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Ⅰ　はじめに

１）問題の背景と研究目的
核家族化の進行や共働き世帯・ひとり親世帯の増
加による子どもとりわけ小学生が放課後の時間を過
ごす場，児童生徒の不登校率の高止まりを受けた新
たな学びの場，貧困世帯の子どもや社会的養護退所
者のための支援の場など，学校・家庭の外にある子
どもの居場所づくりが注目されている。
西川他（2003）が大阪市の1～ 3年生の児童とその

保護者を対象として行った調査では，授業時数の増
加や習い事の増加などで平日の放課後の自由な時間
が少なくなっていることや，周囲に遊び場がないな
どの理由から半数近くが大阪市の公的な放課後事業
に通っていることを指摘している。また，遊び場は
公園や広場などに限定されている上に戸外で遊ぶ児
童が少なく，放課後に児童が地域住民と交流する機
会が希薄になっていることを指摘している。加えて
放課後の移動に関しても校区外に出てはいけないこ
とや，あらかじめ決めた場所以外に行かないことな
ど，行動範囲に様々な制限が加えられているとのこ
とである。都市においては子どもが自由に過ごすこ
とのできる居場所が乏しくなっている。
このような状況に対し，行政が主導して公的な居
場所整備を進めたり，地域の住民やNPO法人・民
間企業などが自らの力で居場所を作り上げたりして
いる。特に保護者の就労等により放課後に保護者が
在宅していない留守家庭の児童に対する居場所づく
りとして，大阪市をはじめとした都市部では保護者
が中心となった自主的な組織としての学童保育が戦
後の早い時期から実施されてきた。また，近年では
フリースクールが不登校児童に対する支援を行った
り，子ども食堂とよばれる貧困世帯の支援を行った

りしているNPO法人なども表れるようになった。
民間が中心となる居場所づくりに対して地域住民

が積極的に関わったり行政が事業委託や補助金など
の支援を行ったりすることがあるが，反対に地域住
民との軋轢が生じたり自治体の財政状況の変化など
により支援を打ち切られたりすることもある。居場
所づくりは地域社会や自治体の政治・経済的要因に
大きく左右され，居場所の多様性が失われたり偏在
が見られたりするようになる。留守家庭など支援が
必要な児童にとって家庭や学校の他に多様な居場所
があることで放課後を安心して過ごすことができる
が，必要としている児童が利用できる範囲にそのよ
うな支援を行っている施設等がない状況が生まれて
いるのではないだろうか。
本研究は家庭・学校以外の児童の居場所づくりを

行っている団体を対象に都市資源1)の利用や政治的・
社会的な背景を含めた地域や行政との関わりという
視点で，それぞれの団体がどのように事業を継続し
ているかあるいは終了せざるを得なかったかを明ら
かにするものである。また，居場所を提供する施設
の立地の変遷をたどることでその偏在を明らかに
し，都市における多様な居場所のあり方を検討する
ものである。これまで各支援事業実践は教育・心理・
社会・建築など様々な分野で個別的に研究されてき
たが，本研究は都市における居場所支援がもたらす
効果や課題を検討したうえで，政治的・社会的な背
景を含めた地域の状況に対応した子どもの居場所づ
くりのあり方を考察し，子どもの居場所の提供とい
う観点から様々な居場所支援を一体的に捉えて今後
の検討課題を考察することができるものである。

２）対象地域と方法
対象地域は大阪市とする。大阪市は留守家庭の児

童の居場所として全国に先駆けて学童保育が実施さ
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れた。自治体からの補助を受け保護者会により民設
民営の学童保育が行われており，この形態は横浜市
や名古屋市など他の大都市でも実施されている。ま
た，学童保育とは別に大阪市の委託事業として，「子
どもの家事業」，「児童いきいき放課後事業」とよば
れる全ての児童を対象とする放課後事業が全国に先
駆けて実施された。どちらも小学生が主な対象と
なっているが，中身の異なる複数の事業が併存して
おり，その歴史も他の自治体に比べ古く居場所の変
遷を検討するのに適している。
本研究では大阪市において1980年代から現在まで
に行われた小学生を主な対象とした事業に焦点を当
て各事業の変遷を整理する。特に共働きなどで放課
後に保護者がいない家庭を対象とした留守家庭児童
対策事業（学童保育）と，保護者の就労などの制限が
なく全ての児童が利用できる児童いきいき放課後事
業を事例として，大阪市の放課後事業の特徴を明ら
かにし都市における放課後の子どもの居場所のあり
方について検討を行うものである。
まず，大阪市で長く実施されてきた学童保育をは
じめとした主に小学生を対象とする放課後事業に対
し，それぞれの開始から現在までの推移について行
政資料や議会資料等を用いて歴史的に整理する。既
存研究や行政資料等を利用し同様の事業を展開して
いる名古屋市や横浜市，東京都区部などの他都市と
比較することで大阪市の放課後事業の特徴を明らか
にする。
次に各事業の地域的な供給状況の変遷をいきいき
事業の始まる以前を含めた過去30年の5年ごとに小
学校ごとの児童数とともに記述する。小学校区を分
析単位とし児童数の変化をもとに学童保育所の立地
に関する特徴を明らかにし，古くから行われていた
民設民営の学童保育所が大阪市によって実施された
委託事業の影響を受けその数を減らしていく際の地
域的な特徴を明らかにする。これにより放課後事業
におけるサービス需給にミスマッチが生じているこ
とが予想される。
また，学童保育の運営者や指導員から聞き取りを
行い大阪市の留守家庭児童対策の先駆けであった学
童保育が保護者や地域，行政との関わりの中で民設
民営の団体として補助金を受けながら，どのように
事業を続け，子どもの居場所を提供するという点で
どのような役割を果たしてきたかを明らかにする。
その際，移転の回数が多かったり減少が顕著だった
りする地域の学童保育所に焦点を当て，学童保育所
と地域との関係や都市資源の活用のあり方，運営を
継続するにあたっての困難や行政，地域などからの

圧力の有無などを明らかにする。加えて，児童いき
いき放課後事業の受託団体にも聞き取りを行い，受
託のための条件・受託の経緯などを聞き取りしたう
えで，利用する児童・保護者の属性・運営に関する
課題を聞き取りする。これらの聞き取りをもとに現
在の放課後事業の実態と課題を明らかにし，児童の
放課後の居場所づくりのあり方を検討する。

Ⅱ　居場所概念の整理と分類

１）居場所の定義に関する先行研究
そもそも児童の居場所とはどのようなものがある

のだろうか。先行研究から居場所の概念を整理しそ
れぞれの特徴をもとに居場所を分類する。
居場所とは元来，人が居る場所としての物理的な

空間として使用されていたが，1992年に文部省の報
告書で児童生徒の「心の居場所」という表現が登場し
て以降，心理的な意味を含む単語として使用される
ようになった。石本（2009）は文部省の報告以降，「居
場所が不登校や学校適応の問題に関連して議論され
るようになった」としている。居場所という単語が
新聞記事に登場する件数が1995年から1999年にかけ
て激増した（御旅屋，2012）ことからも，1990年代後
半以降に一般社会においても居場所に対する注目が
高まってきたと考えられる。子どもの居場所に関す
る研究は教育学・心理学・社会学・建築学の分野で
多くなされるようになり，それぞれの分野で定義づ
けや概念化を試みている。定義のあいまいさや定義
不足を指摘し新たな定義づけを行うことによって，
一定の共通定義や概念が生まれようとしているが居
場所を一言で表すまでには至っていない。
中藤（2015）は居場所について，専門語として学術

的に定義したとしても日常における居場所という語
の使用には，常にその定義を超えて使用される可能
性が存在しているとしており，日常語での居場所の
語の使用と，学術的な領域での居場所の定義が乖離
する可能性が常に存在していると指摘している。日
常使用される居場所という語が様々な場面で使われ
多くの意味を持つことから，学術的な定義づけや概
念化を一義的に行うことは難しいだろう。
心理学における居場所の定義について西中（2014）

は，いまだ議論の余地があるものの概ね落ち着く・
ほっとするといった「安心感」，受け入れられている
という「被受容感」，役に立っている・必要とされて
いるといった「自己有用感」，ありのままの自分でい



17大都市における児童の居場所の変遷と実態

られるといった「本来感」を得られる場であり，対人
関係を中心に据えた概念であるとしている。
子どもの居場所に関して物理面・心理面ともに言
及し，居場所の定義，分類，タイプ分け，概念につ
いて示した中島ら（2007）は居場所を「自分を確認で
きる場所」と定義し，「他者との関わり」の視点から
「社会的居場所」と「個人的居場所」に分け，さらに物
や空間に対する支配度の強弱の視点からテリトリー
の有無で分類した居場所の4分類を示している。
社会的居場所・個人的居場所概念を再構成した原
田・滝脇（2014）は社会的居場所が①承認的居場所②
受容的居場所③所属的居場所の三つの要素から構成
されるとし，個人的居場所が①解放的居場所②内省
的居場所の二つの要素から構成されるとし，「居場
所とは，自己に自己支持的な自己像や自己概念を形
成されたり，否定的な自己意識から逃避，避難させ
たりすることにより，自己にまとまりを与えたり，
まとまりを回復したりする体験ができる場である。
また，自己にそのような体験ができる見通しを持た
せた上で，自己の期待通りに安定的に自己支持的な
働きかけが得られる場である」と定義している。社
会的居場所・個人的居場所の双方が居場所として重
要な意味を持つものであり，居場所の心理的側面・
空間的側面にも言及している点で重要である。
また，居場所のあいまいさを指摘した藤原（2010）
は居場所を①社会生活の拠点となる物理的な意味で
の場②自由な場③居心地がよく，精神的に安心・安
定していられる場もしくは人間関係④一人で過ごせ
る場⑤休息，癒し，一時的な逃避の場⑥役割が与え
られる，所属感や満足感が感じられる場⑦他者や社
会とのつながりがある場⑧遊びや活動を行う場，将
来のための多様な学び・体験ができる成長の場⑨自
己の存在感・受容感を感じさせる場⑩安全な場の10
の類型に整理し，「ここであげた居場所の類型に１
つでも当てはめることが可能であれば，その場所が
居場所になりえる可能性があると認知してもよい」
とした。実際に居場所として提供されている，ある
いは存在する物理的な場を調査する際の基準として
有効な定義であると考えられる。
このように居場所とは物理空間から人々の心的空
間までの広がりを持ち，人間関係においても一人で
いられる場所や交友関係のある者だけがつながる場
所，不特定多数の人と交流を持つことができる場所
までの意味的な広がりをもつ概念である。この定義
にしたがえば自宅の自室や家族と過ごすリビング，
学校内では教室や保健室，学校の外に出れば公園や
図書館，近所の商店街やコンビニ，ゲームセンター

なども居場所となりうる。本研究では児童の居場所
として自宅や学校ではなく，児童を対象に居場所づ
くりを行っている事業を対象とする。本研究では児
童の居場所として自宅や学校ではなく，主に児童が
放課後に利用することを目的として用意された施設
を対象とする。

２）居場所の分類
本研究の対象となる居場所として表1に示してい

る①学童保育②放課後事業③適応指導教室④フリー
スクール⑤プレーパーク⑥フリースペース⑦子ども
食堂⑧塾・学習支援事業⑨社会的養護退所者のため
の施設が挙げられる。
制度や運営について①②③⑨は根拠法や条例が存

在し公的な支援を直営や委託事業，補助事業として
実施しているが，それ以外の事業は根拠法がなく自
治体の独自事業として実施したり民営でNPO法人な
どが実施したりしているものである。④に関しては
義務教育段階の児童生徒が利用した場合に義務教育
と同等の扱いを認めるという法改正案が審議されて
いたが廃案となった2)。
利用対象及び事業内容について①②は小学生が放

課後や休日を過ごすための場所を提供し指導員が児
童の様子を見守るというものであり，①の保護者が
就労などで家にいない児童を対象とする「学童保育」
と，②の保護者の就労の有無を問わない「全児童対
策事業」に分かれる。③④は不登校などの学校不適
応の子どもで，③は小中学生が対象で学校復帰を目
指すものであるが，④は学校復帰を必ずしも目的と
せず事業所により受け入れ年齢は異なり利用料も事
業所による。⑤⑥は特に制限がなく大人の見守りの
もとで自由に過ごすことができる場であり，利用料
も実費程度である。⑦⑧は主に貧困世帯のを対象と
した，彼らの生活を保障する支援の場であり，利用
料は低く抑えられている場合が多い。⑨は児童養護
施設などの福祉施設を退所した子どもを対象に，退
所後の子どもの交流の場や生活力を身に付けること
を目的とした居場所である。
これらの居場所づくりは公設公営，公設民営，民

設民営と様々な形態で実施されており，民設民営で
は行政からの補助金や支援者からの寄付，利用料な
どの収入をもとに活動している。本山（2011）は日本
のフリースクールが政令指定都市に集中しており，
民間機関が多く普及していることを指摘している。
大阪市においても，「大阪市,－子ども,－居場所」で
Google検索をした結果，放課後事業を除いた居場所
29件のうち10件が適応指導教室やフリースクール，
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表１　居場所の分類表

居場所 制度に関するこ
と

運営に関すること 対象に関すること 事業内容に関すること

根拠法等 直営・
委 託 
補助・
寄付

N P O ・
社福法人 
その他

対象年
齢

利用限
定

利用料 教育・
福祉・
その他

活動内容

①学童保育 児童福祉法 
自治体の条例な
ど

補助 その他 
（父母会）

小学生 保護者
就労

月5千円程度
～ 
2万円程度

福祉 生活の場としての第２の家
を提供

②放課後事業 国のガイドライ
ン 
自治体の条例な
ど

直営・
委託 
補助

市町村・
社会福祉
法人・
NPO 
その他

小学生 なし 実費程度 教育・
福祉

小学校等公的施設を利用し
放課後の居場所を提供

③適応指導教室 教育委員会直営 
市の事業

直営・
委託

NPO 小学生
～ 
高校生

不登校
等

なし 教育 不登校生徒の復学支援

④プレーパーク 根拠法無・市の
事業 
民営

委託・
補助

NPO・  
その他

子ども なし なし その他 大人の見守りのもと子ども
が自由に遊ぶ場所を提供

⑤フリースクール 法改正断念 
民営の事業

委託・
補助 
寄付

NPO・  
その他 
（法人）

小学生
～ 
高校生

不登校
等

事業所によ
る

教育 不登校生徒の学習支援・進
路保障

⑥フリースペース 根拠法無 
市の補助有・民
営

補助・
寄付

NPO 子ども なし 実費 その他 子ども（と保護者）が落ち着
ける場所を提供

⑦子ども食堂 根拠法無・民営 寄付 NPO 子ども あり なし～ 
５００円程
度

その他 子どもに食事を提供（一緒
に作って食べる）

⑧塾・学習支援 根拠法無 
市の事業・民営

委託・
補助 
寄付

NPO 小学生
～ 
高校生

なし 事業所によ
る

教育 子どもの学力・進路保障

⑨社会的養護退所
者のための施設

児童福祉法 
自治体の条例な
ど

直営・
委託

社会福祉
法人

小学生
～ 
高校生

社会的
養護 
退所

なし～ 
３万円/月

福祉 社会的養護退所の交流・自
立の場を提供
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フリースペースなどの不登校支援であった。人口規
模の大きい都市部において，民間の支援団体をはじ
めとした多様な居場所づくりが進められている。

