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Ⅰ．はじめに

本稿では、福祉教育・ボランティア学習の観点から、「学びの生成」と「居場所」について考察す

る。次に、筆者が現在かかわっている子どもの居場所づくり実践の諸相を個々の実践者に報告していた

だいた。

Ⅱ．研究の問題意識・目的・方法

Ⅱ－１.本研究の問題意識

「孤立死」｢セルフネグレクト ｣等々、地域の中で複雑多岐にわたる社会問題が山積する状況の中で、

「貧困の連鎖」や「社会的孤立の深刻化＝コミュニティ意識の希薄化」の問題は非常に深刻な地域福祉

の今日的課題となっている。このため多くの人々は現在の生活と将来への不安を「生きづらさ」として

実感している。一方、家庭では育児放棄や児童虐待、学校では、不登校やいじめ、児童生徒による暴力

行為などの問題も顕在化し続けている。これらの問題は、福祉教育・ボランティア学習研究における根

源的課題であり、個々の課題に即時的に対応するだけでなく、課題の社会的分析を踏まえ、将来の市民

を育むための福祉教育・ボランティア学習実践研究が求められている。

内閣府『平成 27 年度版子ども ･若者白書』によると、子どもの相対的貧困率は 1990年代半ば頃から

おおむね上昇傾向にあり、平成 24（2012）年には 16.3％となっており、その人数は 300 万人余りに上

ると言われている。子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は 15.1％であり，そのうち，「大人が一人の

世帯（ひとり親世帯）」の相対的貧困率が 54.6％と、「大人が２人以上いる世帯」に比べて先進国の中で

も非常に高い水準となっている。このような背景から、平成 26（2014）年１月に「子どもの貧困対策

法」が施行された。

松岡広路（2009）は「多くの学習者にとって『彼岸の問題』とされている社会的 ･ 福祉的課題が ､ い

かに自らの問題として意識化されるか、あるいは、自分を取り巻く課題や潜在的問題がいかに意識化さ

れるのか、という『当事者性』に係わる学習についての問いである１」と福祉教育が今日的社会問題に

コミットすることの必要性を指摘している。

2005 年には全国社会福祉協議会福祉教育推進検討委員会が、「平和と人権を基盤にした市民社会の担

い手として、社会福祉について協同で学びあい、地域における共生の文化を創造する総合的な活動」と

して、「地域福祉を推進するための福祉教育」を提唱し、学校や社会福祉協議会（以下、社協）を中心

に福祉教育・ボランティア学習実践が展開されている。　

また、2012 年に出された『社会的課題の解決に向けた福祉教育のあり方研究会報告書 ｢ 社会的包摂

にむけた福祉教育〜共感を軸とした地域福祉の創造〜 ｣（全社協）』では社会的包摂を社会的孤立や排
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除の問題としてもとらえ、地域住民が多様な生き方を受け入れ、本人が社会参加できるような地域づく

りのための福祉教育のあり方と視点について言及している。

このように、福祉教育は、単に知識として福祉を学ぶだけではなく、人権意識や共生意識の醸成、社

会的課題に立ち向かう力を育成することで、「地域における共生の文化を創造」をめざすことが大きな

目的である。　

しかし、福祉教育実践の現状を真摯に鑑みると、依然として主にフォーマルエデュケーション（学校

教育）やノンフォーマルエデュケーション（学校外教育）といった意図的教育を中心に展開されている

傾向がみうけられる。そこでは個人の意識や行動変容に重点が置かれ、コミュニティを構成するする

人々相互が、出会いと交流の中で往還的に学び合い、相互に影響力を与えあいエンパワーメントしてい

くといった、インフォーマルエデュケーション（無意図的学習、インシデンタル（偶発的）な学習）

や、コミュニティの視点からの福祉教育・ボランティア学習研究は、今まであまり注目されていなかっ

たといえる２。

Ⅱ－２.　研究目的

本研究の目的は、「子どもの居場所づくり」実践において子ども ･ 支援者（実践者）双方に生起する

学びの可能性とその意味を明らかにすることである。このため、「子どもの居場所づくり実践において

は、支援の対象となっている子どもだけでなく、支援に関わる者（支援者 ･実践者）も、往還的な交流

を通して、双方にインフォーマルエデュケーション（無意図的な学習）が生起し、子どもの居場所づく

り実践の場が、福祉教育・ボランティア学習実践の場となり得る」という仮説を立て考察していく。

Ⅱ－３.　研究方法　

本稿では、「子どもの居場所 ･ 学習支援活動の実践は、対象となる子ども達への支援のみにとどまら

ず実践者や活動支援者にとっての学びや生きがいづくりにもつながっている」との仮説を立て、筆者も

関わっている子どもの居場所 ･学習支援に関わる８名の実践者の実践報告を分析することを通して、子

どもの居場所づくり実践でのインフォーマルエデュケーション（無意図的な学習）の生起を生むのかを

検証する。

Ⅱ－４.　倫理的配慮　

本稿で掲載する子どもの居場所実践事例は，個人を特定するような表記は行っていない。また、報告

いただいた「子どもの居場所実践研究会」のメンバーが所属する社会福祉協議会や団体等の各機関に対

しては，事前に文書または口頭により掲載の承諾を得ている。

Ⅲ．実践における「学び」の生起とその評価の困難性

本章では、福祉教育・ボランティア学習の観点から「学びの生成」と「居場所」の２つのキーワード

を基に「子どもの居場所づくり実践」のもつ機能についての考察を行う。

佐藤学（2006）は、学びの生起について以下のように述べている。「協同的な学びにおいて学びの主体

はあくまで個人であり、グループ活動の中で決して一体化を求めず、むしろグループ内の個々人の考え

や意見の多様性を追求している。学びは同一性からは生まれてこない。学びが成立するのは差異におい

てである３」
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渋谷英章（1990）は ､ 教育と学習を同義と捉えるクームス, P. (Coombs, P.H) の概念を援用して、高度

