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子どもの生活環境としての地域の再生
－ 子どもの社会的発達を軸として －

阿部　諭香里

1. 問題の所在
　「子どもが変わった」と言われ始めたのは1980 年代
である。けれども近年、事態は改善されるどころかま
すます深刻化している。「キレる」、引きこもり、少年
犯罪、「学級崩壊」等、子どもに関する痛ましい話題は
後を絶たず、社会学者や心理学者らの諸研究からは、
“人とのコミュニケーションが苦手で、深い人間関係を
望まない”、“他人にあまり関心がない”という現代の
子どもの姿が浮かび上がる。なぜ、子どもたちから他
者への感情が失われてしまったのか。
　その一因として指摘されているのが、地域環境の変
化である。都市化や交通量の増加によって、地域の中
から子どもの活動は追いやられ、さらに近隣関係も希
薄になった現代では、もはや地域は、子どもの心身の
発達の場としては機能しなくなりつつある。
　子どもの豊かな人間形成の土壌となる場を、再構築
していかなければならない。本研究は、子どもの社会
的発達という視点から、現在の地域環境が根本的に孕
んでいる構造的欠陥を浮かび上がらせ、地域の再生へ
向けた課題を明らかにしようとするものである。
2. 現代の子どもを取り巻く地域環境の実態
　2-1. 幼児の生活の場と人間関係
　人間形成の基礎という意味において、幼児期は非常
に重要な位置を占める。しかし近年、幼児を取り巻く
環境は予想以上に劣悪なものになっている。福岡市を
対象に、その実態を示す。
　幼稚園の保護者を対象に行ったアンケートの結果を
見てみると、外に遊びに行く頻度が、休日も含めて週
に0、又は 1,2 日しかないという子どもが半数を超え
た（図1-①）。これらの子どもは、ほぼ毎日を自宅と幼
稚園の中だけで過ごしており、送迎バスで通園する子
どもが多いことを考え合わせると、子どもの生活の舞
台と登場人物が、いかに限られたものであるかがわか
る。
　一緒に遊ぶ子どもの人数は、3 ～ 5 人が最多である
ものの、1/4 の子どもが0 人あるいは1,2 人しかいな
いと答えている（②）。さらに、普段は親兄弟としか遊
んでいないという子どもが12.8％にも上った。また、
保護者に、自身の子どもの頃と比較してもらったとこ

ろ、32％の人が、親兄弟で遊ぶことが増えたと感じて
いる（④）。あいさつを交わす地域の大人は、半数の子
どもにとって5人以下しかいない（⑤）。子どもが関係
を結べる相手が非常に少なくなっており、また異年齢
の子どもや様々な大人とのやり取りといった、関係の
多様性が失われていることが明らかである。
　なぜ、このように人間関係が限られているのか。そ
れは、遊び場に関する結果に示されている。「遊ぶのを
禁止している場所」として挙げられたのは、「道路・路
地」75.6％、「集合住宅内の通路や駐車場」66％、「川
や森、田んぼ」17.4％であった（⑥）。これらはいずれ
も、かつての子どもたちの豊かな遊び場であり、近所
の大人や子ども同士接することも多かった場所である。
道については、遊べなくなっただけでなく、もはや生
活領域の中から抜け落ちようとしている。半数以上の
保護者が、最も多い交通手段として車を選んでいる。
かつて道は、他者の生活や社会に触れられる大切な空
間ではなかったか。禁止の理由は「車・不審者の不安」
と「もともと禁止」「迷惑・苦情」が圧倒的な数を占め
た。社会の側からの圧力によって、これらの空間から
子どもが締め出されようとしている。
　こうした状況で、子どもに残されるのは公園と家の
中だけである。しかしながら、他の子どもと知り合っ
たきっかけとして「公園で一緒になった」ことを挙げ
た人は19.7％に留まり、大多数の子どもにとって公園
は、人間関係を広げる場所とはなり得ていない。
　親たちは、子どもに外でのびのびと遊んでほしいと
願いながらも、それが可能な場所が見つからず、危機
感ばかりをつのらせている。

