平成 24 年 12 月 20 日
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会

「地域子育て支援拠点事業」が、子ども・家庭支援に果たす役割
１．地域子育て支援拠点事業の経緯
1993 年
1995 年
2002 年
2007 年

保育所地域子育てモデル事業創設
地域子育て支援センター事業に名称変更
つどいの広場事業創設
地域子育て支援拠点事業創設
地域子育て支援センター事業とつどいの広場事業に児童館の子育て支援も入れ、
統合・再編。

2008 年

地域子育て支援拠点事業の法定化
第二種社会福祉事業に位置づけられる。

２．草の根からはじまった活動が第 2 種社会福祉事業へ
・2002 年（平成 14 年）に国庫補助事業「つどいの広場事業」は全国で 28 か所であった。
→2011 年(平成 23 年)は、ひろば型 2,132 か所。
センター型 3,219 か所、児童館型 371 か所。合計 5,722 か所。

◆地域子育て支援拠点事業の４つの柱
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子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

2007 年（平成 19 年）NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 設立
2011 年（平成 23 年）「地域子育て支援拠点事業ガイドライン」発行［中央法規出版］
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３．乳幼児期の家庭支援の必要性
●育休中も含めて 3 歳未満児（0～2 歳児）の親の ８割は、在宅で子育てをしている。

●「地域子育て支援拠点事業」は、
「すべての子育て家庭」を対象とした事業として、親子が身近に最初に
出会う、地域のセーフティネットである。
●地域子育て支援拠点は、子どもの発達への不安、引越し等に伴う親の社会的孤立、多胎児・ひとり親
家庭などの個別課題を含めた多様な当事者ニーズに対して、民間／公的子育て支援メニューを含めた
社会資源をもとに、虐待等の予防も含めた継続的、包括的に支援する機能を持っている。
●児童相談所の相談件数では、0 歳～就学年齢以前の乳幼児が半数近くを占め，出産直後からの対応が
求められている。虐待予防の視点でも、継続的で身近な受け皿となる拠点の整備は喫緊の課題である。
平成 21 年度児童相談所における児童虐待に関
する相談の年齢構成（内閣府子ども・若者白書）

高校生・
その他, 5.7%

中学生,
14.7%

0～3歳未満,
18.3%

3歳～学齢前,
23.7%

小学生, 37.6%

●乳幼児期は、子どもにとって基本的信頼感が醸成される重要な時期であることから、子どもの身近な養育
者である親への支援は不可欠である。親として子どもにどう関わっていくか、子どもの自立にむけて青少
年期を見据え、継続して学びを支援していく家庭教育支援の一歩が、地域子育て支援拠点で育まれる。
●多様な子育て家庭が利用する地域子育て支援拠点は、当事者のニーズをキャッチし、相談援助、情報提
供、諸機関との連携など、適切な子育て支援事業や社会資源につなぐコーディネート機能を持っている。
また、NPO 等と協働で担うことで、行政だけでは担えない柔軟な対応にも力を発揮できる。
●専任の子育て支援コーディネーターが、継続的に質の高い支援を担うには、安定的な財源、仕事内容に
見合う賃金で支える必要がある。
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◆「心配な家庭」への支援 ： 現行サービスや制度で拾いづらい子育て家庭の困難を継続的、包括的に支援
・発達不安が強いが、一時保育や認可保育所の入所までは至らず、専門的支援の手前の段階で寄り添う。
・
「子育てに行き詰まりつい手を挙げてしまうが、泣くと通報されるので窓を閉めている」という雑談から、支援に入った。
・夫の暴言により、自分は価値のない人間だと思うようになったが、経済的・精神的ＤＶを受けているという自覚がない。
・子どもに暴言を吐き、子どもの顔にあざが見られるが、その程度ではすぐに児童相談所が介入できない。
・母親に精神疾患があり、子どもも病弱であるが、ファミリーサポート事業や保健師とも連携して長期支援を続ける。
・家族内不和や身体的ＤＶの話を聞き、相談窓口につないだが、本人にＤＶの強い自覚がないので支援につながりにくい。
・乳幼児連れの離婚で追い詰められていたが、ハローワーク利用の間、拠点の一時預かりを利用し、精神的にも支えられた。