に制度化・組織化された教育を「フォーマルエデュケーション（学校教育）」、学校外の制度化 ･組織化

された教育を「ノンフォーマルエデュケーション（学校外教育）」、制度化 ･組織化されていないあらゆ

る無意図的学習を「インフォーマルエデュケーション」､ と分類している４。インフォーマルエデュケー

ションについて、もう少し詳しく説明すると、「あらゆる人々が、日常的経験や環境との触れ合いか

ら、知識、技術、態度、識見を獲得し蓄積する、生涯にわたる過程。組織的、体系的教育ではなく、習

俗的、無意図的な教育機能」である。

従来の学校教育においては、カリキュラムに基づくフォーマルエデュケーションが重要であり、客観

的な評価をおこないにくいインフォーマルエデュケーションはあまり重要視されない。しかし、福祉教

育 ･ボランティア学習にとっては、インフォーマルエデュケーションも非常に重要であり、いかにイン

フォーマルエデュケーションを生起させるかがきわめて重要である。

Lave&Wenger（1991）は、「学習はこの生きられた世界での生成的な社会実践の欠くことのできない

一部なのである５」と述べている。石黒広昭（2004）は、「レイヴらの立場の特徴として『学ぶのは共同

体』であり、『学ぶのは学習の (context) に参加している人たち』であり、さらに『学習は共同参加者間

にわかちもたれているのであり、１人の人間の行為でははない』と、学習を個人の問題からコミュニ

ティの問題へとシフトしていることがあげられる（略）このことが、レイヴとウェンガー自身に『状況

的学習の考えは、現場の学習 (learning in situ)、為すことによる学習 (learning by doing) よりは包括的な

概念をねらった』と言わしめている。レイヴとウェンガーにとって、あらゆる知識は活動に埋め込まれ

ており、さらにあらゆる活動は状況に埋め込まれている。したがって、学習はあらゆる活動に埋め込ま

れている一側面であり、学習は社会的実践のある断面に過ぎない。このように考える時、学習研究の課

題はこの社会的実践をどのようにとらえるかということに収斂する６」（下線筆者）と、状況に埋め込

まれた学習について解説している。

本研究の「子どもの居場所づくり実践」においても、レイヴとウェンガーが指摘する「学習はあらゆ

る活動に埋め込まれている一側面であり、学習は社会的実践のある断面に過ぎない」といった子どもの

居場所づくり実践に内在する学習性に筆者は注目している。

松本大（2006）は、成人教育研究の視点から「社会的相互作用に着目する重要性は認識されているも

のの、学習過程における社会的相互作用はまだ十分論じられてきていない７」「インフォーマルな学習

やインシデンタルな学習の価値は認識されているものの、あくまでも講座や研修会といった事業を通し

たノンフォーマルな学習についての分析が中心であったように見える８」と、インフォーマルな学習や

インシデンタルな学習を研究することの困難さを指摘している。

山住勝広（2004）は、エンゲストローム（1999）によって理論化された「拡張的学習」について、「仕

事や組織の実践の中で、人々が現状の矛盾に出会いながら、対象との継続的な対話を進め、活動の新た

なツールやモデル、コンセプトやヴィジョンを協働で生み出すことによって ､制度的な境界を越えた自

らの生活世界や未来を実現していくことをいう（略）複雑で流動的で葛藤に満ちた教育実践の新しいコ

ンセプトを、子どもを含む実践者（教師や親や地域住民）が協働で形成していく学び合いのプロセスこ

そ、拡張的学習の焦点である。それは、現状を絶えず批評（自己吟味）し合いつつ所与の制度的な（カ

プセル化した）境界を越えていき、学校から学習のネットワークを徐々に拡げていくプロセスである９。

（下線筆者）」と述べている。

津田英二（2012）は、「インフォーマルな福祉教育実践を丁寧に分析しようとすれば ､場を共有してい

る人たちがその場から多様な力を受け、内的な葛藤や外的な抗争を経験しながら ､必ずしも学習者自身
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にとって一面的・一義的に捉えることのできない個人や関係の変容を把握することになる 10」と指摘し

ている。　

そして、「場のちから」の構成要素として、その場にいる人たちの経験や認識や行為、相互の関係、

活動の内容、物理的な空間の様態、地域特性など多様な要素の総体であると述べている 11。

さらに、津田は、「集まってくる人たちに教育や学習の意図が必ずしもない場に、福祉教育的な意義

を見出すことができる場合を、インフォーマルな福祉教育実践とする。また、その場は、予め福祉教育

的意図を伴って関わる人にとっては ､インフォーマルな福祉教育の場になる。インフォーマルな福祉教

育実践は、さまざまな意図が絡み合う場において、織り成される糸の一本である福祉教育的意図がどの

ように場全体に彩りを与えるかというような視点からみた実践である」と多様な人々が集い、交流する

場における学びの生起の可能性を指摘している。このような津田が指摘する「場のちから」は、「子ど

もの居場所づくり実践」にも通底する。

参加する人たちは、「子どもの居場所づくり実践」への参加が福祉教育・ボランティア学習に参加す

るという意志のもとで参加する人は少ないかもしれない。また、子どもの居場所づくり実践を提供して

いる人々が、必ずしもサロンが福祉教育・ボランティア学習実践の場であるという明確な意識をもって

活動を行っているとはいえない。そういう点においては、「子どもの居場所づくり実践」は、まさに津

田が指摘する「インフォーマルな福祉教育実践」であるといえる。

Ⅳ．「居場所」に関する研究　－「居場所」づくりの実践類型（南出：2015）－

中島ら（2007）は、「『居場所』の定義は、2000 年代以前に発行された辞典には『いどころ』『座る場

所』など物理的な側面だけしか記載されていなかったが、2000 年代以降の辞典では、『身を落ち着ける

場所』などの心理的な側面も盛り込まれるようになってきており、物理的・心理的両方の側面から『居

場所』は定義されている 12」と、居場所の登場時期と社会的背景について整理している。その論文で、

「少年犯罪・少年非行」「いじめ」「自殺」「不登校」等といった子どもに関する社会問題の顕在化・深刻

化が、単に物理的空間であった居場所が、物理的・心理的両方の側面から居場所が注目される要因であ

ると述べている 13。

南出吉祥（2015）は「社会・文化の形成には時間・空間の共有という土台が不可欠である。＜社会＞

なき集団は硬直化・内閉化を生み出し、＜文化＞なき活動は疲弊化し停滞していく。この状況を突破し

ていくためには、あらためて時間・空間の共有という次元に目を向けて ､諸活動を＜場づくり＞の観点

から見つめ直してみることが不可欠である。見知った場・関係による安堵感、場の運営をめぐり生じる

軋轢・葛藤、他者（異質なもの）との出会い、偶然の産物、思いつきの具体化などなど、＜場づくり＞

にはさまざまな契機が混在したまま折り重なっている 14」と、＜場づくり＞の混在性を留意しつつも、

その重要性を指摘している。こういった南出の見解は、津田が指摘する多様な要素の総体である「場の

ちから」と通底する。

南出は「居場所」が果たす３つの機能を、①避難所機能（「社会からのまなざし・期待を受けずにす

む場」）、②自己承認機能（自分自身が受け止められ ､ 受容される場）、③創造機能（外在的な要求・任

務に晒されることなく、自分（たち）なりのやり方で何か新しいものを創造していくことが可能な場）

の３点に整理している。

また南出は、「居場所づくり」の多様な展開例として、「不登校・ひきこもり等各種支援の場」「子ど

も・若者の遊び場・社会活動の場」と「第三の場所（サードプレース）15」をあげて個々の場のもつ意
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味について論究している。「不登校・ひきこもり等各種支援の場」では、抱える課題やそれへの対処は

