
黒子事例7
「支える」術
幅の広い “横型”
の関係づくり―。



98

　地域福祉活動計画を策定したり地域の母親と接していく中で、町の中に楽しく子育てできる環
境の必要性を感じつつあった。
　改めて、地域の状況を確認したところ、数年前にできたＡ自治会は新興住宅地も含んでおり、
他市町村から引っ越してきた人、特に若い世代が多く、子どもの数も他の自治会より多いことが
わかった。
　町では町全域を対象に子育て支援センターを実施しており、未就園児とその親たちが定期的に
集まり交流を深めているが、利用者が固定化してしまい、参加しづらいといった声も聞こえてい
た。
　そこで、町の子育て支援センターとは別に、子ども会育成会などの活動が盛んなＡ自治会を中
心に、小地域での新たな子育てサロン活動の展開を試みたことにより、育児不安の解消や地域で
のつながりが生まれるようになった。

「深めよう！親と子の絆」
～子育てサロンの立ち上げ支援～

　子育て支援　　新興住宅地　　育児不安　　担い手への負担

「支える」術
す べ

幅の広い“横型”の関係づくり―。
黒子事例

7

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

事 例 概 要

　東西に約 10km、南北に 8�kmで、中心部を南北に貫く高
速自動車道を境に、東部は水田を主体とする平地が続き、西
部は面積のほとんどが山地であり標高 200 ～ 500mの山々が
連なる。その中を流れる川とその支流に沿って水田が開けて
いる。農業を営んでいる住民が多いのが特徴である。

［町の児童福祉活動］�
　■保育園（民間運営）
　■子育て支援センター（1カ所）
　　町全域を対象とした未就園児とその親の交流の場（町委託）
　■学童保育（３カ所）
　　各小学校付近に設置（社協運営）

地 域 の デ ー タ

項　　目 町

人 　 　 口 6,000人

総 面 積 32�k㎡

高 齢 化 率 25%

自 治 会 数 39自治会

民生委員児童委員数 17人

主任児童委員数 3人
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タスク・ゴール

●自主的に運営できる子育てサロンを
開設する。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●参加者同士が子育てについての悩みや相談を共有し、
参加者が主体的にサロンに関わるようになる。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●自治会の中に子育てサロンを開設することで、自
治会に新たに引っ越してきた住民と以前から住んで
いた住民がつながりを持てるようになる。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　子育てに関する同じ悩みをもった者同士が集う場をつくることで、お互いに相談できる場になるので
はないか。
　また、地域がつながり、母親たちの負担軽減が図れるのではないか。　
　子育てサロンを実施する箇所については、地域の状況を改めて確認したところ、他市町村からの転入
者と、子どもの数が多い新興住宅地であるＡ自治会とすることで効果的な場づくりができるのではない
か。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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社  協

自治会担当民政委員
元保育士の
知人Ｃさん

元幼稚園の先生
Ｄ主任児童委員

子育てサロン開催
（第1回・第2回）

子育てサロン開催
（第3回）

子育てサロン開催
（第4回）

学童保育事業の保護者会議／地域福祉活動計画策定のための児童福祉部会

（子育て環境の整備について議題になる）

相談・打診

サロンの内容説明

サロンの内容説明

活動支援
（遊具の貸し出し、助成金交付等）

参加者からもプログラ
ムの提案あり

負担感あり
社協に相談

顔合わせ

Ａ自治会長

呼びかけ

声
か
け

声
か
け

声かけ

声かけ

Ｄ主任児童委員
の親戚Ｅさん

（世話焼きさん）

Ａ自治会役員のＢさん

Ａ自治会役員のＢさん

Ａ自治会の母親たち

キーパーソン

少し考え
　させて

プロセスチャート
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DO
第１期　住民からのニーズの把握と子育てサロン（プログラム）立案

