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【要旨】

横越町では，地域で子どもを育てる環境の整備並びに人間性豊かな子どもたちの育成を目指し

た教育施策を展開している。特に，地域の教育力や教育資源を有効に活用した総合的な支援体制

の構築に努めている。具体的には，体験活動・ボランティア活動や子育て支援等の様々な活動の

紹介・募集などの情報提供や，活動の中核的な拠点とした施設及び組織「横越町子どもセンター」

を設置した。さらに活動を側面から支援する「ボランティアセンター」・「地域子どもセンター」

を開設し，地域人材の育成，ふれあい交流の機会や場を整備してきている。成果としては，「地

域の子どもは地域で育てる」という機運の高まりとともに，子どもの参画を促すジュニアスタッ

フが育成されたり，学校と地域社会の連携協力が進み，町内外から高い評価を得ている。

【キーワード】

地域の教育力の再生，情報・企画・人材，コーディネーター，住民参画，子どもセンター・ボ

ランティアセンター，ジュニアスタッフ，学校と地域社会の連携

� はじめに

近年，社会や経済の急激な変化に伴い，家庭

生活・地域社会における人間関係の希薄さが表

面化し，様々な問題が生じてきている。かつて

は，特別な働きかけがなくても子どもによって

豊かな遊びを創り出していた昔と違い，今は，

地域での遊びや学びを盛んにするにも仕掛けが

必要となる（１）。

横越町では，文部科学省が平成１１年度から実

施の『全国子どもプラン』，そして，その実績

を踏まえ策定された『新子どもプラン』を段階

的，発展的な課題改善の手立てと考え，横越町

の実態に即した各種事業を実施している。特に

横越町内９地区にそれぞれ地域住民主導の「地

域子どもセンター」を設置し，きめ細かな子ど

もの支援活動を開始した。学校週５日制の実施

に伴い，この支援体制が子どもたちの活動の創

出と豊かな人間関係を育み，青少年の健全育成

にどうつなげていくかが今後の大きな課題でも

ある。

新潟県横越町教育委員会（Yokogoshi Town Board of Education, Niigata prefecture）

【報告】

佐久間：地域で子どもを育てる支援体制づくり １３１



� 子どもを見守り，育てるための「地

域」のとらえ方と役割

本論文では，横越町の課題や現状から支援体

制をつくるためのアプローチとして「地域で子

どもを育てる」ための支援体制エリアについて

以下のような視点でとらえる。

一般的に「地域」とは，区切られた土地，土

地の区域としての意味がある。横越町の子ども

センター推進事業では，地域社会の特性を生か

した子どもたちの様々な体験活動を支援するた

め，地域住民のニーズや子どもの願いに応えら

れるような実効性のある３つの「地域」の支援

エリア単位をもとに，事業の活動範囲を設定し

ている。

〈地域１〉地方公共団体（横越町）を単位とし

た行政・ボランティア連携型の支援エリア

中央子どもセンター事業を中心に子ども向け

情報の発信基地，町民が集う交流体験の場，ボ

ランティア人材の発掘と育成，学校と地域社会

が連携した事業の開催等を行う。（中央子ども

センターのコーディネーターによる全町の子ど

もを対象とした事業運営）

〈地域２〉自治的な地域づくり（町内９地区）

を単位とした地域住民主導型の支援エリア

地域子どもセンター活動では，自治的な支援

組織による身近な地区情報誌の発行，各地区の

実態に即した異年齢交流，中高生が企画から参

画できる活動を行う。（地域子どもセンタース

タッフ及びボランティアによる各地区の子ども

を対象とした事業運営）

〈地域３〉近隣市町村との広域的な連携を単位

とした行政主導型の支援エリア

亀田町・横越町子ども広域連携事業による広

域情報誌の発行，亀横キッズ料理教室の企画，

近隣市町村との連携による自然体験活動等を行

う。（両町の生涯学習係担当の連携による広域

的な地域の子どもを対象とした事業運営）

� 地域で子どもを育てる支援体制の背景

１ 学校週５日制への対応と町・地域の現状と

課題から

近年の一連の教育改革の動きの中で，地域の

教育力の大切さが盛んに強調されている。その

中でも将来に渡って生きる力を育てる体験活

動・ボランティア活動の必要性が強く叫ばれて

いる。しかし，この改革のねらい，方向から見

ても，実際にその教育力を発揮する場や機会が

限られており，なかなか実践的な活動に結びつ

いていないのが現状である。

横越町においても，どのように地域の教育力

を動かすかという点について教育委員会を中心

に何度となく検討してきた。だが現実的には，

地域社会の中で子どもにかかわる人は，PTA

役員等に活動を依存し，地域全体でかかわろう

という意識が希薄であった。まずは，その意識

や発想を変えていかなければならない。

幸い，横越町には，１６年前からの地域公民館

制度（９地区による自治的地域づくり）が定着

しており，各地区は町からの助成を受け自主的

に地区の実態に即した活動を展開してきた。そ

の流れの中で平成１２年度から学校やPTA，地

域住民による「横越町教育シンポジウム」が開

催され，「地域の子どもは，地域で育てなけれ

ば」という意見や考えが多く出された。町議会

でも町全体で子どもを見守っていくことの重要

性と責任が討議されてきた。具体的には「横越

の子どもの健全育成をだれがどう進めるか」の

分科会や諸団体の会合等で地域住民が知恵を出

し合い，意見交換がなされるなど，教育につい

て考える意識が次第に高まってきた。この機運

と教育改革の潮流とあいまって，横越独自の地

域公民館を単位とした横越町子どもセンター構

想が浮上してきた。さらにこの動きに拍車をか

けた要因は長い間，この横越の地で培われてき

た様々な分野の支援者の存在である。機会や場

１３２ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第４号，２００４年
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があったら是非，やってみたいという人材が多

