
第１４回川崎市地域教育会議交流会 実施報告 

テーマ 『「かわさき家庭と地域の日」を迎えるにあたって』 

１ 日時 

平成３０年２月１７日（土）１２：００～１６：１５ 

２ 場所 

麻生市民館 大会議室ほか 

３ 内容 

（１）展示交流：各地域教育会議の活動紹介 

（２）情報提供：「かわさき家庭と地域の日」について 教育委員会事務局学校教育部 佐藤担当課長 

（３）事例紹介：地域で子ども達の体験を推進する取り組み 

        ①寺子屋や行政施設の事例から 

        ②地域教育会議の事例から～菅生手つなぎまつり～  

（４）グループ討議に向けて 

       「子ども達の受け皿としての地域の可能性」日本女子大学 田中雅文先生 

（５）グループ討議 

４ 参加者数 

川崎区 １０人   幸 区  ７人   中原区  ４人   高津区  ４人

宮前区 １５人   多摩区 １２人   麻生区 １７人   その他  ４人

その他、名簿に記載のない行政関係者等も含めると９０人程度

５ アンケートまとめ（回収枚数３４枚） 

（１）交流会に参加して 

① 

どの程度満足されましたか 

１．満足 

２．どちらかというと満足 

３．どちらかというと不満 

４．不満 

回答なし 

32.4％

61.8％

2.9％

0％

2.9％

② 

交流会に参加して、新たな気付きはありましたか

１．あった 

２．どちらかというと、あった 

３．どちらかというと、なかった 

４．なかった 

67.6％

32.4％

0％

0％

③ 

新たな知り合いができたり、今まで知らなかった

人と話すことができましたか 

１．できた 

２．どちらかというと、できた 

３．どちらかというと、できなかった 

４．できなかった 

回答なし 

58.8％

32.4％

5.9％

0％

2.9％

④ 

今回の交流会は、子どもや地域のことを考えるき

っかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

２．ならなかった 

52.9％

41.2％

5.9％

0％

⑤ 

今回の交流会は、地域の課題を認識し、問題意識

を持つきっかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

３．ならなかった 

回答なし 

52.9％

38.2％

5.9％

0％

2.9％

⑥ 

地域教育会議の活動に関心を持ちましたか 

１．関心を持ち、今後参加してみたい 

２．関心は持った 

３．関心を持たなかった 

回答なし 

44.1％

38.2％

0％

17.6％



（２）自由記述欄

・他地域の活動を知ることができた。「家庭と地域の日」については地域教育会議だけでなく、多方面の

協力・連携が必要だと感じた。 

・各地域の違いと自分の地域の弱点や改善方法のポイントが見えたような気がしました。 

・全体で質問の時間が欲しかった。その解答を踏まえての意見交流会の方が良いのでは。 

・グループ討議のメンバーが良かったので、大変有意義な時間でした。 

・「かわさき家庭と地域の日」、市の基本案。本日初めて知った情報。目標、児童生徒を盛り上げる！！ 

 具体的な対応についてはリーダー次第だと思います。 

・開始時間が昼にかかってしまうが、かと言って遅くなるのも考えもの…。内容は今後の地教の活動に

とても参考になった。 

・たいへんみのりの多い会でした。 

・展示交流の時、資料を掲示した側の説明役の人がいると質疑応答ができて、交流につながるのではな

いかと思います。前もって時間配分をしておくか、登壇者が時間を守るかして、グループ討議が短縮

されないよう望みます。グループ討議で話がかみ合ってきたところで終了してしまった。 

・新しい制度「かわさき家庭と地域の日」について詳しく知りたいと思い参加しました。グループでの