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

15.11 　社協が実施する学童保育事業
において保護者会議を開催。
　会議終了後、保護者と雑談する。

　その保護者から、未就園児を
持つ知人が同世代の親との関わ
りがほとんどなく交流の場がほ
しい、という要望を持っていると
聞いた。

　地域に楽しく子育てできる環
境づくりが必要ではないか。

15.12 　児童福祉部会（同時期に取り組
んでいた地域福祉活動計画策定
のための専門部会）において、少
子化や児童虐待問題など、町の
子育て環境の整備の必要性につ
いての意見が出される。

　町内で実施している児童福祉
関係事業の実情をこの部会だけ
でなく、もう少し幅広く確認し
てみよう。

15.12 　町全域を対象に展開している
子育て支援センターを訪問する。

　町全域を対象に展開している
子育て支援センターの実情を確
認する。
　定期的に催しを実施している
が、参加対象は町全域であるた
め参加しづらいとの声も……。

　小地域を対象に「子育てサロン」
を展開してみるのはどうだろう。
　利用する人が固定化している
課題に何とか対応できないか。

16.1 　次年度に向けた社協事業計画
の素案を作成する。

　子育てサロンの実施について、
上司に相談するも具体的な実施
の根拠に乏しく跳ね返される。

　漠然としたものではダメか
……。
　もう少し子育てサロンについ
て勉強しなければ。

16.1 　子育てサロンについての本な
どを活用し、知識を得る。

16.1 　近隣の町で活発に子育てサロ
ンが行われていることを聞いて、
視察に行く。
　その町は近くの大きな市のベッ
ドタウンになっており、一戸建て
の団地がここ数年で急増してい
る。

　「住民が自分たちの課題として
捉えて、子育てサロンを卒業し
た親が担い手となっていたこと」
や、「参加した親たちは、初め声
さえかけられない状態であったが、
このサロンをきっかけに知り合い
が増え、そのことで、目に見え
ない形だけれど精神的に救われ
たこと」などの話を聞いた。
　また、その町内では３カ所で
子育てサロンを行っているが、「社
協事務局は局長と2人の正規職
員しかおらず、住民が主体的に
事業をしなければとてもできない」
という話を聞いた。

　初めはサロン運営をすべて自
分でやろうと考えたが、視察の
話を聞く中で、住民が住民の声
を聞き、助け合うということの
大切さを学んだ。
　ワーカーが地域の課題を知り、
その課題を解決するために、住
民が自ら課題を感じて活動する
ことの大切さを感じた。



102

16.1 　自分の地域の状況を把握。 　学童保育利用保護者の知人の
地区（Ａ自治会）の状況を確認す
る。

　Ａ自治会に子育て中の家庭が
多いことが分かり、具体的な内
容について徐々にイメージが膨
らんできた。若い世代に社協の
活動をＰＲできるひとつのきっか
けともなるのではないか。まず
はイメージを文書化してみよう。

16.2 　文書化したサロンのイメージ
を上司に提案し、再度事業計画
への掲載について打診。了解が
得られ、次年度計画に掲載する。

　上司の理解が得られ、やる気
が出てきた。

第２期　子育てサロン立ち上げのための地域の選定～自治会へのアプローチ

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

16.4 　新興住宅地のＡ自治会長が社
協に来所。自治会内での子育て
サロンの実施について打診する。

　Ａ自治会役員に子育てサロン
について説明するため、担い手
となりそうな方を紹介してもらい、
改めて日時と場を設定してもら
う。

　Ａ自治会長は、自治会ができ
た当初から会長を務めており、自
治会活動にも積極的に取り組ん
でいる。まずは、その自治会長
に内容を理解してもらい、活動
に結びつけたい。

