
乳幼児の年齢別にみた地域における親子の「居場所」
　－東京都三鷹市での親子の外出に関するアンケート調査より

A Study on 'Comfortable Space' for Parent and Child in Urban Area by Age of Infants
     -Questionnaire survey on  behavior of going out for parent and child in Mitaka-city, Tokyo

親子、乳幼児、居場所、活動環境、アンケート調査
Parent and Child, Infants, Comfortable Space, Activity Environment, Questionnaire Survey

     ‘Activity environment’ for parent and infant and its evaluation by parent was confirmed in this study.  Through
the questionnaire survey on behavior of going out for parents and children in Mitaka-city, Tokyo, it was clarified that
‘activity spaces’ where they often go out on weekdays were “parks”, “shopping district and stores”, “the child-rearing
support institution” and so on. In addition, it was surmised that the relationship between parents for children of age
1.5-3 and other people led to selection and utilization of ‘activity spaces’.
     In spite of parents put importance on vicinities to home when they go out, they choose and go to spaces at furthest
where they find the other value for them.  Thus, it was found that they precisely chose and utilized spaces meeting
the needs for their ‘Comfortable Space’.
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１．はじめに

　近年、子ども虐待やネグレクト等の子ども家庭問題が顕在

化している背景として孤立化する子育て家庭の存在が認識さ

れるようになり、国や地方自治体、NPO法人等さまざまな供給

主体による乳幼児を持つ親子の「居場所」をハード・ソフト

の両面から提供する子育て支援事業が各地で展開されている
（１）。しかし、子育て家庭のニーズが極めて多様化している現

在、同じような機能を持つ「居場所」をやみくもに拡充する

だけでは、利用の拡大にはつながらないとも考えられる。

　本研究では、今後様々な形で整備・供給されるであろう家

庭外での親子の「居場所」となる施設設置・配置計画、子育

て支援事業の展開・利用促進等に資する基礎的資料を得るこ

とを最大の目的としている。その上で、目指すべき「居場所」

について再考すべく、家庭内に孤立しがちな乳幼児を持つ子

育て家庭が「親子で出かけて過ごすところ（以下、親子での

活動空間）」として具体的にどこを認識し、どのような過ごし

方をしているのかという実態把握とその評価、外出先を選択

する際の選択基準、育児不安、性格特性等に関するアンケー

ト調査（２）と、親子の居場所に関する評価構造の解明を目指

した聞き取り調査（３）を実施した。本稿はそのアンケート調

査の一部として、乳幼児年齢別にみた親子の活動環境（４）の

実態と活動空間への評価を中心に報告するものである。

２．調査の方法と概要

　本研究では、一定程度の都市規模を有し比較的子育て支援

事業が充実していることを踏まえ、東京都三鷹市を選定した。

　調査は、平成16年11～12月に三鷹市総合保健センター等

での乳幼児健康診査、育児学級等の際にアンケート票を配布

し後日郵送にて回収した（配布数915、有効回答数238）。対象

者は４歳未満の子どもを持つ保護者である。

（１）調査対象地の概要

　三鷹市は都心から西へ18kmに位置し郊外の中でも比較的都

心部に近い。周辺は杉並区、世田谷区、小金井市、調布市、武

蔵野市といった５つの自治体に複雑に隣接、３本の鉄道に囲

まれるように位置しており、市北部の３駅と市南部の２駅が

都心への主要なアクセス拠点となっている。三鷹駅周辺の上

連雀・下連雀周辺から市役所近くの新川周辺までは商業・住

居地域、それ以外は主に住宅中心の住居専用地域である。

　面積16.50k㎡、人口約17万人（内０～４歳人口7千人、全

体の4.1％)で、ここ数年間で出産・子育て適齢期を迎える団

塊ジュニア（昭和46～49年生まれ）の女性が全女性人口の８

％弱を占め、人口の流動も多い（Ｈ16．２現在）。

　子育て支援事業の展開として２つの「子ども家庭支援セン

ター」を市中心部に設置しており、そこを拠点とした相談支

援ネットワーク（子ども家庭支援ネットワーク）を構築し、関

係機関（５）や弁護士、精神科医、臨床心理士等の専門職と緊

密な連携体制を取り対応している。またこのようなファミ

リーソーシャルワークの取り組みは他の自治体からも注目を

集めている１）。

（２）調査対象者の概要

　アンケート回答者は、年齢「30～34歳（43.3％）」、「出産を

機に仕事を辞めた（51.4％）」「現在は働いていない(75.2％)」

母親が最も多かった。祖父母との同居は１割程度、子ども数

は「１人(65.5％)」が最も多く、次いで「２人(30.3％)」で、

ほとんどが核家族世帯であった。

　アンケートの対象となる乳幼児は、性別による偏りはなく、

第１子が最も多かった(75.2％、表１）。

　以下、乳幼児の年齢別に実態把握をするにあたり、乳幼児
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の成長と行動を考慮し２）、乳幼児の年齢区分を「１歳半未満」

