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【要旨】
子ども会の現状は加入率が下がる等さまざまな問題を抱えている。埼玉県入間市の
子ども会と育成会を事例に，子ども会活動及びその育成会の活動を活発にするために
はどのような支援が必要かを考える基礎資料とするため，子ども会と育成者を対象に
調査を実施した。
その結果，子ども自身の子ども会活動への関わり方の問題点が指摘できると同時に，
活動のあり方の再考が必要であり，育成者である親は子ども会の意義を理解しながら
も，「親が役員をやらなくてはならないこと」「夜出かけなければならないこと」を負
担に考えていることがわかった。これらの問題を解決するためには，子ども自らの会
の運営や父親の子ども会への協力，組織的には自治組織や行政区によらない新たな組
織作り等が重要であることを提言する。
【キーワード】
子ども会，子ども会育成会，子ども会活動支援

Ⅰ

調査について

１

調査の目的
子ども会の現状を全国規模で見るとき，少

そのような子ども会活動および育成会活動
を活発にするためには，どのような支援が必
要かを考える基礎資料とすることを目的に，
調査を実施した。

子高齢化の進展により，団体数の減少，加入
率の減少など，多くの課題を抱えている。し

２

調査の概要

かし，子どもにとって，身近な地域社会にお

調査は埼玉県入間市の，①単位子ども会に

ける仲間集団の形成と活動の展開は，社会生

おける子どもを対象としたもの，また，②親

活の基本を学ぶということでもあり，現代社

や役員を対象としたものの，計２種類の質問

会のように人間関係が弱くなっている状況で

紙調査を実施した。対象者は678組の親子

は，非常に貴重な体験を与えるものといえる。

（各単位子ども会の役員とその子ども・各単

１
２
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位子ども会に加入している小学３年生以上の

支援のための現状と課題を検討し，最後に，

子どもとその親 ）で，平成17年10月14日

子ども会および子ども会育成会の今後課題と

（金）〜10月30日（日）に実施した。調査の

必要な支援のあり方を述べることにする。

方法は親子別々の質問紙による調査である。

Ⅱ

調査用紙は子ども会役員を通じて配布し，回

子どもの現状から見た子ども会活動の
課題

収は親子同一の封筒に入れて，郵送によった。
回収状況は大人458票（男19，女439），子ど

今回の調査は子ども会に加入している子ど

も453票（男193，女260）であった。また，

もたちを対象としたものであり，必ずしも子

有効回収数は，子ども451，大人458であっ

どもの全体的な状況とはいえないものではあ

た。

る。子ども会に加入している子どもの現状を
とらえることは可能である。そこで最初に，

３

対象となった子ども会の地域状況

子どもたちがどのような日常生活をしている

調査を実施した入間市は首都圏40ｋｍの埼

か，その一端として子どもたちの遊び場所・

玉県西部に位置している。昭和41年市制施行

居場所を検討する。次に，加入している子ど

時の人口は46，234人であったが，調査時人

もたちは，子ども会の活動をどのように見て

口は150，266人（平成17年10月１日現在）

いるかを検討する。最後に，それらの結果か

であり，首都圏の住宅地として発展してきて

ら，子ども会活動の今後のあり方や課題を考

いる。子ども会の現況については，加入状況

えることとする。

は表１「入間市の子ども会会員数」のとおり
１

である。子ども会を脱会したり，加入しない
子どもがふえており，小子化とあいまって減

子どもたちの日常と居場所
限られた質問項目ではあるが，「忙しい」

少傾向にある。組織は自治会単位に単位子ど

とされる子どもたちの遊び場所や居場所がど

も会を形成している。単位子ども会が自治会

こなのかを検討する。

組織ごとにまとまって「地区子ども会育成会

（1）放課後の居場所と活動

連絡協議会」を組織し，その上部組織が「市

まず，子ども会に加入している子どもたち

子ども会育成会連絡協議会」となっている。

の，放課後の子どもの居場所を見たのが表２

行政の担当部署は教育委員会生涯学習課青少

である。

年活動センターである。

表２からすると，放課後の居場所として最
も多いのは「家にいる」で，次が，「塾やお

本報告では，子どもを対象とした調査結果

稽古をする場所にいる」となっている。その

からは子どもの現状から見た子ども会活動の

他，「友達の家にいる」「近所にいる」「公園

課題について検討し，次に，親と役員を対象

にいる」「学校にいる」などが続く。「家にい

とした調査結果から子ども会･育成会の活動

る」「友達の家にいる」を合わせると２人に

表１
ᐜఽ
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入間市の子ども会会員数の変化
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（3）遊び相手の人数

