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Ⅰ　はじめに

　日本の子育て家庭における育児形態の変化や意識
の低下は、「育児の孤立」という問題を抱えた。そ
の背景として、子育てに対する経済的負担や仕事と
の両立の困難性、核家族化・都市化の進展にともな

う家庭の養育力の弱体化や地域社会との繋がりの喪
失が考えられる。子どもの豊かで健全な育成を家庭
の力だけに託することが難しいという課題が、表面
化したのである。柏女（2017）も、「高度経済成長
とともに地域社会の互助は崩壊に向かい，その結果，
そうした前提そのものが崩れ，子育ては急速に閉塞
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的な状況を示すようになった」１）と述べている。こ
うして、国は様々な政策研究会等を設け子育て支援
対策についての論議を重ね、少子化社会における子
育において第一義的な育児責任は家庭における親が
有するが、同時に社会全体で「子育て家庭の支援」
に取り組む施策を打ち出すことの必要性を明確にし
たのである。
　1994年、厚生省を中心に文部省、労働省、建設
省の４省合同による「今後の子育て支援のための施
策の基本的方向について（エンゼルプラン）」２）が、
子どもを生み育てやすい環境づくりとともに、少子
化傾向に歯止めをかける目的で施策された。これに
より、｢子育て支援｣ という言葉が広く社会一般に用
いられるようになったのである。エンゼルプランは、
保育の充実（低年齢保育、延長保育等）などの「仕
事と子育ての両立支援（子どもを産み育てやすい環
境づくり）」を果たせる対策の他に、「家庭における
子育て支援（地域の子育て支援センターや保育所な
どに併設される、育児相談や育児サークルの支援）」
等の保育関連事業の施策が大きな特徴である。この
ことは、女性が子育てをしながら、仕事も充実でき
る社会の仕組みを目指したといえる。
　エンゼルプランを契機に「安心して子育てができ
る社会」にと、様々な制度創設・改正等が行われ、
既存施策の充実が図られたが、「少子化」に関する
楽観的な考えや、「子育て支援」に対する国民のニー
ズが解消されることはなかった。
　2015年４月、「子ども・子育て支援新制度」３）が

「子ども・子育て関連３法」の制定を受けて制度化
され、さらなる子育て支援拠点事業の改革が行われ
た。これは、「地域の実情に応じた子ども・子育て
支援」であり、就労を伴わない子育て家庭を含む「す
べての家庭及び子どもを対象とする事業」である。
この結果、全国的に子育て支援事業は増加していっ
た。この地域子育て支援拠点を担う施設は、厚生労
働省による「地域子育て支援拠点事業実施要項」に
基づき、公共施設、保育所、児童館、NPO等があ
る。なかでも、児童館は地域の子育て支援拠点とし

て、すべての保護者及び子どもを対象に「子育て中
の親子交流や子育ての不安・悩みを相談できる場の
提供・情報提供」を実施している。
　本論は、子育て支援施設の一つであるＡ市Ｆ児童
館が実施している日常的な子育て支援の実態を踏ま
え、地域における子育て支援の役割や課題を検討し、

「子育て支援が目指すものとは何か」について提起
することを目的とする。

Ⅱ　児童館における子育て支援の実践

（１）地域の子育て支援拠点である児童館
　児童館は児童福祉法第40条に基づく児童福祉施
設である。1947年、「児童厚生施設は、児童遊園、
児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増
進し、または情操を豊かにすることを目的とする施
設とする」４）と規定され、都市環境の悪化による遊
び場不足、子供の交通事故の多発などから、東京に
住む「児童」のために建設が進められた。現在、全
国に約4,541館が存在（2019年10月現在）５）している。
　2004年、閣議決定された「少子化社会対策大綱」
により、2005年、「子ども・子育て応援プラン」６）

