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Abstract

The author participated in one of local community organizations, supporting

children’s mental and physical health through the actions and enjoyable events, for

example, a traditional new-year event ‘DONDOYAKI’. There were some

problems in it’s managements, but eventually overcame them to change the events

that children and staff also could enjoy and help one another, and caregivers could

exchange a variety of information (caretaking, household, carriers, hobbies, and so

on). Through five-year participations as one of it’s main members, the author found

that children and caretakers could develop many social communication abilities

among the local networks. 

はじめに

家族の機能のひとつは子どもを生み育てることであるが、その子育ての環境は大きく変化し

ているといわれている。たとえば神谷（1998）は、近年の親子・家庭を取り巻く社会変化を次

の5点から述べている。

（1）出生率の低下、少子化および晩婚化・未婚化

（2）家族形態の変化と地域社会の変貌（核家族化と都市化・過疎化）

（3）産業構造･就業構造の変化（産業構造の変化に伴う女性の労働参加）

（4）国民の生活様式と意識の変化 （農村生活を基盤とした地縁・血縁で結ばれた地域共同体

的な生活様式から個人中心の生活へ）

（5）情報化と情報量の増大（テレビやビデオ等による育児情報の大量流入による混乱）

中でも（1）の少子化は、2003年の合計特殊出生率が1.29と過去最低値を更新して、将来の
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労働力不足など日本の将来の産業経済を揺るがす大きな問題として扱われている。また少子化

の原因の1つといわれている晩婚化についても、2000年の平均初婚年齢が男性29.1歳、女性

27.4歳と、30年前に比べて男女とも2～3歳の上昇となっており（厚生労働省大臣官房統計情

報部）、少子化と同様に懸念問題となっている。そして家族構成についても、子育てをする

「親族世帯」のうち3世代家族が減少し、一人暮らしの単独世帯が増加傾向にある（図1 表1参

照）。

このような出生率の低下等の問題に対して政府は、1994年には「今後の子育て支援のための

施策の基本的方向」（エンゼルプラン）、1999年には「新エンゼルプラン（重点的に推進すべき

少子化対策の具体的実施計画）」を策定し（表2参照）、交付金による子育て事業への支援や子

育ての地域活性化政策を行っている。また2003年には「次世代育成支援対策推進法」（2003）

が制定され、子育て関連事業者への援助のみならず、「社会全体」で次世代の子どもたちを育

成する環境を整備するよう、地方公共団体に具体的な実施計画を立てるよう要請が始まってい

る。このように今、子どもたちが健やかに育っていくためには、子育てをする親や育児事業者

への直接的な援助のみならず、社会の力・地域の力の利用が必要とされているのである。

筆者は5年にわたりT市青少年問題協議会N地区委員会に委員・役員として所属し、青少年

の健全育成活動に関わってきた。その実践活動報告を通して、子育て支援に「地域」が果たす

役割について論じていく。
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図１　出生数と合計特殊出生率の推移�
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青少年問題協議会と地区委員会

青少年問題協議会は地方青少年問題協議会法（昭和28年公布）に基づき、全国自治体に設

置された青少年健全育成のための審議機関であり「青少協」と略される。T市には市長の附属

機関として「T市青少年問題協議会」が設置されており、その相互補完組織として合計17の地

区委員会が設置されている。各地区委員会は青少年問題協議会の施策に協力しながら、以下の

ような健全育成のための推進・啓発活動を行っている。

・青少年をめぐる社会環境浄化に関する活動

・青少年の余暇指導や団体育成及び推進

・地区内の関係機関、団体などとの連携調整

・青少年問題に対する意識高揚のための啓発活動

また各地区委員会は、議員、学校関係者、警察関係者、民生・児童委員、体育指導委員、保

護司、PTA、青少年委員、スポーツ団体、子ども会、自治会・管理組合、地域有志などの地域

の青少年関係団体の代表者などから構成されている。N地区委員会の場合は図2に示すように、

中学校PTA、小中学校教諭、児童館館長・職員、民生・児童委員、駐在所、体育指導委員、青

少年委員、市議会議員、地域一般有志、そして小学校から選出される地区委員が主な構成メン

バーである（地区委員については図2脚注参照）。またT地区委員会は大きく2つの活動を行っ

ており、①市全体で一斉に行われる青少協行事へ参加し、②同地区委員会独自の行事を開催し
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表１　世帯構造別に見た世帯の年次推移 （単位：％）�

単独世帯�
夫婦のみの�

世帯�

夫婦と未婚�

の子のみの�

世帯�

ひとり親と�

未婚の子の�

みの世帯�

三世代世帯�
その他の�

世帯�

昭和61年� 18.2 14.4 41.4 5.1 15.3 5.7

平成元年� 20.0 16.0 39.3 5.0 14.2 5.5

4 21.8 17.2 37.0 4.8 13.1 6.1

7 22.6 18.4 35.3 5.2 12.5 6.1

10 23.9 19.7 33.6 5.3 11.5 6.0

11 23.6 20.4 34.4 5.2 10.6 5.8

12 24.1 20.7 32.8 5.7 10.6 6.1

13 24.1 20.6 32.6 5.7 10.6 6.4

14 23.5 21.5 32.5 6.2 10.0 6.3

15 23.3 21.4 32.5 5.8 10.4 6.6

平成1５年　国民生活基礎調査の概況（厚生労働省大臣官房統計情報部）より�

年次�

世帯構造�
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表２　新エンゼルプラン（重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画）の要旨�

1999/12/19　（厚生労働省HPより）�

　１．保育サービス等子育て支援サービスの充実�
(1) 低年齢児（０～２歳）の保育所受入れの拡大�
(2) 多様な需要に応える保育サービスの推進�
 ・ 延長保育、休日保育の推進等�
(3) 在宅児も含めた子育て支援の推進�
 ・ 地域子育て支援センター、一時保育、ファミリー・サポート・センター等の推進�
(4) 放課後児童クラブの推進�

　２．仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備�
(1) 育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備�
 ・ 育児休業制度の充実に向けた検討、育児休業給付の給付水準の�
     ４０％への引上げ（現行２５％）、育児休業取得者の代替要員確保及び�
     原職等復帰を行う事業主に対する助成金制度の創設等�
(2) 子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備�
 ・ 短時間勤務制度等の拡充や子どもの看護のための休暇制度の検討等�
(3) 出産・子育てのために退職した者に対する再就職の支援�
 ・ 再就職希望登録者支援事業の整備�

　３．働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正�
(1) 固定的な性別役割分業の是正�
(2) 職場優先の企業風土の是正�

　４．母子保健医療体制の整備�
　・ 国立成育医療センター（仮称）、周産期医療ネットワークの整備等�

　５．地域で子どもを育てる教育環境の整備�
(1) 体験活動等の情報提供及び機会と場の充実�
 ・ 子どもセンターの全国展開等�
(2) 地域における家庭教育を支援する子育て支援ネットワークの整備�
 ・ 家庭教育２４時間電話相談の推進等�
(3) 学校において子どもが地域の人々と交流し、�
  　様々な社会環境に触れられるような機会の充実�
(4) 幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能等の充実�

　６．子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現�
(1) 学習指導要領等の改訂�
(2) 平成１４年度から完全学校週５日制を一斉に実施�
(3) 高等学校教育の改革及び中高一貫教育の推進�
 ・ 総合学科、中高一貫教育校等の設置促進�
(4) 子育ての意義や喜びを学習できる環境の整備�
(5) 問題行動へ適切に対応するための対策の推進�
 ・ 「心の教室」カウンセリング・ルームの整備、スクールカウンセラー等の配置�

　７．教育に伴う経済的負担の軽減�
(1) 育英奨学事業の拡充�
(2) 幼稚園就園奨励事業等の充実�

　８．住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援�
(1) ゆとりある住生活の実現�
(2) 仕事や社会活動をしながら子育てしやすい環境の整備�
(3) 安全な生活環境や遊び場の確保�
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図２　Ｔ市青少年問題協議会　Ｎ地区委員会　組織図�

