、事業を知っていて参加経験のある
者は約 1 割であることが分かった。また、気楽にくつろげる場所として、
「武蔵野プレイスやコミ
センなど市内の施設」と答えたのは 8 件だった 13)。
（２）民間施設
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
（2019）の「平成 30 年度 子供の貧困に関する支援活動
を行う団体に関する調査報告書」では、非営利かつ公益に資する活動を行う法人または任意団体
のうち、居場所づくりを行っている団体が対象とする年齢層（複数回答）は、全体 152 件中、小
学校高学年（4～6 年生）が 80.3％（112 件）
、小学校低学年（1～3 年生）が 77.0％（117 件）、中
学生が 73.0％（111 件）
、高校生が 53.9％（82 件）となっており、特に高校生が小中学生と比べ
て 20％以上も少ない 14)。
文部科学省（2015）の「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施
設に関する調査」によると、団体・施設の形態・類型等では、フリースクール［フリースペースを
含む］（不登校の子供を受け入れることを主な目的とする団体・施設を指す。）が、７割強で最多
となっており、団体・施設数は 234 となっている。在籍数は中学生は約 2,400 人で、義務教育段
階の子供が在籍している団体・施設における高等学校段階以上の在籍者数（義務教育段階の子供
を受け入れていない団体・施設における高等学校段階以上の在籍者は含まない。
）では、高校生が
1,633 人（23.3%）
、高校に在籍しない 16～18 歳が 370 人（5.3%）で、計 2003 人であった 15）。
しかし、日本財団（2018）の「不登校傾向にある子どもの実態調査」によると、
「不登校」または
「不登校傾向」にある中学生は、全体の 13.3%であり、推計約 43 万人である

。それと比較す

16)

ると、フリースクールに在籍している「不登校」中学生は約 2％しかいない。
（３）これらの施設の利用しづらさ
中島・山中・松崎・井上（2013）は、
「中高生は、公共施設に対して『社会的な居場所7』ととも
に『個人的な居場所8』を同程度に求めている。しかし、公共施設側は『社会的な居場所』の必要
性は高く認めているが、『個人的な居場所』に対する必要性の意識は非常に低い。すなわち、『個
人的な居場所』に対する必要性意識に中高生と施設側に大きな隔たりがあり、これが中高生の公

3 中学生・高校生を対象に、様々な体験プログラムやボランティア活動の機会を提供するもの。
4 長野県川上村で、友人や地域の大人と共同生活を行い、キャンプファイヤーや星の観察など、様々な野外活動を体験するもの。
5 中高生世代の意見を市政に反映する場であり、学校外や地域の多世代とのつながりを持つことなどを目的とした事業。
6 人とのつながりや「次のステップ」に踏み出す足がかりを求めている若者に、相談の場と安心して参加できる活動の場を提供している。個別相談をしな
がら、学習や体験を通して自分の進路を探していく支援をしている。
7 他者との関わりを持つことで自分を確認できる場所。
8 他者との関わりから離れて自分を取り戻せる場所。

3

共施設利用や事業への参加を妨げる大きな原因になっていると考えられる。
」17)としている。また、
西中（2014）は、
「中高生を対象とした居場所の先駆けとされる、東京都杉並区『ゆう杉並』も『児
童館は小学生や小さい子が中心で、自分たちの居場所という感じがしない。地域の区民センター
に行くと、大人が中心で、何か悪いことをするんじゃないか、という目で見られてしまう。』とい
う子どもの声を尊重し、対象を中高生に限定している。
」18)と、小学生に比べて、中高生、特に高
校生は公的施設の居づらさ・利用しづらさがあることが分かる。
文部科学省（2017）は、
「民間の団体等は、偏在しており、存在していない地域も多い。また、
地域に民間の団体等がある場合においても、保護者や地域住民にその存在があまり認知されてい
なかったり、個々の児童生徒にとって適切な支援の場となっているかを判断する情報が乏しかっ
たりする場合が少なくない。
」19）としている。また、石井（2017）は、フリースクールは原則、公
的な支援がなく、月会費の平均は 3 万 3000 円と公立中学校よりも高いといった経済的負担や、
フリースクールに通うこと、つまり不登校になることへの心理的負担が強いという実態を示して
いる 20）ことから、民間施設にも利用しづらさがあることが分かる。
第 2 節 中高生を対象にしたプレーパークでの事業
第１項 プレーパークについて
冒険遊び場（日本では「プレーパーク」や「プレイパーク」とも呼ばれている。
）とは、
「自分の
責任で自由に遊ぶ」というモットーにし、廃材を利用した木工、たき火、料理、穴掘り、木登り
等、
子どもの遊び心を刺激する遊びを可能にした遊び場である 21)。
普段は大人から禁止されたり、
規制されたりすることの多い遊びができるのが特徴である。特殊な事情がない限り、参加費は無
料で、出入り自由のところがほとんどである。これは、子どもの自由な意思で参加できることを
大切にしているからである。住民の運営によってつくられ、プレーリーダーという専門職によっ
てその質が保たれている。また、既存の公園のように、遊具を設置し、公園として整備すれば完
成するものではなく、そこに集う人々が常につくり続け、変わり続ける遊び場である 22)。1979 年
に日本で最初の常設プレーパーク、羽根木プレーパークができてから冒険遊び場づくり活動は全
国各地に広がり 23)、2016 年度現在では 406 団体のプレーパークがある 24)。
第 2 項 中高生のプレーパークの利用率
「第 7 回冒険遊び場づくり活動団体実態調査（2016）第 7 回調査分析資料」によると、遊びに
来る子どもの年齢層（複数回答）は、小学校低学年が全体の 95.8％と最も多く、次いで乳幼児が
91,6％、小学校高学年が 78.9％、中学生が 40.5％、15～18 歳が 24.7％、18 歳以上が 30.5％にな
っている 25)。
また、武蔵野市内の中学校、都立・私立高校の生徒では、
「プレーパーク」の認知度は 12.3％（中
学生が 28.0％、高校生が 5.7％）で、知っていると回答した生徒のうち、参加経験があるのは 60.1％
（中学生 59.0％ 高校生 62.5％）となっている
率は多いとは言えないことが分かる。
第 3 項 中高生にとっての居場所としての役割
4

。以上から、中高生のプレーパークの利用

26)