意見交換が有意義でした。参加して良かったです。「かわさき家庭と地域の日」についてはＰＴＡでも

話し合って欲しいと思います。 

・学校の現状について話ができて良かった。「かわさき家庭と地域の日」のあり方については、学校も地

域もこれから何をすべきなのか、検討を進めていかなければならないことを感じた。 

・また田中先生のお話が聞けてよかった。菅生の手つなぎまつりの内容が詳しく聞けてよかった。グル

ープ討議でも菅生地区の方から、手つなぎまつりが始まる15､6年前から色々な団体が連携して小規

模な祭りをしていて、それがあるから菅生地区の住民性があると聞いてほっとした。寺子屋が全市に

必要かどうか、色々な意見が聞けてよかった。 

・他の地域の情報が聞けたので良かった。 

・豊かな子どもの環境を考えるのが大切だと思います。田中先生が言いたかったことをうまくまとめて

代弁してくださいました。グループトークでは、どうも私対他の方という形になってしまいましたが、

全体のお話を聞きますと、むしろ、私の問題意識は多くの方と共通するものと思います。私の発言は

地域教育会議を発展させ地域を豊かにする・したい立場からのものですので、発言から課題を共有し

ていただければと思います。地域のリソース、場と人を「公」でより一層充実させることがなければ

と考えております。 



・研修会など参加したいものがいくつかあるのですが、夕方から夜間の開催が多く、家に子どもを置い

て出かけなくてはいけないので、参加できずにいます。折角、子どもの将来を考える機会なので母親

でも参加できる会にして欲しいと願います。今後、続けていくためには現役保護者に参加してもらう

ことが大切になると思います。参加しやすい方法を考えていただければ…。 

・地域教育会議を知っていますか？％ 活動内容を知っていますか？％ 組織は―？ いつ、どこで人

選されているのですか？ 子どもがいない家族とのかかわりは？ 地域・学校・家庭とのかかわり

は？ 町会との関係はいかなればよいのか？ 寺子屋とのかかわりは、もっとあればよいか？ 具体

的に活動する人材は地域で探すのか？ その人たちの研修や交流会があればよいのではないか。 

・「かわさき家庭と地域の日」の共通の課題が見え始めた。気づきが生まれたと思う。 

・今からでも「かわさき家庭と地域の日」を撤廃すべきだと思います。でなければ、行政が、親が休め

ない子どもの受け皿を用意すべきです。 



第１４回 川崎市地域教育会議交流会 グループ討議 摘録 

「かわさき地域と家庭の日」について 

【グループ１】 

・この話はまだ地域に周知されていない。学校での周知はどこまで行われているのか？ 

・会社によっては休めない。平日の設定は微妙。 

・中学生は部活があってなかなか地教に参加してもらえない。趣旨が浸透していくとよい。 

・子どもたちのためになるような日になればよい。その中で、地教がどのような役割を担っていける

のか考えていければ。 

・標準化された仕組みづくりが必要。それに地域の実情を加味していければ。 

・地域の中でそれぞれの機関がバラバラにならないようにコーディネートが必要。 

・国はどのような趣旨で設定しているのか？ 全国的な休日になっていくとよいのでは。 

・地教は先生以外も色々メンバーがいる中で、先生だけが当日は勤務外なので外れるというのはどう

なのか？ 

・自分の所であれば、先生以外のメンバーでも取り組めると思う。 

・誰が何をその日にするのか？ バックグラウンドがよくわからない。何をするかのリーダーを誰に

するのか、ということが重要。 

・コーディネート能力のある人材がいることが重要。10 月になにかやるとなると早急な準備が必要。

菅生中学校区のように、つながりの基盤ができているとよいが。 

・地域の敬老会の協力も力強い、町内会の協力も必要。 

・菅生手つなぎ祭りのスタートの経緯は？ 

・施設連絡会議で各施設の行事の日程調整をやる中で、連携してなにかやれないか、ということにな

