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青木信二

地域ぐるみ家庭教育支援事業

厚木市教育委員会社会教育部の施策

地区実践事業について

～厚木市社会教育委員会議の新たな挑戦～



今なぜ、家庭教育支援？

１．長年かけて、テーマが「家庭教育」

厚木市社会教育委員会議は・・・

根気よく同じテーマを継続・・・啓発やチラシ配布が主な活動
具体的な行動に出ねばと考えて・・・・・

２．平成23・24年度 家庭教育支援に関する報告書

１．現状報告、未着手分野の確認、事業の充実度などの
検証を踏まえて、報告書にまとめ、教育長に提出。

２．｢市の施策として具現化されることが次のステップ｣
と位置づけた。

３．平成25年度 「家庭教育支援の具体的施策について」の
提案書をまとめ・・・Ｈ26年6月に教育長に提出



家庭教育支援の具体的施策とは

地域ぐるみ型

啓発型 対処型
専門職型対処

チーム型対処

アウトリーチ型

学習型

家庭教育支援の主な形

人と人をつなぐ事業

● 孤立化しない家庭への対策や、相談できる仲間づくり、地域ぐるみで
地域の子どもへの関わりなどが日常化できないだろうか？？

● 問題がおこる前の対策を長い時間をかけて地域ぐるみで事業化したら！

予防型

平成25年度 「家庭教育支援の具体的施策について」の 提案書



家庭教育支援の具体的施策とは

厚木市に合った施策として、家庭と地域をつなぐ
取り組みを実践しよう。

厚木市は地区公民館が充実しているので、地区公
民館が拠点となって取り組んでいこう。

家庭教育支援という視点で、今ある地域の既存事
業を見直し、生かした事業としよう。

地域の諸団体が協働して、地域ぐるみの事業と
して取り組んでいこう。



名付けて

地域ぐるみ家庭教育支援事業

「地域で子どもを育てる」という意識を確立させ、
子どもに関わる「つながりづくり」を構築する。

個々の家庭における現実的課題の直接的対処策ではなく、社会教育の立
場から講座や体験学習などの事業を通して、地域が豊かなつながりを持
つ「きっかけ」を作り出すことで、家庭教育の向上を目指す事業とする。