「１歳半以上」に設定しこの２区分で論考を進める。

（３）親子で出かける際の選択基準

　親子で出かける際の総体的な選択基準の把握のため、親子

で出かける際に重視する点を「設備・機能」「環境」「立地・ア

クセス条件」「利用形態」「利用者」「過ごし方」の６カテゴリー

別（６）に選出した各２項目、計12項目中から最も重視してい

る３項目の回答により選択基準ベスト10を求めた（表２）。

　全体では「立地・アクセス（『家から近い』31.5％)」、「設

備・機能（『おむつ交換や子どもが横になるスペース』、27.3

％)」、「環境（『子どもが大声を出しても気にしなくてよい』、

21.4％)」が上位であった。

　年齢別の特徴では、１歳半未満の第1位「設備・機能」の

『おむつ交換、横になるスペース（50.0％）』が１歳半以上では

ベスト10に挙がらず「設備・機能」の最高位が『幼児用の遊

具が充実している（20.6％）』の第６位に留まっていること、

また１歳半未満の第６位「利用者」の『同年代の子どもが多

い（13.7％）』が、１歳半以上では第２位となっている等、子

どもの成長に伴って子ども主体の行動を見据えた選択基準の

変化が窺える。次章では、乳幼児の年齢に異なるこのような

選択基準が潜在的に在ることを踏まえ、実際の活動空間とそ

こでの実態について把握する。

３．乳幼児の年齢別にみた親子での活動環境の実態

　「普段の平日（月～金）、自宅以外で親子で一緒に出かけ一

緒に過ごすところ」として思いつく順に最大５つまで挙げて

もらい、各々の活動空間にいつどのように移動し、誰となに

をして過ごすのか等の実態把握を行った（７）。

図１　年齢別　用途分類別の活動空間の指摘箇所数と用途分類構成比

表２　親子で出かける際の選択基準ベスト 1 0

表１　調査対象乳幼児の基本的属性

％ ％ ％

１位 31.5 50.0 33.1

２位 27.3 29.4 25.0

３位 21.4 22.5 23.5

４位

５位

６位 19.3

７位 18.5 19.1

８位 14.3 15.4

９位 13.9 13.2

１０位 10.5 8.8 12.5

１歳半以上

おむつ交換、横に
なるスペース

家から近い
同年代の子どもが
多い

家から近い
おむつ交換、横に
なるスペース

家から近い

全体 １歳半未満

子どもの大声が気
にならない

子どもの大声が気
にならない

子どもの大声が気
にならない

無料で利用

20.2
清潔

19.6
清潔

幼児用遊具の充
実

20.6

親も子どもも一緒
に楽しめる
トイレや水飲み場
などの整備

動物や植物と触れ
合うことができる

清潔

同年代の子どもが
多い

親も子どもも一緒
に楽しめる

親も子どもも一緒
に楽しめる

幼児用遊具の充
実
トイレや水飲み場
などの整備

同年代の子どもが
多い

同じ育児中の人が
いる

無料で利用

無料で利用

トイレや水飲み場
などの整備
自分たちのペース
で過ごせる

13.7

11.8
子どもが自分で遊
べる
動物や植物と触れ
合うことができる

色凡例

設備・機能

環境

立地・アクセス

利用形態

利用者

過ごし方

１歳半
未満

１歳半
以上

子ども家庭支援センター（のびのびひろば、すくすくひろば、すこ
やか）、0123はらっぱ、0123吉祥寺（武蔵野市）等 94 50 44

26 13 13

むらさき子どもひろば、児童館 51 10 41

24 7 17

施設内の常設室