ったのがきっかけ。 

・手つなぎ祭りをこの日に当てることはできるのか？ 

・学校の部活動も関係していると難しいかも知れない。 

・まずはやってみることが重要。 

・各中学校区がまずは取り組んでみることが必要。皆が参加するために何ができるのか、考えていく

ことが必要。 

・参加している大人は、平日はなかなか休めないので、参加は困難なのではないか。 



・学生、老人会とかもお願いできるのではないか。 

・社会教育施設がどのような取り組みをするのかも重要。色々なものとの組み合わせが必要になって

くると思う。 

・一般の人にはまだ浸透していない。 

・これをきっかけに、色々な団体や企業等と連携していけるとよいのではないか。 

・地教はキー的な存在となれるのではないか。 

・地教が動いていけば町内会も協力していけるのではないか。 

・やはり、コーディネーターが重要。 

【グループ２】 

・学校（先生）にお願いしないで、地域だけでできるか、正念場だと思う。原点に戻る。 

・今日がキックオフで、これから考えていこう。 

・中学校区の地教はある程度やることが分かるが、行政区の地教はなにをすべきかがよくわからな

い。← 区により違うが、中学校区の調整を行ったり独自に企画したり、会議だけでなくアクション

を起こすのが区の役割。 

・周りの住民には地教が知られていない状態、関心が薄い。 

・イベントは行政区単位かもしれないが、日常的な波及効果を考えると、中学校区主体がよいのでは

ないか。 

・当区の子ども会議は、各中学校の生徒会がきて発表する場になっている。今後は小学生の参加や公

募も検討したい。市民館ジャックは公募で行っている。小学生が中学生になっても希望がある。し

かし、部活の日は来られない。 

・中学生は部活動ごとに地域の祭りに参加している。 

・地域からすると地元の子にきてもらいたいが…。 

・10 月は生徒会の役員が切り替わる。タイミングとして難しい。 

・すでにあるイベントを活用するにしても、来年度では時間がなさ過ぎる。 

・中学校の先生は部活動の仕事は入れず、有休を取ることになる。 

・親は有休を取れるのか？ 地教のメンバーも休めるのか？ 親が休めなければ、子どもたちだけが

取り残されてしまうのではないか。→ 親子での体験の機会や、子どもだけでも参加できるイベント

など、様々なパターンが必要になる。 

・まず、土日の親が休める日に、親子で参加できる事業をやるのがよいのでは。 

・働き方改革も言われているので、親もできるだけ有休を取れるとよい。出来る方からでも始めたら

よい。 

・国民の休日として全国的に休みになれば親も休みやすいが、川崎市単体だと難しい。 

・先生抜きだと生徒会は動員できないが、公募だと集まりにくい。 

・初年度に完璧に行うのは難しいが、段々と地教がやっていけば、地教の存在も高まっていく。 

・地教だけでなく、他の機関と一緒に行う方法もある。 

・当区では子ども食堂を行っている。子ども食堂だけでは大人の貧困は解決しない。給食がないので



４連休きちんと食事ができるのか心配。 

・日については、４連休の中のどこか 1日でと考えて、平日でなくてもよいのではないか。おそらく

土日月は部活があって出来ないのでは。 

・「例」として 

 －わくわくへ出張したり、普段より大きなイベントをわくわくと協働してもよいのでは。 

 －小学校にはわくわくはあるが、中学生が困るのでは。親子・地域全体でカレーづくりや、手遊び

や、お菓子づくりなどをするとよいのではないか。 

 －老人会の運動会があるので、子どもたちも参加できるとよい。既存のイベントを活用して多世代

交流できるとよい。 

 －商店街の、まちゼミの子どもバージョンもよい。 

 －当区では、子ども会議の意見を受け、子どもが主導して多世代で楽しめる祭りをしたい。 

 －中学校ジャック。地域の人が教室にいて先生になる。 

【グループ３】 