が策定された。この施策の実施を通じて、すべての
子どもと子育てをする保護者を支援する取組を推進
することが明確化された。すなわち、「子どもが健康
に育つ社会」、「子どもを生み、育てることに喜びを
感じることのできる社会」といった「目指すべき社
会の姿」が提示されたのである。児童館においては、
地域子育て支援拠点事業の概要における「基本四
事業」の「親子交流・相談援助・情報提供・子育て
講座の設定」を、「親と子の育ちの場」として提供
することが挙げられた。したがって、児童館は18歳
未満の児童が対象であるが、親予備軍とされる思春
期・青少年期の子どもや子育てを行う保護者など幅
広く受け入れていく必要性が生じたのである。
　片岡（2016）は、｢現代子育て環境の変化は、子
育てを難しくしている。（中略）子育て経験もなく、
発達の流れも分からず、子育て経験者から子育ての
仕方を教えられる機会もない母親は、手さぐり状態
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で孤独な子育てに翻弄されている」７）と述べており、
川﨑（2019）は、「様々な社会的な環境の変化にさ
らされながら、常に子どもと向き合う保護者は不安
やストレスを抱え育児と対峙している」８）と捉えて
いる。現代社会において児童館は「親子の育ちを育
む場」として、地域子育てに欠かせない機能を担っ
ているのである。
　厚生労働省が行った「地域児童福祉事業等調査
の概況『放課後児童クラブ・児童館』」９）による
と、児童館の子育て支援に関して「乳幼児・子育
て支援活動」を実施している施設は80.2％であり、
その活動内容（基本四事業）は「サークルへの支
援」42.6％、「相談業務」66.4％、「子育て情報提供」
72.2％、「子育て講座の開催」52.2％であった。
　児童館は現代社会においては、「子育て支援」と
いう名の下、「乳幼児」や「保護者」のために業務
の裾野を広げたといえる。

（２）Ｆ児童館における「子育て支援」の実態
　現在、筆者は児童館（Table 1-1 Ｆ児童館）に勤
務しており、業務の子育て支援においては「相談支
援」、「親子交流の事業（イベント含む）」、「子育て
情報提供」等を行っている。主な対象者（来館者）
は保育所・幼稚園・認定こども園等に通っていない
０歳〜２歳児とその保護者（5,390名）であり、2019
年度のＦ児童館における来館者数の全体比（幼児と

保護者の施設利用）は34.3％（児童施設利用65.7％）
であった。これらの保護者に対する育児の不安や悩
みを軽減し、子育てが楽しく豊かに行えるよう事業
を通して、地域における子育て支援拠点として役割
の一翼を担っていると実感している。
　しかし、Ｆ児童館は過去からの実績として、幼児
事業よりも児童事業を優先する傾向があった。それ
は「児童館なのに何故、幼児事業をしないといけな
いのか」、「幼児や保護者にとって、児童館は本当に
必要なのか」という偏りのある認識や、縦割り行政
の仕組みにより他部署との協働がスムーズに機能し
なかったことが一因ではないかと感じている。
　また、自治体の体力が脆弱のため、職員の職務の
多様化、組織内就労環境の変化、複雑な勤務体系
の問題を抱えた。これにより、一部の児童館の民営
化や職員の削減によるマンパワーが弱体化したこと
も挙げられる。所属職員の誰もが子育て支援ができ
る専門性を有しているわけではなく、（職員の資格要
件は教員・保育士・社会福祉士のいずれかの資格を
有する者）幼児事業を十分に実施することが困難で
あった。そのため、他館と比較すると実施内容や回
数といった実績が減少したと捉えている。
　児童館の機能は、厚生労働省における「地域子
育て支援拠点事業の概要」10）によると、連携型の支
援施設に該当する。この概要に示された「基本事業」
は、①子育て親子の交流の場の提供、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子育て及び子育て支援に関する講習等の
実施である。児童館はそのため、①〜④の事業を従
事する職員が効率的かつ効果的に実施しなければな
らない。しかし、Ｆ児童館は上記の要因で、④は実
施されていない。また、概要に示された「従事者」
においても、子育て支援に関して意欲があり、子育
てに関する知識・経験を有する者（１名以上）に児
童福祉施設等の職員が協力して実施すると明記され
ているが、子育ての専門性を持った職員が必ずしも
常駐している環境ではなかった。
　したがって、地域の子ども家庭福祉の担い手とし

