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１．はじめに

　子育て中の親子の閉塞感や不安感を解消するた
め、子育て当事者たちによる活動によって各地に開
設された子育て広場は、2002年に「つどいの広場事
業」として制度化された。当時は、安心して子育て・
子育ちができる環境の整備を目的とし、市町村が実
施主体となり実施するものとして、少子化対策の一
つに位置づけられていた。2003年に少子化社会対
策基本法が制定され、2004年にはそれに基づく少子

化社会対策大綱が閣議決定された。
　少子化対策とは異なる流れとして、2005年に児童
福祉法において「子育て支援事業」が規定される。
これによって子育て支援センターが児童福祉の原理
に基づいたすべての児童が健全な育成および生活が
保障されるための施設として位置づけられた。2007
年に児童福祉の視点から発展した「地域子育て支援
センター事業」と少子化対策として開始された「つ
どいの広場事業」は統合され、「地域子育て支援拠
点事業」として児童福祉法に位置づけられた。
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　前述した少子化社会対策大綱は５年ごとに見直し
がされ、地域子育て支援拠点は拡充してきている。
大綱に基づく具体的な計画においては、2019年度末
までに全国8,000カ所の地域子育て支援拠点の設置
が目指されていた。厚生労働省による地域子育て支
援拠点実施状況によると2007年に4,049カ所であっ
た地域子育て支援拠点は、2019年度末は7,578カ所
に増加１している。数値目標はほぼ達成したと考えて
よいだろう。
　このように20年ほどの短い期間で法律が整備さ
れ地域子育て支援拠点は急速に増加している。2014
年には、「地域子育て支援拠点事業実施要項」が定
められ、現代社会においてその位置づけがより明確
になった。その要綱には以下のように事業目的が記
されている。

　　 　少子化や核家族化の進行、地域社会の変化
など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく
変化する中で、家庭や地域における子育て機
能の低下や子育て中の親の孤立感や不安感の
増大等に対応するため、地域において子育て
の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を
推進することにより、地域の子育て支援機能
の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子
どもの健やかな育ちを支援することを目的とす 
る２。（傍線筆者）

　子育て支援拠点の設置目標が達成されつつある現
在、その設置によって子育て支援の充実を図る時期
は終了したといえる。子育て支援拠点の支援内容の
質的向上により地域子育て支援機能の充実を図るこ
とが今後の中心課題となるだろう。
　本研究においては子育て支援拠点としての一般型
注１）（子育て広場）に着目し、そこにおける支援者の
支援について明らかにしていく。近年、子育て広場
を対象とした研究は、その理念や意義、役割を問う
ものからその機能面に着目した研究が増加しつつあ
る。例えば、戸江（2008）はつどいの広場に通う母

親たちの会話を分析し、その語り合いが息抜きや子
育てに対する助言となっていることを述べている３。
また松永ら（2017）は子育て広場における参与観察
を通して、子育て広場という生活の場において、乳
児が同調・模倣という他者と関わる機会を得ている
としている４。しかしながら、松木（2013）が指摘す
るように、子育て支援に携わる人々が自らによる支
援の営みをどのように実践し、経験しているのかを
明らかにする試みはあまりされていない５。本研究の
目的は、支援者の間接的な支援である子育て広場に
おける環境の構成に着目し、その実践や経験につい
て言語化された内容をもとに、環境構成の背後にあ
る支援の意図を明らかにすることである。

２．子育て環境と子育て広場

（１）密室による孤育て
　人類の長い歴史の中で、子育ては長い間個人の営
みではなかった。特に戦後の日本社会では、子育て
をどんどん小さな領域である家族（親、とくに母親）
に閉じ込めてきたとしている６。現代の子育ての環境
を表すものとして「ワンオペ育児」や「親子カプセ
ル」という言葉がある。ワンオペとは、ワンオペ—レー
ションの略であり育児に関するあらゆることを一人