く，水面下ではそれらの人たちによるネット

ワークが形作られていたことがこの動きを加速

させた要因と思われる。

また，図１に示されている現在の地区別子ど

も人口の推移（０～１５才）から見ても，町内各

地区によって子どもの数や年齢層の違いが顕著

であり，このことは家族構成やそこに住む地域

住民の意識の違いにも通じるため，一方的に行

政側からの同一のしくみや事業でくくることは

困難である。それには，地域住民が主体的に活

動できる体制を整え，地元の豊富な人材に期待

する支援活動が必要となってきている。従っ

て，地域住民と行政が連携しながら，子どもた

ちが安心して楽しく遊んだり，体験できる環境

をつくっていくことが急務となってきた。

２ 横越町の小学生・中学生の生活実態と現状

分析

横越町子どもセンター推進事業において対象

となる子どもは，乳幼児から小・中学生を範囲

とし，それぞれの年齢に応じた支援の方法を考

えている。ここでは，主として小学生と中学生

の放課後，週末の生活実態について取り上げて

みる。

横越町にいる小学生・中学生の放課後，週末

等における現在のスポーツ活動・文化活動は，

学校をはじめ社会体育，社会教育の分野で活発

に行われている。小学校では，平成９年までに

段階的に放課後のクラブ活動を社会体育に移行

し，現在スポーツ少年団による子どものスポー

ツ活動が盛んに行われている。平成１４年度ス

ポーツ少年団（３～６年生）及びキッズ教室

（１・２年生）等の加入率は全小学生の４０．７％

であり，土日を含む週２～３日の活動である。

また，これらの活動に所属していない児童

５９．３％は，自宅，児童館，習い事，友人宅等で

の活動が主となっており，特に週１回以上学習

塾に通っている児童数は，全児童の２５％となっ

ている。横越町における学校週５日制に対応し

図１ 地区別年齢別子ども人口調べ
平成１３年１０月１日現在 横越町統計資料から
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た取組の意識調査結果からは，『土曜日の過ご