Table 1-1　2019年度 Ａ市児童館年間来館者数
　　　　　（幼児・保護者）

名称 運営 摘要（年間来館者数 乳幼児・保護者数）

Ｂ児童館 指定
管理

幼　児5270（全体比24.6％）
保護者4100（全体比19.1％）

Ｃ児童館 運営
委託

幼　児4114（全体比25％）
保護者3618（全体比22％）

Ｄ児童館 公営
直営

幼　児2259（全体比16.6％）
保護者2912（全体比21.4％）

Ｅ児童館 公営
直営

幼　児3096 （全体比26.4％）
保護者2331（全体比19.9％）

Ｆ児童館 公営
直営

幼　児2530（全体比16.1％）
保護者2860（全体比18.2％）

市内児童
館全体

幼　児17269（全体比21.9％）
保護者15821（全体比20.1％）
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て、質の高い子育て支援を行うためには、他の子育
て支援を有する施設との連携が不可欠な状況であっ
た。

（３）Ｆ児童館の「子育て支援」の実践
　Table 1-2は、Ｆ児童館の2019年度における幼児
事業の実施内容である。児童館職員が主に実施して
いる事業は「Ｇ」、「Ｈ」、「Ｉ」、「Ｊ」、「Ｋ」等の交
流提供や、親子交流イベント等である。また、「Ｌ」、

「Ｍ」、「Ｎ」等、講師を招き子育て講習等の事業も
実施している。
　＊の印で示した「Ｏ」、「Ｐ」の事業は、子育て家
庭支援センターの所属の保育士らとの連携を図った
事業（主に相談業務）である。Ｆ児童館の地域には

「子育て家庭支援センター」「公民館」、「福祉センター

（保健所）」、「保育所」等の子育て支援の機能を有す
る施設が多く点在する。なかでも、「子育て家庭支
援センター」とは「地域の子育て支援」の充実のた
め、2019年度より本格的に連携を図る体制がとられ
た。「Ｏ」の実施回数は年間（2019年度）で17回実
施し、延べ388名の参加者があった。
　Table 1-3のような「Ｇ」は、児童館の職員による
子育て支援の事業である。地域の乳幼児とその保
護者を対象に季節を意識したイベントを行うことで、
児童館における子育て支援の事業PR活動に繋げる
よう実施した。参加者は108名（42組）、内訳として、

Table 1-2　2019年度 Ｆ児童館実施幼児事業
プロ
グラ
ム

項目
実施
日数

（回）

延べ
人数

（人）
指導 内容

Ｇ 交流
情報 4 347 職員 親子の土曜日

イベント

Ｈ 交流
相談 8 222 職員 親子の

トランポリン指導

Ｉ 交流
相談 71 1032 職員 大型遊具の自由解放

と相談業務

Ｊ 交流
相談 27 299 職員 大型遊具の自由解放

と相談業務

Ｋ 交流
相談 37 415 職員 遊具（ドミニ）の自

由解放と相談業務
Ｌ 交流 4 53 講師 親子の体操指導

Ｍ 交流 5 99 講師 親子のリトミック
指導

Ｎ 交流 3 28 講師 親子のヨガ指導

＊Ｏ
交流
相談
情報

17 388

子ども家
庭支援セ
ンターの
保育士

子ども家庭支援セン
ターの保育士による
相談業務等

＊Ｐ
交流
相談
情報

10 142

子ども家
庭 支 援
センター
が委嘱し
たボラン
ティア

子育てサポーターに
よるつどい（わらべ
歌・絵本・折り紙・歌・
手遊びうた・工作・
体操・相談等）

「親子交流」は交流　「相談援助」は相談　「情報提供」
は情報

Table 1-3　2019年度 Ｆ児童館実施幼児事業「Ｇ」

事業名 実施日・時間 事業・
活動目的 事業内容

Ｇ「 ク リ
スマス会」

2019・12・7
土曜日

地域の乳幼児
とその保護者
を対象に、季
節を意識した
イベントを行
うことで、子
育て支援の事
業PR活 動 に
も繋げる

クリスマスに
ちなんだ手遊
び、遊び 歌、
おはなし（大
型 紙 芝 居 ）、
工作（サンタ
のだるま落と
し）、遊び歌
コンサート等

実施所属 場所
児童館

（職員６名）
講師（１名）

プレイルーム

参加方法 工夫してい
る点 成果 課題

申込
（先着順）

・実施日は父
親 が 参 加し
やすい土 曜
日を設定
・市HP掲 載
やポスター・
チラシを作成
し、 子 育 て
支 援施設等
に配布
・幼児に限ら
ず 乳 児も楽
し める事 業
内容の工夫