また，「何をしていることが多いか」とい

では，子どもたちはどのくらいの人数で遊

う質問では，次の表３のようになっている。

んでいるのであろうか。次の表４がそれを示

まず，「家の手伝いをする」という子ども

している。「１人」で遊ぶという子どもは少

はいない。「買い物に行く」というのも，自

ないが，いないわけではない。子ども会に関

分のものを買うか家のもの（食事の用意など）

わっているということもあるかもしれない。

を買うかで異なるが，そのような子どもも見

最も多いのは「３人」で30.5％である。「２

られない。最も多い回答は，「友達と遊ぶ」

〜３人」「３〜４人」を加えても40％に満た

であり，表２に見た放課後過ごす場所との関

ない。「４人」をこえる人数で遊んでいる子

連を見ると，家にいて友だちと遊んだり，宿

どもたちは，合計で22.1％であり，５人に１

題をしたり，テレビなどを見たり，本･マン

人は仲間集団といえるような中ですごしてい

ガを見るなどしている。外にいることが少な

る。しかし，子どもの半数以上は３人以下で

いのが分かる。

ある。少人数で遊んでいるといえる。

（2）遊べる場所の有無

（4）休日の活動と一緒に過ごす人

「近所に公園や広場など安心して遊べると

では，休日には，誰と何をしているかを見

ころがあるかどうか」の質問では，70.0％が

ると，それぞれ次の表５，表６のようであっ

「ある」と答えている。「ない」というのは

た。一緒に過ごす人で最も多いのは，「家族

17.7％であり，安心して遊べる場所があるに

や親戚」であり，６割をこえている。続いて，

もかかわらず，先の表３からすれば，公園や
広場というような場所では遊んでいない。

「学校の友だち」がおよそ２割である。「子ど
も会の友だち」や「学校以外の友だち」は非
常に少ない。

表２
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また，休日にしていることで多いのは，次

12.6％の子どもが，また，休日の活動として

の表６とおりである。１人当たり２つの活動

15.0％の子どもが「塾・習い事」に行ってい

を選んでいることになるが，最も多いのは，

る。実際どの程度の子どもたちが学習塾や習

「テレビを見る」であり，学校のある日とは

い事に行っているかについて，直接たずねた

異なる。また，同じくらい比率で「友だちと

結果では次の表７のようになった。

遊ぶ」をあげている。子ども会活動をあげて

「学習塾」「お稽古事」の両方に行ってい

いるのはわずかである。活動回数の問題もあ

る子どもはおよそ５人に１人である。学習塾

ると思われるが，子どもたちにとって，子ど

だけに行っている子どもは約１割，お稽古事

も会活動はある意味「非日常」ということで

だけに行っているという子どもは半数をこえ

はないだろうか。

る。子どもたちの２人に１人は何らかの習い

（5）学習塾・習い事の活動

事をしている。

上で見たように，放課後の活動として
表４
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子ども会活動への関わり方と活動に対す
る評価
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最も楽しいと思っているのは，「クリスマ
ス会」，続いて，「子どもまつり」「かるた大

次に，子どもたちが，子ども会の活動をど

会」などとなっている。その一方で，「楽し

のように思っているのかを見ることにする。

いことはない」と回答する子どもが20人に１
人くらいの割合でいることになる。

（1）子ども会行事の感想と楽しいと思うこと
（子ども会の交流）

では，やってみたい活動はどのようなもの
かを見ると，表９のようになった。平均する

子どもたちが子ども会活動に参加して楽し

と１人当たり５つの活動を選択していること

いと思うことは何かを示すのが表８である。

になる。ここに示した活動は，子どもたちが

子ども会はそれぞれの地域で特色ある活動を

やってみたいのではないかと思われるさまざ

行っているが，この地域では，市内の子ども

ま活動を掲げたものである。

会育成会が中心となって開催する「子どもま

上位に挙げられるのは，「クリスマスパー

つり」や「かるた大会」などが，特色ある行

ティーなどのお楽しみ会をする」「遊園地で

事といえる。

遊ぶ」「映画を見る」であり，50％をこえて
表８

楽しい子ども会活動
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いる。また，続いて，「山や海，川など自然