図1：幼稚園児の保護者を対象に行ったアンケートの結果
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　幼稚園のころは、近所の子(しんくん：１コ年下)と弟とまま
ごとをしたり、どろだんごをつくったりした。弟とは、ちっちゃ
いミゾにザリガニをとりに行ったり、魚をとりに行ったりした。
　お兄ちゃんと私と弟とゆうちゃん(朝野さんの孫：けっこう年
上の女の子)と大家さんの庭の中を探検！した。大家さんに見つ
かると怒られるので、いつもドキドキした。とくに大家さんの
おかあさんらしき人がこわかった。
家の前とか駐車場で、お兄ちゃんとお兄ちゃんの友達とゆう
ちゃんと、ボールをつかって遊んだり、野球をしたり(打つのみ）
おにごっことかかくれんぼとかそういういろんな遊びをした。
小学校から帰ってき
て、お母さんがいない
日は、朝野のおばあ
ちゃんの家にいさせ
てもらうことになっ
ていた。やさしくて大
好きだったけれど、大
人と話すのは苦手
だったので、私はあま
りしゃべらなかった。
ドラえもんの映画を
よく見せてもらった。

図2：体験記述の例：「13年前ごろのこと／広島県福山市」の抜粋

　　　　　2-2. 体験記述にみるかつての子どもの居場所
　それではかつての子どもたちは、地域の中でどのよ
うに生活を展開し、他者と関わっていたのだろうか。
本研究では、1980 年代に子ども時代を過ごした人を中
心に、36事例の体験記述を収集した。これらには、か
つての子どもたちの日常における豊かな体験が生き生
きと描かれている。
　まず、多くの人が、異年齢、異性入り混じった集団
で楽しく遊んでいた思い出をつづっている。年齢の違
う子どもや異性と遊ぶ中で、ルールに工夫を加えたり、
生き物を捕まえるコツを教えてもらったりと、多様な
関係の中で成長していっていた様子が描かれている。
それはまた、多様な他者がいることを知り、同時に改
めて自己を認識していく過程でもあったろう。
　地域の大人たちも、多くの記述に登場している。商
店の人、向かいの家の漁師、隣家のおばあちゃん、近
所のおばちゃんたち、など多様であり、また関わり方
も、魚をもらう、叱られる、家に遊びに行く、ほめら
れる、声をかけられる、竹馬をつくってもらう等の直
接的な関わりから、周囲に大人の存在があったことを
間接的に書いているものまで様々である。
　空間に注目してみると、道路や集合住宅のオープン
スペースを始めとして、店先、田んぼ、用水路から他
人の家の敷地内まで、あらゆる空間で遊んでおり、地
域全体に渡って生活が面的に展開している様子が生き
生きと描かれている。これらの空間は、子ども用に設
えられた空間とは違い、大人の生活と接し、重なり合
う、開かれた空間である。公園も登場するが、公園だ
けを描いた人はいなかった。子どもは、地域環境を大

人と共有し、ずれながらも重なり合う生活領域を形成
していたことがわかる。
　2-3. 生活の場の矮小化
　体験記述で多くの人が描いた他者との接点の場所は、
現在では危険に晒されているか、隣人に遠慮して片身
の狭い思いをする空間でしかなく、とても子どもの居
場所とはなり得ていない。かつて、住居を中心として
面的に広がっていた子どもの生活の場は、もはや、公
園・幼稚園・友人の家といった独立した「点」にすぎ
ない。囲い込まれることで、子どもは他者と関係を結
ぶ機会を奪われ続けている。
3. 子どもに残された空間
　公園や集合住宅内に設けられた広場は、子どもに残
されたほとんど唯一の居場所である。しかし研究の過
程では、こうした空間さえも子どもから取り上げられ
ている実態が浮かび上がってきた。
　写真1 は、公団団地内にある公園である。ここはも
ともと土のグラウンドであったが、最近になって一部
にタイル舗装が施された。
　住民によれば、以前はとても人気のある公園であっ
た。だがタイル舗装が施されてからは、小中学生が
ローラーブレードを持って集まるようになり、音がひ
どく響いたために住民から苦情が寄せられるように
なった。そこで町内会の取った対応策は、中学生が
ローラーブレードを持ってきたら、派出所に連絡する
よう住民に通達するというものであった。
　子どものための空間であるはずが、なぜ土に比べて
遊びにくいデザインへと変更されたのか。子どもに
とっての空間の価値を理解せずに、整備の方向におい
てもその後の対応においても、一方的に大人の側の論
理を押し付けている。
　２つ目の事例は、多数の建築家とランドスケープデ
ザイナーを起用して計画された集合住宅団地のオープ
ンスペースである（写真2）。魚のような形をした築山
がいくつもつくられ、芝生の部分もあるが、これらに
は全て「ここであそんではいけません」という立て看
板が設置されており、一部はフェンスで囲まれている。
　この集合住宅では、築山や広場について「景観のた
めのもの」「こどもが登ると痛む」といった意見が多数
を占める。管理組合は苦情が出ないように対応しよう