今年度より幅
広い家庭への
子育て支援を
鑑み、土曜日
に実施し回数
も増 やした。
その結果、保
護 者 間 に 事
業 が 認 知 さ
れ、参加数が
大幅増となっ
た。（ 特 に 父
親の参加増）
参加者の声、

「家族で楽し
めた」、「次回
も楽しみにし
ている」、「児
童館でこのよ
うなイベント
があるとは感
激」等

・近隣の保育
所・児童館と
のイベントが
重 複し 参 加
者の分散・混
乱を招かぬよ
う、互いの日
程を調整・相
談を行うこと
が必要
・申込 当 初、
プレゼントや
工 作 の 準 備
の 為、30組
限定としたが
申込開始直後
から多数の応
募があり急遽
定 員 を40名
に増やした。
応 募 数 が 読
めず定員の設
定が難しい

参加者
108名

（42組）
子ども
乳児14名
幼児42名
保護者
男性12名
女性42名
計108名
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乳児14名、幼児42名、保護者54（男性12名、女性
42名）であり、2019年度より、「Ｇ」の実施日を平日
から土曜日に変更した結果、父親の参加が極めて増
加した。イベントの内容はクリスマスにちなんだ手
遊び、遊び歌、大型紙芝居、工作、遊び歌コンサー
ト（講師を依頼）等であった。
　父親の参加が増えたことは、育児は夫婦の協同で
あり、男女共同参画・ワークライフバランスを意識
する社会環境からも、意義のある事業になったので
はないかと考える。また、このようなイベント的要素
をもった事業を実施することで、児童館に馴染みの
ない保護者にも、児童館の子育て支援の活動や「子
育て家庭支援センター」との連携事業を周知できる
機会となり、「地域の子育て支援」のさらなる充実に
繋げたことになると捉えている。
　Table 1-4の「Ｏ」は、「子育て家庭支援センター」

の保護者が保育士と気兼ねなく話（相談援助）がで
きるように、児童館の職員は別の部屋で「Ｉ」とい
う異なる事業を実施し、幼児の遊びを提供・サポー
トしながら、交流・相談援助・情報提供等行う事業
である。勿論、児童館の職員も相談支援を行うが、
ケースにより連携を図りながら実施している。
　この日の参加者は35名（17組）。内訳として、保
護者17名、子ども18名（男児８名、女児10名）であっ
た。保護者は子どもに気兼ねなく相談を行うことが
でき、また、子どもも自由に遊ぶことができるため、
回を重ねるごとに参加者、リピーターが増加した。
　Table 1-5の「Ｐ」は、子ども家庭支援センターの
保育士が委嘱した「サポーター」（ボランティア）が
仲間づくりの場や相談支援の提供等を目的として実
施している。事業内容は季節の歌、手遊び、読み聞
かせ（絵本）、うた、工作、体操等である。この事
業に児童館の職員も別の部屋で「Ｋ」という異なる
事業を実施して、幼児の遊びをサポートしている。
　この日の参加者は10名（５組）内訳として、保護

Table 1-4　2019年度 Ｆ児童館実施幼児事業「Ｉ」・「Ｏ」

事業名 実施日・時間 事業・
活動目的 事業内容

Ｉ（児職）
Ｏ（子家職）

2019・10・3
木曜日（月に
概ね２回、実
施）

幼 児 の 遊 び
を提供しなが
ら、交流・相
談援助・情報
提供等行う

保 護 者 が 別
室で相談をし
ている際、プ
レ イ ル ー ム
に大きなおも
ちゃを出し、
幼児の遊びの
サポート、保
護者同志の交
流サポート、
相談援助、情
報提供等