し方』の問いに，１位：「自宅でテレビ・ゲー

ム・ビデオ」１９．６％，２位：「自宅で勉強」

１５．３％，３位：「家族で過す」１４．１％の回答が

でている。このように子どもたちが自分たちで

遊びを創り出したり，様々な人たちと交流しな

がら社会性を身につけていく機会が極めて少な

い。従って，支援活動としては，中央及び地域

子どもセンターの役割や事業内容を明確し，ま

ず，子どもたちが身近に参加しやすい状況をつ

くらなければならない。さらに，小学校の教育

活動とも連携した事業改善を図ることが望まし

いと考える。

中学校では，平成１４年度から部活動自由加入

制（原則：週１回活動休止日）をとり，生徒の

ニーズ，生徒の個性を伸ばすための最適な体制

を模索している。（現在，運動部６５．５％，文化

部１８．８％，校外活動１０％，無所属５．７％）中学

生にとって放課後，週末等は，部活動をはじ

め，生徒会・学校行事の企画運営，学級での役

割，そして塾や習い事など様々な役割を担って

おり，実際に町や地区の子ども活動に参加する

ゆとりや意識が少ないのが実態である。平成１４

年度横越町における学校週５日制に対応した取

組の意識調査結果からは，『土曜日の過ごし方』

の問いに１位：「自宅でテレビ・ゲーム・ビデ

オ」２１．１％，２位：１２．９％「友達の家で過ごす」，

３位：「自宅で勉強」１２．５％，４位：「部活動に

参加」１１．０％の回答が出された。以前と比べ部

活動に追われるだけの傾向ではないが，家の中

での活動が多くなり，町や地区の活動に参加す

ることはほとんど見られない。そこで一参加者

としてではなく，活動休止日や長期の休業中等

において地区の子ども活動の企画者となり，大

人と一緒に活動に参画できる体制を徐々に浸透

させ，地域社会の一員としての自覚を持たせて

いくことが大切と考えた。平成１５年度からは，

中学生のジュニアスタッフを各地区ごとに配置

し，中学生の地域活動への参加を促している。

３ 支援体制づくりを目指す推進事業の経過

先に示した３つの「地域」のとらえ方と横越

町の青少年教育の課題を踏まえ，年度ごとの段

階的な施策の推進と単年度ごとの事業の改善を

図った。また実態と調査データ，そして子ども

や地域住民の声をもとに情報・企画・人材を有

機的に配し，事業を推進している。

平成１３年度は，地域住民への啓発の年度と考

え，中央子どもセンターの設置，協議会の発

足，情報誌の発行，地域子どもセンターモデル

事業（２地区）を行った。また，開設に向けて

の説明会を繰り返し行い，取組の様子を情報

誌・広報誌でタイムリーに紹介した。これらに

加え，平成１４年度から中央子どもセンターで

は，事業企画部門をはじめ，子ども活動支援ボ

ランティアセンターも併設し，事業内容も一層

充実してきた。さらに，平成１３年度のモデル事

業を参考にしながら，地域住民主導による地域

子どもセンターが７ケ所で開設された。平成１５

年度は，これまでの反省から子どもの参画活動

に重点が置かれ，中学生ジュニアスタッフの育

成が始まった。また，これらの事業を進める過

程で，学校・地域社会・行政との連携が深まっ

てきたことや，子どもたちの活動を支援する

コーディネーターやボランティアが育ってきた

ことが大きな成果といえる。

� 横越町子どもセンター・ボランティ

アセンター推進事業の取組

１ 事業推進の目的

学校・家庭・地域社会・行政でのきめ細かな

青少年の健全育成活動を一層強化し，子どもた

ちの様々な活動に関する支援を効果的に行うこ

とができる体制をつくり，地域の人々の連携強

化を図りながら，交流できる環境を醸成してい

く。
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２ 事業推進の課題

地域で子どもを育てるために，何をどう取り

組むか。

３ 事業推進の目標

『豊かな心とたくましさをもった子どもたち

を育てる』

４ 事業推進の方策

� 子どもの遊びや体験を充実させる情報提

供・相談体制の確立

� 地域で子どもを育てるための環境の整備・

人材の育成

５ 事業推進のキーワード

『情報』・『企画』・『人材』ネットワーク～コー

ディネート

６ 事業推進の施設及び組織

横越町のほぼ中央にある中央子どもセンター

（ボランティアセンター併設）には，情報発信

基地，人材バンク，交流活動としての役割に加

え，半径４kmの範囲内に点在する９つの地域

子どもセンター（既存の集会所・公会堂・コ

ミュニティセンター等）とのネットワークがつ

くられている。また，それぞれの地区では，地

元の教育資源や人材を活用しながら実態に即し

た子ども活動が展開されている。（図２参照）

図２ 横越町子どもセンター構成図
平成１５年度 横越町子どもセンター 推進事業計画資料から

佐久間：地域で子どもを育てる支援体制づくり １３５



� 具体的な施策

１ 中央子どもセンター事業の役割〈地域１・

地域３による支援エリア〉

� センターの機能と効果

【情報】 子どもたちの活動にかかわる情報

サービスを一元化し，学校・家庭・地

域社会の活動を支援する情報発信基地

としての役割を果たす。

【企画】 地元の教育資源や人材を活用し，子

ども同士，異年齢，親子がふれあう交

流体験活動の機会を提供していく。

【人材】 子ども活動支援ボランティア人材登

録や養成研修を行うとともに，学校と

地域社会が連携した多様な活動を支援

する人的ネットワークを図る。

上記の要素を融合させたコーディネーターの

育成を事業運営の中核におき，学校・地域住

民・行政が一体となったネットワークを構築し

ていく。（図２参照）

� コーディネーターの育成を目指した人材発

掘と養成

中央・地域子どもセンターを問わず，コー

ディネーターの発掘，育成が最大の課題であ

る。そこで，次の視点で豊かな発想と資質を

もった人材の発掘を試みている。特に�地域活

動・子ども活動の重要性を理解し，積極的に地

域行事等に貢献している地域公民館・育成会等

の役員，�PTA・家庭教育学級関係の経験を

重ね，現状と課題を的確にとらえている保護