支援メニュー

◆一時預かり ◆ファミリー・サポート・センター ◆小規模保育 ◆家庭的保育 ◆病後児保育
◆家庭訪問事業 ◆産前産後支援 ◆再就職支援 ◆幼稚園・保育園情報提供 等

つなぐ
コーディネート
キャッチ
子育て家庭の
多様なニーズ

地域子育て支援拠点事業
認定こども園
●幼児教育・保育 ●地域子育て支援

●転入者
●祖父母

児童館

単独センター・ひろば
●地域子育て支援

●地域子育て支援 ●児童健全育成

●発達不安 ●心の問題 ●虐待の恐れ ●多胎児
●父親 ●育休中 ●求職中 ●ひとり親家庭 等

●保育所待機児童数のうち低年齢児（0～2 歳）が約 82％を占めている。そこには一気に保育所入所とい
う選択でなく、一時預かりや再就職支援、家庭的保育など段階的メニューで緩やかに解決できるケースも
含まれる。産前・産後、保育所、幼稚園、放課後児童と切れ目ないサービスの提供にあたり、0～3 歳未満
児の子育て家庭にアクセスできる子育て支援拠点の果たす役割は大きい。
■年齢区分別待機児童数 （平成 22 年版子ども・子育て白書）

2009年4月1日現在
利用児童数
待機児童数
低年齢児（0～2歳）
709,399人
34.8%
2 0 ,7 9 6 人
8 1 .9 %
うち0歳児
92,606人
4.5%
3,304人
13.0%
うち1・2歳児
616,793人
30.2%
17,492人
68.9%
3歳以上児
1,331,575人
65.2%
4,588人
18.1%
全年齢児計
2,040,974人
100.0%
25,384人
100.0%
(平成22年版 子ども・子育て白書より）
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４．新しい子ども・子育て支援法の実現に向けて
１． 子どもがいる生活が尊重できる社会であること
核家族化で小さくなった子育て家庭を社会的に応援していくことが重要です。子ども・子育て家庭不在の議
論にならないよう、当事者の参画による計画づくり、評価、透明性が不可欠です。併せて、学生時代から子ど
もたちと触れあう経験、地域住民が子育て家庭を応援する仕組みづくりに事業者も参画すべきです。子どもと
家族に関わる事業者は、子育て家庭の代弁者として地域社会への啓発・発信に責任を持たなくてはなりません。
新制度が子ども・若者世代に、応援メッセージを伝えるものであってほしいと思います。

２．すべての子どもを対象に 、2 歳以下の子ども・家庭支援をより豊かに
東日本大震災では、0～2 歳児の親子の状況把握や支援が遅れました。2 歳以下の子育て家庭への支援をより
強化しなくてはなりません。子どもがいる生活の尊重は産前産後から。親の就労に関わらず、子どもと共に親
がエンパワーされる多様な支援サービスが必要です。0～2 歳の支援に関わる財源こそ、多様で豊かでなくて
はならない。身の回りに少ない支援サービスは、緊急時には機能しません。地域子育て支援、一時預かりサー
ビス等、さらに子育て家庭にとって、身近になるよう整備が必要です。
地域型保育給付、子育て支援給付金などの市町村裁量を増やすのであれば、その計画づくり及び評価のため
に当事者及び当事者の代弁者の参画はさらに重要度が増すと考えます。

３．受益者である子育て家庭が参画できること
当事者に寄り添えない支援サービスは必要ありません。国および市町村の子ども・子育て会議については、当事者
及び当事者を代弁できる委員が参画、評価・検証にも参画できること。地方版子ども・子育て会議については、市町
村等の合議制機関の設置努力義務となりましたが、例えば、規模の小さい自治体への配慮が必要であれば、中核市以
上は義務づけ、または作成した市町村へのポイントアップという工夫もあるのではないかと考えます。

４．支援サービスに私の子育てをあわせるのではなく、私の子育てに支援サービスをあわせて！
就労、障がい、経済的状況など子どもと家族がどのような状況であっても、主体的に子育てができる「私
らしい」子育てが実現できるようコーディネーター機能の強化が必要です。コーディネーターを配置する『地
域子育て支援拠点』は、その普及促進と、よりきめ細やかな利用者支援が求められることから、行政職員だ
けが対応するのではなく、当事者に寄り添える体制での実施が求められます。