（主に母親）で担うこと意味している。近隣に親類な
どの頼れる人いない場合、父親の長時間労働が常態
化している日本において、特に珍しいことではない。
近隣に知り合いがいない場合、こうしたワンオペ育
児は母子を家庭という密室に閉じ込め、親子はまる
でカプセルの中にいるようにその距離を縮める。こ
の距離の近さとカプセルの中で過ごすといった閉塞
感は親子に様々な影響を与える。育児不安や虐待、
ひきこもりなどの子育てをめぐる問題の要因として
このような子育て環境があげられている。

（２）発達観の変化
　主に心理学の分野で使用され“development”の訳
語としての「発達」という語は、もともと”子どもの
成長に対して使用され「内発的な能力や素質の開花」
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という意味合いがあった７とされている。そしてその
後発達を決定する要因は遺伝であるという「生得説」
と生まれた後の環境によって決まるという「経験説」
の議論が長期にわたりされてきた。現在は、発達
は「遺伝子」と「環境」の複雑な相互作用であると
考えられるようになった８。また川田（2019）は「発
達」を「個人の問題」として捉えることに疑問を呈
し、発達を社会文化的なアプローチからとらえよう
としている。それは、「参加」という概念から発達を
とらえようとする試みであり、発達をコミュニティに
おける「役割」の変化９としてとらえることだとして
いる。ここでの役割とは、そのコミュニティにとって
赤ちゃんとは、２歳くらいの子とはどのような意味を
持つ存在であるのかということである。子どもが属
する文化によって発達観が異なることからもわかる
ように、このことは「経験説」からも説明できる。
　さらに、前述した「内発的な能力や素質の開花」
としての発達は、最近まで20歳ころでピークを迎え
その後衰えていくと考えられていた。しかし、近年
では生涯発達、つまり時間の経過にともなっておこ
るすべての変化としてとらえられることが一般的10

になっている。親子について考えてみると、子ども
は胎児期から幼児期において急激に発達をする。そ
して母性が女性に備わる生得的なものではないとさ
れている現在、子どもとともに女性も母親として発
達をしているのである。
　続いて現代日本の子育て環境と親子の育ちについ
て考えてみる。川田の発達論に従い、発達をコミュ
ニティにおける役割の変化であるととらえたとき、コ
ミュニティから隔離された親子カプセルは子どもだ
けでなく母親としての発達をも阻害する可能性が考
えられる。特に子どもの発達が顕著である未就園の
子どもをもつ親子は、行動範囲等が制限されコミュ
ニティへの接点をもちづらい傾向にある。親子の育
ちという観点から、こうした状況は改善されなけれ
ばならない。

（３）子育て広場
　①子育て広場の機能
　子育て当事者達によって子育ての孤立感や疎外感
を解消するために開設された注２）親子の居場所とし
ての子育て広場は、前章で述べた通り法制化を経て
地域子育て支援拠点として広がりを見せている。そ
こでは親の不安感等の緩和や子どもの育ちの支援を
目的とし、基本事業の一つとして「子育て親子の交
流の場の提供と交流の促進」をあげている。子育て
広場はこのような交流の場としての機能だけにはと
どまらない。子どもが集い遊ぶ場が地域には存在せ
ず、遊ぶ場として設置された公園も子どもの声がう
るさいといって遊びを制限されるような現代、限定
的ではあるにせよ、隔離された親子が地域のコミュ
ニティとの接点になる場でもある。隔離された親子
の交流を促し、コミュニティの接点となる子育て広
場は、役割の変化としての子どもそして親の親とし
ての発達を促す場として、重要な意味をもつといえ
る。
　②子育て広場の環境
　児童福祉法に基づき、子どもの保育を行い、子ど
もの健全な心身の発達を図ることを目的とする施設
に保育所がある。そこでは保育所の「環境」を通し
て、子どもの発達をうながすことが目指されている。
ここでの「環境」は、子どもを取り巻くすべての物
や人や経験が含まれており、これまで保育施設にお
ける「環境」についての研究が積み重ねられている。
例えば小川（2010）は、保育室に遊びの拠点となる
コーナーを配置すること、保育者が製作コーナーで
つくる活動をすることで幼児のつながりを生み出す
としている11。保育室の物的そして人的環境は、子
どもたちの関係性に影響を与えるのである。
　子育て広場は、親と子が過ごす場であるというこ
とで、子どもたちと保育者との関係が中心として展
開される保育室の理論がそのまま使えるわけではな
い。しかし、広場の環境は、親子の動きにも大きく
影響を与え、そのことによって親子の関係性を変化
させる可能性を秘めているといえるだろう。
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　保育の環境について言及したように、「子育て広
場の環境」としたとき、環境には人的環境等も含ま
れる。しかし今回の研究においては、子育て広場の
環境の中でも物の配置や空間づくりに限定し、親子
の関係性の視点から子育て広場における環境構成の
工夫について考察を加えるものである。

