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Ⅰ　中高生世代の抱える問題の背景と「居
場所」に関する研究

１．中高生世代の抱える問題の背景

　現代の中高生世代が抱える問題として，不
登校や引きこもり，いじめ，少年非行，フリー
ターやニート等の問題があげられる。それら
は，社会的にも注目を集めており，さまざま

な方面で取り上げられている。しかし，現代
の社会は，先に述べたような問題を抱える中
高生世代に限らず，その他の中高生世代に
とっても生きづらい環境であるという指摘も
なされている。
　その背景として，高度経済成長期以降，子
どもたちの生活環境が変容したことや社会全
体の中で，学校の成績が基準となる「学校化」
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が進んできたことが指摘されている(1)。
　そして，その解決のためには，地域社会の
中に「居場所」を作り出すことが必要なので
はないかという指摘がなされ，1990年代以降，
さまざまな実践が行なわれている。

２．中高生世代の「居場所」に関する研究

　それと同時に，研究も増加し，心理学・建
築学・社会学・教育学等，さまざまな分野で
取り上げられるようになった。特に，社会教
育実践やそれをめぐる研究においては，中高
生世代の「居場所」について，学校外におけ
る子ども・若者支援への方法論へと具現化さ
れており，その中で，大人の役割が重要であ
ることや中高生世代の参加・参画の重要性が
指摘されている(2)。それらの議論をふまえ，
新谷は，参加・参画する若者と参加・参画し
ない若者の存在を重要視し，利用者と非利用
者と職員の三者の構造と原則および参画する
若者（中高委）とそれを支援する職員，参画
しない若者（一般利用者・潜在的利用者），
大人社会（健全育成関係者）との関係を明ら
かにしている。そして，中高生委と大人社会
との関係において，若者の意見に対して，大
人側から抵抗がみられたことを指摘してい
る。また，子ども・若者の参画実践における
大人－子ども・若者関係の葛藤とその乗り越
えのプロセスを分析した結果から，子ども・
若者の参画の際，大人と子ども・若者の共同
決定では，本当の参画は成立しないこと，大
人と子ども・若者の対立・葛藤は避けられな
いことを指摘している(3)。
　しかし，これまでの議論においては，今日
の居場所づくり実践において大きな役割が期
待されている「地域社会」に関する視点が取
り上げられていない。地域社会の中に居場所
を作り出し，継続的な場を作っていくために
は，地域住民からの支援が欠かせない。また，
最近では，行政が市民団体や地域住民とパー
トナーシップを形成し，子どもの居場所づく

り等を推進している動きが注目されている。

Ⅱ　研究の目的と方法

　そこで，本研究では，「居場所」に関わる
大人の存在として，施設職員だけでなく，地
域住民を取り上げ，行政と地域住民がパート
ナーシップを組み，中高生世代も参画しなが
ら運営されている居場所づくり実践に注目し
たい。そして，これまでのプロセスを踏まえ，
実践に関わる大人（施設職員・地域住民）が
どんな場を目指し，どんな役割を担っている
のか。そして，作り出された「居場所」が，
中高生世代に受け入れられるためには，どん
な原則が必要であるのかを明らかにしたいと
考える。
　その際，長野県茅野市こども館「CHUKO
らんどチノチノ」(4)を事例として取り上げる。
調査方法としては，「地域社会」に注目した
居場所づくり実践に関する研究は，十分にな
されていない状況のため，実態をより詳しく
把握できる質的調査法を採用した。具体的に
は，地域住民２名および施設職員２名へのヒ
アリング調査を実施した。調査対象者(5)は，
実践が始まった当初から現在までの過程を聞
き取るため，長野県茅野市において，居場所
づくり実践がはじまった当初から現在まで一
貫して関わっている人物とした。
　ヒアリング調査は，あらかじめ大項目とそ
の項目に沿った小項目を考え，作成した調査
票をもとに，半構造的に行った。調査のはじ
めに，研究の趣旨と大項目の内容について説
明し，了承を得てから，質問に入った。対象
者の返答に合わせて，質問の順番は前後させ
た(6)。ヒアリングの内容は調査対象者の承諾
を得てから録音した。なお，面接は１時間程
度行ない，録音テープは逐語録として文章化
しておこし，分析の基礎資料とした。
　分析は，調査データ（ヒアリング調査の逐
語録）から，居場所づくり実践においてシン
ボルとなるワードを抜き出し，それをKJ法
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的方法により分類し，カテゴリー化を行なっ
た。その後，それらの関係性の構造化を行っ
た。