３）居場所に関する先行研究
学童保育に関する研究では学童保育が児童に与え
る効果に関する研究（遠山他,2002）（村井,2007）や学
童保育の歴史に関する研究（兼松,1986），（堀川,2013）
などから，建築分野における学童保育の機能に関す
る研究（武田他,2004），（大森他,2008），（塚田他,2013）
や文科省所管の放課後子ども教室（プラン）に関する
課題や展望についての研究（山口,2002），（趙,2005），
（請川,2010），（猿渡・佐藤,2011）などがあり，それ
ぞれ各事業を個別に研究するものである。政府か
らの学童保育と放課後子ども教室の「一体」「連携」
運営に関する提言を受け，今後の運営のあり方に関
する研究が進められた。各自治体の運営方法を比較
した松本他（2009）や一体運営の問題点を考察した黒
田（2008）などから，実際に一体運営や連携運営を
行っている自治体に関する研究（髙橋他,2014），（佐
藤,2010），（松本他,2010）などがあり，概ね大都市は
一体型，中核市は連携型を取っており，それ以外の
自治体は学童保育のみを運営している傾向にある。
大阪市の放課後事業に関する研究は，建築計画の
分野で児童いきいき放課後事業に関する課題を調査
した研究（齋藤,2011）や民設民営の学童保育におけ
る空間課題を明らかにしたもの（塚田,2004），施設
と地域との関係性に言及した研究（塚田,2009）など
がある。また，地理学の分野では自治体は異なるが
川崎市における行政の学童保育供給体制の変容を地
域特性の面から捉えた研究（久木元,2008）がある。
フリースペースや居場所づくりに関する研究で
は，学校外の居場所づくりのために地域がどのよう
な役割を果たすべきか検討したもの（陣内他,2011）
や子どもの放課後の過ごし方について地域の目か
ら調査した研究（西川他,2003）や子どもが主体的に
居場所づくりを進めていく事例の研究（田村,2014），
（山下,2013）などがあり，これらは主に小学生を対
象としたものである。また，中高生を対象としたも
のとして，家庭・学校の外に用意された居場所で様々
な困難や課題を抱えている中高生がどのように過ご
しどのように変化したかという事例の研究（久佐賀
他,2004），（佐藤,2014），（太田,2000）やどのような
居場所，を中高生が求めているかのアンケート調査
から，現状とのミスマッチを指摘した中島他（2013）
などがある。
フリースクールや適応指導教室など主に不登校・

学校不適応の子どもに関する研究では，教育学や心
理学の分野で学習内容や卒業後の進路，子どもの心
理状態の変化などの研究が多くみられる。垣野・初
見（2007）はフリースクールがどのように地域と関わ
りを持って運営されているかという視点で，校舎の
敷地選定や子どもの行動を調査し都市資源がフリー
スクール運営において果たす役割を明らかにしてい
る。
プレーパークに関する研究では，主に建築の分野

で研究が進められており，関西圏のプレーパーク参
加者へのアンケート調査をもとに利用実態と今後の
課題を考察した研究（森賀他,2001）や指定管理者制
度の課題を指摘した研究（竹森,2014），「子育てしや
すいまちづくり」という視点からプレーパークの必
要性を感じた地域住民が自らプレーパークを立ち上
げ運営していく事例を検討した研究（津田,2009）が
ある。
これら児童の居場所に関する先行研究は個別の事

例を取り上げてその効果や課題を検討しているもの
が多く，居場所づくりを進めている団体同士の連携
や居場所づくりを続けていくうえでの地域・行政と
の関わりなどを，地域の社会・経済的課題をふまえ
て研究しているものは少ない。また，それぞれの居
場所の偏在や立地における地域的な特徴について研
究しているものも見当たらない。児童が放課後にそ
のような居場所を利用するにあたっては学校や自宅
からの距離を考慮に入れる必要があり距離によって
は小学生が利用できない場合もあるが，先行研究で
は主に利用している児童を対象に扱っており地理的
に利用できない児童のことを取り上げていなかっ
た。また，大阪市における学童保育供給体制の変容
を明らかにしたものはなく，放課後事業同士の関わ
りのあり方について研究しているものも見当たらな
い。

４）居場所としての放課後事業
家庭・学校に次ぐ第3の居場所として様々な事業

や施設が用意されるようになっている。特に放課後
事業は戦後以降の長い蓄積があり，現在は国や地方
自治体による事業の整備や学童保育に関して児童福
祉法における位置づけもなされている。放課後事業
は広く普及しており利用児童も多く，子どもの放課
後にとって重要な居場所の一つである。都市におけ
る児童の居場所づくりのあり方や，それぞれの事業
者と行政・地域との関わりについて放課後事業を通
して明らかにする。
次章以降では児童の居場所としての放課後事業に
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ついて，大阪市を事例として取り上げその変遷と実
態を明らかにする。大阪市では表2にあるように戦
後，児童の居場所として民設民営の学童保育や公設
公営の児童館・青少年会館，児童いきいき放課後事
業，公設民営のこどもの家事業など，多様な形態の
居場所づくりが進められ時代の変化により廃止に至
る事業もあった。これらの放課後事業を児童が安心
して放課後を過ごすための様々な事業を居場所づく
りという観点から捉えることにより，個々の事業の
課題や事業同士の関係，多様な居場所づくりの重要
性などを検討することができる。

Ⅲ　大阪市の放課後事業の変遷と政令指定
市における放課後事業の比較

１）大阪市の放課後事業の変遷

（ a ）民設民営の学童保育
大阪市の放課後の居場所事業として学童保育は長

い歴史を持っている。学童保育は地域によって学童
クラブ・放課後児童クラブなどと呼ばれ，保護者の
就労などにより小学生が放課後を安心して過ごせる
ための「居場所」を提供している。放課後，家庭に保

事業名 対象 利用条件 運営 利用料 根拠法・  
条例

実施場所・  
個所数

利用形態 事業内容

留守家庭児
童対策事業
（学童保育）

小学生 保護者の 
就労

父母会 約1.5万円
/月

国と 
自治体の
助成あり

根拠法があ
るが 
条例はない

学校の外に
部屋を 
借りる(約100
か所)

毎日通う 福祉として第
２の家の 
役割を持つ

児童いきい
き放課後事
業

小学生 制限なし 大阪市が
委託

保険料500
円/年

大阪市が
全額拠出

根拠法・  
条例無し 
独自事業

小学校の 
空き教室 
(約300か所)

好きな時に
利用 
行事などが
ある

教育の一環と
して 
居場所を提供

子どもの家
事業

18歳未
満

制限なし 社会福祉
法人等

実費のみ 大阪市が
助成

根拠法・  
条例無し 
独自事業 
（廃止）

保育所など 好きな時に
利用 
行事などが
ある

福祉として第
２の家の 
役割を持つ（学
童の事業所版）

児童館 18歳未
満

制限なし 大阪市 
直営と 
社会福祉
法人

実費のみ 直営は公
費民営は
助成金

根拠法が 
あり 
条例が 
あった 
(廃止)

直営10か所 
民営10か所

好きな時に
利用 
行事などが
ある

福祉として青
少年の 
健全育成のた
めに居場所を
提供 
直営は廃止

青少年会館 小学生
～ 
高校生

制限なし 大阪市 
直営から 
指定管理
者制度

実費のみ 公費 根拠法無し・ 
条例有り 
同和対策 
から 
一般施策へ 
(廃止)

直営12か所 好きな時に
利用 
行事などが
ある

同和対策とし
て開始 
不登校生徒な
どの相談事業
を展開 
現在は廃止

適応指導教
室

小学生
～ 
高校生

不登校 
児童・  
生徒

教育委員
会直営と 
委託

無料 直営と 
委託事業

根拠法が 
あり、 
事業化

直営1か所 
委託サテラ
イト14か所

学校を通し
て相談申込 
利用日指定

不登校児のた
めの相談場所 
委託事業の場
合はそれ以外
に 
独自事業を展
開

プレーパー
ク

子ども 制限なし 公営・民
営様々

無料 公費・  
委託事業・
補助事業

根拠法無、 
独自の補助
金

直営1か所 
民営2か所

定期開催 子どもの遊び
場を提供 
大人は見守る

表 2　大阪市の放課後の居場所施策
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護者がいない児童にとって親代わり，兄・姉代わり
となる指導員や異年齢の児童と生活を共にする「第
２の家」である。
戦後，大阪市では「私立保育園やセツルメント活
動を行う児童館や隣保館によって学童保育が始めら
れた。日本初の学童保育は，1948 （昭和23）年に大
阪市の今川学園で発足した。その後，大阪において
は，憂優館（1956年），愛染橋児童館（1962年），さか
え隣保館・西成児童館（1963年），と広がっていく。
1960年には，四貰島小学校の教師によるPTA への
働きかけにより『ひまわり教室』を発足させ，他校の
教師にも影響を与え」（平田,2007），1960年代には
保護者の共同運営による学童保育が行われるように
なった。
高度経済成長に伴う都市への人口流入，共働き世
帯の増加に伴う学童保育必要性の高まりを受け，国
もその対策に乗り出すこととなる。1966年に文部省
が「留守家庭児童育成事業」を開始し，学童保育を実
施する市町村に経費の3分の1を補助したが，1971年
に補助金は打ち切りとなり「校庭開放事業」に統合さ
れた（平田,同上）。一方，大阪市では1969年より「留
守家庭児童対策事業」として民設民営の学童保育に
対して補助金が交付されるようになった。
その後1998年の児童福祉法改正により学童保育は
第二種社会福祉事業に位置付けられた。学童保育は
「放課後児童健全育成事業」という名称になり，国や
地方自治体が学童保育を「必要とする地域すべてに
整備していく」という方針のもと事業の推進に責任
を持つこととなった（平田,同上）。法制化に伴い国
庫補助の単価が大幅に増額され学童保育所の設置数
が増加した。自治体による学童保育所の整備も進め
られ，現在では9割弱の学童保育所が公立公営や市
町村の委託・代行事業として実施されており，市町
村に責任がある事業となっている。
しかし，大阪市では後述の「児童いきいき放課後
事業」等の関係で現在に至るまで公立の学童保育所
は設置されておらず保護者会等による民設民営の形
態が続いている。そのため多くの小学校区で学童保
育が実施されておらず，校区を越境して利用してい
る児童もいる。一方で児童福祉法では小学校に通っ
ている概ね10歳未満の児童を対象としていたが，既
に大阪市では多くの学童保育所で小学6年生までを
対象としており全国に先駆けた取り組みを行ってい
る。
学童保育所の多くは保護者会などが賃借している
民家等を利用しており，低学年を指導員が迎えに行
くこともあるが基本的に児童は下校後に自ら学童保

育所まで移動する。開所日は日曜日及び祝日を除く
約290日であり，学校のある日は放課後に開所し概
ね18時（延長保育では20時頃）まで保育を行ってお
り，警報発令による終日休校日は朝からの受け入れ
を行っているところもある。土曜日及び長期休業期
間は朝から開所している。活動内容は施設内で宿題
をしたり室内や近隣の公園などで遊んだり，買い物
のために外出したり補食（おやつ）を作って食べたり
と日々家庭内で行われているようなことをするだけ
でなく，季節の行事や夏休みにはキャンプなどの外
泊を伴う行事を行うなど多岐にわたる。
このような民家などの学校外の場所を利用した学

度保育所を，塚田他（2009）は「拠点性」を有し①地域
資源を活用した生活体験を得られる②地域の大人や
子どもとの交流が成立する③地域との交流が地域の
活性化に貢献するという利点があるとしている。一
方で職員の待遇や安全性の確保，利便性の向上など
の観点から，学校等を利用した公的な学童保育の整
備の要求が学童保育の関係者からなされていた。

（ ｂ ）子どもの家事業の開始から廃止まで
「留守家庭児童対策事業」として補助金が支給され
ていた大阪市の学童保育事業に対して，学童保育所
の指導員や利用世帯の保護者などは学校等の公的施
設の利用や指導員の待遇改善など学童保育制度の充
実を要求していた。これに対し，大阪市は既存の「留
守家庭児童対策事業」はそのままに1989年に「子ども
の家事業」，1992年に「児童いきいき放課後事業」を
実施した。
「子どもの家事業」は社会福祉法人などが運営する
保育所や幼稚園が自主事業として行っていた学童保
育に対し補助金を支給する大阪市の補助事業であっ
た。学童保育との主な相違点は①制度上の対象年齢
が0～ 18歳であること②保護者の就労等に関係なく
希望者を受け入れること③利用料は食費（おやつや
休日の昼食など）などの実費を除き無料であること
④補助金の受給対象は社会福祉法人であることなど
である。対象児童の制限がないことや費用負担が学
童保育に比べて格段に小さくなること，保育所等併
設の場合は保育所の利用者が小学校入学後もそのま
ま同じ場所に児童を預けることができることなど，
学童保育と比べて保護者にとって利用しやすい制度
であったと考えられる。

2012年の大阪市市政改革プランで同事業は見直し
の対象となった。主な論点は①制度上の対象年齢は
0～ 18歳であるが，利用者の多くは小学生であるこ
と②全ての児童を対象としているが実際に利用して
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いる児童の多くが留守家庭であること③学童保育並
のサービスを提供していながら利用料は実費を除い
て無料であるためサービスに見合う利用料を受益者
負担とすること④1か所あたりの補助単価の高い子
どもの家事業を廃止し留守家庭児童対策事業で補助
を続けることである。
子どもの家事業はもともと保育所等が学童保育と
して実施していたところに補助事業として実施した
ものであり，そもそも多くの事業所で子どもの家事
業の制度上の理念と整合性が取れていなかった。留
守家庭児童対策事業と子どもの家事業の実質的な事
業内容が重複していたため，原則無料のこどもの家
事業を廃止して留守家庭児童対策事業に一本化され
ることとなった。子どもの家事業廃止にあたって，
対象となっていた26か所のうち20か所が留守家庭児
童対策事業へ移行し，残りの6か所については事業
を廃止している。