16.5 　自治会公民館にて、Ａ自治会
長と自治会活動の中核を担ってい
る自治会役員Ｂさん（子は小学生）
に説明する。

　子育てサロンの概要や社協が
できる支援内容（助成金等）を説
明する。
　また、自治会内で対象となる
人たち（未就園児とその親）に声
をかけてもらうよう依頼する。

　自治会役員さんに理解しても
らえてよかった。

16.5 　対象となる人たちに子育てサ
ロン説明会を開催（8家族参加）。

　子育てサロンの啓発用ビデオ
を使用し、説明会を開催する。

　参加者はなんとなくイメージ
がついた感じではあったが、反応
はそれほど大きくない。特に難
しく考えることなく、自由に気
軽に考えてもらいたい。
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第３期　子育てサロンの自主的開催に向けて

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

16.6 　Ａ自治会公民館にて、第1回
子育てサロンを開催する。

　参加する子どもたち（未就園児）
が遊べる環境づくりのため遊具
を貸し出す。（遊具は社協広報紙
を通じ住民から寄せられたもの）

　とりあえず開催してみたら、何
名か集まってくれた。よかった。
　Ｂさんは開催チラシを作成し
てくれるので助かる。

16.7 　第2回子育てサロンを開催する。
（約10家族参加）

　参加者の中でリーダーを決め
てもらい、その方を中心に実施
していけるよう促すが、なかな
か手伝ってくれる人が出てこない。

　Ｂさんだけに負担がかからな
いよう、しばらくは社協が関わっ
ていこう。

16.7 　Ｂさんが社協に来所。
　Ｂさんは自治会の他の仕事も
あり、できればこの役割を降り
たいとの相談があった。

　とりあえず、「なるべく早いう
ちに手伝ってくれる人を見つける。
それまで、社協も全面的にバッ
クアップするので待ってほしい」
と回答する。

　こちらの予想以上に、Ｂさん
に負担がかかっているようだ。早
くほかにも手伝ってくれる人を探
さなければ……。

16.8 　Ａ自治会担当民生委員を訪問
する。

　子育てサロンの担い手が見つ
からず頓挫しそうなため、誰か
一時的にサロンを手伝ってもらえ
るような人がいないか相談した
ところ、元保育士の知人Ｃさん
を教えてくれた。

　Ｃさんになんとか子育てサロ
ンに関わってもらえないだろうか
……。

16.8 　Ｃさん宅にＡ自治会長と訪問
する。

　子育てサロンについて説明し
たところ、少し考えさせてほし
いと言われてしまった。

　それほど気のりがしないのだ
ろうか。負担感が強いのか。こ
のままでは、子育てサロンが継
続できなくなってしまう。

16.10 　第3回子育てサロンを開催する。
　参加者同士で子育ての情報交
換やサロンの運営に対しての意
見が出始め、自由な交流の場と
なる。

　参加者が定着し、みんな楽し
そうにおしゃべりしていい雰囲気
だった。

　Ｂさんのことが頭にありつつも、
参加者からの意見が喜びの声だっ
たので半分戸惑いを持ってしまっ
た。

16.10 　もう一度、Ａ自治会担当民生
委員を訪問する。

　Ｄ主任児童委員が「元幼稚園の
先生」ということがわかった。

　Ｄ主任児童委員が幼稚園の先
生だったとは知らなかった。あの
方なら協力してくれるのでは
……。

16.10 　Ｄ主任児童委員のところを訪
問する。

　子育てサロンの話をしたところ、
了解いただけた。それだけでなく、
「Ａ自治会にいる親戚にも手伝っ
てもらえるよう話してみる」との
ことだった。

　何とか子育てサロンが継続で
きそうだ。
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16.10 　Ｄ主任児童委員とＤ主任児童
委員の親戚Ｅさん宅を訪問する。

　子育てサロンについて協力を
依頼したところ、快諾してもらっ
た。
　その親戚Ｅさんは、子育てサ
ロンに参加している人の何名か
は知っているようだった。Ｅさん
の話だと、「Ｆさんは、引っ越し
てくる前は、いつも公園で子ど
もと2人きりで遊んでいる状態
が続いており、電話だけが唯一
のはけ口だった」「Ｇさんは、こ
こに来る前は、近隣の市にある
マンションに住んでいたが、自
治会に入っておらず、夜中にそっ
とゴミを捨てに行っているような
状態だった」とのことだった。

