
＊はじめに

第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin ほっかいどう

実行委員長 山田智子（NPO 子育て応援かざぐるま）

みなさん、晩秋の北海道へようこそおいでくださりました。

北の果て北海道稚内市から南の果て沖縄県沖縄市まで、全国 23 都道府

県から 440 名の様々な立場の方々にご参加いただくこととなり、実行委

員会を代表して厚くお礼申し上げます。

今回のほっかいどうセミナーは、「北の国のあったかひろば」らしい実

践交流セミナーにしたいと、道内各地のひろばやセンターの実践者、行

政職員、研究者など、20 名の実行委員がお互いの知恵と経験を持ち寄っ

て、4 月から半年に渡って準備を進めてきました。

地域に点在する乳幼児を抱えた親子の「はじめの一歩」が、孤独でつ

らいものではなく、地域で一緒に育ち合う仲間と出会い、お互いに支え合いながら自分らしく子育てす

るために、子育てひろばは多くの子育て家庭の心の拠りどころとなっています。

「全国にコンビニの数ほど子育てひろばがあったらいいね」という言葉の通り、日本中どこに暮らし

ても、ベビーカーを押していつでも気軽に立ち寄れるひろばが今後もさらに増えていくことを願うとと

もに、ひろばにかかわる私達も孤立して井の中の蛙とならないように、外部主催の研修会に出向いたり、

他のひろばを見学したりして、支援の質を高めていく努力が求められていると思います。

本セミナーが、参加者のみなさんの熱い思いや日々のがんばり、様々な疑問や課題を持ち寄り、みん

なで学び合い、語り合って、お互いにつながりながら解決の糸口を探る・・・まるで一つのひろばのよ

うな実践交流セミナーになればうれしいです。立場や地域や世代を超え、参加したひとり一人が新たな

気づきと、明日への活力を持ち帰られるような研修の機会となりますように。

そして、全国の子育てひろばが利用する親子にとってさらに身近で利用しやすいものとなり、各地の

子育ち・子育て環境の向上につながりますように。全国各地の先進的な取組みに触れることで、子育て

を支える市民の主体的な活動を、行政が後押しするような協働の取組みが全国に拡がっていきますよう

に。 2010.10.30 実行委員長挨拶より
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会場いっぱいに熱気が溢れていたセミナーから早 2か月が経ち、当日の記録担当の方々、登壇者の方々、

そして実行委員のみなさんの力を結集して、『第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin ほっかいど

う』の報告書が完成しました。

2 日間に渡って開催されたセミナーの内容が、限られた紙面でどこまでお伝えできるかわかりません

が、それぞれのプログラムの中の凝縮されたエッセンスをお伝えできればと思っております。ぜひ、当

日資料集と合わせて、日々の活動に活用していただければ幸いです。

記念すべき第 10 回目となる、来年の開催地は大阪府と決まりました。全体会の最後に壇上でお渡し

した鮭トバのバトンとともに、開催初年度から脈々と受け継がれている子育て支援拠点のこころも、合

わせて引き継いでいかれたことと期待しております。
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「地域子育て支援拠点の今後の展開

～子ども・子育てビジョンの策定を踏まえて」

説明 黒田秀郎さん （厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課少子化対策企画室長）

Ⅰ 地域子育て支援拠点の概要

ここ 1、2 年、社会保障の中でも特に子ども・子育てに関するこ

とが議論の中心にあり、次の世代を担っていく子ども達をどう育て

ていったら良いのか、本音の白熱した議論をしている。子ども・子

育ての分野に、これほどまでに関心が集まっている時期はない。こ

れからもそうなっていくことを感じている。

近年の子どもや子育てを取り巻く背景として、3 歳未満児の 7～8

割は家庭で子育てをしていること、核家族化などが進み、地域のつ

ながりが希薄化していること、男性の子育てへのかかわりが少ない

こと、児童数の減少といったことが挙げられる。

昔は子育てを親御さんだけがしていたのではなく、ご近所に住んでいるおじいちゃん、おばちゃん

などいろいろな人が関わって、1 人の子どもを取り巻く厚い人間関係があった。しかしながら、最近

は、都市部、郡部に限らず、いろいろな人が地域で関わる人間関係が希薄になり、隣人すら知らない

ということにもなっている。これが子育てをする基盤と厚みを徐々に失わせていっている。周りが支

えていく力が落ちていくことが、親御さんの双肩にずっしりとかかってくる。これが、子育ての孤立

感、不安感、負担感につながっていく。

一体、誰に助けを求めていくのか。最初の子育ては、どういうふうにしたらいいのだろう、と孤立

感、負担感が強くなってくる。こういう現状があって、子育て中の親子が気軽に集まって、悩みや不

安を話し合ったり、お互いを知り合って相互に交流するような、そのような拠点を作る必要があると

いうことで、この事業ができた。

国が仕組みを作って、自治体の皆さんが現場の皆さんにこれで取り組んでください、と与えて制度

化されたものではなく、実際は、現場の取組が先行したもの。皆さんが身近に困っている子育て中の

親御さん達をみて、何かできないか、自分達でできることは何かを考え、それをお母さん達ができる

ことから支援していく、それが形になっていく、だんだん数が増えていく、それが大きな動きになっ

てこの制度ができた。

拠点事業には、ひろば型、センター型、児童館型の 3 つのタイプがあって、地域の事情や資源の

あり方に応じて、市町村にご協力いただいて、この事業が展開されてきている。最近では、この事業

を進めて、もう一歩、この事業の先にあるニーズを拾っていけないか、という仕組みができている。

交流の場の提供など本来の機能をエッセンスとしながら、地域の子育て支援活動の応援、関係機関

のネットワーク化支援、子育て家庭へのきめ細かな支援、といった地域に出向いて、地域に拡がって

ネットワークを外に構築していくような活動に発展していく、ひろば型の拠点を応援していくという

ことで、機能拡充型の仕組みがある。こういう取組をしているひろばには、プラスαの財政支援をし

ている。人口の少ない地域では、拠点から出前でひろばを開設し、人が集まりやすくしていく出張ひ
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ろばにも財政支援を手厚くしていく考え。