コミュニティセンター、社会教育会館、産業プラザ、女性交流室、
体育館のプレイルーム等 18 6 12

プログラム 出前ひろば、サークル活動・指導員有り 6 1 5

29 6 23

園庭開放 15 1 14

通園 本人が通園 9 0 9

それ以外 兄弟が通園　等 5 5 0

204 70 134

児童遊園・広場・あそび場
都市公園指定のない公園。団地内のプレイロット、あそび場は除
く 22 5 17

街区公園・近隣公園
誘致距離250～500ｍ圏の居住者利用を目的とする都市公園法
に基づく都市公園（住区基幹公園）。例：下連雀きたうら公園等

87 27 60

地区公園・特殊公園・緑道
誘致距離１km圏の都市公園（住区基幹公園）以上の大規模公
園。例：井の頭公園、野川公園等 77 34 43

公園それ以外・不明も含む 18 4 14

165 89 76

街・商店街 吉祥寺駅前、三鷹駅前等 26 16 10

大型スーパー等・プレイ
コーナー（ＰＣ）利用有

29 13 16

大型スーパー等・プレイ
コーナー（ＰＣ）利用無

103 56 47

その他・アミューズメント系 7 4 3

82 25 57

親戚の家 実家、兄弟宅 40 14 26

友人の家 42 11 31

11 4 7

団地内のプレイロット、公園 7 2 5

団地内の施設 マンション内のキッズコーナー 3 1 2

団地内の外部空間 1 1 0

塾、おけいこ、おっぱいマッサージ 16 6 10

山、川等 9 4 5

役所、郵便局、大学、病院、銭湯 27 14 13

3 2 1不明

子育て支援施設

児童館

自然の場所

集合住宅・マンション等

図書館

教室・習い事・子育て関連民間施設

(備考・具体例)用途分類

その他

指摘箇所数　（総数

商業施設

公園

保育園・幼稚園

多目的公共施設

家（自宅以外）

2.9

9.3

3.9

5.2

30.4

17.2

10.0

1.6

12.9

 2.3

 16.7

 4.3

 3.3

2.0

23.3

29.7

8.3

1.3

１歳半以上１歳半未満30％ 30％0％

男 女 N.A. 第１子 第２子 第３子以降 N.A.
238 109 126 3 172 58 6 2

100.0% 45.8% 52.9% 1.3% 72.3% 24.4% 2.5% 0.8%
102 47 54 1 74 26 2 0

100.0% 46.1% 52.9% 1.0% 72.5% 25.5% 2.0% 0.0%
０歳半未満 70 32 37 1 46 23 1 0

100.0% 45.7% 52.9% 1.4% 65.7% 32.9% 1.4% 0.0%
０歳半以上 32 15 17 0 28 3 1 0
１歳半未満 100.0% 46.9% 53.1% 0.0% 87.5% 9.4% 3.1% 0.0%

136 62 72 2 98 32 4 2
100.0% 45.6% 52.9% 1.5% 72.1% 23.5% 2.9% 1.5%

１歳半以上 64 30 33 1 43 19 1 1
２歳未満 100.0% 46.9% 51.6% 1.6% 67.2% 29.7% 1.6% 1.6%
２歳以上 29 14 15 0 26 3 0 0
３歳未満 100.0% 48.3% 51.7% 0.0% 89.7% 10.3% 0.0% 0.0%
３歳以上 43 18 24 1 29 10 3 1
４歳未満 100.0% 41.9% 55.8% 2.3% 67.4% 23.3% 7.0% 2.3%