役 員� 委　員�

Ｎ地区委員会独自の行事の�
企画・運営�

夏まつり・どんど焼きなど�

Ｔ市で一斉に行う�
行事への参加�
あいさつ運動など�

協力スタッフ�

有志で�
参加�

Ｎ地区�
こども110番連絡会�

こども110番�
連絡協議会�

役員会�
行事�

スタッフ会議�

選　出�

定 例 会�
（情報交換・行事打ち合わせ）�

当日�
ボランティア�
参加�

選出�

Ｔ市�
青少年問題協議会�
（市長附属機関）�

都道府県�
青少年問題協議会�
（知事附属機関）�

＊　地区委員とは、地区内の団地や既存地域ごとに選出される小学校5年生の保護者のことで、小学校の協
力を得て、毎年度末に小学４年生（新５年生）の保護者から選出され、1年間青少協の活動に携わる。�



ている（表3参照）。

これまでの活動の中での課題

N地区委員会が行う青少年健全育成活動についてはこれまで、以下のようないくつかの課題

により活動が十分広がらない状況が続いていた。

1．少子化問題と委員選出の難しさ

N地区委員会は、大規模団地開発が行われたニュータウン内の一エリアを活動範囲としてい

る。

T市内のニュータウン開発は1970年から1987年頃まで行われたが、その間に入居による急激

な人口増があり、さらに入居した家族の多くが30－40代の若い夫婦と子どもであったため、
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行事名� 内容�

合同研修会� 健全育成のための研修会・講演会�

社会を明るくする運動�
(主唱：法務省）�

保護司や関係機関と一緒にアピールのパレード�

あいさつ運動キャンペーン�
駅前であいさつの声かけをしながら宣伝の�

バンドエイド等を配布。�

環境浄化キャンペーン� 有害チラシ、ポスターの撤去。�

地域スポーツ大会� 体力測定やニュースポーツを実施。表彰。�

夏休みラジオ体操� 毎朝のラジオ体操の実施。景品の配布。�

子ども夏まつり�
模擬店・ゲーム・花火大会など。�
小中学校の児童・生徒たちの発表。�

宿泊研修会�
市からの貸し切りバスでの旅行。�
子どもたちと地域との交流事業。�

合同講演会�
（隣接の地区委員会と共催）�

健全育成のためのテーマをたてて小中学校で�
合同授業�

どんど焼き�
竹・かやを組み立ててお飾りなどと共に焼き、無�
病息災を祈願する正月の伝統行事。団子や汁粉の�

無料配布。小学校児童たちの発表。�

こども110番� 協力家庭の募集活動、防犯教育の企画実施、�
パトロール。�

広　報� 青少協ニュースの発行�
（小中学校や地域へ配布）�

市�
内�
一�
斉�
行�
事�
に�
参�
加�

Ｎ�
地�
区�
委�
員�
会�
独�
自�
の�
開�
催�

表３　健全育成年間活動　（N地区委員会）�



開発当時は幼稚園、保育園、小中学校が収容人数ぎりぎりという事態になるほどに、たくさん

の子どもたちで溢れていた。しかし開発終了後は入居者が急激に減少し、学齢児童の総数はピ

ーク時の44％に減少している。

N地区委員会内エリアも1982年から5年間で6団地が建設されて以来新しい開発はなく、そ

れ以降子どもの数は急激に減り始め、現在では同エリアの小学校は6学年中4学年が単学級と

なっている。そのため同地区委員会では、小学5年生の保護者から選出されて1年間青少協の

活動に関わる「地区委員」（前述）のなり手がなかなか決まらないという状況が続いていた。

2．団地の構造や都市計画による課題　―プライバシーとコミュニケーションのバランス―

ニュータウンに建設された団地の建物の構造にはさまざまなタイプがあるが、どの号室も頑

丈な玄関扉またはポーチによって外廊下から仕切られている。このことはプライバシーが保た

れる一方、居住者が外と孤立しやすい状況にあることが専門家より指摘されている。

さらにニュータウンは丘陵を開発した団地であるため、既存の商店街や町並みが少ない。都

市計画によって団地内に商店街がつくられているが、地域内の人口減少と近郊の大型量販店出

店によりやむなく閉店する店舗も多い。シャッターの降りたままの店舗が並ぶ商店街は、街に

活気のない印象を与える。

またニュータウンでは団地建設とともに多くの公園や緑地帯が造成され、子どもの遊具の他

に広い芝生やテニスコート、サッカー場などが整備されている。しかしそのような快適で清潔

な施設や広場はあくまでも人工的なものであり、雑木林や畑地などの昔の風景が我々にもたら

す潤いとは異なる性質を持つ。さらに多くの公園は年月とともに樹木がおい茂り、人気がない

箇所は防犯上危険であることが学校や警察関係者より指摘されている。我が子に「公園で遊ば

ないように」と注意する保護者も多い。

同地区委員会は、地域がお互いに協力し合って子どもたちを犯罪から守ろうという自主防犯

活動「こども110番」を行っているが、地域の危険性や防犯の要請が多く聞かれる一方で、玄

関先にステッカーを貼り、不審者から助けを求める子どもが駆け込んできた場合に保護し通報

する「協力家庭」の数がなかなか増えないジレンマがあった。これは、前述の団地構造の孤立

性・分断性とも関連しているように思われた。

3．ニュータウンの家族が抱える課題　―父親参加の難しさなど―

ニュータウンに転入してくる世帯の父親は、都心への長距離通勤者が少なくない。そのため、

父親が家庭で過ごす時間は限られたものとなっている。自営業など比較的時間の融通がきく父

親はこのエリアでは少ないので、子どもに関する行事や保護者会、地区活動の参加者は殆どが

母親である。

N地区委員会の行事でも、たとえば伝統行事の「どんど焼き」（表3参照）などでは、竹取り

新谷：地域による子育て支援活動に参加して
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ややぐら組みなど男手が必要な準備があるが、父親の手伝いはこれまでなかなか確保ができな

い現状があった。

近年は女性の社会進出によって女性の社会的地位が向上したといわれているが（平成12年

調査での共働き率は全国平均44.3％）、その社会的変化は家庭や育児の面にはなかなか反映さ

れていないようである。「男性は仕事・女性は家庭」という性役割分業は1950年代からの高度

成長期に定着したと言われているが（篠塚 1995）、近年の社会的変化をもってしても図3の厚

生労働省の調査結果が示すように育児を主に担当するのは母親である状況は今も変わらない

（図3参照）。柏木（2002）は夫が企業に「滅私奉公」であったように、妻が家族に「滅私奉家

族」であるよう求められてきた現状を述べ、これからの子育て支援について、「母親にも個人

としての生活や満足を求める強い願いがあることは無視できない。母子一体を超えた子どもと

親それぞれの発達が保証されることが、子育て支援の大事な目標である」と主張し（表3参照）

ている。

Tニュータウンに住む家族には以上のような課題のほかにもさまざまな課題があることが、

教育現場や行政から報告がなされている。少子化により一人の子どもにかける教育費は増大し

経済的にゆとりをもって育てられるようになった一方で、子育てを自己実現の場としてそれに

傾倒してしまうことや、子育てに関する過剰で処理しきれない情報量の問題、また逆に経済的
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状況や自分の精神的な状況で子どもに愛情を注ぐ時間や意欲が持てない親の課題もある。T市