Ⅲ　居場所が果たしている原則とその関係
性

１．長野県茅野市こども館の概要

　茅野市こども館は，住民参加の手法で策定
された「茅野市地域福祉計画（福祉21ビーナ
スプラン）」に基づいて，子どもと家庭を応
援するために作られた施設である。JR茅野
駅前のビル「ベルビア」のテナント撤廃に伴っ
て，「ベルビア」内に設置された。その中には，
０歳から３歳までの子どもと保護者を対象に
した「０１２３広場」と中高生および同年齢
の若者を対象にした「CHUKOらんどチノチ
ノ」がある。
　「CHUKOらんどチノチノ」は，設計段階
から中高生が関わり，企画運営も中高生が
行っている施設で，2002年４月に誕生した。
この施設は多目的広場・ダンス練習室・音楽
室・卓球室・学習室を備え，バンドやダンス
等の活動をおこなう場として，また中高生世
代が自由に立ち寄れる場として作られた。施
設職員が常駐し，利用者からの相談を受ける
等も行なっている。また，地域住民によって
組織されている「サポート委員会」を設け，
中高生主体のこども運営委員を支えている。

２．「CHUKOらんどチノチノ」に関わる大

人がイメージする「居場所」

　「CHUKOらんどチノチノ」に関わる大人
がイメージする「居場所」とはどのようなも
のであるのかを整理すると，４つの場が浮か
び上がった。
①　学校に適応できない子にとっての拠り所
　地域住民Bは，当初の目的として，「学校
は行けなくてもここ（CHUKOらんどチノチ
ノ）には来れるということがあればいいなと
思っていた」と話していた。

　実際にはどうなっているかというと，施設
職員Dから，以下の回答があった。
　「どちらかというと，学校で目立てない子
や頑張れない子が来ていることが多いように
思う。そういう子たちの居場所になっている
といいと思う。」
　また，地域住民Aは，「学校に行けない不
登校の子たちが来て，なんとなく過ごせると
いう場であってくれればいいなと思いますけ
どね」と話していた。
　以上のことから，建設当初から，学校に適
応できない子にとっての拠り所としての場が
想定されていたことが明らかになった。
②　やりたいことをやれる場
　第２に，やりたいことをやれる場が想定さ
れた。
　施設職員Dは，利用している中高生たちの
１つの層として，「ダンスだとかバンドだと
か，学習室だとか，目的がはっきりあってく
る子達がいる」ということを述べている。
　また，地域住民Bも，「楽器の練習とか，
目的を持ってきている子もいると思う」とや
りたいことをやれる場としての役割を果たし
ていることを認識している。
　そして，利用者のやりたいことを尊重する
ために，施設職員Dは以下のように話してい
た。
　「最初のころは，チノチノの中高生にこう
いうことをやってくださいというお願いが
あった。しかし，それを受けて外にばっかり
アピールしていると，チノチノを使うという
中で，彼らがやりたいことをできないという
話になって，サポート委員のなかで，手伝っ
てくれみたいなことはやめましょうというこ
とになった」
　以上のことから，利用者のやりたいことを
やれる場として存在していると同時に，やり
たいことをやれる環境を作り出そうとしてい
ることが，明らかになった。
③　悩みを相談する場
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　第３に，悩みを相談する場が想定された。
　地域住民Aは，以下のように述べている。
　「中高生が親に悩みを相談するってありえ
ない話でしょ？普通は，友達同士で愚痴を
言ったりする。比較的年齢が近い職員に性の
ことなど悩みを話してくれるようになればい
いと思う」
　このように，施設職員が利用者の悩みの相
談を受ける存在になることを期待している。
実際に職員も，利用者からさまざまな相談を
受けている。
④　ふらっと寄れる場
　第４に，ふらっと寄れる場が想定された。
　先に述べた計画策定時に，中高生のことに
ついて話し合いが行なわれた。その時，「最
近の中高生はコンビニでたまってたりする。
きれいな形じゃない」という意見が出たこと
を地域住民Bが述べている。そしてその子た
ちを捕まえて聞いたら，「茅野には溜まり場
がない」という意見があり，こどもフォーラ
ムでも「溜まり場があったらいいのに」とい
う意見が出たという。そこで，「中高生が気
軽に集まれる場所を作りたいと考え，プラン
で作っていこうとしたら，たまたま駅ビルが
開いた」と話していた。
　また，地域住民Aは，「高校になると多く
の子どもたちが駅を利用して諏訪周辺の高校
に行くので，駅のところに溜まり場をつくる
といいのではないかと話し合っていた」と述
べている。
　現在の状況について，施設職員Dは，
「CHUKOらんどチノチノ」の特徴のひとつ
として，「友達とかが集まって，ふっらと寄
れるということがある」と回答している。
　また，地域住民Bも「何か目的がなければ
いられないのは居場所じゃないと思う」と述
べ，何もなくてもふらっと寄れるということ
を重要視していた。
　以上のように，「CHUKOらんどチノチノ」
は，建設当初から現在も，ふらっと寄れる場