　親戚Ｅさんは、俗にいう世話
焼きさんのような存在で、いい
意味でおせっかいを焼いてくれる
のでは……。
　この人がいれば、Ｂさんも負
担が軽くなり、継続して手伝って
くれるのでは……。

16.11 　Ｂさんと親戚Ｅさんの顔合わ
せを行う。
　Ｅさんと会って、Ｂさんは安堵
の表情を浮かべているようだった。

　2人のウマが合ってよかった。
　これで、子育てサロンが継続
できる。

16.11 　第4回子育てサロンを開催する。
Ｅさんも一緒に参加。
　実施日は第2・第4木曜午前
10時～12時となる。
　内容は誕生会や新年会、クリ
スマス会など。
　会の名前を参加者が決めた。

　Ｅさんをみんなに紹介した。
　子育てサロンに取り入れたい
内容をできる限り参加者や担い
手から聞き、プログラムを自主
的に行ってもらえるようにすると
ともに、さりげなく、社協とし
ての意向も提示した。（地域の人
とつながりができるように高齢
者との交流や地域のボランティ
アによるエプロンシアターなど）

　ＢさんとＥさんがうまくいけば、
今後の子育てサロンは自主的に
運営できそうだ。
　また、参加者がサービスを受
けるだけでなく、自分たちで何
かをつくり出そうという雰囲気
になりつつある。
　一番驚いたのが、親の介護へ
の支援をしてほしいという声が
意外に多かったことだ。ちょうど、
子育ての時期と親の介護が重な
る時期なのかもしれない。まずは、
遠距離介護なのか、同居なのか
など状況をきちんとつかむよう
にしよう。
　ほかにも課題は出てきそうだが、
見守りながら支援していこう。
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CHECK

ACTION

コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○出産、育児によって孤立しがちな地域（自治会）にアプローチした。
　○キーパーソンに働きかけ、協働で進めた。
　○説明会を開催し、活動イメージや雰囲気を提示した。
　○担い手が負担を感じてやめないように支援していった。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�サロンの内容に対する不安が見られた。
　○徐々に気軽に参加できるようになった。
　○孤立感の解消、地域住民同士のつながりを形成した。
　○サロンを運営するためのプログラムを住民が自主的に考えていった。

　○�対象となる子どもたちが年々大きくなるにつれ、おのずと参加者数も減ってしまうが、子どもがサ
ロンに参加しなくても日ごろから育児していることに変わりはないため、サロンの運営方法を変え
ながら親たちの心身のリフレッシュ活動につなげていく。

　○�サロン開設の実践活動を経験したことで、今後、別の地域や町全体を対象にしたサロン活動につな
げられるのではないか。

　○�サロンを継続して行っていくために、子育てサロン卒業世代に声をかけ、新たな母親と子どもたち
のグループの組織化などを検討していく。

住民の動き・反応

今後の進め方

仮説・目標の結果

仮説の結果
⃝�子育てに関する悩みの相談の場ができ、母親たちがつながり、心身の負担軽減
につながった。
⃝�新興住宅地をターゲットにすることで、多くの方々が参加してくれたとともに
子育て世代の不安に応えることができた。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�子育てサロンを設置し、ほぼ自主的に運営ができるようになった。

プロセス・ゴール ⃝�サロンに参加していく中で、はじめは、一参加者だったのが、場面によっては、
担い手となりつつあり、助け合いながらサロンを運営するようになった。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�以前から、住んでいた方と、新しく自治会に引っ越してきた方が子育てサロン
をきっかけにつながりができるようになりつつある。
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SUPERVISION