異なる部分も多いが、支援の土台・枠組みとしては連動したものとなっている実践が多い。「子ども・

若者の遊び場・社会活動の場」では、対象者を困難層に限定しない居場所づくりについて言及し、好き

なようにふるまえる自由な空間として展開され、「第三の場所（サードプレース）」では、機能主義的に

整備された都市空間において、意図的に「隙間」をつくり出していこうとする指向性をあげている。異

質な他者との出会いにより生まれる創発性や ､各自の主体性・能動性が存分に発揮できる自由な空間が

要素として据えられおり、この創造的活動において重要なのは，居場所が生起するのはあくまで創造に

至るあいだのプロセスにおいてであり、居場所という観点からすれば目的は創造物ではないと指摘して

いる 16。

前述の南出は、前述の居場所機能の仮説化のために軸１「開放性（出会い）－限定性（なかま）」と軸

２「活動性（充実）－休息性（安らぎ）」という分析軸を立て、下記のように整理している【図１】。

南出は、この２つの軸による居場所づくりの実践類型として、「①安心の場＝限定＆休息の場」「②自

由な場＝開放＆休息の場」「③創造の場＝開放＆活動の場」「④参画の場＝限定＆活動の場」四つの場を

想定している。
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 この点について、南出は「一般社会においてマイノリティの立場に立たされがちな人びとに19 
とっての居場所の場合、その場の限定性が持つ意義は大きい（略）開放性が高いということは，20 
多様な他者と出会いふれあえるという反面、個別具体的かつ密な関係をつくりづらいという側21 
面もある１７」と述べている。 22 
軸２「活動性（充実）-休息性（安らぎ）」 23 
指標：どの程度の活動が展開されているか。 24 
 この点についても、南出は「活動性が高いほど、そこへ従事することで得られる充実感が満25 
たされ、逆に休息性が高いほど、安心感が満たされる１８」と述べている。このように「活動性（充26 
実）-休息性（安らぎ）」のどちらに重点を置くかのジレンマは「子どもの居場所づくり実践」において27 
も同様である。 28 

【図１】居場所のもつ“４つの場”（南出：2015）

軸１「開放性（出会い）－限定性（なかま）」

指標：その居場所に集うメンバーがどの程度の範疇に広がっているか。

「開放性が高いほど ､ 多様なメンバーが集い、多くの出会いを創出する場となり、他方で限定性

が高いほど ､お互いの仲間関係・信頼関係の醸成に寄与する」

ここで最も留意しなければいけない点は、開放性が高いほど優れた実践であるとはいえない点であ

る。この点について、南出は「一般社会においてマイノリティの立場に立たされがちな人びとにとって
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の居場所の場合、その場の限定性が持つ意義は大きい（略）開放性が高いということは，多様な他者と

出会いふれあえるという反面、個別具体的かつ密な関係をつくりづらいという側面もある 17」と述べて

いる。

軸２「活動性（充実）－休息性（安らぎ）」

指標：どの程度の活動が展開されているか。

この点についても、南出は「活動性が高いほど、そこへ従事することで得られる充実感が満たされ、

逆に休息性が高いほど、安心感が満たされる 」と述べている。このように「活動性（充実）－休息性

（安らぎ）」のどちらに重点を置くかのジレンマは「子どもの居場所づくり実践」においても同様であ

る。　

Ⅴ．子どもの居場所づくり実践の諸相

本章では、筆者が関わっている子どもの居場所づくり実践の概要や成果、実践を通しての学び等を紹

介する。具体的には、①事業・活動名、②実践のミッション・目的、③実践のキーワード、④実践の経

緯、⑤実践の概要、⑥実践の成果、⑦実践からの学び、⑧実践の課題と展望の８項目について、報告い

ただいた。（下線は筆者）

Ⅴ－１.社会福祉協議会による実践

（1）住吉学び合いサポート事業

　　【報告者】大阪市住吉区社会福祉協議会ソーシャルワーカー　吉田美幸氏

質問項目

実践のタイトル すみよし学びあいサポート事業

実践のミッション

　　　目的

　生活保護世帯など経済的に困難な世帯では相対的に高校進学率が低く、高校中退率が

高い現状にある。そのため将来、就労の範囲が狭まり結果的に貧困の世代連鎖という事

態が生じている。この現状の解決に向けて、被保護世帯等の学習意欲を有する中学生を

対象に、ボランティアなどによる、きめの細かい学習サポートを受けることで学力の向

上を図ることを目的に行っている

実践のキーワード 学習の習慣の習得・不登校世帯への支援・学習支援と居場所つくり・ソーシャルワーク

実践

実践の経緯 事業背景　

　家庭環境、経済力の差が教育格差につながり、結果として貧困の連鎖となっている。

これらを断ち切るため、大阪市の福祉施策推進パイロット事業を活用して、平成 25 年７

月から学びあいサポート事業が始まった。開始当初から現在まで単年度事業で毎回公募

により住吉区社協が受託している。平成 25、26 年度は生活保護世帯の中学１、２年生を

対象としたが、平成 27 年度からは、生活保護世帯を含む生活困窮世帯で、中学１～３年

生と対象が拡大された。

　住吉区社協では、これまで培ってきた福祉教育・ボランティア学習の強みを活かし、

住吉区にある大阪市立大学の教授や学生、地域ボランティアとの連携プロジェクトとし

て事業を実施している。事業の実施は次のとおり。
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平成 25年度　　　  ７～３月実施　実施回数 67回