として，想定されていることが明らかになっ
た。

３．居場所が中高生世代の現状に合うような

機能を発揮するための原則

　「CHUKOらんどチノチノ」に関わる大人
がイメージする「居場所」が，実際にそこを
利用する中高生世代の現状に合うような機能
を発揮するためには，どのような原則が必要
であるのかを整理した。その結果，以下の７
点が導き出された。
①　非学校
　まず，第１に，学校とは異なる空間を形成
する「非学校」という原則が導き出された。
　そして，非学校の原則には，以下の３つの
側面があげられた。
　１点目に，先生のような存在がいないこと
である。
　施設職員Dは，「大人が入るとき，どうい
う形かということもあるけど，見学させて，
話を聞かせてというと利用者は，気軽にこた
えてくれる。ただ，学校の先生となると嫌が
る。『はよ帰って勉強せい』とかいって帰る
から。やっぱり，そういう目は嫌みたいです」
と述べている。
　また，CHUKOらんどチノチノができた際
にも，建設委員の子どもたちから，「自分た
ちで管理したい」ということとともに，管理
されたくない存在の１つに「先生」があげら
れていたという話があった。
　つまり，中高生世代は，学校とは違う先生
のような存在がいない空間を求めていること
が明らかになった。
　２点目に，学年を超えてつながることがで
きることである。
　地域住民Aは，以下のように話していた。
　「チノチノはやっぱり，バンド活動がさか
んですよね。今年の運営委員もバンドをやっ
てて，高校生たちに誘われてやるようになっ
たと話していた。そんな風に中高生がつな
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がっているという話を聞いた。中高生がいい
形でつながっていってくれればいいなと思っ
ていますけどね」
　しかし，中学生からすると高校生は近寄り
がたい存在となっている部分もあるようであ
る。また，中学生の親からは高校生がおり，
悪い影響を受けるかもしれないから，行かせ
たくないという意見もあるという。
　そのことに対して，地域住民Bは，以下の
ように話している。
　「高校生からいるからこないという中学生
もいるかもしれない。チノチノに，来てる子
は高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんがいるから
いいといっているが。高校生が中学生に悪い
ことを教えるかもしれないと心配している大
人もいるようだが，僕は，教えてやってほし
いと思っている。いいことも悪いことも。こ
れを取捨選択していく能力を身に着けること
が大切だと思うから」
　以上のことから，学年を超えて中学生や高
校生がつながっている現状が明らかになっ
た。
　しかし，CHUKOらんどチノチノは学年を
超えてつながる場としての役割を意識しなが
らも，利用対象を中高生世代に限定している。
　その理由として，施設職員Dは，以下のよ
うに話していた。
　「中高生が集まる場所として，児童館など
があるが，児童館は小学生にも配慮して作る
ので，中高生が使う割には幼稚な感じになっ
てしまう。中高生に限定すると，『カッコい
いこと』・『かわいいこと』ができる。あとは，
18歳以上となるとタバコとか許されることが
多くなってしまうから，高校生でとめておい
たほうがうまく使えるのかなと思う。高校生
だけを見ていると，小学生でもいてくれたほ
うがおとなしく使ってくれるかなということ
もあるが。高校生たちがのびのび使うにはい
いかなとも思う」
　また，CHUKOらんどチノチノの上のフロ

