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 少子化が急激に進行し，学校の余裕教室が増加するなか，余裕教室を活用して地域の子育て支援事業が国の事業として

その展開が期待されている。余裕教室の活用事例は全国的にもまだ少ないなか，水戸市立五軒小学校で実践されている

「子育てぽかぽか広場」を取り上げ，インタビューと観察をとおして，事業運営の実態，事業者および利用者の事業評価を明

らかにした。事業が実現した要因として，①地域の子育ての実情と課題を理解し，子育て支援事業を具体化する構想力と行

動力のある地域居住者がいたこと，②地域居住者の運営ニーズを受け止め，実現へ向けた行政の横断的な取り組みがあげ

られる。事業運営主体は，広場における出会いと交流，学校施設利用による事業の安全性と利用者の安心感を与えている

点を評価している。事業者のこうした評価の背景には，余裕教室提供者の小学校との厚い信頼関係，学校による環境整備と

安全・防犯対策がある。利用者の評価は，スタッフ態勢，学校にあるという安心感，教室の環境，学校給食による昼食会をあ

げている。課題として，乳児の親子対応の床座室と，幼児の遊びや行事に対応できる床座室の２室分離の検討，トイレや洗

面などの設備改善などをあげた。余裕教室の活用促進を図るためには，事例を整理し，余裕教室の利便性と快適性を向上

させるための課題と方策を検討するとともに，設備や内装の改善がすすめられやすい事業制度が検討されることが求められ

る。 

 

 

1. 研究の目的 

 

少子化による児童・生徒数の減少にともない，余裕教室が全国的に増加している。政令指定都市
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における余裕教室の発生状況調査（1993年）によれば，札幌市で保有普通教室数の12.3％，川崎市

19.6％，名古屋市，大阪市，神戸市，福岡市では20％を超え，北九州市は25.3％となっている１）。

今日の少子化のペースを勘案すると，余裕教室比率はさらに増大していると推測される。この増加

しつつある余裕教室をどう活用するかという課題は，学校の中だけではもはや有効な解決策はなく，

広く地域に目を向けて検討していく必要がある。文部科学省は，余裕教室の増加が課題となり始め

た1993年，児童・生徒や地域住民のための学習スペース，管理諸室等，引き続き学校施設として活

用する「余裕教室の活用指針」を示したが，1998年には，学校施設以外の用途転用を認めるに至っ

た。	 

学校施設は，その歴史的な形成過程から地域コミュニティのシンボル的施設であり，コミュニテ

ィの活動が少なくなった今日でも地域居住者にとってもっとも身近な施設である。学校施設の遊休

化が進行しつつある今日，地域住民のニーズに即した施設として利用されることは，学校施設の今

後の方向性を示すものといえる。保育所等の児童福祉施設やデイサービスといった高齢者福祉施設

利用に，その例をみることができるが，最近ではごくわずかながら，子育て支援を学校に拠点をお

いて事業を展開している事例もみられるようになった。	 

地域における子育て支援は，母親の子育てを支援し親同士のつながりをつくるものとして，今日

つよく求められているが，その場を学校の余裕教室におき活用することは，学校の地域拠点性，ア

クセスのよさから，他の地域施設に比べても意味が大きいといえる。	 

本研究は，こうした理解にそって余裕教室を活用して子育て支援を促進するという立場から事例

研究を行う。調査には，全国的にこうした事例が限られている中，水戸市立小学校の余裕教室で，

元PTA役員らのグループが運営する子育て支援事業があり，これを取り上げる。運営の実態を把握

し，課題を検討する。	 

関連する既往研究では，酒川は，余裕教室の発生は教育の幅を広げる絶好の機会であるととらえ

るが，一時転用による特別教室や多目的室は有効に使用されている一方で，社会教育施設やクラブ

ハウスといった地域住民の利用に供する転用は少ない（5.1％）ことを指摘している。そして，今後，

施設の有効利用を図るには，大規模改造事業や学校施設複合化推進事業等，国庫補助事業による抜

本的な学校建設が必要と述べている２）。松浦らは，学校機能が子育て支援にはたす役割は大きいと

とらえ，学校の余裕教室を活用した子育て支援事業の調査を踏まえた実践マニュアルを作成してい

る３）。	 

本研究は，これらの既往研究に学びつつ，水戸市の事例研究をとおして，地域的な課題について

検討したいと考え，以下のような構成で論をすすめる。地域子育て支援事業と学校余裕教室の活用

（２章），水戸市の支援事業「子育てぽかぽか広場」の運営と施設環境（３章），ぽかぽか広場の利

用実態（４章），余裕教室活用の意義と利用者の評価（５章），まとめ（６章）である。	 

	 

	 

2.	 地域子育て支援事業と学校余裕教室の活用	 

	 