３．研究の概要

（１）研究の対象
　地域子育て支援拠点には、一般型と児童福祉施
設や児童福祉事業を実施する施設と併設する連携
型がある。本研究においては、全体の７割以上を占
める一般型の子育て広場に焦点をあてて研究をすす
める。この事業の実施主体は市町村であるが、多く
の場合は委託である。その委託先はNPO法人や、
社会福祉法人、社会福祉協議会や任意団体などさ
まざまである。また、実施場所は公共施設や空き店
舗、公民館等とされており、こちらもさまざまである。
地域子育て支援とされているように、地域特性を生
かし展開されているのがこの事業の特性であるとい
える。
　①Ｓ市地域子育て支援拠点の状況
　Ｓ市は関東地区にあり、１時間以内で都心に通勤
できるところに位置している。2020年３月末時点で
人口は約50万人、０歳〜３歳の人口は約15,000人で
ある。市内数カ所に大きな団地があり、自然が豊か
な公園も点在している。都心に近く、通勤に便利で
あることから、近年では子育て家庭が転居してくる
こともあり、子育て支援が盛んな自治体として全国
のランキングで上位となる。
　Ｓ市の子育て支援拠点事業としては、一般型にあ
たる「ひろば」と連携型にあたる「センター」があり、
現在18カ所のひろばと保育所に併設された７カ所の
センターが開設されている。18カ所あるひろばのほ
とんどは、NPO法人によって運営されており、育児、
保育に関する相談指導等について相当の知識・経験
を有する者として専任の職員２名以上を配置してい
る。実施場所は、複合ビル内や市民センター、集会

所等となっている。
　②NPO法人Ｊ
　地域子育て支援拠点の事業化にあたり、Ｓ市の
事業委託先の第一号となったのがNPO法人Ｊであ
る。2005年に市内に子育て広場Kを開設し、現在市
内５カ所の子育て広場を運営している。子育て広場
には、スタッフが常駐しており、スタッフの一部は
Ｓ市の子育て支援コーディネーター養成講座を受講
し、子育て支援コーディネーターとして親子の支援
にあたっている。本研究においては、NPO法人Ｊの
開設する広場Ｋ、広場Ｌ、広場Ｍ、広場Ｎの４カ所
の広場（新型コロナウイルス感染拡大の影響で、広
場Ｏは休所中）を対象としてその環境について考察
をする。

（２）研究の方法
　①実地調査
　NPO法人Ｊの運営する広場Ｋ、広場Ｌ、広場Ｍ、
広場Ｎを訪問し、施設の空間の使用や物の配置の
実際について調査した。調査期間は2020年７月〜
2020年８月である。
　②インタビュー調査
　実地調査と同時に子育て広場の支援スタッフにイ
ンタビューを実施した。インタビューの内容は、研
究の趣旨を伝えたうえで同意を得て、ボイスレコー
ダーに録音した。質問項目は、地域の環境特性、利
用者親子の特徴、環境構成において工夫しているこ
とや留意点、気になる親子の関係性等についてであ
る。
　ドナルド・Ａ・ショーンは、実践者について、日々
の実践の中で、適切な判断基準を言葉で説明でき
ないまま、無数もの判断を行っており、規則や手続
きの説明ができないまま、自分の技能を実演してい
る12としている。子育て広場の支援スタッフは、実
践者として日々親子の支援をしている。このインタ
ビューにおいては、対象者にできるだけ自由に語っ
てもらうことを心がけ、子育て広場にて普段無意
識に行っている実践の知恵についてインタビューを