Ⅱ 子ども・子育てビジョン

今から 20 年ほど前に、エンゼルプランができた。これは、1.57 ショックというもの受けて策定さ

れたもの。その後、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランと続き、最新のものが今年 1 月

に策定された子ども・子育てビジョン。ビジョンは、子どもや子育て分野の基盤整備をしていくため

の 5 年ごとの計画の最新版という位置付け。

今回のビジョンには、2 つの特色があり、1 点目は、これまでの基本理念を転換し、「少子化対策」

から「子ども・子育て支援」へという考え方に変えていること。

少子化対策は、子どもが少ないのが問題で、どう増やしていくかというアプローチが主であった。

しかしながら、子どもが 2 人以上、できれば 3 人欲しいと言っているにも関わらず、今の出生率と

なっている状況。結婚したいと望む方が多いのに、実現できない人がいる。希望が叶っていないこと

が問題で、希望を叶えるためにはどうしたら良いのか、というアプローチから考えることに転換した。

もう１点は、現金とサービスをバランス良く、総合的な子育て支援を進めていくこと。サービスの

中心的な役割を担うものとして、「地域の子育て力」を重視すること。

地域子育て支援拠点事業は、現在 7 千か所あるが、これを 5 年間で 1 万か所に増やす。これが「地

域の子育て力」を高める大きな基盤になる。そういう大きな位置づけをしており、これから進めてい

こうという考え。

Ⅲ 子育て支援をめぐる最近の動き

「子ども・子育て新システム」の紹介と、システムの中で地域子育て支援拠点事業がどのような役

割を期待されているかについて話していく。

子どもに関する施策は、制度や仕組み毎にお金の流れが決められていて、自由度がない紐付きの制

度、市町村の裁量が働かない仕組みとなっている。子ども・子育てに関する事業は、多くは厚生労働

省が所管しており、窓口は基本的に市町村。幼稚園は教育委員会、育児休業の手続きは勤務先あるい

はハローワーク、と窓口もそれぞれ、お金の流れもそれぞれとなっている。

今の議論は、基礎的自治体の市町村が中心で、たくさんのお金の流れをまとめて、市町村にお渡し

し、市町村の裁量が働く形で使っていただくことを検討している。

新システムの資料に、小規模な保育サービスの類型もいろいろと示している。定員 20 人以下の小

さなタイプの保育所も想定し、ここで、子育て支援拠点などにも取組む多機能型も想定しており、新

しいサービスを提供することができる。

そのほか、一時預かりなどのいろいろなサービスが、新システムの制度上位置付けられる。多様な

サービスの提供が現実になってくると、拠点に集まってくる方々にとって、どういう仕組みが一番い

いのだろうかという話が出てくる。

多様なサービスを利用する際の援助は、市町村が担うことが基本と考えるが、忘れていけないこと

は、利用者にとって役所はかなり敷居が高いということ。「使ってみたけど、こういう話だった」、こ

れが、利用するかどうかの非常に有益な情報となる。拠点に集まってくる親たちは、こうした情報を

拠点に集まってくる他の親たちに求めにくることが増えてくるのではないか。

拠点には、敷居が低くて、幅の広いお話を頂けることが、これから期待される。
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資料には、一時預かりのイメージを載せているが、拠点事業を実施されている皆さんの活動を広げ