写真1：福岡市T 団地内の公園　　  　 写真 2：福岡市N 香椎の広場
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としたために、子どもが遊びそうなところにはことご
とく禁止の札が立てられるという結果になっている。
　入居当初には、遊具や公園を作ってほしいという要
望が出て、アンケートを実施する等、具体的な働きか
けも発生した。しかし当初のデザインを守りたいとい
う反対意見が多くを占め、実現には至らなかった。子
どもを持つ居住者からは、身近に子どもの遊ぶ空間が
ない為に、他の子どもと知り合うきっかけがないこと
への危機感が聞かれた。
　このような“デザイン”された空間では、その芸術
的・資産的価値を守ろうとして、しばしば人間の活動
の方を抑制することが起こりがちである。人間が長い
年月を暮らしていく上で、空間をずっと同じに保ち続
けるというのはひどく不自由なことである。生活の場
というものは随時更新されていくものであり、人間の
生活を豊かにするための変更は取り入れていくという
考え方が、住民の側にも、計画側にも必要ではないだ
ろうか。
　このように、最も住居の側にある空間さえも子ども
にとって居場所たり得ていないのであれば、子どもは
どこで心身の発達を遂げればよいのだろうか。
4. 社会的発達を阻害する地域環境的要因
　子どもと他者とが関わりをもつためには、子どもだ
けでなく多様な人間が地域の中に居ることが必要であ
る。そこで、性質の異なる2 つの地域を選定し、アク
ティヴィティ調査を行った。対象としたのは、福岡市
早良区百道浜3,4 丁目（以下、百道浜）と、福岡市博
多区大博町、下呉服町（以下、博多部）である。
　　　　　4-1. 計画住宅地における子どもの居場所－百道浜
　　　　　　　　　　4-1-1. 百道浜の特徴（図3）
　百道浜は、建設から10余年を経た緑豊かな計画住宅
地で、戸建て住宅地には歩行者用の小道が設けられて
いる。また、大小の公園が整備され、中高層の集合住
宅の足元もそれぞれ広場となっており、子どもが過ご
せる空間が網目状に広がっている。
　　　　　　　　　　4-1-2. 用意された子ども専用空間
　まず子どもの居方から見たい。始めに幼児の滞留行
動を見ると（図5）、街区公園と西側の児童公園の2ヶ
所に複数組の親子が集まっており、子どもを見守りな
がら親同士おしゃべりをする場面も何度か見られた。
小学生も同様に、かなり多くの子どもが街区公園に集
中している（図6）。少数ではあるが、その他の公園や
集合住宅の足元でも、遊んでいる姿が見られた。どち
らも戸建住宅地ではほとんど見かけなかった。
　これに対して大人の滞留行動を見ると（図7）、戸建
住宅地では掃除、庭の手入れ等の生活行為が少数見ら

