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「こどものまち」における子どもの参画に関する研究
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This study aims to clarify the actual state of children's participation in "Children's City" and to consider how it is 
realized. We conducted a questionnaire survey for organizations holding "Children's City" in Japan to understand their 
efforts towards children's participation, and observed children who participated Mini-Ichikawa to clarify the process of 
children's participation through working. We understood that in order to promote children’s participation, the host 
organizations of "Children's City" make various efforts such as involving children in preparation and limiting the 
involvement of adults. We also understood that the following points are important in the process of children's 
participation: 1) Children have a sense of purpose and problem awareness. 2) Children understand the mechanisms and 
methods for achieving their goals and solving problems. 3) Children can feel the impact of their actions in the 
community. 
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1. 研究の背景と目的 
1-1. 研究の背景

1989年に国連で「子どもの権利条約(1)」が採択されてから30年

が過ぎた。この条約で主張されている「参加する権利」は、未だ

理解が乏しく、保証されているとは言えない状況にある。近年は、

子どもの参画を促進する動きが増えてきているものの、どのよう

に子どもを参画させるのか、手探り状態とも言えるだろう。 

子どもの参画は、子どもに一人の人間としての権利を保障する

のみでなく、将来的な生活環境の持続のためにも重要である。子

どもたちは参画を体験することにより、自己肯定感や、社会へ積

極的に参画する意識を育んでいくのである1)。 

本研究では、子どもの遊びから参画を実現しているドイツのミ

ニミュンヘンを発祥とし、2002年に千葉県佐倉市でミニさくらが

行われたのをきっかけに日本全国に広まった「こどものまち」の

取り組みについて取り上げたい。「こどものまち」は、子どもが主

役となる仮想のまちで、子どもが働き、お金を稼ぎ、買い物や遊

びを楽しみながら、まちを動かしていくイベントである。子ども

が「こどものまち」においてまちを動かす仕組みに関わることで、

社会に参画する経路を開くきっかけになると期待される2)。 

1-2. 既往研究 
「子どもの権利条約」を受け、子どもの参画論を提唱したロジ

ャー・ハート 3)4)は、子どもの参画を、「人の生命や人間が暮らす

コミュニティーの生活に影響を与える意思決定を共有するプロ

セス全般」と定義している。また、五十嵐 5)は、ハートの子ども

参画の考え方の根本には、「自分自身の人生への参画＝主体的に

生きる」ことがあると指摘する。 

「こどものまち」は、遊びの延長の中で、子どもが大人から指

図されず、自由に行動することができるという点で、子どもが主

体性を持ちつつ、店で働くことや市民としての行動を通して、コ

ミュニティに関わっていくことができる場であると言える。 

木下ら（2007）6)は、ミニミュンヘンと国内の 16 の事例から、

「こどものまち」における子どもの参画の要件として、「遊び第一

の理念」の重要性や組織・制度的側面について言及している。し

かし、これ以降、複数の「こどものまち」の事例を扱った研究は

見られず、現在の実施状況や子どもの参画の実態は明らかになっ

ていない。堀（中村）（2010）7)は、自身のミニさくら実践の経験

等から、「こどものまち」において、子どもは、「『自由』『自治』

『自立』が保障された遊びの場で、働くという行為の中で参画を

体験する」という。子どもが働くことを通じて、どのような過程

を経て主体的・自発的に行動し、「こどものまち」に参画していく

のかについては十分に明らかになっていない。 

1-3. 研究の目的

本研究では、「こどものまち」における子どもの参画の実態を明

らかにし、子どもの参画がどのように実現されているのかを考察

することを目的とする。具体的には、１）「こどものまち」の全国

実態及び子どもの参画に向けた運営側の取り組みを明らかにし、

２）実際に行われている「こどものまち」において子どもが働く

中での子どもの行動に着目して子どもが参画するプロセスを明

らかにし、参画を促す要素を考察する。「こどものまち」について

のこれらの考察を通じて、子どもが社会に参画する経路を開くた
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めの示唆を得たい。 