５．地域子育て支援に関わる従事者の専門性の確立を
地域社会が一丸となって子育て家庭を応援するために、虐待防止や育児不安の解消につながる産前産後から
の早い時期の家庭への支援が必要不可欠となっています。そのためには、幼児教育・保育の専門性の確立とは
異なる、地域子育て支援に関わる従事者の専門性の確立・人材育成が不可欠です。育児休暇中を含め３歳未満
児のいる家庭には特に母子保健及び母子保健を支える地域子育て支援に関わる従事者の育成支援が急務と考え
ます。そのため、児童福祉法に位置づけられた「地域子育て支援拠点事業」
「一時預かり」
「乳児家庭全戸訪問
事業」
「養育支援訪問事業」の担い手については、子育て家庭を包括的に支援する専門性の確立と当事者性を
活かした身近な相談相手としての役割が期待されており、地域子育て支援拠点に設置を予定している子育て支
援コーディネーター（仮称）と共に、資格や研修のあり方について検討が必要だと考えます。
これらの事業に関わる市民の育成無しに、子育て家庭を応援する社会づくりは難しいと感じています。子ど
もの養育に不安を感じる家庭ほど行政・有資格者だけではなく、地域の善意ある人々の関わりが必要だからで
す。同時に善意だけで済まされない地域子育て支援の専門性も求められています。市町村にとっても安心して
事業を推進するためには、担い手や事業者の質の向上が不可欠です。児童福祉法に位置づけられている以上、
早急な研修体制の確立を求めたいと思います。
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うた

作品集「子育てひろば０１２３育ちの詩」より抜粋

資料１

（＊子育てひろば全国連絡協議会が地域子育て支援拠点の利用者、スタッフからの投稿をまとめた作品集）

育ちあい
◆２年前、２歳だった息子はトラブルメーカー。おもちゃを取ったり、お友だちを訳も
なく押し倒したり、息子が行く先々で泣き声が上がる。「私の育て方のせいなのか」と
ひどく落ち込んだ。それから２年、４歳になった息子はすっかり面倒見の良いあんち
ゃんだ。下の子たちには優しく、同い年の子とは言葉で思いを伝えながら楽しそうに
遊ぶようになった。その成長した姿がとても嬉しい。
◆母親達は学びあい励ましあい、子ども達はいろんな大人とかかわりながら遊び、ま
るで大きな家族のようでした。子育てで大事なことは、すべて支援センターが教えてくれました。人間関係が希薄な今
であっても、人と関わることでしか解決できないこともあるのだと気付かされました。

支える
◆家に缶詰で、夜泣き、後追い、授乳、おむつ交換、離乳食、家事が私の生活の
全てでした。ほとんど誰とも会話を持つことが出来ない状態で、24 時間休みなしの
育児。「この子は、自分を困らせるためにいるのでは？」、そんな考えがよぎる自分
に日々罪悪感を覚えていました。
ある日、泣きながらすがってくる子に大きな声で怒鳴り散らしてしまいました。自
分が情けなく、また子どもに申し訳なく、涙が出てきました。それと同時に体から湧
き上がってくる強いやり場のない怒りが自分でも恐ろしくなり、「15 分でも 30 分でも
預かって」と、わらにもすがる思いで託児所へ。しかし断られ、途方にくれ、頭が真っ白になってしまいました。
そのとき「支援センターならきっと話を聞いてくれる」ぼんやりした頭で、電話していました。「お母さん一人では子育
ては無理。抱え込んではいけない」と、子どもを慈しんで育てられない私を責めることなく、励ましてくださいました。
◆３歳の長男は２歳半の時、自閉症と診断されました。多くの問題と向き合う日々です。障害という大きな壁を越えられ
ない私に、先生方はいつも笑顔で接してくれました。そして、私と息子のために、一人で遊ぶスペースを作ってくれま
した。息子にはすごく大事なスペースです。不安な気持ちを落ち着かせて、また出て遊ぶ勇気をくれます。障害を理
解していなければ、対応は違うと思います。
そんな笑顔の力もあり、私も少しずつ笑えるようになりました。そして気付いた事。ママが笑っていないと子どもも笑っ
てくれない。子ども達と皆さんの笑顔に救われ、私の世界は色をもどしていきました。