（2）参加してよかったこと

の中で遊ぶ」「花見，七夕まつり，花火大会，

子ども自身が，子ども会に参加してよかっ

もちつき，など季節の行事をする」「動物園

たこととはどのようなことであろうか。表10

や水族館へ行く」「キャンプをする」は40％

は，子ども自身のもつ子ども会のとらえ方や，

をこえていて，多くの子どもたちに希望され

評価が現れている。

ている活動といえる。50％をこえる上位の活

表からすると，「楽しい行事」があること

動は，学習の要素よりも楽しむ要素が強くう

をあげる子どもが４人の中で３人の割合であ

かがえる。また，やや低いものの希望者が

る。次が，「いろいろなところに行くことが

40％をこえる活動は，従来から子どもらしい

できたとき」「違う学年の友だちができたと

活動に，あるいは子どもにとって望ましい活

き」であり，およそ３人に１人はそれらを挙

動とされるものが挙げられているといえよ

げている。

う。

先にも述べたことであるが，楽しい行事や

またさらに，「よその子ども会と一緒に何

いろいろなところに行くこと，さらには，違

かの活動・行事をしてみたいと思うか」とい

う学年の友だちができることは，子どもたち

う質問に対しては，「思う」が40.6％，「思わ

にとっては，やはり「非日常的」な活動であ

ない」が34.2％であり，他の子ども会との交

る。普段の生活の延長線上にあるというより

流をしたいと考える子どもの方がやや多くな

は，構えて臨む活動といえるかも知れない。

っている。

こうした状況の中で，子ども会の活動が親

表10

子ども会に参加してよかったこと
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表11

子ども会活動を子どもたちで決めているか（実態）と決めたいか（希望）の関連
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ߡࠆ

69.5㧔57㧕

7.3㧔6㧕

23.2㧔19㧕

100.0㧔82㧕

ߡߥ

32.6㧔62㧕

31.6㧔60㧕

35.8㧔68㧕

100.0㧔190㧕

ࠊ߆ࠄߥ

25.4㧔43㧕

19.5㧔33㧕

54.4㧔92㧕

100.0㧔168㧕

36.4㧔162㧕

22.1㧔99㧕

40.0㧔179㧕

100.0㧔440㧕

⸘

ߩߪᰳ៊୯ࠍ㒰ߚޕǿੑਸ਼୯ߪ 61.915 ߢᗧᏅ߇ߞߚ㧔ෂ㒾₸ 1㧑ᧂḩ㧕ޕ
ᢙሼߪᲧ₸㧔ታᢙ㧕ߢࠆޕ
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に伝えられているものかどうか。子どもは活