2-1.学校余裕教室の発生実態と用途転換政策	 

近年の余裕教室の増加は著しい。2003年5月の3,438に対し，2009年５月には61,102に増加し
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ている（公立小中学校対象，文科省資料）。最近の６年間の増加率は実に17.8倍である。余裕教室

の増加の背景には出生率の急激な低下がある。	 

図１に出生率の推移を示した。出生率は，1970年をピークに以後急速な低下がすすみ，1990年代

にその減少率は縮小したものの，出生率は低い水準のままとどまり現在にいたっている。14歳以下

の人口推移をみると，1960年以降の人口は一旦，1980年にひとつのピークを迎えたあと急激に減少

し，最近は減少傾向は止まったが，きわめて低い水準でとどまったままである（図２）。	 

 

	 

出生率の低下とこれに起因する急激な少子化の進行は，大量の余裕教室を生み出すこととなった。

余裕教室について文部科学省は以下のように定義している。「児童生徒数の減少等により，既存の教

室数と比較して学級数が減少し，将来とも恒久的に余裕となると見込まれる教室」。増加の一途をた

どる余裕教室の活用策として文部省（当時）は1993年4月，「余裕教室活用指針」を策定し，学校

施設のほか学校教育以外にも積極的な活用を図ること，そのための財産処分手続の簡素化に関する

指針を通知した。さらに1997年11月には，地域の実情等に応じた用途転用の促進を図って，財産

処分手続きの全面改正を行った。全国の活用事例も紹介し，余裕教室の積極的な活用を図っている。	 

では実際に，余裕教室61,102が，どの程度活用され，どのような活用がされているのか（図３）。

利用率は 99.1%で，ほとんどが何らか活用されており，未活用教室はほぼないという結果になって

いる。用途別には，学校施設57,111（93.5％），学校施設以外が3,436（5.6％）で，学校施設利用

がほとんどで，学校施設以外の利用はごくわずかしかない。	 
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学校施設以外の用途は，具体的には，放課後子ども教室 2,080（3.4％），社会教育施設など 349

（0.6％），備蓄倉庫343（0.6％），社会福祉施設157（0.3％），児童福祉施設等133（0.2％），その

他（廃校含む）374（0.6％）である。	 

以上をまとめると，近年，余裕教室の急増が著しく，他用途利用促進のための条件整備がすすめ

られているものの，余裕教室の地域施設利用はほとんど実現していない。	 

2-2.	 国の地域子育て支援事業の展開	 

出生率が低下し，地域から子どもが減るなかで，孤立した子育て家族の支援が問題となってきて

いる。現在，３歳未満児の約７~８割は家庭内で子育てされているが，そのほとんどは核家族世帯

で，子育て中の母親は，孤独感や子育てに関する不安に悩んでいるという状況がある。	 

こうした状況を背景に，子育て家族を支援する事業が，地域の身近な場所で子育て中の親子の交

流や育児相談，情報提供ができる場を提供することを目的にして開始された。その最初の事業が

1993年の，保育所において地域の子育て家庭に対する育児不安についての相談指導や子育てサーク

ルの支援を行う「地域子育て支援センター事業」である。2002年には，おおむね３歳未満の乳幼児

とその親が気軽に集まり，相談や情報交換，交流ができる「つどいの広場事業」が始まった。2007

年には，上記「地域子育て支援センター事業」と「つどいの広場事業」が統合され，児童館のスペ

ースも活用しながら，「地域子育て支援拠点事業」（以下，支援事業）として出発することになった。	 	 	 

支援事業の内容は，①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進，②子育て等に関する相談・援助

の実施，③地域の子育て関連情報の提供，④子育て及び子育てに関する講習等の実施，の４項目で

ある。	 

	 支援事業は，ひろば型，センター型，児童館型，の３タイプの事業で構成されている。これは，

既存の施設と機能を，子育て家族の支援に活用しようとしたものである。具体的には，ひろば型は，

既存の公共施設や商店街の空き店舗，民家等を活用し，気軽に集うことのできる常設のひろばを開

設して取り組むこととし，センター型は，保育所や医療施設，公共施設等がもつ子育て機能を利用

して，育児相談など地域へ向けた活動を目指す。児童館型は，民営の児童館を基盤に，学齢期の子

どもが来館する前の時間などを利用して実施することとしている。	 

2008 年 11 月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」によって，支援事業は児童福祉

法上の事業として位置付けられ，市町村にはその実施に向けた努力義務が課されることになった。

2009年現在，支援事業は全国5,199か所で実施されている。その内訳は，ひろば型1,527か所，セ

ンター型3,477か所，児童館型195か所である。そもそも子育て機能をもつセンター的既存施設で

すすめるセンター型が多い。ひろば型が，センター型に比べて半分以下にとどまるのは，地域施設

ストックの活用を具体化することの困難さを示しているものと推測される。	 

2-3．支援事業と地域施設のストック活用	 

実際に，ひろば型ではどのような施設が活用されているかについて，厚生労働省の「地域子育て

支援拠点事業『ひろば型』実施場所別調査」がある。この調査結果によれば，公共施設や保育所が

圧倒的に多く，これらは増加傾向にある。他方，余裕教室は，2007 年には 15 か所であったが（表

１）４），2009年には余裕教室の凡例そのものがなくなってしまった５）。他方，松浦らの調査によれ

ば，1998 年 3 月現在で，小中高等学校の余裕教室を活用したひろば型事業の実施例は全国で，10

か所確認されている６）。	 
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表１　地域子育て支援拠点事業ひろば型の実施施設

