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はじめに（調査研究の目的） 

 
家庭教育はすべての教育の出発点であり、子どもが「生きる力」を身につける上で重要な

役割を担っているが、子どもたちの生活習慣の乱れや社会的マナーの低下、自立心や自己肯

定感における課題など、本来、家庭が果たすべき役割が果たされていない状況が指摘されて

いる。 
このような家庭教育をめぐる課題には、直接家庭教育を担う個々の保護者の問題のみなら

ず、少子化・核家族化により子育てに関する知恵・手法が伝承されにくいことや、地域との

つながりの希薄化により親子が孤立しがちな環境にあること、雇用環境の変化といった社会

的要素が大きく影響している。 
私たちが直面する問題として、いじめ、不登校、児童虐待、若者の引きこもり、社会格差、青

少年犯罪など、親子を取巻く様々な問題がある。 
国においては、平成１８年の教育基本法の改正による家庭教育に関する規定の新設や、平

成２０年の社会教育法改正により市町村の教育委員会の事務として「家庭教育に関する情報

の提供」が追加されたほか、平成２５年６月「第２期教育振興計画」では、第１期の方向性

を引継いで、「豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実」が基本施策として位置付けられ

るなど、ますます複雑化する社会の中で、家庭教育を社会全体で支援する必要があることを

明確にしている。 
本市でも、相模原市教育振興計画において基本方針の一つとして「子どもの健やかな成長

を支える家庭教育力の向上の促進」を掲げ、ＰＴＡ連絡協議会に委託している家庭教育事業、

公民館における子育て講座等の実施により保護者への学習機会の提供を行っている。 
しかしながら、講座等を例に取り上げれば、参加者は自ら学ぶ意欲とその余裕がある保護

者が主であり、時間的・精神的に余裕のない保護者や家庭教育に関心の低い保護者へのアプ

ローチが課題となっていた。 
今期の社会教育委員会議では、本市の子育て家庭の現状や家庭教育支援の実施状況をあら

ためて検証するとともに、①「多様な家庭へ情報や学びを届ける工夫」、②「学びを通じた親育

ちの支援」、③「地域で親子の育ちを支え、支えられた親子が地域社会の担い手になる」をテーマ

とし、その具体的な方策について調査研究を行った。特に「家庭教育支援の情報が届きにくい

家庭にいかに届けるか」「親育ちの一環としての父親向けの取組」「支えられた親子が地域社会

の担い手となるような支援の循環をいかにつくるか」については本会議が思いを深くした点であ

る。なお、子育て家庭とは、乳幼児から中学・高校生までの子どもを育てている家庭とした。 

この調査研究報告書が、子どもたちの健やかな成長と、保護者が子育てを通じて自らの人

生を豊かにしていくための地域の家庭教育支援の取組みに活かされることを願うものである。 
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１ 家庭教育支援の法的背景 

 家庭は、子どもが生まれ、育っていく時の基盤となるものであり、家庭教育は、全ての教

育の出発点として大きな役割を担っている。 
 その一方で、今日の子どもが育つ環境においては多くの課題があり、その解決のためには、

家庭、学校、地域の連携を強めることが必要となっている。そして、行政にはあらゆる面に

おいて教育環境の醸成を進めることが求められており、家庭教育もその例外ではない。平成

１８年に改正された教育基本法でも、家庭教育について次のような規定が新設された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
教育基本法改正に伴い、社会教育法も一部改正され、国・地方公共団体・市町村教育委員

会が家庭教育に果たすべき役割を次のように規定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 家庭教育をめぐる現状と課題 

 

 

〔教育基本法〕 

第１０条（家庭教育） 
  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のため 
に必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよ 
う努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習機会及び情報

の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
第１３条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する 
とともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

〔社会教育法〕 

第３条（国及び地方公共団体の任務） 
国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必 
要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民 
があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るよう 
な環境を醸成するように努めなければならない。 

２ （略） 
３ 国及び地方公共団体は、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することに 
かんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要 
な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の推進 
に資することとなるよう努めるものとする。 

第５条（市町村の教育委員会の事務） 
  市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応 
じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

１から６ （略） 
７ 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に 
関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