田村（2016）は、
「特に、学齢期から思春期にかけての『子ども』から『大人』への移行期とい
う特別な時間において、
『子ども』が自らの存在や生活において『幸せ』や『福祉』について認識
していくその過程に、子どもの居場所の役割があると考えている。」としている。また、「プレー
パーク・冒険遊び場の取り組みは、都市計画の視点から子どもの成育環境の欠如を指摘している
点でも、都市、社会空間における子どもの『居場所づくり』の展開としての重要な役割を果たし
ている。
」27)としている。内山（2016）は、「サービスの担い手と受け手という区別はなく、子ど
もも大人も、一人の人間として関わることができるのが大きな特徴である。
」28)としており、また、
厚生労働省（2018）の「第４回 放課後児童対策に関する専門委員会」では、プレーパークを子
どもたちの居場所として、
「時に大人の想像の枠を外れて広がる子どもの気持ちや興味関心を受け
止める対応」
、「登録制ではない、年齢・学区・家庭背景が様々な不特定多数の子どもたちの受け
入れ」
、
「課題を抱える子どもの社会的養護に配慮した日常対応・プロジェクト。
」としている 29)。
第五次子どもプラン武蔵野には、施策 4-2「青少年健全育成事業の充実」の中の重要事業 125
「中学生・高校生の居場所の検討」個別事業 127 に「青少年の自然体験事業の普及」があり、子
どもが自由な発想で思い思いの遊びが出来る場所として、境冒険遊び場公園・大野田公園・松籟
公園においてプレーパークを実施する 30)としている。
第 4 項 本調査対象「プレーパーク子ども・若者支援事業」について
特定非営利活動法人プレーパークむさしのでは、中高生を対象にした事業として、自主事業と、
委託事業「プレーパーク子ども・若者支援事業（以下、“プレプレ”とする）
」を行っている。事業
実施者は、自主事業・委託事業ともに本法人の代表理事である。
自主事業では、中高生を中心とした居場所づくり事業として、プレーパークでの夕方の居場所づ
くりと遠足・レクリエーションを行っている 31）。調査時は新型コロナウイルスの影響で、休止中
であった。
委託事業である“プレプレ”は、武蔵野市が「プレーパークむさしの」へ委託事業として平成 30
年にスタートした 32)。
遊び場に来ている中・高校生を中心にした居場所づくり事業とされており、
参加申し込み制で、夕食会と遠足を年 27 回実施している 33)。
「武蔵野市が別に委託するプレーパ
ーク運営に関連し、生活、進路等に課題を有する子どもを対象として、個別又はグループでの生
活支援、学習支援等を実施することにより、対象者の健全育成を図る。」ことを目的とし 34）、参加
人数は中学生が約 20 人、高校生が約 10 人の約 30 人である。夕食会は、木・金曜日の午後５時か
ら 9 時辺りに、児童館や個人の方が開放しているレンタルルームで、武蔵野市境地域の児童と大
野田地域の児童の 2 グループに分けて実施している。参加人数は多い時で 10 人程度とその時々
で異なる。運営者は事業実施者以外に、プレーパークのスタッフ 1 人と調理ボランティア１人の
計 3 人である。調査時は新型コロナウイルスの影響で、実施されていなかった。遠足は、参加人
数 4 人、事業実施者とプレーパークのスタッフの運営者２人の計 6 人を 2 グループに分けて活動
する。委託関係としては、毎月の実績報告や必要に応じての情報共有を行っている。
第 3 節 先行研究の問題点と本研究の目的
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以上から、居場所のなさを抱えている中高生が一定数いるなかで、中高生にとって公共施設は
利用しづらいものになっていることが分かる。また、民間の居場所づくりとして、メジャーなフ
リースクールにおいても、対象となる全ての子どもに支援が行きとどいているわけではない。高
年齢児になるにつれて、特に高校生世代の居場所づくりの事業数が少ないなか、プレーパークに
は居場所づくりとしての役割や特色があるが、武蔵野市において、中高生の利用率が高いとは言
えない。このような状況にも関わらず、プレーパークを拠点とした事業である“プレプレ”が行わ
れているのは、居場所としての機能があるからだと考える。
また、これらの論文の中では、中高生の居場所の重要性や、プレーパークの役割に対しては論
じられているものの、“中高生の居場所としてのプレーパーク”においては、あまり論じられてい
ないように感じた。以上から、本研究の目的は先行研究があまり行っていないこともあり、新た
な視点が見いだされる、明らかにする必要があると言える。
以上から本研究は、“プレプレ”は、参加する中高生にとってどのようなつながりがあり、地域の
中でどのように位置づけられているのか、中高生、事業実施者、行政の３者の視点から明らかに
する。そこから、“プレプレ”の居場所としての機能や課題、改善するために何が必要か、さらに効
果を引き出すために何をしていけばいいのかといったこれからの在り方を考察する。

第２章 研究方法
第１節 調査対象
調査対象者は、“プレプレ”で関わっている中高生３名、“プレプレ”の事業実施（責任）者 1 名、
プレーパークを管轄する武蔵野市児童青少年課の職員１名とした。なお、対象者に、本研究の趣
旨に同意を得たうえで実施し、中高生は、事業実施者を通じて募り、同意を得られた者とした。
第 2 節 調査方法
本調査は、半構造的面接形式のインタビュー調査を実施した。調査上の倫理的配慮として対象
者に、研究テーマや質問内容、プライバシーの保護、録音、後日撤回することは可能であること、
調査目的等が書かれた依頼書を送り、文書をもって説明した。インタビュー当日、同意書への記
入で同意を得た。調査時期は 2020 年 6 月であった。
第３節 質問内容
（１）中高生
中高生は、“プレプレ”とつながりが生まれた要因や、“プレプレ”に対しての捉え方・ニーズを明
らかにすることを目的に、以下の質問をする。
□通学状況
□プレーパークに行き始めた、関わり始めた時期
□“プレプレ”はどのような場所か
□学校、プレーパーク以外に行くところ
□“プレプレ”に改善してほしいこと
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□“プレプレ”で新たにしてみたいこと・ほしいもの
□“プレプレ”が他の場所と違うところ
□プレーパークのスタッフと周囲の大人の相違点
□プレーパークに来ることでの新しい関係
（２）事業実施（責任）者
事業実施（責任）者は、プレーパークの居場所としての機能や、“プレプレ”の効果・課題と感じ
ていることを明らかにすることを目的に、以下の質問をする。
①自主事業・委託事業概要
□事業の経緯 □支援内容

□事業内容 □対象利用者 □事業目標・達成

□なぜプレーパーク敷地内だけでなく他の場を使うのか
□大学生との交流は始まったのか
②支援者の意識
□子どもたちと関わる際に意識していること、その理由
□子どもたちの「自立」について
□プレーパークの役割
③子どもたち（中高生）について
□来る日時
□子どもたちにとってどのような場所になっているか
□来られている OB・OG の方について
□中高生が OB・OG と関わる頻度
□他機関から「つながる」ことに信用を得ている理由
□プレーパークのメリット
□高校生の将来不安を意識された経緯
□子どもたちと関わることでの、事業実施者や子どもの変化
□子どもからの信頼について
□子どもにとってのプレーパークやプレーパークのスタッフの存在
□なぜプレーパークは「生活感がでやすい」のか
□生活感・家庭内状況を見たことで協働に活かせたこと
□プレーパーク以外に関わっている機関がある子どもの有無、その経緯
□プレーパークから他機関へ、また他機関からプレーパークへと機関を移動した子どもについ
て
④保護者について
□保護者と関わる頻度
□保護者からの相談
□他機関につないだ事例
□保護者にとってのプレーパークのスタッフの存在
□保護者と関わることでの事業実施者の変化
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□保護者からの意見
⑤夕食会・遠足
□夕食会・遠足の活動内容・ねらい、その時の子どもや運営者の様子
□夕食会・遠足での発見
□夕食会・遠足の子どもや保護者にとってのメリット
⑥他機関との連携
□地域の中でのプレーパークの認知度
□連携している他機関、その経緯や連携状況
□自主事業や委託事業への依頼について
⑦プレーパーク
□プレーパークの強みと弱み、他の施設に比べてできる・できないこと
□自主事業・委託事業の現状と課題についての考え
□現段階の取り組み状況、今後の支援に向けて
（３）武蔵野市児童青少年課の職員
武蔵野市児童青少年課の職員は、“プレプレ”の役割・位置づけを明らかにすることを目的に、以
下の質問をする。
□プレーパークと関わり始めた経緯
□プレーパーク以外の連携機関（公共、民間）
□プレーパークに児童をつなげる理由
□プレーパークの地域の中での、連携機関のなかでの役割・位置づけ・強み
□2018 年から“プレプレ”をし始めた経緯
□第五次子どもプラン武蔵野で、遊びに来ている中・高校生を中心にした居場所づくり事業を
し始めた経緯
□委託事業以外でプレーパークとの事業の有無、内容
第４節 分析方法
分析は、KJ 法（川喜田、1967、1970）に準じて、以下の手順により実施した。①まずは、分析
対象をリサーチ・クエスチョンに照らし合わせて１つずつ精読し、リサーチ・クエスチョンの内
容に関連するデータを内容のまとまりごとに区切って、その内容を記載した１枚ずつの紙片（ラ
ベル）を作成し、分析データとした。なお、ラベル作成の際は、分析対象物に個人情報が記述さ
れるものについては匿名化し、個人情報保護に配慮した。②データ化した全てのラベルを俯瞰で
きるように並べ、ひとつずつのラベルを精読した。③内容が近いと感じられるラベルを集め、島
をつくった。④島の内容を表す一文を考え、表札を作成した。この時点で島を形成しないラベル
はそのままにした。⑤島の表札と島を形成しないラベルを俯瞰し、親近性から上位の島をつくり、
表札を作成した。⑥前述した作業を繰り返し、島 (小カテゴリー、中カテゴリー、大カテゴリー )
を作った。⑦ラベル群を空間配置して俯瞰し、各グループの間に何らかの関係が存在するかを検
討し、各グループの関係を推測して線を引き、関連を図示した。
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インタビュー内容は、携帯電話の録音アプリですべて録音し、逐語録を作成し、それを分析対象
物とした。