の関連で，また，子どもが子ども会活動をど

動が楽しければ，親に話したがるものではな

のように評価しているかという側面から検討

いだろうか。そこで，「子ども会でしたこと

してきた。

を，家の両親に話すかどうか」をたずねたと
こ ろ ，「 よ く 話 す 」 3 5 . 8 ％ ，「 時 々 話 す 」

その結果から指摘できる現状と課題をまと
めると次のことが指摘できよう。

39.5％，「あまり話さない」13.9％，「ほとん

①子どもたちは，遊べる空間があっても家

ど話さない」9.7％と，家では話さない子ど

の中で遊ぶ場合が多く，やりたいことは

もが20％をこえている。

商業施設との関わる事柄を挙げる。また，

（3）子ども会活動の決めかたについて

日常的に遊ぶ友だちの数は少なく，休日

子どもたちの希望する活動ができるかどう

は家族と一緒にいる。また，半数以上が

かは，必ずしも子どもたちだけの相談で決め

習い事をしており，学習塾と両方に通っ

られるものではない。子どもの望む活動は経

ている子どもも少なくない。

費がかかるものが多い。そこで，子ども会の

②子どもにとって子ども会活動は，楽しい

活動がどのように決められるかを簡単に見た

行事があるものの，必ずしも望ましいも

結果が次のとおりである。

のにはなっていないと考えられる。それ

子どもたち自身で活動や行事を「決めてい

は，家で子ども会の活動について話さな

る」という回答は18.3％である。42.2％は自

い子や，役員になりたくないという子が

分たちでは決めていないと回答している。

多いことからも分かる。また，子どもた

上の表は欠損値を除いた。χ二乗値は61.915

ち自身で計画を立てているわけでもな

で有意差があった（危険率１％未満）。

い。また，子ども会に参加することは，

現在子どもたちで決めているかどうかによ

非日常的な出来事であり，楽しいかもし

って，決めたいかどうか希望に違いがあるか

れないが，構えが必要な場なのではない

を見たところ，実際に自分たちで活動を決め

だろうか。

ている子どもたちは，「自分たちで決めたい」
と回答している子どもが多いことが分かる。
（4）役員経験や役員希望
子どもたちが子ども会の役員（会長やリー

③とは言うものの，子どもにとって人間関
係をつくれる場でもあると考えられる。
違う学年の友だちができることや，よそ
の子ども会との交流に期待している点，

ダー）になったことがあるかどうかを尋ねる

高齢者とのふれあいなど，期待を持って

質問では，「ある」というのは14.3％であり，

いる。

多くの子ども自身は役員経験が無い（84.3％）
。
「してみたいかどうか」の質問では，「してみ
たい」10.2％，「どちらかといえばしてみた
い」7.9％，反対に，「したくない」23.8％，

このような子どもたちの現状からするなら
ば，今後の活動のあり方に，いくつか課題が
提起できよう。
①子どもは，子どもたちとの交流を望んで

「どちらかといえばしたくない」11.0％であ

いる。また，してみたい活動は家族だけでも

り，したくないほうが大きな値となってい

出来ないものではないが，いわば非日常的な

る。

活動であり，出かけていたり，いろいろな活
動を望んでいる。こうしたことからすれば，

３

子どもから見た子ども会と今後の課題

「子どもまつり」等の交流やふれあいを大切

以上，子どもから見た子ども会活動のあり

にする行事や，単独の子ども会では行けない

方を，子どもの日常における活動や居場所と

場所に，他の子ども会と合同で一緒に行ける
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ような機会を持つことが考えられる。

が206人45.0％，役員経験者が188人41.0％，

②子ども会の活動が半ば行事化されている

役員経験なし64人14.0％の計458人であった。

様子がわかる。また，日常的に子ども会のか

役員経験者が多く，子ども会活動にも積極的

かわりがあるわけでもない。つまり，どこか

な姿勢が予想された。このことは過去の経験

に出かけたり，クリスマス会などの催事を行

も影響していると思われる。具体的には幼少

う活動が多いのである。こうしたことは楽し

時の楽しかった子ども会の経験である。表12

くも自分たちで決められないことへの不満も

「親自身の子ども会への参加状況」のとおり

ありそうである。本来は，子ども自身の活動

で，「よく参加・時々参加」し，「とても楽し

として子ども会が存在することを改めて考慮

かった・楽しかった」と答えた親は346人中

すべきではなかろうか。

277人で80.1％を占めている。

③そして，子どもの参加者が少なくなり，

さらに，「現在役員をして良かった」と感

維持できない子ども会が出て来るということ

じている人は206人中179人である。子ども会

であれば，少し大きな地域単位で子ども会を

活動に対する親の積極性がうかがえる。その

組織していくことも必要ではなかろうか。

理由は（複数回答）表13「役員をしてよかっ
たこと」のとおりである。１位が「近所の子

Ⅲ

子ども会育成会の活動とその支援

１

親の子ども会経験からみる子ども会の意

り合いになった」３位「子どもの親の顔がわ

義

かった」となっている。このことから，親は

どもの名前がわかる」２位は「地域の人と知

調査に回答した育成者（親）は，現在役員
表12
ෳട⁁ᴫ

子ども会活動を通して，「子ども」に関して

親自身の幼少時子ども会への参加状況

ߣߡ߽ᭉ

ᭉߒ߆ߞ

ߤߜࠄߣ

߹ࠅᭉ

ᭉߒߊ

ว⸘

ߒ߆ߞߚ

ߚ

߽߃ߥ

ߒߊߥ߆

ߥ߆ߞ

㧑



ߞߚ

ߚ

29.5

ࠃߊෳട
ᤨޘෳട

㧔ታᢙ㧕

61.8

7.1

1.2

0.4

100.0(241)