性別 出生順位

１歳半未満

１歳半以上

全体

全体
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（１）活動空間の量的把握

　アンケート回答者が想起・指摘した活動空間の総数は741

箇所であった（１歳半未満300箇所、１歳半以上441箇所）。一

親子あたり平均箇所数は全体で3.19箇所、年齢別では１歳半

未満（3.00箇所）より１歳半以上（3.32箇所）が若干多く、活

動空間を若干多く認知し確保しているといえる。

（２）用途分類別の活動空間

　記入された活動空間を基本的な用途種別や属性に準じて整

理を行った（８）。用途分類別の箇所数一覧は図１左表に示す。

　全体としては「公園（９）」の指摘が最も多い（全体で204箇

所）。次いで「商業施設（10）（全体で165箇所）」、特に大型スー

パー等が集中して挙げられている（プレイコーナー利用有無、

合わせて132箇所）。また「子育て支援施設（11）（94箇所）」、「家

（自宅以外）（82箇所）」、「児童館（12）（51箇所）」の指摘も比較

的多い。一方「保育園・幼稚園（園庭開放の利用も含む）」や

「図書館」「多目的公共施設」の指摘は総体的に少なかった（13）。

　年齢別の用途分類構成比を図１示す。指摘の多い上位５つ

の用途分類としては、１歳半未満では「商業施設（29.7％）」

「公園（23.3％）」「子育て支援施設（16.7％）」「家（自宅以外）

（8.3％）」「図書館（4.3％）」であった。一方、１歳半以上では

「公園（30.4％）」が突出して多く、次いで「商業施設（17.2

％）」「家（自宅以外）（12.9％）」「子育て支援施設（10.0％）」

「児童館（9.3％）」となっており、概ね同じような用途分類が

指摘されながらも年齢による偏りがみられた。

（３）主要な活動空間における活動環境

　（２）で指摘された特徴を踏まえ、全体的に指摘の多い ①「公

園（主に街区公園・近隣公園、地区公園・特殊公園・緑道）」

②「商業施設（主に大型スーパー等プレイルーム利用無）」③

「家（自宅以外）」④「子育て支援施設」⑤「児童館」の年齢

別にみた活動環境を詳述する。

①公園

　「公園」の中ではいずれの年齢も「街区公園・近隣公園」「地

区公園・特殊公園・緑道」の指摘が多く、小さく点在する「児

童遊園・広場等」の指摘は少ない（図１）。以下「街区公園・

近隣公園」「地区公園・特殊公園・緑道」を中心に概観する。

■１歳半未満　　移動手段はいずれも「徒歩」であるものの

（図２）、平均移動時間は「街区公園・近隣公園」9.4分、「地

区公園・特殊公園・緑道」21.2分で差があった。到着時間は

ともに４割以上が「10～12時」、平均滞在時間は「街区公園・

近隣公園」56.7分、「地区公園・特殊公園・緑道」67.0分とい

ずれも昼前から１時間前後過ごす場所と位置づけられる。

　一緒に過ごす人は「母親と子どものみ」が約８割と中心で

あるものの、「街区公園・近隣公園」では「友達（とその子ど

も）の関与」が２割弱、「地区公園・特殊公園・緑道」では「父

親」の関与が１割と若干多い（図３）。過ごし方では、『子ど

もと一緒にあそぶ』といった「親子で遊び・行動」が約７割

と非常に多く、その傾向は「地区公園・特殊公園・緑道」で

特に顕著である（82.4％）。一方『子どもを見ながらおしゃべ

り』といった「見守り＋歓談等」は「街区公園・近隣公園」で

は29.6％、「地区公園・特殊公園・緑道」は8.8％と違いが顕

著で、総じて公園の分類による活動環境の違いが窺える。

■１歳半以上　　移動手段の中心は自転車であるが（図２）、

平均移動時間は「街区公園・近隣公園」7.6分、「地区公園・

特殊公園・緑道」13.4分であった。到着時間はともに６～７

割が「10～12時」で、平均滞在時間は「街区公園・近隣公園」

72.0分、「地区公園・特殊公園・緑道」102.8分で、午前中か

ら１時間半前後と１歳半未満に比べて長時間過ごしている。

　一緒に過ごす人としては公園の分類に関わらず「母親と子

どものみ」が５～６割、「友達（とその子ども）の関与」が約

３～４割と、１歳半未満に比べて多い（図３）。過ごし方では

「親子で遊び・行動」が約５割で、子ども主体の活動である「見

守り＋歓談等」が「街区公園・近隣公園」38.3％、「地区公園・

特殊公園・緑道」34.9％と１歳半未満に比べて多く、特に「地

区公園・特殊公園・緑道」での年齢による違いが顕著である。

　総じて、自宅により近い「街区公園・近隣公園」はいずれ

図２　主要な活動空間への移動手段（複数回答）

図３　主要な活動空間における一緒に過ごす人
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の年齢でも友達との交流を図る重要な空間と位置づけられる。