（ ｃ ）全児童対策としての児童いきいき放課後事業
現在大阪市における放課後事業として予算・設置
数・利用者数の規模が最も大きいのが児童いきいき
放課後事業である。1992年から実施された同事業は
各小学校区内に居住する全ての児童（当該小学校で
の在籍の有無に関わらず）を参加登録の対象に，「放
課後の活動場所を提供」すること及び「小学生期にお
ける人間形成にとって大切な『一緒に遊びに熱中す
る』という体験を通して児童自身が主体的にたくま
しく生きる力をはぐくめるようにすることを目指」
すものとして実施され，小学校の空き教室をいきい
き活動専用室として利用し運動場や体育館も利用す
る。
同事業は当初の所管が大阪市教育委員会であり教
育的な側面が強い事業として開始されているため，
利用料は無料であり現在も年間500円の保険料を払
うのみと保護者の費用負担は非常に小さい。児童は
各小学校にある専用室へ放課後下校せずに入室し活
動に参加する。開所日数は学童と変わらないが閉所
時間は18時であり，基本的には延長を行っていない。
活動内容は教室内で宿題をしたり，室内遊びや読書，
校庭・体育館等を利用して運動したりと学童保育と
大きな違いはないが，教育目的であることと放課後
下校せずに参加することから補食（おやつ）の持ち込
みが禁止されており，土曜日の弁当持参以外にいき
いきで食事をとることもないということが大きな違
いである。
加えて，学童保育といきいきとの違いに法的な基
準の有無がある。学童保育には厚生労働省の省令に

基づき児童あたりの面積や指導員の人数，受け入れ
児童数の基準などを設けており，それによって補助
金が出されているため一定の質を担保することがで
きるが，いきいきに関しては上記のような基準がな
いため参加児童数に対して利用教室が小さいなどの
課題がある。小学校によっては専用教室が確保でき
ないところもあり，保護者からのアンケートなどで
は施設や設備に関する要望が多く寄せられていると
のことである。
事業実施から9年で分校等を除くほぼすべての小

学校で実施されるようになった。主に退職教員など
の運営指導員が責任者となり，地域住民が指導員と
なる有償の地域指導員や地域住民のボランティアと
ともに，児童の活動を支援している。指導員は2名
配置され3)，障害児などの要支援児童には支援の程
度に応じて児童1～ 3人当たり1名の指導員が加配さ
れている。
大阪市は同事業を児童の放課後施策における中心

事業として位置づけ，学童保育に関してはいきいき
事業の「補完的役割を担う」ものとして位置づけてい
る。子どもの家事業が廃止された現在，大阪市の放
課後の居場所政策は児童いきいき放課後事業と留守
家庭対策事業が二本柱となっているが，戦後の居場
所政策を振り返るとその他にも居場所が提供されて
いた。

（ ｄ ）その他の放課後の児童の居場所
大阪市では戦後，市内に公立の児童館が10か所設

置されていた。児童館とは児童福祉法に位置付けら
れた全ての児童（0～ 18歳）を対象として「児童の健
全な遊び場の確保，健康増進，情操を高めることを
目的とする」児童福祉施設であり，児童館に常駐す
る専任の職員の支援・見守りのもとで様々な活動を
行ったり児童が静かに時間を過ごしたりできる居場
所である。全国に先駆けて児童館が設置され，児童
館職員が中心になって児童館建設運動を展開し，児
童の遊び場のほか，乳幼児と保護者の遊び場として
も事業を展開し，交流と居場所の機能を果たしなが
ら，地域の中で実績を積み，児童館の無い区もカバー
する（長谷,2006）など児童の居場所として重要な機
能を果たしてきた。
また，児童館とは別に勤労青少年ホームも大阪市

内には設置されていた。これは勤労青少年福祉法に
基づく福祉施設である。開設当初は多くの勤労青少
年が仲間を求めて集ったが，現在では勤労青少年の
みでなく学生を含めた青少年全体に対象広がってい
る（粥川,2008）。大阪市では「勤労青少年ホームも阿
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倍野区以外の全区に建設され，現在ではトモノス（友
の巣）の愛称で呼ばれ，午前は乳幼児広場，午後は
子どもの家事業，夜は主に勤労青少年のサークル活
動支援，また地域のボランティア活動への部屋提供
と，幅広い層へのサービスを提供」（長谷, 同上）し
ていた。
加えて，青少年会館を条例に基づき運営してきた。
住友・齋藤（2007ab）は1970年代を中心として社会教
育事業としての青少年会館の位置づけや実践に関し
て検討を行っている。部落解放子ども会から始まっ
た青少年会館での社会教育活動は部落の子どもたち
だけでなく，様々な「課題」を持つ子どもたちを対象
に拡大していき，専任の指導員が常駐し子どもたち
が成長できる場としての機能を果たしてきた。2004
年度からは青少年会館を利用した「ほっとスペース
事業」が始まり，課題を抱える青少年への相談・居

場所づくり事業が行われていた。
しかしこれらの事業は市の行財政改革・同和行政

の見直しの流れの中で公立児童館と勤労青少年ホー
ムは2006年に，青少年会館は2007年に廃止されてい
る。児童館や勤労青少年ホームは子ども・子育てプ
ラザとして1区1施設が設置されたが，主な利用対象
者が未就学児及びその保護者となり子育て支援の拠
点施設となったため，それまで利用していた小学生
や中高生，勤労青少年にとっては利用しにくい施設
になった。図1はここまでの大阪市における放課後
事業の外観図である。現在，大阪市の児童に対する
放課後の居場所施策は留守家庭児童対策事業と児童
いきいき放課後事業が中心となっている。次節では
主に小学生を対象としていた事業として上述の両事
業及び子どもの家事業に関しての比較を行う。
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図 1　大阪市の放課後事業の系譜（筆者作成）
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２）児童の放課後の居場所施策3事業の比較

（ a ）留守家庭児童対策事業
1969年に開始された留守家庭児童対策事業にはい
くつかの補助要件がある。①1か所の登録児童数が
10人以上であり人数に応じて補助金額は決定される
②児童1人当たり1.75㎡の生活スペースを確保する
こと（面積基準）③補助金の支給額は面積定員を上限
とすること④指導員を1名以上配置すること⑤平日
は1日3時間以上，土曜日・長期休業中は1日8時間以
上開所し年間291日以上開所することなどである。
図2・3は要件を満たした学童保育所に対して支給

する補助金の予算額である。1980年代は学童保育所
の設置数の増加に伴い予算総額も次第に増加して
いったが，学童保育所の設置数は1990年をピークに
減少していくため，1990年代後半以降は総予算額約
4億円前後で推移し2008年以降減少傾向にあった。
図3にあるように1980年代の1か所あたりの補助金は
100万円に満たずほぼ横ばいである。1992年を境と
して1か所あたりの補助金額は増加を続け2013年に
は1か所あたり平均350万円が支給されている。

1990年代からの予算及び1か所あたりの補助金額
の増加は国庫補助単価の引き上げが影響している。
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図 2　大阪市の学童保育予算
出典：「大阪の学童保育」、大阪市ホームページより筆者作成（注 1997年は設置数と補助単価より推計）

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1

図 3　大阪市の学童保育設置数の推移と 1か所あたり補助金
出典：「大阪の学童保育」、大阪市ホームページ、大阪市「民生事業統計集」より筆者作成（各年度の予算ベース）
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1990年の「1.57ショック」を受け，1991年度に国庫補
助単価が30万円引き上げられ，1997年の児童福祉法
改正による「放課後児童健全育成事業」の法定化と第
2種社会福祉事業化を受けて1998年度には国庫補助
単価が40万円引き上げられた。その後も国庫補助単
価の引き上げが続けられた。2012年に成立した「子
ども・子育て関連3法」にもとづく「子ども・子育て
支援新制度」（以下新制度）が2015年より施行され，
学童保育に関する費用負担の大都市特例が廃止され
る4)とともに，利用人数20人以上の事業所に対する
補助金が大幅に拡大した（表3）。その結果2015年の
留守家庭対策事業の予算は約7.2億円となり，1か所
あたりの補助金も当初予算ベースで700万円を超え
るようになった。
学童保育の設備・運営に関する基準は大阪市では
留守家庭児童対策事業補助金交付要綱に定められて
いるのみであり，児童福祉法改正時にも全国的な基
準は示されなかった。そのため各自治体は条例や要
綱等でそれぞれ設置・運営基準を定めていた。初め
て国として基準を示したのが2007年に厚生労働省の
局長通知として出された放課後児童クラブガイドラ
インである。市町村ごとに多様な形態で運営されて
いる学童保育に対して一律の最低基準を定めるもの
ではなく，地方自治法にもとづく「技術的な助言」と
して学童保育の「望ましい方向」を示したものであっ
た。上述の新制度にあたって，厚生労働省が省令基
準として「放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準」を策定し，市町村はこの基準に基づ

き設備及び運営に関する条例を制定することが求め
られるようになった。
新制度の施行により，上記の他①対象年齢の拡大

（小学1～ 3年生から小学生全体へ）②都道府県への
事後届出から市町村への事前届出へ変更③市町村の
公有財産の貸付け等による事業の促進などが法律で
規定され，学童保育における国及び市町村を中心と
した地方自治体の責任が強められることとなった。
大阪市でも「大阪市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準を定める条例」が制定され，
国の基準に基づき「放課後児童支援員」を２名以上配
置すること（うち1人を除き，補助員の代替可）を新
たに規定した。
国庫補助単価の引き上げや2007年に策定された放

表 3　大阪市留守家庭児童対策事業補助金交付基準

登録児童数 補助額（円） 登録児童数 補助額（円）

運
営
費

10人 2,332,000 24人 4,009,000
11人 2,359,000 25人 4,035,000
12人 2,385,000 26人 4,061,000
13人 2,412,000 27人 4,087,000
14人 2,438,000 28人 4,113,000
15人 2,465,000 29人 4,139,000
16人 2,491,000 30人 4,165,000
17人 2,518,000 31人 4,191,000
18人 2,544,000 32人 4,217,000
19人 2,571,000 33人 4,243,000
20人 3,905,000 34人 4,269,000
21人 3,931,000 35人 4,295,000
22人 3,957,000 36～ 45人 4,321,000
23人 3,983,000

出典：大阪市ホームページより筆者作成
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図 4　学童保育の利用者数の推移と利用者あたりの補助金額
出典：「大阪の学童保育」、大阪市ホームページ、大阪市「民生事業統計集」より筆者作成より筆者作成
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課後児童クラブガイドラインなどによって国の学童
保育に関する施策が次第に拡充されていく一方で，
大阪市では図4のように学童保育の利用登録人数が
1990年代前半をピークに減少した。これは大阪市内
の児童数の減少と，利用料が学童保育に比べて非常
に低額である子どもの家事業と児童いきいき放課後
事業が1990年前後に開始された影響と考えられる。
しかし2013年はわずかながら増加に転じた。新制度
施行による補助金の増額，職員の資格要件や配置基
準などが学童保育の運営にどのような影響を与える
かは今後調査すべき課題である。

（ b ）子どもの家事業
1989年より開始された子どもの家事業では①社会
福祉法人などが対象②1日の利用児童数が20名以上
③おやつ等の実費を除いた利用料原則無料④2名以
上の指導員配置⑤施設面積40㎡以上などの補助要件
がある。⑤平日は放課後からおおむね午後6時まで，
土曜日・長期休業中は1日8時間以上開所し年間294
日以上開所することなどである。
同事業が開始された翌年の実施事業所数は23か所
であり，登録人数は約1300人であった。その後保育
所などだけではなく大阪市の勤労青少年ホームや隣
保館，私立の児童館なども子どもの家事業に参入し
制度開始後6年で65か所，総登録人数5000人以上に
まで拡大する。しかし勤労青少年ホームや隣保館が
事業から撤退し2000年代に入ると実施個所数は大き
く減少し約30か所前後となった。1か所あたりの平
均登録人数は約60人で大きな変化はなかったが，事
業所の減少により利用人数も減少傾向となり廃止直

前の2013年は実施個所数が26か所，総登録人数は
1715人となっていた。
図5・6の2000年以降の同事業の予算の推移では，

実施事業所数の減少に伴い総予算は次第に減少して
いるが，1か所あたりの補助金額は常に600万円を超
えている。留守家庭対策事業の1か所あたりの補助
金額の2倍近い金額が支給されているが，子どもの
家事業の1か所あたりの利用登録人数が留守家庭対
策事業の3倍程度あるため，利用者1人当たりの補助
金額では留守家庭児童対策事業の方が多くなってい
る。
対象者も幅広く利用料も無料であり，利用者１人

当たりの補助金額という観点からも，留守家庭児童
対策事業と比べても効率的な制度であったと考えら
れるが，事業所としては実費以外に料金を徴収でき
ないため採算が合わず次第に実施事業所は減少し
た。事業廃止により，20か所が留守家庭児童対策事
業に移行した。新たに利用料を徴収できるように
なったため，事業の採算を維持するため利用料を徴
収する事業所がある一方で児童がいつでも利用でき
るよう無料を続けている事業所もあり対応は様々で
ある。
新制度施行にあたり，1か所あたり60人以上を受

け入れていた子どもの家の事業所は補助金の支給額
及び補助単価を上げるため，施設内の2部屋を利用
して支援の単位を２単位に分割している。これによ
り補助単価が概ね40人規模の最大額を支給できるよ
うになり，子どもの家事業のときよりも多くの補助
金を得られるようになった事業所もある。現在も事
業を継続している団体の多くが保育所や幼稚園，老
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図 5　こどもの家事業の予算の推移
出典：「大阪の学童保育」より筆者作成
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人ホームなどその他の事業を複合して行っており，
学童保育を単体で行っている事業所は少ない。

（ c ）児童いきいき放課後事業
1992年に児童いきいき放課後事業が開始された時
は「『大阪市いきいき活動推進協議会』に運営を委託
し24校を指定した。翌1993年には50校が活動を始
め，1995年からは大阪市教育振興公社（市の外郭団
体）が，大阪市の100％出資による委託を受ける。さ
らに施策は進展し，2001年には大阪市内の全小学校
で「いきいき事業」を展開し，今日に到っている（原
文ママ）」（泊,2011）。その後，大阪市は2014年まで
一般財団法人大阪市教育振興公社（以下公社）に特命
随意契約による一括委託を行っていたが，2014年12
月より事業の公募が開始され，他の自治体で放課後
事業を受託していた株式会社セリオや大阪市の地域
活動協議会などが同事業を受託することとなった。
図7・8は公社が受託した1995年以降の総予算及び
実施個所数，１か所あたりの補助金の推移である。
当初は1か所あたり約800万円であった予算が1998年
には1000万円を超え，2004年には1300万円まで増加
した。それに伴い総予算額も増大し，当初約17億円
だったものが2004年には倍増し38億円を超えるまで
になった。その後は総予算，1か所あたりの補助金共
に減少しているものの総予算30億円，1か所あたりの
補助金1100万円を下回らない金額で推移している。
また，利用登録人数も事業開始から毎年増加し

2008年にピークを迎えたがその後は減少傾向にあ
る。各いきいきに通う児童の1日あたりの平均人数
は2005年以降おおむね1.5万人を超えており，1か所
あたりの平均利用人数は50人～ 70人，平均利用人