・子どもが学校と部活が休みになったとして、今の我々の地教の体制でなにができるのか？キャパ自

体がない。末端の現場・実行部隊として不安。 

・今からだと、場所をおさえる時間がない。 

・先生の働き過ぎの問題解決のひとつになることは、いいことだと思う。 

・教務主任。1日のことだが年間行事の組み直しもしなければならず、影響・しわ寄せは大きい。 

・子どもは部活がなく、共働きで親もいないとなると、悪さをしないかと心配。 

・地教で全ての子どもの受け皿となることは無理。 

・地教はコーディネーターとして手を挙げ、様々な人や団体から色々な活動を募ってはどうか。 

・家庭としては、この日を親が仕事を休む理由に使う発想があっていいのではないか。そして、休む

と色々な受け皿がある、それを選ぶという姿が望ましい。 

・地教のメンバーは仕事を休めない人も出てくると思うので、シニア層を活動に取り込む必要があ

る。 

・環境づくりのために、行政施設との連携や、保護者の有休取得促進を徹底してやって欲しい。 

・シニア層参加への働きかけも含め、様々な関係部署、団体に市から発信して欲しい。 

・地教の活動・行事に中学生のボランティアの参加を頼みたいが部活で出て来られない。家庭と地域



の日のスタートを機会に、部活のない土日を増やして欲しい。 

【グループ４】 

・第２火曜日は、博物館施設などはお休み。→ 是非、営業してもらいたい。 

・家庭では、家族でどこかへでかけたいと思うだろう。→ 家族が参加できるものをつくっていける

か？ 

・４連休になるので、遠出してしまうのでは？ 

・１０月は区民祭りもある。 

・当中学校区では、月曜日は琴平神社のお祭り、柿の実運動会の雨天順延日となっている。 

・学校の開放施設も使える。 

・保護者はどれだけ休めるのか？→ 地域で受け皿が必要。 

・普通の家庭では、子どもだけが家に残る可能性が高い。それを地域でどう受けとめていくか。 

・菅生手つなぎのような大きなものは大変かな？もう少し小さいものを考えないといけない。 

・子どもが行くのはこ文か？ 

・当中学校区の場合は、こ文が３か所点々としている。利用率は高い。 

・行政区、中学校区、両方で考えていくのは難しい。色々と重なっていく可能性がある。 

・中学校区単位では１小１中というわけでない。色々なところがいっぺんに始めると難しいのでは？ 

・２つの町内会の行事にぶつからないようにしてほしいと言われている。すり合わせが大変。 

・中学校区として何かやるのは難しい。ＰＴＡの人も関わっているので。 

・中学校区と行政区で話し合っていかないと難しい。 

・３連休にプラスして休みにすることが、かえって難しくしている気がする。保護者が休めないので

は？ 

・幼稚園、高校は休みではない。 

・先生を家庭に返す日。 

・浸透するまで時間がかかりそうだが、定着してくれば何かできる動きが出るのではないか。 

・今までやっている行事・活動をずらしていくという考え方なら出来そうだが、平日だということが

ネックとなる。 

・行政区では対象が広すぎる。小学校区単位でやるのがよいのでは。日程のすり合わせがしやすい。

寺子屋でできることを何か計画してもよいのではないか。 

・寺子屋でできなくはない。ただ、平日だと親も一緒は難しい。 

・こ文単位がいいのでは。 

・休みの取れそうにない親を対象に、どのようなことを望むか、アンケートをとってはどうか。 

・地教単位では大き過ぎる。また、学校の先生の協力は欲しい。無理にはやらない。 

・施設でなにかイベントを行うのがいいのではないか。 

・市内の企業は協力してくれそうだが、都内の企業はどうか？ 

まとめ 

 1 平日はネック。 

 2 親が休めないお子さんのことを考えないといけない。 



 3 小学生だけでなく中学生も対象として考える必要がある。 

 4 学校の先生がどう受け止めるか。特に、中学校の先生。 

【グループ５】 

・菅生の「手つなぎまつり」は地教だけではなく、関係団体も含めた地域全体で行っているところが素