アでは，０１２３歳児とその保護者を対象と
した０１２３広場があり，こども館をつくる
までの話では，「CHUKOらんどチノチノ」
の利用者と小さい子が触れ合えればいいとい
う意見も出ていたが，実際の様子を聞いてみ
ると以下のような意見が聞かれた。
　施設職員Cは，以下のように述べている。
　「チノチノとの交流は難しいと思う。中高
生の求めているものがちょっと違う。お母さ
んたちは「どうぞ」と受け入れてくれると思
うけど。県立高校は定期的に実習をやってい
て，ここも実習場所になっているけど，お母
さんたちは心よく受け入れてくれていて，そ
ういう姿勢もある。だけど，中高生がどう思っ
ているか。チノチノのこどもたちが求めてい
るものは違うと思う」
　また，施設職員Dは，以下のように述べて
いる。
　「チノチノに来ている子どもたちは，そう
いうつもり来ていない。あとは，中高生に運
営管理をまかせているので，こういうことが
いいことだからこういうことをやりましょう
よということが強く出てしまうとここの目的
と違ってくるように思う。その年のこどもに
よっては，興味があって『やってみたい』と
いう子もいる。そういう時には，僕たちが
０１２３に連れてきて，ボランティア登録を
して，やったりしている」
　現在では，地域における多世代交流の風潮
が広がっている。しかし，現代の中高生世代
のニーズを重要視したとき，難しい現状にあ
ることが指摘できる。
　３点目に，学校を超えてつながることがで
きることである。
　施設職員Dからは，「今年は時に，中学校
が一緒で高校が違ってしまった子たちが，こ
こで会ったりしてる」という話を聞いた。
　地域住民Bからも，「いろんな子との出会
いを求めてきている子もいると思う。学校が
違ってもここにいると仲良くなれるという話
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を聞く」という話を聞いた。
　実際に，著者が「CHUKOらんどチノチノ」
を訪れた際にも，異なる制服を着た高校生た
ちが，一緒に卓球をしたり，ダンスをしたり
していた。
　以上のことから，学校という枠をこえたつ
ながりをもたらしていることが明らかになっ
た。
　先に述べたことを総合的に捉えると，中高
生世代は「CHUKOらんどチノチノ」に学校
とは違う場としての「非学校」原則を求めて
いることが明らかになった。
②　非家庭
　第２に，家庭とは異なる空間を形成する「非
家庭」という原則が導き出された。
　地域住民Aは，以下のように述べている。
　「中高生が親に悩みを相談するってありえ
ない話でしょ。普通は，友達同士で愚痴を言っ
たりする。比較的年齢が近い職員に性のこと
など悩みを話してくれるようになればいいと
思う」
　このように，「CHUKOらんどチノチノ」
に家庭とはまた違う役割を期待している。
　また，先に述べた管理されたくない存在と
して「先生」とともに「親」もあげられてい
たという。
　つまり，中高生世代は，「CHUKOらんど
チノチノ」において，家庭とは違う場として
の役割を求めており，それを果たしているこ
とが明らかになった。
③　非連携
　第３に，学校や家庭と連携しない「非連携」
という原則が存在していることを指摘した
い。
　「CHUKOらんどチノチノ」では，利用者
の情報をどのように得ているのかというと，
はじめてきた子に対して，「登録カード」を
記載してもらっている。その内容は，住所・
保護者氏名・本人氏名・電話番号・学校名で
ある。それ以外のことについて職員は，本人