実施所属 場所
児童 館職
員（２名）
子ど も 家
庭 支 援セ
ンター（２
名）

・プレイルー
ム（児職）
・幼児プレイ
ルーム（子家
職）

参加方法 工夫している
点 成果 課題

自由来館 保 護 者が 安
心して子ども
を預けられる
ように、相談
中は子どもの
安全をしっか
りと見守る

保護者は子ど
もに気兼ねな
く相談を行う
ことが でき、
また、幼児も
自由に遊ぶこ
とができ参加
者が増えてい
る

子ども家庭支
援センターの
共同事業とし
ている為、い
かに迅速に情
報共有、打合
せをするには
どのようにす
ればよいか

参加者
35名

（17組）
子ども
男児8名
女児10名
保護者
女性17名
合計35名
児職は児童館職員、子家職は子育て家庭支援センター
の所属の保育士

Table 1-5　2019年度 Ｆ児童館実施幼児事業「Ｋ」・「Ｐ」

事業名 実施日・時間 事業・
活動目的 事業内容

Ｋ
Ｐ（ ひ な
まつり会）

2020・2・10
　月曜日（月
に１回実施）

地域の乳幼児
とその保護者
を対象に子育
て支援の一環
で、相談支援
や仲間づくり
の場の提供等

手遊び、遊び
歌、読み聞か
せ（絵本）、歌、
工 作（ ひ な
まつり工作）、
体操等

実施所属 場所
児童館

（職員２名）
サポーター

（５名）

プレイルーム
幼 児 プ レ イ
ルーム

参加方法 工夫している
点 成果 課題

自由来館 相 談 援 助を
丁寧に行い、
リピーターの
方を増やす

・保護者が工
作を行ってい
る時に子ども
が親から離れ
て楽しめてい
た
・長年、参加
していた保護
者が保育所入
園 の 為、「 お
世話になった」
と挨拶に来た

保護者の再来
をより増やし
たい

参加者
10名（５組）
子ども
男児２名
女児３名
保護者
女性５名
合計10名
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者５名、子ども５名（男児２名、女児３名）であった。
サポーターは、地域に在住する子育て経験豊富なベ
テランママが多く、「近所の知り合い」のような気さ
くな語らいができると、リピーターが多い。
　子ども家庭支援センターの保育士が児童館で子育
て支援を行うことは、保育士としての特性を生かし
た子育て支援の役割を果たせることに繋がり、さら
に、児童館の職員も協働することで、情報共有や各々
の相談に対する意見交換等がスムーズにでき、地域
における子育て家庭の養育力向上に繋げる重要な要
素になっていると思われる。また、保護者からの相
談における困難な事例に対しても、他機関や専門機
関に繋げやすいと感じている。様々な機関の専門性
を有する人材を得ることで、より保護者のニーズに
寄り添う支援が可能となると考えられる。
　2018年、川﨑が行った「子育て支援施設（保育所・
幼稚園・認定こども園・児童館）における保育相談
支援の現状と課題に関する調査」11）によると、児童
館の利用者（保護者）の「相談支援についての所感」
について、「いつでも相談したいときは相談できる場
所があるというのは心強い」、「育児のストレス発散
になる」などが示された。児童館に来館する保護者
のニーズは「わざわざ相談機関にいかなくても『児
童館』という身近な施設で聞いてみよう」または「遊
びに行ったついでに相談してみよう」という気楽な
ものから、誰にも相談できる環境がなく問題解決の
ための窓口として来館するという、細やかな対応が
必要なものもある。
　児童館は地域で子育てをする全ての保護者の健
全な子育てと養育力向上を、他機関と連携・協働し
ながら下支えしていると感じている。

Ⅲ　地域子育て支援の役割

（１）地域子育て支援拠点事業とは
　地域子育て支援拠点事業の目的は、利用する子育
て中の保護者とその子どもが気軽に集い、交流や育
児相談ができる場所や子育ての情報を提供すること
にある。