晴らしいと思った。そして、活性化にも繋がると思う。 

・当区内でも地教により温度差があり、盛んな地教と、学校の先生が中心に行っている地教がある。 

・当地区は元々人口が少ない地域だったが、東日本大震災の影響で住民が「地域」に対して何か関われ

ることはないか？と意識するようになった。持続性のあるものにするため「自分たちの生活を守りな

がら、できることをやる」をモットーに学校の先生とも仲良くやっている。 

・当地教は以前まではメンバーの「やらされている」感が強かったが、このままではいけないと思い、

様々に会合に参加して、刺激を受けて良いものは取り入れていっている。まだ道半ばではあるが、こ

こまで来るのに２～３年かかった。 

・参加人数に拘るのではなく、参加した人が満足できる内容になるよう努めている。それが地教の理解

に繋がっている。 

・「地域教育会議」が地域に根付いていない。流れを変えたいと思っても長年トップをやっている方が継

続しているので、新しいことが出来ない状態である。 

・地域性はあるが「大人の仲間づくり」が大切だと思う。 

・川崎市は全市で寺子屋を実施しようとしているが、必要な所は実施すれば良く、自分の地域では現時

点では必要性を感じていない。理由としては、勉強は親が教えているし、イベントは地域教育会議で

実施している。 

・寺子屋事業を利用して、大人と子どもの接点となれば良いと思う。 

・当地区では２年前に中学生が「子ども会議」に参加したいと言っていたが、部活で忙しくて参加でき

なかったので、この１日を地域教育会議で有意義に活かしたい。 

・子どもや学校が休みでも保護者は休みではなく、何か事業を実施するにしても、休暇を取得しなけれ

ばいけないので難しい。 

【グループ６】 

・土曜休業日は結局習い事の日になってしまう。今度はそうならない、新しい定義づけが必要だ。 



・平日だと親が家にいない。誰が面倒をみるのか？  

・地教のメンバーが対応するようになるのか？ 

・学童→わくわく→地域の寺子屋 という展開についていけない。地域にまかせるというのであればも

う少し分かり易い説明を。 

・当地区だと、繁華街をうろうろする子どもが増えるのでは。 

・何か企画を考えるのならば、早く準備しなければならない。 

・子ども会議では地域柄か、意見の対立を好まない傾向がある。 

・子どもが集まる企画は大変難しい。 

・当区では、子ども会がなくなっている地区がある。 

・地域教育会議そのものが、地域に知られていない。 

・地域に軸を置いた活動が必要。 

・地域教育会議の必要性に疑問を持っている。寺子屋でも似たような活動をしているようだし。 

・里山探検として子どもを集めても、下草刈りのような作業ばかりで、子どもの「探検したい」とい

う期待に応えられていない。 

・子どもにとって、お兄さんお姉さん世代からの誘いの方が応じる。親ではダメ。大学生を活用して

はどうか。 

【グループ７】 

・「かわさき家庭と地域の日」を、初めて耳にした人が多い。 

・部活も休みということだが、中体連などの大事な頃、本当に大丈夫なのか？ 

・この日の使い方は、地域それぞれお祭りなどのイベントが多い季節。 

・親が仕事を休めるのか？ 企業の協力や、大きな受け入れ先があれば。 

・イベントだけでなく、地域を知るということも大事。 

・新たなイベントもよいが、なにができるかを考えるきっかけになれば。 

・「かわさき家庭と地域の日」をもっと知ってもらうべきだ。まだまだ知らない人が多い。 

・今年ではなく、来年を見据えやっていく。 

・地教は多用な委員構成、連携をつくるきっかけになれば。 

・親の働く時間が長くなってきている。もっと、親子の時間がとれるようになれば。 

・親（保護者）をどれだけ集められるか？ 情報共有して日程がかぶらないようにすることも必要。 

・地教でイベントをやる際には、一部の人への負担が大きい。新しいイベントを考えるときには、そ