第３章 結果
第１節 中高生に対する調査結果
“プレプレ”とつながりが生まれた要因や、“プレプレ”に対しての捉え方・ニーズを明らかにする
ことを目的に調査を行った結果、作られたラベル数は計 156 個であった。ここからグループ編成
を行い、図解化した図（図 1 参照）を島ごとにその内容を説明していく。
第１項 中高生にとってプレーパークのスタッフは、周囲の大人に比べて話しやすく受容しても
らえる存在
「中高生にとってプレーパークのスタッフは、周囲の大人に比べて話しやすく受容してもらえ
る存在」ということについて、4 つの島が見出された。1 つ目は、
「中高生同士ではノリを重視し
たコミュニケーションをとる」である。2 つ目は、
「先生は出来ることが限られている」、また「親
や先生という大人の立場で接してくるから気を遣う」といった「親や先生と自分との関係は大人
と子どもとしての関係」という、先生への諦めや、中高生と彼らの親や先生の間の緊張感のある
関係である。3 つ目は、
「不登校だと引きこもったり、生活は不規則になる」
、また「周囲の目を気
にしている」といった「不登校であることの気負い」である。
以上の３つの島において、4 つ目の「プレーパークのスタッフへの話しやすさと信頼感」はそれ
ぞれ関連性を持っていると考えられた。
「中高生同士ではノリを重視したコミュニケーションをと
る」においては、
「事業実施者が子どもたちの話題づくりをしている」ことによって、“プレプレ”
は、中高生の盛り上がれる場所、過ごしたいと思える場所であると考える。
「親や先生と自分との
関係は大人と子どもとしての関係」や「不登校であることの気負い」においては、
「スタッフは面
白くて気軽に話しやすい」
、また「事業実施者は受け入れてくれる」ということから、プレーパー
クのスタッフは、中高生にとって親や先生とは異なる、気を遣わない、信頼を寄せることのでき
る存在であると考えられる。
第２項 “プレプレ”の活動は子どもの自由と責任が生まれている
「“プレプレ”の活動は子どもの自由と責任が生まれている」ということについては、6 つの島が
見出された。１つ目の「夕食会では何をするかは自由」という、夕食会での過ごし方の自由度の
高さや、２つ目の「メニューは子どもの意見も取り入れバリエーション豊か」という、メニュー
を選択する自由があることによって、３つ目の「食べるという話題・体験共有の楽しさ」が生ま
れていると推察する。また、4 つ目の「遠足では子どもたちの要望に合わせ遊園地や水族館に行
く」という、遠足先を選択する自由や、５つ目の「遠足は責任と遊びが両立（共存）している」か
ら、“プレプレ”の活動には、プレーパークのモットーである「自分の責任で自由に遊ぶ」の「自
由」と「責任」の要素が含まれていることが分かる。また、6 つ目の「自分の責任で自由に遊ぶこ
との楽しさ」から、これらの要素に楽しさや新鮮さを感じていると考える。
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中高生にとってプレーパークのスタッフは、
周囲の大人に比べて話しやすく受容してもらえる存在
プレーパークのスタッフへの話しやすさと信頼感

