
平成２２年１０月３０日（土）
松戸市民会館

15:10～16:15

　受　付 12:30～13:00

14:10～15:00

13:00～14:00　第１部

　・実行委員長挨拶

　・来賓挨拶
　　　　　松戸市教育委員会　山根　恭平　教育長

　・まとめ

　第２部

　・行政説明（教育政策課）

　・基調講演 　「教育小噺」
　　　　　山遊亭　金太郎　師匠

　（　休憩　）　

　・パネルディスカッション
　　　　　「家庭と地域の関わりを考える」

　第３部

　（　休憩　）　

　・グループ討議
　　　　　「学校、家庭、地域のこれからの関わり方」

　・各グループからの発表



　今、子どもを取り巻く環境は必ずしも良好とは言えません。家

庭、地域社会、学校がそれぞれの立場で「確かな学力」を備え、

心身ともに健康で、「生きる力」を備えた子どもを育てることが

求められています。

　地域で「おせっかいおじさん」、「おせっかいおばさん」はど

の位いるでしょうか。いたずらや悪さをしても知らない顔。積極

的に叱ったりほめたりする「おせっかいさん」。あなたはどちら

ですか・・・？

　子どもの教育は地域抜きにしては出来ません。学校だけでもで

きません。家庭と地域と学校が三位一体となって初めて子どもは

育つのです。

　そこで今回は「家庭教育と地域のかかわり」をテーマに選びま

した。本日は、皆様のいろいろなご意見をお聞かせください。

東葛地区教育タウンミーティングについて
～家庭と地域のかかわりを考える～

パネルディスカッション「家庭と地域の関わりを考える」

〔パネラーの紹介〕

○我孫子市立湖北台東小学校　ＰＴＡ会長　　　　大内 悦子　さん

○我孫子市湖北台子ども守ろう隊　副隊長　　　　佐野 直之　さん

○野田市教育ボランティア　　　　　　　　　　　半澤 ひとみ　さん

○松戸市放課後児童クラブピスティスの会施設長　宮越 光　さん

〔コーディネーターの紹介〕

○松戸市立小金北中学校区「地域の会」代表　　　小野 順子　さん

基調講演「教育小噺」

〔講師の紹介〕

○山遊亭　金太郎　師匠（本名：佐藤　敏弘）

 ・山形県小国町出身　現在我孫子市在住

 ・1991年真打昇進

 ・俳句誌「百鳥」同人

 ・元我孫子市立湖北台西小学校PTA会長

 ・近隣市関係のボランティア活動に力を入れている



　地域住民からなる東葛飾地区教育タウンミーティング実行委員会が企

画した「おせっかいおじさん、おせっかいおばさんについてのアンケー

ト」を、東葛地区在住の小・中学生の子供を持つ親を対象に調査を実施

しました。

　その結果等について報告します。

１　アンケート内容　　　　　　　　　　　　　４　ページ

２　アンケート集計　　　　　　　　　　　　　６　ページ

３　アンケート結果（概要）　　　　　　　　　８　ページ

４　アンケートまとめ　　　　　　　　　　　　９　ページ
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    (事務局:千葉県教育庁企画管理部教育政策課教育立県推進室) 

 

 

教育タウンミーティングにかかるアンケートのお願い（依頼） 

 

初秋の候 皆様には時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

近年、家庭教育の多様化、地域のつながりの希薄化にともない学校教育の変化が

進んでいます。 

私たちは、「子育ては孤育て」という言葉にあるように、家庭教育のあり方や地域

のつながりの希薄化については、改めて、私たちみんなが支え合わなければならな

いとの認識を一層強くしているところです。 

そこで、今回のタウンミーティングでは「家庭教育の支援の在り方」についてをテ

ーマとして取り上げることにしました。少しでも多くの方々に関心を持っていただ

くために、また、現在の状況に一石を投じるきっかけになるよう、子育て中の保護者

の皆様の実態を把握したいと考えています。 

つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、裏面のアンケートについてご協

力をお願いします。 

ご協力いただける場合は、９月  日までに担任の先生に提出してください。 

＊個人が特定される形でアンケート結果を公表することはありません。 

＊複数の学校に行ったアンケートを集計したものを公表する予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おせっかいおじさん、おせっかいおばさんについてのアンケート 