　地域の子育て支援施設には、一般型や連携型、ま
たは地域機能強化型がある。連携型の代表的な施設
は、前節で述べた通り児童館である。
　一般型の代表的な施設としては、保育所が挙げら
れる。他にも厚生労働省の通達「特別保育事業の実
施について」に基づく公共施設、民間のマンション
やアパート、商店街や民家などに、地域の子育て拠
点を常設し子育て支援の取り組みを行っている。い
ずれも子育てをする親子が同じ悩みを共有し、交流
がもてる場である。また、子育てに関する情報提供
や収集、施設によっては所属する保育士・保健師・
栄養士・看護師等が子育てや子どもに関する専門的
知識や経験に基づく相談・援助、子育てサークル等
への支援、特別保育事業等の積極的な実施・普及
促進及びベビーシッターなどの地域の保育資源の情
報提供等、様々なサポートを行っている。
　地域機能強化型は公共施設等で利用者支援の充
実を図る取組や世代間交流、訪問支援、地域ボラン
ティアとの協働することで、地域での子育て支援の
基盤の構築・再生を図る等を行っている。

（２ ）保護者が地域子育て支援拠点施設に求める子
育て支援

　地域の子育て支援施設を利用する保護者は、子
育てが孤立化しているため、不安感・負担感の軽減
や、子ども間の多様な関わりを求めていると考えら
れる。しかし、いざ子育て支援サービス（相談・イ
ベント参加・講座参加等）を受けるとなると、「気楽
に利用できない」と、その一歩を踏み出す勇気がも
てないこともあるようだ。
　「多機能を有する地域子育て支援拠点の取組が利
用者にもたらす効果及び包括的な子育て支援事業の
展開に果たす役割等に関する調査」12）において、身
近な地域で実施される多機能な子育て支援サービス
を利用した場合の理由を見ると、「拠点で実施され
ていることにより、安心感があったから」51.5％、「拠
点の掲示物や職員の説明により、支援内容を以前か
ら知っていた」40％、「拠点で実施されていることに



− 177 −

東京未来大学研究紀要  Vol.15　2021.3

より、利用手続きなどがしやすかった」31.5％等となっ
た。
　保護者は地域において、複合的な連携・協働を図
れる子育て支援の場所（施設）を期待している。ま
ずは訪問し易い身近な施設を利用することで、多様
な子育て支援事業のサービスを受けられることが重
要なのであろう。
　また、同調査のサービスを利用した効果として
は、「子育てで困った時に頼れる人や場所が増えた」
90.1％、「サービスを使うことへの抵抗感が軽減され
た」89.8％、「子育ての悩みや心配ごとが軽減された」、

「子育ての孤独感や孤立感が軽減された」82.1％等
であった。
　保護者は我が子が育ち行く身近で馴染みのある地
域の施設を足掛かりに、地域の子育て施設を利用し
始めることで、各々の事情にあったサービスを適宜
に受け、あるいは参加することで悩みや不安を解消
することに繋げられる。
　こうして、「地域子育て支援事業」は地域の子育
て支援機能と連携することで、より保護者のニーズ
に近い支援が可能となると考えられる。

Ⅳ　子育て支援の課題

（１）子育て支援の役割や課題
　少子化社会において、地域の子育て支援の役割
は、「地域社会全体で子育てに参加する」ことである。
しかし、現在、筆者の職場における子育て支援への
取り組みは、保護者の特性やニーズの多様化、子ど
もの姿の多様化、職員の資質・労働条件の多様化等
の様々な課題があると感じている。こうした子育て
支援を運営・実施する上で、支援施設における課題
への改善の取組は必要不可欠であり、ここで明確化
したい。
　第一に、施設の「数」から「質」を旦保すること
が望まれる。厚生労働省の示す子育て支援事業は多
様化を極め、「子育て支援」は親子が集う支援拠点
をつくることが目的ではなく、その施設でどのような
事業を行うのかを問わなくてはならないと考える。

　第二に、国の施策「ニッポン一億総活躍プラン」
として、2020年度末までに「子育て世代包括支援セ
ンター」13）を全国展開することを目指すこととされ
ているが、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支
援を確保する機能を持つ「仕組み」を実施するため
に、様々な子育て支援施設の「質の担保」や役割の
見直しが、問われていると捉えている。
　第三に、支援施設は保育所や幼稚園と異なり「通
園」という括りがない。そのため、新しい施策とし
ての情報提供（広報活動）やPR活動の工夫が問わ
れると言える。より多くの保護者を支援・援助する
ことで、相乗的に地域の子育て環境の向上が期待で
きるのではないか。
　第四に、本来、厚生労働省の方針は小規模の子
育て支援施設を地域拠点と位置付けて、交付金を出
すというものであった。しかし、自治体が設置した
大規模な施設が拠点となることで、地域に点在する
小規模施設との役割を整理し明確にする必要が出て
きたと考える。
　第五に、施設はどのような「型」（コンセプト）を
目指すか、明確にすることが重要であると考える。
例えば「預かる」をコンセプトにした「サロン風」
を意識した施設、「父親支援」を意識した施設等、「型」
を意識した施設拠点を運営するということが重要で
はないか。働き方改革や男女共同参画という視点に
立ち、子育て支援施設は「母親あるいは女性のもの」
という固定観念からの解放、さらに創設の理念を守
りつつ、新しい時代やニーズに対応しながらも支援
事業を如何に推進していくかが求められている。