スタッフはいつもプレーパ
ークにいるわけではない

事業実施者は頼
りになる大人

行事に来なかった子
どもとは 1 対 1 はあ
るが、基本的にない

事業実施者に親近感や
子どもっぽさを感じる

事業実施者は子どもたち
の話題作りをしている

中高生同士では
ノリを重視した
コミュニケーシ
ョンをとる

スタッフは面白くて
気軽に話しやすい

親や先生と自
分との関係は
大人と子ども
としての関係
親や先生は大
人の立場で接
してくるから
気を遣う

中高生のノリがあ
り、話の勢いがつ
く、盛り上がるこ
とを考えている

事業実施者と同世代みたい
にフレンドリーに話せる

事業実施者は対等に心
を開いて接してくれる

事業実施者は受
け入れてくれる

不登校であることへの気負い

“プレプレ”の活動は子どもの自
由と責任が生まれている
夕食会では
何をするか
は自由

メニューは子どもの
意見も取り入れバリ
エーション豊か

遠足では子ども
たちの要望に合
わせ遊園地や水
族館に行く

食べるという
体験共有・話
題の楽しさ

遠足は責任と遊
びが両立（共
存）している

自分の責任で自
由に遊ぶことの
楽しさ

周囲の目を気にしている
学校行ってない時間帯に変
な目で見られることがある

漫画が置いてあることで、
インドアであっても過ごせる

地元の中学生と会うのが微
妙な時は行く店を変える
先生は出来
ることが限
られている

学校や部活、食事
のことを話す

インドアな
人が多い

置いてある漫画に
ついて話す、読む

不登校だと引きこもった
り、生活は不規則になる

プレーパークとの
最初のつながり
当初からスタッフと話すために来ていた

“プレプレ”での新たな交友関係と
その希薄化が懸念される

チャレンジルームの友達にプ
レーパークに誘われて来る

“プレプレ”での
新たな友達

チャレンジルームに通ってた人
が多く、そこで友達できている

“プレプレ”の友達
と暇なときにカラオ
ケに行って遊ぶ

チャレンジルームの友達や
親経由で来始めた以前は遊
んでいたわけじゃなかった

学校外の自分の
知らないタイプ
の友達が出来る

中高生全員が参加することが難しく
関わる機会が減る
遠足は参加人数
が限られてお
り、行くグルー
プを選んでいる
ので頻度異なる

夕食会を土日にず
らしてほしいけど
実現してない

アクセスしやすい
家やチャレンジルームに近いため、
プレーパークに行く・来やすい

小学生と知り合って
遊ぶ

他学年との交流

夜学校だと習
い事やプレー
パークに行く
機会減少

遠足に参加したい

木金曜の夜 5～9
時にしている

夕食会の参加メ
ンバーは流動的

夕食会に 3 人と
も参加、でも頻
度はバラバラ

遠くてもアクセスできる

図１ 中高生の“プレプレ”とつながりが生まれた要因や、
“プレプレ”に対しての捉え方・ニーズ
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第３項 漫画が置いてあることで、インドアな子どもも来やすい
「漫画が置いてあることで、インドアな子どもも来やすい」については、2 つの島が見出され
た。1 つ目は、
「置いてある漫画について話す、読む」である。2 つ目は、「インドアな人が多い」
である。以上から、漫画が置かれていることで、“プレプレ”はアクティブな屋外の活動を好む子ど
もだけでなく、インドアな活動を好む子どもも居やすいと考えられた。
第４項 プレーパークとの最初のつながり
「プレーパークとの最初のつながり」については、3 つの島が見出された。1 つ目は、「チャレ
ンジルーム9の友達や親経由で来始めた以前は遊んでいたわけじゃなかった」などといった「チャ
レンジルームの友達にプレーパークに誘われて来る」である。2 つ目は、
「家やチャレンジルーム
に近いため、プレーパークに行く・来やすい」、また「遠くてもアクセスできる」といった「アク
セスしやすい」という中高生にとってプレーパークが生活圏内にあり、継続的に参加しやすくし
ているということである。3 つ目は、
「スタッフと話すために来ていた」というスタッフとの関係
性や交流がプレーパークとのつながりを形成していることが分かった。ここには、
「中高生にとっ
てプレーパークのスタッフは、周囲の大人に比べて話しやすく受容してもらえる存在」も大きく
関係していると考えられた。
第５項 プレーパークでの新たな交友関係とその希薄化が懸念される
「“プレプレ”での新たな交友関係とその希薄化が懸念される」ということについては、２つの島
が見出された。1 つ目は、
「他学年との交流」
、
「学校外の自分の知らないタイプの友達が出来る」
などといった「“プレプレ”での新たな友達」である。また、
「“プレプレ”の友達と暇なときにカラ
オケに行って遊ぶ」からは、“プレプレ”での交友関係が、“プレプレ”の外にも広がっているという
ことが分かった。2 つ目は、
「遠足は参加人数が限られており、行くグループを選んでいるので頻
度異なる」
、
「夜学校だと習い事やプレーパークに行く機会が減少」
、
「夕食会に 3 人とも参加、で
も頻度はバラバラ」などといった「中高生全員が参加することが難しく、関わる機会が減る」と
いう一人ひとりの参加頻度の差である。
「夕食会を土日にずらしてほしいけど実現してない」から、
関わっている中高生全員が参加できるよう対応することの困難さがあることが分かった。
第 2 節 事業実施（責任）者に対する調査結果
プレーパークの居場所としての機能や、“プレプレ”の効果・課題と感じていることを明らかに
することを目的に調査を行った結果、作られたラベル数は計 174 個であった。ここからグループ
編成を行い、図解化した図（図２参照）を島ごとにその内容を説明していく。

9 適応指導教室。不登校になっている児童・生徒のための教室。学校復帰と共に卒業後の社会生活への適応を見据えて、在籍校と連携しながら学習や集団
活動など、児童・生徒の指導・支援を行う。
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第１項 居場所＝中高生が来たいと思える場所にするための事業実施者の工夫
「居場所＝中高生が来たいと思える場所にするための事業実施者の工夫」については、２つの
島が見出された。1 つ目は、「仕事感を出さないことや自由さが楽しさ・関係性を生む」である。
「男の子は場の安心感や楽しさを重視」ということに対して、
「不登校や引きこもりによってコミ
ュニケーション経験が少ないため、色んな子どもを巻き込み喋ることで、ワイワイとした集いの
空間になっている」や、
「遠足で何か係を決めることはほとんどなく、夕食会は緩い感じ」といっ
た「何をしていても良い自由な場所」ということが、受容感・楽しさにつながり、男の子の居場
所になっている要因ではないかと推察する。
「プレーパークとして漫画が置いてある」といった本
来のプレーパークの機能と異なる活動のアイテムがあるのは、
「子どもの遊びとしての自然体験を
重視していない」
、また「“プレプレ”はウェルフェアよりウェルビーイングに近い、生活がよくな
る事業」といった「“プレプレ”は福祉面が強いウェルビーイングに近い事業」であることが関係し
ていると考えられた。しかし、そこには「プレーパーク事業を始めると帰りたくない子ども、お
腹をすかせた子どもが少数来た」といった「プレーパークが出来た頃から居場所づくりの面があ
った」ことも関係していると考える。
2 つ目は、「子どもの意志・多様性を尊重」である。「武蔵野プレイスはやれる事が沢山あるの
で、臆さずやれる子どもは凄く来やすい場だけど、苦手な子どもには凄く行きづらい場」という
ことに関して、“プレプレ”には「様々なタイプ・経験を持つ子どもがいる」ということや、
「関わ
ってほしい要求度や他の子どもを気にする度、子ども同士の関係性は一人ひとり異なる」
、「子ど
もたちの居場所となっているのには、子ども同士の仲が関係」ということから、
「子ども一人ひと
りに合わせた対応」を行っていると考える。また、
「学校に行く子どもを増やすことには子どもの
表面的なものしか見ていない気がして協力したくない」と考えているのは、中高生が「不登校で
あることの負い目から学校のある時間帯には出かけない」ということに関して、
「自分に一定の自
信ができ、自分自身を理解出来た時に学校を選択するかの問題」
、また「子どもの状況改善の１材
料になってくれたらいい」といった「子どもの考えを尊重し、判断を委ねている」からであると
考えられる。それによって、中高生にとって事業実施者は受容してくれる存在であり、居場所に
なっている要因だと考える。
「仕事感を出さないことや自由さが楽しさ・関係性を生む」ことができるのは、
「子どもの意志・
多様性を尊重」しているからと考えられた。よって、２つの島は互いに連動し合っていると考え
られ、中高生が来たいと思える場所にしている要因だと考えられた。また、それらが実現できる
のは、子ども一人ひとりを把握できるクローズな事業であるためだと考えられた。
第２項 閉じた（クローズな）事業であることの課題と対策
「閉じた（クローズな）事業であることの課題と対策」ということについては、４つの島が見
出された。1 つ目は、
「意見が出にくい事業なので、事業内容が曖昧な上に希薄になってしまうの
ではないか」
、また「市が拡充の必要性を感じておらず、現状のままなら委託を見直したい」とい
った「委託関係が曖昧で、必要性に疑問視」である。2 つ目は、
「連絡が取れている家庭の子ども
は夕食会に来てもらいやすく、関係が深まる」、また「子どもとの関係のために親と関係を築けず
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居場所＝中高生が来たいと思える場
所にするための事業実施者の工夫

閉じた（クローズな）事業であることの
課題と対策
さらに地域との関係性築
き、仲間を増やし、関わ
れる子どもを増やしたい
人数が多く参加する子どもが
限られるので、拡充・連携も
できない