ていくという要素が入っている。行き慣れている拠点のスタッフに預けるということになれば、居心

地がいい、こうした取組をして欲しい、という声が、これからもっともっと増えてくるのでは。

いろいろなサービスにつなげていく、地域の集まりをコーディネートしていく、そうした拠点への

期待がもっと増えていくと思う。

サービス全部をフルセットで実施していくまでは必要がないと思う。いろいろなサービスの組み合

わせの中に、今取り組まれていること、プラスαで、ニーズがあるのでこれをやった方がいいのでは、

そういう話を、皆さんで議論していただくといい。

多様なサービス供給ということで、担い手として、そのコーディネート役として、地域の資源をよ

りつなぐ機能として、これまで以上に、皆さんに非常に大きな期待をしている。

この議論は、11 月にも様々な場で議論が進む。年明けの通常国会では、新システムの法律案を提

出予定で、かなりなピッチで議論をしている。メディアでは幼保一体化が大きく取り上げられている

が、同じくらい大切なのは、いろいろな保育サービス、地域子育て支援拠点などのいろいろな仕組み

を地域の中で作っていくこと。こうした議論にも関心を持って頂き、こうした方がいいのでは、とい

うご意見を頂きたい。

拠点事業は大切な事業である。その趨勢はますます大きくなると考えるし、おそらく的中するだろ

うと自信を持っている。

皆さんのご活躍をお祈りするとともに、皆さんの活動を応援していく。

■参加者の感想

◇子育て支援拠点が、行政からの働き掛けで発生したのではなく、子育て当事者の強い想いが、周りを

動かし行政を動かし、さらに輪が広がり、発展し、現在の広場に成長したと聞いて、思いを伝えるこ

との大切さを改めて実感しました。

◇子ども・子育てビジョンがどんなものなのか知ることができてよかった。ただ、もう少し深く話を聞

きたいと思った。

◇行政の資料が多かったのですが、時間がない分、帰ってゆっくり読む資料として良かったです。行政

の方針を細かに知ることができました。

◇行政が意外に…すみません…こんなに力をいれていると思わなかったので驚きましたが、行政が一緒

にやっていくと本当に力強いです。こちらが強い想いがあっても世の中の人に理解してもらうのに時

間がかかったりしますが、行政と一緒だと信頼感が加わり、早く理解してもらえるので心強いと思い

ました。

◇行政説明もわかりやすくて、もっと時間をとっていただき、ゆっくりくわしく聞きたかった。

◇黒田さんのお話では、厚労省の中でも子育てひろばについてすごく真剣に考えてくれている人がいて

しかもすごく現場のことも考えていてくれているのだということがわかったのでよかったです！

もっとゆっくり聞けたらもっとよかったです。

◇「子ども・子育てビジョン」の話を聞き、今の広場のあり方や指針がはっきりわかり良かったと思い、

現場に伝えていきたい。情報を発信していく。訪問の必要性も感じている。やり方、スタッフのスキ

ルの向上など、また取り組むことが多いと感じた。
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「地域子育て支援拠点の意義と可能性