れたものの、公園や集合住宅の足元においては、子ど
もの付き添いもしくは掃除の業者以外の大人の滞留は
見られなかった。また高齢者についても、散歩や
ウォーキング中の人は度々見かけたものの、滞留して
いた人はほぼ皆無であった（図8）。
　以上のように百道浜では、子どもは割合外で遊んで
いるのに対し、大人の方が地域に居ない。幼児にとっ
ては、公園に集うことで、他の子どもとは関係を持て
る環境にありそうだが、他世代の人間と関わりを持て
る機会は非常に少ないのではないか。さらに今回の調
査では、若い母親同士や小学生同士といった、同じ属
性の人同士の挨拶や立ち話しか見られなかった。子ど
もと他者との関わりが生まれる土台として、まず大人
同士のつながりがあることが重要であるが、しかしこ
うした状況では、大人自身も他者と接する機会を持て
ないことが予想される。
　　　　　4-2. 町人地における子どもの居場所－博多部
　　4-2-1. 博多部の特徴（図4）
　この地域は近世以来の博多の町人地であり、現在で
も食品、日用品を扱う店舗や、まんじゅう屋、畳屋、ふ
すま屋といった店舗が通りに沿って並んでいる。しか
しながら、次第に中高層のマンション、オフィスビル
が増え、更新されつつある。この地域には公園は 1ヶ
所しかなく、他には旧小学校が週３日開放されている
のみで、広い遊び場はほとんどない。それ以外に子ど
もが入り込める余地があるのは空き地や駐車場である。
　　　　　　　　　　4-2-2. 子どもの入り込めない地域環境
　博多部では、3 回の調査を合わせても幼児がほとん
ど居なかった（図5）。同じように小学生も、地域の中
で遊んでいる子どもは皆無に近い（図6）。公園は全く
利用されておらず、開放された旧小学校のみに集中し
ている。
　これに対して大人は、商店主等仕事中の人々が、道
にはみ出して作業をしていたり、道端で休憩、一服し
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たりしている姿があちこちで見られた（図7）。高齢者
の場合は、掃除や植木の手入れなど、生活行為が多く
見られた（図8）。
　博多部では、百道浜とは逆に、大人は地域に居るが、
子どもの居場所がない。特に、幼児の居場所の無さは
深刻である。集まる場所がないために、他の子どもと
関わるきっかけが得られない。さらに、今回何人か見
かけた幼児は、戸建住宅の周辺ばかりであった。幼児
を抱いた母親に通りかかった人が話しかける場面や、
20代の若者がおばさんに挨拶する等の異なる属性の間
でのコミュニケーションが多く見られたことから、戸
建住宅に居住する幼児には、まだ大人との触れ合いは
あると思われる。しかしマンション居住者については、
聞き取り調査でも、古くからの住民はほとんど認識し
ていなかった。戸建居住者とマンション居住者とが顔
を合わせるような空間も機会もないため、人間関係は
相互に広がってはいないと考えられる。もともとこの
地域にあった人のつながりは、世代交代を経て収縮し
ていくのみなのだろうか。
5. 地域環境の再生に向けて
　今回の調査研究の結果、子どもが大人と、地域環境
を全く共有できていないことが明らかになった。とい
うよりもむしろ、子どもにとっても大人にとっても居
場所たり得ていない。子どもには囲い込まれた場所し
か残されておらず、さらにそうした場所さえも、多く
が子どもにとって本当に豊かな体験を与えるものとは
なり得ていない状況が浮かび上がった。大人たちもま
た、顔を合わせることもない地域環境の中で、近隣住
民と関係を持つことができず、またそれが確実に子ど
もにも影響するという悪循環の構造に陥っている。
　今回、福岡市の東区、早良区、博多区、城南区等い
くつもの異なる地域において調査を行ってきたが、い
ずれの地域においてもこうした状況が顕著であった。
たった15年前の体験記述には、生き生きとした地域で
の体験が描かれているというのに、現在、地域環境か
らの子どもの排除は、想像以上のスピードで進行しつ
つあることはもはや疑いがない。
　子どもたちが、多様な他者と関わりながら心身の健
康な発達を遂げていけるよう、改めて地域環境を根本
的に変えていく必要がある。
　いつの時代でも、子どもは好奇心と向上心のかたま
りであり、他者が大好きである。他者に対する愛着を
なくさせているのは、私たち大人の側であり、現在の
地域環境である。
　子どもと大人がひとつの空間を共有し、そこに日常
の中での接点が生まれるよう変えていかなければなら

ない。今必要なのは、決して「子ども用」の空間を増
やすことではない。「子どもを含めて誰でも」が、抑制
されずに自由に過ごせる場である。