2019年現在における「こどものまち」の全国の実態、特に、各

地での子どもの参画に向けた運営側の取り組みに着目する点、働

くことを通じた子どもの参画のプロセスの詳細を子どもの行動

の記録をもとに明らかにする点に本研究の新規性がある。 

1-4. 論文の構成 

本研究では、調査1：「こどものまち」の全国実態調査、調査2：

ミニいちかわにおけるケーススタディを行なった。第 2 章では、

これらの調査の詳細について述べる。第3章では、調査1の結果

から「こどものまち」の全国実態について明らかにし、第4章で

は、調査2の結果からミニいちかわにおける子どもの参画の実態

を明らかにし、子どもの参画を促す要素を考察する。最後に第 5

章でまとめる。 

 

2. 研究の対象と手法 
2-1. 本研究で捉える「子どもの参画」 
本研究では、「コミュニティ（「こどものまち」における店舗や

まち）の構成員としての役割のもと、子ども自身が自分たちで考

えて行動すること」を「こどものまち」における子どもの参画と

して着目する。ただし、その根本には、自分自身への参画＝自分

の行動を子ども自身で考えて決めることがあると考える。また、

これらは子どもの主体性・自主性を条件とする。 
2-2. 調査1：「こどものまち」全国実態調査 
全国の「こどものまち」運営者を対象としたアンケート調査

（2019年12月〜2020 年1月）を行なった。「全国子どものまち

まとめサイト 8)」及び Google 検索(検索日2019/11/25)にて“こ

どものまち”、“こどもがつくるまち”でヒットしたWebページを

閲覧し、2018年以降の開催が確認できた「こどものまち」を抽出

し、そのうち、送り先の住所が確認できた87団体・組織を対象に

アンケートを送付した。１つの団体・組織で、日時、場所、対象

等が異なる複数のイベントを実施している場合は、１つのイベン

トにつき、１枚の回答とした。設問内容は、イベントの実施概要、

これまでの経緯、イベントの詳細、行なっている工夫、当日の子

どもの様子、抱えている課題等である。 

56団体から59のイベントについて回答が得られ（回収率64%）、

「こどものまち」は子どもが主役となるという前提のもと、本研

究では、保護者等の大人に対し特に制限を設けていないものは分

析対象外とし、53 の「こどものまち」について、分析を行った。 

2-3. 調査2：ミニいちかわにおけるケーススタディ 

1) ミニいちかわの概要 

ミニいちかわは、2003年より千葉県市川市で行われている「こ

どものまち」である。イベントの目的として子どもの参画を重視

している点(2)、ミニいちかわ2019（表-1）で17回目となり、「こ

どものまち」として

の仕組みが充実し

ている点、1日1000

人程の子どもが参

加する規模の大き

なイベントである

点から、ケーススタディの対象とした。ミニいちかわはイベント

当日は2日間の開催だが、希望する小学4年生以上の子どもは子

どもスタッフとして事前・事後の子どもスタッフ会議（表-2）に

参加し、準備を行う。2019年は小学4年生から高校1年生までの

53人の子どもが会議に参加し、当日は店長として店舗運営の中心

を担った。当日のみ参加する子どもは、職安で働きたい店舗の職

業カードをもらい、90分を上限に働き、働いた時間に応じて銀行

でメティと呼ばれる通貨をもらうことができる。 

2) 調査方法 

ミニいちかわでは、以下の3つの調査を行なった。 

a. 参与観察・インタビュー調査 

イベント当日2日間及び、事前・事後の子どもスタッフ会議に

参加し、子どもの様子を観察した。当日は、計5つの店舗で主に

店員の子どもに着目して仕事を辞めるまでの言動やその場の状

況を記録し、子どもが仕事を辞めた後に感想や工夫したこと等に

ついて話を聞き、それらを繰り返し行なった（表-3、表-4）。また、

店長の言動や店全体の動きや変化についても、可能な範囲で記録

をした。 

b. 子どもへのアンケート調査 
 イベント当日2日間に渡り、まちの中の広場にて読み書きがで

きる小学生以上を対象にアンケートの呼びかけをし、その場で記

入してもらった。また、市長（市役所の店長）からの提案で、ま

ちの中にいる子どもにアンケートを記入してもらうことを市役

所店員の仕事として行なった。1日目は午後0時から、2日目は午

前10時のイベント開始と同時にアンケート回収を始めた。また、

表-1 ミニいちかわ2019の概要 
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表-2 子どもスタッフ会議の概要 
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表-3 観察店舗の概要 