みなさんが子どもの頃、なんとなく怖かった近所のおじさん、おばさんはいました

か？ 

悪いことや危険なことをして、親ではない人から注意されたり叱られた経験はあり

ますか？ 

最近では、子供が他人に注意されると嫌な気持ちになったり、逆に、知らない子供

のことは注意したくてもしずらい場面が増えているように思います。 

このアンケートで、子育て中の親として、みなさんの率直な意見をおきかせくださ

い。                          （裏面に続きます） 

タウンミーティング(予定) 

日時：10 月 30 日(土)13:00～16:00 

会場：松戸市民会館 

内容：家庭教育支援(未定) 

＊詳しくは県ＨＰで10月上旬頃公表します。

＊

＊地域住民からなる実行委員会です。



おせっかいおじさん、おせっかいおばさんについてのアンケート

○あなたのことについてお書きください

1 年齢 1:２０才台　・　2:３０才台　・　3:４０才台以上

2 お子さんの人数　 （　　　）人

3 ご近所に自分から挨拶をする顔見知りがいますか？　　　　 1:いない　・　2:いる（　　　　　　　）人くらい

○自分のお子様以外についてお書きください

4 あなたのご近所には、子どものことを積極的に面倒をみたり、注意したりする人はいますか？

1:いない　・　2:いる（　　　　　　　）人くらい　・　3:わからない

5 あなたは、危険なことをしたり、悪いことをしている子供がいたら、積極的に注意する方ですか？

知っている子（小学生以下）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

知っている子（中学生以上）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

知らない子（小学生以下）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

知らない子（中学生以上）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

6 5番で、2～4と答えた方は、その理由について以下に○をつけて下さい。○はいくつでも結構です。

1:特に気にならない　･　2:親に嫌な顔をされたくない　･　3:親から恨まれそうで恐い　・　4:目立ちたくない

5:自分の子が注意されたら嫌だと思うから　・　6:自分が危険な人間だと思われたくない　・　7:面倒を起こしたくない

8:子供自身がやがて気付くだろうと思うから　・　9:あとで自分の子がいじめにあうのが恐い

10:その他（　　　　                                                                                                                          　　）