子どもの意志・多様性を尊重
家庭と関係築けなければ、
理解を得ることが難しい
子どもとの関係のために親と関
係を築けず、理解が得られない

関わってる子どもの多くが家
庭環境の改善がほぼなく、支
援が切れてて連絡が来ない

スタッフの知り合いや
学校内カフェをしたい
人とのつながりがある

連絡取れている家庭の子
どもは夕食会に来てもら
いやすく、関係が深まる

子どもの考えを
尊重し、判断を
委ねている

関わってほしい要求
度や他の子どもを気
にする度、子ども同
士の関係性は一人ひ
とり異なる

閉じた事業なので認知され
ず理解者を増やせない
子ども一人ひとり
に合わせた対応

地域の似た活動をする
人と関係を作り、活動
する仲間を増やしたい

3 か所になったプレーパーク
をさらに多くの人に利用して
もらい、気になる子どもを見
つけ事業に参加させたい

服が汚れていても気にしな
いワイルドさや食べ物を貰
っているような貧困層の子
どもにプレーパークはフィ
ットするので、関係づくり
では食べ物を出している

不登校であることの
負い目から学校の時
間帯には出かけない

学校に行く子ど
もを増やすこと
には子どもの表
面的なものしか
見ていない気が
して協力したく
ない

委託関係が曖昧で、
必要性に疑問視

様々なタイプ・経験
を持つ子どもがいる

仕事感を出さないことや自由さが
楽しさ・関係性を生む

市が拡充の必要性を感じ
ておらず、現状のままな
ら委託を見直したい

男の子は
場の安心
感や楽し
さを重視

何をして
いても良
い自由な
場所

不登校や引きこもりに
よってコミュニケーシ
ョン経験が少ないた
め、色んな子どもを巻
き込み喋ることで、ワ
イワイとした集いの空
間になっている

中高生が大学生と関わることで、多くの関係を作られる
対等に関わりたいが
女の子と話すことが
多くなっている

女の子は周りの人を
気にするため、関係
づくりが難しい

子家センは仕事感を
出すので子どもに会
えない・話を聞けな
いが、事業実施者は
仕事感を出さないよ
うにしているため、
子どもとの距離が近
い

大学生は自立のモデルを示す
高校生の将来不安
に大学生はモデル

話せる関係を作り自立につ
なげることが事業のねらい

正規スタッフは中高生と合わないと居場所が
なくなるリスクがあるため、ボランティアに
していきたい

夕食会の
正規スタ
ッフをボ
ランティ
アに変え
たい

図2

プレイスはやれる
事が沢山あるの
で、臆さずやれる
子どもは凄く来や
すい場だけど、苦
手な子どもには凄
く行きづらい場

意見が出にくい事業なので、
事業内容が曖昧な上に希薄に
なってしまうのではないか

大学生と関わることで、
関係づくり→自立につながる

大学生の女子に女子
同士で群れられるよ
うにしてほしい

子どもたちの
居場所となっ
ているのに
は、子ども同
士の仲が関係

子ども達と合うか・コミュニケーショ
ン取れるかは人によるので、学生のボ
ランティアなら子どもに合わせてボラ
ンティアを合わせることができる

小学生への影響のために外で会
う・夕食会する場所や、正規スタ
ッフの事務所がない

男女混合
の居場所
のなかで
も女の子
が多め

福祉面が強いウ
ェルビーイング
に近い事業

プレーパークが
出来た頃から居
場所づくりの面
があった

事業実施者の気
になる子どもは
子家センが関わ
る子どもである
場合が多く、事
業実施者はどん
な子どもか子家
センは登校状況
を伝え合ってい
た

資金不足のなか、事業以外の対応している
OBOG はお金で困
っておりその相
談を受けている

OBOG は子ども支援を受けら
れず、若者支援は求めてな
いため事業実施者が対応

現状維持程度の
資金しかない

事業実施（責任）者がプレーパークの居場所機能や、“プレプレ”の効果・課題と感じること

13

理解が得られない」といった「家庭と関係が築けなければ、理解を得ることが難しい」である。
この２つの島は 3 つ目の「閉じた事業なので認知されず理解者を増やせない」の下位カテゴリー
と考えた。そして、これらの課題を改善するために、
「スタッフの知り合いや学校内カフェをした
い人とのつながりがある」ということを活かし、
「地域の似た活動をする人と関係を作り、活動す
る仲間を増やしたい」と考えていると推察する。そうすることで、理解者を増やすことが出来、
子どもが地域の居場所づくりをする団体により多くつながることができるため、
「服が汚れていて
も気にしないワイルドさや食べ物を貰っているような貧困層の子どもにプレーパークはフィット
するので、関係づくりでは食べ物を出している」といったプレーパークの特性を活かし、
「3 か所
になったプレーパークをさらに多くの人に利用してもらい、気になる子どもを見つけ事業に参加
させたい」と関われる子どもを増やすことで、
「人数が多く参加する子どもが限られるので、拡充・
連携もできない」
、また「関わってる子どもの多くが家庭環境の改善がほぼなく、支援が切れてて
連絡が来ない」という状況を改善しようといった 4 つ目の「さらに地域との関係性築き、仲間を
増やして、関われる子どもを増やしたい」という対策を、事業実施（責任）者は考えているので
あろう。
第３項 大学生と関わることで、関係づくり→自立につながる
「大学生と関わることで、関係づくり→自立につながる」ということについて、２つの島が見
出された。1 つ目は、
「中高生が大学生と関わることで、多くの関係を作られる」である。
「男の子
は場の安心感や楽しさを重視」という一方で、
「女の子は周りの人を気にするため、関係づくりが
難しい」ということのために、
「対等に関わりたいが女の子と話すことが多くなっている」という
状況があるため、「大学生の女子に女子同士で群れられるようにしてほしい」、つまり大学生と中
高生が関わることで、事業実施者以外に中高生と関係を作る存在が増える、多くの関係を中高生
は作ることができると考えられた。2 つ目は、
「話せる関係を作り自立につなげることが事業のね
らい」ということに対して、
「高校生の将来不安に大学生はモデルを示す重要な存在」といった「大
学生は自立のモデルを示す」である。
第４項 資金不足のなか、事業以外の対応している
「資金不足のなか、事業以外の対応している」ということについては、3 つの島が見出された。
1 つ目は、
「OBOG はお金で困っておりその相談を受けている」という OBOG が課題を抱えてい
る現状がある。2 つ目の「現状維持程度の資金しかない」という状況のなか、3 つ目の「OBOG は
子ども支援を受けられず、若者支援は求めてないため事業実施者が対応」ということから、事業
以外の対応のための資金面に心配な部分があると推察する。
第５項 正規スタッフは中高生と合わないと居場所がなくなるリスクがあるため、ボランティア
にしていきたい
「正規スタッフは中高生と合わないと居場所がなくなるリスクがあるため、ボランティアにし
ていきたい」ということについては、3 つの島が見出された。1 つ目の「小学生への影響のために、
外で会う等夕食会をする場所や正規スタッフの事務所がない」から、子ども達とコミュニケーシ
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ョンを取れることが正規スタッフとしての必須条件になってくるため、2 つ目の「子ども達と合
うか・コミュニケーション取れるかは人によるので、学生のボランティアなら子どもに合わせて
ボランティアを合わせることができる」という考えが生まれ、3 つ目の「夕食会の正規スタッフを
ボランティアに変えたい」と考えていると推察する。
第 3 節 武蔵野市児童青少年課の職員に対する調査結果
“プレプレ”の役割・位置づけを明らかにすることを目的に、以下の質問をすることを明らかに
することを目的に調査を行った結果、作られたラベル数は計 100 個であった。ここからグループ
編成を行い、図解化した図（図３参照）を島ごとにその内容を説明していく。
第１項 プレーパークの自然体験・居場所の要素
「プレーパークの自然体験・居場所の要素」については、3 つの島が見出された。1 つ目は
「自然体験」である。
「自然体験は足りてないところがあるから、もっと充実させる必要があるん
じゃないか」ということから、
「公園の規制多く遊び場が限られた子どもの遊びを充実させる公園
が考えられていく」
。その上で、プレーパークの「地域と子どもにおいて自分の責任で自由な動き・
遊びができる役割は大きい」と考えていると考えられた。また、
「始めは自然体験活動がメインで
公園担当の所管だった」
、
「2016～2024 年の計画では自然体験事業として位置付け」からは、プレ
ーパークは一貫として自然体験としての位置付けであるということが分かった。しかし、
「中高生
向けの自然体験活動は、中高生リーダー制度での武蔵野ジャンボリーで準指導者としての参加」
と、中高生の自然体験活動はプレーパークではない場所で設けているとしている。
2 つ目は、
「ハード面での居場所」である。
「誰もが安心安全に自由に出入りでき、遊びのなかだ
から看板あげてる有名な所より行きづらさ少なく来やすい」や、
「“みらいる”のような建物内と違
い、公園は基本開放され、ずっといられる・抵抗感少ない」ということは、プレーパークが本来
持っていた、自然体験の要素である「地域と子どもにおいて自分の責任で自由な動き・遊びがで
きる役割は大きい」から来ているものであるとともに、屋外であるという、プレーパークのハー
ド面での居場所としての強みだと考えられた。
3 つ目は、
「ソフト面での居場所」である。
「見守ってる地域の人であるスタッフの熱心な関わり
を中高生は楽しみに来ている」や、
「参加のハードル低い夕食会と、遠足なら来れる子どもがいる」
ということは、プレーパークのソフト面での居場所としての強みだと考えられた。
「“プレプレ”や
“みらいる”に来る子どもは、B210に来ている活発な子どもに比べて元気がない」ことに対し、
「や
りたい事はプレーパークよりも“みらいる”の方が比較的ある子多かった気がする」、また「人数多
いのが苦手で、誰かと一緒に行動する経験が少ないようなので、公共交通機関使ってどこかに一
緒にいってほしい」は、
「参加のハードル低い夕食会と、遠足なら来れる子どもがいる」というこ
とから、夕食会と遠足は、活動的でなくても参加しやすく、子どもたちの体験活動、コミュニケ
ーションの機会になっていると考えられた。