 
表-4 観察・インタビュー人数 
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店長は、事後の子どもスタッフ会議にて、同じ内容のアンケート

調査を実施し、その回答を分析した。設問内容は、参加年数、ミ

ニいちかわで楽しいこと、翌年への参加意欲、ミニいちかわや自

分が住むまちについての意識等である。計 227人（店長：36人、

店長以外：191人）から有効回答を得た（表-5）。 

c. 保護者へのアンケート調査 
 当日2日間を通して、朝、受付の列に並んでいる保護者、終了

時に子どもを迎えに来た保護者を対象にアンケートの配布・回収

を行なった。設問内容は、子どもとの関係、子どもの学年、今回

の参加経緯等である。子どもに関する設問は、小学生以上の子ど

もそれぞれについて回答してもらった。保護者167人から子ども

216人についての有効回答を得た（表-6）。 

3. 「こどものまち」の全国実態 
3-1. 「こどものまち」の広がり 
全国実態調査のアンケートの回答を得たイベントについて、初

めに参考にした「こどものまち」についての回答から関係図を示

した（図-1）。 

特に、ミニさくらが行われている千葉県をはじめ、近隣地域で

広がりを見せていることが分かった。他地域からも影響を受けて

いる事例もいくつか見受けられた。また、仙台市のこどものまち、

ミニさくら、ミニいちかわ・ミニ☆いちかわ、こどものまちCBT、

ミニヨコハマシティは、複数に参考にされており、全国への広が

りに重要な役割を果たしていることが分かった。 

また、「こどものまち」に存在する店舗の運営形態は、子ども店

長型：子どもが店長となって運営の中心となるもの、職業体験型：

企業や地元商店などが参加し職業の専門家のもと職業体験をで

きるもの、大人運営型：専門家ではないが大人が運営する店に子

どもが働きに来るもの、起業型：子ども自身が当日起業するもの

の4つの形態に大きく分けられた。複数の形態の店舗が存在する

「こどものまち」も多いが、どの形態の店舗が最も多いかによっ

て分類すると、子ども店長型:39、職業体験型:6、大人運営型:2、

起業型:6で、子ども店長型が最も一般的な形態と言える。 

3-2. 参画に向けた運営側の取り組み 

1) 子どもを参画させる仕組み 

1-1) 事前準備への子どもの関わり 
事前準備については、46（87％）の「こどものまち」が子ども

を中心とする事前会議を行なっていた。事前会議を行なっている

 
図-1 初めに参考にした「こどものまち」の関係図  

表-5 子ども向けアンケート

回答者属性 
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表-6 保護者向けアンケート
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と答えたところについて、準備段階での子どもの関わりの程度を