参加中学生実人数　20人　中学生延べ参加数　780人

学習支援サポーター延べ 683人　

平成 26年度　　　  ５～３月実施　　実施回数 76回

参加中学生実人数　17人　中学生延べ参加人数　814人

　　　　　　 学習支援サポーター延べ 834 人　

平成 27 年度　　　  ６～３月実施　実施回数 70回

参加中学生実人数　19人　中学生延べ参加人数 1012人

　　　　　　 学習支援サポーター延べ 732 人　

　住吉区では、本事業を「学習支援」に限定するのではなく、これまで取り組んできた

福祉教育事業のさらなる展開の一環として位置づけ、ソーシャルワーク実践として「生

活支援・生活環境の整備」をも視野に入れて事業を推進している。

実践の概要 いつ？　　　　毎週火曜・金曜　18：45～ 20：45

どこで？　　　住吉区民センター（区の中心部にある）

誰が？　　　　大学生や地域ボランティア

誰に？　　　　生活困窮世帯の中学１～３年生　20人

何を？　　　　国語・数学・英語を中心に

どうやって？　基本マンツーマンで、ソーシャルワークの視点をもって

その他　　　　主任児童委員がボランティアとして、年に３～４回食事会の

イベントを開催してくれる

事業の展開　　①学力向上・学びを通じた当事者支援

　　　　　　　　（一人ひとりに応じた学習支援体制）

　　　　　　　②一人ひとりへのきめ細やかな支援

　　　　　　　③気になる子どもらに対する支援体制の構築に向けた関係機関との連携

　　　　　　　④社会的孤立を解消するソーシャルワーク実践

事業の特徴　　

　子どもたちと年齢の近い大学生が教えるからこそ、中学生の緊張もほぐれやすく、和

やかな雰囲気になっている。学習に関する会話だけでなく、趣味やアイドルの話、将来

の夢、学校や家庭の悩みなど、大学生にだからこそ、話してくれることがある。子ども

たちが学習だけでなく悩みを話せる場であるためにも、大学生の存在は大きい。

　今では大阪市立大学の学生だけでなく、他大学からも参加してくれていて、学生同士

の交流の輪も広がっている。

　また、社会人サポーターが関わってくれているため、「複数の大人の眼」があること

の意味も大きい。中学生のあいさつや礼儀、悪ふざけについては、大学生から注意する

より、大人である社会人サポーターからの注意の方が効果があり、適度な緊張感も生ま

れる。社会人サポーターの存在がなれ合いの場になりすぎない効果を生んでいると思わ

れる。

　区の主任児童委員連絡会の有志が、年に３～４回食事会のイベントを開催してくれて

いる。なかには、参加している中学生を小学生の時から知っている方もあり、中学生の

成長を引き続き見守ってくれている。



－ 8－

福祉教育・ボランティア学習の視座からの子どもの居場所づくり実践

実践の成果 不登校からの脱却（３名）

３名ともすみよし学びあいサポート事業にはほとんど休まず参加していた。うち１名

（Aさん）は、「助産師になりたい」という夢をもち、そのために高校進学を考え、３

年生になってから保健室登校できるようになった。結果、高校も志望校に合格した。

Bさんは、学校への不信感から不登校になったが、勉強したいという思いは持ってい

た。そのため、区役所・保護者・学校と話し合いを重ね、転校することになり、新しい

学校ではクラブ活動にも参加できるようになった。

Bさんが登校するようになって、引きこもっていた兄にも影響を与え、次兄は通信制の

高校に行くようになり、長兄は大学進学に向けて学習するようになり、みごと大学に合

格した。

３人目 Cさんは、保護者の学校への不信感から登校できなくなっていた。Cさん本人は

学校に行きたいと思っていたが、その思いを親に言えないでいた。そこで、学校の先生

がすみサポに来て Cちゃんと面談を重ね、すみサポでは先生に言えない学校への想いを

聞き、本人の気持ちが整理できたところで、Cさん本人から保護者に「学校に行く」と伝

え、登校できるようになった。Cちゃんが楽しく登校することで、保護者の学校に対する

態度も変化がみられるようになった。

また、学習支援サポーターの大学生から大学生活の話を聞くことで、大学に興味を持

つ子どもが増えた。本事業の目的である高校進学は、平成 27 年度は８人（３年生全員）

が合格し進学した。将来の夢を語ること・考えることで、今、何をすべきか中学生なり

に考えるようになっている。

そして食事会等のイベントを続けることで、集団の輪に入ることができなかった子が、

今では積極的に参加できるようになった。

また、学習塾を経営している地域ボランティアの方が、中学３年生に対して「冬季特

別講講習」を開催してくれるなど協力をしてくれている。

子どもたちがすみよし学びあいサポートの場を「ここは楽しい」「自分らしくいられ

る」と言えるようになり、自分の気持ちや思いも話せるようになってきた。

また、学習を教えるわけではなく、楽しい時間を提供してくれる主任児童委員のよう

な地域の大人が関わることで、中学生の社会性が育まれ、自ら挨拶ができるようになっ

たり、集団での食事ができるようになった子どもたちもいる。

卒業して高校生になった子らも時々顔を出してくれるようになった。

実践からの学び ①子どもたちは「学びたい」「認められたい」という思いをもっている。その思いを出

すことができる場が必要であり、求められていると分かった。

②子どもたちの潜在能力の高さ。多動で落ち着きのなかった子どもは、学習時間の２時

間、座っていることは難しいと思っていたが、関わり方次第で落ち着いて２時間過ご

すことができると分かった。また、中学生が他の中学生を心配し労わるようすが見ら

れることがあり、人を思いやる心が育まれていると感じる。

③継続の大切さ。皆で一緒に食事をする等のイベントに消極的だった子どもが、回を重

ねるごとに慣れてきて、今では積極的に参加している。時間をかけて関わること、続

けることの大切さを感じた。またイベントを通じて、中学生同士が話すようになって

「友達ができた！」と喜んでいる。

④さまざまな人が関わることの大切さ。大学生や地域ボランティア、社会人サポーター

や主任児童委員のような第三者など、いろいろな人が関わって学習をすることで、中

学生が「自己有用感」を感じるようになっている。
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実践の課題と展望 【課題】

○「学習支援」と「居場所つくり」の両立の難しさ

○すみサポに来なくなった子どもの支援

○卒業した子ども（高校生）の支援

○家庭環境、世帯の抱える課題の解決

○中学校・高校との連携

○学習支援サポーターの人数確保

○定員の限界（現状の 20人以上を受け入れられる支援体制の確立）

○事業委託者である行政との意見の相違

【展望】

○地域ボランティアの拡充

○すみサポ以外の場での学習支援

○小学生対象の学習支援

○他の事業（子ども食堂等）との連携

（2） 「なごみのうつわ」　

　　【報告者】社会福祉協議会ソーシャルワーカー　軸丸政代氏

　 備考

実践のタイトル 地域活動に対する社会福祉協議会の支援

実践のミッション

　　　目的

　豊崎東地域は、「世代をこえて支えあい 声をかけあう 優しい豊崎東をめざして」をス

ローガンに小地域福祉活動計画「豊崎東スマイルプラン」を策定。子ども支援として、

「地域の子どもは地域で守る～地域の宝を育む～」をミッションに地域で課題を抱えて

いる世帯を地域で見守り支援することで、世帯の力・子どもの自己肯定感を育み子ども

や環境のストレングスが発揮できるようたくさんの機会を創造していくことを目的とし

て「子どもの居場所～なごみの居場所」を立ち上げた。社協ワーカーとして、地域活動・

居場所の立ち上げ支援を通じた地域づくりを目的とする。

実践のキーワード 地域の子どもは地域で守る・地域の力を育む

実践の経緯 区社協からの働きかけにより、小地域福祉活動計画の策定に取り掛かる。小地域福祉

活動計画「豊崎東スマイルプラン」のプロセスにおいて、小学校・中学校で保護者向け

アンケートを実施。「相談相手がいない」「ひとり親家庭で子供についての悩みを持って

いる」等、何らかの課題を抱えている保護者が多いことが浮き彫りになった。かねてよ

り、地域の民生委員・保護司として活動されている Aさんが、地域住民と関わる中で、

課題のある世帯や子どもが多く存在することに、地域として何が出来るのか、何が必要

なのか、長年自問自答していた。

Aさんが、平成 27 年度より区役所・区社協開催の「地域支援連絡会議」の委員に選出

され、北区内の子どもの貧困の事例や世帯の課題の事例等について考える機会があった。

そこで、平成 27 年９月北区社協ワーカーの支援により、民生委員主任児童委員・保護

司・PTA 等子どもに関する関係機関並びに本事業に理解のある地域のボランティアなど

と任意団体を立ち上げ「不登校や課題のある世帯の子どもたちの居場所」作りを進める

学習会や他機関で実施されている「子どもの居場所」の見学等を企画し、同じ思いを持

つ仲間を増やし、平成 28 年１月より、自主財源を捻出し、「学校でもなく、家庭でもな

い、第３の居場所『なごみのうつわ』」を展開することになった。平成 28 年４月には、

大阪市北区独自事業の「子どもの居場所づくり支援事業」の公募があり、区社協ワーカー

と応募書作成やプレゼンの練習など「なごみのうつわ」実行委員会として応募し受託し

た。「子どもの居場所」だけでなく「保護者の居場所」として地域住民の顔が見える関係

性を構築しつつ、本事業を展開している。
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実践の概要 「子どもの癒し（遊び）の場」「学習支援」「子どもの食の自立（食育）」を展開。