と話をしていくなかで知っているという。特
別に，学校や家庭と特別な連携をとっている
わけではない。
　現在，さまざまな場面において，連携する
ことの重要性が叫ばれているが，それがマイ
ナスに作用することも考えられる。例えば，
学校や家庭で嫌なことがあり，「CHUKOら
んどチノチノ」に来た際，そのことをすべて
施設職員が知っていたならは，利用者の対場
としては居心地がよいとはいえないのではな
いかと考える。
　また，ヒアリング調査の中で，地域住民は
施設職員が利用者の悩みの相談を受ける存在
になることを期待しており，実際に職員も，
利用者からさまざまな相談を受けている現状
が明らかになった。
　その場合，施設職員が，教員や保護者と密
接に連携していると，利用者は施設職員に気
軽に相談できないのではないかと考える。
　先にも述べたように，「CHUKOらんどチ
ノチノ」では，学校や家庭と特別な連携をとっ
ていない。そのことが利用者に信頼感や安心
感を与え，１つの重要な原則を果たしている
ことが指摘できるのではないかと考える。
　しかし，連携していない反面，「CHUKO
らんどチノチノ」では，学校の先生や保護者
らの理解が得られにくい状況にあるという課
題があげられている。地域住民Aから，「う
ちの娘たちはいかない。遠いということもあ
るが，駅周辺は危ないということで，学校か
ら『行かないように』という指導があるらし
い」という話があった。それへの対応として，
各学校の校長先生を集めて，説明をおこなっ
ていると話されていた。
④　非指導
　第４に，特別な指導を行なわない「非指導」
という原則が導き出された。
　施設職員Dは，「監視しているという雰囲
気は出さないようにしている。また，自分た
ちのほうからこれをやれ，あれをやれという
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ことはあまりない」と述べている。
　また，施設職員Cも，「ここは大人が入り
込めないところだと思う。ちょっとお兄さん・
お姉さんという存在でいることが必要なんだ
と思う」と述べている。
　つまり，施設職員は，指導するためにいる
わけではなく，利用者の少し先を行くメン
ター的存在としており，そのことが「CHUKO
らんどチノチノ」を形成する重要な原則の１
つになっているということが明らかになっ
た。
⑤　受容
　第５に，ありのままを受けとめる「受容」
という原則が導き出された。
　施設職員Cは，以下のように述べている。
　「チノチノでは，そこにいても，決まりきっ
た言葉をかけられない。上からものを言われ
ない。同じ立場で，ちょっとお兄さん，お姉
さんが自分の思いを受け止めてくれる。だか
ら，こどもが素直になれる。教員にはなせな
いこともチノチノでは話せたりする。同じこ
とをいわれても受け止める部分が違うと思
う」
　また，実際に利用している利用者の様子を
見て，施設職員Dは，「親とか先生とか学校
とか，そういう監視とかそう目がなくてのん
びりしたくて利用をする子もいる」と述べて
いる。
　つまり，利用者は特別な何かを求めている
わけではなく，同じ立場でありのままの姿を
受容されることを望んでいるのではないかと
考えられる。以上のことから，受容という原
則も求められているのではないかと考える。
⑥　見守り
　第６に，危険から守り，必要な支援を行な
う「見守り」という原則が導き出された。
　「CHUKOらんどチノチノ」には，中高生
運営委員をサポートする大人のサポート委員
会が組織されている。
　サポート委員会の役割について，地域住民

Aは，以下のように話している。
　「別に子どもたちを管理や監視するわけで
はなくて，外からよからぬ大人が入らないよ
うに子どもたちを守る委員会。商売や宗教の
勧誘から守る存在。子供たちがやりたいとい
う意見が出たときに，行政に予算づけをお願
いするための委員会である」
　また，当初から現在までサポート委員を
行っている地域住民Bも，以下のように述べ
ている。
　「チノチノに不備があったとしても，職員
からではなくて，こどもたちからの要求が
あって，初めて動く。何かを習いたいという
ニーズがこどもたちから出てきた場合は，大
人のサポート委員が協力している。サポート
委員とはそういう存在」
　つまり，施設の運営は中高生に任せるとい
う形をとっているが，まかせっきりにするの
ではなく，適度な距離で見守り，必要なとき
には支援をおこなうという原則が存在してい
ることが明らかになった。
⑦　教育
　第７に，望むべき方向性を提示し，行動を
促す「教育」という原則が導き出された。
　ここでいう教育とは，地域住民が中高生世
代に期待した教育的意図のことである。
　地域住民Aは，以下のように述べている。
　「チノチノに関しては，大人からの押し付
けではなく，自分たちで作ってほしかった。
自分たちが作ったものでなければ大切にしな
いのではないかと思った。また，イベントの
ときだけ集まるというのでは意味がないと
思っていた」
　「運営を任せるということになったとき，
彼らがチノチノでのルールを決めて，大人に
説明して，それを大人が了解していった。大
人が作るより，厳しいルールになったと思う。
子供たちのほうも任せると，責任を持たせる
ときちんとやる」
　また，地域住民Bも，以下のように述べて
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いる。
　「計画策定時から，きちっとしたルートで
物事を要求すれば，きちっとした話し合いを
すれば，大人は受け止めるんだということを
理解してほしかった。そういう意味でも教育
計画なんだということを理解してほしい」
　「こどもたちの自主性を尊重したかったか
ら，児童館という形態ではない茅野独自の場
をつくった。その主体は中高生で，中高生の
要望にこたえるという形で進められてきたと
いうことを理解してほしい」
　つまり，地域住民からは中高生世代に教育
的意図を投げかけ，それを中高生たちがクリ
アしてきたという過程が見て取れる。以上の
ことから，「CHUKOらんどチノチノ」の実
践においては，教育の原則が存在しているこ
とが明らかになった。