10 武蔵野プレイス青少年活動支援フロアの通称。
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子どもの健全育成として中高生支援を続け
プレーパークの自然体験・居場所の要素

るための財政面・ソフトのサポートを模索

自然体験
自然体験は足りてない
ところがあるから、も
っと充実させる必要が
あるんじゃないか

公園の規制多く遊び場
が限られた子どもの遊
びを充実させる公園が
考えられていく

地域と子どもにおい
て自分の責任で自由
な動き・遊びができ
る役割は大きい

「プレーパーク子ども・若者支援事業」の位置付け
始めは自然体験活動がメイ
ンで公園担当の所管だった

プレーパークは中高生も来ているが、
未就学児や小学生中心の場で、中高生
向けに使おうとは考えていない

2016～2024 年の計画では自
然体験事業として位置付け

子どもの健全育成に何
が必要かの上で、「プ
レーパーク子ども・若
者支援事業」や中高生
の居場所が考えられて
いく

中高生向けの自然体験活動
は、中高生リーダー制度で
の武蔵野ジャンボリーで準
指導者としての参加

市の長期計画で
は、位置付けが変
わってきてる

プレーパー
クは今まで
居場所機能
として位置
付けていな
い

中高生の居場所は計画
に乗る前から話に出て
いたが、B2 が作られて
から必要性が注目され
たことで乗った

プレーパークは
情報を掴む一現
場として、他団
体とつながり子
育て体制を作
り、親子が使え
るようにしたい

プレーパークは自然体験から居
場所の性質に変えてきていて、
強くなっているが足りてない

ハード面での居場所
誰もが安心安全に自由に出
入りでき、遊びのなかだから
看板あげてる有名な所より
行きづらさが少なく来やす
い

“みらいる”のような
建物内と違い、公園は
基本開放され、ずっと
いられる・抵抗感が少
ない

中高生支援の不足・難しさ

義務教育まではある
程度あるかもしれな
いが、中高生や上の
世代の支援は公私足
りてない、行き届い
てない現状あるから
どうやっていくか

ソフト面での居場所

参加のハードル低い
夕食会と、遠足なら
来れる子どもがいる

この事業のみの自立は難しいと思
うから、次の事業そして自立へと
つながる仕組みを作ることが課題
い

「プレーパーク子ども・若者支援
事業」に集まる社会生活や自立に
困難がある子どもと関わりを継続
してほしくて委託は続いている

見守ってる地域の人である
スタッフの熱心な関わりを
中高生は楽しみに来ている

「プレーパーク子ども・若者支援事業」の委託関係
人数多いのが苦手で、誰かと一緒に行動する経験が少ないよ
うなので、公共交通機関使いどこかに一緒にいってほしい

事業に繋げていってもらうに
は財源をつける必要あり、メ
リットが発生している

やりたい事はプレーパークよりも“みらい
る”の方が比較的ある子どもが多かった気が
する

プレーパークと実績報告や情
報共有をしているが、学校と
プレーパークの関係や子ども
の状況は知らない

「プレーパーク子ども・若者支援事業」や“みらいる”に来る
子どもは、B2 に来ている活発な子どもに比べて元気がない

都や国がどういう形で現場の
やり方を尊重し、支援へのお
金の出し方とか細かいソフト
的なサポートが出来るか

自主事業における状況を
把握、上に報告し、当時
の福祉長が必要と判断し
委託の提案をした

委託前の自主的な活動は、子どもプランには明
確には出ていないが、委託後乗るようになった

図３ 武蔵野市児童青少年課の職員の“プレプレ”の役割・位置づけ
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第３項 子どもの健全育成として中高生支援を続けるための財政面・ソフトのサポートを模索
「子どもの健全育成として中高生支援を続けるための財政面・ソフトのサポートを模索」につ
いては、３つの島が見出された。1 つ目は「“プレプレ”の位置付け」である。「中高生の居場所は
計画に乗る前から話に出ていたが、B2 が作られてから必要性が注目されたことで乗った」
、
「プレ
ーパークは自然体験から居場所の性質に変えてきていて、強くなっているが足りてない」
、「市の
長期計画11では、位置付けが変わってきてる」ということがあるが、
「プレーパークは今まで居場
所機能として位置付けていない」としている。また、
「プレーパークは中高生も来ているが、未就
学児や小学生中心の場で、中高生向けに使おうとは考えていない」ということから、
「子どもの健
全育成に何が必要かの上で、“プレプレ”や中高生の居場所が考えられていく」としている。居場所
機能としてよりも、
「プレーパークは情報を掴む一現場として、他団体とつながり子育て体制を作
り、親子が使えるようにしたい」と武蔵野市は考えている。この島は、2 つ目の「中高生支援の不
足・難しさ」の下位カテゴリーと考えた。
「中高生支援の不足・難しさ」の島に関しては、
「プレーパークは今まで居場所機能として位置
付けていない」としながらも、
「“プレプレ”に集まる社会生活や自立に困難がある子どもと関わり
を継続してほしくて委託は続いている」ということがあるが、
「この事業のみの自立は難しいと思
うから、次の事業そして自立へとつながる仕組みを作ることが課題」だと考えている。そこには、
「義務教育まではある程度あるかもしれないが、中高生や上の世代の支援は公私足りてない、行
き届いてない現状あるからどうやっていくか」という中高生以上の世代の支援の不足や難しさが
ある。この島は、3 つ目の「“プレプレ”の委託関係」の下位カテゴリーと考えた。
「“プレプレ”の委託関係」の島に関しては、
「自主事業における状況を把握、上に報告し、当時
の福祉長が必要と判断し委託の提案をした」ということによって委託が始まり、それとともに「委
託前の自主的な活動は、子どもプランには明確には出ていないが、委託後乗るようになった」と
いう関係がある。
「プレーパークと実績報告や情報共有をしているが、学校とプレーパークの関係
や子どもの状況は知らない」とプレーパークの他機関との連携や子どもについての把握はしてい
ない。「事業に繋げていってもらうには財源をつける必要あり、メリットが発生している」、また
「都や国がどういう形で現場のやり方を尊重し、支援へのお金の出し方とか細かいソフト的なサ
ポートが出来るか」と資金面やソフト面でのサポートをするという委託関係を模索していると考
えられた。

第４章 考察
本研究で、中高生は、“プレプレ”とつながりが生まれた要因や、“プレプレ”に対しての捉え方やニ
ーズ、事業実施（責任）者は、プレーパークの居場所としての機能や、“プレプレ”の効果・課題と
感じていること、武蔵野市児童青少年課の職員は、“プレプレ”の役割・位置づけを明らかにするこ
とを目的としてインタビュー調査を行った。その結果、それぞれの多様な認識を得ることができ