名称：「なごみのうつわ」

実施時間：毎週水曜日 18：30～ 20：30　

実施場所：豊崎東会館

・子どもの意思を尊重し、１回２時間の使い方を毎回子どもとスタッフが一緒に考えス

ケジュールを立てています。

・毎月第４水曜日に食育として、子どもとスタッフが一緒に調理をし、一緒に食事を楽

しんでいます。

・親子、兄弟での参加を OK にしており、「保護者のお悩み相談」を実施しています。

・本事業に理解のある大学生のボランティアの参画（登録 10名、毎回２～３名の参画）

・必要に応じて、専門職（北区社協地域支援・CSW・区配置の SSW）にも参加要請し、

世帯の支援へのつなぎや学校との調整を実施。

・学校、教員の方との不定期の連絡会の開催

・区役所、区社協との不定期な連絡会の開催

・毎回、終了後にスタッフ・学生ボランティアと振り返り会を実施

・子どもの面談、保護者の面談の実施

・課題や困りごとなどの時には、随時、社協職員と連携し実施

実践の成果 「子どもの癒し（遊び）の場」

・それぞれの子どもたちが、遊びを通じて人と触れ合、話すのが苦手な子、人との関わ

りが上手く出来ない子たちが、積極的に話が出来るようになり、人との距離感を保て

るようになってきています。

「学習支援」

・現在の学年の学習からでは無く、下の学年の復習から始め「勉強が嫌い」「不登校で

学習が追い付いていない」子どもたちに、達成感という喜びを自信につなげてきたこ

とから、「もっと勉強したい」「分かったら簡単や」などの声が聴けるようになって

きました。

「子どもの食の自立（食育）」

・子どもたち自身で調理し、食べることが出来ることを目的に、料理の仕方や包丁の使

い方などを実施。「リンゴが剥けた～」「料理って楽しいし、食べるって楽しい」と

最初は、おそるおそるだった子どもたちも積極的に包丁で調理する子、洗い物を手伝

う子、配膳などを手伝う子が増えてきている。

・社協ワーカーと CSW との連携により、個別支援から「なごみのうつわ」に「なごみの

うつわ」から個別支援につなげて世帯・生活の支援を充実している。

実践からの学び スタッフも、子どもや保護者の方とかかわる中で、地域の環境や生活環境が整うこと

で、子ども達が心身ともに自立できるのではないかと感じています。

また、子どもの支援を展開するために欠かせないのが、親の支援であることが分かり

ました。地域が、社協ワーカーや CSW と連携し実施出来ていることで、子どものみを見

るのではなく、世帯を、また、世帯を取り巻く環境も視野に入れた支援が構築されつつ

ある。

実践の課題と展望 　課題のある世帯や子ども達をサポートするために「居場所」をつくり、食の充実と学

習支援を小地域エリアで実施して行くことが必要である。

区社協として、この実践をモデルとし、各地域にアクションをお越し必要性の理解を啓

発し、各小地域レベルでの「子どもの居場所」を増やし、子どもも親も地域で安心して

生活できる環境づくりを推進したいと思っている。
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Ⅴ－２．ボランタリズム発揮型（個人の想いから発展型）

（3） 佐竹台スマイルプロジェクト （吹田市）　

　　　【報告者】　水木千代美氏

　 備考

実践のタイトル 「お互いさまの縁を育む居場所づくり」

　－地域の居場所における様々な取り組みを通して育まれるものとは－

実践のミッション

　　　目的

・誰もが作れる居場所の仕組みをつくること

・誰もが活躍できる居場所であること

・誰もが自分の価値に気付く場所になること

実践のキーワード 「自己肯定感・自己有用感が生まれる場所に」

実践の経緯 2010 年にトヨタ財団の助成事業に採択され、自治会活動などの地域活動や PTA 活動

でつながったメンバーを中心に、2011 年９月に多世代交流の居場所「さたけん家」を開

設。カフェの運営には、地域のお母さん、障がい者施設の方などがあたり、ワンコイン

ランチやドリンクを提供、その売り上げを経費に充てることで持続可能な居場所の仕組

みを作った。カフェに加え、地域の方の作品などを販売する「マルシェ」、はがき絵など

の特技を生かした「寺子屋」、地域の小中高校生対象の「学習支援」など、子育て中の

方、子どもたち、高齢者、障がい者など様々な立場の方の居場所づくりをしてきました。

福祉や教育活動などの利益を生まない取り組みは、地域の団体の協力を得て行ってきた。

その活動が認められ、吹田市に新しい補助金「地域住民居場所づくり実践補助金」が

設置され、補助が受けられることとなりました。それを受けて、2016 年 10 月からは学

習支援『さたけ教室』に加え、毎週金曜日に誰もが安価でご飯が食べられる『みんなの

食堂』をはじめた。

地域の方の善意が集まる取り組みを行うことで、地域のセーフティネットとなるよう

に活動を展開していきたいと考えている。

実践の概要 営利事業：収益の柱である「コミュニティカフェ」の運営。

非営利活動：個人の能力の発表の場となるマルシェや寺子屋などの「自己実現の場」、

子育て支援、学習支援、高齢者支援などの「支援活動」、子どもたちの生きる力を育む

「キャリア教育」などを行っている。

A. コミュニティカフェ

月、火、木、金、土は 11 時～ 16 時まで、水曜日は定休日、日曜日は貸し出し日。１日

２～３人のスタッフで運営。１日あたり 20名前後の方が利用。

B. 自己実現の場

特技を持つ地域の方が行う教室。月２回のはがき絵教室、月１回の写経教室などのボラ

ンティア教室や若いお母さんたちが始めた教室などをおこなっている。

月に１回開催している“さたけん家マルシェ”では地域の方の作品や障がい者施設で作っ

たパンの販売などを行っている。

C. 支援活動

子育て中の方の育児サークルの“おひさまクラブ”、学習支援をしている“さたけ教室”

や高齢者の居場所などの活動を週１～２回行っている。

D. キャリア教育

子どもたちが、いろいろな職業の人の話を聞く“JOBCAFE”や、できる！を体験する

“ゆめのみプロジェクト”などを実施。
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実践の成果 A. コミュニティカフェ