者，�グループ・サークル等で地道な支援活動

をしている代表者，�地域づくりまちづくりの

研修会や子育てセミナー等に参加されている受

講者，�パソコン等の操作に興味関心があり，

情報処理や情報ネットワークづくりが得意な人

など，楽しみと熱意を持って活動されている人

たちの能力，資質，情熱を結びつけ，実践を通

して新たな条件・能力を開発していく。また，

自己の考えやプランを実践化させ，その成果や

活躍ぶりを紹介できる発表の場を設けること

で，コーディネーターとしての経験を積み，資

質の向上を図っている。そしてそのノウハウを

次のコーディネーターに伝えていく流れをつ

くっていく。現在，地域住民の中から３名の

コーディネーター，８名のスタッフを配置し，

行政の青少年教育担当者と連携し，子どもたち

の体験活動に関する活動の場の開拓，情報収

集・提供，事業の企画立案，ボランティア人材

の登録・紹介，学校と地域社会との連携協力の

マッチングや相談を行うことを目指している。

また，新潟県主催の体験活動等支援センター研

修会やボランティア養成研修のファシリテー

ターとしても実績を積んでいる。

� 事業内容

� 子ども情報センター事業

中央子どもセンターでは，情報誌編集ボラン

ティアによる子ども向け情報誌（年４回）や広

報誌（年１２回），そして近隣市町村との広域情

報誌（年１回）を発行し，年度ごとに発行部数・

配布場所を拡大しながら，毎月，保育園・小中

学校・各地区の子ども情報等をタイムリーに発

信している。また，センター開設時から各団

体・サークルにお願いしている情報収集委員や

県内の生涯学習関連施設との連携を深め，コー

ディネーターが常に情報を集約できる体制を整

えている。これらの役割は，各団体からの問い

合わせ，相談等にも即時対応ができ，信頼度も

徐々に高まってきた。表１に３年間の相談・依

頼状況を示したが，特に学校関係者や各地区の

団体からの問い合わせが増えてきている。具体

的には教師が町内で開かれる子ども活動に参加

する機会が得やすくなったこと。校外での子ど

もの様子や動きが把握できるようになり指導や

評価に役立てられるようになってきたこと。各

教科・総合的な学習の時間等の教材研究の分野

が広がり，地域学習が容易になったことなどが
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あげられる。また，各地区の地域子どもセン

ターがネットワークづくりを進める大きな情報

源となり，企画や人材活用に大きな成果を上げ

ている。今年度は，その情報量を生かしホーム

ページ開設も実現した。子ども情報センターの

充実とともに，学校やPTA，地域住民に子ど

もセンターのシステムやノウハウが浸透し理解

され，平成１４年度の子ども活動支援ボランティ

アセンターの開設を境に大人と大人，大人と子

どもとの結びつきが一層つながってきた。

� 子どもわくわく交流体験事業

中央子どもセンターが行う交流体験は，町全

体の子どもを対象とした異年齢や親子参加型の

交流を目的としているほか，支援エリアを広域

〈地域３〉としてもとらえ，他市町村の子ども

とのかかわりを通して，多様な体験活動やコ

ミュニケーション能力を育てることがねらいで

ある。また，行政の青少年教育担当者と事業企

画に協力するボランティアが協働で企画（「よ

こリンピック２００３」・「横越達人に挑戦」など）

を立案し，検討を重ねるなど，新しい発想とア

イディアを多く取り入れ，企画内容に創意工夫

を凝らしている。また，中央子どもセンターに

併設されているボランティアセンター人材の稼

働率が高まるとともに，交流内容にも幅が広が

り，人と人とのコミュニケーションが育ってき

た。

平成１４年度中央子どもセンター子どもわくわ

く交流体験事業数は１３企画（２０回）と前年度に

比べ多く，中央公民館の青少年教育事業，地域

公民館事業，地域子どもセンター事業との重複

もあり，活動に追われるという反省があった。

そこで平成１５年度は，事前に諸団体との調整を

図りながら，開催可能な事業を各地区に移行

し，精選を図った。（平成１５年度７企画９回）

特に料理教室，ものづくり，パソコン教室など

は，各地区にいる名人達人を発掘し，地元の特

色や運営方針にあった各地区での事業開催が可

能となった。これからは，事業の回数よりも

「感動・驚き・発見」を重視した心に響く交流

体験を通して，感性を磨き，たくましく生きる

力が育つことを期待する。

� ボランティア支援事業

【横越町子ども活動支援ボランティア人材登録

制度】（わくわくサポート）登録者６５名

ボランティア支援事業では，子どもたちの豊

かな体験活動を支援するボランティア人材を広

く地域住民に募り，地域で子どもを育てる意識

を高め，地域の教育力の活性化を図ることが目

的である。これまでの人材リストは，登録され

てもほとんど活用されないままのものであっ

た。そこで，登録を子どもへの支援活動に限定

し，学校が求めている人材，地域子どもセン

ターが求めている人材を洗い出した。そしてそ

のリストを保護者や諸団体に提示し，実際の活

動場面を意図的に設定しながら，子どもとかか

わることを通して人的ネットワークを広げるこ

ととした。また，説明会や相談会を行い，ボラ

表１ 相談・問い合わせ状況（電話・FAX・窓口）

内 容 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５（１／３０） 計

子ども活動情報に関するもの １９件 ３１件 ３５件 ８５件

子育てや家庭教育の悩み，問題 ９件 ４４件 ３７件 ９０件

学校・地域社会・団体等からの問い合わせ（人材・活動等） ５件 ４８件 ７１件 １２４件

ボランティア登録に関するもの ０件 ３６件 ３１件 ６７件

計 ３３件 １５９件 １７４件 ３６６件

平成１５年度 横越町中央子どもセンター情報部統計資料から
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ンティア側の願いを生かす取組を進め，情報誌