11 市政運営の指針。市が目指すべき方向性や取り組むべき政策を定める市の最上位計画。
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た。その中でも主に、本事業の中高生の居場所としての機能と課題点に注目し、分かったことを
考察した上で、今後の在り方を考察する。
第 1 節 中高生の居場所としての機能
第１項 自然な形で参加できる場
「服が汚れてても気にしないワイルドさや食べ物を貰っているような貧困層の子どもにプレー
パークはフィットするので、関係づくりでは食べ物を出している」とプレーパークには貧困層の
子どもと出会う機会があったことから、
「プレーパークが出来た頃から居場所づくりの面があった」
と考えられる。中高生が「食を通した支援」、
「居場所」、
「情緒的交流」の 3 つの機能を持つ子ど
も食堂 35)ではなく、“プレプレ”の夕食会に来ているのは、子ども食堂には「こども食堂をすれば、
ウチの地域に子どもの貧困があると認めることになる」36)や、
「
『特別な人たちがやっている特別
な場所』とのイメージが強く、
『自分が行っていい場所』と思えない人が大多数である」37)と、利
用に対しての抵抗感が課題であるなか、プレーパークには「チャレンジルームの友達にプレーパ
ークに誘われて来る」といった子ども主体でつながるきっかけや、
「誰もが安心安全に自由に出入
りでき、遊びのなかだから看板あげてる有名な所より行きづらさが少なく来やすい」、
「“みらいる”
のような建物内と違い、公園は基本開放され、ずっといられる・抵抗感が少ない」といった出向
くことのハードルの低さ、また武蔵野市の「他事業だと中々来てくれない子どもも、食事関係は
割と参加のハードル下がり、集めて連れていける１手法として有効みたい」という認識から、プ
レーパークの夕食会は子ども食堂よりも自然な形で参加しやすい、つまり地域の支援とつながり
やすいと考えられる。
第２項 交友を深め、主体性・社会性を築く場
武蔵野市の「人数多いのが苦手で、誰かと一緒に行動する経験が少ないようなので、公共交通
機関使ってどこかに一緒にいってほしい」や、事業実施者の「不登校や引きこもりによってコミ
ュニケーション経験が少ないため、色んな子どもを巻き込み喋ることで、ワイワイとした集いの
空間になってる」から、“プレプレ”で関わっている子どもは、コミュニケーションや共同経験が少
ないことが分かる。そのような状況において、中高生の間には「“プレプレ”での新たな友達」関係
が形成されており、「プレーパークの友達と暇なときにカラオケに行って遊ぶ」や、「夕食会のメ
ンバーと同じクラスになり学校に行くようになった」と、事業外での交流に発展している。事業
実施者は「子どもたちの居場所となっているのには、子ども同士の仲が関係」としていることか
ら、“プレプレ”は中高生同士の仲を育むという居場所の機能があると考える。また、事業実施者の
「遠足で仲良くなる、話してくれるようになる」から、遠足は自然な形で仲を深める機会になっ
ていると考える。以上から、“プレプレ”はヒト・モノや実社会に実際に触れ、かかわり合う「直接
体験」38)の機会になっており、中高生のコミュニケーションや共同経験が少なさを補っていると
考える。
松田（2015）は、現代社会において、子どもたちには自ら考え、自ら行動できる基盤としての
自分らしさである「主体性」を発揮することの困難さがあるなかで、
「主体性」と能動的に働きか
けていく「社会性」を身につけることが必要となってきている 39）と指摘している。そのようなな
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かで、中高生に「他学年との交流」が生まれ、「学校外の自分の知らないタイプの友達が出来る」
ということから、“プレプレ”では、中高生の対人関係の主体性 40)や社会性 41)が育まれていると考
える。武蔵野市は、プレーパークの位置付けとして「子どもの健全育成に何が必要かの上で、“プ
レプレ”や中高生の居場所が考えられていく」としており、「令和２年度武蔵野市青少年健全育成
運動推進方針」では、青少年が「自らも地域の一員であり将来の担い手である」という自覚を持
ち、社会性を身に付け、主体的に行動できるように育成していくために青少年の健全育成運動に
取り組むことが重要 42)だとしている。よって、中高生の主体性や社会性が育まれる“プレプレ”は、
青少年の健全育成に必要な活動の一つだと言える。
第３項 プレーパークのスタッフと親しい関係を築き、ありのままでいられる場
「中高生にとってプレーパークのスタッフは、周囲の大人に比べて話しやすく受容してもらえ
る存在」ということが分かったが、ここには話しやすさや、受容感を受けるプレーパークのスタ
ッフの特徴があると考える。話しやすさにおいては、事業実施者の「子どもの考えを尊重し、判
断を委ねている」という、主体性を尊重したうえでの「子ども一人ひとりに合わせた対応」によ
って、中高生のペースや雰囲気に合わせることができ、
「事業実施者が子どもたちの話題づくりを
している」といった中高生同士のコミュニケーションのサポートをしていると考える。ここには、
「子家センは仕事感を出すので子どもに会えない・話を聞けないが、事業実施者は仕事感を出さ
ないようにしているため、子どもとの距離が近い」
、つまり親しい関係性の上で成り立っていると
考える。中高生とプレーパークのスタッフの関係は、
「行事に来なかった子どもとは 1 対 1 はある
が、基本的にない」ということから、個別での関わりというよりも、集団での関わりであるが、
これは「交流相談」12に当てはまると考える。よって、“プレプレ”は潜在的な課題を拾う事が出来
る課題早期発見の場になっていると考える。
受容感については、事業実施者が「子どもの考えを尊重し、判断を委ねている」ことによって、
「不登校であることの気負い」を感じず、ありのままでいられることが関係していると考えるが、
これは、
「不登校であることの気負い」から、生活圏内の行動が制限され、引きこもりになる恐れ
につながることの未然防止になっていると考える。よって、“プレプレ”は、
「第 5 次子どもプラン
武蔵野」の「引きこもりの長期化が顕在化している中、悩みを持つ青少年が早期の段階から支援
機関につながり、相談を通じて個々に適した支援を受けることが求められる。」43)の早期の段階か
らつながる支援機関になっていると考える。武蔵野市内の中学校、都立・私立高校の生徒は、気
楽にくつろげる場所として、中学生・高校生ともに「自宅」や「学校」を多く挙げている

が、

44）

“プレプレ”の中高生にとって「自宅」や「学校」は、
「親や先生は大人の立場で接してくるから気
を遣う」から、気楽に過ごせる場所ではないと考えられる。そのような状況のなかで、ありのま
までいられる“プレプレ”は、中高生にとって気楽に過ごせる場所になっていると考える。

12 昼休みや放課後に、相談室という個室ではなく、学校図書館等、生徒の誰もが出入りできる場で、生徒とともにくつろいだ雰囲気の中で日常的な会話
を通じて支援を行うもの。生徒自身も気付いていない潜在的な課題（いわゆる漠然とした不安）を持つ生徒たちと自然な形で出会い、対話の中から課題を
具体化・顕在化し、解決するとともに、校内外の支援の場に繋げることを目的とする。
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第２節 本事業の課題
第 1 項 中高生の“プレプレ”への参加の保障
「関わってほしい要求度や他の子どもを気にする度、子ども同士の関係性も一人ひとり異なる」
ということから、事業実施者が「夕食会に来ず個別が良い子どもは個別で会う」などの「子ども
一人ひとりに合わせた対応」や「子どもの考えを尊重し、判断を委ねている」を行うためには、
一人ひとりの状況を把握することが重要であるが、
「中高生全員が参加するのが難しく、関わる機
会減る」ということから、把握することが厳しい状態になっていることを示していると考える。
特に中学校を卒業し、高校に行く時間等といった生活リズムが大きく変わった子どもは、習い事
やプレーパークといった今までのつながりが切れやすいことが分かった。武蔵野市内の中学校、
都立・私立高校の生徒のうち、
「忙しいと感じている傾向」のある生徒は全体の約８割であり、高
校生の方が中学生よりも時間に追われて忙しいと感じている傾向にある