～ガイドラインにこめた思い」

講師 新澤誠治さん （子育て支援推進センターみずべの会代表）

渡辺顕一郎さん （日本福祉大学社会福祉学部教授）

◇渡辺顕一郎さん

講演のテーマは「地域子育て支援拠点の意義と可能性」と固いテーマとなっているが、副題にあるよ

うに今春完成したガイドラインにこめた思いをお伝えしたい。新澤先生は、私が最も尊敬する実践者で

あり、研究者のひとりである。今日は私も新澤先生のお話をたくさんお聞きしたいと思っている。

◆新澤誠治さん

先ほどの行政説明で子育て支援の基盤整備の話を「ああ、こんなに進んだんだ」と感慨深く聞いた。

私は北海道に古い友人がいる。札幌の心の里親保育園元園長の浜先生、ゆりかご保育園元園長の矢島先

生、帯広のあじさい保育園園長の藤本先生の 3 人は、保育園のあり方を一緒に考えてきた仲間である。

「地域に開かれた保育所をつくっていこう」「育児不安が広がる中で自分達の園の子どもだけでなく、

地域の子ども達にも目を向けていこう」という思いで、エンゼルプランがまだない時代に試行錯誤しな

がら子育て支援に取り組んできた。その意味では先駆者。子育て支援はまだ歴史が浅く、今回のガイド

ラインは大切な指標になると思う。北海道の小出まみさん（故人）、むくどりホームの柴川さんにも、

どれだけ多くのことを学んだかわからない。5 人に共通することは北の大地の冬の厳しさに鍛えられた

逞しさであり、それぞれの保育園や子育てひろばに、風土を土台にしながら独自のガイドラインを持っ

て地域に根ざしてきた歴史を感じる。今日は、東京下町の風土の中で子育て支援を培ってきた「みずべ」

における私自身のガイドライン的なものを紹介し、思いを形にするということをお話したい。

◇渡辺顕一郎さん

ガイドライン作成に当たっては、研究者だけでなくひろば全協の実践者もかかわり、全国的な調査も

行った。不必要なものはそぎ落として全国各地で共通して最低限必要な核になるもの、マニュアルでは

なく指針を示し、地域の課題に沿って各地で工夫できる余地を残した。ぜひ現場で活用してほしい。

基調講演（対談）
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●ガイドラインの構成

（1）地域子育て支援とは 【基本】

（2）基本的な考え方 誰のために、何のために

（3）支援者の役割

（4）子どもの遊びと環境づくり 【実践】

（5）親との関係性 何をするのか

（6）受容と自己決定 【倫理】

（7）守秘義務 何を守る（尊重する）べきか

（8）運営管理と活動の改善 【運営】

（9）職員同士の連携と研修の機会 どう工夫すればよいか

●基本事業の確認 ※厚生労働省令で定められた実施要項

① 親子の交流の場の提供と交流の促進

・居心地のよい環境づくり ・親子を紹介し交流を促す

② 子育てに関する相談・援助

・個別の相談に対応する ・利用者同士が支えあう関係づくり

③ 地域の子育て関連情報の提供

・子育て・子育て支援に関する情報収集 ・情報を効果的に伝える工夫

④ 子育ち・子育てに関する講習の開催

・利用者の関心に沿った講習の企画 ・地域の意義啓発、ボランティア養成のための講習

●日本の子育てを見つめ直してみる

「団塊の世代」と「団塊ジュニア世代」を見つめ直すことが、日本の子育ての総括になるのではないか。

この国の子育ては、1970～80 年代から歪んでいたのではないか。

団塊の世代

【1950 年前後の生まれ】

＊子育てが大変！と SOS を出し続けてきた？

団塊ジュニア世代

【今の親世代】

＊親世代を見てこんな家庭でいいの？

妻 夫 子ども

1970 年代

【20 歳代】

コインロッカーベビー

＊年間 200 人以上赤ちゃんが殺された

（現代：全虐待死 130 人うち赤ちゃん 50 人）

エコノミックアニマル

＊家庭を顧みず働き続けた

1980 年代

【30 歳代】

キッチンドリンカー

＊父親不在の子育てに SOS を出し続ける

ワーカホリック

＊仕事中毒

【10 歳代】

非行の第 3 ピーク ＊戦後 1番

1990 年代

【40 歳代】

空きの巣症候群

＊子どもの自立後やることがなくなってしまう

過労死

（＝国際用語）

【20 歳代】

パラサイトシングル ＊自立できない

2000 年代

【50 歳代】

熟年離婚

＊夫に三下り半、老後は好きに生きたい

自殺 3万人

＊今になって無理がきている

【30 歳代】

引きこもり平均30歳代 *男性多い



＊基調講演（対談）

◆新澤誠治さん

育児不安、育児困難が深刻になってきた 1970 年代に神愛保育園で電話相談を行なった。電話相談は

地域の悩みのアンテナであり、段々深刻な問題が入ってきてそのことが子育て支援に向かうことにつな

がった。私は下町の向こう三軒両隣の支え合いの中でたくさんの人に可愛がられて育ったことが深い体

験となり、下町の風土の中で子育て支援を考えてきた。子育て支援拠点事業は、地域の中にかつて下町

にあった子どもの見守り、育て合い、支え合いを掘り起こす拠点なのだろう。優しかったおばちゃん、

おっかなかったおじちゃん、お姉ちゃん、お兄ちゃんなどの地域の人々にたくさん来てもらいたいとい

うのが、私の「みずべ」立ち上げの思い。

1991 年に公設公営で「みずべ」を開設した。地域のいろいろな人に「みんなで子育てするひろばを

作りたいので、お手伝いに参加してくれませんか？」と呼び掛け、多くの人にボランティア参加しても

らった。囲炉裏のようなボランティアコーナーをつくり、その日が終わるとみんなで集まって話すのを

楽しみにしていた。抱っこおばさん、肝っ玉母さん、ハーモニカおじさん、花咲おばさんなど、いろん

な人がそれぞれの持ち味や得意分野を活かして活動し、学習会も行った。みんなで子育てをするという

ことを形にしたく、利用者、ボランティア、スタッフの 3 者で隔月 1 回「みずべ会議」を開き、みずべ

の運営を一緒に考えた。親しまれ温もりのある心のオアシスのような雰囲気をつくろうと努力した。

地域の中の子育てひろばとして 5 つの活動内容がある。指標にな

ると枠組みができ、私がいなくても活動が拡がり進化していく。ま

るで保育の 5 領域のような形で拡がっていく。

また、出会いを大切にしたいと、ゆったりとできる居場所をつく

るように心がけた。壁一面に子どもの笑顔の写真を集めて貼り、子

どもの笑顔が満ちる街にしようとメッセージした。

◇渡辺顕一郎さん

2010 年度内閣府の子ども・子育て白書「結婚をしていない理由」の調査結果によると、家族を食わ

せる自信がない男性、家庭に縛られたくない女性の姿が浮き彫りとなっている。団塊の世代に育てられ

た団塊ジュニア世代は、父親不在の家庭で母親が苦しんできた姿を見て育ち、結婚や家庭に夢を持てな