８から１９ （略） 
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 また、平成２７年３月に制定された「相模原市子どもの権利条例」には、「保護者の責務」

と「地域住民等の責務」が規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 家庭教育をめぐる現状と課題 

（１） 子育て家庭の現状と課題 

    ア 社会状況の変化 

（ア）子育て家庭の社会的孤立化の傾向 

        厚生労働省の平成２６年国民生活基盤調査の概況によると、我が国では、

１８歳未満の児童のいる世帯の割合は、平成元年の 41.7%から、平成２６年
の 22.6％に大きく低下している。本市もほぼ同様の低下を示している。 

        本市の調査によれば、子どもをみてくれる親族・知人が「いずれもいない」

と答えている保護者が約 15％おり、ひとり親家庭では約 20％となっている。
相模原市の自治会加入率の推移を見ると、平成２２年度の 60.14％から平成
２７年度の 55.77％へ減少しており、地域とのつながりの希薄化も進んでい
る。 
 子どもを持つ世帯が減少することで、子どもや子育て家庭が、地域社会の 
中で少数派となってきている。 
さらに、身近で相談をできる人が少なくなっている中、子育ての不安や負 
担感を抱え、子育てに自信を持てず、それぞれの家庭において、行き詰まり 
感を抱え、孤立化しやすい状況となっている。 
（関連資料 図１－１、図２～図３） 
 

〔相模原市子どもの権利条例〕 

第９条（保護者の責務） 
  保護者は、子どもの健やかな育ちに関する第一義的な責任者であることを認識し、子どもの

年齢及び発達に応じた養育に努めなければなりません。 
２ 保護者は、子どもに対し、いかなる理由によっても体罰及び虐待を行ってはなりません。 
３ 保護者は、子どもが自らの権利を正しく理解し、他者の権利を尊重できるよう支援するもの

とします。 
４ 保護者は、市が実施する子どもに関する施策に積極的に関わるよう努めるものとします。 
第１１条（地域住民等の責務） 
地域住民等は、子どもの豊かな人間性が人、自然、社会及び文化との関わりの中で育まれる

ことを認識し、子どもの健やかな育ちを支援するよう努めるものとします。 
２ 地域住民等は、安全で安心して過ごすことができる地域づくりにより、犯罪、いじめ及び虐

待から子どもを守るよう努めるものとします。 
３ 地域住民等は、子どもが地域社会の一員として、地域の活動に参加できる機会の確保に努め

るものとします。 
４ 地域住民等は、市が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めるものとします。 
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      （イ）多様化する家庭環境 

        社会・経済の急激な変化によって、我が国全体が、成熟社会や人口減社会

という新しい時代への対応に直面している状況の下、家庭や家族の形態も変

容し、多様化している。 
        厚生労働省の平成２６年国民生活基盤調査の概況によると、我が国におい 

て三世代世帯の割合は、平成元年の 14.2％から平成２６年の 6.9％に低下して 
おり、本市でもほぼ同様に低下を示している。このため、保護者が直接祖父母 
などから子育てに関して学ぶ機会や相談・協力できる人が少なくなってきてお

り、保護者だけで子育てを担わざるを得ない状況が進んでいる。 
 また、グローバル化が進み個人と世界との関係が一段と近くに感じられるよ

うになってきている。一方では、ゲーム、インターネットなどのバーチャル

の世界に依存し過ぎてコミュニケーション能力が不足するような事態となっ

ている。 
 

（ウ）家庭生活の変化 

 家庭生活は高度経済成長期を経て大きく変化した。長時間労働などにより、 
家族が一緒に過ごす時間が十分とれず、家族がそれぞれ個別に行動するよう 
になっている。また、核家族化が進み、自分の子どもを持つまで、赤ちゃん 
に接する経験を持ったことのない人も多くなってきている。さらに、都市化 
が進み、空き地や原っぱなど子どもの身近な戸外の遊び場は減る一方で、イ 
ンターネットや携帯電話、ゲームなどが普及し、室内での遊びが主となり、 
社会の中で子どもの姿が見えにくく、子どもの存在感が薄れている。 
 子育ての傾向としては、「子育ての関心を高く持っている家庭」と「子育て 
に関心の低い家庭」の二極化が進んでいる。（関連資料 図４～図５－２） 