公共
施設

空き
店舗

商業
施設等

民家
ビル・マ
ンション
等

余裕
教室

幼稚園 保育所
団地
集会所

児童館 その他

1997年 337 71 21 36 48 15 12 144 6 65 121

1999年 405 74 53 59 37 0 22 384 0 113 341

厚生労働省：地域子育て支援拠点事業「ひろば型」実施状況 	 

	 

厚生労働省と松浦らの調査結果には事例数に違いがあるが，いずれにしても，支援事業の余裕教

室活用は，全国的にごく限られているのが現状である。	 

以上のように，余裕教室の活用はなかなか進展していない。こうした現状に対し，2010年の『子

ども・子育てビジョン』では，子育て支援の拠点づくりやネットワークの充実が図られる策として，

商店街の空き店舗や学校の余裕教室，幼稚園，の活用を推進することが目された。	 

学校の余裕教室は，廃校施設とは異なって，教師と学童が学校生活をおくっており，そこで展開

される教育活動は地域とも有機的に連携していること，施設もこうした活動のつながりの中で利用

できることなどに大きな特徴がある。子育て支援拠点事業における余裕教室の活用にはどのような

長所があり，どのような課題があるか，次章に，事例研究をとおして検討する。	 

	 

	 

3.	 水戸市の支援事業「子育てぽかぽか広場」の運営と施設環境	 

	 

水戸市が市民5,000人を対象に行った「水戸市次世代育成支援に関するニーズ調査」では，「他の

子でも叱ってくれるような地域づくり」「子ども会活動，地域の人と触れ合う機会を増やす」等，地

域のつながりの中で子育てをしたいという要望があることが確認できる。その水戸市では，小学校

の余裕教室を活用して支援事業を推進している数少ない事例として，水戸市立五軒小学校における

「子育てぽかぽか広場」（以下，ぽかぽか広場）がある。水戸市子ども課と教育委員会との連携によ

り実現したものである。本章では，ぽかぽか広場の開設過程，運営，施設環境を概観する。	 

3-1.「子育てぽかぽか広場」の開設過程	 	 	 

水戸市立五軒小学校が立地する五軒町は，江戸時代，５軒の武家屋敷があったことから名付けら

れた元武家町である。小学校は，JR水戸駅より西方２km，中心市街地中心部裏手の住宅地の中にあ

る。	 

ぽかぽか広場開設の出発点となったのは，広場運営主体の代表となるS氏が，近年の子育て環境

の変化に対して抱いた問題意識であった。かねてから，S氏は｢転勤族が多いこの地域は頼れる実家

もなく，子育て中のお母さんたちの居場所がない」という思いがあった。育児不安をかかえ虐待を

してしまうという身近な人の話や新聞記事に触れ，｢私たちは子育ての経験者であるし，話しを聞く

ことくらいは出来る｣，母親たちのためのそんな居場所が必要だと考えた。	 

	 S氏は，公民館または学校を子育て支援の活動の場と思い定め，2003年，五軒小学校のPTA役員

を務めた経験から縁のある同校の教頭に「余裕教室で子育て支援ができないか」と直談判を図った。

S 氏の構想に共感した教頭は水戸市へ積極的な交渉を行う一方で，当時，水戸市子ども課でも国の
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事業推進策に沿って，公共施設を活用した子育て支援事業が検討されていた。ここに，子ども課の