等でボランティア紹介や活動の様子をタイム

リーに掲載し，必要性と有用性を地域住民に意

識させた。その結果，表２で示すように平成１４

年度から徐々に人材の稼働率が高まり，学校か

らの問い合わせ，地域活動への紹介率が顕著と

なった。その成果を生かし，今年度は小学校や

PTA，地域住民が連携協力した「学習フェス

ティバル」を開催した。これまでの展示中心の

文化祭にとらわれず，町の文化芸能にふれた

り，体験することで心豊かな感性を育てたいと

の願いからである。登録人材，地域子どもセン

ター，公民館講座，サークル芸能団体等の日頃

の活動を子どもとともに体験しながら，大人に

とっても発表の場として開拓されたことは，生

涯学習の充実，振興の立場から考えても大きな

成果といえる。今後は，保護者，地域住民，学

校，社会教育が互いの教育的なメリットを求め

て新たな文化の創造と心に残る交流活動を行っ

ていきたい。

【ボランティア養成研修会】

中央子どもセンター研修部では，ボランティ

アの事前学習，意識や資質の向上を高めるた

め，登録者はもちろんのこと，PTA，地域公

表２ 子ども活動支援ボランティア紹介内容（依頼者別）

依 頼 者 紹介人数 依 頼 内 容（人 数）

平

成

一

四

年

度

１ 中 学 校 ７ 園芸（３） 歴史講話（４）

２ 小 学 校 ９ 手芸（３） 工芸（３） 歴史講話（１） ダンス（１） 陸上（１）

３ 中 央 公 民 館 ６ 絵本読み聞かせ（２） 児童見守り（４）

４ 中央子どもセンター ７７

保育支援（３８） パソコン指導（９） そば打ち（５） 園芸体験

（５） 子ども活動補助手伝い（１０） レクリエーション（３）

染色（２） フラワーアレンジ（２） 料理（３）

５ 地域子どもセンター １０
マジック指導（３） 手芸（１） 竹細工（３） 保育支援（１）

レクリエーション（１） お菓子作り（１）

合 計 １０９

平

成

一

五

年

度

４／１
〜
１／３０

１ 中 学 校 ２０
農業講話（５） 歴史講話（８） 行政についての講話（１） 職

業体験（１）楽器指導・琴（４） ベル演奏（１）

２ 小 学 校 ７７

農業体験（８） つり指導（２） 手工芸（１１） お菓子（２） 歌

（９） パソコン（３） 郷土料理（２） 語り部（４） 水墨画（５）

絵手紙（５） 折り紙（２） シャボン玉（５） スライム（５）

昔遊び（１１） 子ども活動補助手伝い（３）

３ 小 学 校 P T A １ レクリエーション指導（１）

４ 中 央 公 民 館 １４ 子ども活動補助手伝い（５） 手工芸（６） パソコン（３）

５ 中央子どもセンター ５６

保育支援（２８） パソコン（６） レクリエーション（３） 料理

（４） お菓子作り（１） 手品（３） ジオラマ工作（３） フラ

ワーアレンジ（３） 習字（３） パントマイム（２）

６ 地域子どもセンター ６ マジック指導（２） そば打ち（２） パソコン（２）

７ 社会体育スポーツ教室 １ 体育指導補助（１）

８ 育 児 サ ー ク ル １ パネルシアター（１）

９ 民 生 委 員 協 議 会 ３ マジック指導（１） 講話（１） ベル演奏（１）

合 計 １７９

平成１５年度 横越町子ども活動支援ボランティア人材登録活動実績報告資料から
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民館役員，中学生ジュニアスタッフ等が参加し