 
    イ 子育ての状況 

     （ア）子育ての支え 

         子育ての支えについては、子どもをみてくれる親族・知人が「いずれもい 
ない」と答えている就学前児童の保護者が 15.1％、小学校児童の保護者で
14.1％、ひとり親家庭では 19.6％である。また、気軽に相談できる人の有無
では、「いない、ない」と回答した就学前児童の保護者が 6.5％、ひとり親家
庭では 22.4％である。核家族化の進展に伴い、このように子育てを支援して
くれる人や相談できる人がいないという「子育ての孤立化」が広がってきて

いる。ひとり親家庭では、特にこの傾向が強くなっていることが示されてい

る。（関連資料 図１－１、図１－２） 
 

     （イ）子育てのニーズ 

        子育てのニーズについては、日常の子育てを楽しく、安心して行うために必 
要なサービスを見ると、小学校児童の保護者が希望するサービスの第１位は、 
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「子どもを遊ばせる場や機会の提供」の 49.8％である。次いで、「親のリフ
レッシュの場や機会の提供」37.4％、「子育て中の親同士の仲間作り」30.7％、 
「親の不安や悩みの相談」30.1％、「子育てに関する総合的な情報提供」27.3％
の順となっている。 
このことから、都市化が進み、子どもを安心して遊ばせる空き地や原っぱ 

など、子どもの身近な遊び場が減っていること。子育てや日常の疲れから解 
放されたいという気持ちが強いということ。また、子育てに困っている保護 
者は気軽に集えて語り合いのできる居場所を求めていることがわかる。 
（関連資料 図６） 

 
     （ウ）子育てに関する意識 

        家庭で子育てをする上で大切なことを見ると、就学前児童の保護者の 
69.9％が、また、小学校児童の保護者の 69.1％が家庭で子どもと一緒にい 

              る時間が大切と考えている。一方、平日に子どもが起きている時間で、子ど 
       もと一緒に過ごす時間としては、小学校児童の母親で、５時間（23.9％）、 

６時間（23.5％）となっているが、父親に至っては、１時間（45.9％）と少 
なくなり、時間が取れない状況がみてとれる。 
 テレビゲーム等で遊ぶ時間を決めている保護者や、生活リズムが身につく 
ようしつけている保護者が増加するなど、しつけを心がける保護者が増えて 
いる状況があり、しつけや教育を家庭の役割と考える保護者が増加し、子育 
てに献身的な保護者が増える傾向もある。 
また、子どもに対して過剰な期待をしたり、子どもの主体性への配慮に欠 
ける意識が強まっている。（関連資料 図７～図１２）  
 

     （エ）母親の就労 

 本市の調査によれば、就学前児童の 42.1％、小学校児童の 61.5％の母親が 
就労している。 
また、現在就労していない母親の約半数が就労を希望しており、女性の社 
会進出と経済的な理由の両面から、就労する母親はますます増えていくと考 
えられる。（関連資料 図１３、図１４） 

 
     （オ）父親の子育て参加 

          民間の調査によれば、父親の 54.2％は、今以上に家事や育児に関わりたい 
と思っているが、２２時以後に帰宅する父親が就学前児童で 26.0％、小学校 
児童で 28.5％おり、子育てへの参加の意欲があっても時間的に子育てに関わ
ることが難しい状況を示している。 
（関連資料 図１５、図１６） 
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     （カ）ひとり親家庭の状況 

本市の調査によれば、子育て世帯の年収は、「６００万円以上」（就学前児

童 32.2％、小学校児童 39.0％）が最も多く、次いで「４００万円～５００万
円未満」（就学前児童 20.9％、小学校児童 19.5％）となっているが、ひとり
親家庭の世帯年収を見ると、２００万円未満が 53.4％を占めている状況があ
り、特に、ひとり親家庭では、家計と子どもの教育の両立を図ることの負担

