
C)プレイワーヵ…座談会

い ま 、

fu{V:fuc-rr
感 じていること。ほ前)

前号の巻頭特集を飾った、プレイワーヵ―座談会。しゃ
べれる人たちを集めたら、なんと自己紹介だけで予定

紙数が尽きてしまうという大惨事となつたため、今号も

弓|き続きお送りします。各ヮーカーたちの想いがさら
にほとばしった後編、ぜひこ覧くださし、

前号のあらすじ( と言ぅか 人物紹介.

詳細は ぜひ前号を3っ張り出して ぉ

読みください )

はろはろこと半

田裕は 協会の

長野県地域運営

委員.最初 横浜

の「NPO法人横

浜にプレイパー

クを創ろうネッ

トヮークJ(以

遊び場を知り 全

国のさまざまrd現

場を回り 卒業後

は片倉うさぎ山ブ

レイパーク (神奈

川県横浜市)のプ

レーリーダ ーに.

まりなこと 上

田真利那は 練

馬のあそびっ

こネットヮーク

(以 下あそひっ

こ)で プレイ

ワーカーを始め

2016年 5月 10日

その後 実家の事情て帰郷し サラリー

マンなども経験.5年後プレイヮーヵ―

に復職した後は 現場よりも社会の変革

を考える方に興味を持ち ×全国集会の

事務局など 現場以外の経験を意識的に

積む.

X目険遊び場づくり全醐 究集会(ll下 同)

:崚珈ワし―ワーか→ GO音D

:上
国真利3(まりを)NЮ 法人あそびっこネット

:       フーク罐 部御電区

:高橋利道 (ト ト) フリーランス

鵜 墓子 (みなみ)にしなリブレーパークプロ
ジェクト‐大阪府大阪市

1田純… 識 貪よ躍 ま

於世口谷区立男女共同参画センターらぶらす

2回開く現場が 6カ所まで増力].さらに

2015年度 「こどもの森」という週 7

日間園の現場も増えるなど 団体が飛躍

的に成長する過程を目の当たりにする.

今年度はこともの森の常駐スタンヽフと

して勤務。
下YPC:横浜県神奈川市)で 2年プレ

イワーカー修行をして 帰郷 現r. 長
野県茅野市の中高生の居場所「CHuKO
らんどチノチノJで任期付職員として動

務する傍ら 冒険遊び場を開くための

llPOを立ち上げ 自ら代表となつて活

動中.

トトこと高橋利

道よプレーリー

ダーを名乗って

13年.2016年
4月 よリフリー

ランスのプレイ

ワーカーとな

る。掌年時ltに

ワーカーとして

勤 務 2014年

みなみこと 根

岸星子は NPO
法人プレーバー

クせたがや (以

下ぶれせた)で

6年 間 ブレイ

ノ

て 5年 目.初年 '譜
度 あそびっこは 法人化したばかりの

団体で 言険遊び場を―力所運営.補助

金をもらつて 月に一度近PfTの公園に出

張を始めたといぅ段階であったが 以後

出張先がどんどん増え 今年度は週1～

度より ×「こともの里 (大阪市西成区)J

の遊び場づくりに スタッフとして参ヵo。

紆余曲折ありながらも 現在 西成区の

プレノヽ―ク事業 (に しなリジャガピー

ンヽ―ク)のプレイヮーヵ―を動める.

×国内最大の日雇い労働者のまち 釜ヶ
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1荀 で 19フ 7年から活動を続ける

もの遊び場 居場所

いんだよね.

だから 最近は各III区の子高でサーク

ルとかに行つて 「僕と一緒に外で遊び

ませんか ?Jみたしヽなアプローチをして

る。そこで外に出る意識を広めて 遊び

場つくりにつなげていくのが目標.

NttS:こう言っちゃなんだけど はろ

はろみたいなコツいのに 「僕と一緒に

…」とか言われても 俺なら弓いちゃう

な (笑 )

半田 :そこは大文夫 (笑 ).難 しいのは

長野なんかだと子膏で世lt向 けの講座

みたいなのが山のようにあって サービ

スが手厚いから「何をやってくれるんで

すか?Jみたい7_空気感が強いよね。「自

分たちから何かやつていこうJっていう

姿勢が少なしヽ それは 子どもたちと関

わつていても感じる。ただ 子どもたち

が参力0できる室内のプログラムって基

本的に「あれをやらなきやいけなしJと
か [それはダメJって言うのばかりから

[自 由にやっていいよ」って言っても「イ可

をやつていいか分からないJと言うより

「本当にやっちゃっていいのかな ?」 つ

て思ってる感じもするんだよね 遊び場

に初めて来た子たちもさ 本当に「分か

らないJ子もいると思うけど 「この場

PI・ つてとこまでやっていいんだろう:つ

て値踏みしてる子も多いんじゃないか

な ?