い人が多い。もちろん、その中であえて結婚した人もいるが、その結婚した人達はどうなのだろう。

『子育てひろば 0・1・2・3 育ちの詩』の中にある、「頼れる人のいない土地や子どもにつきっきりの

長く心細い一日、ろくに家事もこなせず、うつろに考え込む。自分の存在は一体何の価値があるのだろ

う。孤立感が高まるにつれ、自信を失っていった。」というメッセージは私の胸にグサリと刺さった。

1980 年～2008 年の 4 年生大学の男女の進学率を比べると、わずか 30 年弱の間に男性は 1.5 倍にな

っていないのに、女性は 3.5 倍となっている。男女共同参画社会の中で女性もどんどんキャリアを持つ

ようになってきたにもかかわらず、結婚、出産となると、自分の住む場所を変える、仕事を変える、や

めるなどの負担を一身に背負うのは今でも女性である。男女共同参画社会という理念はあるが、理念と

現実の乖離の中で一番苦しい思いをしているのは母親である。そのしんどさをしっかりわかっていない

と、母親が子育てに向き合えない大変さを理解できないのではないか。子育てに向き合えないというの

は母子関係の中だけで問題が起こっているのではないので、母子関係の中だけで解決できる問題ではな

い。その人が背負っているひとりの女性としての生き方、社会人としての生き方と密接にかかわってい

るのだというところを見ていかないと、今の子育てのしんどさはわからないのではないか。

活動内容：5 つのひろば

① 遊び・ふれあいのひろば

② 学びあいのひろば

③ 育てあいのひろば

④ 分かちあいのひろば

⑤ 支えあいのひろば



＊基調講演（対談）

◆新澤誠治さん

今は子どもを育てにくい社会、子どもが育ちにくい社会と思う。思いの言及というのはひとつの生き

方だが、もうひとつは時代の中に人間が生きていて家族があり、そこにいつも新しいニーズがある。「み

ずべ」の「リフレッシュひととき保育」では理由を問わずに子どもを 3 時間預かる。お母さんたちがひ

とりになりたい、ちょっと休みたいということで必要になる。以前は利用する人が限定されていたのが、

今は新しい人も利用している。保育をするボランティアも「子ども家族支援士」として収入が入ること

で自信につながる。これからは無償のボランティアだけではだめで、活動を有償にすることを考えてい

く必要を感じる。また、児童虐待の問題にも取り組んでいる。障害児の母が遠慮してひろばの利用をや

めてしまうので、これではいけないと「すこやかマンデー」を始め、「みんなで理解し合うからもっと

お母さんが自信を持って」とひろばに返していく。こうした母親のリフレッシュとしてもニーズがある。

新しい時代の中で生まれてくる要求はたくさんあるだろう。

先日、「みずべ」の研究会で、親子の姿やかかわりで気になることを 30 ほど書き出し、その背景、ど

うしてそうなのか、どのように対応するのかを話し合った。例えば、イライラして子どもをしかる、ダ

メダメと禁止抑制が多い、安全志向が強い、集団の中でひとりでポツンとしている、心を閉ざし暗い表

情をしているなど、それぞれの背景を考えると、生活や子育ての中で心に余裕が持てなく子どもを感情

的に受容できない、できる・できないにこだわる、人とかかわることに自信が持てない、人の目がとて

も気になりありのままの自分が出せないなど、「ああ、こういう時代なんだ」と感じる。私達はマイナ

ス面を見るだけでなく、今のお母さん方には新しい力やいろいろな資格を持っている人がたくさんいる

ということにも目を向ける必要があると思う。

◇渡辺顕一郎さん

ガイドライン作成に際して研究班だけだと考えが凝り固まってしまうので、汐見稔幸先生と新澤誠治

先生に話を聞いた。「ひろばでお母さん達が子どもから目を離して話に夢中になっている事例について

どうなんでしょう？」と聞いた際に、新澤先生は「本当に気を付けなくてはいけないのはひろばに来て

も子どもから目を離せない親で、そちらの方がよっぽど心配だ」と応えた。確かにそうなのです。今の

親は四六時中子どもから目を離せないで暮らしているが、ひろばやセンターは唯一安全な場所であるか

ら、「ひろばに来た時くらい子どもから目を話して、お母ちゃんたちでしゃべらせてよ！」という人の

方がヘルシーで、ここに来てもずっと子どもを目で追いかけている人の方が実はそこに何かがあるので

はないか。それなのに私達は、子どもを目で追いかけているお母さんは立派なお母さんで、おしゃべり

しているお母さんを困ったお母さんだと逆に見ているのではないか。家庭でほとんど母子が密着して過

ごしていることが多いので、子どもにしてみてもひろばに来た時くらいは、「かあちゃん、口出しせん

といて。子ども同士で遊ばせて」と思っているかもしれない。保育士さん達の「ちゃんと子どもを見て

いてくださいよ」という言葉を聞き、子どもは心の中で「やれやれ、ここに来ても母ちゃんの監視付き

で遊ぶのか」と思っているかもしれない。私達のやっていることは反対なのでは。物の見方は難しい。

私達が見ているのはそのお母さんが過ごすひろばでの 2、3 時間であり、家ではどう子どもと向き合っ

ているかは分からない。ソーシャルワークの世界では、むしろ大きな問題を抱えている親、虐待をして

いる親など、何か見せたくないことを抱えている親の方が支援者の前でよい親を演じていることが多い。

子育て支援の場は、お父ちゃんたちの居酒屋と同じではないか。女性の方が男性よりソーシャルスキ

ルが高いので、女性はお酒を飲まなくても自分を出せる。たまには母親という役割からちょっと外れて、



＊基調講演（対談）

オアシス的な居酒屋の役割のひろばが必要なのではないか。学校より居酒屋の方が私は好きだ。

ひろばは親だけの場でなく、子どもの場でもある。「ユニセフレポート 2003」では、日本人の子ども

は「自分は孤独だと思うか」という質問に 29.8％がイエスと答え、こんなに飛び抜けて高い国は他にな

かった。「自分は不器用と思うか」「場違いと思うか」という質問に 18.１％の子どもがイエスと答えて

いる。日本の子どもは自己肯定感が低く、自分嫌いで社会の中で孤立感を感じている子どもが多い。

どうして日本の子ども達は自分が好きになれないか。それは、乳幼児期からの発達の積み重ねが影響

しているのではないか。

大人を信頼する、安心・安定して過ごせる、自発性が芽生えるというのは、保育所保育指針にも反映

されている乳幼児の発達の基本である。それは、個性を大切にする・受容することから始まる。

支援者がひろばに来た子ども達の個性をしっかりと大事にして受容すると、子どもは自分をありのま

まに大事にしてくれる支援者が好きになる。好きになるということは、そこに信頼関係が生まれる。好