たわくわくサポーター研修会「輪～く・話～

く・ワーク」が開催されている。また，文部科

学省並びに県体験活動ボランティア活動支援セ

ンターからの学習資料をもとに講義形式での研

修からネイチャーゲーム，レクリエーション，

ワークショップ等，実践で生かせる研修を行う

ことでより効果的なボランティアの育成を図っ

ている。

【横越町ジュニアスタッフ活動】

事業の課題「地域で子どもを育てる」という

最大の実践は，「子どもの参画」にある。事業

を進めていく過程で地域住民からの声に「中学

生の姿が見えない」というものが非常に多くあ

がった。計画当初から中学生の参加は，一参加

者というよりも一企画者として位置づけてきた

が，単なる声がけでは，中学生の意識は変ら

ず，具体的な行動としての実践が必要となっ

た。そこで今年度は，中学生の自治的組織の力

を有効に活用するために，『育てる』原動力と

なる参画活動に視点を向け，より実効性のある

取組を学校とともに連携協力していく『横越町

ジュニアスタッフ育成』を進めている。子ども

センター開設以来，地域住民の多くの人たちが

学校教育活動に参加し，各教科，特別活動，総

合的な学習の時間等で支援を行える体制が整っ

てきた。また，各地区の地域子どもセンターも

立ち上がり，大人と子どもが交流する活動もし

だいに増えてきた。しかし，ややもすると大人

指導者主導型の子ども活動の傾向が強くなって

いる。小学生で約５９％，中学生で約６０％（平成

１５年度横越町における学校週５日制に対応した

取組の意識調査の結果から）の子どもがボラン

ティア活動に対して「どんどん活動したい」又

は「興味のある活動であれば参加したい」の回

答を示しており，何らかの活動に興味・関心を

持っているが，その思いや行動をうまく引き出

し活用していないのが現状である。しかし，実

際子どもたちが地域活動に参画していくにはか

なりの時間を要し，また，学校内外でも様々な

活動やスポーツ関係のクラブ等とのかかわりか

ら，時間の確保が難しいという問題があがって

いる。そこで学校・地域社会・行政の組織や機

能を再点検し，各々の組織が効率よく機能する

見直しを図った。学校の自治的組織の機能（児

童会，生徒会，地域子供会，地域生徒会等の活

動機能）と各地区の自治組織の機能（地域子ど

もセンター・育成会・地域公民館等の活動機

能），行政の支援組織の機能（中央子どもセン

ター・ボランティアセンター）を有効に結びつ

け，学校教育活動と地域活動を結ぶ子ども参画

の糸口を探った。まずは，中学生と大人が自分

たちの住む地区の活動について実際に会って話

し合いができる場を意図的に学校や各地区でつ

くっていくことから始めていく。中央ジュニア

スタッフは，生徒会本部を中心にボランティア

を募り，中央子どもセンターの事業企画やボラ

ンティア活動に参画していく。地域ジュニアス

タッフは，各地区の地域生徒集会から募ったス

タッフで構成され，各地区ごとの地域公民館役

員や育成会役員と連絡調整をしながら，地域活

動への参画を行っていく。

〈中学校の理解と子ども参画への支援づくり〉

子どもセンター協議会に提案�学校長との確

認�生徒会・地域生徒集会顧問との打ち合わ

せ�年度初めの職員会議�特別活動部会に提

案�生徒総会：全校生徒に向け趣旨説明（生

徒会運営方針：地域の活動・ボランティア活

動への積極的な取組）�地域生徒集会（今年

度の地域活動・ボランティア活動参画につい

て意見集約）�各地区合同会議へ

２ 地域子どもセンター事業の役割〈地域２の

支援エリア〉

� 地域の教育力の再生に向けて

市町村合併やそれに伴う都市化の波が押し寄

佐久間：地域で子どもを育てる支援体制づくり １３９



せる現実を目の前に，これまでの地域の教育力

やつながりをより強いものにすることが必要で

あり，そのことこそが地域で子どもを育てる実

践につながるものと考える。既存の組織・施設

等を有効利用し，家庭や学校の枠を超えた異年

齢の子ども同士や，日頃あまり接したことのな

い大人たち，高齢者たちとのふれあい体験・交

流の場を通して，子どもたちの健全育成を図っ

ていく。

� “地域の現状”（なぜ，今，地域の教育力が

必要なのか。）

●地域から子どもの遊ぶ姿が見えなくなった。

（遊びを創り出す場・時間・環境の不足）

●大人が子どもとかかわろうとしない。（学校，

PTA役員等の一部に任せきり）

●私生活への他人の介入を避け，ふれあい交流

の場をやめた。（地縁関係が生まれない）

日常生活の中で，無意識のうちに，見えない

部分で発揮され，子どもたちを支えていた隠れ

た教育力，地域力が低下してきたことも大きな

原因であり，この部分の力を再生していくこと

こそ今，われわれが着目していく課題である（２）。

� 地域再生・再構成に向けての手立てと改善

� 地域再生に向けての具体的方策（地域子ど

もセンターの機能）

町内各地区には，自治会，地域公民館，育成

会等の既存の団体があり，子ども活動を支援し

ている。しかし，地区よっては，一部の役員へ

の負担や組織が十分に機能していない面などの

課題もあり，地区の組織や役割を見直し，総参

加型の運営体制づくりを進めていく必要があ

る。

○地域住民主導による各地区の地域子どもセ

ンターの運営組織体制をつくる。

○早い時期からの親同士のネットワークづく

りによる支援体制をつくる。

○地域のよさ・伝統を再発見し，教育資源と

して有効活用する。

○情報収集・提供や相談機能の充実と体験活

動・ボランティア活動の充実を図る。

○地元の団体・サークル等の力を引き出す。

○異年齢や親子のふれあい交流の拠点をつく

る。

� 地域子どもセンター活動の改善

改善の第一段階では，地域にある各組織や団

体が互いに連携できる部分を明らかにし，セン

ター開設に向けて各地区への趣旨説明会を開催

しながら，理解と協力を仰いだ。そして，運営

委員会を中心に組織・予算・施設利用の共通理

解を図る合同会議を開催し，運営にかかわる具

体的な利用法や規定，運営規約等を作成した。

第二段階としては，実際の運営や企画，人材活

用を実践する中で，交流内容の改善を図った。

地域子どもセンター開設当初は，様々な分野の

活動を取り入れ活動回数も多かったが，実際の

活動場所や人員体制に合わないこと，また，子

どもがお客様的な存在としてプログラムが作ら

れていたことなどの反省から，開設２年目以

降，地元の特色を生かしたテーマや，子どもに

伝えたい，体験してもらいたいことを継続的に

プログラムに盛り込むよう改善を図った。（四

季を通じた農業体験，環境を考えたものづく

り，お年寄りのいこいの場と子ども活動の場の

ドッキング，地元の素材や資源を生かした手作

り体験等：写真１）

写真１ 地域の竹を利用した門松づくり
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� “脱”大人主導（地域住民の参画と子ども