雪険Eび場だと 周つの子や時にはプレ

イフーカーまで泥まみれてlFんでるか

ら「ああ それもいいんだJって自分を

出してしЧするけど そういう場所がない

と 大人とか周りの空気を読んで自制し

てる子も多いと思う そういう殻みたい

なものを 取り外していきたいって思っ

てる.

NttS:自然があるから屋外の I13び場

の価値が伝わりにくいつていうのは い

ろんなPFで耳にするね.あと 地方って

やつばり曰くお母さん多いよね?

半田 :そうだね.うちの地域も幼稚園が

ほとんどなくで 保育庖ばっかり。それ

に保育日の先生たちに聞くと 前よりも

0 1 2歳を預ける人も増えてるんだっ

て。

それに保育園に預けるには国いていな

いといけないから 預けるためにお目さ

んが働くっていう

逆説的な現象も

一部にはあるん

だって 幼稚園

保百ヨみた い

な所に全く行かな

いまま 小掌校にあ

げるのも不安ってい
,夕 ,し :

う気持ちもあるからさ.

11lt臭黛暦七ι晃」たぁるもの。
暴1に それもあると思うけど 働かな

いと社会から置いていかれるって感じ

るお母さんたちも多いみたい.あと 子

どもとちょつとの時間だけでも髄llた

いつて気持ちにIJる人も多しヽ 世田谷の

一時保育も 需要があり過ぎて、予約が

3カ月先とかになつちゃうところもある

みたしヽ.

上田 :予約開始の日に電話が全然つな

がらなくて やつとつながったと思った

ら、「もういっぱいですJとかね。

暴1卜 この前会ったお母さん|ま 「私
―週間ぶりに人と話しましたJつて言つ

たんだよね.その人日

く 'スーパーとか

会話しなくてもモ

ノは員えるし 宅

急便の人とも話

さないし 子ど |

訴:仄 劇
はないし ,こ     '"

子 ど

わかこと 森川

下0カ]子 は ぷれ

せ たの 駒 沢 ば

らつ ぱ プ レー

バ ー ク (以 下

はらつぱ)で 9

年間ブレイヮー

カ ー を勤 め た

後 退職.「せたがや子どもワカモノねつ

とJを仲間と共に立ち上げ、若者の居場

所づくりを推進.

回時に ぶれせた在職中より行ってき

た 事し幼児親子への関わりも泄続.今年

度も プレーリヤカーの一景として ま

た遊び場内にあるお出かけひろばのプ

レイワーカーとして勤務.さ らに練馬の

あそびつこの屋外版お出かけひろばも

―力所担当している.

I地
方の難しt

NttS:今みんなの話を聞いて、地域に

よって違うなあつて思ったのは 長野で

は 高校生が居場所欲しいって言えば

行政が駅ビルの一室を用意してくれる

のに 世田谷ては 同じ高校生の居場所

を探して わかたちが一年以上患戦吉闘

しても なかなか難しいっていう現実の

違いね。

半田 :そうだね。こつちは屋内のbtl設は

たくさんある。でも外のl●び場が全然な

いんだよね。

NttS:自然豊かな場所だからつていう

のもあるよね.

半田 :それは大きいと思う.地方だと、

「自然があるから 子どもたちは 放っ

といても外で遊ぶだろうJって誤解が根

強くて 屋夕ヽの遊び場

の価値が なかなか

伝わらない。その

せいもあって、子

育て支援の施設に

は いつぱい親子

が来るけど なかFJ

か外に出ようって

うやつて話して気づいたけど ―週間誰

とも話してなかったJ

それから 児童館で会った2カ月の赤

ちゃんのお母さんも、その子はとにか

く抱つこしてないと泣いちやう子なん

だって.て ちょうどお昼だったから [私

たち抱つこしてるから、お昼こ飯買いに

行ってきて一緒に食べようよ」って言っ

たら「えつ Jでスゴく驚しヽたのね。まず

買い物に一人で行けることがないし 自

分の手から子どもを下ろせることもな

しヽ そんな生活を2カ月間ずっと送って

きたんだよね.