また１歳半未満では親子で過ごす空間と位置づけられている

「地区公園・特殊公園・緑道」が１歳半以上では友達との関与

が生じる空間となっている違いも興味深い。

②商業施設

　全体の傾向としていずれの年齢も「大型スーパー等プレイ

コーナー利用無」が突出して多く、特に１歳半未満で顕著で

ある。しかし次いでは、１歳半未満では「街・商店街」、一歳

半以上では「大型スーパー等プレイコーナー利用有」と年齢

による違いもみられ、それらを踏まえて概観する（図１）。

■１歳半未満　　「大型スーパー等プレイコーナー利用無」は

徒歩（80.4％、図２）で平均移動時間16.1分程度であった。到

着時間は「10～12時」33.9％、「12～14時」30.4％、「14～16

時」26.8％とやや分散的で（複数回答）、平均滞在時間は74.1

分と長めである。

　一緒に過ごす人は「母親と子どものみ」が９割である（図

３）。従って過ごし方では、圧倒的に親は「（買い物等の）な

がら見守り（89.3％）」子は「追従行動（76.8％）」であった。

　次いで指摘の多い「街・商店街」でも概ね「大型スーパー

等プレイコーナー利用無」とほぼ同じ活動環境であるが、平

均滞在時間が114.7分、「友達（とその子ども）の関与」が１

割弱みられた（図３）。

■１歳半以上　　「大型スーパー等プレイコーナー利用無」は

移動手段は自転車か徒歩が主で（42.6％、40.4％、図２）、平

均移動時間は12.9分であった。到着時間は「10～12時」が48.9

％、「12～14時」が14.9％と多く午前中から昼前後が大半で、

平均滞在時間は44.6分と１歳半未満に比べて30分程度短いも

のの、子は「追従行動（76.6％）」で「母親と子どものみ（93.6

％、図３）」といった過ごし方は１歳半未満と変わらない。

　次いで指摘の多い「大型スーパー等プレイコーナー利用有」

では到着時間はほぼ同じものの、自家用車の利用が37.5％、平

均滞在時間も88.1分と非常に長い（図２）。また「母親と子ど

ものみ（81.3％）」以外にも「祖父母の関与（12.5％）」「友達

の関与（6.3％）」といった他者との関わりも若干みられ（図

３）、「単独遊び（50.0％）」への指摘もみられる。

　総じて、商業施設においては「街・商店街」や「大型スー

パー等プレイコーナー利用有」が単に買い物だけを目的とし

ない活動空間として位置づけられている様子が窺える。

③家（自宅以外）

１歳半未満では実家等の「親戚の家」が、１歳半以上では

「友人の家」への指摘が多いといった年齢による違いが若干み

られる（図１）。

■１歳半未満　　「親戚の家」へは自家用車（71.4％、図２）

で平均移動時間25.0分、「10～12時（50.0％）」から平均392.3

分の超長期滞在、一方、「友人の家」へは徒歩（54.5％、図２）

で平均13.0分、「12～14時（45.5％）」から平均180.0分の滞

在であるが、いずれも他の用途分類に比べて長時間滞在する

空間といえる。利用頻度は「親戚の家」は「週１回（42.9％）」、

「友人の家」では「月２～３回（45.5％）」であった。

過ごし方では「親戚の家」「友人の家」いずれも「見守り＋

歓談型」が中心であった（57.1％、100.0％）。また１歳半は

「親戚の家」では「親子分離行動」が21.4％と他の空間に比べ

多く、「親戚の家」が子どもと離れ自分一人の時間を確保する

空間としても位置づけられているといえる。

■１歳半以上　　「親戚の家」へは自家用車（53.8％、図２）

で平均移動時間24.3分、平均317.1分の超長期滞在をする空

間で、１歳半未満と同じ傾向である。一方「友人の家」は徒

歩（45.2％、図２）で平均10.7分で１歳半未満と大差はない

が、到着時間が「14～16時」で35.5％（平均滞在時間は175.00

分）、利用頻度は「週１回」が32.3％と、それぞれ若干の違い

がみられた。

　過ごし方では「親戚の家」「友人の家」いずれも圧倒的に「見

守り＋歓談型」が中心で（65.4％、80.6％）、先述した１歳半

未満でも同傾向であることも合わせると、「友人の家」は特に

親同士の交流を図る重要な空間であることが位置づけられる。

④子育て支援施設

　具体的には市中心部に在る２つの子ども家庭支援センター

への指摘が中心であった（図１）。

■１歳半未満　　主に徒歩（58.0％、図２）で平均移動時間

16.4分であった。到着時間は昼前後を中心にばらついており、

平均滞在時間は96.8分と、後述する１歳半以上に比べて分散

的に長時間を過ごす空間となっている。

　一緒に過ごすのは「母親と子どものみ」が８割以上と圧倒

的に多く、「友達（とその子ども）の関与」が２割弱に留まっ

ていた（図３）。しかし、過ごし方では親は『子どもを見なが

らおしゃべり』といった「見守り＋歓談等」80.0％、子ども

は『おもちゃ等であそぶ』といった「単独遊び・行動」76.0

％で、特に母親がそこで出会った他者と交流を図っている様

子が窺える。

■１歳半以上　　主に自転車（63.6％、図２）で平均移動時

間12.3分で１歳半未満と比べて若干広がりがあり、到着時間

は「10～12時」が70.5％、平均滞在時間は131.1分と午前中

から比較的長く時間を過ごす空間であるといえる。

　過ごし方は１歳半未満と同様の傾向ではあるが、一緒に過

ごす人は「母親と子どものみ」は約６割と１歳半未満に比べ

て減少し、「友達（とその子ども）の関与」が36.4％と若干多

めであった（図３）。従って１歳半未満とは異なり、元来友達

関係にある母親同士の交流の拠点であることが推測される。

⑤児童館

三鷹市の児童館における子育て支援事業の活動は午前中が

中心で年齢別に曜日が設定され、０～１歳においては専用の

幼児室を設けたり友だち作りや専属のスタッフに子育て相談

等を実施している。ここでは、実際の利用指摘がまとまって

多かった１歳半以上の活動環境について概観する（図１）。

■１歳半以上　　自転車で平均移動時間11.1分であった（図

２）。到着時間は午前中が約９割、平均滞在時間は118.1分と

比較的長時間過ごす空間である。一緒に過ごす人は「母親と

子どものみ」「友達（とその子ども）の関与」が共に約４割で

（図３）、過ごし方は親は「見守り＋歓談等」58.5％、「親子で

遊び・行動」29.3％で、子どもは「単独遊び・行動」が61.0
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％で子育て支援施設とほぼ同じ活動環境であった。