ことからも、“プレプ

45)

レ”への参加が限られると考えられる。
事業実施者の「話せる関係を作り自立につなげることが事業のねらい」を達成するためにも、中
高生の「土日にしてくれたら同年代の違う学校の子どもとまた会える」といった“プレプレ”に参
加する子ども同士の交流の機会を確保するためにも、参加しづらくなっている子どもに対しての
対応や、なるべく多くの子どもが参加できる体制づくりが求められると考える。しかし、１回の
開催に全員が参加することは、現実的ではないため、夕食会や遠足の開催回数を増やすことで、
関わっている中高生がどこかで参加できるのではないかと考える。しかし、事業実施者は 1 名の
みであり、他の仕事と並行して行っていることから、協力者を募ることが必要だと考える。しか
し、事業実施者の「子ども達と合うか・コミュニケーション取れるかは人によるので、学生のボ
ランティアなら子どもに合わせてボランティアを合わせることができる」から、“プレプレ”で生
まれた中高生との関係性は、事業実施者とのものであり、協力者の確保が課題となっている。
第 2 項 中高生の自立支援体制を作ることの難しさ
事業実施者の「話せる関係を作り自立につなげることが事業のねらい」において、“プレプレ”は
中高生にとって、事業実施者や他の中高生と話せる関係を作る場になっていることが分かった。
しかし、
「OBOG はお金で困っておりその相談を受けている」や、武蔵野市の「この事業のみの
自立は難しいと思うから、次の事業そして自立へとつながる仕組みを作ることが課題」から、自
立につなげることが“プレプレ”の今後の課題ではないかと考える。
「令和 2 年度武蔵野市青少年健
全育成運動推進方針」では、
「子どもの育ちの段階ごとに応じた途切れ・隙間のない支援が必要で
あるとの問題意識を持ち、関係機関と連携した継続的な支援を行っていきます。」や、「社会生活
を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対して個別相談や日常生活支援等を行える場を
提供するとともに、関係団体が連携して、円滑な社会生活・自立に向けた支援を行っていきます。」
としている 46）が、事業実施者の「関わってる子どもの多くが家庭環境の改善がほぼなく、支援が
切れて連絡が来ない」から、”プレプレ“には支援が途切れず、自立に向けた支援を行うための関係
機関・団体との体制がないことを意味していると考えられる。そこには、
「義務教育まではある程
度あるかもしれないが、中高生や上の世代の支援は公私足りてない、行き届いてない現状あるか
らどうやっていくか」といった武蔵野市が感じている「中高生支援の不足・難しさ」や、事業実
20

施者の「OBOG は子ども支援を受けられず、若者支援は求めてないため事業実施者が対応」と、
仕事（支援）感を好まない中高生の関係機関につながることの難しさも関係していると考える。
第 3 節 今後の在り方
第１項 実施場所の確保
事業実施者は「小学生への影響のために、外で会う等夕食会をする場所やスタッフの事務所が
ない」ため、夕食会を児童館や個人が開放しているレンタルルームを借りて実施している。しか
し、今回の新型コロナウイルスをめぐる対応のなかで、それらの場所での実施が出来なくなり、
実施場所の確保が困難な状況にある。調査時は夕食会の代替として、地域の飲食店での食事会が
行われていたが、中高生は「周囲の目を気にしている」ということから、参加しづらいと感じて
いる可能性がある。つながりを途切れさせず、関係を維持するためにも、周囲の目を気にしなく
て良い場所での開催が好ましいと考える。よって、児童館の利用を再開できるような体制を、児
童館と児童青少年課、事業実施者間で調整し、作ることが求められていると考える。アパート等
の空き室を借りることも解決策の一つではないかと考える。借りるための資金面のサポートは、
事業実施者の「現状維持程度の資金しかない」ということに対して、武蔵野市が模索する委託関
係の在り方ではないかと考える。
第 2 項 中高生の生き方を模索する場として
事業実施者は中高生、特に高校生の将来不安に対して、
「大学生は自立のモデルを示す」と考え
ていることから、大学生に携わってもらうことは重要だと考える。しかし、調査時は新型コロナ
ウイルスの影響で、中高生と大学生の交流は行われていなかった。“プレプレ”は、中高生と事業実
施者の関係のなかで行われるクローズな事業だが、中高生の将来不安を解消するためには、多様
な価値観やロールモデルに出会うことが重要だと考える。そのためには同世代だけではなく、様々
な世代の人と交流へと拡げてもいいのではないかと考える。このような交流によって、人脈（社
会関係資本）47)を多く持つことができ、多様な社会観・キャリア観が形成

されることは、中高

48)

生の将来不安の解消につながると考える。よって、中高生が今後の生き方を模索する場として、
“プレプレ”を展開していくことが今後考えられるのではないだろうか。
第３項 地域の支援団体とのネットワークづくり
以上において、事業実施者の「地域の似た活動をする人と関係作り、活動する仲間を増やした
い」といった、地域の居場所づくりをする団体等の支援団体とのネットワークを構築することは、
中高生の参加を保障するための協力者の確保につながるとともに、中高生が多くの支援団体とつ
ながることが出来るという自立支援体制づくりにもなり、さらに多様な人との交流のきっかけが
生まれることによって、中高生の将来不安の解消につながると考える。
内閣府の「令和元年度 子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業」では、「子供・若者支援
地域ネットワーク強化推進事業」として、地域における支援ネットワークの構築に向けた意識の
醸成を図り、
困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的に推進する 49)としていることから、
ネットワークの構築は中高生の支援の近々の目標だと考える。実施地域の１つである千葉県松戸
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市は、支援に携わる人材養成のための講習会の開催を行うことによって、
「様々な団体、関係機関
が参加しグループワークを通じて現状や問題点を浮き彫りにし、子ども・若者支援についての情
報共有と方向性を討議できた」50）としていることから、武蔵野市はネットワークの構築のために、
地域の支援団体が集う機会を設けるなどといった、地域密着型の組織と住民とのネットワークの
仲介を促すような仕組み 51)をともに築くこと、またそのサポートをすることが求められると考え
る。
ネットワークを構築することが出来れば、子ども達が地域に広く分散してつながれるようになり、
事業実施者の「3 か所になったプレーパークをさらに多くの人に利用してもらい、気になる子ど
もを見つけ事業に参加させたい」を実現し、
「人数が多く参加する子どもを限られるので、拡充・
連携もできない」ことの解消につながると考える。事業実施者の「子どもとの関係のために親と
関係を築けず理解得られない」といった、周囲からの認知・理解の少なさが改善するのではない
かと考える。

第５章 本研究の限界および今後の展望
本研究は、“プレプレ”の事業実施（責任）者 1 名、“プレプレ”で関わる中高生３名、武蔵野市児
童青少年課の職員 1 名を対象にインタビュー調査を行った。その結果、多様な認識と、それぞれ
のカテゴリーの関係性を明らかとすることができた。しかし、研究者がインタビュー調査に慣れ
ていなかったこと、あるいは学生であることや、“プレプレ”について詳細を知らないことから、話
しにくく、今回語られなかったデータがある可能性がある。しかし、本研究にて、5 名それぞれが
“プレプレ”に対し、どのような認識をもち、居場所として位置付けているかについての調査がで
き、多様な意識を確認できたこと、それらの相互関係をみることができたことは調査の意義と考
えている。
今後は、プレーパークの居場所機能の定義をしたうえで、他プレーパークが居場所機能をどう
認識しているか、事業化されるか否かの違いについての調査を行うことや、居場所づくりとして
の取り組みを拡大していくには、どのようなことが必要なのかを調査していくことから、有意義
な知見が得られるものと思われた。
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