きな人がいるひろばで安心して過ごせるようになり、自分からかかわって遊んでみようと自発性が生ま

れる。さらに支援者がその自発性を大事すると、さらに子どもが支援者を好きになる、とこのサイクル

がぐるぐると拠点の中で循環していくが、同じことは親についても言える。親がかわいがる、親を好き

になる、家庭で安心して過ごす、自分から親とかかわろうとする、それを親がもっと大事に受け止めて

いく。このサイクルが、家庭でも、拠点でも、地域でもぐるぐる回っていくことで、子どもが安心して

安定して過ごせることにつながる。

◆新澤誠治さん

子どもを遊ばせにくい社会になった。子ども自身が、自己肯定感が持てないということがとても大き

い。子ども自身がありのままいきいき過ごす姿があまり見受けられなくなり、物の取り合いの時に「い

や」と言えるような自我が育ってこないということが起こる。これは、親子の関係で愛着関係ができに

くいということ。子どもが愛されているという実感が持てないでいる。本当に愛されて満たされたら、

自分が好きになり、人が好きになる。私が「みずべ」でずっと言ってきたことは、祝福のシャワーを浴

びせること。子どもが誕生したことを喜び、その成長をみんなで見守り、「大きくなったね」「りっぱに

なったね」と言ってあげることがとても大事と思ってやってきた。「みずべ」の職員は振り返りの中で

個性を大
切にする
受容する

大人を

信頼する

安心・安
定して過
ごせる

自発性が
芽生える

支援者が受容する

親がかわいがる

支援者を好きになる

親を好きになる

拠点で安心して過ごす

家庭で安心して過ごす

自発的な遊び、

かかわりが芽生える

自分から親と

かかわろうとする

子どもの発達の基本：

信頼・安定・自発性の関係



＊基調講演（対談）

「子どもの成長の花が咲いた」とよく言う。ああ、いい言葉だなあ。ひろばに来た子どもは成長の芽で、

ひろばは土壌だ。豊かな土壌の中で子どもがいきいき遊び、芽を光らせていく。ひろばの中心となる 0・

1・2 歳の芽生え期に必要なものは愛着感の全盛期で、子どもと身近な大人の情緒的な結びつきが大事で、

それがすべての基礎となり、スタートラインになる。「上手になったね」「がんばったね」「好きだよ」「い

い子だね」という言葉をかけていくことがとても大事。自立への一歩として、母親の膝から離れて友達

の中に入っていく後押しをする時期ではないか。「リフレッシュひととき保育」の時に親から離れると

子どもは泣く。泣くととっても切ないが、あれも自立の一歩と思う。

この前、みずべで、子どもの笑顔の写真を A４の台紙に貼って 100 枚くらい壁に貼っていた。今のお

母さんは絵や家族の写真で綺麗に作るのがとっても上手。

子育て支援の場は、子どもの笑顔を広げる場所だと思う。「みずべ」ではクリスマスに、僕の長男の

としひこがつくった「♪世界中の子ども達」をお母さん方がコーラスするが、お母さん方が仲良くいき

いきしていると子どもはいい顔をする。世界中の子ども達が笑って暮らせる場になっていきたいですね。

◇渡辺顕一郎さん

子どもの笑顔が増える場であれば、お母さん達にとってもとてもうれしいこと。ひろばに来るお母さ

ん達は、何のためにひろばに来ているのか。実は 1 位から 3 位まで「子どもの友達をつくってあげたい」

「子どもを安全に過ごさせたい」「子どもに様々な遊びをさせたい」と子どものことが続き、4 位にやっ

と「（自分の）話し相手がほしい」が出てくる。今の親は自分自身も支えられたいけど、子どものこと

を一番に考えている。子どもがいきいきと過ごせれば、それは親の喜びにもつながる。私達がつくるひ

ろばは、本当に子どもが楽しく過ごせる場になっているかどうか。

ブラジルでは、幼い子どもがおもちゃの取り合いをすると、最後におもちゃを取った方が褒められる。

日本では、先に手を離した子どもが褒められるが、個人主義のブラジルでは、最後まで自分の主張を貫

き通した方が偉いと言われる。文化ひとつ違うと全然違う。

大人が口を挟むよりも、子どもは子ども同士の世界で学べることがたくさんあるのではないか。もし

かしたら、私達が過度に「ああしなさい」「こうしなさい」「今日はこんなプログラムをするからみんな

参加しなさい」と形を作ってしまっていないか。むしろ形を作っていない、「何もないけど、ここに来

たら楽しいよ」という場をつくる方がよっぽど難しかったりする。そこをどうやって深めていくかが大

事。ぜひ、明日の分科会で考えてみてください。ガイドラインの詳しい中身については、資料を読んで

みてください。

◆新澤誠治さん

私は「みずべ」のスーパーバイザーをしているが、「みずべ」は年々進化していると感じている。子

育て支援拠点は時代の中に生きていて、時代とともに進化していくものと思っている。

子育て支援を 5 年、10 年やっていくと、みんなとってもいい顔になる。それは理屈でなく、子ども

の姿や親の姿を肌で感じる中で自分の感性を重ねていくからで、親や子どもと一緒に考えて何かそこに

手を携えていこうということを続けていくから、その軌跡が優しく逞しい顔をつくるのだと思う。



＊シンポジウム

「子どもと家族、スタッフ、地域、

みんなが育つあったかひろば

～北の大地からの提案」

コーディネーター 奥山千鶴子さん （NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長）

シンポジスト 柴川明子さん （むくどりホーム・ふれあいの会代表）

中谷通恵さん （NPO法人お助けネット代表）

中山美知子さん （地域子育て支援センター「おひさま」・鉄道弘済会旭川保育所長）

猪口信幸さん （恵庭市子ども未来室子ども家庭課長）

助言 河西邦人さん （札幌学院大学経営学部教授）

河野和枝さん （さっぽろ子育てネットワーク代表・北星学園大学社会福祉学部准教授）

■プログラム趣旨

さまざまな立場で子どもと家族を応援する人や機関が、お互いの特色を生かしながら、学び合い、

つながり合って活動する意義を考える。

■活動報告

◆むくどりホーム・ふれあいの会

代表 柴川明子さん

札幌市において初めてバリ

アフリー公園の計画が持ち上

がり実現した。その後、公園前

にある自宅を皆さんに開放し

て「むくどりホーム」を開設し

て 15 年になる。カナダ視察において、普通の一軒家に親子がつどい、仲良く暮らす姿が印象となっ

ての開設であった。なかなか、運営に対する助成が得られないのが課題である。紹介 DVD の中で、

「お金も払わず、私はここでただで育てられている」と発言したボランティアの姿が印象的であった。

◆NPO 法人お助けネット 代表 中谷通恵さん

転勤により白老町に住むようになって、自分と同じように知り合いがいない母親の不安をやわらげ