7 あなたが他人の子供を注意した、又はしたくても出来なかった具体的なエピソードがあればをお書き下さい。

○自分のお子様についてお書きください

8 あなたは、自分の子供が知らない人に注意されることをどう思いますか？

1:ありがたいと思う　･　2:できれば放っておいてほしい　・　3:腹が立つ　・　4:危険な人物ではないかと相手を疑う

9 あなたが子供と一緒にいる時に、子供が知らない人に注意された経験はありますか？

1:ある ・ 2:ない

10 9番で「1:ある」と答えた方に質問です。それはどんな場面でのことでしたか？また、その時あなたは
どんな風に感じましたか？

（その時のお子さん年齢　　　才頃）

11 この先、あなたやあなたのお子さんは地域との関わりがどんな風であった方が良いと思いますか？

以下の中から、自分の理想と近いと思われるものに２つ以内で○をつけて下さい。

（　　　） 1:いろんな人がどんどん子供に直接注意してくれるような世の中になってほしい　　

（　　　） 2:顔見知りを増やして、あちこちに子供を見守る目が増えるといい

（　　　） 3:子育ては親の責任なので、他人が口をはさまない方がいい　

（　　　） 4:子供たちには、積極的に異年令の人や地域と深く関わりながら育っていってほしい

（　　　） 5:地域との関わりはあまり持たず、インターネットを活用する等の一人で生きる力をつける方がいい

＊ご協力ありがとうございました。（なお、このアンケートの依頼が複数からあった場合は、１枚のみご提出ください。）



○あなたのことについてお書きください

1 年齢 1:２０才代　・　2:３０才代　・　3:４０才代以上

2 お子さんの人数　 （　　　）人

3 ご近所に自分から挨拶をする顔見知りがいますか？　　　　

1:いない　・　2:いる（　　　　　　　）人くらい

○自分のお子様以外についてお書きください

4 あなたのご近所には、子どものことを積極的に面倒をみたり、注意したりする

人はいますか？

1:いない　・　2:いる（　　　　　　　）人くらい　・　4:わからない

5 あなたは、危険なことをしたり、悪いことをしている子供がいたら、積極的に注意する方ですか？

①知っている子（小学生以下）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

②知っている子（中学生以上）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

③知らない子（小学生以下）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

④知らない子（中学生以上）の場合 1:積極的に注意する ・ 2:相手や場合による ・ 3:あまりしない ・ 4:一切しない

6 5番で、2～4と答えた方は、その理由について以下に○をつけて下さい。○はいくつでも結構です。

1:特に気にならない　･　2:親に嫌な顔をされたくない　･　3:親から恨まれそうで恐い

4:目立ちたくない　・　5:自分の子が注意されたら嫌だと思うから

6:自分が危険な人間だと思われたくない　・　7:面倒を起こしたくない

8:子供自身がやがて気付くだろうと思うから　・　9:あとで自分の子がいじめにあうのが恐い

10:その他（主な記入）

　・知らない中学生に注意するのは怖い

　・あまりに目に余るときは注意するが、中学生くらいだと逆に何かされたら困るので

　　注意しにくい。

7 あなたが他人の子供を注意した、又はしたくても出来なかった具体的なエピソードがあればをお書き下さい。

（主な記入）

・窓ガラスを割ってそのまま逃げようとした子に注意した。

・危険なことは教えてあげた方が良いと思うから注意する。

・注意したら、後で親に文句を言われた。その後は、その子に注意する気がしない。
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○自分のお子様についてお書きください

8 あなたは、自分の子供が知らない人に注意されることをどう思いますか？

1:ありがたいと思う　･　2:できれば放っておいてほしい

3:腹が立つ　・　4:危険な人物ではないかと相手を疑う

9 あなたが子供と一緒にいる時に、子供が知らない人に注意された経験はありますか？

1:ある ・ 2:ない

10 9番で「1:ある」と答えた方に質問です。それはどんな場面でのことでしたか？また、その時あなたは
どんな風に感じましたか？

（主な記入）

　・「電車は下りる人が先」と、いくら言ってもきかなかった頃、見知らぬおじさんが注意してくれて、その時、

　　子どもが従った。ありがたいと思った。きっぱり簡潔に言ってくれたので、尚よかった。

　・習い事の帰り、いつものように電車でおにぎりを食べさせていたら、「こういうこと、恥ずかしいと思わない？

　　教育がなってない。」と注意された。そういう感覚が麻痺していたことにハッとしたが、腹ペコの子どもに

　　帰宅まで待たせるべきか、今も迷う。

　・病院でうるさくしていた時に、「どういう育て方をしているんだ！」と言われてショックを受けた。注意してくれ

　　たのかもしれないが、言い方があると思う。

　・思春期は難しいので、注意した子どもが良い方に向くか、後のことを考えしまう。

11 この先、あなたやあなたのお子さんは地域との関わりがどんな風であった方が良いと思いますか？

以下の中から、自分の理想と近いと思われるものに２つ以内で○をつけて下さい。

（　　　） 1:いろんな人がどんどん子供に直接注意してくれるような世の中になってほしい　　

（　　　） 2:顔見知りを増やして、あちこちに子供を見守る目が増えるといい

（　　　） 3:子育ては親の責任なので、他人が口をはさまない方がいい　

（　　　） 4:子供たちには、積極的に異年令の人や地域と深く関わりながら育っていってほしい

（　　　） 5:地域との関わりはあまり持たず、インターネットを活用する等の一人で生きる力をつける方がいい
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アンケート結果（概要）

１．多い？少ない？１．多い？少ない？
「普段挨拶をする近所の顔見知りの数 平均 １０人」
「子供のことを積極的に面倒をみたり注意したりする人

自分の近所にいない ２６％」

→全体平均1.5人、いる（４４％）と答えた人の平均３.4人

２．知らない子には注意しにくい２．知らない子には注意しにくい
あなた自身は、危険行為やマナー違反をしている子どもに注意しますか？についての回答
（積極的に注意する・相手や場合によっては注意する の合計）