5.2

53.1

32.3

9.4

-

100.0(96)

-

12.5

25.0

25.0

37.5

100.0(8)

߹ࠅෳടߖߕ

 ߩߪᰳ៊୯ࠍ㒰ߚޕǿੑਸ਼୯ߪ 168.190 ߢᗧᏅ߇ߞߚ㧔ෂ㒾₸ 1㧑ᧂḩ㧕ޕ

表13

役員をしてよかったこと（複数回答）

ࠃ߆ߞߚߎߣ

㧑

ሶߤ߽߇ᵴേᭉߒ

19.6

ㄭᚲߩሶߤ߽ߩฬ೨߇ࠊ߆ࠆ

78.2

ሶߤ߽ߣߩળჇ

17.8

ၞߩੱߣ⍮ࠅวߦߥߞߚ

77.7

ఱᒉᆌᆂߢᭉߒ

16.2

ሶߤ߽ߩⷫߩ㗻߇ࠊ߆ߞߚ

60.3

ῳ߽ⷫෳട

11.7

ሶߤ߽ߩ᭽ሶ߇ࠊ߆ࠆ

48.6

ሶ⢒ߡߩ⋧⺣ߢ߈ࠆ

10.6

⥄ಽߦ㆐߇ߢ߈ߚ

45.3

␠ળߩ৻ຬߢࠆታᗵ

9.5

ࠃߘߩሶߤ߽ߩߎߣ߹ߢ⠨߃ࠆ

28.5

ሶ⢒ߡߦ⥄ା

1.7

ㄭᚲઃวߒ߿ߔߊߥߞߚ

22.9

ሶ⢒ߡߩ⠨߃ᄌࠊࠆ

1.1

ᓎߦ┙ߞߡࠆߣ߁లታᗵ

19.6

ߘߩઁ

3.4
N=179㧔ᓎຬ⚻㛎⠪ᢙ㧕



山本・大野：子ども会および育成会活動の課題とその活動支援

241

ではなく，親自身にも大きな意味を持ってい

ＰＴＡの役員経験者299人（65.3％）自治会

る。「育成会」は「子ども会」を育てるとい

役員経験者250人（54.6％）も合わせて考え

う組織だけではないといえるであろう。

ると子ども会活動への参加を積極的に考えて

地域とのつながりを考える上で，子どもを

いることが予想さる。「加入すべき」と考え

通しての育成会の経験はたいへん重要な経験

る人は72人で15.7％，「どちらかといえば加

である。住民自治を考える上で「となりの人

入」が184人で40.2％合わせると55.9％とな

がわかる」という経験は，その後の自治活動

る。しかし，「どちらともいえない」と答え

の入り口であり，出発点である。また，近頃

た人が165人で36.0％を占めており，さらに

問題となっている「子どもの安全をどう守る

これらの人の細かい分析をしてみた。

か」といった問題への取り組みも，基本的に，
「近所の子ども名前がわかる」「子どもの親の
顔がわかる」といったことから始まる。

子ども会への加入を勧める理由は表16のと
おりである。１位が「近所に知り合い」で
223人，２位は「地域がわかる」209人，３位
が「友達増」で178人となっている。「加入す