− 17 −

東京未来大学研究紀要  Vol.15　2021.3

通し言語化することを主な目的とした。またインタ
ビューにて語られた内容から、環境を構成する際の
意図や親子の関係性について言及している部分に下
線を付した。

４．子育て広場における実践

（１）子育て広場Ｋ
　①地域および施設の特性
　広場ＫはＳ市のつどいの広場事業として最初に開
設された広場である。近隣はのどかな住宅地であり、
近くに大規模な団地がある。小学校敷地内の３階建
ての空き校舎一棟をＳ市が開放しており、広場はそ
の一角となる。１階には学童保育室、１、２階に講
座室、３階に常設の広場Ｋがある。広場へのアクセ
スは徒歩や自転車あるいはバスに限られ、小学校敷
地内をかなり奥まで進み、ベビーカーを１階に置い
て３階まで階段を上がらなければならないなど、小
さな子どもを連れて来場するのはかなりの困難をと
もなうといえる。
　立地の特徴から、子育て広場Ｋを利用する親子は
Ｋ広場近隣に居住する親子が主である。ランチ利用
もできるため、通常は昼食を持参し、ランチをはさ
んで親子でゆったりと過ごす。利用者がある程度限
られていることもあり、支援スタッフは利用者の様
子をよく知ることができること、スタッフと利用者同
士の交流が深められることがこの広場の特徴である
としている。
　②施設の環境構成
　子育て広場Ｋがある小学校の校舎は築50年ほど
が経過しているとのことで、建物自体はかなり古い。
広場Ｋは１教室の内装を改装して使用しており、入
り口の戸をあけると木目調で統一された落ち着いた
空間が広がる。広場全体の環境構成は図１である。

　この施設は教室を改装していることもあり、スペー
スは十分である。10組以上の親子が来場したとして
もゆったりと過ごすことができる。また、床にウレタ
ンのマットを敷き詰めたり、ロッカーや壁を塗装した
り、張り替えたりなど、殺風景である建物内の他の空

間とは異なる落ち着いた雰囲気の空間となっている。
　③親子の様子と環境構成の工夫
　支援スタッフに環境構成で工夫している点を訪ね
ると、まず親が安心して過ごせることをあげていた。
広場内には、もちろん子どもが興味を示すような玩
具や遊具が配置されているが、色調等を含め、どち
らかといえば子どもがわくわくする空間というより、
大人がゆったりと過ごせる空間を意識して環境づく
りをしているということである。親が緊張していれ
ば、そこで子どもが楽しく過ごすことはできないた
め、まずは親が安心して広場で過ごせることが大切
だとしている。
　また広場内は可動式の低い玩具棚数個ある。調査
を行った日はランダムに配置されていたが、例えば
ハイハイもまだである低月齢の親子が来場した際な
どは、安全性の面からその棚でコーナーを区切ると
のことである。その時に大切にしていることは、た
とえコーナーを区切ったとしても、コーナーの中から
も外からも「見える」ことであるという。自分の子
どもだけを見るのではなく、「みんなの目で子どもた
ちみんなを見る」ことができるよう、支援スタッフを
含め、空間すべてが見渡せるよう環境を構成してい
るということである。
　ままごとコーナーの工夫としては（調査日はその
ように配置されていなかった）、大人がスペースに入
ることができないよう物を配置し、大人が遊びに介
入するのではなく、子どもたち同士が遊び込めるよ
うにしているとのことである。