事業推進担当者とS氏とが知り合いであったこと，さらに，当時，五軒小学校校長が校長会会長で

あったことなどから，S氏の構想は実現へ向けて動き，2004年10月，子育てぽかぽか広場が開設し

た	 。	 

3-2.	 運営主体と事業内容	 

広場の運営主体は，「地域プランニンググループ(以下，APG)」である。APGは	 2004年10月に活

動を開始した。総勢25名，元水戸市立五軒小学校のPTA役員で構成され，組織は，代表，副代表，

会計，書記によって運営されている。APG は，当該広場運営ほか，地域子どもの教室事業，水戸芸

術館でのフリーマーケットの運営，依頼によっては公開講座を行う等，地域を基盤とした活動を展

開してきている。いずれの活動もボランティアであるが，ぽかぽか広場は，水戸市から委託を受け

た事業として，市から「教授料」が給付されている。	 

ぽかぽか広場の基本方針は，「親子で遊びながら，情報交換や子育ての相談ができる場所です。子

育ての先ぱいたちが優しくサポート」することである。APG の構成員の中には，保育士や介護士と

いった，子育てと関連する専門資格を持つ人がいる。しかし，ぽかぽか広場は，専門家の立場から

の支援ではなく，親子のための場の提供をとおし，子育ての経験者として親子を見守ることを大切

にしている。ぽかぽか広場の原則は，主体は利用者にあり，スタッフは利用者の遊びや情報交換を

サポートする立場であるということである。	 

	 ぽかぽか広場は，週１回火曜日の午前９時30分から正午までの２時間30分開かれる。広場開催

日の運営にはスタッフのシフトが組まれてはいるが，構成員の中には職をもつ人や他方面で忙しい

人も多く，仕事の合間や休暇を取って支援に参加する人もいる。広場参加のスタッフは定着しつつ

あるが，構成員のそれぞれの事情を配慮して，｢来れる人は来る｣といったごく柔軟な姿勢で運営さ

れている。	 

小学校との関係は，運営主体が五軒小学校の元PTA役員で構成されるグループであることもあり，

よい信頼関係が築かれ，学校の広場運営への理解と支援は厚い。ぽかぽか広場の事業内容にも，こ

のことがよく反映されている。親子の遊び，子育ての情報交換，保健師による育児相談や指導など

の基本的な活動のほか，児童と乳幼児との交流・遊び，学校給食による昼食会，ぽかぽか広場を取

り上げた総合学習や特別活動がある。このほか，教員から，ストーブの入れ替えや壊れた備品の取

り替えなど，日常的な管理作業援助も受けている。広場ではこの他にも，双子や三つ子の子どもと

その保護者を対象に親子同士の交流を促す「ふたごちゃん，みつごちゃん講座」を開講している。	 

3-3.	 余裕教室の活用状況と対策	 

松浦らの調査には，子育て支援事業に活用されている余裕教室の整備例が紹介されている７）。２

教室間の壁の一部を抜いて通り抜けができるようにした例，教室内の一角にカーテンで授乳のため

の仕切りをつくった例，廊下を仕切って食事・授乳スペースや事務スペースをつくった例のほか，

床にカーペットや畳を敷いたり，クーラーや電気ポットを使うために電気工事をした例などである。

いずれも簡易の整備策である。原状復帰ができるようにということであろうが，廊下の居室化など

温熱・光環境はきわめて低いとみられる。	 

ぽかぽか広場が活用している余裕教室も上記の例と同様，特段の改修は行っていない。室は，南

向きの普通教室で，南側には全面窓と外との出入りができる出入り口が設けられ，北側外には廊下，
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西側壁には黒板，東側壁には，ランドセルや道具箱などが収納されていた備え付け棚，絵本棚があ

る（写真１）。	 

	 