NttS:気の毒だねえ.

森川 :そんな風に 気軽に「ちょっと見
は3は 3

感じにならな
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ててJって言える関l― 性がなかつたら

子どもとちよつとだけでも離れたいつ

て気持ちになるのは当然だし そんな気

持ちになったときの選lP肢が「保育園

に預けるJの一択になっちゃうんだと思

う。それに 会議も一人の時間もない子

育てだと 社会とのつながりがなくなる

感覚になるよ.

短`6:う一ん
蝶1::これもちょつと前会つた 1歳の

子なんだけど その子は大人と同じよう

に大きいおにきりを丸のまま食べたい

んだって.当然 上手に食べるなんで無

理だから ご飯粒をもう体中に浴びるよ

うに食べるの それを見て私たちが「い

いねえ」「これおかすにこ飯食べられる

わJなんでわあわあ言つてたら お量さ

んが 泣き出したんだよね.これまで

そんな風に言ってもらえることなんで

なかつた。自由にこ飯を食べさせであけ

られるのは家の中だけで 外で局しよう

にやつてると すこい冷たいヨて員られ

る。だからこ飯はいつも家の中で二人き

りでしか食べれなかつたつて,

日々辛い子育てしてるお母さんが、ホン

トにいっぱいいる 「自分の子は自分で

見なきゃいけないJつ て みんなそう思

い込まされてるんだよね。

上田 :外 llびがいいのは分かつてるけ

ど 出られない。自由にやらせたらいい

のは分かるけど 周り

の目があつてでき

ない

谷層 :て、でき

ない自分を責め

ちやう.

上口 :そ こをい

かに緩められる

か?っ てことが

つの課題だよね.

黒1に それと 雨でブレーリヤカーが

中止になつた日に児童館に行つてみた

ら 屋外で会える親子とはまた違つた人

たちに出会えたの.特 に赤ちやんって

屋外だけじゃなかなか会えなしヽんだよ

ね.でも小さいうちから外に出るのつ

て お母さんにも赤ちゃんにもlll対良い

と思つてるんだよね。だから もつとこ

の人たちに出会いたいなつて思って 去

意外なアプローチだね。

森川 :は らつぱでワーカーやつてる時

は 屋内だけの しかもプログラム的な

ものをやろうなんで思えなかつたんだ

けど やつてみたら 出会いのきつかけ

としてこういうF_iわ りから始めるのも

アリだなと.「 次は夕ヽで会おうね.待つて

るよ」って言うと たいていの親子は来

てみでくれるんだよね やつぱり「あそ

こに行けば知つてる誰かがいるJつてい

うのが 外に行ってみようと思える大き

な一歩になつたりするんだな一つて。今

後は 室内で出会つて そこでゆつくり

話して お外に連れ出すって動きもして

いこうって思つてる

1遊
び場のアウトリーチ。

高機:そういう、遊び場のアウトリーチつ

て,こい人事だと思う。

黒lI:ァゥトリーチ ?(こそつ)

NttS:分からなかつたら 間けばいい

んだよ.

森川 :いや 分かつてますよ。分かって

るんだけど (笑 )

畠橋 :アートとか まちづくりとか し`

ろんな分野て使われている言葉だけど

要するに待つてないて こつちから積極

的に広報したり しカメすでいくことなん

だと思う.

はろはろの「僕と遊びませんか?Jとか

わ力つプレーリヤカーや ストレッチと

か、まさにアウトリーチだよね。普段な

ら絶対冒険遊び場に出会えない人に届

けるつていうね.でも それつて地域の

運営者の人にはなかなか難しいんじゃ

ないかと思うの.

上口 :ええ?そんなことないよ.ウチ

の運営きたちなんで 広げることしか考

えでない (笑 )

古掲:もちろん運営者でもアウトリーチ

してる人はいつばいいるけど 一般論

ていうと地域の運営きたちは そこま

でなかなか目が向かない というか

目を向けている余裕がないと思う。

上田 :確かに 広報とかもね 冒険

遊び場業界でまともにホームページ

やってる所とか ほとんどないし.