図１　子育て広場Ｋ全体図
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（２）子育て広場Ｌ
　①地域および施設の特性
　子育て広場Ｌは、駅から徒歩２分程度、低層階が
大型スーパー、上層階がＵＲ住宅となっている建物
の２階にある。住宅の集会室を借り、週３日間の運
営をしている。集会室であることから、広さが確保
できないことや常設の広場として運営できないため、
各週の開設１日目に設定をし、３日目の終了時にはす
べて撤去し、集会所として復帰をしなければならな
い等の制限がある。子育て広場としてのスペースは
十分とはいえないが、駅から近い、大型スーパーと
隣接しているという利便性から近隣住民が気軽に利
用するだけでなく、数駅離れた場所から電車に乗っ
て訪れる親子も多いとのことである。ランチ利用はで
きないため、昼食前後の短時間にちょっと立ち寄る
ことができることがこの広場の特徴であるといえる。
　②施設の環境構成
　集会所の備品である長机を利用して環境が構成さ
れている。空間としては、５〜６組ほどの親子が来
場するといっぱいになってしまうような広さである
が、大きな窓が３面にあり、窮屈さは感じさせない。
　限られたスペースではあるが、授乳コーナーや情
報コーナー、ベビーベッドも工夫して配置されてお
り広場としては十分な設備が整っている。子育て広
場Ｌの全体の配置は図２である。

図２　広場Ｌの全体図

　③親子の様子と環境構成の工夫
　子育て広場Ｌは集会所という特性から環境の構成
を工夫している。収納できる場所がない長机は、来

場者の荷物置きや遊び台として活用している。そし
て以前は締め切っていたドアを開放し、通路にマッ
トを敷き詰めることによってスペースを確保してい
る。このスペースは、広場のにぎやかさから少し離れ、
落ち着いて遊びたい子どもに活用されているという
ことである。
　現在の親子は集合住宅の同じ棟に居住しながら
も、家庭間の行き来はほとんど見られず、広場を親
子の集合場所として活用することがよくあるという
ことである。家庭という場を離れ、母親たちのまな
ざしを感じながら子どもたちが遊び込めるよう、玩
具を選択していると同時に、子どもたち自身が玩具
を選んで遊べるよう配置しているということである。
また、広場では親子共にのびのびと過ごせるよう、
広場での過ごし方や禁止事項に関する張り紙をした
り、子どもの遊びを制限したりすることのないように
しているということである。

（３）子育て広場Ｍ
　①地域および施設の特性
　子育て広場Ｍは、NPO法人Ｊが小学生のための
遊び広場として開設した広場に未就学児とその親の
ための子育て広場を併設したものである。現在は乳
幼児から18歳未満のすべての子どもを対象とし、地
域における遊び、及び生活の援助と子育て支援を行
うことを目的としており、複合的な機能をもった広場
となっている。
　広場Ｍは駅からバスを利用した団地内の管理棟の
２階にある。かつては団地の子ども会が子どもたち
の集まる場所として利用していたということで、か
なり広いスペースを有する。幼児であれば十分に体
を動かすことのできるスペースが確保されており、
卓球台やボールを出せば、小学生でも屋内で体を動
かすことができる。
　施設利用者のほとんどは、近隣住民であり、小学
生や中学生の利用もある。平日は学校の関係で乳幼
児の親子と小学生以上の児童が交流する機会はあま
りないが、長期休みや土日は幅広い年齢の子どもた



− 19 −

東京未来大学研究紀要  Vol.15　2021.3

ちが交流する場となる。多様な人との交流が可能に
なることがこの広場の特徴であるといえる。
　②施設の環境特性

図３　子育て広場Ｍ全体図

　広場Ｍは複合的な機能をもった施設であるため、
そのスペースを利用する子どもの年齢によって、広
いスペースをある程度区切っている。最も広いスペー
スは主に小・中学生が過ごす板ばりのスペースであ
る。板張りのスペースの窓際の一部にウレタンマッ
トを敷き、幼児用の遊びコーナーが設置されており、
小さな立て看板にて幼児用の遊びスペースであるこ
とが表示されている。また、板張りのメインスペー
スに隣接する部屋に、カーペット敷の乳児コーナー
がある。どのスペースも十分な広さがあり、30人近
くが来場したとしてもそれぞれがのびのびと過ごす
ことができる。広場Ｍの全体図は図３、乳児スペー
スを拡大したものは図４である。
　③親子の様子と環境構成の工夫
　さまざまな年齢の子どもたちが利用する広場とし
て、安全性の面から広場のコーナーはある程度ス
ペースを区切って使用している。しかし、どのコー
ナーも例えば視界を遮るような衝立等を使用して空
間を区切ることはせず、すべてのコーナーが「見え