「知っている小学生 ９５％ ・ 知らない小学生 ７３％」
「知っている中学生 ７４％ ・ 知らない中学生 ４３％」

３．注意しない理由３．注意しない理由
注意は「あまりしない・一切しない」 「場合によってはする」と答えた方の理由 （複数選択方式）

「面倒を起こしたくない ２６％」
「子供自身がやがて気付くだろうから １９％」
「親に嫌な顔をされそう・恨まれそう １４％」

４．地域とわが子、この先はこんな風であって欲しい４．地域とわが子、この先はこんな風であって欲しい
あなたのお子さんと地域との関わりについて理想と思えるもの（複数選択方式）

「顔見知りを増やし、子供を見守る目が増えるといい ４３％」
「異年令の人や地域と、深く関わりながら育って欲しい ３９％」
「子育ては親の責任、他人は口を挟まない方が良い １％」



アンケートまとめ

みなさんが子どもの頃、なんとなく怖かった近所のおじさ
ん、おばさんはいましたか？
悪いことや危険なことをして、親ではない人から注意さ
れたり叱られた経験はありますか？
最近では、子供が他人に注意されると嫌な気持ちになっ
たり、逆に、知らない子供のことは注意したくてもしずら
い場面が増えているように思います。
あなたは「おせっかい」をどう思いますか？
今の世の中「おせっかいさん」は必要だと思いますか？
「おせっかい」って、ポジティブ？ネガティブ？



「おせっかいおじさん」「おせっかいおばさん」に関する

アンケート調査を実施。

その中から見えてきたことをまとめてみました。

東葛地区

小・中学生の子供を持つ親、１０３３名から回答を得ました

①
マナー違反 ＜ 危険な行為

石を投げて遊んでいる子を注意した（40代）
窓ガラスを割ってそのまま逃げようとした子に注意した（40代）
危険なことは教えてあげた方が良いと思うから注意する（20代）

「面倒をおこしたくないので、あまり注意しない」
「知らない子には一切注意しない」

と回答した人でも、危険行為危険行為は見過ごせず、声をかけている



②
子どもの向こうに透けて見える「親」

・兄弟で猫をいじめている子がいたので注意した（３０代）
・小３くらいの子どもたちが、エレベーターで鬼ごっこして

いたので、注意した（３０代）
・注意したら、後で親に文句を言われた。

その後はその子に注意をする気がしない（３０代）

・注意した子の親に逆恨みされて攻撃されたという
話を聞いた（４０代）

・注意した本人にもその親からも、
逆恨みされたくない（４０代）

・親がそばにいたので注意しなかった（４０代）

子供だけだと
注意しやすい

実際に文句言われ
た経験者、多数

結果、「おせっかい]放棄、という構造に

③
中学生 ＜ 小学生

・中1くらいの男子グループが、ライターを持っていたので、「危ないから

遊びに使っちゃだめだよ」と言ったら、「うるせーよ！」とニラまれた・・
（30代）

・中学生くらいの子が、道幅いっぱいに広がって自転車に乗っていても、
なかなか注意しずらい（40代）
･知らない中学生に注意するのは、怖い（30代）

・あまりに目に余るときは注意するが、中学生くらいだと逆に何かされ
たら困るので注意しにくい（40代）
・中学生以上は、腕力にはかなわない（30代）

注意や「おせっかい」も、
子供が素直な小さいうちにこそ、が、カギ？



④
注意されるのはWelcome!