２

子ども会に加入すべきか，また，勧める

べき」「どちらかというと加入すべき」と考

理由・勧めない理由

える人の加入を勧める理由（複数回答）は

子どもを子ども会に加入させている理由は

「近所の人と知り合いになった」148人，「地

表14（複数回答）のとおりである。１位は

域のことが良くわかった」141人「子どもの

「いろいろな体験」で２位「異年齢の子と接
する」３位「たくさんの友達」とあるように

ためになった」129人となっている。
子ども会への加入を勧めない理由を示す表

子ども会の目的ともいえる回答が多かった。

17（複数回答）は，１位が「親が役員をやら

子ども会に対する親の期待がうかがえるが，

なくてはならない」で165人，２位「夜出か

４位には「皆入っているから」という回答も

ける」95人，３位「仕事を休む75人」であっ

あり，自治会単位での子ども会の長所でもあ

た。「どちらともいえない」と答えた人たち

ると同時に，入りたくない人もとりあえず入

の「勧めない理由」１位は「役員をやらなく

っている，ということもあるのではないだろ

てはならない」84人，２位は｢夜の外出｣50人，

うか。

「仕事を休む」37人となっている。「加入しな

次に「子ども会に加入すべきかどうか」の

くてよい」「どちらかといえば加入しなくて

問には表15「加入に関する考え方」のとおり

よい」と考える33人の「勧めない理由」（複

であった。回答者に役員経験者が多く，また

数回答）は「役員をやらなくてはならない」

表14
ℂ↱

子ども会に加入させている理由（複数回答）
࿁╵ᢙ

㧑

ሶߤ߽߇ࠅߚ

76

16.6

ࠈࠈߥ㛎

195

42.6 ⥄ὼߣ⸅ว߁ᯏળ

42

9.2

⇣ᐕ㦂ߩሶធߔࠆ

189

41.3 ㅢቇ⃰ߣหߓ

35

7.6

ᴛጊߩ㆐

166

36.2 ㄭᚲߦሶߤ߽ዋߥ

24

5.2

ߺࠎߥߞߡࠆ

147

32.1 ᢥฏࠍ⸒ࠊࠇࠆ

22

4.8

⊝ࠆ߽ߩߢࠆ

132

28.8 ఱᒉ߇ዋߥ

19

4.1

ᚑ㐳ߦᓇ㗀

102

22.2 ߘߩઁ

25

5.5

N㧩458 NA=10
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24人，
「仕事を休む」13人となっている。
これらのことから，子ども会の有益性につ

かる。この負担を軽減する方策を考えること
が必要である。

いては認めながらも，「親が役員をやらなく

この「役員決め」については現状ではどの様

てはならない」「夜出かける」「仕事を休む」

に決めているのか尋ねたところ１位「話し合

これらのことが，負担になっていることがわ

い」86人，「ルールがある」54人，「くじやじ

表15

加入に関する考え方

ടߩήߩᗧ

㧑

ടߔߴ߈

15.7

ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ട

40.2

ߤߜࠄߣ߽߃ߥ

36.0

ߤߜࠄ߆ߣ߃߫ടߖߕ

2.8

ടߖߕ

4.4

㧺㧭

0.9
100.0

⸘

 N㧩458
 16

൘ࠆℂ↱㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
表16 勧める理由（複数回答）
ℂ↱

㧑

ㄭᚲߩੱߣ⍮ࠅวߦߥߞߚ

48.7

ၞ߇ࠃߊಽ߆ߞߚ

45.6

ሶߤ߽ߦߛߜ߇Ⴧ߃ࠆ

38.9

ሶߤ߽ߩߚߦߥߞߚ

35.6

ⷫ߇ሶ⢒ߡߩ⋧⺣߇᧪ࠆ

7.9

⚵❱ߦߞߡࠆߣ⽿છ㗴߿ஜߥߤߢᔃߛ

2.2

ߘߩઁ

7.2
N=458 NA=42

 17 ൘ߥℂ↱㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
表17 勧めない理由（複数回答）
ℂ↱