る」ように配置されている。NPO法人Ｊの代表は、
さまざまな年齢の子どもたちが同じ空間で過ごすこ
と、それを見ることができることが大切であるとし
ている。乳幼児の母親たちは、年齢の異なる子ども
たちの様子を見て、自分の子どもの育ちの予測がで
きるようになるとしている。乳児の母親たちは、小
学生たちが乳児を抱っこしたりすることを嫌がった
りするが、小学生たちにとって貴重な体験であると
とらえているということである。複合的な機能をもっ
た施設だからこそ、多様な年齢の人々の交流を大切
にし、それが可能となる環境構成をしているととら
えることができるだろう。

（４）子育て広場Ｎ
　①地域および施設の特性
　子育て広場Ｎは２路線が交差する駅から徒歩５分
ほどの複合ビルの１階にある。通勤に便利というこ
とから、駅周辺には高層のマンションが数多く建ち
並んでいる。全体のスペースとしてはそれほど広く
はないが、ランチ利用ができ、一時預かりも行って
いるため、常に数多くの親子でにぎわう広場である。
通常開所は週５日、開所時間は10：00 〜 18：00と
NPO法人Ｊが運営する広場の中で最も長時間にわ
たり、親子が利用したいと思った時に立ち寄れる広
場である。近年は、通勤に便利な地域に位置してい
ることもあり、育児休暇中のみ利用する親子が増え、
０〜１歳の子どもの親子利用が中心になってきてい
るということである。
　②施設の環境特性

図５　子育て広場Ｎ全体図図４　広場Ｍの乳児コーナーと仕切り
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　広場Ｎの全体図は図５である。ここでは一時預か
りを実施しており、近隣親子によく利用されている。
一時預かりでは子ども一人を支援スタッフ一人が担
当し、３人の予約があれば、運営スタッフとは別に
３人のスタッフが広場にいることになる。広場は子
どもの年齢にもよるが10組ほどの親子が過ごすのに
適したスペースであるといえる。
　広場の中心には好きに遊べるようなスペースがあ
り、ところどころにウレタンマットを敷いたコーナー
が設けられ、乳児でもゆったりと過ごすことができ
る工夫がされている。寝転んで過ごす赤ちゃんのた
めに赤ちゃんコーナーが設けられており、コーナー
が木のサークルで囲まれている。壁面に設置されて
いる大きな玩具棚には、子どもたちが自由に取り出
して遊べるよう、玩具が置かれている。
　③親子の様子と環境構成の工夫
　広場Ｎのホームページでは、その特徴として「子
どももおとなも、地域の人も、みんなが関わって、
利用者といっしょに作り上げていくひろば。一人ひ
とりを大切にし　共に過ごし育ちあうひろば。」とい
うことをあげている。広場内は親子の過し方に合わ
せてコーナー化がされており、どこにいても他のコー
ナーや親子の様子が「見える」ように配置されている。
月齢の低い親子が来場することが特徴としてあげら
れる広場のため、サークルで囲まれた赤ちゃんコー
ナーがあるが、これも他のコーナーが見えやすい位
置やサークルで囲うという工夫がされている。これ
は、自分の子どもが目の離せない乳児であったとし
ても、自分の子どもだけなく、来場している他の子
どものことも見て欲しい（みんなが関わる）ための
工夫であるとしている。このコーナーの広さは、３
ｍ×3.5ｍほどであり、３〜４組の母子が子どもを取
り囲んで座ると会話が生まれやすいほどよい距離感
が保てると感じているということである。また、子
ども自身が選んで遊べるよう玩具棚に玩具を置き、
ままごとコーナーでは、大人が入ることができない
ようままごと用具を配置している。子どもたち同士
のかかわりの中では、玩具をとったり、とられたりと