数1人当たりの補助金額はおおむね20万円前後で推
移している。登録人数に対する平均参加率は30%程
度であり，大阪市の児童数に対する参加率は20％程
度である。
大阪市全域で行われている事業であり非常に規模

の大きいものとなっている。留守家庭児童対策事業
の予算と比べると1か所あたりの補助金は約3倍であ
り総予算は約10倍である。留守家庭児童対策事業は
施設の賃借料の補助が無いため事業を実施する際の
家賃は全額事業所負担となるが，児童いきいき放課
後事業では市立の小学校の空き教室を利用するため
受託団体は施設利用料の負担が発生しないうえに小
学校の体育館や運動場を利用することができる。
利用料が年間500円の保険料のみであり，小学校
を利用するため移動による事故のリスクが無いこと
や5)不審者と遭遇するなどのリスクが低く，放課後
を安心して過ごすことのできる居場所として機能し
ている。一方で事業の名目として全ての児童を対象
に実施されているが，実際の平均利用率は全児童の
20％程度であり全児童に対する登録率も65%程度で
ある。大阪市が実施した就学児世帯へのアンケート6)

からは母親の就労率が約60%（うち正社員は約20%）
であることから，利用登録をしている児童の保護者
の多くは通常下校の時点で家庭にいない（留守家庭
である）と推測できる。2008年度に実施された大阪
市の事業仕分けでもその点が指摘されており，事業
の公募も含めた制度のあり方について検討が必要で
ある。
次節では文部科学省の所管として実施された「全

国子どもプラン」から始まる全児童対策事業に関す
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図 6　子どもの家設置数と 1か所あたり補助金
出典：「大阪の学童保育」大阪市ホームページ、大阪市「民生事業統計集」より筆者作成より筆者作成
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る制度の変遷と「放課後子どもプラン」及び「放課後
子ども総合プラン」を概観したうえで，他の政令指
定都市との事業の比較を行う。

３）放課後子ども総合プランと政令指定都市におけ
る放課後事業

（ a ）放課後子ども総合プラン施行まで
大阪市の児童いきいき放課後事業は1992年に全国
に先駆けて開始され，同様の事業が1993年に横浜市，
1996年に名古屋市で実施されるなど政令指定都市を
中心に拡大していった。一方文部科学省は2002年度
からの完全学校週5日制実施に向けて「全国子どもプ
ラン」（1999～ 2001年），「新子どもプラン」（2002）

が実施され地域の人々の協力による体験活動が行わ
れたが，事前登録や参加人数の限定，実施場所が小
学校でないなど多くの子どもにとって利用しにくい
ものであった（三根,2011）。その後，「地域子ども推
進教室」（2004～ 2006年）が全国の市町村を対象に
国庫負担10分の10の委託事業として実施され，余裕
教室や体育施設などを利用したスポーツ・体験活動・
地域住民との交流活動などを通した子どもたちの居
場所づくりが行われ（三根,同上），2007年度からは
「放課後子ども教室推進事業」として補助事業になっ
ている。2004年度以降，小学校の空き教室等を利用
した全ての児童を対象とする事業（全児童対策事業）
が文部科学省の所管で推進されていくことになる。
厚生労働省が所管となって実施してきた「福祉」と
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図 8児童いきいき放課後事業設置個所数と 1か所あたり補助金
出典：「大阪の学童保育」、「児童いきいき放課後事業実施報告書」より筆者作成
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図 7　児童いきいき放課後事業予算
出典：「大阪の学童保育」より筆者作成
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しての学童保育と文部科学省が新たに開始した「教
育」としての全児童対策事業を「一体的あるいは連
携」して実施する方向性を示した「放課後子どもプラ
ン」の通知が2007年に出された。そして2014年には
学童保育の受け入れ枠拡大（学年・人数）と放課後子
ども教室の更なる充実を目指した「放課後子ども総
合プラン」が出され，2015年より実施されている。「放
課後子どもプラン」の制度運用に関しては，「一体的」
な実施の問題点を指摘した黒田（2008）や，全児童対
策としての「放課後子ども教室」自体の問題点を指摘
した猿渡・佐藤（2011）がある。学童保育とは異なり
法的な基準が未整備であったり，利用人数が多く過
密化していたりすることなどは今後の課題である。

（ b ）政令指定都市における放課後事業の規模
先述の大阪市，横浜市，名古屋市は放課後事業の
中心施策として全児童対策事業を実施しているが，

その他の政令指定都市に目を向けると自治体によっ
てその対応は異なっている。ここでは主に学童保育・
全児童対策事業に関して政令指定都市の事業規模を
比較する。
政令指定都市における学童保育と全児童対策事業

の予算の規模を図9に示す。札幌市と広島市は統計
の都合上学童保育（公設公営）の予算が全児童対策事
業に計上されている（民設の学童保育に関する補助
金が留守家庭事業費として計上されている）が，両
市で実施されている中心事業は留守家庭事業であ
る。そのため実質的に全児童対策事業を実施してい
るのは先述の3市の他は川崎市（2003年より学童保育
への補助を廃止）のみであり，他の6市は留守家庭事
業に予算を集中させている。
図10は留守家庭事業の予算額と学童保育所1か所
あたりの補助金額の比較である。横浜市と名古屋市
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図 9　政令指定都市の放課後事業に関する支出額（平成 27年度）
出典：各自治体のホームページ及び予算より筆者作成

図 10　政令指定都市の留守家庭事業費予算の比較
出典：各自治体のホームページ及び予算より筆者作成
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も大阪市と同様に民設民営の学童保育所に補助金を
出している。この3市の1か所あたりの補助金は約
700万円前後でほぼ同程度となっているものの，他
の政令指定都市と比べると十分な金額が支出されて
おらず保護者負担額も月1.5万円以上と1か月あたり
1万円以上高くなっている。
このような事例は全国的に見ると少ない。表4の
ように2012年の時点で全国の学童保育所は2万か所
を超えているが，表5の通り全体の半数以上が市町
村による直営方式か委託方式であり，3市のような
保護者による共同運営が行われている学童保育は全
体の6.7％である。開設場所についても表6より学校
施設などの公的施設を利用している学童保育が全国
で80％を超えている一方で，民家やアパートを利用
しているのは全国でも6.6％に過ぎない。行政から
の援助が少ない中で事業者の努力や地域からの協力
もあり学童保育を続けている。

４）大阪市の放課後事業の特徴
ここまで大阪市の放課後事業を概観してきた。保
護者が中心になって運営してきた補助事業としての
学童保育や，市の直営事業としての児童館や青少年
会館，委託事業としての子どもの家，いきいき事業
など多様な居場所が用意されていた。いきいき事業
開始により全ての小学校区に放課後の居場所が用意
されたことで量的な整備は進んだ。一方で行財政改
革による児童館や青少年会館などの廃止，学童保育
所の減少などにより児童にとって放課後に利用でき
る居場所の多様性が失われつつある。
また，放課後施策をいきいき事業に集中させてい
るため他の政令指定都市と比較すると，大阪市は①
全児童対策事業への支出割合が高い②1か所あたり
に支出される留守家庭事業費が少ない③学童保育所
の整備率が低くおおむね3校区に1か所程度となって
いる④児童館もほとんどの校区に設置されていない
という特徴がある。特に学童保育所に関しては全国
的に設置数が増加しているにもかかわらず1990年を
ピークに一貫して減少を続けてきた。次章では学童
保育所の減少及び居場所施設の変遷について地図を
用いてその空間的変容の特徴を明らかにする。

Ⅳ　大阪市における居場所の供給体制の地
理的変容

ここでは，大阪市が実施してきた放課後事業に関
して各施設の立地から放課後の居場所の変遷を分析
する。分析単位を大阪市の小学校区（2014年以降一
部の区で学校選択制が実施されているため2015年の
小学校区は大阪市が指定しているものであるが域外
通学が可能となっている）とし期間は子どもの家事
業実施前の1985年より5年ごとに2015年までの30年
間とする。
小学校区は株式会社ストリーミングラボによる

2014年度のデータをもとに統廃合や新設による過去

表 4　学童保育 1施設の平均入所児童数と全国の入所児童数

調査年 2003年 2007年 2012年
学童保育数（個所） 13,797 16,668 20,846
1施設の平均入所児童数 39.0人 44.7人 40.6人
総入所児童数 53.8万人 74.5万人 84.7万人
出典：「学童保育の実態と課題　2012年版実態調査まとめ」
より筆者作成

表 5　学童保育の運営主体

運営主体 個所数 割合 備考
公設公営 8369 40.20% 市町村の直営
社会福祉協議会 2203 10.60% 行政からの委託が

1208か所
地域運営委員会 3864 18.50% 行政からの委託が

2428か所
父母会・保護者会 1404 6.70% 行政からの委託が

850か所
法人等 4666 22.40% 保育園・企業・

NPOなど
その他 340 1.60%
合計 20846 100.00%
出典：「学童保育の実態と課題　2012年版実態調査まとめ」
より筆者作成

表 6　学童保育の開設場所の推移

開設場所 2003年
調査

2007年
調査

2012年
調査

公的施設
81.9％

学校施設内 44.50% 47.50% 51.80%
児童館内 17.70% 15.80% 13.00%
その他の
公的施設内

18.00% 18.30% 17.10%

民間施設
18.1％

法人施設内 6.40% 6.80% 6.40%
民家・
アパート内

8.60% 7.20% 6.60%

その他 4.80% 4.40% 5.10%
出典：「学童保育の実態と課題　2012年版実態調査まとめ」
より筆者作成
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の校区変更を大阪市発行の通学区域一覧や地元住民
への聞き取り調査から修正を行っている。学童保育
所・子どもの家・公設児童館の立地については大阪
学童保育連絡協議会が毎年発行している「大阪の学
童保育」に記載されている住所をもとに作成してい
る。子ども・子育てプラザについては大阪市のホー
ムページより，大阪市立青少年会館に関しては財団
法人大阪市教育振興公社「事業年報」記載の住所をも
とに作成している。また，児童数に関しては大阪市
が公表している当該年度の「学校現況調査」を利用
し，各小学校におけるいきいきの利用率に関しては
事業を受託している団体から提供された資料をもと
に筆者が作成している。これらをもとに大阪市にお
ける居場所施設の立地の変遷を分析する。

１）居場所施設の立地の変遷
以下で提示する地図は大阪市における市立小学校
と放課後事業を実施している施設の立地の変遷であ
る。ここでの放課後事業とは第2章で述べた学童保
育，子どもの家（勤労青少年ホームを含む），児童館，
青少年会館とする。各施設より半径600ｍ（児童の徒
歩の速度を60ｍ/分と仮定し，徒歩10分程度で移動
できる距離とする）以内に市立小学校がある小学校
区及び各小学校区内に対象施設がある小学校区を黒
塗りにしてある。
図11-1は1985年の小学校と居場所施設の立地であ
る。大阪市の中心部である北区，中央区，西区，浪
速区及び市の南東に位置する平野区，市の北東に位
置する鶴見区や東淀川区の市境周辺を除き居場所施
設が立地している。施設の多くは学童保育所であり
大阪市内に広く点在している。また，淀川区の北端，
浪速区西部，住吉区の南端，平野区には学童保育所
はないが，代わりに公設の児童館や青少年会館が立
地している。特に平野区は居場所施設の空白地帯で
あるため児童館が子どもの居場所として果たした役
割は大きいと考えられる。

1990年は図11-2のように大阪市中心部での空白地
帯の減少が目立っており，大阪市全体でも居場所施
設が小学校区をカバーする地域が増加している。前
年から実施された子どもの家事業により保育所等が
放課後事業に参入したことに加え，学童保育所の設
置数がピークを迎え市の中心部でも学童保育所が設
置されたことが影響している。一方，1985年時点で
空白であった北区，浪速区，平野区の一部は空白の
ままとなっている。
学童保育所と子どもの家の合計設置数が221か所

となった1995年は図11-3にあるように更に空白地帯

が減少している。当時，市内23か所にあった勤労青
少年ホームが子どもの家事業を受託したこともあり
市内のこどもの家設置数は63か所にまで増加した。
市内中心部の空白地帯を勤労青少年ホーム内の子ど
もの家事業によりカバーすることができるように
なった。これにより大阪市内の市立小学校295校の
小学校区のほとんどをカバーできることとなった。
しかしここでも平野区の南東市境は空白のままと
なっている。

2000年になると図11-4にあるように1995年にはカ
バーされていた地域が再び空白となっている。1998
年に児童いきいき放課後事業がほぼ全校で実施され
ることで学童保育所の設置数が減少し始めるととも
に，1999年に勤労青少年ホームが子どもの家事業を
廃止したことなどによる子どもの家設置個所数の減
少により，市内中心部から淀川区東部にかけて居場
所施設の空白帯ができている。また，平野区南東部
では学童保育所の新設があったものの市境周辺の小
学校区は変わらず空白地域のままである。

2005年の状況を示す図11-5では2000年における空
白帯の他に虫食い状に空白地域が増えていることが
分かる。子どもの家は2000年と設置数に変化はない
が，学童保育所の設置数が減少していることが影響
している。平野区南部にあった学童保育所がなくな
ることで平野区南東部の空白地域が増加し，沿岸部
周辺では学童保育所の消滅によりこれまでカバーさ
れていた校区で空白地域になっているところが出現
している。
図11-6のように2010年になるとさらに空白地域が
増加する。2006年に公設児童館及び勤労青少年ホー
ムが廃止されその代替措置として各区に子ども・子
育てプラザが設置されたが，児童館及び勤労青少年
ホームの合計設置数が35か所であったため設置総数
は11か所減少した。浪速区西部の学童保育所が立地
していない地域をカバーしていた両施設が廃止され
子ども・子育てプラザが東部に新設されたため，こ
の地域には大きな空白地帯が出現した。平野区は空
白地域が増加し大阪市中心部から淀川区西部にかけ
て広がる空白帯も顕著である。
そして2015年は図11-7のように沿岸部，中心部か
ら淀川区西部，平野区の空白地域が拡大し，それ以
外の地域では学童保育所が残っているものの虫食い
状の空白校区が新たに見られるようになった。2014
年の子どもの家事業の廃止により留守家庭児童対策
事業へ移行した旧こどもの家が20か所となり，学童
保育所と合わせて設置個所数は1995年の半分以下の
108か所まで減少した。子ども・子育てプラザを加
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図 11-1　1985年の居場所施設の分布 図 11-2　1990年の居場所施設の分布

図 11-3　1995年の居場所施設の分布 図 11-4　2000年の居場所施設の分布
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図 11-5　2005年の居場所施設の分布 図 11-6　2010年の居場所施設の分布