の参画）

子どもを支援する体制づくりを進める過程

で，大人が子どもの遊びをお膳立てし，お客様

扱いする活動になってきている。“脱”大人主

導を図り，子どもの自主性を生かした感動や達

成感を味わえる活動に改善していかなければな

らない。また，子どもも地域社会の一員である

ことを活動を通して自覚し，できる範囲で企画

段階から参画していけるつながりをつくる必要

がある。その具体的な活動として「地域ジュニ

アスタッフ」の活動を位置づけ，中学校での地

域生徒集会の機能を実際の地域活動と結びつけ

ることで，大人と子どものパイプ役としての役

割を果たしていくことができる。

� “子どもが主役”になるための地域子ども

センター活動

○地域住民と子ども（中学生）による話し合

いの場を設定する。

○各地区の地域情報誌に子どもの意見やアイ

ディアを取り入れる。

○子どもたちに運営する側，支援する側の役

割や意義を体験させる。

○子どもたちに様々な体験の機会を意図的・

計画的に提供していく。

○中学生が小学生に，高学年が低学年に教

え，支える場面を設定をする。

○子どもの自主性を生かした企画段階からの

参画活動を進める。

� 地域ジュニアスタッフの役割（中学生の参

画）

○地域子どもセンター，育成会，地域公民館

等の活動内容を自分たちの地区の生徒に伝

える。

○地域の大人と子どもを結ぶパイプ役として

合同会議や地域集会の調整をする（写真２

参照）。

○地域の大人との話し合いの機会を持ち，で

きる範囲で企画スタッフとして参画する。

〈活動の流れ〉

地域生徒集会�（学校）：地域ジュニアスタッ

フ選出�参加計画生徒案作成�地域役員との

合同会議日程調整�地域役員ジュニアスタッ

フ合同会議��地域生徒集会�（学校）：合

同会議報告と意見集約�地域役員との合同会

議日程調整�地域役員ジュニアスタッフ合同

会議�（地域）�企画活動開始�地域活動へ

の参加

� 活動の成果と今後の課題

１ 支援体制の成果

「中央子どもセンター」では，子ども情報セ

ンター・ボランティアセンターが１ケ所に併設

されているほか，地域公民館を単位とした「地

域子どもセンター」（９ケ所）と小中学校との

ネットワークを総括したコーディネートを進め

た。そこでは，情報提供，交流体験，人材発

掘・養成，サークル・団体等との連携が深ま

り，様々な活動を支援していく輪が地域全体に

広がった。推進１年目は時間をかけ，子どもセ

ンターの必要性と有用性を保護者や地域住民に

問いかけ，啓発を試みたことで学校が動き，地

域全体が連動していった。また，学校・地域住

民・行政が互いに認め合い，子どもセンター協

議会や学校で開催される研修会等で評価し合っ

写真２ 地域の役員と地域ジュニアスタッフによ
る合同会議
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たことで，子どもたちとのかかわり方，学校の