が大きくなっており、ひとり親家庭を支援することが必要となっている。 
（関連資料 図１７、図１８） 

         
ウ 子育て家庭の現状と課題・まとめ 

       「社会状況の変化」や「子育ての状況」から見えてきた課題をまとめると、 
      次のとおりである。 

（ア） 時間的な余裕がない家庭、子育てに関心の低い家庭や身近に相談できる人 
のいない孤立化しがちな家庭などがあり、家庭の形態によっては、家庭教育 
に関する学ぶ機会が少なく、家庭教育の情報が届きにくいので、特に配慮が 
必要となっている。 

（イ）子育てに関する悩み・不安を解消し、家庭教育を主体的に行うための仲間づく 
りや学びの重要性が増している。 

（ウ）地域のつながりの希薄化から、家庭教育に関する知恵や手法の途絶、子育 
ての孤立化、親子の育ちを支える地域の教育力の弱まりといった問題が生じ 
ている。 
 

（２） 本市の家庭教育支援の現状と課題 

前述の家庭教育に関する問題を社会で支えるために、本市ではさまざまな事業を展 

開しているが、その現状と課題を展望する。 

ア 家庭教育支援講座（公民館） 

      地域・ＰＴＡ等と連携した「家庭教育支援講座（※）」を実施しているほか「子

育て講座」、子育て中の親子を対象とした「交流の場の提供」や「各種青少年事業」

を実施している。だが、参加者は限定されており、あらたな参加者の発掘が必要

である。 
※ 平成２４年度に大野南公民館でモデル事業を実施。平成２５年度から星が丘 
  公民館、中央公民館で継続して実施されている。ＰＴＡと公民館関係者の連 
携など、公民館区内だけにとどまらない、教育、連携の輪が広がる成果を得て 
いる。（関連資料 参考１） 
 

    イ 家庭教育に関する講演会等（教育委員会） 

      相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会に委託し、市内１１のブロックごとに家

庭教育に関する講演会等を実施しているが、参加者である保護者は減少傾向にあ

る。背景としては、保護者の家庭教育に対する関心の低下や保護者がなかなか関
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わり難い状況が想定される。 
      一方、ＰＴＡが企画することで、子育てを実践している立場からの視点を生か 

したテーマ設定ができる。ブロック単位での実施により、ブロック内にある単位 
ＰＴＡ間での横のつながりができるといった長所もあげられている。 

       
ウ 子育て広場・ふれあい親子サロン（市長部局） 

・対象：主に３歳までの子どもと保護者（子育て広場）、乳幼児とその保護者（ふ 
れあい親子サロン） 

     ・内容：親子の交流の場、子育てに関する相談・情報提供、乳幼児の身体測定（ふ 
れあい親子サロン） 

     ・会場：こどもセンター、公民館、児童館、自治会館、保育所など 
※ 様々な学習機会が提供されているが、各施設の連携は弱い。 
（関連資料 参考２） 
 

    エ 様々な教室や相談等（保健センター、こども家庭相談課等） 

「離乳食教室」が各地区の保健センターで実施されており、保健師、保育士に 
よる育児相談も各区こども家庭相談課、児童相談所、青少年相談センターにおい 
て実施されている。 
このように、健康福祉部局はじめ多様な機関・施設・団体で、「離乳食教室」を 

はじめ、相談事業等多様な事業が実施されている。 
（関連資料 参考３－１、参考３－２） 

 
オ 本市の家庭教育支援の現状と課題・まとめ 
  多様な部署で多様な事業が展開されているが、横の連携が不十分である。 
危機管理の視点や子育てを支える上での重要な視点として、子どもから発せら 

     れるメッセージを連携してしっかりと受け止めることの体制を整えることが重要 
     となってきている。 

参考例として、本市では、市立校の児童や生徒が不良行為を繰り返したり、犯罪の 
加害者や被害者になったりする恐れがある場合に、その内容や氏名、年齢などの個人 
情報を神奈川県警と共有する協定を結んでいる。 
また、様々な事業において、子育て中の方々が参加される場合に、「保育つき」 