水戸市によって事前に用意されたものは，絵本や積み木，おままごとセット，子どもたちに人気

のボールプール，いるかの乗り物等の玩具類，ストーブと扇風機，布団類である。運営開始後，APG

の要望に沿って，カーペットや電気カーペットが備えられた。スタッフの手作り品として，玩具や

ぬいぐるみも用意された。教室の北側廊下にある手洗い場とトイレは乳幼児用の改修はされておら

ずそのまま利用されておらず，乳幼児用のおまるが備えられた。	 

４章で示すように，ぽかぽか広場に乳幼児は，０歳から６歳まで幅が広く，かつ０歳児と１歳児

が多いという特徴がある。親子の遊びや児童と乳幼児の遊び，母親同士の会話，乳児のオムツ替え・

授乳・睡眠，昼食会，子育て講座や育児相談などきわめて多彩な行為・行事が，余裕教室１室で展

開されている。	 

こうした多様な利用形態に対応するために，約60㎡の教室は全面床座形式をとり，広い床面が確

保されている。おもちゃ箱や利用者のバッグ類は棚に収納して床面を広く空け，カーペットの上で，

積み木遊びや絵本読みをしたり，乳児を抱きながら母親が車座になって雑談などが展開される。し

かし，この同一空間で，幼児が走り回ったりボール投げをしたりといった動的な活動も加わる。と

きには幼児同士のぶつかり合いが起こったり，錯綜する利用状況のなか座る場所を決めかねて立ち

往生する母親の姿もあった。多彩な利用事情のあることを踏まえ，APG では，以下のような安全，

防犯，衛生対策を実施している。	 

事故・ケガ防止策：	 	 教室には死角はなく危険な設備もないが，時に子どもは大人の予測を超え

る事故やケガを引き起こしてしまうこともある。スタッフは子どもの目線に立って危険なものがな

いか，事故に繋がるものはないか観察し，必要に応じて防止策をとっている。子どもが頭を打たな

いよう，黒板のチョークサッシをエアキャップ（気泡性緩衝材）でカバーする，使わないロッカー

の扉は指を挟んだりする恐れがあるので開閉できないようにガムテームで固定する，電気コードは

まとめコンセントは隠すなどの工夫をしている。	 

防犯対策：	 大阪教育大学附属池田小事件（2001年）をきっかけに，小学校では｢警察官立寄所｣

の看板や防犯カメラの設置，部外者の立ち入りを規制したり，警備体制を強化する等の安全対策を

とるようになった。APG スタッフも学校のこうした取り組みを深く受け止め，防犯スプレーを設置
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し広場の出入り口・窓2か所に「防犯スプレー設置」の警告シールを貼っている。幸いにもいまま

で事故はなく，スタッフの間には学校は他の公共施設に比べ安全であるという意識が一方にある。

緩みがちな防犯意識に対し，スタッフは，絶えず室内から外の人の動きを観察することにしている。	 

衛生管理：	 積み木やままごとセット等の細かい玩具は子どもが口にし，舐めたりすることがあ

るので，広場終了後には必ずスタッフ総出で玩具ひとつひとつを丁寧にアルコール・除菌シートで

拭いている。同時に玩具が壊れていないか等の点検を行っている。	 

3-4.	 関連機関との連携	 

小学校とのつながりは，先に述べてきたように，児童との遊び・交流，総合学習など授業への取

り込み，など多面にわたる。教頭は，毎週広場を訪問し，備品チェックや利用の様子を見に来てい

る。調査時も，教頭の手助けでぽかぽか広場のストーブの用意や，壊れた時計の取り替えがなされ

た。	 

	 児童とのつながりもある。中休み（10:20～10:40）になると広場に児童が訪れる。児童が広場に

きたときのマナーとして，上履きや靴を揃えることを教え，｢児童の良いところを発見したときは，

本人に直接言葉でほめるとともに教員にも伝えるようにしている｣と，教育的な配慮がなされている。	 

ぽかぽか広場は，子どもを中心とした多世代交流の市施設「わんぱーく・みと」を窓口としてつ

ながっており，こうしたつながりを利用して市の保健師を迎え子育てに関する相談を受け指導をし

ている。	 

	 

	 

4.	 利用実態	 

	 

	 本章では，利用者のぽかぽか広場の利用状況をみ，および広場の評価を確認する。広場が開かれ

た2010年11月30日，12月７日，14日，21日に，利用者へのアンケートおよびインタビュー調査

を行った。この４回のぽかぽか広場開催日の運営スタッフ，利用者，訪問者数は表２のとおりであ

る。12 月 21 日に利用者が多かったのは，学校給食による昼食会が開かれたからである。インタビ

ューした利用者は，11月30日３組，12月７日５組，12月14日３組，12月21日14組，	 合計25	 

	 

表２　調査日の運営スタッフと利用者，訪問者

　調査日 天候 調査時間
スタッフ
（人）

利用者
（組）

訪問者（人）

11月30日 晴れ 10:00~12:00 5 6 0

12月7日 曇り 9:45~12:20 4 8
児童２
水戸ファミリーサポー
トセンター職員１

12月14日 曇り 9:50~12:20 4 7 教頭

12月21日 晴れ 9:45~12:30 6 25

教頭
児童10
市広報取材班２
森永乳業職員２
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表３　インタビュー対象者の子の年齢

0歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳

人 11 10 5 7 2 0 1  
	 

組である。インタビュー対象者の子の年齢は表３のようであった。０歳と１歳がもっとも多く，４

歳以上は少なかった。	 

4-1.	 アクセスと利用頻度	 

交通手段は，自家用車が圧倒的に多く（22組），自転車あるいは徒歩が１組，徒歩２組であった。

公共交通機関を利用して来る人はいなかった。自家用車で来るという子ども2人連れの母親は「子

どもが2人いて，電車とかバスに乗るのはきつい」と言う。子ども連れの外出には負担がともない，

とくに複数の子ども連れとなると負担はさらに増大するために，自家用車の利用が中心となる。そ

こで，駐車場の有無が施設の選択や利用回数に大きく反映する。	 

	 五軒小学校では，広場の利用者とスタッフ用として，教職員の駐車場で空いているスペース・体

育館側の駐車場・校門前・校門に面する通りに駐車場が提供されている。自転車や徒歩で来る利用

者も少数いるが，いずれも子ども１人連れで，五軒町やその周辺に住んでいる人である。	 

ぽかぽか広場までの所要時間は，＜５分＞が６組，＜5～10分＞が２組，＜10分＞が６組，＜15

分以上＞が３組であった。利用者の多くは水戸市内に在住であるが，中には車で30分かかるといっ

た市外居住者の利用もみられた。	 

利用頻度について，＜初めて＞が10組，＜月１回＞が１組，＜月１，２回＞が２組，＜月３回＞

が４組，＜毎回＞が１組，＜これまでに5回以内＞が４組，＜その他＞１組は，｢暖かい日は比較的

来るが，寒くなってきて子どもが風邪をひいていたりすると来れないので，利用頻度はまちまちで

ある｣と答えた。月３回以上の常連利用者が一定割合を占める一方で，初めての親子も多い。スタッ

フによると，「晴れの日は洗濯等に追われて利用者が減る。雨の日は外で遊べないから利用者が増え

る」という。乳幼児をもつ親にとって，天候は，外出と広場利用を規定する重要な要素となってい

る。	 

滞在時間は，＜１時間＞が５組，＜１時間半＞が４組，＜２時間＞が12組，＜２時間半＞が３組，

＜その他＞が１組であった。滞在1時間の利用者は「来始めの頃は張り切って早く来ていたけれど，

最近は（来るのが）のんびりになってしまった」と言う。利用者にとっては，わずか１時間でも，

ぽかぽか広場には参加する魅力や価値がある。	 

4-2.	 ぽかぽか広場を知ったきっかけ	 

ぽかぽか広場は，市報をはじめ，『水戸市子育て総合ガイドブック』や水戸市ホームページに掲載

されている。このほか，茨城新聞や讀賣新聞・よみうりタウンに，ぽかぽか広場の紹介と広場の様

子が紹介されている。	 

利用者がぽかぽか広場を知ったきっかけは，＜友人から当広場の話を聞く，紹介された，誘われ

るた＞が13名，＜市報やパンフレット等を見たり，読んだりした＞が10名，＜その他＞２名であ

る。クチコミが大きな役割を果たしていることがうかがえる。インタビューからも「以前，五軒小

地区に住んでいた友人がいて，誘われて来ました」「私は○○さんから（ぽかぽか広場のことを）聞

いて来ました」という声が聞かれた。＜その他＞２例は，母親が運営スタッフ，子が五軒小学校に



茨城大学教育実践研究 30(2011) 