　総じて、親子で出かけて友達と交流する子育て支援施設と

ほぼ同じ位置づけの空間として、子育て支援施設を補完する

役割が全うされていると推察される。

４．主要な活動空間に対する評価

　指摘された活動空間に対して自由回答方式で記述された気

に入っている点を第２章（３）での選択基準（「設備・機能」

「環境」「立地・アクセス」「利用形態」「利用者」「過ごし方」）

に準じて複数回答として概観・整理し、活動空間に対する評

価項目として把握した。

（１）公園

　公園の分類による評価の違いが顕著であった（図４）。「街

区公園・近隣公園」では『広い』『遊具がある』といった「設

備・機能（40.5％）」、「地区公園・特殊公園・緑道」では『自

然が豊富で落ちつく』『季節を楽しめ気持ちよい』といった「環

境（45.6％）」、「児童遊園・広場・遊び場」では『家から近い』

といった「立地・アクセス（58.1％）」が最も高く、各々を使

い分ける視点の違いが垣間見える。

　また「街区公園・近隣公園」に関しては、１歳半未満では

『日陰がある』等の「環境（44.0％）」が、１歳半以上では『目

が行き届く適度な広さ』等の「設備・機能（50.0％）」が最も

高く、年齢による評価の違いが窺える。

（２）商業施設

「大型スーパー等プレイコーナー利用無」は『近い』といっ

た「立地・アクセス（42.1％）」、「大型スーパー等プレイコー

図４　「公園」に対する評価（複数回答）

ナー利用有」は『子ども用設備の充実』といった「設備・機

能（65.5％）」、「街・商店街」では『買い物をしながら子ども

も遊ばせられる』『散歩がてらの気分転換』といった「過ごし

方（42.1％）」への評価が最も高く、ここでも分類による違い

が顕著であった（図５）。年齢別による違いとしては１歳半以

上で「大型スーパー等プレイコーナー利用無」の『子ども用

カートがある』といった「設備・機能」への評価が比較的高

く（１歳半未満より＋22.8ポイント）、単なる日常的な買い物

でも子どもも一緒に楽しめる機能への評価の表れといえる。

（３）家（自宅以外）

　親戚の家、友人の家のいずれも『気を使わない』『ゆっくり

過ごせる』といった「過ごし方」への評価が圧倒的に高く（71.9

％、76.3％）年齢差はみられなかった。

（４）子育て支援施設

　全体として、評価は『目が離せる程度で広い』『室内である』

といった「設備・機能（61.5％）」が最も高いが、『家にないお

もちゃがそろっている』『手遊びがある』といった「過ごし方

（34.1％）」、『スタッフの充実』『月齢の違う子がいる』といっ

た「利用者（25.3％）」も公園や商業施設と比較して若干高く

特徴的といえる（図６）。年齢別では、１歳半以上で「設備・

機能」が31.0％と低い一方「過ごし方」が38.1％と若干高く、

この年齢の乳幼児を持つ親にとって、スタッフや他の親との

コミュニケーションの場としての評価が高いと考えられる。

（５）児童館

　『体の動かせる遊具がある』といった「設備・機能（45.8％）」、

『プログラムの充実』といった「過ごし方（35.4％）」、『職員や

図５　「商業施設」に対する評価（複数回答）

図６　「子育て支援施設」に対する評価（複数回答） 図７　「児童館」に対する評価（複数回答）
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 ４）