地域ぐるみの事業とするために、地域内の各種団体が互いに協働しあっ
て、家庭教育事業を展開する。→協働することで多くの人が関わる

新規の事業にはこだわらず、既存事業を家庭教育支援という視点で再
検証を行い、事業を実践する。→新たな予算はゼロ

テーマ

ポイント



地域ぐるみ家庭教育支援事業の概要
【子どもたちを取り巻く環境の現状】

●少子高齢化の進展
●グローバル化、情報過多

●地域間格差・経済的格差の進行
●核家族化、共働き世帯・ひとり

親世帯の増加
●地域のつながりの希薄化

●保護者の子育て意識の多様化 等

家庭内の子育てを支援するため、
地域自らが主体となり、

地域の特色と今ある事業を活かしながら、
「地域全体で子育て」の視点を持った取組

地域
家庭

自治会、地域福祉、
老人クラブ、 婦人会、
交通安全指導員、
体育・文化振興会、

地域サークル、

地域指導者、等

青少年健全育成会、
子ども会、児童館、

青少年指導員・相談員、
ジュニアリーダー、

ＰＴＡ、主任児童委員、
地域子ども教室、 等

学校主に子どもと関わる
地域の団体・事業

様々な分野で
活動する

地域の団体・事業

連携
公
⺠
館

◆地域で子どもの活躍の場が増える！
◆保護者が、活躍する子どもを見るために

地域に出てくる！
◆子どもにとって、保護者にとって、地域

の人とお互いに知り合いなれる！
◆子どもが自ら考え行動する場ができる！
◆地域の人から、子どもが礼儀やマナーを

感じとる機会が増える！
◆地域主体の事業展開で、人材が育つ！

≪期待できる効果≫

【こんな事業ができませんか？】
例

★防災訓練で子どもの体験コーナー
★地域イベントで子どもスタッフの活躍

★子どもが企画・運営するバザー
★高齢者と子どもをつなぐ発表会

★地域の指導者が企画する子ども体験教室
など

【事業継続のポイント】
●各団体が協働し、お互いにメリットのある事業づくり
●大人と子どもがともに楽しみ・学び・育つ、地域づくり

●「地域で子どもを育てる」気持ちを継続して持ち、できること
をできるときに関わっていけるような人材づくり



Ｈ26年6月に提案を受けて、すぐに事業化！
まずはモデル地区での実践

Ｈ26年度～Ｈ27年度 2モデル地区
睦合南地区と森の里地区

Ｈ28年度～Ｈ29年度 2モデル地区
厚木南地区(本厚木駅の南側、中心市街地）
依知北地区(郊外の地区で、昔からの住民と

あらたに転居された住民が混在）

Ｈ29年度～ 新たに予算化し、全15公民館区で実施

地域ぐるみ家庭教育支援事業



年一回の地域ぐるみ家庭教育支援事業フォーラムを
開催し、関係者が一堂に集まり、

自治会や育成会の役員関係者、地域の方々

公民館長と職員・教育長を含む教育委員会職員、

学校長や教職員など

①基調講演 ②地区からの実践報告
③検証のためにディスカッションを実施している。

すでに4回開催し、事業目的の理解度が
高まってる。

地域ぐるみ家庭教育支援事業フォーラム
地区実践事業に合わせて



地域ぐるみ家庭教育支援事業フォーラム
地区実践事業に合わせて



森の⾥公⺠館

森の⾥⼩学校
森の⾥中学校

厚⽊⻄⾼校

世帯数 2,633世帯

人口 6,675人
15歳以下人口 729人

（地区内人口の10.9%)

森の里小学校

森の里中学校

森の里公民館

私立幼稚園

県立高校、

私立大学

企業の研究機関

森の里地区での実践事例

※平成28年2月1日現在

森の里地区本事業推進委員会の作成



森の里地区地域ぐるみ家庭教育支援事業推進委員会

以下の団体代表者をもって構成する。
・自治会連絡協議会
・青少年健全育成連絡協議会
・地域子ども教室
・森の里小学校
・森の里小学校PTA
・森の里中学校
・森の里中学校PTA
・森の里小学校校区子ども会育成会
・地域福祉推進委員会・老人クラブ連合会
・学識経験者
・公民館



森の里地区での取り組み

★基本的な活動方針

体験により、子どもと大人が、
ともに楽しみ、ともに学び、ともに育つ

子どもたちの成長を目指した活動

体験型の活動

親も参加できる活動

子どもとともに大人も成長するまちづくり

新しい気づきが生まれる
大人の価値観の変化や
子どもを縁に大人同士のつながり

-若宮公園の鯉のぼり-
⼦どもたちの健やかな成⻑を祈って毎年五月の
鯉のぼり祭りに掲揚される



N
o

実
施
月

事 業
参加
人数

N
o

実
施
月

事 業
参加
人数

①
5月
10
月

郷土かるた取り大会 200 ⑧
10
月

新たな復興ボランティア！森の
里

30

② 7月 親子リサイクルおもちゃ工作 36 ⑨
10
月 地域ぐるみで森の里ハロウィン 400

③ 8月
夏祭り子ども盆踊りコンテスト
「家族de踊ろう」

136 ⑩
11
月

「幼児とふれあい」
中学生保育体験

20

④ 8月
第12回防災キャンプ
「家族de防災体験」

42 ⑪
12
月 森の里・玉川地区マラソン大会 96

⑤ 9月 お月見お話会 40 ⑫ 1月 「書き初め教室」deどんと焼き 12

⑥
10
月 第6回通学合宿 53 ⑬

毎
月 ふれあい喫茶@森の里小学校 300

⑦ 2月 「学びの講座」 27 ⑭
2月
6月 本事業研修会（計2回） 93

森の里地区の地域ぐるみ家庭支援事業

公民館事業、青健連事業を合わせて計1４の事業を地域ぐるみ家庭支援事業
として実施した。
継続事業では、特に「親子で参加」をキーワードとして取り組んだ。



➁森の里小学校PTA家庭教育研修と協働で、北光クラブを主催されている
渡辺真知子氏をお呼びして、講演とディスカッションをしました。

①森の里中学校PTAとの協働、復興支援ボランティア活動でお世話に
なった現地仮設住宅の鈴木学氏、女川町の復興省の宮崎稔先生をお招き
し、講演頂き、森の里中学校の「森陵祭」で合唱を聞いて頂きました。

研修会(2回)と学びの講座(2回）の実施

本事業を進めるに当たり、九州女子大学教授 大島まな先生をお呼びし
て子育てや家庭支援に対する「地域の力」について2回の講演を頂き、
参加者でディスカッションする場を設けました。

研修会

学びの講座

第一回：平成27年2月21日
テーマ 「子どもの成長・発達を支援する地域の力」

第二回：平成27年6月13日
テーマ 「地域だからこそできる家庭支援」



事業紹介④ 第12回 「防災キャンプ」
毎年、防災訓練の前日に、避難所となる森の⾥⼩学校、中学校で避難所体験を
含む防災体験を実施している。翌日には、各地区での防災訓練に参加した。