NttS:ああ 耳が痛い。

谷居 :だつて いつぱいいつぱいだもん.

高橋 :ま さにそうなの.運営者の人た

ちって 基本ボランテイアだし 自分の

現場回すので精―胚だし、元々地0の人

たちだから 自分の子どもや周りの子

どもたちのためにやってるわけだし。そ

れこそ 子どもにやらせであげられな

しヽお母さんたちと―結て 「広げて行く

ことがいいのは分かつてるけど できな

し」 ってなると思うんだ。つまリ アウ

トリーチを担うべきなのは、我々プレイ

ヮーカーなんだよね.子どもの遊びを社

会に広める仕事をしている人たち.

上田 :だからやつばリ プレイワーカー

の仕事の意義を 世の中に広めたいと

思う。この前テレビの取材を受けた時も、

「なるべくプレイワーカーつて(■ 事の

中身を伝えて欲しいんですよね～Jって

お願いしてきた (実).

それに 冒険遊び場じゃない所に呼んで

もらえるようになることが大事だと思

うから そのためのスキルも もっと付

けてしヽかなきやつて思つてる

宮橋 :受け身じやなくて 攻めていかな

きゃって思うんだよね。いま俺は なる

べくお金が動くところに行こうと意識し

てるの.つまリビジネスとしての可育日生

を探る。お金が動くところは 社会に対

する影響力も強tlし そこでしか会えな

い人たちも多い.例えよ 子どもの遊び

に全然関心のないお父さんとかね。でも

今まで我々はそこに 遊びの価値を伝え

られていなかったと思うから

半田 :冒険遊び場じゃない所から呼ば

れると言えば 来週も保育園で話をする

し 最近そういう機会が増えてるんだよ

ね.ブレーリーダーと毬乗ってた時つて

冒険遊び場で働く人ってイメージが強く

て 夕ヽから呼ばれづらかつた印象がある

んだけど プレイワーカーって言うよう

になつたら 「遊びを仕事にしてる人Jっ

年の冬 「親子で

ストレッチJつ て

いうお母さんたち

が体をほくすのを

メインにした企

画をやってみた

の 。

|こ ゆ ― す

N tt S:へ え

=り
■
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そう思うと プレイワー

ていうイメージが伝わりやすくなつて

保育園とか児童館 それに子育てサーク

ルとか しヽろんな子どもに関わる団体で
「遊びをどうするか ?Jということを考

える時に 呼んでもらいやすくなった。

積澤 :私 今冒険遊び場を立ち上げるl・

‐

間にいて だからこそ思うんだけど、遊

び場をつくることが最終目標じゃない

んだよなって.lF.び場なんでなくても

子どもたちがのびのび遊ぺる地域をつ

くることが最終日標で そのためには

lF・ び場と地域の境界がグラデーション

みたいににじみ出たり はみだしたりし

てるといいんだよなって思ってる。ただ

も高いから 公園への出張とか、子ども

の森みたいに冒険遊び場って言ゎない

てやるとか。いま 学童の過ごし方が変

わればいいなぁって思って 少しずつ学

童にも入ろうとしてるし 園庭に入れて

もらうとか とにかくあの手この手で

広めていきたい。そのためにも プレイ

ワーカーの専P3性が伝えられるように

なりたし、

l冒
険遊び場と地域性

商橋 :最近良く思うのは 冒険遊び

場もちゃんと lll域 性を読まないと

ダメだなと.ま ちづ くりと―結て

データもあたったリ ヒアリングし

たり。と言うのは 例えば横浜だけ

て見ても地域によって全然違ぅ

か ら.あ る地域 は富裕層が多

くて専業主婦も多かったりするし

また別の地区は外国に繋がる人が

多かったり 例ぇば中心街の地域

ては年収は多いけど共働きばっか

りとかね.全割同じやり方でやって

だから 今の活動はlF.び だけじゃなく

て 食と営びも同時に考えてるのね.行

政もそこは意識してしヽて 去年までは遊

び場だけの事業だったのが、課題が見え

てきて 今年度は「遊び場 営び場 た

まり場という機能をつけで運営しなさ

い」ということになった.食も行政と相

談しなから、試行錯誤でゃっています。

いま私たちは いろんな団体のJVで EKI

の遊び場を受話してて、元 遊々び場をや

りたい人とか 学習支援をやりたい人

地域のつながりを大事にしてる人…そ

れそれ少しずつ違うから 難しいことも

多いヽこけど 多機能の遊び場になると

そこは逆に強みにもF8る。それに 少し

ずつ違う人たちと 話し合って折り合い

をつけながら 一緒に子どもを大切にし

ていこうっていう動きそのものがlt,
だよFdって 思うんだよね.