いうトラブルが起きる。それにすぐに介入しようと
する親もいるが、子どもたちにとってこのトラブルも
大切な経験であるととらえているとのことである。

（５）子育て広場における環境構成
　今回調査の対象としたのは、同じＳ市内に位置し、
同じNPO法人Ｊによって運営されている４カ所の子
育て広場である。同じ市内であってもその広場が位
置する地域環境によって親子の子育て広場の利用状
況が異なっていた。また、それぞれの広場が利用で
きる資源（空間・設備・場の制約・物等）が異なる
ことから、その環境の構成もさまざまであった。し
かし各広場の調査から、NPO法人Ｊは広場の環境
構成において以下を大切にしていることがわかった。
　・親子（特に親）が安心して過ごせること。
　・ 利用者や支援スタッフは多くの親子が見える（見

渡せること）
　・子どもが主体的に遊び込めること。
　それぞれの点についてみていきたい。４つの広場
は広場全体の色調を含め、どの広場も落ち着いた色
で統一することを心がけている。また、子育てに関
する行政の支援について、近隣の小児病院の情報、
これから利用するであろう保育施設に関する情報な
どに接することのできるコーナーが設置されている。
一方で、広場での過ごし方や禁止事項などの掲示は
ない。すべての親子が広場に受け入れられ、共に安
心でして過ごして欲しいとの配慮により設定された
空間である。NPO法人Ｊの代表は、広場はまず親が
安心する空間でなければならないとしている。親が
そこで安心・安定して過ごすことができなければ、
子どもが親から離れることはできないとしている。

図６　可動式の棚
　　　（子育て広場Ｋ）

図７　赤ちゃんコーナー
　　　（子育て広場Ｎ）
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　そして親子が常に密着している状態では、親同士
の交流は生まれないとしている。
　次に「見える」という点である。どの広場の支援
スタッフも、この「見える」ように環境構成の工夫
を行っていた（図６、図７）。そしてなぜ「見える」
ことが重要なのかという点については、親にとって
は他の子が、子どもにとっては親以外の大人が、そ
して支援スタッフは親子が「見える」ことで他者と
つながっているという感覚を持てることであるとし
ている。そして他の親子の様子を見ることから始ま
る他者との関わり注３）は、NPO法人Ｊの代表が大切
にしている「一人ひとりを大切にし共に過ごし育ち
あうひろば」という法人の理念に結びついていくも
のであると考えられる。また、他の親子の実際の様
子を見るということは、ネットや育児書で入手する
ことができない子育ての実際に触れる機会ともなる。
　続いて、子どもが主体的に遊び込めることについ
て考えてみる。調査時は新型コロナウイルス感染防
止の観点から、広場に置く玩具に関しては時間ごと
に分けるなどして制限がされていた。通常は子ども
が自由に取り出せるよう棚においてあり、玩具を選
んで遊べるようになっている。ある程度の年齢になっ
てくると遊ぶようになるままごとコーナーでは、大人
がそのコーナーに入ることができないように物を配
置しているということである。ここでは、大人たち
はコーナーの外から、子どもたちの遊びを見るとい
うことになる。広場では、たとえトラブルにつながる
としても、子どもたちが主体的に遊ぶ中で、子ども
たち同士がかかわり合う経験を大切にしている。そ
して親たちは、少し離れた場所から子どもの遊びを
見ることで、子どもに対する理解を深めることにつ
ながっていく13のである。
　今回の調査・インタビューにおいて、子育て広場
における支援スタッフは、機能面だけでなく、物の
配置等の背後に現れる親子の関係性と距離というこ
とも視野に入れて、環境を構成していることが明ら
かになった。