・子供が５才くらいの頃、目をはなしている間にいたずらをして注意された。
いけないことをして注意されるのは、当然だと思う（40代）

・お店の中で落ち着きがなかったり、歩行中に危なかった時など注意され
た経験がある。ありがたかった（30代）

・子供が幼稚園児の頃、ケンカをしたり危ないことをすると注意されて、助
かった（４０代）
・子供が6才頃、ｴｽｶﾚｰﾀｰを歩いて上っていたら｢危ないよ｣と注意された。
何度言ってもやめなかったのに、他人から言われたら1回でやめた（30代）

・電車は下りる人が先、といくら言ってもきかなかった頃、見知らぬおじさん
が注意してくれて、その時子供が従った。有難いと思った。きっぱり簡潔に
言ってくれたので、尚良かった（40代）

親より、効きます！

⑤
変化した生活環境、生活時間

・子供が3才の頃、マンションの廊下を走ってうるさくしてしまったので、注

意され、申し訳ないと思った。（でも遊ぶ場所がないので、少しくらいはい
いのでは・・とも思った（30代）

・習い事の帰り、いつものように電車でおにぎりを食べさせていたら、「こ
ういうこと、恥ずかしいと思わない？教育がなってない」と注意されました。
そういう感覚が麻痺していたことにハッとしましたが、腹ペコの子供に、
帰宅まで待たせるべきか、今も迷う（４０代）

遊び場が少ない住環境、学校の帰宅後に、電車で習
い事・・こういう生活環境は、一昔前にはなかった。

どうやってバランスをとるべきか・・



⑥
注意にエゴや悪意はないか？

・子供が悪くて叱られると、申し訳なく思う。しかし１度、公共の場で、理不
尽な怒られ方をした。あまりいい気持ちがしなかった（３０代）
・いろんな人が、どんどん子供に直接注意してくれるような世の中になって
欲しいが、反面、大人のモラルも直さないといけないと思う（３０代）
・病院の待合室で子供が寝そべってしまったとき。おじいさんに注意された。
その後の言い方がすごくひどかった（４０代）
・病院でうるさくしている時「どういう育て方しているんだ」と言われてショッ
クを受けた。注意してくれたのかもしれないが言い方があると思う（３０代）

その注意に、愛はあるか？
注意は誰のため？

自分のため？相手のため？社会のため？

⑦
知ってる小学生＞知らない小学生

知ってる中学生＞知らない中学生

・明らかに中学生・高校生という子が堂々とタバコを。
でも「うるせ～ババァ～！」と言われそうで・・・怖くて注意できません
（３０代）

一番注意しやすい、「知ってる小学生」、
一番注意しにくい、「知らない中学生」。
でも、「知ってる中学生」なら、
「知らない小学生」と同じくらいに注意し
やすいのです。

「知り合い」や
「顔見知り」を

増やすのが、地域と
家庭をつなぐ、第一歩。



⑧
大人同士の「友人」関係は、脆弱？

・友人の子供が、他人の家のポストの上に乗って遊んでいたので、
注意したかったが、友人である親が近くにいて注意しないので、私
から注意するのはやめた（３０代）
・友人の子供に注意すると、親と険悪になってしまうかもしれない
と思うと、注意できない（３０代）

「気を使いあう友人関係」は、
本当に、友達・・？

⑨
どんな注意の仕方がベターか？

・きっぱり簡潔に注意されたので、よかった（３０代）
・そこまで言うことないのでは？と思った（４０代）
・謝罪しているのに、必要以上に叱りつけるおばあさん。ヒステ
リー？大人気ないと思った（４０代）
・思春期は難しいので、注意した子供が良いほうに向くか、後のこ
とを考えてしまう（４０代）

注意された本人やその親が
ありがたくなる言い方とは・・？



傍観者傍観者

⑩
「いじめ」と似ている、社会の構造

はやしたててアオる人

いじめる人

いじめられる人

＜いじめの構造＞

ＮＨＫすくすく子育て放送分より抜粋

一番問題なのは、実はここ。一番問題なのは、実はここ。
傍観者が「いじめられる人」
に一声かけることができる
だけで、状況は大きく変わ

るという。

傍観者傍観者特定の状況でのみ注意する人

積極的に注意する
「おせっかいさん」

マナー違反
危険行為

＜社会の構造＞

⑩
「いじめ」と似ている、社会の構造

傍観者が減れば、地域が傍観者が減れば、地域が
変わる。社会が変わる。変わる。社会が変わる。
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