こも考えるべき。 

・今あるイベントに参加や連携をして、親子での参加が増えるようにしたい。 

・地教としてよりも、寺子屋などとの連携から考えたほうが始めやすい。 

・父親は休まない人が多いかも、そうなると、母親と出かけるなどになりそう。 

・企業に協力をお願いするなどのことも考えて欲しい。 



【グループ８】 

 ・当地区の小学校は人数が少ない。今後、学年１クラスになり、ＰＴＡや地教は活動に危機感を持

っている。地教が中心となっている「菅生手つなぎまつり」の事例を聞いて明るい光を感じた。

参考にしていきたい。 

・世代はどうか？ → ６０代が多い。子どもが巣立った老いた親世代の集合住宅という背景があ

る。子ども会もひとつしかない状況。 

・当地教は、あいさつ運動と花いっぱい運動があり活発である。プランターにして花を各所に配り

地域を繋ぐ役割となっている。 

・寺子屋は学校の負担にならないようにと踏み込めないでいる。「家庭と地域の日」に期待している

ところ。是非、地教でも、それをきっかけに活動していきたい。 

・小５、６年生から子ども達は塾にいく世代になるので、そちらに向かうのはどうなのかと考え

る。 

・マンションが増えてきて若い世代が多くなってきている。当地区の中学校では学年に６学級くら

い。 

・当中学校区では、若い世代、高齢者も多くなってきている。マンションや戸建てが増えている。 

・菅生手つなぎまつりの（発展の）きっかけは、みち親ネットワークが中心となって保育園やこ文

など行政機関をつなぎたいと思い、取材活動をきっかけにして地域の中で行政のネットワークが

出来たことが大きい。 

・当区では、区役所で赤ちゃんを通じたネットワークが出来たので、大きな活動グループになって

いるという事例がある。 

・地教にはメンバーに行政機関が入っているので、きっかけ次第で繋がることができる。 

・家庭と地域の日が、どんな日か分からなかったので、まゆつばだと思っていた。でも、地域に戻

れる日と考えれば、良い取組となる。地域によって活動が変わる。どんな地域をつくりたいか、

という思いが大切。 

・地域の中で、旧住民と新住民の間に溝があるように感じている。 

・あいさつ運動は、どのような活動ですか？ → 曜日を決め、あいさつ月間を決め、のぼり旗を掲

げて通行人にティッシュを配っている。1,000 個位つくり、新しい出会いという意味を持たせてい

る。また、標語を子ども達から募集してティッシュに入れて子どもも参加した気持になれるよう

にしている。子どもをお客さんとしていないところが良い。 

・当地教では、子どもだけでなく大人も勉強するプロジェクトがあり、テーマから大人達が考え各

委員会に横串を刺すような取り組みをしている。 

・大人も楽しくないと集まらない。何かないか？ 

・中学校での寺子屋の規模は？試験前になると多く集まる。 

・小中学生に話しかける機会をつくりたいと思っていた。そこで、学習支援と思った。 

・当区では、マンションが増えてきていて子どもが多くなってきているので、当地区でも寺子屋を

やっていこうという気運がでてきている。中学生と地域の接点が難しいと思っている。 

・土曜文化講座をやっていて、地域で色々な経験を持つ人に来てもらおうとしている。学習支援は

大切。一方、もともと学習支援を必要としている子が寺子屋には来ないように感じる。 



・思春期の学習支援は難しい。小２の算数の授業の中に入って支援している。それには学校の支援

が必要。 

・学校と組んで当地教では委員たちが、全ての子ども達への支援ができる。中学生は難しさがあ

る。学校の協力が必要。 

・当中学校区は学力が高い地域となっている。防災訓練などで繋がっている。 

【グループ９】 

・家庭の地域の日の設定は、家庭教育法案と関係があるのか、憲法改正の中で？ 

 → 子どもたちが、地域・家庭で触れ合う日として、学校教育法の一部改正に伴い、学校の休業日