聞いた（図-2）。 

「テーマ・キャッチフレーズ等の設定」や「まちの仕組みや制

度の決定」といった、まちの大枠に関わる部分や「店舗の決定」、

「店舗の詳細や仕事内容の決定」といった、店舗に関わる部分で

子どもが深く関わりながら決定している事例が多いことが分か

った。特に、子ども店長型の「こどものまち」では、イベント当

日に店長として店舗の運営を行う子どもたちが事前会議に参加

し、まちや店舗について考えている。 

一方、準備の終盤の段階である「必要な物品の作成、調達」、「会

場の設営・装飾」は大人が主導して行なっている事例が多い。こ

れらは、予算や場所、備品などの制限があったり、力が必要であ

ったりすることが多く、大人の関与が必要になる。 

また、会議においては、少人数のグループでブレインストーミ

ングや KJ 法を用いて話し合いを行い、子どもたちが意見を出し

たり発想を広げたりしやすい環境を作っていたり、会議自体も子

どもが進めていけるように、高学年の子どもに進行を任せたり、

子どもが会議を進めやすいような資料を用意したりと、運営側も

様々な工夫を行なっていた。 

1-2) 起業制度・選挙制度 

「こどものまち」には、起業制度や選挙制度を設けている事例

がある（図-3）。 

起業制度は、事前に準備した店舗だけでなく、当日に子どもの

アイディアによって新しい店を開いたり、サービスを始めたりで

きる制度であり、約 4 割の「こどものまち」で設けられていた。

そのうち、事前から準備されていた元店舗数より起業数の方が多

い事例では、数十から百以上の店が新たにできている。起業制度

のある「こどものまち」では、出店料の支払いや土地権利書の提

出、プレゼンなど、起業するにあたり何らかの条件を課しており、

これらを通じて役所、不動産屋、ホームセンターなどのまちの中

の仕組みが機能することになる。また、子どもにとって、自分の

やりたいことを実現するだけでなく、どのような店やサービスが

まちにあると良いかを考えるきっかけになっている。 

選挙制度は、市長等のまちの代表者を選挙で選ぶ制度であり、

約半数の「こどものまち」で行われていた。当日に行う場合と、

一部の子どものみが参加する事前会議等で行う場合があり、前者

が全体の３割程度であった。立候補者数はおよそ５名以下であっ

たが、当日選挙を行ない、10名以上の立候補者が出ている事例も

あった。 

当選者は市長や副市長といった、まちの代表者となり、市役所

の運営やまちづくり等を行なう例が多い。当日に選挙を行う場合

は、その場で公約を実行する事例や、翌年の市長として翌年のま

ちづくりにつなげていく事例などがあった。公約や理想のまちを

掲げて立候補し、選挙を経てそれを実現していくプロセスは、ま

さに子ども自身の手でまちを動かしていると言える。 

2) 大人の対応 

2-1) 保護者への制限 

保護者等の大人スタッフ以外の大人に対しては、44（83%）の「こ

どものまち」が原則入場禁止とし、保護者から離れ、子どもたち

が自分で考えて自由に行動できるようにしていた。また、入場が

可能でも、口出しを制限するため、アナウンスや、バツ印のつい

たマスクを着けてもらう等の工夫をしている。 

子どもたちの様子を知りたいという保護者のために、時間を区

切って大人ツアーを行なう、「こどものまち」の中でビデオを回し、

保護者の控え室で流すなどの工夫を行う例もあった。また、それ

らを市役所や TV 局の子どもの仕事として行ったり、警察の子ど

もが許可を得ず入場している保護者を取り締まったりと、子ども

たち自身で“こどもの”まちを守ろうとする姿もある。 

運営側からは、「子どもに介入しすぎる親がいる」といった意見

もあり、口出しをせず子どもの主体性を尊重する関わり方につい

て、保護者の理解を得ることに難しさを感じている。 

2-2) 大人スタッフの関わり方 

 当日の大人スタッフの関わり方は、8 割以上が「見守り・サポ

ート中心」であり、安全面以外では基本的に口や手を出さない、

出来るだけ子どもに任せる、教えたり答えを言ったりせず、問い

かける等の対応を取っていた（図-4）。大人が指示するのではなく、

子どもの意見を尊重したり、子どもの力でやらせたりすることを

目指していることが分かる。しかし、子どもに任せすぎると自由

すぎて物事が進まな

い、つい大人のやりや

すい方に持っていって

しまう等の意見もあ

り、イベントの実現に

あたり大人がどこまで

介入すべきかが課題と

なっている。 

3) 子どもの参画に関する運営側の実感 

当日の子どもの様子について、子どもたちが自分自身の行動を

自分で決めていると思うか、また、子どもたちが店やまちに関わ

る意思決定に加わっていると思うかを聞くと、前者では8割以上

が「多くの子がそうだと思う」と回答したのに対し、後者は5割

程度であり、「一部の子がそうだと思う」という回答が4割程あっ

た（図-5）。具体的な場面としては、働く場所や、仕事を辞めるタ

イミング、もらった通貨の使い道、選挙の投票をするかどうか等

 
図-2 準備段階での子どもの関わりの程度 
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図-3 起業制度・選挙制度の実態 

 
図-4 大人スタッフの関わり方 
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について、子どもが自分で考えて決めている。また、友達と来て

も別々に行動している子が多いといった様子から、子どもが自分

で考えて行動していると感じている。 

店舗やまちに関わる意思決定については、子どもが運営方法に

ついてアイディアを出したり、店舗の中で新しい仕事を見つけた

りしていることから、多くの子どもが意思決定に加わっていると

いう意見がある一方、当日参加の子どもが意見する隙があまりな

い、当日参加の子どもは店長に言われた仕事のみであるといった

様子から、一部の子どもだけ加わっているという意見もあった。

事前準備への関わりや役割によって子どもの参画のあり方に違

いが出ていることが分かる。 

 