 ５）

同世代の子との交流がある』といった「利用者（22.9％）」で

評価が高い（図８）。年齢別にみても１歳半以上で「設備・機

能」が低い一方「過ごし方」が若干高い等、評価の視点に関

しては子育て支援施設と同傾向であった。

５．まとめ

　東京都三鷹市で行ったアンケート調査より、乳幼児年齢別

の活動環境の実態と、活動環境としてのその空間に対する評

価について把握した。

（１）よく出かけるところとして指摘のあった空間としては、

全体として「公園」「商業施設」「子育て支援施設」「家（自宅

以外）」「児童館」といった用途分類が比較的多かった。

　しかし１歳半未満では「商業施設」「公園」「子育て支援施

設」を中心に分散的なのに比べ、１歳半以上では「公園」が

突出して多いといった傾向がみられ、概ね同じような用途分

類が指摘されながらも年齢による偏りがみられた。

（２）主要な活動空間への移動手段に着目して全体を概観する

と、１歳半未満は「徒歩」、1歳半以上は「自転車」といった

年齢別な違いが顕著であった。「子どもをバギーに乗せて徒歩

で出歩く」から「自転車へ同乗して移動する」への成長に沿っ

た移動手段の変化は、地域での活動空間の認知・選定・活用

に影響を与えているものと考えられる。

（３）さらに活動空間によって、年齢によって、一緒に過ごす

人や過ごし方にも相違があることが示された。特に１歳半以

上では、「家（自宅以外）」だけでなく「公園」「子育て支援施

設」「児童館」でも友達（とその子ども）等との関与が多くみ

られ、他者との関わりが活動空間の選定・活用に影響を及ぼ

していることが推測される。

（４）「よく行くところ」として指摘された主要な活動空間に

対しての評価項目の違いは用途分類によって顕著であった。

親子で外出する際の選択基準で「立地・アクセス」が上位で

ありながらも、近さ（「立地・アクセス」）を最大の利点と評

価する空間と若干時間がかかっても出向き別の点を評価して

いる空間があることから、ニーズを満たすための空間を的確

に選択・活用している様子が垣間見られた。

　本調査において、乳幼児を持つ子育て家庭が自宅以外で親

子で過ごすと指摘された空間はある程度画一的であった。し

かし、遊具の充実さだけでなく自然から季節感や落ちつき感

が得られる「街区公園・近隣公園」（主に１歳半未満）、買い

物だけでなく子どもも楽しめて自らの気分転換も可能な「商

業施設」等、その場所の本来の目的とは異なる視点からの評

価も浮き彫りにされ、このような視点の存在が親子の「居場

所」を成す起点であること、親子で過ごす「居場所」と成り

得る空間が地域に潜在していることが明らかとなった。

　親子にとって「居場所」と成り得る可能性のある地域の都

市空間や都市施設が、機能・数・位置等を考慮の上適切に配

置され、親子の選択的行動の自由度を高めること、すなわち

「居場所のユニバーサルデザイン化」を目指す必要性は極めて

高いといえよう。

　今回指摘は少なかった空間ものの、「居場所」として有効に

活用される可能性が高い都市空間や都市施設は多い（例：集

合住宅等のプレイロット、保育園等）。親子の「居場所」の本

質的ニーズの更なる解明・検証、「居場所」選択と居住地との

関係性の解明等に加え、例えば子育て支援施設等の専門施設

の量的設備だけを目指すのではなく、既存施設や空間を活か

したソフト・ハード両面からの複合的・補完的な方策・整備