４．「CHUKOらんどチノチノ」を通じた大

人と中高生世代の関係性

　「CHUKOらんどチノチノ」を通じた大人
と中高生世代の関係性について，整理すると，
以下のことが明らかになった。
① 　「CHUKOらんどチノチノ」に関わる大
人と中高生世代の関係性
　「CHUKOらんどチノチノ」に関わる大人
と中高生世代の関係性について，整理を行っ
た。
　例えば，「学校に適応できない子にとって
の拠り所」としての場での関係性を構造化す
ると，地域住民およびサポート委員は，学校
に適応できない子が，学校に行けなくても出
かけることのできる場所があり，そこに行き，
何らかの影響を受け，成長することを目指す
教育的意図を持っており，利用者に対し，「教
育」の原則を担っていることが明らかになっ
た。また，学校に適応できないことを否定す
るのではなく，ありのままを「受容」すると
いう原則と利用者に対し，特別な指導をしな
いという「非指導」の原則を担っていること

が明らかになった。
　また，「やりたいことをやれる場」として
の場の関係性を構造化すると，地域住民およ
びサポート委員は，利用者がやりたいことを
することができ，安全に活動できる環境を保
障するため，「見守り」機能を，また，中高
生世代の成長に期待する「教育」機能を担っ
ていることが明らかになった。そして，施設
職員は，利用者のやりたいことを受け止め，
尊重し，一緒に考えていく，「非指導」・「受容」
機能を担っていることが明らかになった。
　つまり，「CHUKOらんどチノチノ」の実
践では，「非指導」・「受容」原則を行なう施
設職員と「教育」・「見守り」原則を行なう地
域住民という異なる立場の大人が存在してい
た。そのため，利用者は，施設職員から必要
以上の「教育的はたらきかけ」を受けること
なく，施設職員を，自分のありのままを受け
止めてくれる存在として，認識することがで
きるのではないかと思われる。そして，その
ことが，より充実した居場所づくり実践を展
開する要因になっているではないかと考え
る。また，地域住民およびサポート委員から
の「教育」原則に対しても，否定的な意見は
聞かれなかった。その理由として，地域住民
が「教育」原則と同時に，「見守り」原則を担っ
ていることが考えられる。そのことは，利用
者にとって地域の大人が教育的意図を投げか
けるだけの存在ではないと認識され，中高生
世代からも受け入れられているのではないか
と考える。
　また，「悩みを相談する場」としての場の
関係性を構造化すると，施設職員は，ありの
ままの利用者を受容し，特別な指導をしない
「受容」，「非指導」の機能を担っていること
が明らかになった。また，親や教師と連携し
ないことにより，「非連携」機能を担っていた。
そして，そのことが，「脱家庭化」機能や「脱
学校化」機能につながっていることが明らか
になった。その他に，施設職員と教師との間
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に，「非連携」の原則が成立していた。それ
が「非学校」につながり，学校に適応できな
い利用者にとって，利用しやすい環境をつく
りだしているのではないかと考えられる。
　また，「見守り」原則として，利用者を危
険から守り，必要な支援を行なっていること
が明らかになった。中高生世代のやりたいこ
とが最大限尊重されることは大切なことであ
るが，中高生世代だけでは安全が保障できな
いことや実現することが難しいことも多くあ
る。そのようなときに，協力することのでき
る大人の存在があることにより，「CHUKO
らんどチノチノ」の実践はより充実したもの
になっているのではないかと考える。
　最後に，「ふらっと寄れる場」としての場
の関係性を構造化すると，「CHUKOらんど
チノチノ」は，施設職員が，ありのままの利
用者を「受容」し，何か特別なことを求めな
い「非指導」の原則をもっていることが明ら
かになった。そして，そのことにより，利用
者がふらっと寄れる場として存在することが
できているのではないかと考えられる。
　また，ふらっと寄れる場を形成するために
は，「非学校」，「非家庭」といった日常生活
とは少し違う原則を持っていることも重要で
あると考えられる。
　以上，「CHUKOらんどチノチノ」を通じ
た大人と中高生世代の関係性を総合的に捉え
ると，７点の原則のうち，「非指導」「受容」
については，施設職員が担っており，「見守り」
「教育」については，地域住民およびサポー
ト委員が担っていることが明らかになった。
また，「非学校」によって，「CHUKOらんど
チノチノ」と学校との間に，「非連携」な関
係が成立しており，「非家庭」によって，
「CHUKOらんどチノチノ」と家庭との間に，
「非連携」な関係が成立していることが明ら
かになった。
② 　「CHUKOらんどチノチノ」に関わって
いない地域住民と中高生世代の関係性