4. ミニいちかわでのケーススタディ 
4-1. ミニいちかわの魅力と意義 

子どもへのアンケートからは、8割以上の子どもが翌年も参加

したいと考えていることが分かり、子どもにとって、ミニいちか

わの満足度が非常に高いことが伺えた（図-6）。 

また、保護者へのアンケー

トで聞いた参加経緯からも、

子ども自身がミニいちかわ

に強い参加意欲を持ち、主体

的に参加していることが分

かった（図-7）。 

また、ミニいちかわでは、「働くこと」を楽しんでいる子どもが

最も多かった（図-8）。表-7は、楽しいと答えた理由について10

人以上が言及しているカテゴリーをまとめたものである。ミニい

ちかわでは、色々なことができることや、働くという普段できな

い体験ができることが、子どもにとって一つの大きな魅力となっ

ていると言える。働いたことに対してお金（メティ）をもらい、

それを使えることにやりがいを感じている子どもも多い。働いて

いる中で客や他の店員との関わりを通じてやりがいを感じてい

る子どももいる。働いて、人を喜ばせることができた、人のため

になった、と感じることで、自分の働きがまちの人や社会に還元

されたという実感を得られている。 

また、少数だが、「大人の権力に従わなくていい」、「子どもだけ

のまちで買い物は独特だし楽しい」といった記述もあり、大人に

指図されず子どもが主役という「こどものまち」特有の環境も、

子どもにとっての魅力となっている。 

4-2. 事前子どもスタッフ会議の意義 

子ども向けのアンケートでは、ミニいちかわや自分の住むまち

に関する設問に対し、「そう思う」から「そう思わない」の５段階

で評価してもらい、それぞれ５点から１点の点数をつけて集計し

た（図-9）。 

店長と店長以外の子どもで比較すると、「自分たちでミニいち

かわのルールを変えていける」「自分たちで仕事のやり方を変え

ていける」といった自治意識や「ミニいちかわでは自分の意見が

言える」「ミニいちかわでは自分のことは自分で決める」といった

自立意識、「ミニいちかわのために自分にできることがある」とい

 
図-5 当日の子どもの様子 
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図-6 翌年への参加意欲 
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図-7 参加経緯 

 
図-8 ミニいちかわで一番楽しいこと 

表-7 ミニいちかわで一番楽しいことの理由 
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図-9 ミニいちかわ、自分の住むまちについての意識差 
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ったミニいちかわへの参画の意識が店長の方が平均として高い