かどうかということが参加の促進に繋がるので、その点については、保育対象年 
齢の検討を含めて今後検討が必要である。 

 
３ 家庭教育支援の方策を検討するためのテーマの設定 

本会議では、課題解決に向けた支援方策を検討するために、次のテーマに焦点をあてた。 
 （１）テーマ１「多様な家庭へ情報や学びを届ける工夫」 

社会教育分野では、公民館での子育て講座やブロックＰＴＡでの家庭教育事業を行ってい

るが、参加者は子育てに関心を持ち自ら学ぼうとする保護者が中心と考えられ、講座等に参
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加しない保護者や参加が難しい保護者に対するアプローチが課題となっている。 
時間的に余裕のない保護者、関心が低い保護者、悩みを抱え孤立している保護者など、多

様な状況にある保護者に、どのように家庭教育に関する情報や学びを届けるかを検討する。 
  （対象とする情報） 
   ①講座、交流の場、相談機関など支援に関する情報 
   ②家庭教育の重要性や家庭での教育で大切にしてほしい事など家庭教育の啓発 
 
（２）テーマ２「学びを通じた親育ちの支援」 

社会教育の視点からは、学びを通じた保護者の気づき、育ちへの支援が一層重要となって

いることから、地域の子育て家庭に関わる多様な施設、団体、人材、事業の活用と相互連携

を中心に、保護者への学習機会や学習を通じた仲間づくりの充実について検討する。 
また、母親向け事業が中心となっている現状から、父親向けの取組みについても検討する。 

（検討の視点） 

① 仲間づくりの充実 

   ②父親向けの取組 
 

（３）テーマ３「地域で親子の育ちを支え、支えられた親子が地域社会の担い手になる」 

家庭教育が課題となっている一因に、地域の教育力の低下があり、親子の育ちを地域で支

えるにはどのような方策が考えられるかを検討する。 
また、親子を子育て支援の単なるサービスの受け手とせず、支えられた親子が地域社会の

担い手となるような支援の循環をつくるための方策について考える。 

  （検討の視点） 

   ①地域住民の意識 

   ②親子と地域との交流の機会 

   ③地域における子どもの様々な体験の機会 

   ④支えられた親子が地域社会の担い手になる 

 

４ 家庭教育支援の方策 

  設定した検討方針（テーマ）に基づき、家庭教育支援の方策について、社会教育の視点 
から検討を行った。その結果を以下に提起する。 
（１） 多様な家庭へ情報や学習機会を届ける工夫 

    ア 情報の発信内容 

      （ア）家庭教育支援に関する講座等の事業に関する情報 
（イ）気軽に話し合いができ、いろいろな情報が得られる「場所」の情報 
（ウ）情報が得られる場所として、安心して受け入れてもらえる柔軟な対応が 
できる安全な基地としての「居場所」の情報 

      （エ）子育てをみんなが応援しているという温かいメッセージの提供 
      （オ）保護者の役割として欠かせない事柄 
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    イ 情報発信の時期や発信場所 

      情報発信の時期は保護者が育児に関心が高い乳幼児期が適しているものと考え

る。また、多くの保護者が参加する場である転入届提出時、出生届提出時、乳幼

児健診時、学校の入学説明会等を活用して、自分の住んでいる地域でどんな事業・

相談等の支援があるか、子どもの成長段階ごとにどんな事業・相談等支援があるかを

伝えることで、保護者が先を見通すことができる。 
 
    ウ 情報の発信方法 

      時間的・精神的に配布物を読む余裕がない保護者もいるため、今の子育て世代

にあったＩＣＴ（情報通信技術）を活用した方法での情報発信を強化する。 
例えば、市のホームページに「家庭教育支援に特化した特設サイト」を設け、

公民館での学習機会の情報をはじめ、各種家庭教育支援情報をリンクさせ、相模

原市の家庭教育支援に関する情報が全て把握できるようにする。 
また、ＳＮＳの活用で、即時性と双方向性のある情報提供を行う。 
例えば、子育て支援の冊子には必ずＱＲコードをつけ、すぐに市のホームペー