る場をつくることができればと考え、育児サークルを結成した。ある時、子育てのことで意見を新聞

に投稿したところ保健師の方が反応してくれたことがたいへんうれしかった。育児サークル、ひろば

事業の受託、平成 19 年度からファミリーサポート事業受託。平成 21 年度から「訪問型家庭教育相談

体制充実事業｣開始。これは、行政側から情報をいただいて実施した事業である。

◆旭川市地域子育て支援センター「おひさま」・鉄道弘済会旭川保育所長 中山美知子さん

子育て家庭の孤立や子育ての負担感が増える中、身近な保育所が保育のノウハウを活かして、地域

の子育て支援に関わりたいと考えている。子育てサロン、子育て講座、相談、サークル支援、赤ちゃ

ん教室などを実施している。

シンポジウム



＊シンポジウム

◆恵庭市子ども未来室子ども家庭課長 猪口信幸さん

世界の子育ての中で、カナダとニュージーランドに注目してきた。その共通点は、

① ボランティア：市民主体のボランティア活動

② 普遍的育児支援：生命の大切さ。すべての子どもと親が対象

③ 家族支援の視点：親には援助が必要、親が子育てに自信をもつことが大切

ニュージーランドで約 70 年の歴史をもつ「プレイセンター」を行政、非常勤スタッフ、リーダー

のお母さん方 3 者が自費で見学し、我が国で初めての公設プレイセンターとして開設した。プレイセ

ンターの目標はシンプルで、「家族が一緒に成長する～Families growing together～」ただ一つ。子

どもの遊び、親自身が主体であることを大切に、競争・比較・評価をしない世界から子育てに自信を

取り戻せると確信している。新しい価値を生みだし、質的変化を紡ぎだしたい。

■全体討議

◆奥山千鶴子コーディネーター

ひろばは、みんなが育ち合う場である。一律に「こうしなくては」というこ

とではなく、「こういうことを求めているのでは？」と察知して寄り添うことが

できるよう、スタッフとしての構えが必要であろう。その日その日で、場にい

るみんなで作り上げていく子育てひろばのあり方については、明日の分科会で

大いに討議してほしい。

◇行政との連携・協働について

【中谷】行政は敷居が高いと思われがちだが、パートナーシップが大切。行政は住民とともに、市民も

できることを担っていかなければ地域は良くならない。

【柴川】「バリアフリー公園をつくりましょう」の意見にいろんな人が協力してくれ、冬でも遊べるバ

リアフリー公園がつくられた。その隣にある「むくどりホーム」については週 3 回 5 時間の開

設で地域子育て支援拠点事業「ひろば型」の要綱に添っているが、札幌市は子育て支援拠点を

民間委託しないとしており、公的な補助は全くない。

◇事業者間のネットワークについて

【中山】これまでの活動で、地域子育て支援にかかわる保育士の気持ちに変化がおきた。保育所の中で

は一定の理解や経験があっても同じ職場の職員に相談できずに孤軍奮闘していたが、連絡協議

会ができたことで、「自分も同じ」と感じることができたと感じる。

◇フロアーからの質問・意見

Ｑ．「むくどりホーム」は、障害のある子もない子もともに育ち合うという全国的にもお手本となるひ

ろば。何とか「むくどりホーム」存続のため、札幌市に公的支援を考えてほしい。「むくどりホー

ム」の存続へエールを送りたい。

⇒【柴川】常勤スタッフは置かず、3 か月ごとのボランティアで何とか継続を試みている。「むくどりホ

ーム」は、高齢者も子どもも障害がある人も受け入れているという多様性が逆に行政の枠組

みと異なっていることも支援を受けにくい要因となっていると思われる。

Ｑ．白老の行政との協働で活動上の支障はないのか？

⇒【中谷】行政から委託の条件は 2 つあった。1 つ目は、地域の子育て支援拠点となること。2 つ目は、

ファミリーサポートセンター事業も実施すること。建物は無償貸与され、事業費で人件費を



＊シンポジウム

捻出している。特に活動上の支障はない。

Ｑ．行政は担当者が変わると引き継げない場合もあるかどうか？

⇒【猪口】残念なことだが、確かに担当者が変わると、これまでと変わってしまうことがある。市民の

力で行政を育ててほしい。

■助言者から

◆河西邦人さん

白老町は、人口 2 万人の町、財政的に厳しい時期に市民力を

借りることにし、市民と行政の協働した信頼の絆の 20 年の歩み、

「信頼」がキーワードにあった。

新澤先生の基調講演では、子どもと親の「育ち合い」がテー

マであったが、行政と民間も同じである。「個性を大切にすると

信頼が生まれ、自発性が高まり、新しい活動に発展する。」

行政と民間との協働も育ち合いが生じていると感じられた。

◆河野和枝さん

私が所属する「さっぽろ子育てネットワーク」は、「親が育つ」をテーマに様々な立場の人が活動

している。当事者は、あてにされる関係性の中で、あてにされているメッセージが伝えられることで

育つ。支援者は、ともに育ちながら、支える力を育てていく、育っていくことを育てていく、という

視点が大切。地域も支える力となり得る。関係をどう育むかは、社会的な課題である。行政の役割は

本来は支える力のはずだが、地域まで降りてきていない現状がある。行政が地域の力を引っ張ってい

くのでなく、当事者も、地域も、ボランティアも協力しながら作っていくことが必要である。

■北の大地からの提案として、最後にキーワード

【柴川】「冬でも遊べるバリアフリー公園とその隣にあるあったか広場」

【中谷】子育て支援がなぜ必要か。拠点の認知度を上げていきませんか。

「子育ての発展のために拠点が必要」と声を上げていきましょう。

【中山】親と一緒に親の代弁者として活動してきた。保育所だけでやっていてもだめ。

「子どもが育つことは喜び、子どもがいるまちは温かくて住み心地のよいまち」

【猪口】「子どもが成長する、両親が成長する、スタッフも成長する、行政も成長する子育てひろば」

■コーディネーターまとめ

北海道は出生率が低く、人口密度の高い札幌と道内の他の市町村の状況は大きく異なっている。転

出入も多く、核家族化が進んでいる。このような北海道の子育ての課題について考えることは、日本

全体の子育ての課題を象徴的に考えることに通じるのではないかと思っている。子育てひろばは、子

育て家庭の芽生えの時期に関わる大事な事業である。子育てひろば・拠点から社会を変えていこう！

というささやかな声を大きな声へ。これからの日本の家族や社会のあり方を補完していく場の一つと

して子育てひろばは存在するのではないか。草の根的な支え合いからはじまったこの事業のルーツを

北海道で感じることができた。明日の分科会は、今日の話合いを活かして大きな花を咲かせてほしい。
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■参加者の感想