・一人暮らしの方、乳幼児を持つ子育て中の方、地域の方など、様々な立場の方が、様々

な理由で利用している。認知症が進んでいく高齢者、知的障害のある地域の人、孤育

てになっていたお母さんなど、ちょっとしんどい人も利用できる場となっている。

・認知症で迷子になった高齢者が連れて来られるなど、子どもが時間を聞きに来るなど

頼ってもらえる場所になってきている。

・スタッフ同士が助け合い、カフェ以外のつながりができている。

・佐竹台に限らず、活動に共感してくれた方がスタッフになるなど活動の幅が広がって

いる。

・カフェスタッフを担当している知的障がい者の方が“働く”ことに自信を持ち、一般

就労ができた。

　など、いろいろなエピソードが生まれている。

B. 自己実現の場

・特技を生かしたボランティアを行うことで、他人とのつながりが生まれている。

・自分の作品の発表の場を得、活動の場を得たことで自己実現をしている。

C. 支援活動

・支援ではなくお互いさまの関係性を目指している活動は、世代を超え、地域をつなぐ

活動となってきた。学習支援は 10 月よりあたらしい形の取り組みを行う。あわせて、

“みんなの食堂”にも取り組む。

D. キャリア教育

・大人と大人のつながり、大人と子どものつながり、子どもと学生とのつながりを生ん

でいる。

実践からの学び ・非日常ではなく日常の中の活動がその人の暮らしに寄り添う本当の支援につながる。

・大人も子どもも誰かのためになっている、などの自己有用感が生きる力になる。

・子どもに寄り添う活動は未来を創る活動であり、大人も希望を持てる活動になる。

　住民、行政、様々な立場の人が関わることで、よりよい活動になる。

実践の課題と展望 10月から中高生の学習支援の形を変える。18～ 20時はさたけん家の「みんなの食堂」

で、学習は佐竹台市民ホールで行う。地域の人にも様々なお手伝いを依頼することで、

地域で連携することの楽しさ、重要性を知っていただく機会としたい。

これらの活動を支える活動費用の仕組を作ることが課題。公的支援の必要性、新しく

できた吹田市の地域の居場所づくり補助金のブラッシュアップなども必要と考える。誰

もが、「生まれてきて良かった」、「この町に住んでよかった」と思えることを目的に活動

を進めていきたいと思っている。

（4） わいわいわがや （大東市）

　　　【報告者】 スクールソーシャルワーカー　菅野幸里氏

　 備考

実践のタイトル わいわいわがや

実践のミッション

　　　目的

①夕食提供   　 ⇒あたたかいごはんをみんなでわいわい一緒に食べる

②居場所機能　⇒自分が自分らしくいられる、安心できる場所である

③交流　　　　⇒違いを認め合える多様性を自然と身につける

 保護者のレスパイト⇒保護者にとってもホッとできる時間にしてもらう

実践のキーワード 「安心・安全」・「受容」・「出会い」
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実践の経緯 NPO あとからゆっくりは大東・四条畷を中心に障がい児・者への支援を行っている。

昨年度より当法人の事業所の夕方以降の活用の在り方について議論をする中、２つの大

きな出会いがあった。一つ目は大東市の家庭児童相談室の職員と話をする中で、昼間の

支援はできても、行政的には夕方以降の支援はなかなか難しいということ（実際に要保

護児童を対象に長期休み中の日中の居場所作りを行っておられる）。２つ目は、その近く

の小学校教員との話で、まさに夕方以降の居場所を必要としている子どもは多く、「で

きることは一緒にやりたい」という意見をもらったことである。その後有識者（新崎先

生）、学校・行政・地域の方たちと共にプロジェクトチームを立ち上げ、「その地域の子

どもたちに必要な居場所の在り方」について半年ほど論議を重ね、2016 年８月に「わい

わいわがや」をオープンするに至った。

実践の概要 　月に一回開所し、基本的には利用者 100円、支援者 300円の夕食代金により運営を行っ

ている。対象者は「限定型」で、当初は家庭児童相談室の活動時に案内を配らせてもらっ

た時に来ていた子どもたちが基本的には来てくれている。支援者はあとからゆっくりの

職員、学校教員、地域住人、関連事業所の職員がボランティアが中心である。開所時間

中のプログラムは特に設けておらず、遊びや会話、夕食作りを楽しみに来てくれている。

実践の成果 ①実際に子どもたちのことを知っている教員、行政職員、地域住民とともに「一緒に作っ

ていく」活動であること。

　→活動の連動性とチームアプローチ

②当初「試し行動」が多く、暴言が多かった子どもたちが、回を重ねるごとにその数が

減ってきており、素直な笑顔が増えてきていること。

　→「受容」される大人との出会いにより「試す」必要がなくなってきている。

実践からの学び 当初は「月１回」程度の活動で、まだ数回しか開所していないため、この短期間で何

か変化が起こるとは想定をしていなかったが、実際に来ている子どもたちが確実に回を

重ねるごとに変化してきていることを支援者全員が実感している。また、一法人はあく

まで呼びかけ人であり、実際の運営の在り方についてはプロジェクトチームを中心に検

討をすることで、それぞれの機関と「一緒に作っている資源である」ということで、法

人としても新たな活動の在り方となっている。

実践の課題と展望 ①運営資金→食費にかけるギリギリの資金しか集められていない。

②活動回数→あくまでボランティアの集まりであることと、人件費の捻出もできないた

め、これ以上活動回数を増やすことが難しい。

③子ども支援の質→子どもに関する専門職が少ない。ケースワーク、ソーシャルワーク

ができるだけの人材がいない（専門性と実活動時間の確保の難しさ）。

活動回数が少なくても、地域の様々な機関が手をつなげば一つの社会資源を生み出す

ことができるということ。そしてその結果子どもたちが変化していくという実績を積み、

モデルとしていくことで、例えば各中学校区に居る CSW の「社会資源開発機能」を活用

した居場所作りという位置づけになれば、ケースのコーディネートや行政や学校との連

携などももう少し職務として円滑に行っていけるのではないだろうか。また、８中学校

区においてこのような社会資源が出来れば、大東市全体の子どもたちに届きやすいもの

となっていくことが大きな展望である。

そのため、活動回数が少なくても、コツコツと長く続けてて実績を作っていくことが

大切なことだと考える。
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根っこワーキング 学校現場で表出する不登校や問題行動、いじめなどの課題の背景には、教職員や友人