ジの「家庭教育支援に特化した特設サイト」にある情報に繋がるようにする。 
      紙媒体では、区ごとの家庭教育支援情報や乳幼児から思春期までの子育てに必

要な内容を簡潔にまとめたハンディタイプのリーフレットやパンフレットの作

成・配布に取組む。 
  例えば、相模原版の「家庭教育手帳」の作成・配布、父親対象冊子「お父さん

といっしょ」の内容を充実させるとともに、時間的に余裕のない、子育てに関心

が低い、子育ての悩みを抱え孤立しているといった保護者に家庭教育支援情報を

届けるため、原始的ではあるが各家庭へポスティングをすることも有効であろう。 
      何よりも人から人へ伝えるのが最も効果的であり、つながりができる場をどの

ように作れるかが重要である。 
 
（２） 学びを通じた親育ちの支援 

    ア 学習機会・場の提供、学習を通じた保護者の仲間作り 

      未就学児を持つ保護者には、自由度が高く、参加者に合わせて柔軟に対応でき

る「居場所」を作ることが必要である。こどもセンター、公民館、児童館、自治

会館を使用して「子育て広場」、「ふれあい親子サロン」、「地域子育て支援拠点事

業」などが実施されている。しかし、時間的、物理的な制約があり、今後柔軟な

対応が望まれる。例えば、気軽に立ち寄れるカフェなどの「居場所」を作ること

も検討されてよい。 
      小学生を持つ保護者に対しては、学級懇談会等を活用し、保護者同士の学びあ

いや共同学習に取組み、保護者自らが語り、問題提起をし、学びあいに気づく場

の拡充を図るとともに事業を実施する際には、事業全体の総括ができるコーディ

ネーターの存在が必要不可欠である。 
      さらに、「うずもれた学習意欲」や「共有されない困り感」に対応するため、そ
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の「ほりおこし」や「共有（＝孤立を超える）」する仕組みとして、「だべり」か

ら「かたりあい」へ、そして、「学びと生活の共同体」へと発展することができる

「何となく集える場」（否定されない場所）が求められる。 
      その参考事例として、調布市に開設された子育てカフェ「aona」があり、相模原市

でも、ソレイユさがみの指定管理者（ＮＰＯ法人男女共同参画さがみはら）が、もの

づくり体験や、生活的自立と学び直しなどを組み入れたプログラムにおいて、ひとり

親家庭の子どもたちの「居場所」事業を平成２８年３月実施に向けて準備を始めてい

る。 
 
    イ 父親向けの取組 

      子どもが学童期・思春期を迎える父親は仕事に時間を取られがちになり、家庭

の中で浮いた状態となる。学童期・思春期特有の問題や接し方を見直す良い機会

となることから、校外学習の一環として、会社の協力を得て父親の職場に子ども

を招き、父親の家庭外の活動を見てもらう機会を作ったり、野外体験や工作教室

等、親子で活動し、体を使って楽しめる事業を拡大実施する。 
      子どもの成長に合わせた父親対象の「父親講座」を忙しい父親が参加しやすい

土日に開催するほか、聴くだけのものでなく、体験型のワークショップにするな

ど工夫を凝らして実施する。 
 
（３） 地域で親子の育ちを支え、支えられた親子が地域社会の担い手になるために 

    ア 親子を身近な地域で支える 

      地域で声掛け運動（名前で呼びかけをする）を実施し、地域全体で子どもたち 
     を見守る体制作りを市内全域で進める。 
      地域に配置されている民生委員・児童委員や主任児童委員の協力を得て、家庭

教育に悩んでいる保護者を積極的に訪問してもらい、世代を超えた交流機会とし

ての祭りや運動会などの地域行事への参加を促すことで、日常的に地域コミュニ

ティの中に取り込んでいく体制を整える。 
また、民生委員・児童委員だけでなく、自治会をはじめ地域の諸団体と連携を

図り、地域コミュニティ全体で支援をする体制作りを進める。 
地域とは何かと考えると、まずは隣近所が大事であることから、既存の組織で

ある自治会や子ども会への加入促進を進め、地域で見守る体制の拡大を図ってい

く。 
 

    イ 地域の教育資源を利用した体験の機会作り 

      地域の学校教育と連携し、体験学習の機会を提供するため、地域で色々な特技

や技術を持っている人材をデータベース化し、子どもの集まりに来て教えてもら

う事業を実施し、子どもと地域住民が関わる機会作りを図る。 
      例えば、学校を会場とし、体験学習の指導にたけている地域の人を呼び、間伐

材を使用した木工教室を実施する。 
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    ウ  地域社会における次世代の担い手作り 