傾向があった。店長は、事前の子どもスタッフ会議に参加するこ

とで、このような意識が育っていると考えられる。 

事前子どもスタッフ会議では、少人数で話し合いを行う等、全

ての子どもが意見を出しやすい環境が作られ、まちの仕組みや店

舗について子ども自身で考えて意見を出し、決定していく。それ

によって、まちや店に対して責任感が生まれると考えられる。自

分たちで決めることに加え、テスト等も行うことで、子どもたち

はまちの仕組みを深く理解するため、当日も自分で考えて主体的

に行動できる。また、ミニいちかわでは、各店舗にサポートとし

て大人スタッフを配置し、事前から子どもとコミュニケーション

をとり、信頼関係を築くことを大切にしている。事前に大人との

信頼関係を築き、意見を言いやすい環境を作ることも、当日のよ

り自発的な行動につながると考えられる。 

4-3. 働くことを通じた子どもの参画 

 ここでは、具体的に子どもの参画が見られたエピソードを抽出

し、そのプロセスを分析した上で、ミニいちかわにおける子ども

の参画に関わる要素を考察する。子どもの参画が見られた行動は、

本研究での子どもの参画の定義に基づき、大人や上位の役割の子

どもからの指示やアドバイスの範疇を超えて、子どもたち自身が

起こした行動、及びそれらの指示やアドバイスを受けて、子ども

たち自身の考えのもと起こした行動を抽出した。 

1) 店長の行動に着目した参画のプロセス 

店長は、準備してきたことを踏まえ、自発的に仕事をし、働き

に来た店員に仕事を指示したり教えたりしていた。また、店内の

状況や店員との関わりや、まちや他の店舗の状況、客との関わり

等から、状況に応じて様々な工夫や判断をし、店舗に変化を与え

ていた。さらに、まちにある仕組みや機能を利用して、変化を起

こすこともあった。 

店長のそのような行動の例について、プロセスを図-11に示す。

市役所ではイベントの賞金を募金で集めていたが、市役所の募金

の呼びかけに市民が反応し、想定より多く募金が集まった(1)。そ

の状況に対し、市長が新たなイベントの実施を決めていた(2)。ま

た、それを市民に知らせるために、放送局というまちの機能を利

用していた(3)。その後も、市民からの反応により、イベントの延

期を決定する場面も見られた(4)。市民から反応があることで、自

分の行動がまちに影響を与えていることが実感でき、それに対し

てさらに自発的な行動を起こせていると考えられる。 

スライム屋では、１日目の初め、店員が一気に働きに来て店内

が混乱した状況に対し、一時閉店し大人スタッフも含めた店内会

議が行なわれた(1)。その後、職安に渡す職業カードを減らす等の

対応を取り、店員の数を調整していた(2)。2日目も職業カードを

出していなかったが、それにより職安や市民が困っている状況が

あったため、大人スタッフがそれを伝えて説得をし、店員を雇っ

てスライム作り以外の仕事を任せる等、運営方法を変えた(3)。そ

れにより店内が順調に回ったことで、店員を雇っても順調に運営

できるよう考えようと、店長の考えが変わった(4)。大人の問題提

起によって、自分たちの店だけでなく、まちへの影響へも目を向

けることができ、子どもの意識も変化したと言える。 

2) 店員の行動に着目した参画のプロセス 
店員は、店長や大人スタッフから仕事の指示を受け仕事を行う

が、その中で店員としての役割のもと、自発的に工夫をしたり新

たな仕事に着手したりする姿もあった。子どもの自発的な行動は、

A：指示やアドバイスを求める行動、B：指示された仕事の中で子

どもが自発的に行なった行動、C：指示された仕事以外で子どもが

自発的に行なった行動の3つに分類できた（表-8）。Aは、店で働

きたいという意識はあるものの、何をすべきかや仕事の方法がわ

からない時等に、自ら行動できず、大人や店長に聞く姿としてみ

られた。 

一方で、BやCのように子どもが自分たちで考えて自発的な行

動に至る、つまり子どもの参画に至るには、そのプロセスにおい

て1)子ども自身が問題意識・目的意識を持つこと、2)子どもが問

題解消・目的達成のための方法を理解することの2点が特に重要

であると理解できた。B は、指示された仕事を効率よく行なった

り、お互いに協力しながら行なったりするための工夫等が挙げら

れ、仕事の目的や方法を理解し、子ども自身で考えて行動してい

る。また、C は、指示された仕事だけでなく、自発的に他の仕事

にも着手している例であるが、仕事の目的のみでなく、店自体の

 
図-11 店長の行動のプロセス 
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目的を理解していることで、このような行動ができると考えられ