　調査の結果，「CHUKOらんどチノチノ」
に関わっていない地域住民と中高生世代との
関係においては，「地域住民と中高生世代が
近接化している」という現状が明らかになっ
た。
　「CHUKOらんどチノチノ」の開館当時に
ついて，施設職員Dは以下のように述べてい
る。
　「いい施設ができたと思っている人ばかり
ではなかった。高校生の溜まり場をつくって
何かあったらどうするんだという意見もあっ
たし，出来てからも，ビル内で高校生が何か
していると，どうにかしてくださいと大人の
人が言いにくるということがあった」
　実際に建設過程に関わってきた地域住民B
も「他の地域住民は，最初は，不良の溜まり
場を作ってどうするんだという感じだったと
思う」と述べている。
　「CHUKOらんどチノチノ」は，駅前のビ
ル内に実際に建設され，５年が経過している。
　施設職員Dは，現在のチノチノの存在を，
以下のように述べている。
　「その年代の親は知っていると思うが。他
は知らないかもしれない。こっちからチノチ
ノのことを発信していくということもしてい
ないし，あのスペースをつかって満足してい
る。地域の人の中には，なにしてんだと思っ
ている人も多いと思う」
　しかし，小さな変化が地域住民の中に起こ
り始めているという話も聞かれた。
　例えば，先ほど述べた，「ビル内で高校生
が何かしていると，どうにかしてくださいと
大人の人が言いにくるということがあった」
ということに対し，施設職員Dは「高校生が
何かしていたら，その場で言ってやってくだ
さいと伝えていた」と話し，そのことによっ
て，「少しづつ市民の方も理解してくれるよ
うになったし，高校生もいろんなことがわ
かってきて，使い方がうまくなってきた」と
述べている。
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　実際にそのような関わりがなくても，チノ
チノがあることによって，「地域の人にとっ
ては，今までどこにいるかわからない中高生
がここにいるんだ，こんな子がいるんだとい
うことはわかってもらえるようになったよう
に思う」と述べている。
　また，地域住民Bは設立当時のことについ
て，以下のように述べている。
　「子どもたちのほうから自分たちで考えた
いという意見がでて，建設委員会ができた。
それで，はじめの話し合いのとき，建設委員
から大人は全員退去してくれといわれて，こ
どもたちだけで話し合いをした。大人がいる
と大人の顔色をうかがう。それは嫌だと言わ
れた。1600万円の税金を使ってるし，われわ
れは心配した。駅前だし，市民のみんなの目
に付く。不良の溜まり場を税金を使って作る
のかと言われることになったら，どうしよう
と思っていた。しかし，子どもたちが自分た
ちで作ろうという気持ちを大事にしようとし
た。建設から現在までを見て，地域の人もこ
れだったらと安心してきたんではないか」
　このように，中高生世代と地域住民の間に
は，今までまったく接点のなかった関係から，
「CHUKOらんどチノチノ」という場所を通
じて，近接化しているという状況が見てとれ
た。
　現代の中高生世代にとって，このまま接近
していくことが望ましい状況であるのかとい
う点に関しては，施設職員Dは，以下のよう
に述べている。
　「道行く地域の人が高校生に声をかけてく
るということは中高生も求めてないとおも
う。ただ，サポート委員という人たちがいる
ということやこういう場を市で作ってくれて
いるということは中高生もわかっていると思
う」
　つまり，中高生世代と地域住民は，接近し
ていくことが求められていくわけではなく，
ある一定の距離を保ちながら，関係性を築い