（２）子育て支援施設の目指すものとは
　網野（2015）は、｢近代社会、現代社会の歩みは
必然的に実の親以外の社会的親を子育ての舞台から
遠ざける方向を促進させ、（中略）家庭と地域社会
との交流を閉じられたものとする方向を強めること
となった。このことが大きく影響して、家族の連鎖、
親子の連鎖がスムーズに回転しにくくなってきてい
る｣ 14）と述べている。現代社会や親にとって重要な
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子育ての基盤である「家庭」の不安定化は、親、と
りわけ母親の育児による負担を増大させるばかりか、
不安感や孤立感を与えることとなった。さらに、小
規模化した家族関係や親族関係、近隣関係の希薄
化により、母親が主体となる子育ての傾向が強まっ
ていったのではないか。こうした背景が母親の育児
不安、育児負担、孤立感を生み、結果として、子育
て機能（子どもの結婚、出産、出生の循環）の不安
定化が進み、負の循環や負の連鎖をもたらしやすい
状況になったと捉えている。このようなことから、「子
育て支援施設」の機能は法制度の改正・改革により
拡充され、様々な子育て支援が実施される社会に変
容している。
　しかし、地域における各子育て支援施設の実施方
法や内容については、施設間の役割が明確に定まっ
ていない。Ｆ児童館周辺にある子育て支援施設にお
いて、実施される具体的な「支援」の内容はかなり
重複している。地域で共存する子育て支援施設の特
性と相違点を明確にするべきではないかと考える。
横山（2019）も、「『誰が、誰の支援をするのか』と
いう定義を明らかにすることによって、施設の役割
も、より明確になってくるのではないか」15）と述べ
ている。
　そのためには、さらなる各施設間の情報共有及び
連携が必要となる。Ａ市（Ｆ児童館を所管する自治
体）が開催する会議は年に３回程度である。この頻
度の連絡会議では調整が不十分である。しかし、会
議等が増加すると、職員の負担も増加することが懸
念される。今後はSNSを有効に活用した会議や連携・
協働等を図り、各施設で行う具体的な「支援」の取
捨選択を行うことで、より充実した地域子育て支援
の事業を展開したい。
　さらに、今後の「地域の子育て支援」は、施設の
職員等が支援をする、親が支援されるといった一方
向的なものではなく、地域社会活動の一環として子
育てを経験した世代と現役の子育て世代との交流を
通した「循環型の支援」に移行していく必要がある
と考える。例えば、子育て経験者が自ら得た知識を、

子育て期間中の親に伝えるプログラムに小学生・中・
高校生が参加することで、世代間交流となる。それ
は、次世代の親としての親育ての準備や社会・地域
の連帯感にも繋がる。知識に自らの経験を交えるか
らこそ、多世代にも興味深く伝わるのではないだろ
うか。
　このような次世代育成支援プログラムを構築する
活動を、子育て支援施設の重要な支援策として目指
し、更なる子育て支援の体制づくりや環境整備を柔
軟に進めていくことが必要ではないかと考える。

Ⅴ　おわりに

　今日、「子育て」は保護者の深い愛情と地域社会
の子育て支援機能の中で、安心と喜びをもって育ま
れるべきものとなった。反面、地域社会は高齢化が
進み、子どもの数が減少することで、地域社会が果
たす役割や機能は脆弱化している。こうした現状に
あっても保護者と地域の力が結びつくことで、子育
て支援の輪が広がり、新たな連携や体制が構築され
るよう努めていきたい。
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