る。 

B-5、C-3に示した例について、プロセスを図-12に示す。 

B-5 は、イラストはんこ屋の例である。店員は、店長から移動販

売の指示を受け、買ってもらえるように様々な工夫をする。店長

からの指示で、仕事の目的が共有されることで、目的意識を持っ

て仕事に取り組んでいた(1)。買ってもらうための工夫は、子ども

自ら客の反応等を見ながら考えており、まちの中にいる他の店員

のやり方をまねして工夫していることも考えられる(2)。最後に

は、店頭の商品の販売促進をしており（Cに分類）、店員としての

役割を自覚するとともに、店自体の目的を理解していたと考えら

れる(3)。 
 C-3 は、市役所の例である。市役所では、就業時に赤い名札を

つけており、市役所店員としての役割の自覚がより高まると考え

られる。この例では、一度ゴミ拾いの仕事を行なった後に他の仕

事をしている最中、落ちたスライムを見つけ、トングで拾うとい

う場面が見られた。一度経験していることで、自分たちがやるべ

き仕事だと理解し、目的意識が生まれていると考えられる。また、

方法についても、働く中で経験したことから、子ども自身で考え

て行動することができていた(1)。 
3) 参画の実態のまとめと参画を促す要素の考察 

ミニいちかわでは、保護者の入場は原則禁止とされ、多くの子

どもたちは、自分の行動を子ども自身で考えて決めていた。店員

として働く子どもは、その役割を自覚し、店長からの指示に対し

て主体的に仕事に取り組んでいた。ミニいちかわでは、初めて参

加する子どもは、まずミニいち学校へ行き、ミニいちかわで働い

て給料をもらう仕組みなどを学ぶ。これによって、子どもたちは

ミニいちかわの仕組みを理解し、店員として働こうという意思を

持って店舗に来て、主体的に働くことができていると考えられる。 

また、中には、子ども自身で問題意識・目的意識を持ち、問題

解消・目的達成のための方法を理解することで、自発的に工夫を

したり他の仕事に着手したりする子どもも見られた。その過程で

は、他の店員や客との関わりの中で、店やまちのことを理解し、

自分で考えて行動する様子もあった。 

店長の子どもは、店員に仕事の指示をしながら、その場の状況

に応じて店舗やまちに変化を与えていた。仕事に対する客や市民

の反応や店舗の状況の変化等から、子どもたちはコミュニティに

対する自分の行動の影響を実感することで、さらに店舗やまちを

良くしていこうと考え、行動していると考えられる。また、その

際に、まちの仕組みや機能を利用することで店舗同士やまち全体

との関係が生まれていた。それによって店長は、目の前の店員や

客だけでなく、店舗やまちなど、より広い視野を持って行動を起

こせていたと言える。 

働くことを通じた子どもの参画のプロセスの検討から見出さ

れた、ミニいちかわにおける子どもの参画を促す要素の考察を表

-9 に示す。特に、「こどものまち」においては、働く人と客とな

る市民が存在することで、働く子どもは自分の行動に対する反応

を得ることができ、自分の行動の影響を感じられる。それにより、

目的意識や問題意識が生じたときに自発的な行動が生まれやす

くなると考えられる。 

 

 
図-12 店員の行動のプロセス 

表-8 店員の自発的な行動の例 
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5. まとめ 
「こどものまち」は、近隣地域や初期から行われている事例を

参考にしながら、全国への広がりを見せていた。それぞれの地域

の特性や掲げる目的に応じて、実施形態も様々であるが、子ども

が店の運営にも関わることができる点で単なる職業体験とは異

なり、コミュニティに関わるきっかけを得られる場となっている。

また、運営側の取り組みにより、子どもが自分自身で考えて行動

できる環境や子どもが意見を発信できる環境が作られており、子

どもの参画が志向されていた。ただし、「こどものまち」によって

は、子どもの事前準備への関わりや当日の役割の違いから、参画

のあり方にも違いが出ていた。 

ミニいちかわでも、事前準備から関わった店長の方が、店舗や

まちといった、より広い範囲に参画できていた。また、子どもが

参画するプロセスにおいては、1)子ども自身が目的意識や問題意

識を持てること、2)子どもがその目的達成や問題解決に至るため

に必要な仕組みや方法を理解できていること、が重要であり、さ

らに、3)子どもがコミュニティに対する自分の行動の影響を実感

できること、によって、更なる参画につながると考えられる。参

画を促す要素としては、「こどものまち」の中に存在する主体同士

の関係やまちの仕組み等が挙げられた。子どもの参画という観点

から、参画のプロセスが実現されるよう、環境や要素を整えてい

くことが望ましく、実際の社会やまちづくりへの参画についても

同様のことが考えられる。 

本研究は、ミニいちかわでの参与観察から子どもの参画のプロ

セスを明らかにしたが、参画を促す要素については、一例からの

考察に過ぎず、他との比較検討が必要である。また、働く中での

行動に着目したが、市民としての行動についての検討は、子ども

がまちに参画するプロセスのより明確な理解に向けて今後の課

題である。 
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補注 
(1) 「子どもの権利条約」は、18歳未満の子どもについて、「生きる権利」、
「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の４つの権利があるこ

とを主張している。日本では、1994年に批准された。 

(2) ミニいちかわを主催する NPO 法人いちかわ子ども文化ステーション
は、子どもの参画の活動をつくる中で、子どものコミュニケーション力

を育み、達成感や自己肯定感を持てるようになることや、子どもの力を

信頼し見守ることができる大人が増えることで、子どもが活き活きと豊

かに育つ地域づくりを目指している。 
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