つなぐ
◆実家が遠い私にとって大きな心の居場所となった。子育ての喜びも悩みも分かち合
える。他愛のない会話で笑い転げたり、時には転勤していく友だちに涙したり。一人じ
ゃない、みんなで子育てしていけるって幸せ。
◆急な転勤で福岡から沖縄へ。右も左もわからない土地での初めての子育て。どんな
に淋しく心細かったか・・・。ある日、先輩ママから「ママと離れて友達と遊べるようにな
ったさ。成長しているさ～」と。この言葉がどれだけ嬉しかったことか。沖縄に来て「一
人で子育てがんばらないと」と、肩に思いっきり力をいれていた私。自分の子どもをちゃんと見ていてくれる人がいると
いうこと。私は一人じゃないんだと肩の力が抜けていくのがわかりました。

地域の人たちと
◆小学３年生の今もフリーマーケットや、玉ねぎほり、などいろいろな楽しい行事に参加
することができました。また、学校の帰り道、ひろばの前を通ると、いつもスタッフの人た
ちが、声をかけてくれるのでほっとします。ひろばの前の薬局のおばさんも、おぼえてく
れているので、ちょっとてれくさいです。（ひろばの元利用者）
◆そこでは５、６人のおばあちゃん達がサポーターとして積極的に子どもと関わり、遊んで
くれていた。その優しい眼差し、大らかな包容力、あったかい手。和やかな空気にすっぽり
包まれてしまった。「ママっていうものは、ただでさえガミガミ言っちゃうものでしょう。いい
のよ、ここでは黙って見てなさい。暴力とやんちゃは違うんだから」 そう言って“やんちゃ”な息子を自由に遊ばせてくれ
る。喧嘩も勉強。経験豊富なおばあちゃん達がいつも見守ってくれている。
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NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会の紹介

資料２

【設立の目的】
平成14年度より国庫補助事業として創設された「つどいの広場事業」の活動が全国的に普及していくこと
に伴い、子育てひろばが社会的に認知され、重要性が増す中、さらに実践者への支援を安定的に供給し、
「身近な子育て拠点として、妊娠、出産、乳幼児期の子育て家庭の拠り所となる子育てひろばの質を確保
し、普及・促進する」ために設立。現在、支援者・利用者双方の立場に立って、質の面から子育てひろば
の発展を支える唯一の全国組織。

会員総数：９１６ (団体８４０・個人７６） ※平成 24 年 11 月 30 日現在
その他28
3%
商店街活性化事
未回答23
業2
3%
0%
なし74
自治体独自63
9%
8%

児童館型8
1%
センター型84
10%

生活
その他38
商店街振興組 協同
組合
5%
合2
21 企業18
0%
3%
2%
学校法人 41
5%
社会福祉法人
91
11%
社団・財団22
3%

ひろば型558
66%

社会福祉協議
会 29
3%

市町村直営
105
12%

NPO/任意団体
473
56%

●研修セミナー
・地域子育て支援拠点研修事業（全国 7 か所・こども未来財団との共催）
・地域子育て支援拠点従事者のための研修（基礎研修・応用研修）
・リーダー研修
●調査研究
・地域子育て支援拠点『つどいの広場』を活用した障害児支援の可能性の検討（平成 19 年度）
・地域子育て支援拠点事業におけるガイドライン作成のための調査研究への協力（平成 21 年度）
・子育て支援コーディネーターの役割と機能（平成 24 年度）
●拠点従事者のための研修プログラムの開発
・基礎研修・応用研修プログラムの開発とテキストの作成
●拠点運営のための会員支援
・ひろばコンサルテーション事業
・子育てひろば総合補償制度（ひろば保険）
・電話・メール等での相談対応
●広報・情報提供
・地域子育て支援に関わる制度改善のための提言・啓発
・地域子育て支援事業に関わる最新情報の提供
・メールニュースの配信
・会員向け情報紙発行
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研修の様子