ド ヽ

高橋 :子どもの賞困とかって きの目険

遊び場では今ほど問題になってなかっ

たんじゃないかな.営校と同じて 冒険

遊び場も考えなくてはいけない課題が

増えている気村 る

根岸 :資困とか ネグレクトとか 掌習

環境の格差とか 国籍や出生の問題と

か 難しい問題はいっばいぁる.でも

長年西成で活動されてる「こともの里」

の館長さんか「しんどい環境の子たちが

自●・の中で遊ぶことで開放され 落ち着

いていつたり 仲間と一緒に過ごす日常

や日々の遊びの中で 自分自身を好きに

なつていくJって言ってたの。私はそれ

を聞いて やっばり遊びのチカラつてス

カーって職業と し

て確立していくこ

とは人事だけど

特別なものになっ

ちやいけないよ `
な とも思うの.

森 川 :プ レイ

ワーカーが夕|に

広げる役害Jだ と    y`“
いうことに黒論はないんだけど それプ

ラス ー緒に誰かを巻き込んでいくこと

が人事だと思う。「地域の子どもや読が

楽になればいいなJとか 「子とものや

りたい事を厄援したし、って大人が増え

ることが一言じゃんね.冒険遊び場だけ

しゃなく 道路でも公園でも どこでも

子どもか楽しく遊べるように 。そのた

めには とにかくしヽろんな人と―緒にや

ることが大切だと思う。リヤカーをやっ

て思つたのは ちょっと別の立場の第二

音がいるだけで 公園の雰日気って全然

変わるし その第二音がスキルのあるプ

レイワーカーでなくてもいいと思う 最

初の実破みたいなこととか ゃり方みた

いなことは アタシたちのいろんな経験

を活かせればいしЧすど ぃろんな人と―

結にやって 地域の大人たちがそこで楽

しくやっていけるようになれたら 私た

ちはまた次の地厩に行く そんな感じ

がいいと思うんだ

上田 :先輩プレイヮーヵ―たちも良く

言うけど 冒険15.び場は手 _Iで しかなく

て ただメッセージを強く出せる手/tで

はあると思うのね.でもその分ハードル

上田 :練馬の屋夕ヽ版子言でひろばでも

やつばり場によって全然違ってて お母

さんたちt｀やりたしヽことも全き:違う 区

役所の豪手の公言でま 旱くから曰くお

ヨさんが多いから ―歳超えたら次の年

にはもう会えなしヽ そうすると 一年間

でこの親子たちと何が出来るかなって

著えるし 地0ことに全然違う

NttS:それって ブレイヮーカーなら

ではというか しヽろんな地域に行く人な

らではの視点だね。運営者って その地

域の人が多いから tl域性の違いを意識

することって少ない気力す る。ただ 最

新の調査でも ひとつの団ltがリヤカー

で出張したり 複数の遊び場を運営する

ことが増えてるから これからますます

重要な課題になるね.

根岸 :地域性の話で言うと わたしの今

いる地域では 「肩ってもらえる子は・・

だマシ」って言われるぐらい ネグレク

トとかか切実な問題rdんだよね.三度こ

飯食べさせてもらえない子も多いし 小

さい子がさらに小さい幼児とか連れて

遊びにくることもよくある.

も上手くはいかなし、

ゴいなぁって思ったし

そこは信じていきたぃ

と思った.

NttS:それ大事なと

こだよね.地域にょ

る特性はあるし 時代

によって子どもが抱

える問題も変わって

いくけど 遊びが持

つ普遍的なチカラをl_じ て軸に据える.

それが冒険遊び場づくりに関わる 私た

ちのやるべきことじゃないかな と う

まいこと締まつたところで (笑 )、 ,日
はありがとうこざいました。

文責 :ア タル1/レイアウト:中村和郎(ムー)
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