ていくことが求められているのではないかと
考えられる。
　そして，一定の距離間を保ちながら関係性
を築いていくことは，地域住民およびサポー
ト委員が，「教育」・「見守り」原則を担う上
でも，重要な要件になるのではないかと考え
る。

Ⅳ　おわりに――結論と今後の課題

　本研究の結論は，①中高生世代の居場所づ
くり実践において，居場所が中高生世代の現
状に合うような機能を発揮するための原則と
しては，「非学校」，「非家庭」，「非連携」，「非
指導」，「受容」，「見守り」，「教育」の７点が
成立していることである。②７点の原則のう
ち，「非指導」・「受容」については，施設職
員が担っており，「見守り」・「教育」につい
ては，地域住民およびサポート委員が担って
いること，および「非学校」によって，
「CHUKOらんどチノチノ」と学校との間に，
「非連携」な関係が成立しており，「非家庭」
によって，「CHUKOらんどチノチノ」と家
庭との間に，「非連携」な関係が成立してい
ることである。そして，長野県茅野市こども
館「CHUKOらんどチノチノ」では，「非指導」・
「受容」原則を行なう施設職員と「教育」・「見
守り」原則を行なう地域住民という異なる立
場の大人が存在することによって，より充実
した居場所づくり実践を展開できているので
はないかと考えられる。また，「CHUKOら
んどチノチノ」は，中高生世代の日常的な場
所である学校や家庭と連携していないことに
より，中高生世代にとって，居心地のよい空
間を提供できているのではないかと考えられ
る。③地域社会に対して，「中高生世代と地
域住民との近接化」といった影響を与えてい
ることである。長野県茅野市では，お互いに
知り合う関係性を，「CHUKOらんどチノチ
ノ」を通じて，築くことができていた。そし
て，そのことが地域住民と中高生世代の近接
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化をもたらしていた。しかし，地域住民およ
びサポート委員が，「教育」・「見守り」原則
を担う等，中高生世代にとって心地よい，自
主性のある居場所づくり実践を展開するため
には，一定の距離間が必要なのではないかと
考えられる。
　本研究で得られた見解を，すぐに普遍化す
ることは難しい。茅野市こども館「CHUKO
らんどチノチノ」の実践は，行政が地域住民
とパートナーシップを形成し，おこなってい
る実践であること，中高生世代の主体的参加
を促した実践であること，地域住民との関係
性を意識している実践であること，から注目
すべき実践であると考える。そのため，他の
居場所づくり実践への質的・量的研究によっ
て，本研究によって明らかになった見解を比
較，検証し，普遍化することを今後の課題と
したい。
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⑷　土橋善蔵・鎌田實・大橋謙策編集代表　茅
野市の21世紀の福祉を創る会・日本地域福祉
研究所編『福祉21ビーナスプランの挑戦－
パートナーシップのまちづくりと茅野市地域
福祉計画－』中央法規出版2003．
⑸　調査対象者の概要
　　対象者Aは，茅野市の21世紀の福祉を創る
会における子育てに関する専門部会におい
て，母子保健部会の委員長として関わり，そ
の後，地域福祉計画およびこども・家庭応援
計画の策定にも深く関わった人物である。
　　対象者Bは，市民ワーキングの時から関わ
り，どんぐりプラン作成の時には，策定委員
長として関わった。「CHUKOらんどチノチ
ノ」の建設にも当初から関わり，現在もサポー
ト委員として関わっている人物である。
　　対象者Cは，茅野市こども館の館長である。
また対象者Dは，「CHUKOらんどチノチノ」
の職員で，開館当初から５年間，中高生世代
に関わっている人物である。
⑹　ただし，ヒアリング調査対象者Aのみ，調
査のはじめに，研究の趣旨とおおまかな調査
の内容について説明をおこない，まず対象者
から地域福祉計画策定からの流れについて準
を追って話していただいた。その後，質問に
入った。