では子育てに関する講演会や市や保健所主催による相談が開かれているが、N地区委員会内で

も自分たちが開催する行事や講演会が、そのような家庭や親に対して、精神的なゆとりを持つ

機会となり、子育て情報の取捨選択がうまくできるようになるきっかけとならないかとの模索

が続いていた。

新しい活動の始まり

これらの課題解決のため、またその他にも子どもたちが犯罪に巻き込まれる事件の頻発や学

校教育の変化（総合学習の導入や授業への地域の活用）を受けて、役員会で何度も話し合いを

重ねた結果以下のことが新しい目標となってきた。

①青少協の活動を知ってもらえるような十分で的確な広報活動。

②誰もが気軽に参加できるような柔軟な組織作り。

③子どもたちのために、また子どもたちが必要としていることを委員・役員がチームワーク

で進めていくこと。

1．情報を細やかに伝えていくこと　－会議と広報紙の活用－

（定例会の活用） 隔月で行われる定例会では、開催予定行事の打ち合わせや、終了した行事

の反省、そして関係機関・団体間の情報交換が行われる。従来は行事の打ち合わせに時間を割

かれ、情報交換のための時間があまり持てなかったが、各団体や個人が持っている地域情報や

学校の様子、防犯情報などを交換しあって持ち帰り、地域の中にそれらの情報をスムーズに浸

透させていってもらえるように、情報交換に十分な時間を取ることにした。

（地区委員との連携） 今までは、忙しい中で役を引き受けてもらった地区委員の負担になら

ないようにと行事の詳細を予め役員側が決めておき、直前に行事当日の役割を割り振っていた。

しかし行事準備の最初から加わって目的意識を持ってもらった方が活動しやすいのではないか

との意見が出たので、そのように変更した。都合などにより企画会議に参加できない場合は、

他の役員がバックアップに入った。これにより今までなり手の少なかった地区委員も、委員と

しての目的や仕事内容が明確になったことで、逆に快く引き受けてくれる親が多くなった。

（広報紙の活用） 行事ではできるだけ写真の記録を取り、参加した子どもや保護者たちの他、

小中学校の先生など参加関係者に感想を書いてもらい、それを広報紙（青少協ニュース）に掲

載した。広報紙は小中学校を通じて子どもを持つ家庭に配布され、また各団地の掲示板に貼り

出された。子ども独特のかわいいユニークな考えや行事の様子を写した写真は、まだ参加した

ことのない地域住民に関心を持ってもらうよい機会となったほか、学校の先生たちが寄せた感

想なども、学校の地域への報告の機会となった。（図4、写真1参照）
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写真1 どんど焼きの様子