図 11-7　2015年の居場所施設の分布
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えても132か所であり，市立小学校約300か所に対し
て小学校区で換算すると居場所施設の整備率は約
45%である。
以上の過去30年間の大阪市における居場所施設の
立地の変遷を図12にまとめる。平野区南東部の市境
周辺の小学校区Aのように過去30年間一貫して放課
後事業としてのどの施設も立地しない地域もある
が，1985年から1995年にかけて学童保育所や子ども
の家の設置数の増加とともに，多くの小学校区で近
隣に居場所となる施設が用意されるようになった。
しかし，1998年の児童いきいき放課後事業全面実施
による学童保育所の減少，1999年に勤労青少年ホー
ムが子どもの家事業から撤退したことによる大幅な
減少などにより，2000年には市内中心部から北部に
かけて居場所施設の空白帯Bが発生した。空白地域
は拡大し，2006年の公設児童館，大阪市立青少年会
館の廃止とそれに伴う子ども・子育てプラザ新設に
より学童保育所がない地域をカバーしていた浪速区
西部に大きな空白地帯Cが出現する。2015年になる
と沿岸部周辺の小学校区で空白が目立つようになる
とともに，過去にカバーされていた地域にも虫食い
状の空白校区が発生するようになった。
このように過去15年間にわたり施設の減少傾向が
続いており，その傾向は一様ではなく特に沿岸部や

中心部から北部にかけて著しい。児童いきいき放課
後事業が全小学校区で実施されているため，近くに
施設がない校区に住む児童は居場所施設を利用する
場合小学校内で実施されるいきいき活動に参加する
ことで放課後を安全に過ごすことができるように
なった。しかしその他の施設を利用する場合は校区
外まで足を延ばすことになるが，低学年は移動時に
事故に遭う危険性も高まるため保護者なしで校区外
に出ることは難しい。近隣に施設が無い小学校区に
住む放課後に保護者がいない家庭の児童にとって
は，いきいき活動へ参加する以外の選択肢が確保さ
れていない状態になっており居住地域による不均等
が生じている。次節では大阪市の放課後事業として
最も長い歴史を持ち，児童いきいき放課後事業に次
いで多く設置されている学童保育の立地の変遷を分
析する。

２）学童保育所の立地と児童数およびいきいき事業
との関係
大阪市の学童保育所は民設民営で市の補助事業と

して補助金を受給し運営を行っているが，1990年代
に開始された子どもの家事業及びいきいき事業の両
委託事業の影響を受け設置数を減少させている。ま
た，表7・8にあるように大阪市の児童数の減少が学
童保育所の減少に影響を与えている。図13のように
大阪市24区別の児童数の減少率と学童保育所の減少
率に弱い相関があることが分かる。一方図14より大
阪市における5歳児の保育所利用人数は増加傾向に
あることから，放課後事業のニーズは高まっている
ものと考えられる。
これらのことを踏まえ学童保育所の立地に関して

2つの仮説を立てる。一点目は学童保育所を運営して
いくためには一定規模の児童数が必要であり，規模
の小さい小学校や児童数が減少した小学校周辺に学
童保育所が設置されていないのではないかというこ
とであり，二点目は周辺に学童保育所が立地してい
ない小学校区ではいきいきに通う児童が多いため，
いきいきの利用率が高くなっているのではないかと
いうことである。この2つの仮説に基づき学童保育所
の立地の変遷を小学校の児童数の変化及び，小学校
区ごとのいきいき事業の利用率から分析する。

（ a ）学童保育所の立地と小学校の児童数
以下で提示する地図は大阪市における市立小学校

の児童数と学童保育所の立地の変遷である。小学校
の在籍児童数を学校規模の分類7)をもとに5段階に分
けて表示している。

B

C

A

図 12　居場所施設の分布の特徴
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表 7 大阪市 24区別小学生児童数の推移

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

北区 5,886 4,722 3,926 3,455 3,201 3,303 3,409

都島区 6,504 6,281 5,936 4,771 4,555 4,517 4,645

福島区 3,887 3,179 2,807 2,514 2,615 2,790 3,117

此花区 5,320 4,226 3,905 3,523 3,394 3,138 3,043

中央区 3,633 2,805 2,136 1,764 1,916 2,135 2,503

西区 4,233 3,815 3,179 2,670 2,880 3,264 3,613

港区 7,268 5,393 4,820 4,314 4,173 3,907 3,632

大正区 7,105 5,384 4,683 3,852 3,726 3,597 3,053

天王寺区 3,852 3,275 3,132 2,992 3,153 3,255 3,314

浪速区 2,458 2,021 1,771 1,383 1,291 1,143 1,249

西淀川区 7,113 6,193 5,488 4,807 5,106 5,625 5,148

淀川区 11,591 9,332 8,087 6,785 6,931 7,106 6,907

東淀川区 13,002 10,737 10,157 8,877 8,444 7,866 6,978

東成区 5,759 4,448 4,060 3,360 3,506 3,754 3,422

生野区 11,755 8,893 7,768 6,647 6,214 5,396 4,606

旭区 7,902 6,045 5,007 4,395 4,425 4,210 3,766

城東区 12,000 9,269 8,151 7,392 8,056 8,490 8,149

鶴見区 7,464 6,220 6,385 6,123 6,710 6,997 6,924

阿倍野区 7,958 6,288 5,554 4,993 5,190 5,363 5,095

住之江区 12,256 11,353 9,673 7,576 7,046 6,140 5,490

住吉区 11,131 8,828 8,320 7,990 8,075 7,428 6,752

東住吉区 10,508 7,970 7,208 6,589 6,716 6,471 5,740

平野区 16,135 11,490 11,216 11,203 12,049 11,554 9,640

西成区 7,782 5,643 4,763 4,085 3,864 3,504 3,129

計 192,502 153,810 138,132 122,060 123,236 120,953 113,324
出典：大阪市「学校現況調査」より筆者作成
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表 8 大阪市 24区別学童保育所設置数の推移

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

北区 4 3 3 2 1 1 1

都島区 4 6 4 3 3 3 5

福島区 3 5 5 3 3 3 2

此花区 4 12 6 6 6 3 2

中央区 3 4 3 1 1 1 1

西区 1 2 3 3 3 4 3

港区 7 8 7 5 6 4 3

大正区 5 6 5 4 4 2 0

天王寺区 3 5 5 5 4 4 3

浪速区 1 2 0 0 0 0 0

西淀川区 8 10 9 10 9 7 7

淀川区 6 7 5 3 3 3 4

東淀川区 12 13 7 8 8 8 8

東成区 2 2 2 5 5 5 4

生野区 4 6 7 4 5 6 4

旭区 9 10 9 8 10 7 5

城東区 10 10 8 7 8 7 6

鶴見区 3 4 5 4 4 4 4

阿倍野区 7 8 7 5 4 5 6

住之江区 10 15 16 13 12 9 4

住吉区 9 12 12 12 12 11 9

東住吉区 14 14 13 11 9 6 3

平野区 5 7 8 7 4 3 1

西成区 11 9 9 5 4 4 2
出典：「大阪の学童保育」より筆者作成
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1985年は5年ごとで比較した際に過去30年間で最
も児童数が多い年である。図15-1にあるように北区
から浪速区にかけての市内中心部の小学校はほとん
どが児童数200人以下であり学童保育所もほとんど
設置されていない。それ以外の地域はおおむね児童
数が400人を超えており規模の大きい小学校の周辺
に学童保育所が設置されている。平野区南東部はそ
れ以外の地域と比べて児童数に大差がないものの前
節で述べたように放課後事業の施設は立地していな
い。

1990年には一部に子どもの家の施設が含まれるも
のの多くの小学校区で学童保育所が設置されてい
た。図15-2のように市内に大きな偏りなく立地して
おり，児童数400人以下の小規模校周辺でもその存
在を確認できる。学童保育所が設置されていないの
は北区から浪速区にかけての一部の地域と平野区南
東部のみと限られた地域だけになった。この両地域
を比べるとやはり後者の児童数は周辺校区と大差が

ない。また，1995年は子どもの家が子どもの家が含
まれないが，市内中心部や児童数の少ない小学校周
辺にも学童保育所が設置されており1990年と大きな
違いはない（図15-3）。
大阪市の児童数は全体として減少しているが一部

の地域で大きく減少しているため図15-4の小学校の
規模に見られるように，小規模校が増加する一方で
児童数600人超の大規模校も残っている。2000年に
は淀川区東部から市内中心部を通り浪速区から西成
区にかけての児童数が少ない小学校区では周辺に学
童保育所が設置されていない。学童保育所を利用す
る児童が減ったことにより補助金の支給要件の一つ
である10人以上の利用者を確保できなくなったため
閉鎖せざるを得なくなったからである。1998年にい
きいき事業が全面実施され放課後の居場所を無料で
利用できるようになったことにより，児童数が少な
い小学校においてはもともと利用児童数が少ないう
えに学童保育を利用していた家庭の一部が学童保育

児
童
数
の
減
少

学童保育所の減少率

図 13　大阪市 24 区別学童保育所の減少率と児童数の減少 （1985-2015 年）
出典：大阪市「学校現況調査」及び「大阪の学童保育」より筆者作成

（
人
）

（年）

図 14　大阪市保育所 5歳児利用者数
出典：大阪市ホームページ「学校現況調査」より筆者作成



38 梅田　堅司

N

図 15-3　1995年の児童数と学童保育所の分布

N

N N

図 15-1　1985年の児童数と学童保育所の分布 図 15-2　1990年の児童数と学童保育所の分布

図 15-4　2000年の児童数と学童保育所の分布
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N N

N

図 15-5　2005年の児童数と学童保育所の分布 図 15-6　2010年の児童数と学童保育所の分布

図 15-7　2015年の児童数と学童保育所の分布
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所を退所することで補助要件を下回るようになっ
た。

2005年になると学童保育所の立地に偏りが見られ
るようになる。図15-5では西淀川区から大正区にか
けての大阪市西部と東淀川区から大阪市南部にかけ
て帯状に学童保育所が分布しており，中心部から北
部にかけてと南東部では学童保育所のない地域が広
がっている。周辺に学童保育所がある小学校の児童
数はおおむね400人以上の適正規模の学校であり，
小規模校周辺で学童保育所が見られなくなっている
傾向は続いていることに加え，南東部では適正規模
以上の学校があるにもかかわらず学童保育所が減
少している。この状況は2010年も同様である（図15-
6）。

2015年には学童保育所がピークの約半分まで減少
した（図15-7）。北区・大正区から学童保育所がなく
なり，小規模校が多くある浪速区・西成区を含めて
周辺に学童保育所がない小学校区が増加する。また，
南東部においては2005年から引き続き小規模校が少
ないものの学童保育所の数が少なく市境周辺の小学
校区には立地していない。一方で東淀川区から大阪
市南部にかけての帯状の地域は適正規模の小学校が
残っているとともに学童保育所も数を減らしていな
い。
地図で示した各年において小学校区における学童
保育所の有無と児童数の平均をt検定により分析し
た結果，各年とも学童保育所のある小学校区の児童
数が多いことが１％水準で有意であった。また，学
童保育所がなくなった小学校区の児童数をなくなる
前と後で比べると表9のように児童数が減少してお
り，400人を境としてそこを下回ると学童保育所が
なくなることが多くなる。
学童保育の立地の特徴をまとめると図16のように
なる。平野区南東部や大阪市中心部のようにそもそ
も学童保育所が立地していない地域Aと，大正区，
西成区，大阪市北部のように学童保育所が減少し消
滅した地域Bでは，小学校の規模が小さかったり児
童数が減少したりしている。特に大正区，西成区で
は児童数の減少傾向が著しい。一方で大阪市北東部
から南部にかけてのCエリアでは児童数の減少が小
さく，適正規模の小学校が多く残っているため学童
保育所も閉鎖せずに現在に至っている。

（ b ）学童保育所の有無といきいきの利用率
以下の地図は2005年・2010年・2015年の学童保育

所の立地と各いきいきの利用率を表したものであ
る。いきいきの利用率は各小学校の在籍児童数を分
母とし各いきいきの1日あたりの平均利用人数を分
子にして計算している。
図17-1は2005年の地図である。淀川区西部から市

内中心部を通り西成区に至る地域と平野区南部の学
童保育所が立地していない地域ではいきいきの利用
率が高い傾向にあるが，東成区・生野区・大正区・
住之江区・港区ではいきいきの利用率が高いところ
でも学童保育所が立地している地域も多い。南部の
阿倍野区・住吉区・東住吉区や北東部の東淀川区・
旭区・城東区・鶴見区では学童保育所が立地してい
る周辺のいきいき利用率が低い傾向にある。
次に図17-2の2010年になるといきいきの利用率が

2005年と比べて低下している小学校区が増えてい
る。特に利用率が低い地域は周辺に学童保育所が立
地している小学校区である。北東部と北西部から南
部にかけての地域でその傾向が顕著に表れている。
一方学童保育所が周辺にない浪速区・西成区・大正
区・平野区の小学校区ではいきいきの利用率が高く
なっている。2005年よりも学童保育所の有無といき
いきの利用率に違いが表れるようになった。
最後に2015年の状況を図17-3に示す。2010年と同
様に北東部と北西部から南部にかけての周辺に学童
保育所が立地している地域ではいきいきの利用率が
低くなっている。周辺に学童保育所が無い小学校区
ではいきいきの利用率が高いところが多くなってお
り，浪速区・西成区・大正区・平野区で利用率の高
さが目立つ。
学童保育所の有無といきいきの利用率の関係につ

いて2005年，2010年，2015年のそれぞれでt検定を

表 9　学童保育の閉鎖と児童数の関係

閉鎖前(校) 児童数（人） 閉鎖後（校）

0 ～ 100 4

11 100～ 200 12

25 200～ 300 37

40 300～ 400 36

25 400～ 500 21

16 500～ 600 16

10 600～ 700 2

3 700～ 800 4

2 800～ 900 2

2 900～ 0
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図 16　児童数と学童保育所の分布の特徴 図 17-1　2005年のいきいき利用率と学童保育所の分布

図 17-2　2010年のいきいき利用率と学童保育所の分布 図 17-3　2015年のいきいき利用率と学童保育所の分布
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実施した。学童保育所の小学校区内における有無と
各小学校区のいきいきの利用率に有意差があるかを
検証している。その結果，全ての年において学童保
育所のない小学校区のいきいきの利用率が高いこと
が１％水準で有意であった。
以上より①児童数の多寡と学度保育所の有無②い
きいきの利用率の高低と学童保育所の有無という2
つの仮説は実証された。児童数が少ないあるいは減
少した小学校周辺で学童保育所が立地していないあ
るいは閉鎖することで，いきいきを利用する児童が
増加し利用率が高くなっている。
一方で学童保育所の有無といきいきの利用人数に
ついては有意な差が見られなかった。図18より児童
数が少ない小学校区ほどいきいきの参加率が高い傾
向にあることや，児童数の減少と学童保育所の有無
が関係していることなどから，放課後事業に対する
需要はどの小学校区においても一定割合で存在し，
学童保育所が周辺にない地域でも学童保育に対する
潜在的なニーズが含まれていると考えられる。
学童保育所があることで放課後事業の選択肢が増
え，児童や保護者は自らにとって必要なサービスが
受けられる事業を選ぶことができる。そして学童保
育を選ぶ人が補助金支給要件である10人以上いれば
学童保育所の運営が継続することになる。結果とし
て児童数の多い小学校では，無料のいきいきでニー
ズを充足できない家庭が有料の学童保育を希望する
ようになるため，学童保育所が運営を継続するため
に必要な利用者数を確保することができる。そして
学童保育所の存在が放課後事業の利用を分散させい
きいきの利用率を低下させていると考えられる。