㧑

ⷫ߇ᓎຬࠍ߿ࠄߥߊߡߪߥࠄߥ

36.0

ᄛޔ߆ߌࠆߎߣ߇ᄙ

20.7

ⷫ߇ࠍભ߹ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ

16.4

ભᣣߦ߇ࠆߩߪህߛ

10.5

ሶߤ߽߽ޔㄭᚲઃ߈ว߇ߚ߳ࠎߦߥࠆ

3.9

ⷫߣߒߡੱઃ߈ว߇ࠎߤ߁ߛ

2.6

ߘߩઁ

8.7
N=458 NA=201
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の子が忙しいわけではない。

これらのことに関しては，さらに調査用紙

さらに，子ども会への注文では「もっと行事

の自由記載欄に多くの回答を得た。57件の記

を増やしてほしい」考える子が34.4％いるよ

入があったが，うち､子ども会活動に肯定的

うに，親が負担を大変と感じることとはうら

意見が32件，否定的意見が７件，その他18件

はらに，子どもの子ども会への期待もうかが

であった。肯定派，否定派の意見の内容を見

える。

ると「役員の負担に関すること」「親の負担
に関すること」が20件，「役員をやってよか

２

子ども会の外部からの支援

った」とするものが２件あった。さらに子ど

子どもに対する文部科学省等の「子どもの

も会活動を通して「人とのつながりやコミュ

居場所づくり」「地域子ども教室」の政策が

ニケーションの重要性」をあげるものが５件，

はじまったが，それが「子ども会」と同様の

子ども会活動否定派の「子ども会はなくても

機能を持つかというと，それは望めない。子

困らない，子ども会がなくても地域のつなが

ども会に加入している親の考える理由は表６

りが他にないわけでもない」という意見も１

にあるように「いろいろな体験」16.6％「異

件あった。肯定派では「子ども会を通して人

年齢の子と接する」16.1％「たくさんの友達」

間的に成長してほしい」とする意見が６件，

14.1％という目的は達成できても，役員をし

「地域で子どもを育てる」とする意見が４件
あった。
これらのことから，子ども会の活動に肯定

ていてよかった理由の「近所の子どもの名前
がわかった」16.7％や「地域の人と知り合い
になった」16.3％「子どもの親の顔がわかっ

的な意見が多い中，活動の活性化には「親の

た」12.8％を充たすことはできない。また，

負担」をどうするかという問題が重要である

加入を勧める理由の「近所の人と知り合いに

と考えらえる。

なった」26.2％，「地域のことがわかった」

Ⅳ

子ども会・育成会活動に必要な支援

１

子ども会の内部から
親の負担を軽減させる一番の方法は，子ど

もの自主性にまかせた子ども会運営が考えら
れる。全て親がお膳立てではなく，子どもに

24.5％のように親子ともども成長を期待する
こともできない。対象と目的が違うとはいえ，
それでは同じ機能を持つ「活動」があるかと
いうと，大変難しい。そのため「子ども会」
「育成会」をさらに支援する政策が重要であ
ると考える。

よる子ども会の運営である。忙しい子どもは

具体的には「地域」の支援である。どのよ

時間がなくできない。（自由記載欄８件）と

うな方法があるか。自治組織からの支援が重

いう意見もあるが，調査でも「子ども会の活

要であると考える。単位子ども会が自治会と

動，行事を自分たちで決めていますか」とい

関係，つまり行政区による区割りと重なる部

う問に「自分たちで決めている」と答えたも

分も多く，子ども会の親の考える「役員をし

のは18.3％であり，「自分たちで決めたい」

て良かったこと」や「加入を勧める理由」か

と答えているものは36.4％であった。また，

ら自治会とは共通の基盤に立っており，この

平日の放課後の過ごし方では「塾や習い事へ

関係を強化することが重要と考える。それは

行っている子」は12.6％であり，「休日の過

活動費の補助から，さらに子育ての終わった

ごし方」では「塾習い事」は15.0％であった。

人たちの子ども会への協力が考えられる。地

休日の「スポーツ」26.5％はサッカークラブ

域の老人クラブの協力も考えられるだろう。

や少年野球も考えられるが，あきらかに全て

特に子ども会は「子ども地域で育てる場」と
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考えれば何らかの協力は得られるのではない
だろうか。

３

今後の課題
今回調査では育成者は「子ども会」の利点

ところで，現実は，少子化によって人数の

を親は自分なりに理解しているにもかかわら

減った「子ども会」を隣の自治会の子ども会

ず，「役員になること」「夜出かけなければな

と「自治組織」の枠をこえての合併するのは

らないこと」が問題点として挙げられた。そ

難しい。入間市内のＡ地区子ども会育成会連

のためこれらの問題を解決するため具体的な

絡協議会内では，平成12年20団体の単位子ど

方策について検討する必要がある。例えば，

も会があった。なかに少子化の影響により１

「組織」としての子ども会について調査し，

団体で２人の子ども会員組織となる単位子ど

支援するための方策について更なる具体策を

も会は隣接する自治組織の子ども会との合併

提示しなければならないと考える。

を諮ったが，合併できず解散となった。この
後同じような状況により自治組織を越えての
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