 -    - 286 

通っているという例であった。	 

4-3.	 ぽかぽか広場での過ごし方	 

	 積み木やおままごとセット等の玩具で遊んだりする親子もいれば，絵本の読み聞かせをする人と

様々である。０歳児の子どもを持つ母親たちは，手の届く範囲に子どもを居させたり，抱っこしな

がら育児相談や世間話をしている（写真１）。１歳児は，よちよちと広場内を歩き回る子が多く，母

親たちは子どもに付いて回ったり，離れていても子どもに目を配っている。２歳児以上の子どもは

子ども同士で遊んでいるのが目立つが，ボール投げをしていて他の子に当たらないかと母親たちは

心配し，常に周囲に気を配りながら子どもを見守っている。	 

子ども同士の遊びの中で起こる小さないさかいに，親たちの対処をみた。２人がいるかの浮輪に

乗って遊んでいたところ，どっちが前に乗るかで争いし始めるとすぐさま母親が子どものところへ

行き，｢○○（子どもの名前）は今まで前に乗っていたよね。次は○○ちゃん（他の子どもの名前）

に交換タッチしよう｣と言い聞かせ，自分の子どもだけではなく他の子どもも同時に気にかけている。

また，初対面の親子でも子どものほうから｢○○ちゃんママ，今からピクニックに行こう｣とごっこ

遊びに誘い，何組かの親子が一緒に遊び，意気投合している様子も見られた。	 

	 親同士の交流が広がる点もぽかぽか広場の特徴である。「○○（他の子育て支援施設名）では，

お母さん同士が子どもそっちのけで話に夢中になっている」「もうすでにママさんグループが出来て

いる」と，親同士の輪に不安の声を挙げる人もいる。当広場にも，ご近所同士・友人といった広場

外で既に交友があり，広場へ一緒に訪れる母親もいるが，「毎週広場に来れば，会える」「その場に

いるお母さんたちと話す」と広場での出会いを大切にしている母親も多い。「先輩ママたちのアドバ

イスを聞きたい」と他の母親たちに話かける積極的な母親もいる。広場に馴染めていなかったり，

孤立している親子は見当たらなかった。	 

育児の悩みについて，「こんなことを聞いていいのか」と，	 保育士などの専門家に相談すること

をためらう母親は少なくない。その点，子育て中という同じ境遇の母親のほうが，気軽に話し合え

る。育児に関することは，「主に，スタッフよりはお母さんたちにする」と答えた人が多かった。話

をして，心配していたことが｢あぁ，大丈夫だ｣と安心できたり，「次はこうしてみるか」とヒントが

得られると言う。ぽかぽか広場は，親同士の交流をとおして，子育ての悩みを打ち明け孤独感を解

き放てる場となっている。	 

スタッフももちろん，子育ての先輩として親たちにとって頼りになる存在となっている。「子ども

が病気にかかってしまって，こんな時はどうしたらいいのか」と，相談する様子もみられた。	 

スタッフは，また，子どもたちにとっても良き遊び相手である（写真２）。スタッフが「ボールプ

ールやりますよ」と言うと子どもたちははしゃいで駆け付ける。	 

利用者の中には，子どもが五軒小学校に通っている，夫の母校など，五軒小学校と縁がある親子

もいるが，多くの利用者は五軒小学校と縁はない。	 

「休み時間になると，児童がぽかぽか広場に遊びに来てくれる」と，児童との交流を取り上げる

母親は多い。乳幼児も児童との触れ合いを楽しみにしている。３歳・５歳の幼児は力いっぱい児童

にボール投げをしているが（写真３），途中児童の間で｢手加減しなよ｣｢これでも手加減しているよ｣

と幼児を気遣う声も聞こえてくる。０歳～２歳の乳幼児は母親と一緒，あるいは周辺にいることか

ら，児童は親子に積極的に近付いていっておままごとセットを優しく手渡したり，時に抱っこした
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りして遊んでいる（写真４）。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 写真２	 ブロックで遊ぶ幼児とスタッフ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 写真３	 ボール投げをする幼児と児童 

 

ぽかぽか広場では月に1度，学校給食による昼食会がある（写真５）。始まりは利用者からの要望

で，スタッフが校長や栄養士に掛け合って実現した。当初は学期末１回であったのが，今では月１

回一食240円（予約制，約30食限定）で給食を食べることができる。かつては，栄養士がぽかぽか

広場を訪れ，子どものごはん作りを教えに来てくれていたとのことで，利用者から好評を仰いでい

る。しかし，学校給食が食べられるということがひとり歩きしてしまい，給食の時間にだけぽかぽ

か広場に訪れる人もいる。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4-4.	 親子の変化	 

広場にかかわってからの親子の変化について，５つの選択肢で尋ねた（表４）。＜子育てが楽にな

った＞が３組あった。「広場がなければ子どもと２人きりで引きこもってしまうから，（広場があっ

て）助かる」と記載している。＜子どもが成長した＞３組，これと関連して，＜子どもが生き生き

してきた＞１組あった。子ども同士で遊び，新しい遊びを覚えたり，刺激を受けるなかで，子ども

の変化をみてとった親が合計４組あった。＜子育てへの自信がついた＞は１組である。「２人目を妊

娠中で心配もあるが，広場にいる子ども2人連れのお母さんたちを見て大丈夫そう」と記述してい

る。＜特に変わらない＞は４組であった。うち３組は広場利用が｢これまでに数回｣，1組が｢月１回｣

写真４	 乳児と遊ぶ児童 
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と少ない親子であった。	 

	 

表４　広場に参加してからの親子の変化

子どもが成
長した

子育てが楽
になった

子どもが生
き生きして
きた

子育ての知
識が増えた

子育てに自
信がついた

特にかわら
ない

組 3 3 1 1 1 5
	 

	 

	 

5.	 余裕教室活用の意義と利用者の評価	 

	 

子育て支援事業を，学校の余裕教室で実施することの意義をS氏に尋ねた。氏の話より，次の２

点が抽出できた。①多世代との出会い・交流，②学校の安全対策で得られる安心感，である。第一

の点は，ぽかぽか広場では，親子同士の出会い，子ども同士の出会いに加え，親子と運営スタッフ，

乳幼児と児童の出会いと交流がある。これらの出会いと交流が子育て支援を豊かなものにしている。

運営スタッフにとっては，さらに，子どもたちとの出会いが事業の喜びや充実感をもたらしている。

S氏は言う。「乳幼児と遊んだり触れあったりすることはどんな仕事よりも楽しいし，子どもからパ

ワーをもらえて日々充実できる。広場はこうした取り組みであることをみんなに知ってほしいし伝

えていきたい」。まちで小学校の児童に会った時，「先生，こんにちは」と挨拶してくれると嬉しい

気持ちになるという。第二の点については，教頭が広場を毎回見回りにくるなど，学校の広場に対

する細やかな配慮がある。これが，運営者にとっての広場運営の安心感を支えている。	 

他方，利用者にとって，ぽかぽか広場のよいところはどこか，自由記述方式で尋ねた。回答は大

きく５項目に分類できた。＜スタッフの態勢＞＜学校にあるという安心感＞＜教室の環境＞＜学校

環境というよさ＞＜学校給食による昼食会＞である（表５）。	 

	 