といった学校環境だけでなく、家庭における貧困・虐待・ステップファミリー・保護者

の精神疾患など、様々な環境要因が複雑に絡まっています。そういった環境の中で過ご

してきた子どもたちにとって、共通するキーワードは、「安心・安全な場所」「受容経験」

だと思っています。地域の中に、どんな子どもたちも「無条件で受容される」場所があっ

てもいいんじゃないかと思います。（暴言・暴力など行動の良し悪しはきちんと伝えるよ

うにはしています。）

子どもたちには「自ら考え」、「自ら決める」力が備わっていると思いますが、それを

引き出すためにも、どんな出会いを大人が演出し、誰がその「伴走者」となっていくの

かが非常に重要であると私は考えています。そんな一つの仕掛け、きっかけとなること

を願って、このわいわいわがやを今後も長く続けていきたいと思います。きっとこの居

場所の存在意義は、何年後かに子どもたち自身が帰ってきて教えてくれると信じていま

す。

（5） チルドレンサポート “チルサポ” （羽曳野市）

　　　【報告者】　羽曳野市役所　仲野浩司郞氏

実践のタイトル “夕刻を支える場”ちるさぽの活動を通じて

実践のミッション

　　　目的

課題を抱えた子ども達が安心して過ごせる学校でも家でもない第三の居場所づくりを

通して子ども達を支える取り組みです。

実践のキーワード 夕刻を支える場、子どもの居場所、地域との協働、

実践の経緯 課題を抱える子ども達への既存の社会資源以外での支援が必要と問題意識を持ってい

た行政職員、社会福祉協議会職員、市民活動団体スタッフ数人が 2014 年９月から子ども

の居場所づくりをしようと有志で集まり協議を開始した。

コアメンバーはそれぞれの業務において子ども達を支える社会資源の少なさを感じて

おり、特に夕方から夜にかけての子ども達が安心して過ごすことのできる居場所があれ

ばいいのに、という想いが強くあった。

私自身は生活保護ケースワーカーをしていて、貧困家庭の子ども達への支援メニュー

（社会資源）の少なさを痛感していた。当時は貧困の世代間連鎖には学習支援が必要であ

る、という空気があったが、学習支援には繋がらない困窮家庭ならではの問題意識を持っ

ていた。また、2010 年にあった大阪市西区での２児放置事件、2013 年の帰宅の母子餓死

事件の衝撃が大きく、特に貧困状態にある子どもたちに対し「できることから支援を始

めなくては」という切迫感に似たものがあった。

2014 年 12 月にキッキオフとしてたこ焼きパーティを実施。2015 年２月より夕刻を支

える場ちるさぽの活動を開始した。

当初はそれぞれの専門職が関わっていた子ども達 5 名に声をかけて始まったが、次第

に友達を連れてきたり、学校の教頭先生や行政機関より紹介のあった子ども達が参加し

現在では 15名が参加している。

当初から財源が全くない状態で活動を始めて、場所、食材、活動費のほとんどは寄付

によるものであった。そのため、活動自体の運営と併せて地域の人たちへのちるさぽへ

の支援をお願いする活動（コミュニティワーク）を行う事で、団体としての活動という

だけでなく、地域住民が多様な形で参画できる活動になっている。



－ 15 －

新　崎　国　広

実践の概要 “夕刻を支える場”ちるさぽ（子どもの居場所）

活 動 日：第１、第３木曜日

活動時間：17:00頃～ 20:00
活動内容：子どもと一緒に食卓を囲んだ食事、宿題（学習支援）、遊び（特に制限はな

し）、各種イベント（クリスマス会、ワンデイキャンプ等）。基本的には子ど

も達がやりたいことを自由にしてもらい、安心して過ごせる空間作りを行っ

ている。

参 加 費：子ども 200円、大人（ボランティアスタッフ）300円

実践の成果 ①安心して過ごせる居場所と新たな役割

ちるさぽに参加している中学 3 年生の男の子は中学 1 年生の夏よりほとんど学校には

行けていなかった。しかし、ちるさぽには毎週参加してくれている。当初はスタッフや

他の子どもとの交流も少なく、小部屋に閉じこもってゲームをして過ごしていた。しか

し、子ども同士の関わりの中でじょじょに変化していき（特に得意のゲームで他の子供

から尊敬されたことをきっかけに）、今では子ども達の輪の中の中心にいることも少なく

ない。また、時々ではあるが学校にも登校するようになり、中学 3 年生になった現在、

高校進学も考えれるようになった。また、意図的に PC が得意なので、ブログをお願い

しインターネット上で発信したり、HP の作成について中心的に考えてもらったりするこ

とで、自己有用感が高まり活動に積極的に関わるようになっている。

②将来を投影するロールモデルの存在

大学生や専門学生がボランティアとして参加してくれることで、家庭内に欠如してい

たロールモデルの役割を担ってくれている。小学 5 年生の女の子は、調理系専門学生と

仲良くなり学生の話を聞くなかで、自分もカフェで働いてみたいと思うようになった。

専門的な勉強をするためには今勉強を頑張らないといけないことを感じ学習意欲の向上

に繋がった。

また、中学校 1年生の男の子は、ちるさぽに参加した当初「高校にはいけないと思う」

と話していたが、大学生との関わりの中で「大学って楽しいの？」「俺もいけたらいい

な」との発言があり変化の兆しが現れている。

③役割の転換ができる場

ちるさぽにボランティアとして参加していた 23 歳の男性は就労経験がほとんどなく、

右中指を事故で欠損しており、自分自身に自信を持てていなかった。調理系の専門学校

を中退していたが、料理に興味があるとのことで、就労支援を担当していた生活困窮者

自立支援相談員よりちるさぽのボランティアを紹介され参加する。当初は自信なさげに

参加していたが、子ども達が彼が作った料理をほめたり、調理ボランティアの人たち（比

較的高齢者が多い）ができない力仕事をすることで感謝されたりするなかで、次第に自

信を取り戻し、活動を始めて半年後に放課後等デイサービスの就職が決まった。生活困

窮者自立支援制度においては支援を要する立場であったが、ちるさぽでは子ども達を支

援する役割を持つことで、自己有用感や自信を回復することができた。

④共生型としての居場所（大人の居場所としての役割）

調理ボランティアとして参加しているボランティアは、民生委員児童委員、主任児童

委員、市民活動団体（児童系）等の地域住民である。元々知人関係ではなく、ちるさぽ

にきて始めてであった人がほとんどであるが、ボランティアに来ることで自分達の居場

所でもあると感じている。
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実践の成果 ⑤地域住民の意識の転換と多様な活動の方法

ちるさぽの活動を始めるに当り、専門職がクローズドで実施する活動ではなく、可能

な限り地域に開き、地域住民と共に実践することを目指した。その為に、民生委員児童

委員協議会、連合区長会会長、市民活動団体、商工会、社会福祉施設等に活動趣旨や想

いを説明する機会を作り対話をおこなった。

その結果、地域住民がさまざまな“形”で活動に参加してくれた。例えば、食肉会社

は食材（肉）の提供、地域の惣菜屋さんは毎回サラダを一品、不動産屋は物件の無償提

供、民生委員・児童委員協議会会長はボランティア用の駐車場の無料利用、地域住民は

調理スタッフとしての参加等々。

⑥新たな協働の創出

地域で活動している管理栄養士の NPO と和菓子屋とのコラボ企画として、「SMILE 
FOR TWO」（管理栄養士が高齢者や糖尿病患者でも安心して食べられる和菓子を提案。