鎮まった火で団子を串に刺して焼く子どもたち

図4 小学3年生女児の感想（青少協ニュース第60号より）



2．「協力スタッフ」によるバックアップ

どんど焼きなど準備が大がかりとなる行事には多くの人手が必要となるが、役員委員だけで

は人数が足りず一人当たりの仕事が大きくなり、負担となっていた。また一方で、「青少協の

活動趣旨には賛同するが、役員や委員をする時間は取れない。しかし行事当日の一定時間なら

手伝いはできる。」という声も挙がっていた。そこで「協力スタッフ」という当日ボランティ

ア組織を設定した。小中学校の協力の元で、年度当初に全家庭に年間行事のお知らせを配布し、

協力スタッフを募るものである。この組織が立ち上がったことで役員委員の負担が大きく軽減

されたが、何より有り難かったのは、ボランティアとして関わる地域の方々に青少協への関心

を持ち続けてもらえるようになったこと、またそのような有志が年々増えていくことが青少協

の活動の広がりとなったことであった。

3．新しい行事の試み

1．2．の試みなどにより、それまで行っていた活動だけでなくさらに積極的に活動を展開さ

せていくことができるようになり、この5年間で新たにいくつかの行事が立ち上がってきた。

「子ども夏まつり」 N地区委員会の主行事のひとつとなった夏祭り（こども夏まつり）は、4

年前にひとりの役員が子どもたちに夏の楽しい思い出を作ってやりたいと役員会で話したこと

から始まった行事である。模擬店は子どもたちが500円硬貨を1つ握って来ればすべての模擬

店で遊べるような子どもたちが参加しやすい値段設定になっている。また途中からは小中学校

にお願いし、中学校からは吹奏楽部の発表、小学校からは運動会で行った踊りの発表をしても

らっている。子どもたちの発表を見に保護者が来場するようになった他、年配の方々も自分の

孫の発表を見に来てもらえるようになり、青少協に関心を持つ人々の年齢の幅が広がってき

た。

「地域スポーツ大会」 T市体育指導委員の協力を得て、体力測定やニュースポーツ、ゲーム

などの種目を設定し、子どもも大人もいっしょに混じってスポーツを楽しむ行事を行っている。

ニュースポーツは、野球の簡易版であるティーボールやフライングディスクなど、比較的ルー

ルが簡単で体力のない参加者も楽しむことができるスポーツである。またメンバー同士の協力

が必要な団体競技もあり、スポーツが得意でない子どもたちも気軽に楽しむことができる。

「他地区委員会との合同講演会」 地区委員会間の交流のため、隣接のO地区委員会との合同

講演会が行われるようになった。第1回は保護者を対象として遊びの講演会を開催し、第2回

以降は地域の小中学校の協力により、学校の授業時間中に小学5.6年生と中学全学年が中学校

の体育館に集まり、薬物依存防止教育（第2回）、消費者教育（第3回）、防犯教育（第4回）を

実施している。いずれの講演会も保健所、消費者センター、警察等の公的機関から専門の講師

を招き、ビデオ、パワーポイントなどを使って小中学生にわかりやすく話してもらっている他、

クイズやロールプレイなどで子どもたちも参加する参加型の講演会となっている。この講演会
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を実施することによって、子育てや健全育成についての情報交換や子どもたちを守る防犯活動

についての情報交換がさらに広い地域で活発に行われるようになってきた。

人と人とのつながりの場としての青少協活動

行事に参加することで見えること

昔は子ども会や青年会などが地域ごとに組織され、子ども同士、または親同士の交流が活発

に行われていた。子どもの頃に夏祭りや餅つき、盆踊りなどの伝統行事に参加したことのある

大人は、その頃を懐かしく思い出すことができるだろう。ある親は、自分が幼い頃参加した夏

祭りで、近所の顔見知りのおじさんやおばさんがおにぎりやジュースやお菓子を配っていて、

大人たちがお酒などで盛り上がっている横で友だちと食べたり飲んだりして楽しかった当時の

記憶を語ってくれた。そういった楽しい思い出は一時は忘れてしまっていても我が子といっし

ょに同じような行事に参加することで再び思い出し、楽しさを子どもといっそう共有すること

ができるだろう。

また昔から地域で行われているお正月の行事のどんど焼きは、大きな竹や木材を組みあげ、

しめ縄やお飾りで飾って焚きあげ、その火でお団子などをあぶっていただくが、（写真1参照）

子どもたちが2、3階程の高さの竹を大人と一緒になって組み上げる作業をしたり、何百もの

お団子を大人といっしょになって丸めることは、学校の授業とはちがった以下のような特別な

経験を子どもに与えてくれる。

1．いつ来ていつ帰ってもよいという気軽さがある。授業にはない自由がある。

2．親も含めた大勢の大人に頼りにされ、見守られ、努力を評価されるうれしさがある。「一

人前」と扱ってもらえることの喜びがある。

3．同級生のほか学年のちがう子どもたちとの交流がある。面倒を見たり見てもらったりす

ることで、子どもたちの中で「助け合う」社会を体験できる。

また昨今では一人で食事をする「弧食」が子どもたちの発達に与える影響が心配されている。

民間の調査では夕食を週4日以上家族そろって夕食を取る家庭は、1986年の58.3%から2001年

の48.8%へと減少している（図5）。栄養バランスや食事マナーについての教育が子どもたちに

行われていない心配もあるが、何よりも「弧食」により、家族とのうち解けたふれあいの機会

が減り、子どもたちの心の発達の機会が失われることが心配されている。行事に参加した子ど

もたちは、近所の顔見知りの大人たちが手間をかけて作った料理をよそってもらい、仲よしの

友だちや家族といっしょに気軽に食することで、「食べる喜び」を経験することができるので

ある。

またどんど焼きでは燃える炎と熱が見る者を圧倒するが、大人に見守られながらその光景を

眺めることは、子どもたちの心に自然への畏怖を感じさせる。そしてそれを上手に操る大人の
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姿がまた子どもたちに大きな印象を与えるだろう。これら一連の子どもたちとの関わりが楽し