方針や願い，地域社会の役割等を理解し，意思

の疎通も次第に図られるようになった。それ

は，単なる支援者の関係ではなく，パートナー

としての存在になってきたことを意味する。さ

らに，子どもを通じてネットワークが広がった

こと，学校を「地域の学校」として巻き込んで

いったことで，子ども支援の意図するところが

より明確になった。人材の養成においては，ボ

ランティアやコーディネーター同士が互いに連

携しあいコーディネートの幅や資質を向上さ

せ，「待つボランティア活動・体験活動」から

「働きかけるボランティア活動・体験活動」へ

の意識が育ち，徐々にコーディネートの能力を

身につけてきたといえよう。

地域子どもセンター活動では，地域のよさ・

伝統を再発見し，教育資源として活用できた。

また，グループ・サークル等の力をうまく引き

出し，アイディアあふれる活動を行ったセン

ターも多くあり，地区の活性化にもつながっ

た。

２ 支援活動と小学生・中学生の変容

〈小学生の変化〉

平成１３年度までは地域公民館，育成会等で子

ども向け行事が行われ，年間５～８回程度開催

され，参加者は幼児～小学生を中心にほぼ毎年

同じような内容の事業が行われていた。平成１４

年度からは，上記の活動に加え，各地区の地域

子どもセンター活動が開始されたことで，月１

～３回の様々な自然体験・生活体験活動等が行

われるようになり，事業企画も２倍以上に増え

た。事業内容によっては幼児から中学生までが

参加できる内容であるが，特に小学生低中学年

が多く，毎週の活動を楽しみにしている。以前

の子ども向けの地域行事に加え，各地区のセン

ター開設後は，一層身近な活動が多くなり，小

学生の参加者が各地区年間延べ２００人～８００人

（平成１３年度の２～３倍）にも上り，学年，年

齢にとらわれず，友達を誘い合い自分たちから

参加するようになった。また，地元の人の顔や

名前が分かり，顔見知りになった大人に自分か

ら気軽に挨拶するようになった。しかし，ス

ポーツ少年団の練習や大会と重なり，高学年の

参加が今ひとつ伸びず，参加者がやや固定化し

つつあるが，低学年を面倒見る姿が見られるよ

うになってきた。今後は，小学５・６年生を対

象に中学生スタッフによる初級ジュニアスタッ

フ養成研修会を行っていきたい。

〈中学生の変化〉

地域子どもセンターの活動は，小学生向けの

事業が多いため，中学生の意識として参加しに

くいところがある。しかし，表３に示すように

平成１５年度から始めた中学生ジュニアスタッフ

養成の取組により，中学生と大人の直接の話し

合いの場が増え，一企画者の立場で地区の活動

に加わったことで責任と関心が高まった。夏休

み終了までには昨年の中学生参加者を上回り，

２学期末には地区によっては２倍～３倍の参

加・参画となっている。主な活動は，お祭りや

地区運動会の企画進行，スポーツ大会の準備や

当日の役員，ラジオ体操指導，キャンプの手伝

い，お菓子作り・ものづくりの助手などがあげ

られる。また，地域子どもセンター活動だけで

なく，地域公民館行事や育成会行事での役割や

参画方法を改善する合同会議も開かれ，町や地

区の中での中学生の存在や役割が少しずつ明確

になってきた。ジュニアスタッフ活動が定着

し，地区の活動に中学生が参加しやすくなった

という声も聞かれ，「初めは大人と話し合うの

はいやだったが，話をしているとだんだんアイ

ディアが出てきてやれそうな気になる。」「大人

を見る目が変ってきた。」など，子どもが地域

活動に入り込んだことで自分たちの住む地域を

意識するようになった。今後は，中学３年生の

進路や大会等の制約から考え，活動移行時期を
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２学期をめどに２年生へ引き継ぐ流れをつく

り，中学卒業後も，町や地区の活動に進んで参

加する意識をもってもらいたい。

３ 保護者・地域住民の声

大人たちは，地域全体で子どもの支援活動に

かかわってきた実践から子どもの動きが見え，

子どもとの接点が多くなった。その結果，地域

で声を掛け合ったり，人任せでなく，関心を

持って子どもとかかわることの大切さが分かっ

てきた。また，地域活動が活発になると，子ど

もの面倒を組織的に見るようになり，地域ぐる

みの見守り，広い年齢層とのふれあいが子ども

を誤った道へ進ませないことにつながることを

実感してきた。

今後，支援者側として中学生に臨むことは，

ジュニアスタッフ活動の参画活動や心に響く

様々な体験を通して，小さい子どもや他人に対

する思いやり，そしてリーダーシップをとろう

という心が芽生えてくることを願う。

４ 今後の課題

子どもセンターの活動が進むにつれて情報の

ネットワークが広がり，地域活動や子どもの参

画がしだいに多く取り入れられるようになって

きたが，地区によって，人材不足や情報ルート

の不備，地域の諸団体の連携等が整わず，活動

に差が生じている。また，人材登録制度やその

活用について，子どもをもつ家庭以外の町民へ

の周知不足から，子どもを支援するボランティ

ア活動等に興味関心のある人材が十分に引き出

されていない面がある。

今後は，人を介したホットな情報網の連携に

加え，IT機能を活用した迅速なネットワーク

体制を整備し，さらに，活躍しているボラン

ティアやジュニアスタッフの紹介・登録を一層

促していきたい。また，学校と地域社会が連携

したボランティアの事前学習やマナーのトレー

ニングの充実を図り，中学生に加え，高校生の

人材登録も進めながらより地域に根ざした活動

を展開していくことが課題である。

� おわりに

平成１３年６月の子どもセンター開設以来，地

域で子どもを育てる支援体制づくりを進めてき

た。その中で今，参加・参画している子どもた

ちがどんな思いで，どんな視線で地域社会や大

人たちを見ているのだろうか自問自答してい

る。この子どもたちが大人になったとき，学校

での学び，家庭の温かさ，地域のふれあいの大

切さを感じ，次の世代を担う子どもたちのため

に何ができるのかを考え，取り組める大人に

なってもらいたいと念じている。我々は今，そ

の日その時のために学校，地域社会，家庭が一

丸となって子どもとかかわり，子どもを育てて

いきたいと思う。

表３ 各地区における地域活動への中学生の参加状況
【Ｈ１５は１／３０現在】

年

度 活動内容

地区名

生徒数

Ａ地区

（２８）

Ｂ地区

（６１）

Ｃ地区

（１８）

Ｄ地区

（７２）

Ｅ地区

（４２）

Ｆ地区

（３０）

Ｇ地区

（２９）

Ｈ地区

（３４）

Ｉ地区

（１８）

計

３３７

１３ 地域公民館・育成会子ども活動のみ

中央子どもセンター開設
（各地区中学生参加者として５～１０名程度） ４５～９０

１４ 地域公民館・育成会子ども活動 （各地区中学生参加者として５～１０名程度） ４５～９０

地域子どもセンター活動 開始 ９ 未開設 未開設 １０ １２ １２ ２３ ２０ １１ 延べ９７

１５ 地域公民館・育成会・地域子セン活動

ジュニアスタッフ活動 開始 ３３ ２０ １９ ６９ ２７ ２０ ５７ ７１ ２５

延べ

３４１

横越町子ども活動支援ボランティアセンター中間統計資料から【表中の数値（人）は年間参加者延べ総数】

佐久間：地域で子どもを育てる支援体制づくり １４３
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