３）学童保育所の偏在と多様な居場所の喪失
これまで，大阪市における放課後の居場所を提供
してきた施設の立地の変遷と，小学校と学童保育所
の立地の関係について地図を用いて分析してきた。

放課後事業として最も設置数が多かった学童保育所
は民設民営であり，運営の継続は周辺の小学校の規
模に大きく左右され児童数が少ない小学校の近隣に
は学童保育所が設置されておらず，放課後の居場所
の選択肢が少ない状況であった。そのような地域で
も1990年代は学童保育の他に子どもの家・公設児童
館・勤労青少年ホーム・青少年会館など多様な事業
が実施されており，多くの小学校区で何らかの施設
が放課後にアクセス可能な距離に立地していた。特
に，淀川区西部・北区・浪速区・平野区では学童保
育所が立地していなかったため，これらの施設は児
童にとって放課後の居場所として重要なものであっ
た。また，1992年から開始され1998年に全面実施さ
れた児童いきいき放課後事業により，児童にとって
身近な小学校内で無料で放課後を過ごすことができ
るようになり，費用や立地の面から放課後事業を利
用できなかった児童の放課後の居場所が用意される
こととなった。
児童いきいき放課後事業により放課後事業の充実

が図られたが，大阪市では2000年代以降の行財政改
革のもとでその他の放課後事業が縮小・廃止される
こととなる。公的施設を利用して実施していた子ど
もの家の廃止により同事業が縮小し，その後公設児
童館・勤労青少年ホーム・青少年会館は相次いで廃
止された。代わりに子ども・子育てプラザが設置さ
れたが施設の総数の減少や移転により，2010年には
居場所施設の空白地域が大きく増加した。それに加
え同施設の主な利用対象者が未就学児童であり利用
時間も17時までと短いため，18時まで利用できる児
童いきいき放課後事業と比べると小学生が放課後を
過ごす施設としては不十分な点がある。
更に2014年のこどもの家事業の廃止や学童保育所

の更なる減少によって，2015年には居場所施設の空
白地帯がさらに増加した。以前より学童保育所が無
かった北区や淀川区・平野区に加え，大正区・西成区・

参
加
率
（
％
）

児童数（人）

図 18　2013年のいきいき参加率と児童数の相関
出典：大阪市教育振興公社提供資料、「学校現況調査」より筆者作成
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住之江区などの沿岸部の地域ではそれまであった学
童保育所が閉鎖されており学童保育所の偏在が顕著
になった。学童保育所が大きく減少したのは児童数
の減少が大きな要因であるが，その他に学童保育を
利用したくても利用料を支払えるだけの経済的余裕
がないこともその一因である。次章で言及するが学
童保育所の減少率が高い大正区・西成区・住之江区
などでは所得の低い子育て世帯が多いとされてお
り，毎月約2万円の利用料を払うことができず無料
のいきいきを利用せざるを得ない留守家庭が多いと
されている。その結果，これらの地域では学童保育
所を含めた居場所施設が利用可能な範囲に無いため
放課後をいきいきで過ごす児童の割合が高くなる。
児童いきいき放課後事業は居場所施設の空白地帯
をカバーする役割を果たしているが，その一方でい
きいきの充実により他の施設がなくなり空白地帯を
形成する一因ともなっている。放課後の居場所の多
様性が失われることは，一つしかない施設が児童に
とって居場所としての機能を果たさなくなった時に
身近な居場所がなくなることを意味する。また，居
場所施設の閉鎖や学童保育所の偏在は，同じ大阪市
に住みながら居住する小学校区によって放課後の居
場所へのアクセスの不均等を生みだしていることに
なる。本来児童福祉のための事業である学童保育が
「ぜいたく品」となっており，世帯所得によりその利
用を制限される状況となっている。児童の移動速度
を考慮すると1区1か所の子ども・子育てプラザでは
量的に十分とは言えず，多様な居場所を用意し児童

福祉に資するためには児童いきいき放課後事業とは
異なる居場所づくりが必要になるのではないだろう
か。

Ⅴ　放課後事業の実態と地域との関わり

本章では学童保育といきいきのそれぞれの事業
者・指導員に対して行った聞き取り調査をもとに両
事業の実態と課題を明らかにする。

１）留守家庭児童対策事業の実態

（ a ）聞き取り先の選定
現在，留守家庭児童対策事業は保護者会が運営す

る学童保育や社会福祉法人等が運営する元子どもの
家に加えNPO法人が補助金を受け実施されている。
約70%が保護者会により運営されており，そのうち
の約65%が少なくとも1度は移転を行っている（図
19）。また，保護者会運営の学童保育の約80%が居
住用の住宅を賃借して利用している（図20）。そして
第４章で述べたように学童保育所の立地には偏りが
見られるようになった。
これらの状況を踏まえ聞き取り先の選定にあたっ

ては，①移転回数が多い②減少率が著しい地域③減
少率の小さい地域という要件を設定した。要件に該
当する事業所から聞き取りを行うことで，学童保育
所の偏在と事業が廃止に至った要因，事業を継続す

図 19　学童保育（子どもの家を含む）移転回数
出典：「大阪の学童保育」より筆者作成

図 20　学童保育が利用する建物の構造
出典：大阪市ＨＰより住所を確認し googleマップストリート

ビューで目視により分類
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るための課題や地域との関係を明らかにする。聞き
取り先の概要を表10に示す。

（ b ）移転の原因と物件の概要
聞き取り先の学童保育所は様々な理由で移転を強
いられている。利用者が増加し面積定員を超過する
ことが見込まれるため移転するという積極的な移転
もあるが，多くの場合建物の老朽化や相続等による
家主の交代とそれに伴う異なる収益物件への転用，
近隣住民との騒音問題などで退去を求められる。退
去することとなった場合新年度が始まるまでに新た
に利用できる物件に入居しなければ事業を継続でき
なくなるため，物件の選定は短期間で行わなければ
ならない。
物件の選定にはいくつかの条件がある。まず，絶
対条件として①留守家庭児童対策事業として補助金
を受給するためには利用者10人以上という要件があ
るため，面積定員で10人以上を確保できる物件であ
ること②食事やおやつを用意するための台所（写真
1）が用意されていることである。そして③賃料が安
いことと④立地である。③に関しては横浜市や名古
屋市では家賃補助が行われているが大阪市ではそれ
がないため，家賃を低く抑えることが重要となる。
④に関しては学校からの距離が重要になるが大阪市
では複数校区から通う児童がいる学童保育所がある
ため，いくつかの学校の中間（校区の境界近辺）に位
置する物件を選ぶことも多い。また，外遊びを公園
でするため公園までの距離が近いことが望ましいと
される。移転の際にはこれらの条件を満たす物件を
保護者や指導員が自ら探さなければならない。
表10にある物件はそれぞれ上記の条件をおおむね
満たしたものであるが，これらの物件の築年数は全
て20年を超えている。これは賃料を抑えるために築
年数の古い物件を選んでいるためであると考えられ
るが，特に長屋を含めた木造物件を利用している学
童保育所（C・E・G・L・M）では耐震性に不安があ
るという指導員の声があった（写真2・3・4）。しか
し，耐震補強のための補助金制度を利用できず，学
童保育所の財政にも余裕がないため耐震補強を行え
ず，家具の転倒防止などの対策しかできていないの
が実情である。一方で木造住宅から鉄筋や鉄骨など
の居室に移転する例もある。旭区のP学童（写真5）
は長屋から鉄筋コンクリートの物件に移転したこと
で十分な耐震性が確保されたため保護者にとっては
安心感が大きくなった。しかしP学童の指導員は利
用する子どもにとっては古い木造長屋の方が遊び場
として良い面もあると思うとのことであった。

写真 1　E学童保育所の台所
2016年 5月 17日 13時筆者撮影

写真 2　C学童保育所（左）外観写真
Googleストリートビューより（閲覧日 2017年 1月 5日）

写真 3　C学童保育所（木造物件）室内
2016年 5月 11日 12時筆者撮影

写真 4　G学童保育所（木造物件）室内
2016年 6月 2日 14時筆者撮影
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表 10　聞き取り結果一覧概要

訪問した
学童 場所 開業年

現物
件の
利用
年数

現物件の
築年数

指導
員の
勤務
年数

運営
主体 物件 ひと月

家賃 家主の属性 規模
（人）

面積
定員
（人）

移転 
回数

A学童 城東区 1966年 18年 20年程度 10年 社福 貸し
ホール

7万円 財団 43 80 1

B学童 天王寺区 1970年 15年 不明 30年 父母会 テナント
ビル

8万円×2 貸しビル業
（不動産屋）

44 54 4

C学童 東淀川区 1976年 1年 44年 13年 父母会 長屋建て
住宅

8.8万円 近所に住んで
いる

29 30 4

D学童 淀川区 1976年 4年 30年以上 15年 父母会 集合住宅 9.4万円 不明 14 21 3
E学童 鶴見区 1976年 4年 22年 10年 父母会 店舗付

住宅
7.5万円 近隣の地主 44 51 1

F学童 住吉区 1977年 1年 20年以上 専任
無し

父母会 店舗付
集合住宅

7万円強 大家がこのマ
ンションに 
住んでいる

12 16 4

G学童 城東区 1979年 12年 30年以上 10年 父母会 ３軒長屋 大地主 49 49 1
H学童 大正区 1980年 35年 30年以上 10年 父母会 集合住宅 4万円 近所に住んで

いる
閉所 13 0

I学童 西区 1980年代 7年 30年以上 19年 父母会 テナント
ビル

8.6万円 地元では
有名な人
PTAとも
つながりの
ある人

12 16 4

J学童 西淀川区 1980年代 10年 30年以上 10年 父母会 団地 6.5万円 学童OBの保
護者

22 23 4

K学童 住之江区 1980年代 15年 35年以上 14年 父母会 団地 420円/時 大阪市営
住宅

22 39 1

L学童 鶴見区 1986年 10年 50年以上 25年 父母会 
→NPO

店舗付
住宅

10万円 近隣の
大地主

41 53 2

M学童 生野区 1988年 1年 50年以上 2年 父母会 長屋 4.7万円 不明 10 24 2
N学童 平野区 1989年 12年 40~50年 3年 父母会 集合住宅 6.3万円/月 不明 11 17 2
O学童 西区 1990年代 1年 20~30年 

程度
3年 父母会 住宅 9.8万円 不明 30 25 4

P学童 旭区 1990年代 4年 25年 7年 父母会 店舗付
集合住宅

6.4万円 保護者の知り
合いの人

35 27 1

訪問した
元子ども
の家

場所 開業年
現物
件の
利用
年数

現物件の
築年数

運営
主体 物件 ひと月

家賃 家主の属性 規模 
（人）

面積
定員
（人）

移転 
回数

A子ども
の家

東淀川区 1970年代
後半

30年 20年 社福 保育所 自社物件 社福が所有 60 60 0

B子ども
の家

平野区 1972年 44年 改築中 社福 保育所 自社物件 社福が所有 70 70 0

C子ども
の家

生野区 1979年 14年 50年以上 社福 ２軒長屋 9万円 向かいの年配
の人 
（何軒か
長屋を持って
いる）

1 70 2

D子ども
の家

生野区 1985年 30年 54年と30
年

社福 保育所 自社物件 社福が所有 11 30 1
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（ c ）利用者の属性・いきいきとの関係
留守家庭が対象であるため保護者は就労世帯であ
る。共働き，ひとり親に関わらず保護者はほぼ給与
所得者であり正規の被雇用者として働いている。職
種としては公務員・教師・看護師・金融関係など比
較的収入が高い仕事についている場合が多い。いき
いきの終了時刻が18時であり17時以降は保護者の迎
えが必要になるがこれらの仕事についている保護者
はその時間に間に合わないことが多いため，18時以
降も預けることのできる学童保育を利用していると
のことであった。
また，児童の祖父母など保護者以外に子の面倒を
見ることができる親族が同居あるいは近居していな
い世帯が多く，そのような世帯は近年建設が進んで
いる大型マンションに居住していることが多い。西
区のO学童では利用児童の減少により閉鎖寸前まで
に至ったが，マンション建設（写真6）による子育て
世帯の流入で児童数が増加すると学童保育の利用者
も増加し過密化により現在の場所に移転することと
なった。
児童は兄弟の数に関係なく預けられており特別に
一人っ子が多いということはない。高学年になると
習い事の増加などで途中退所することもあるが，学
童保育所から習い事に通いまた戻ってくることが可
能であるため融通が利きやすく小学校卒業時まで継
続して利用しやすい（表11）。学童保育を卒所した後
もOBとして遊びに来たり，高校生になって土曜日
や長期休業期間にアルバイトをしにきたりする例も
ある。
児童いきいき放課後事業が開始されたことによる
影響はどの学童保育所でも認められる。児童数が多
い地域でもいきいき開始当初は学童保育の利用児童
が一時的に減少しているものの，補助金支給要件の
利用者10人を下回らず運営を続けられたところは両
事業の役割の違いから棲み分けができるようになり
利用者が回復する。しかし大正区や西成区のように
児童数が少ない地域や子どもを学童保育に預けられ
るだけの経済的余裕がない世帯が多い地域では学童
保育の利用者が少ないため，いきいきの開始により
学童保育の利用者が10人を下回ると閉鎖せざるを得
ずその後は学童保育へのニーズが小さいため新たに

開所されることはなく空白地帯が発生する。

（ d ）地域との関係
地域との関係は各学童保育所で良好・友好的なと

ころから希薄・敵対的なところまで様々である。移
転に際し学童保育に好意的な地域の有力者や地主な
どから相場より低い家賃で物件を借りられる事例が

表 11　2015年度学年別学童保育利用人数と利用率

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
利用人数（人） 657 605 491 382 358 243 2697
利用率（％） 24.4 22.4 18.2 14.2 13.3 9.0 
出典：「大阪の学童保育」より筆者作成