◇シンポジウムのコーディネーターや発表者の「思い」の素晴らしさに感銘を受けました。沢山大変な

こともあったのでしょうが…こうして自分の思いを実現させる努力と行動力に拍手を送りたいです。

◇子育て支援拠点が、行政からの働き掛けで発生したのではなく、子育て当事者の強い想いが、周りを

動かし行政を動かし、さらに輪が広がり、発展し、現在の広場に成長したと聞いて、思いを伝えるこ

との大切さを改めて実感しました。

◇シンポジウムもいろいろな事例があること、みんながんばっているんだ、ということを知ることがで

き、私も！と思えることができました。行政も、できることを実行に移していきたいです。シンポジ

ウム、映像がとても良かった。現場の雰囲気が伝わってきました。どの団体も自然体であることとス

タッフの力量を改めて感じました。

◇自分のところで始めようとしている事業のヒントになることがたくさんあり、行政としての支援や協

働がどうあればよいかを考える材料をたくさんいただきました。同時に事業に対する思いが外れてい

ないという確認にもなりました。今さらですが、様々なお話を聞くことや「学ぶ」ことが「楽しい」

という気持ちになりました。ありがとうございました。

◇地域に暮らす者にとってあったかい地域（よい意味のお節介があり、気遣い合っている）をつくるこ

とが、今、本当に求められており、子どもの面だけでなく、高齢者、小・中・高校生、障がいのある

人、外国人、働いている人が早く帰って地域がつくれるよう、行政、NPO、市民が縦割りを超えて協

働するしかないとまた強く思えました。

◇北海道内の子育て支援が全体的に順調に広がっていることを感じます。行政側からの一方通行の働き

掛けでは限界があります。その時に市民の皆さんの側からの積極的な働きかけがあることで、バラン

スを保てると思います。予算面ではどうしてもすべてのご要望にお答えできないこともありますが

（行政としての仕事の範囲が子育て分野に限られていないため）、その中でも子育てに関することが

いかに重要なポジションを占めているかを常に情報共有することで、少しずつ前進する気がしており

ます。（一担当としての意見にすぎませんが…）

◇行政が意外に…すみません…こんなに力をいれていると思わなかったので驚きましたが、行政が一緒

にやっていくと本当に力強いです。こちらが強い想いがあっても世の中の人に理解してもらうのに時

間がかかったりしますが、行政と一緒だと信頼感が加わり、早く理解してもらえるので心強いと思い

ました。

◇北海道の子育て支援の現状がよく分かりました。札幌市の行政が子育て支援事業をまる抱えしている

現状を改善しようと思わないのか、なぜ「行政がします」と言いきってしまうのか？？？ 市民が生

き生きと生きることができる、参画できる拠点の場を地域へ、地域の市民へ手渡してもらいたい。

“むくどりホーム”に拠点事業を！！



＊交流会

会場：ホテルニューオータニ地下１階

レストラン「フォーシーズン」

参加者：125 名

■当日の流れ

全国各地から来られた参加者のみなさんと一緒に、和洋中ミックスされた北海道の美味しい山海の

幸を囲みながら交流会を開催させていただきました。

◇開会のことば 酒向憲司さん（北海道保健福祉部子ども未来推進局長）

◇分科会紹介 2日目の分科会紹介を各コーディネーターよりお話しいただきました。

◇団体紹介 北は北海道、南は沖縄県…と各地から沢山の方々にご参加いただきましたので、時

間の許す限り参加していただいた方々にマイクをまわし、団体の紹介や活動の PR

をしていただきました。

◇クイズ大会 豪華商品をかけたクイズ大会！ 会場は笑いと熱気に包まれました。出題されたお

題目はセミナーに関する問題と北海道にちなんだ問題。景品は実行委員の地元で有

名なお菓子やお酒、ラーメン…と“北海道”を感じていただけたことと思います。

◇閉会のことば 新澤誠治さん（子育て支援推進センターみずべの会代表）

■参加者の様子

全国から来られた講師の方々や参加者の皆さんと直接交

流しながら、日々の活動を語り合ったり、悩みや疑問を聴

き合ったり、情報・意見交換をしたりしながら親睦が深め

られていました。会話も弾み、和やかな時間はあっという

間に過ぎてしまったようです。

■参加者の感想

◇北海道の子育てに関わる人々の熱い思いがよく伝わる交流

会でした。

◇交流会のお食事はとてもおいしかったです。ごちそうさま

でした。各会場がホテルだったので、サービスもよくとて

も気持ちよく受講させていただきました。

◇交流会は初めての参加でしたが、知り合いの方が増えて楽

しかったです。

◇道内外から日本全国集まられた方々で温かく、会が持たれ

たように思います。もっとたくさんの仲間と参加すれば良

かったと思いました。

◇交流会でも、いろいろな県や道の方たちと交流することが

できてよかったです。クイズも楽しかったです。

交流会 （オプション企画）



＊交流会

来年度の全国セミナーは大阪府で開催されます。

大阪府の職員の方へバトン（鮭半身の燻製：トバ）

を渡して引継ぎをしました。

参加していただいたみなさんに、それぞれの団

体の紹介や活動の PR をしていただきました。

第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin

ほっかいどうの実行委員が勢揃いです。

「さて、問題です。記念すべき第 1 回目のセミナ

ーの開催地はどこだったでしょうか？」

「正解は…、神奈川県横浜市です！」などなど。

和気あいあいとした温かい雰囲気の中でクイズ

大会が行われて、とても盛り上がりました！

ひろば実践者のお父さん的存在である新澤誠治

先生と北海道の子育て支援を長く支えてこられ

た浜栄子先生に温かなエールをいただきました。

ご参加いただきありがとうございました♪

司会担当の佐藤委員。貸切りのレストランは参加

者 125 名の熱気でいっぱいでした。