※『黒子読本』
　P48参照

※『黒子読本』P48参照

※コミュニティワーク・プロセスの「７
つの視点」は『黒子読本』P105-
108参照

コミュニティワー
カーには、「鳥の目」
だけではなく、「虫
の目」も必要！

※『黒子読本』P63参照

※『黒子読本』P21参照

　孤独死と並んで、最近では「『孤』育て」と言われるほど、地域の関係の希薄化によって子育て中の世
帯や親子が孤立し、悩んでいることが指摘されるようになっています。また、子育てサロンに参加してい
る母親は、そうでない母親と比べ友人やネットワークの規模が大きいことも指摘されています。本事例は、
「地域の活動主体を発掘」しながら、そうした「子育てサロンの立ち上げ、継続を支援」した事例です。

コミュニティワークの視点

[ニーズから出発するコミュニティワーク ]
　本事例の出発点となっているのは、学童保育事業における保護者会
での雑談です。ニーズは、調査によって発見されるだけでなく、こう
した一人の切実な思いに耳を傾けることが出発点となる、という点は
コミュニティワーカーにとっても重要な視点です。
　もちろん、こうしたちょっとした「つぶやき」のようなニーズにア
ンテナを張っていることも大切ですが、それだけでは事業にしていく
ことはできません。すでにそのようなニーズを解決するために取り組
んでいる事業や主体があれば、屋上屋を重ねることになってしまうか
らです。
　本事例では、本来そのニーズに対応しているはずの「子育て支援セ
ンター」を実際に訪問してその問題を把握していますが、こうしたす
でにある社会資源の機能を把握することは重要な視点です。こうした
試みの中で事業として実施すべき課題かどうかが明確になっていくの
です。

[ 活動主体の発掘 ]
　事例第 3期では、子育てサロンで中心的な役割を果たしているＢさ
んが社協に来所して、「できればこの役を降りたい」と申し出たこと
でサロンの継続がピンチになるという「壁」に突き当たることになり
ます。ワーカーは、ここであきらめることなく地域でのつながりのあ
る民生委員を頼りながら、新たな活動主体の発掘に取り組んでいます。
　その結果、元保育士であったり、元幼稚園教諭であるキーパーソン
が浮かび上がり、結果的にサロンを継続していくことが可能になって
います。
　このように、本事例を通じて、地域には専門職には見えていない多
くの社会資源が眠っていることに気づかされます。コミュニティワー
カーは、人材や社会資源がないと嘆くだけでなく、それを発掘してい
くことが必要なのです。
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[ プログラム実施への黒子としての関わり ]
　ワーカーの子育てサロンへの関わりは、住民主体の活動を促す関わ
りとして大切ないくつかのキーワードがあるように思われます。例え
ば、参加者や担い手が自主的に行ってもらえるように配慮するととも
に、地域の高齢者との交流など「さりげなく社協の意向も提示」して
います。住民主体とは単に住民にお任せすることでなく、専門職の視
点もきちんと伝えていくこと、しかしあくまで主体は住民であること
を認識するという立ち位置でなくてはなりません。
　また、「見守りながら支援」していくという点もコミュニティワー
カーとして重要な立ち位置です。あくまで実施していくのは住民だと
しても、それを見守り、行き詰まった時や活動の転換期にいつでも手
を貸せるようにしておくこと。住民活動と「良い距離」を保っている
ことが重要だと言えるでしょう。

[ 新たなニーズ発見の場としての住民活動 ]
　サロンがさらに新たなニーズ発見の場になることも重要な視点で
す。ワーカーは子育てサロンの中で、｢親の介護への支援をしてほし
い｣ という新たなニーズを発見しています。考えてみれば、私たちの
生活は、子育て・介護と切り離されているわけではありません。子育
てをしている世代が両親の介護でも悩んでいるというケースがあるの
は、生活者としては当たり前の出来事なのかもしれません。
　｢地域｣ という視点で生活に幅広く関わっていくことのできる社会
福祉協議会ならではの ｢縦割り｣ でなく「横割り」の支援を展開して
いくことが重要ではないでしょうか。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P180参照

※『黒子読本』P44参照

※『黒子読本』P18-19参照

※『黒子読本』P22-25参照