写真 5　P学童保育所（鉄筋コンクリート物件）室内
2016年 6月 2日 13時筆者撮影

写真 6　西区 O学童保育所周辺のマンション
2016年 5月 12日 12時筆者撮影
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ある。西区のI学童保育所では家主の交代による退
去を経験したが，移転の際に近隣の小学校でPTAの
会長を歴任していた地主の援助により現在の物件を
利用することができた。また，鶴見区のL学童保育
所でも地域の大地主の協力により現在の物件を安く
借りることができている。一方で，子どもが利用す
ると騒がしくなるため貸せないと言われたり近隣住
民から利用に際して説明会を実施するよう求められ
たりする事例もある。昨今，保育所の新設をめぐっ
て地域住民との軋轢が生じている例が散見される
が，学童保育所に関しても移転の際には近隣住民の
理解を得られることが重要となっている。
指導員や利用児童は施設の外に出て地域住民や
商店などと関わりを持ち日ごろから交流する（塚
田,2009）他に，町会に入会し地域の様々な行事に参
加することによって学童保育のことを周知したり近
隣との友好関係を築こうとしたりしている。しかし
地域によっては住民からの苦情もあり難しい運営を
強いられているところもある。長屋や隣接する民家
（写真7）との距離が近い木造家屋を利用するところ
では子どもたちが室内で出す音が大きいと騒音の苦
情が発生する。また，公園では学童保育利用児童以
外の行動に関する苦情まで寄せられることがあり，
それを回避するために最寄りの公園ではなく離れた
公園を利用しているという例もある。地域住民と学
童保育所との関係が希薄だと住民が子どもにその場
で直接注意することができず，立場の弱い学童保育
所に事後的に苦情が入っている。地域住民の子育て
に関する意識が学童保育所との関係にも影響を与え
ている。

（ e ）大阪市の学童保育の独自性と課題
大阪市の学童保育も他の自治体のそれと同様に運
営・施設に関する基準が設けられているが，民設民
営であるため各学童保育所は利用者のニーズや運営
状況に応じた独自性を持つことができる。
まず活動の自由度が高いことが挙げられる。普段
の活動では公園に行ったり近くの商店に買い物に出
かけたりと指導員の付添のもとで自由に外に出るこ
とができ，長期休業には遠足に出かけたりキャンプ
などの宿泊行事を行ったりしている。公園では学童
利用児童以外の児童と一緒に遊ぶことも多い。ま
た，（ｃ）でも述べたように一日の活動の途中で習い
事に行き再び戻ってくることを認めているところが
多い。これは他の自治体の学童保育とは異なり，当
初より小学６年生まで預かっていた学童保育所が多
く高学年の習い事へのニーズを満たすために作られ

たものだと考えられる。
次に学校外で行われ複数校区からの利用が認めら

れていることである。児童にとっては学校の外に出
ることで気持ちを切り替えることができ，学校や家
庭でのストレスを発散することができる。また，複
数校区から利用できることで小学校とは異なる人間
関係を築くことができたり，同じ保育所に通ってい
て異なる小学校に入学した児童が学童保育所で再会
したりすることができる。小学校内に併設していた
り利用者を校区内に限定したりしている他の自治体
の学童保育や全児童対策事業ではこのような関係を
持つことができない。
最後に，指導員の雇用の継続性である。指導員は

各学童保育所でそれぞれ雇用されており専任の指導
員も転勤がなく，勤務状況に問題が無ければ自己都
合で退職する他には専任の指導員が交代することは
ない。表10にあるように同じ学童保育所で10年以上
勤務している指導員も多く、児童の入所から卒所ま
での６年間を見据えた継続的な指導を行うことがで
きる。児童にとっても同じ指導員がいることで指導
員と安定した人間関係を築くことにつながってお
り，卒所後もOBとして活動に参加したり指導員に
相談をしたりするなど小学校卒業後も安心できる居
場所となっている。
一方でこれらの独自性が運営を難しくする課題と

なる場合がある。公園の利用は（ｄ）で述べた苦情の
原因になることがあり，近隣の公園ではボール遊び
ができないなど規制が厳しい場合もある。また，学
校外にあるため下校から通所までの安全確保が課題
となる。過去には通所途中に交通死亡事故に遭った
事例もあるが，児童を迎えに行ける指導員が確保で
きない現状で3年生以上は自力通所をしなければな
らない。加えて指導員の待遇も課題である。多くの
事業所では専任でも年収300万円程度であり決して
良い待遇とは言えず，アルバイトを含めた指導員の

写真 7　M学童保育所周辺外観写真
Googleストリートビューより（閲覧日 2017年 1月 5日）
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確保が難しくなっている。退職を考えていても次の
専任が見つかるまで退職できないことや，指導員が
定着しないことによって児童の心が荒れその対応に
疲れた次の指導員がすぐに辞めるという負のスパイ
ラルに陥ることがある。住吉区のF学童保育所では
指導員が定着せず現在専任の指導員がいない状況で
あるが，長年地域福祉に携わってきた人が現在指導
員の中心として同学童を支えている。このように民
設民営特有の課題と向き合いながら運営を続けてい
る。

（ f ）運営を継続できる要因
聞き取り調査をもとに明らかになった大阪市の学
童保育の実態と課題を整理する。①学校の外で保護
者や指導員が自ら見つけた物件を賃借しているが，
物件に関して行政からの補助や支援はなく様々な理
由で移転を強いられる。②児童いきいき放課後事業
の開始により利用者が減り小学校の児童数が少ない
所では学童保育が閉鎖されてしまうが，児童数が維
持・増加している小学校周辺では再び利用者が回復
しその後は保護者の属性による棲み分けがなされ
る。③地域との関係を保つための努力をしているが
苦情も多い。④指導員は各学童保育所で雇用される
ため同じところで長く勤めることができ，利用児童
は継続した保育のもと卒所後も長く関係を持つこと
ができる。⑤指導員の入れ替わりが多いと子どもの
心が安定せず指導員が疲弊し学童の評価が下がると
利用者が減少するという負のスパイラルに陥る。各
学童保育所は十分でない行政の補助と地域ごとの状
況に影響を受けながら，独自性を持って活動を行っ
ておりそれぞれ児童の放課後の居場所としての役割
を果たしている。
これらのことから学童保育所の運営を継続的なも
のとするために必要な条件は①学童保育所周辺の小
学校に在籍する児童が減少しないこと②比較的高額
な利用料を払える所得がある世帯が多いこと③指導
員の雇用が継続されること④6年生までが利用しや
すい仕組みを用意していることが挙げられる。④は
各学童保育所が保護者会などを通して仕組みを作る
ことができる。しかし，①②は外部環境に依存して
おり状況が変わればたちまち運営が立ち行かなくな
り学童保育所の廃止につながってしまう。また，③
は現在の補助金の制度では指導員の経験が補助額に
反映されないため長く勤めても指導員の収入が増加
しないという課題がある。児童福祉の事業として運
営を続けていくための基盤が脆弱である。

２）児童いきいき放課後事業の実態

（ a ）聞き取り先の概要
2016年4月時点で同事業を受託している団体は６
団体であり全ての団体に聞き取り調査を実施した。
長く事業を引き受けてきた一般財団法人大阪市教育
振興公社は他の団体が受託していないいきいきを受
託している。2013年12月から開始された同事業の公
募を受託した株式会社セリオは現在北・都島・福島・
西・西淀川・淀川の6区のいきいき69か所を受託し
ており，鶴見区の地域活動協議会（以下地活協）であ
るNPO法人緑・ふれあいの家は区内の5か所を，同
区のNPO法人榎本地域活動協議会は区内の4か所を
受託している。東淀川区社会福祉協議会は区内の３
か所の地活協と共に事業を受託し，港区にあるNPO
法人南市岡地域活動協議会は南市岡小学校のいきい
き1か所を受託している。公社以外の実施主体は株
式会社が1団体で地活協が4団体である。
公社以外の受託先に対して受託のための条件・受

託の経緯・受託後の変化などを聞き取りしたうえで，
全ての団体に共通の質問として利用する児童・保護
者の属性・運営に関する課題を聞き取った。

（ b ）事業受託の経緯と条件
全ての団体で今まで公社が実施してきた活動内容

に加え新たな取り組みを実施したいという意思が
あった。企業としては今後他の自治体でも同様の事
業を受託するための実績作りの一環としての意味合
いがあり，地活協としては地域住民が今まで以上に
いきいき活動に参画し地域で児童の成長を見守る取
り組みの一環としていきいきを受託している。また，
地活協が自ら運営主体となることでいきいき活動に
関して小学校への要望を実現させやすくなった。い
ずれもより良いいきいき活動を行っていきたいとい
う運営主体の意思が表れている。
事業受託にあたってはいくつかの条件がある。①

月極や一時利用などで19時までの時間延長を受け入
れられるようにすること②雇用継続を希望する指導
員は原則雇用すること③委託事務費以外の予算の剰
余分は返還すること④子どもの安全を確保する体制
を整備すること⑤指導員養成のための研修の機会を
用意すること⑥受託先が法人格を有していること⑦
人件費や交通費を受託先で増額してはいけないこと
などである。全市的な共通ルールと原則を維持した
うえで，各団体が活動内容の充実や地域との連携な
ど独自の取り組みを行うことになっている。

（ c ）受託後の変化
受託前から地域が運営に積極的に関わっていたと
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ころでは，運営主体の変更による指導員との軋轢も
少なくスムーズに移行できたうえに，運営と現場の
距離が地理的に近くなったため各いきいきで発生し
たトラブルにも速やかに対応できるようになった。
一方で鶴見の2団体のように複数か所を受託してい
るところでは，受託当初こそ他の校区の地活協との
軋轢があったが説明を丁寧に行い，それぞれの校区
のいきいきの運営に参画してもらうことで協力的に
なっている。また，民間企業であるセリオも当初は
教員OBの多い指導員との軋轢があったものの，担
当者と話し合いの場を持つことで信頼関係を構築し
指導員は活動方針に理解を示すようになった。
受託団体はそれぞれ活動内容を充実させている。
指導員以外の外部人材も活用してダンス教室や英語
教室などを定期的に開催したり，土曜日や長期休み
に外出イベントをしたり近隣の大きな公園に出かけ
たりしている。また，近隣の企業や地元の行政機関，
民間の教育団体とも連携が取れるようになり様々な
イベントを企画することができるようになった。こ
れらの取り組みの結果，利用児童・保護者からの評
価は高まり概ね利用児童数は増加しているとのこと
である。
地活協が受託しているところでは地域といきいき
との連携だけでなく地域と学校との連携も進むよう
になった。児童に関する情報が学校からいきいきを
通して地域に共有されるようになり，困難な家庭状
況や虐待の可能性などを早期に地域が把握すること
ができるようになっているとのことである。このよ

うに運営と現場が以前より近付くことにより地域の
実情に応じた柔軟な取り組みや情報の共有が可能と
なった。

（ d ）利用者の属性
利用児童の保護者の多くは何らかの形で就労して

おり下校の時点では家にいない留守家庭である。し
かしながら多くは終了時刻である18時までに母親が
迎えに来ているとのことであり，パートタイムなど
の時間の融通が利く仕事に従事していると考えられ
る。また，祖父母が同・近居している世帯が多い地
域では祖父母が迎えに来ることもあり，そのような
世帯は拘束時間の長い正規雇用であると考えられ
る。
利用児童の多くは低学年でありほとんどのいき

いきで3年生までで利用児童の8割を占めている（図
21）。高学年になると登録率が低下し，利用登録を
している児童もほとんど来所しなくなる。写真8で
は利用登録児童の出席札が並べられており，1年生
が赤でクラスごとに分けられており2年生は黄色で
ランダムに並べられている。それより上の学年は登
録人数が少ないため写真右上のカゴの中に学年ごと
にまとめて入れられている。これは使用教室に対し
利用人数が多いため教室が手狭になり高学年ほど居
辛くなるためではないかとのことであった。また，
4年生以上になると授業が終わり下校する時間が16
時前後になるため，保護者の帰宅まで自分で留守番
をしたり友人と遊んだりして放課後を過ごすことが
できるようになると考える保護者が多いと考えられ

図 21　2015年度学校別学年別いきいき利用割合（1年生の利用率昇順）
出典：大阪市教育振興公社・株式会社セリオ・特定非営利活動法人緑・ふれあいの家・NPO法人榎本地域
活動協議会・社会福祉法人東淀川区社会福祉協議会いたかの地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体・

特定非営利活動法人南市岡地域活動協議会提供資料より筆者作成
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るとのことであった。これは学童保育所で聞き取り
をした際にも同様の意見が聞かれた。
いきいきは支援学級に在籍したり通級したりする
児童も利用することができる。学校の規模にもよる
が学年に数人程度利用者があり，彼らに対して指導
員が加配されている。しかし発達障害等の傾向が見
られながら保護者に認定を拒まれる例もあり，その
ような児童に対しては指導員の加配ができず他の児
童と同じように過ごすことになるため指導が難しい
例もあるとのことであった。

（ e ）運営に関する課題
いきいきの運営に関して現場での課題や制度上の
課題を抱えており，今後同事業を安定的に続けてい
くにあたって解決すべき課題である。
現場での課題としてまず，使用できる教室の数や
大きさに比べ利用人数が多いため過密状態になって
いることが挙げられる。学童保育では法律や条例に
より規定されている面積定員がいきいきにはないた
め，利用児童を使用教室の面積に関係なく無制限に
受け入れなければならない。その結果，大阪市の学
童保育の一人あたりの面積1.75㎡を確保できていな
いいきいきが，平均利用人数で計算した場合全体の
約1/3にあたる99か所ある8)。また，各いきいきの1
日の最大利用人数で計算した場合，同基準を下回っ
ているいきいきが全体の約8割の243か所である。過
密状態にあるいきいきでは雨が降る日や運動場を他
の団体が使用している日など，教室でしか過ごせな
い場合の対策をとらなければならない。加えて保健
室が利用できないため，突然体調が悪くなった児童
を安静にできる場所がなく，指導員室の床に寝かせ
ることしかできないため冬場は特に配慮が難しい。
写真9は鶴見区内の2016年4月下旬のいきいきの様子
を撮影したものである。家庭訪問の時期であり児童

は午前中で帰宅するため特に利用児童が多かった
が，夏休みはこの写真と同程度の利用児童がいると
のことである。当日は日差しも強く気温は25℃を超
えており4月としては高い気温であった。エアコン
は稼働しておらず室内は窓を開けていても子どもた
ちの熱気で蒸し暑くなっていた。電気代の上限があ
るため真夏になるまでエアコンは稼働させられない
とのことであった。
次に飲食は持参したお茶，水道水と休日の昼食以

外は原則禁止であるため，熱中症の心配が常にある
とのことであった。現状，熱中症に関する大きな事
故は起きていないとのことであったが，夏休みや短
縮授業の際などの利用時間が長い活動日については
熱中症が発生しないよう活動時間を制限するなどの
対応を取っている。
最後に，各いきいきでのスタッフの確保が難しい

ことである。自分の子どもがいきいきの世話になっ
た母親などが児童の卒業後に地域指導員として働く
ようになる例も多いが，夏休みや休日などは自分の
子どもの面倒を見るためシフトを入れることができ
ず，スタッフの人繰りが難しくなっている。写真10
は北区のいきいき活動室内の様子である。当日のス
タッフは要支援児童専任を含め5名である。
制度上の課題は大阪市の財政と大きく関わってい