       中学生の居場所作りとして、イベントではなく、日常的なつながり（継続的事 
業）を保てる選択肢を沢山用意して長期的な支援に努める。支援される存在であ 
った中学生が大人になり、やがて地域の担い手となるよう将来親になる世代と積 
極的に連携を図り、事業の一翼を担ってもらうようにする。 

      例えば、学校に乳幼児とその保護者を招いて触れ合う活動や公民館の「子ども 
まつり」、こどもセンターの「子育て広場」などに事業企画の段階から実施まで関 
わってもらう。その他、社会福祉協議会のジュニアボランティアなどのボランテ

ィア体験、星が丘公民館の中一同窓会などの事業展開も現状進められているが、

今後更なる拡大、定着が必要である。 
 これらの参考事例として、横浜市都築区の「ＮＰＯ法人ＩＬｏｖｅつづき」が

子育て経験者等によって、地域の子育てに優しいまちづくりに関するマップを作

り、次期の子育て実践者に地域の子育てに優しいまちづくりの継承を目指してい

る。 
 
    エ 子育て「コーディネーター」の養成 

      家庭教育支援の仲立ちをする「コーディネーター」を養成する。 
      乳幼児期から児童期、青年期までの切れ目のない継続的な家庭教育支援を充実

させていくためには、家庭教育の理念や現代社会における家族の多様性を理解し

ていることはもちろん、地域の教育力など広い視野で考えられる「コーディネー

ター」の養成が欠かせないと考える。 
      その実践事例として、東京都港区では、「子育てコーディネーター事業」を実施、

子育てコーディネーターが、家庭の状況に応じた子育て支援情報を提供している。 
 

オ 家庭教育支援団体の協議会設置に向けた検討 

  家庭教育支援を行う団体等は数多くあるが、団体等独自で活動しており、お互 
い他の団体等がどんな活動をしているか知らないのが現状である。情報交換の場 
としての「協議会」設置に向けて、家庭教育支援を行う団体等で検討を進める。 

 
おわりに（調査研究のまとめ） 

 

 この調査研究を通じて、本市には子育て家庭を支えるさまざまな施設、機関、事業、団体

等があることがわかった。しかし蓄積された個々の活動は活発に行われているが、個々の事

業展開にとどまり、情報共有や連携は未だ十分といえず、保護者のエンパワ－や地域作りの

機能の強化という課題がみられた。 
 また、子どもと子育て中の保護者に関わる人は、みな子どもたちの健やかな成長と、そし

て保護者自身が子育てを通じて人生を豊かにしていくことを願っていることが改めて確認さ

れた。 
 今回の調査研究においては、特に次の３つのテーマに絞って対応策を検討した。 
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「多様な家庭へ情報や学びを届ける工夫」では、時間的に余裕のない保護者、関心が低い

保護者、悩みを抱え孤立している保護者など、多様な状況にある保護者に、どのように家庭

教育に関する情報や学びを届けるか、「学びを通じた親育ちの支援」では、社会教育の視点か

ら、学びを通じた保護者の気づき、育ちへの支援が一層重要となっていることから、地域の

子育て家庭に関わる多様な施設、団体、人材、事業の活用と相互連携を中心に、保護者への

学習機会や学習を通じた仲間づくりの充実策と父親向けの取組み方策についても検討をした。 
「地域で親子の育ちを支え、支えられた親子が地域社会の担い手になる」では、家庭教育

において課題となっている一因として、地域の教育力の低下があり、親子の育ちを地域で支

えるにはどのような方策があるか。また、親子を子育て支援の単なるサービスの受け手とせ

ず、支えられた親子が地域社会の担い手となるような支援の好循環をつくるための方策につ

いて検討をさせていただいた。 
 私たち社会教育委員の願いとしては、今回取りまとめた「４ 家庭教育支援の方策」で提

起させていただいた方策が、一つでも多く実現をし、元気な親子が地域に増え、地域全体の

活性化にもつながることを期待する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