５．子育て広場の環境と役割取得

　高橋（2010）は、子育てとは異なる人間の成長
に立ち会うことであり、子どもの成長とともにおと
なも育つ機会であるとしている。そして、子育てで
は、子どもとどうつきあうかという「対処法」では
なく、「子育てについて筋道をたてて考え、判断する
能力」が必要であるとしている14。筆者はこれまで
の研究において高橋が述べるような能力を身に付け
ることを女性が母親の役割を取得すること15である
としてきた。そして母親の役割は親子がカプセルの
中で過ごす状態では取得し難いこと、役割行為を遂
行するための精神的な子どもとの距離という役割距 
離16を保つことにより、役割を取得しやすくなること
を母子の事例から明らかにした。また同時に、密室
育児において役割距離を保てなくなっている母子に
対して、物理的に距離をとることの可能性を示した。
　今回子育て広場の支援スタッフのインタビューに
おいて気になる親子の関係性について尋ねたところ、
子どもの行く先々について回る親、子どもが行うす
べてのことに対して先回りしてしまう親（これで遊
びなさいと玩具を渡したり、物の取り合いなどの他
の子との関わりにすぐ介入してしまうなど）、逆に広
場に着くとすぐに「遊んでおいで」と子どもを急き
立て距離を取ろうとする親ということであった。こ
のように親子の関係性と親子の距離とは深く関連し
ていることがわかる。
　前述したように子育て環境の変化によって現在親
子の密着が問題視されている。子育て広場にける親
子の適切な距離を意識したコーナーの設置や物の配
置、物の置き方などの環境構成は、親子の関係性を
改善し、共に成長する機会を提供する。そして孤立
した親子を広場の利用者やスタッフそしてコミュニ
ティとつなぐための間接的な支援となると捉えるこ
とができるだろう。

６．おわりに

　本研究においては、子育て広場の現地調査および
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支援スタッフへのインタビューをもとに、子育て広
場の物的環境に焦点をあて、親子間の距離という視
点から考察した。今回調査をした子育て広場では、
支援スタッフが地域特性や来場者の特性を考え、環
境を工夫しながら構成していることがわかった。
　NPO法人子育てひろば全国連絡協議会の理事長
である奥山は、地域子育て支援拠点における取り組
みについて、当該事業に求められる社会的責任を背
景に、基礎となる原理・原則や方法論、支援者の役
割等を明らかにする必要性が高まってきたとしてい
る。今後も具体的な支援方法について研究を深める
必要があるだろう。まずは今回焦点をあてることが
できなかった支援スタッフの直接的な支援について
研究を深めていくことが課題である。
　最後に、新型コロナウイルスの子育てへの影響に
ついて考えてみたい。2020年２月頃より日本でも全
国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、半年以
上経過した調査時も多くの子育て広場が限定的な開
所あるいは閉所となっている。今回調査の対象となっ
た４つの広場も、混雑を避けるため時間（２時間制）
と、事前予約で来場者数の制限をし、密集を避け
る工夫をしている。また、雑誌や絵本、玩具など通
常であれば多くの中から選択して利用できるものも、
消毒などの観点から限定せざるを得ないとのことで
ある。本来時間を決めずに行きたい時に行けること
が子育て広場の特徴であり良さであった。利用制限
が設けられたことで、コミュニティとの接点となる
子育て広場から親子の足が遠のいていることが懸念
される。また、不特定多数の人との接触をできるだ
け避けなければならないとされている今、親子のみ
で密室で過ごすことが増え、感染拡大前よりも親子
の距離は近づいているといえるだろう。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から人
との接触が制限される状態がいつまで続くか先は見
えない。しかし乳幼児の成長・発達にとって１年間
の経験の影響はとても大きい。子育てや子どもの育
ちにおける影響は今後検証していかなければならな
いだろう。

注
１）子育て支援拠点事業には一般型と連携型があり、連

携型とは児童館などの児童福祉施設において事業を実
施する形態となる。2019年度には一般型として6,674
カ所、連携型として904カ所の実施が報告されている。

２）2000年に開設された「おやこの広場びーのびーの」
などがこれにあたる。くわしくは『親子のひろばびー
のびーの』ミネルヴァ書房参照。またNPO法人Ｊの
広場も子育て当事者により開設された。

３）渡辺は、子育て広場で過ごす親子の様子を個々がバ
ラバラに過ごす「バラバラ型」（個々の親子が自分の
子どもに向き合っている状態）といくつかのグループ
に分かれて過ごす「分離グループ型」（２〜３組の親
子が円状に向き合っている状態のグループがいくつか
ある状態）、全員が適度に関わっている「親和型」（広
場にいる親子が適度な距離を保ちながら過ごす）があ
るとし、この「親和型」が日常のかかわりを通して利
用者同士の接点ができ、助け合う関係が生まれるとし
ている。（渡辺顕一郎・橋本真紀編著　「地域子育て支
援拠点ガイドラインの手引き」　2018　中央法規）
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