に設定をして実施する。 

・家庭に返すことを親の責任として考えるのではなく、ふれあいとして考える。 

・この日をつくっても、家庭で過ごせない子どももいる。だから、家庭と地域に返すということであ

ると、理解している。 

・家で過ごす、地域で過ごす、色々な選択肢がある。 

・子どもは色々な体験ができると思う ― これを通して成長させる。 

・子どもを後押しする。 

・小学生は子ども会などで姿が見える。中学生になると見えなくなる。部活も休みにして、家庭でゆ

っくりできる、地域で過ごす、そんな日になるといい。様々な公共施設に働きかけている。有意義

な日になるといいと思う。 

・平日なら、シニア層（寺子屋スタッフ等は見守り隊として）が校庭開放で遊ばせる。プログラムは

いらない。３連休は地教の出番である。 

・各地域の特色を活かして実施して欲しい。 

・学校の先生も多忙なので、ここは解放して欲しい。自分の子との時間になればいい。 

・普段から様々な取組をしている。この日に事業を実施するということは、どういうことなのか？こ

の日を強調するのはどうしてなのか？先生の負担はなしでやるのはどうしてなのか？ 

・これで子ども達を成長させられたら良いのではないか。 

・この日が何かを考えるきっかけづくりになればいいと思う。「みんなで地域の子どもを育てていこ

う」というように考えられていない。 

・単なる休みでないとなると、わくわくに預けるだけでなく、過ごし方も変わるのではないか。選択



肢が増える。 

・この日をプラス思考で考えたい。子どもが色々な体験ができる。 

・親も休みをとって一緒に過ごせばいい。 

・地域で子どもたちを集めるとすると場は学校になる。そうすると、先生の協力が必要になることが

ネックになるかも。 

・他の休日にやっていたものをこの日に実施するということは出来ないであろうか。 

・やっぱり体育館などを使うので先生の出番が必要。 

・地教の活動について議論するきっかけづくりになればいいのではないか。人手不足など。 

・きっかけづくりは色々あるので、それをキャッチしてもらえればと思う。 

【グループ１０】 

・「家庭と地域の日」を設けることへの率直な感想 

 －３連休後、有休を取りづらいのではないか。特に都内勤務の人は。 

 －ひとり親や共働き家庭の場合、対応が難しいのではないか。小学校低学年の子を持つ家庭は大

変。 

 －平日がネック。 

－この課題に対して、休みを設けることが解決に向かうのか？ 

－地教としてどういう目的を持って、親子が集まれる場を提供できるか？ 

－むしろなんで休みにしてしまうのか？それこそ、仕事が休めない日だし… 

・定着させることが出来れば、企業の方も理解が進み休みやすくなる。 

・学校側の先生の認知が浸透していない。もともとは各校で地域の日を設けるつもりだった。 

・中学生は部活への重心が大きく、地域に出て来られない。「家庭と地域の日」とうまく繋げられれ

ば。 

・ウイークデーでやれることは限られているが、色々な団体と連携して出来る事をやればよいのでは

ないか。 

・普段は授業や部活で行けないもの出来ないものを体験。→ 認知症カフェにでかけてみる。職業体

験。地域ボランティア。よみうりランド。 

・全市としての取組例、ガイドラインがあると最初はよい、定着しやすい。その後、それぞれの地域

で色々な活動で派生していけばいい。 

・中学校区の地教単位では難しい。全市、区の地教で取組をやるのがよい。 

・「家庭と地域の日」の広報の具体的なタイミングは？ → ４月から重ねて広報をしていく。 

・当区では、市民館でこの日を迎えて何か出来れば。区内の寺子屋が市民館に集結とか。 

・料理づくりなどのイベントはどうか。親が仕事で昼食に困る子がいそう。 

※地教（地域教育会議の略） 

※こ文（こども文化センターの略） 

以上 
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