表５　ぽかぽか広場の良い点

スタッフの
態勢

学校にある
という
安心感

児童との
交流

教室の環境
学校環境の
よさ

学校給食に
よる昼食会

その他

組 5 4 4 3 2 1 3  
	 

第一に多かったのは，＜スタッフの態勢＞である（５名）。利用者は，｢スタッフさんが母みたい

で良い｣｢スタッフさんが多い｣と答えている。＜学校にあるという安心感＞	 については（４名），「他

の子育て支援施設と比べて学校のほうが安心感がある」と述べられ，安心感という点で，学校の余

裕教室を活用することの優位性が示されている。＜児童との交流＞については（４名），｢児童と関

わると子どもが甘えたりする｣とちょっとした子どもの変化に気づくことができ，「子どもがお姉さ

んたち（児童）と遊んだりすると刺激になる」と述べている。	 

＜教室の環境＞については（３名），「この教室の広さが（子どもの行動・様子を）見切れる範囲
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で，凹凸もなく安心」「この広さだから誰が何をしているのかもわかるし，お母さん同士も近くで話

せる」。空間が広いと子どもへ目が届きにくくなり，保護者はついて回らないといけない。教室の広

さは，子どもを安心して見守れるとともに，親同士のコミュニケーションもとりやすいという２つ

の長所があることを指摘している。＜学校環境のよさ＞については（２名），室内の環境のほか，学

校の施設・環境も評価の対象となっている。うさぎ小屋はとくに人気があり，多くの親子は退出時

にはうさぎ小屋を覗いてから帰っている。最後に，＜学校給食＞がある（１名）。｢子どもが学校給

食を食べることができるのか見てみたい｣と述べている。	 

要望として，感染症予防対策，ふたごちゃん・みつごちゃん講座の宣伝，各講座の増加，外遊び

を可能にして欲しい，駐車場不足の心配，があった。	 

	 

	 	 

6.	 まとめ	 

	 

	 本研究は，小学校の余裕教室を活用した地域子育て支援拠点事業「子育てぽかぽか広場」を例に

して，運営と利用状況を把握し，運営者・利用者の評価について検討した。	 

	 全国的にも事例の少ない，余裕教室活用の地域子育て支援事業であるが，水戸市立五軒小学校で

この事業が実現した要因として以下の２点があげられる。第一に，運営主体代表のS氏のように地

域の実情を熟知し子育て支援のニーズに応えたいとする地域居住者のつよい働きかけがあったこと，

第二に，地域居住者の運営ニーズを受け止め，実現へ向けた行政の横断的な取り組みがなされたこ

とがである。S 氏のような地域の人材が決して少なくないことにかんがみれば，こうした運営ニー

ズと人材を掘り起こすことも事業成立の重要な要素となるといえる。	 

余裕教室を活用した子育て支援事業の評価は高い。運営主体は，親同士の出会いと交流，乳幼児

と児童の出会いと交流，親とスタッフとの出会いにこの事業価値があると評価する。学校という場

が，子育て事業の安全性確保と利用者の安心感を与えていることも付け加えている。こうした評価

の背景には，余裕教室提供者の小学校との厚い信頼関係，学校と事業運営主体による環境整備と安

全・防犯対策がある。運営にかかわる個人としても子どもらとの出会いが事業運営の充実感と喜び

をもたらしていると評価する。	 

他方，利用者のぽかぽか広場に対する評価も高く，スタッフ態勢，学校にあるという安心感，教

室の環境，学校環境というよさ，学校給食による昼食会を評価している。	 

運営主体と利用者双方のこれらの評価を踏まえつつ，余裕教室利用の課題について検討してみた

い。先に，利用者からは，利用室について広さは適切であるとの評価のあることを確認したが，そ

れは見守りのしやすさと安心感の確保という視点からであった。しかし，安全性からすれば，乳児

の床面での遊び空間と幼児のボール遊び空間は分離するのが望ましいし，衛生面からも，乳児の授

乳やおむつ替えなどのために空間分けされるのが望ましい。松浦らが事例として紹介した，２教室

の壁を穿って行き来できるようにしたり，廊下を居室化するなどの工夫は，こうした要望に応えよ

うとしたものと推察される。このほか一時的ではあるが，給食による昼食会では，多数の親子が広

場を訪れ身動きがとれない事態が発生している。	 

以上のように考えると，乳児の親子対応の床座室と，幼児の遊びや行事に対応できる椅子座兼用
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の床座室の２室に分離する方法が検討されてよいだろう。こうすれば昼食会のような行事にも対応

できる。また，トイレや洗面などの設備利用についても，教室から遠く暗い，便器のサイズが合わ

ず利用しにくいなど，アクセスやサイズ上の問題も検討されてよいだろう。	 

今後，各学校で増加している余裕教室の活用促進を図るためには，事例を整理し，余裕教室の利

便性と快適性を向上させるための課題と方策を検討するととともに，設備や内装の改善がすすめら

れやすい事業制度が検討されることが求められよう。	 
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