の具体的検討等は今後の課題といえよう。

厚生労働省による「つどいの広場」事業もその一つで、乳幼児を持
つ子育て中の親が気軽に集い語り合うことで精神的な安心感をもた
らし問題解決の糸口となる機会を提供することが必要であるとして、
場所の提供とともに、ボランティアによる相談等が実施されている。
子育て支援センター等の地域施設整備もハード面からの代表例の一
つとして挙げられる。参考文献３）参照。
他にも回答者及び対象児の基本的属性、外出の際の選択基準、外出
先の情報収集方法、子育て支援施設の認知と利用度、育児不安、パー
ソナリティ、ソーシャルサポート、外出への積極性、親子で一緒に
出かけ過ごすところの詳細な記述及び評価について等も質問した。
聞き取り調査結果（評価グリッド法による評価構造の抽出）につい
ては別稿〔参考文献４）〕にて発表。
本研究における「活動環境」とは、どこで（空間）、いつ（時間）、誰
と（集団）、なにをして（方法）過ごすかについての総体的環境とし
ている。参考文献５）参照。
保健センター、保育所、北野ハピネスセンター、児童館等。
「設備・機能」はその空間自体の設備や物的条件、「環境」は自然・
周辺環境、「立地・アクセス」はその空間への移動過程に関すること、
「利用形態」はそこでの利用条件・状況、「利用者」はそこでの人間
関係に関すること、「過ごし方」は遊びのプログラムの有無といった
各々８項目（「過ごし方」のみ７項目）を提示し回答を求めた。
ここでの「一緒に過ごすところ」とは、公園や公共施設などの特定
の目的を持っていくところだけでなく、散歩コースや買い物途中に
立ち寄るところ、他人の家、スーパーの遊具コーナーなども含めた
もので、三鷹市内に限らず、具体的な名称（呼称）でも可であると
いう注記の下、回答を求めた。なお４歳未満のこどもが２人いる場
合は年長児を対象とした。
回答では、例えば「すくすくひろば」「東児童館」「むらさき子ども
ひろば」「下連雀きたうら公園」「牟礼公園」「井の頭公園」「野川公
園」といったような指摘が多く、具体的名称で活動空間を広く認知
している様子が窺える。
三鷹市内には、児童遊園136箇所、都市公園37箇所、緑地36箇所
と点在しており、井の頭公園、野川公園、玉川上水緑道等の大規模
な公園もある（H15.4現在）。
商業施設に類する回答は「街・商店街」「大型スーパー」「その他」に
大きく３分類されるが、「大型スーパー」の記載に際し、店舗内に在
るプレイコーナー（以下、図表上では適宜PCと表記）を特定したも
のやプレイコーナーの利用が明確にわかる記入がみられたため、特
に「PC利用有」「PC利用無」に分けて集計を行った。
子育て支援施設として具体的に数多く指摘があったのは三鷹市中心
部にある子ども家庭支援センター（「のびのび広場」「すくすく広
場」）であった。いずれも利用対象者を３歳児までとしているが、前
者は駅前ビル内施設、後者は公園隣接独立型施設で、立地条件より
そこでの過ごし方も必然的に決められる。
三鷹市の東・西児童館では児童青少年健全育成活動として、中心部
のみに集中する子ども家庭支援センターを補完する位置づけとして、
乳幼児を対象とした子育て支援事業を行なっている。
市内には幼児コーナーを設置しおはなし会を実施する図書館５箇所、
幼児コーナーを常設するコミュニティセンター８箇所が点在する。
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