くて、この行事に関わる母親や父親の姿が増えたことはうれしいことであった。また保護者は、

わが子も含め複数の子どもたちの様子を見ることで、我が子を「評価」するのではなく、子ど

も集団の中で生きる我が子の成長に気付く機会を提供してくれる。

また大人同士でも交流や情報交換がある。どんど焼きでは、お団子の他にお汁粉や豚汁など

が無料で参加者に振る舞われる。その準備の段取りや調理の方法などを準備のメンバー同士で

話し合うと、具材の種類、下ごしらえの仕方、調味料の分量、煮込む時間などそれぞれの家庭

でやり方があり、参考になることが多い。また材料の買出しなどでも、どこで買うと安くてよ

い品物が手に入るか等の情報交換が行われる。さらに大人同士の情報交換は、家庭や子育て以

外のこと、たとえば趣味や仕事などへも広がっていくことがある。今やたくさんの趣味やサー

クルや資格の講習会、短期アルバイトなどの情報をインターネット等で得ることができる時代

であるが、その選択と決定については、経験者による情報は貴重である。行事の合間の情報交

換によって、親が子育て以外の場で活動する機会が広がっていけば、柏木が示した「母子一体

を超えた子どもと親それぞれの発達」が達成されるひとつの機会が提供されることになるであ

ろう。

終わりに

二宮（1991）によれば、人の援助行動は「社会的承認への願望」から、「相手に対する理解

や共感・義務や責任の自覚」へと移行し、最終的には「個人の尊厳・権利・平等についての自
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分の信念」として行動するようになるという。またMidlarsky（1991）は援助が果たす機能に

ついて、（1）自分自身の問題にとらわれることから気を紛らわすことができる、（2）自分の人

生の有意義感や価値観を強めることができる、（3）自己評価を高めることができる、（4）気分

をよくすることができる、（5）社会的統合を促すことができると述べている。我々は大人にな

り社会人となったとき、社会的な責任を自覚して仕事をするようになるが、仕事の中では「個

人の尊厳や平等観」を強く自覚して行動する機会にはそれほど出会わないだろう。しかし結婚

して子どもが生まれ母親･父親になったとき、義務や責任感だけでは子どもは養育できないこ

とを自ら経験して学ぶ。いわゆる保護者も子育てを通して「親育ち」という人格発達の出発点

に立つのである。それは正に鯨岡（2004）の「子どもの（個としての）発達のあるところ、そ

れを養育する人たちの（個としての）発達もまた必ずある」という「関係発達」の概念にもつ

ながるものである。その出発点では、特に初めて子どもを育てる若い親にとっては、今までの

大人社会での能率を優先した生活スタイルと子育ての非能率性とのギャップを埋めることはと

ても難しいことであろう。そのようなギャップで悩む時に、青少協や地区委員会の行事で親同

士が交流しあう様子や他の大人たちが子どもたちの面倒を見る様子に出会うこと、また行事を

手伝う側に立つ機会は、地域に見守る目があるという安心感を持ち、子育てに行き詰ったり追

い込まれたりする気分から開放され、子育てにゆとりを持つことの大事さを考えるきっかけと

なるであろう。それは正に二宮の示す「個人の尊厳や平等感」を考えるきっかけともなるであ

ろう。

高度経済成長からバブル景気を経た今、人々の多くは「競争社会」よりも「分配する（助け

合う）社会」を求めている（2004博報堂生活総合研究所調べ）。そのためには地域には子育て

や介護などについて常に温かい交流の場があり、助けあうことができる成熟した地域組織が必

要である。青少協や地区委員会は、そのような活動の中心となる小中学校、児童館、コミュニ

ティセンターなどが情報を交換し相互に連携する場のひとつを提供する。そして次世代を育成

するための子育て支援のひとつの組織としてさらに可能性を探り、それを具体化する役割が求

められているのである。
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