る。まず，指導員の給料が専任は週4日の勤務で約
12万円/月でありアルバイトで870円/時（最低賃金の
上昇により変動有）であるため決して良い待遇とは
言えない。アルバイト指導員に関しては1140円/時
だった時給が段階的に抑制され，現在は最低賃金を
わずかに上回る時給となっている。特に専任の指導
員の給料は若年労働者の生活を支えられるものでは
ないため，必然的に指導員のなり手は退職教員等の
高齢層に限られてしまう。
次に延長利用に関して大阪市から財政的な支援が

ないことが挙げられる。延長利用は各受託団体が独
立採算で実施しなければならない。18時から19時ま
での1時間の延長を毎日行ったと仮定すると保護者
は7500円～ 1万円の利用料が必要になるが，学童保
育が様々なサービスがあることを加味すれば利用料
に差がなくなってしまうため，時間延長の利用者が
増加しない。利用者が少なくても人員配置が必要に
なるためその時間の人件費が赤字になってしまう。
最後に利用人数の増加が大阪市の財政を圧迫する

ことになってしまうということである。いきいきは
保険料年間500円を除き利用料が無料であるため，
各団体が魅力のある取り組みを進めて利用人数を増
加させることが各団体の収入につながらない。利用

写真 8　いきいき登録児童の出席札
2016年 6月 9日 14時筆者撮影
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人数が増加すれば指導員を追加配置する必要がある
ため人件費の増大につながってしまう。現行の制度
では運営側が頑張るほど受託団体や大阪市の財政を
圧迫することになってしまう。

（ f ）持続的な運営に向けて
児童いきいき放課後事業は2013年より公募が開始
されいくつかの団体が公募を受託し，地域や外部と
の連携を深めながら独自の取り組みを実施してい
る。今後も地活協などを中心とした公募の受託が増
加していくと考えられる。しかし運営にあたっては
これまでのいきいきの原則を踏襲して行わなければ
ならず，指導員を確保するための独自の賃上げや有
料化を実施することができない。また，全ての児童
を対象としているものの利用世帯の多くは留守家庭
であり利用者の約8割は3年生までで占められている
など，利用者の属性には偏りが見られる。
今後も持続的に事業を運営していくためには利用
料の徴収も一つの方法として考えられる。有料化に
より一定の収入を確保し指導員の待遇改善を図るこ
とができ，収入の一部を受託団体が得られるように
することで利用者増加に向けた様々な取り組みに対
するインセンティブを付与することができる。有料
化により子どもをいきいきに通わせられない世帯が
発生することが考えられるが，就学援助を受けてい
る家庭などは無料にするなど所得に応じた利用料を
設定することなどの対応が必要となる。

３）現行の放課後事業の課題
ここまで大阪市の放課後事業の中心となっている

2つの事業の実態を聞き取り調査をもとに明らかに
してきた。両者の比較をまとめたものが表12である。
留守家庭児童対策事業は１～ 6年生まで幅広く利

用できるが利用児童数が少なく留守家庭に限られる
のに対し，児童いきいき放課後事業は全児童を対象
とし全小学校区に設置されているため利用児童数は
多いが3年生までの利用がほとんどで利用者の多く
が留守家庭である。高学年の児童にとっていきいき
が居場所としての機能を果たしていないことが分か
る。これらのことから，現行の放課後事業では高学
年の特に留守家庭でない児童を包摂できていないこ
とが明らかになった。彼らにとって居場所となりう
る事業をどのように作り出していくかが今後の課題
となる。
また，各学童保育所の運営は行政からの補助金額

や周辺校区の児童数の影響を受けるため不安定であ
り，物件を賃借している事業所ではいつ移転を求め
られるか分からない。運営の安定のために補助金の
増額や家賃補助，公的施設の利用などが求められて

表 12　学童保育といきいきの特徴

学童保育 いきいき
1～ 6年生まで 
偏り少ない

年齢構成 3年生までで8割

留守家庭 利用世帯 全児童が対象だが 
実際は留守家庭

面積定員により 
一定のスペース 
を確保

過密度 面積定員がないため 
過密化する

約2500人 利用児童数 
（1日あたり）

約1.5万人

専任で約300万円/年 
アルバイトで 
900円/時前後

指導員の待遇 専任で約140万円/年 
アルバイトで 
900円/時弱

有 卒業生の来所 不可
有 外出・外泊行事 無
補助金額や児童数 
に左右される

運営基盤 市の財政削減により 
運営費は漸減

1.5～ 2万円/月 利用料 保険料500円/年のみ

写真 9　鶴見区のいきいき活動室の様子
2016年 4月 26日 15時筆者撮影

写真 10　北区内のいきいき活動室の様子
2016年 6月 9日 14時筆者撮影
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いるがどれも実施されていない。一方のいきいきも
運営に関する予算は毎年削減されており利用料収入
も得られないため，今後同事業を持続させていくた
めには有料化も視野に入れた制度の改善が必要であ
る。現状では「いきいきの学童化」が起きており，実
態に合わせるのであれば有料化を実施し小学校施設
を利用した学童保育の整備を進める必要があるもの
の，いきいきの過密状態を考慮すると今のいきいき
をそのまま学童保育へ移行することは困難である。
さらに両事業とも指導員の質・量の確保のために待
遇の改善が大きな課題の一つである。
放課後事業に関する予算が縮小していく中で現行
の制度のままこれらの課題を解決していくことは難
しいと考えられる。一方で現在いきいきを受託して
いる地活協では平成30年度からの新たな公募に向け
て，受託先の拡大や活動内容の更なる充実を目指し
て精力的な取り組みを進めており，地域で子育てを
支えていこうとする意志が強い。いきいきの受託が
地域住民の子育てへの関心を高め，いきいきの施設
内だけでなく広く地域全体で児童が安心して過ごせ
る居場所づくりのきっかけとなる可能性がある。新
たな居場所づくりの可能性を次章で検討する。

Ⅵ　都市における多様な居場所の構築を目指
して

１）居場所の多様性
ここまで大阪市の居場所施策の変遷と現行の放課
後事業の実態と課題について明らかにしてきた。戦
後の早い時期から開始された学童保育に加え，児童
館や青少年会館が市の条例にもとづき設置され児童
の居場所としての役割を果たしてきた。1988年から
実施された子どもの家事業では社会福祉法人などが
事業に参加するだけでなく，勤労青少年ホームなど
の公的施設もそれに加わり1990年頃には居場所施設
が大阪市全体をほぼカバーするとともに多様な形態
の施設が用意されていた。これらの施設は18歳まで
が利用可能であったため，小学生だけでなく幅広い
年齢層の居場所としての機能を持っていた。1992年
に児童いきいき放課後事業が開始され小学校内で放
課後を無料で安全に過ごせるようになると，毎月約
1.5～ 2万円の費用が必要な学童保育は次第に数を
減らすようになった。加えていきいきの拡大に伴い
児童館・青少年会館・勤労青少年ホームが相次いで
閉鎖され，代わりに1区1か所の子ども・子育てプラ

ザが新設されたが総数は減少した。児童にとって選
択可能な多様な居場所が減少し居住地域により利用
可能な居場所施設に偏りが生じるとともに，周囲に
いきいきの他に利用可能な施設の無い空白地帯が拡
大した。
いきいきは低学年にとって重要な居場所の1つに

なっており，1・2年生はほとんど利用登録をしてい
るものの学年が上がるほどに利用者は減少してい
く。現状の過密度を考慮すると中・高学年までが利
用できるように教室を整備することはできず，仮に
新たに専用室を確保したとしても利用者が増加すれ
ば人件費が増加し市の財政をさらに圧迫することに
なるためこれ以上いきいきを拡大することは難し
い。学童保育を利用していない中・高学年の児童に
とって，いきいきが居場所として機能していないこ
とは彼らが利用できる公的な居場所がなくなること
につながっている。
これは児童いきいき放課後事業の限界を示してい

る。同事業は小学校ごとの児童数の偏りや学童保育の
偏在など，児童を取り巻く状況が地域や小学校区ご
とに大きく変化しているにも関わらず全市統一的に
実施されている。公募の開始により企業や地活協が
参画するようになったが，これまでの制度を踏襲し
たうえで運営を行わなければならないため地域の実
情に応じた独自性を出すことが難しい。そのため中・
高学年のニーズを満たすような活動をすることがで
きず，公社が受託しているいきいきと同様の課題を
抱えざるを得ない。一方で学童保育を始めとして民
間レベルではそれぞれの団体の目的や児童のニーズ
に沿った多様な居場所づくりが進められている。
学童保育では指導員が長く勤めることができ同じ

物件を長く利用できることによって，小学生の時だ
けでなく卒業した後も利用者にとっての居場所に
なっている。しかし，各団体は行政からの補助金や
支援者からの寄付，利用料などの収入をもとに運営
しているが，職員の待遇や利用物件の継続性を担保
できておらず基盤は不安定である。学童保育は2015
年度から国が実施した放課後子ども総合プラン（新
制度）において職員の待遇改善や家賃補助の対象と
なっているが，大阪市では2016年度の時点において
学童保育をその対象としておらず運営に関する大幅
な改善はなされていない。居場所の多様性を構築す
るためにまずは根拠法が整っている学童保育の運営
を安定的なものとし，空白地帯となっている小学校
区周辺の留守家庭へのケアをすることが必要となる
のではないだろうか。
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２）ミニマムとしての居場所づくり
2016年現在，大阪市には子ども・子育てプラザが
各区に1か所設置されており，概ね14時30分から17
時までが小学生が利用可能な時間として設定されて
いる。利用時間が短く設置数が少ないもののいきい
きを利用しない児童にとって安全な居場所の一つで
ある。しかし，小学校では児童だけで校区外に出て
はいけないという指導を行っているため，利用でき
るのは周辺校区の児童に限られている。ここでも居
住地域による偏りが生じており，児童にとって1区1
か所の子ども・子育てプラザでは不十分だろう。い
きいきとは異なり中・高学年も利用できるようなミ
ニマムの居場所づくりが求められる。
そこで学童保育の空白地帯を中心として中学校区
に1か所程度の規模で学童保育所の整備を進めるこ
とができれば，中・高学年の児童にとって新たな居
場所を用意することができるだろう。中学校は大阪
市内に約130か所あり学童保育所は元子どもの家を
含めて約100か所であるため，新たに30か所程度を整
備することで概ね中学校区をカバーすることができ
る。新たに学童保育所を整備するために廃校や空き
家などの遊休施設を活用して家賃負担を抑え「新制
度」の国庫補助を利用する。これにより利用料を低減
することができ，金銭的な理由で入所を見送ってい
た家庭に新たな選択肢を用意することができる。
利用料が下がることにより利用者が増加する事例
もある。住之江区のK学童では利用人数の減少によ
り閉鎖寸前まで追い込まれたが，過去の積立金を利
用して利用料を大幅に引き下げた。その結果新規の
利用者が急増し2017年度には利用者が30人を超える
までに至ると予想されている。また，学童保育所の
数が少ない平野区では，子どもの家から学度保育に
移行したB子どもの家で利用料が通常の学童保育よ
り安いこともあり，毎年申込者が定員を超えている
ため入所できない児童が少なからずいる。このよう
に学童保育に対する潜在的な需要は高く利用料が下
がれば入所を希望する保護者も多いと考えられる。
学校外の居場所としての学童保育所の整備を進める
ことは大阪市における児童の居場所のミニマムとし
て必要な施策であると考えられる。
大阪市では児童数が減少したとはいえ小学校の一
部では過密化が進行し放課後事業に利用できる空き
教室の確保が難しい。一方で，小学校の外に目を向け
れば学童保育をはじめとしたさまざまな居場所づく
りが進められている。それぞれの団体は塚田他（2009）
にあるように，都市における様々な地域資源を活用
しながら日々の活動を行っており，そこで放課後を

過ごす児童は学校とは異なる経験をする機会を得る
ことができ，家とも学校とも違った表情を見せてい
る。このような学校外の様々な居場所があることは
都市の優位性であり，ミニマムとしての整備と多様
性の確保を進めることで児童や子育て世帯にとって
魅力のある都市になりうるのではないだろうか。

おわりに

本稿では大都市における児童の居場所について大
阪市を事例として述べてきた。大阪市は他都市と比べ
児童一人あたりの放課後事業の予算が少なく，学童
保育への補助金も少ない。利用料がほぼ無料の児童
いきいき放課後事業が拡大されると，児童数が減少 
した小学校周辺では学童保育所が閉鎖されていく一
方でマンション建設などにより児童数が増加した小
学校周辺では学童保育所への入所希望者が増加する
など，学童保育所の立地は偏りが見られるように
なった。そのほかの居場所施設も市の行財政改革に
より整理縮小が行われ，周辺にいきいき以外の居場
所施設が一つも立地しない空白地帯が拡大していっ
た。
このように行政が提供する居場所は縮小している

が一方で民間の支援団体等による居場所づくりが進
められている。今後行政に求められるのは居場所の
多様性の確保とミニマムとしての居場所の整備を
行っていくための制度設計になるのではないだろう
か。

付記

本研究に際して，様々なご指導を頂きました水内俊雄教授
に深謝いたします。また，学童保育に関する様々な情報を頂
き，聞き取り調査のための指導員を紹介していただいた大阪
市学童保育連絡協議会の泊様及び各学童保育所の指導員の皆
様と，児童いきいき放課後を受託されている各事業者の皆様
方に貴重な時間を割いていただき聞き取り調査に協力してい
ただいたおかげです。協力していただいた皆様へ心から感謝
の気持ちと御礼を申し上げたく，謝辞にかえさせていただき
ます。なお、本稿は2017年1月に大阪市立大学大学院文学研究
科に提出した修士論文を修正したものである。
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注

1） 垣野・初見（2007）は都市資源を「都市が備えている様々
な環境のなかで，人間が生活上，活用することによって，
より充実した生活を送ることを可能にする物理的環境，
社会的環境を総称」と定義している。

2） 2016年11月現在「多様な教育機会確保法」が国会で審議さ
れている。

3） 利用児童が50人を超えると指導員が1名追加され，90名
を超えるとさらに1名追加される。

4） 補助金支給額の負担割合が国：市＝1：2だったものが，
国：府：市＝1：1：1となり府の補助金が降りるようになっ
たため支給総額が増加した。

5） 学童保育・子どもの家では小学校から施設まで児童が自
ら移動しなければならない。

6） 大阪市こども・子育て支援に関するニーズ等調査結果よ
りhttp://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000271153.html 
（2016年9月30日閲覧）

7） 「公立小・中学校の国庫負担事業認定申請の手引き」より，
学級数の基準が過小規模校・小規模校・適正規模校・大
規模校・過大規模校の順に～５学級・6～ 11学級・12～
18学級・19～ 30学級・31学級～とされている。

8） 大阪市教育振興公社提供資料より
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