本年度の企画
・起震車による地震体験
・野外料理体験（竹筒パン作り）
・木の摩擦による原始の火起こし体験
・体育館での宿泊体験

参加者

参加者
⼩学生 13
中学生 8
親⼦参加 3
ジュニアリーダー 6
スタッフ 12

ねらい
・家族と地域の連携の大切さを学ぶ。
・非日常を通して親子の対話、自ら考えて行動する。
・家族以外の人（地域の人）と顔見知りである事の大切さを学ぶ。



事業紹介⑥ 第6回 「通学合宿」

公⺠館を借り切って、日曜日の午後から公⺠館で社会生活をします。翌月曜日の朝
には、公⺠館からランドセルを背負って元気に⼩学校に通います。

本年度の企画

・料理体験、スーパーへのお使い体験。
・公民館での団体宿泊。もらい湯（今年度は割愛）
・家庭勉強（宿題等）。

参加者

ねらい ・子どもたちが自らの力で、日常生活する事を身に着ける。
・地域からの教育を通じ、社会体験をする。
・地域の子どもを育てると活動が、地域と家庭をつなげる。

参加者
⼩学生 29
中学生 10
親⼦参加 -
ジュニアリーダー ４
スタッフ 10



No. ⾏事 事業名 概要

① かるた取り 郷土かるた取り大会 文化振興事業で作製した郷土かる
たを地域事業に活用

③ 盆踊り 夏祭り⼦ども盆踊りコンテスト
「家族de踊ろう」

⼦どもを地域の盆踊りに参加させよう
と大人の盆踊りに入れた仕組みづくり

⑤ お月⾒ お月⾒団⼦
＋お月⾒おはなし会

⼗五夜のお月⾒の⼦どもの語り部の
体験と、親⼦で参加

⑫ 書き初め
どんど焼き

「書初め教室」
＋deどんど焼き

公⺠館事業と⾃治会事業の協働事
業、多くの地域の方と⼦どものふれあ
い

事業紹介 季節の生活文化体験

伝統文化の一端に触れ、受け継がれてきた日本文化への思いを培うことを狙いに様々
な事業を展開しました。



地域ぐるみ家庭支援事業を実践しての考察

★子どもたちの成長はどうか

事実：中学生が自分が参加した事業にスタッフとして参加し、指導係として活躍。

「世話になる側から世話する側に！」と言う気持ちになった。

★大人（親も含む）たちの成長はどうか

事実：小学生のアンケートにおいて、「地域に参加する」、「地域の大人から教
えてもらった」の項にYESと回答した児童が森の里地区は高い

子どもたちが身近に地域を感じており、地域の中で育つ環境

ができつつあるのではないか。

保護者と地域の大人が顔見知りになる。

事実：子どもが事業に参加することによって保護者も参加する

事実：子どもの体験を通して保護者が学ぶことの大切さ

多様な価値観に接する機会がある。
子どもと接する大切さの自覚が生ま
れる。

地域のつながりができる。

実体験する機会の大切さ



子どもの縁で、広がる大人たちの輪！
つながりの連鎖反応

⼦どもたちが事
業に参加

保護者が事
業に参加

事業に参画

大人の輪が
大きくなる

新たな⼦どもた
ちの参加

居場所づくり
きっかけづくり

子どもの参加により大
⼈の輪も大きくなる

参加しないままの子どもがいる。この子どもたちにどんなボールが投げられるか？
より深まった地域と学校との協働事業が大切。

⼦縁

地域・学校との
つながりで事業
を提案・実施

★事業推進と拡がるつながり

★課題



公⺠館

・地域⼦ども教室（森っ⼦ひろば活動）
ミニもりプロジェクト
通学合宿

⻘健連

PTA

学校

⾃治会

地域との連携・協働

地域との橋渡し
・地域の参加
フレンドリーデ―
ふれあい喫茶

・地域中学生ボランティア活動

家庭
⼦ども
保護者

地域の⻘少年育成の推進
・防災キャンプなど、年間18
の事業を展開

地域活動の推進
森の⾥三大祭り開催他

地域コミュニティーの場
社会教育の振興
・地区運動会
・公⺠館まつり

緩やかなつながり

森の⾥地区のつながり

（各団体ができる事を
できる時に協働する）

企業など



地域ぐるみ家庭教育支援事業を
成功せるために

１．子どもが縁で

「人と人のつながりづくり」が生まれ

２．つながりづくりのためにも

地域に核となる「ひとづくり」が大切

３．根気よく、継続した事業に育てるが必要。

４．家庭教育支援の土台は

≒まちづくりそのものであると思う。