和菓子屋がそれを商品化しブランド（全国的にも有名な和菓子屋）を活かした販売を行っ

た。その売り上げの一部をちるさぽに寄付してもらう取組み）を行った。この企画に携

わった人達に「子ども貧困」やちるさぽの取り組みについて理解をしてもらい、さらに

多くの地域住民にも周知することができた。

⑦地域住民と共に行った政策提言

活動を開始してから意識的に広く情報発信を行った。連合区長会会長、民生委員・児

童委員協議会会長、小中学校教員、市議会議員等が実際に活動を見学又は参加してくれ、

ちるさぽの活動に理解を示してくれた。前述のとおりさまざまな形での直接的な支援も

あったが、それぞれの立場で子どもの居場所の必要性を行政に届けてくれた。その結果、

平成 28 年度から子どもの貧困対策事業として子どもの居場所づくりに予算がつき、市内

のほかの地区においても居場所づくりが進むことになった。

実践からの学び 活動の中心は課題を抱えた子ども達への支援である。学習支援には繋がらない子ども

達にその手前から居場所づくりを通して関わることで、次第に将来に対して前向きに考

えるようになり、そのことが結果的に学習支援に繋がっている。

また、ちるさぽの活動に関わる大人達への影響も大きい。調理ボランティアスタッフ

は自分達の居場所であるように感じているし、活動を通じて失っていた自信を回復させ

就労（自己実現）に繋がったケースもあった。

さらに、目に見える一つの実践があることで、地域住民にとってもイメージを持ちや

すく、自分達が住む地域に潜在化している子ども達への想いをはせることができた。専

門機関の主導で行っている取り組みではなく、地域住民が中心となって「自分達にもで

きる取り組み」として居場所づくりを捉えてることができ、支援の担い手として活動を

始めるきっかけとなった。

何もないところから地域の繋がりだけで始めた取組みであったが、それぞれが持つ強

みをそれぞれができる範囲で出し合い（無理が生じない範囲で）、コアメンバー（専門

職）がそれらを繋ぎ合わせることで大きな力となっている。

実践の課題と展望 子どもの貧困は社会的な問題である以上、国や自治体が責任をもって取り組まないと

いけないことは間違いない。生活困窮者自立支援制度の施行、子どもの貧困対策大綱の

策定など貧困世帯の子ども達への支援を取り巻く状況は大きく動き出している。多くの

自治体で学習支援が始まっており、今後の貧困の連鎖の防止に期待が膨らむ。しかし、

何かが制度化されると必ず制度の狭間の問題が起こることに留意する必要がある。特に、

子どもの問題は本人の努力だけではどうしようもない部分が大きい。自ら学習支援事業

にアクセスすることができない子ども達をどのように支援していくか、これからの大き



－ 17 －

新　崎　国　広

な課題である。そのためには、自治体や社会福祉協議だけではなく、多様な地域の担い

手が多様な社会資源を生み出し、子ども達がそれぞれの状態に応じた支援を選ぶことが

できる環境が整備される必要がある。　また、子どもの貧困問題は子どもが貧困なわけ

ではない。子ども達が属している世帯が貧困であることを認識し、抜本的な解決方法へ

のアプローチも重要である。それは、子ども達の世帯が直面している雇用問題であった

り公的扶助や社会保険サービスなどの社会保障制度である。表出している子どもの問題

だけではなく、根本にある社会システムの問題にしっかりと向き合わないと、本当の貧

困対策にはならない。目の前の子ども達への支援と併せて私達にはソーシャルアクショ

ンを行うことが求められている。

個別支援から地域支援、そして政策提言へ。“ちるさぽ”の取組みはまだ始まったばか

りで課題が山積しているが、私達は専門職や地域住民たちが一緒になって子どもの貧困

について考え、それぞれができる範囲で行動に移しながら、自己完結型ではなく地域が

その地域に住む子ども達を支えていく活動をしたいと考えている。

Ⅴ -３.ボランタリズム発揮型（特定非営利活動法人）

（6） 特定非営利活動法人　暮らしづくりネットワーク北芝 （箕面市）

　　　【報告者】 松村幸裕子氏

実践のタイトル 多様なこども・わかもの・おとなが出会う居場所づくり

実践のミッション

　　　目的

北芝というフィールドの中で暮らす人々、働く人々、通過する人々とこどもたちが出

会い、つながり、元気になる取り組みを通して、こどもたちが豊かな自己選択をしてい

ける大人になること。

実践のキーワード 主体的な居場所獲得

実践の経緯 NPO 法人暮らしづくりネットワーク北芝が誕生した箕面市萱野にある北芝地区は、被

差別部落であり、同和対策による生活環境改善事業、教育保障事業が地区限定でおこな

われてきた。その中で、隣保館としての萱野文化会館と青少年会館が設置され、青少年

会館内で解放子ども会活動が取り組まれていた。また、北芝の保護者で組織された「保

育守る会」「教育守る会」活動も活発で、地域の大人と行政職員、青少年会館の指導員

が一体となって、北芝の子どもたちの居場所づくり、学習支援、体験活動、同和教育に

取り組まれていた。1995 年に文化会館と青少年会館を合併し、箕面市が所管する萱野中

央人権文化センターにリニューアル化。隣保館としての機能を残しつつ、施設を市民に

開放していくことになったため、子ども会活動も北芝地区内の子どもに限定することな

く取り組まれていくようになった。その後、保護者会活動の弱体化と同和対策事業の終

結とともに、子ども会活動も停止し、2002 年以降「ぴあぴあルーム」という一般開放型

のスペースに職員が配置され、自由来館する子どもの遊び場運営と遊びや学びの教室事

業、多様なグループ活動が実施されるようになった。2010 年から、NPO 法人暮らしづく

りネットワーク北芝が萱野中央人権文化センター（以下、らいとぴあ 21）の指定管理を

受託し、子どもから若者の居場所づくりのあり方を模索し続けている。
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実践の概要 　現在、北芝地域の中で意図的におこなわれている子どものための居場所づくりの取り

組みの中で、らいとぴあ 21 の地域教育課事業、暮らしづくりネットワーク北芝が発行す

る地域通貨「まーぶ」事業、当法人が運営する芝樂（しばらく）広場内で営業されてい

る「樂駄屋（らくだや）」を例にあげる。

地域教育課事業

　暮らしづくりネットワーク北芝が指定管理受託をしている萱野中央人権文化センター

（らいとぴあ 21）では、主に小学生から 20 代くらいの若者までを対象とした事業を展開

している。主に、生活サポート・居場所づくり、体験の場づくり、学びサポートの 3 つ

を軸に事業設計がなされている。室内外の場の開放をおこなう「ぴあぴあルーム」では、

放課後や土曜日、長期休みには誰でも遊びに来ることができる。長期休みには「ぴあぴ

あ食堂」と呼ぶお昼の給食事業を実施。またらいとぴあ 21 には夜の時間帯にも職員が常

駐しており、中学生以上の青少年も勉強、遊び、おしゃべりの場として利用が見られて

いる。

また、特徴的であるのは、「ぴあぴあルーム」にて放課後等デイサービス事業も実施して

いる点である。ぴあぴあルームに自由来館する子どもたちと、福祉サービスを利用する

サポートが必要な子どもたちが出会い、一緒に遊んだり、プログラム活動を共に体験し

ている。

地域通貨「まーぶ」

　「自分の未来のためになること」「誰かのためになること」をするとこどもが稼ぐこと

ができるというコンセプトで 2011 年から北芝地域で発行し始めた地域通貨。元々は、貧

困により将来展望を持てなかったり、学びから逃走する子どもたちの生きるモチベーショ

ンをあげるツールとして考えられた。現在、箕面市内の 120 店舗・団体で 100 まーぶ＝

100 円として利用することができる。子どもたちがどのように「まーぶ」を手に入れる

か。一つは、大人のお手伝いをする中で、お駄賃のような要素で「まーぶ」が手渡され

ること。もう一つは学びの対価として、手渡されることがあげられる。毎月 2 回程度実

施されている「まーぶハローワーク」では「お仕事体験」をする中で、遊びながら学ぶ

過程を子どもたちは知らず知らずのうちに体験している。

樂 駄 屋

　2004 年に誕生した芝樂広場内に設置されたコンテナハウス内で地域住民と北芝地域に

関心をもった人々による様々なチャレンジショップが展開されていた中で、法人の副代

表理事をしていた尼野千鶴子さんが”こどもの居酒屋”というコンセプトの駄菓子屋「樂

駄屋」をオープン。地域内外を問わず多くの子どもたちがこの「樂駄屋」を訪れ、たま

り場となっている。中には行き場のない子どもたちの居場所にもなっていた。営業形態

の変更や場所の変更等、これまで何度もリニューアルを重ねているが、現在は駄菓子屋

らしからぬ、バーカウンターを備え、夜は大人向けの駄菓子 Bar としても営業している。

実践の成果 樂駄屋では、オープン当初にこどもだった若者が成人を迎えて夜の駄菓子 Bar を訪れ

たり、親になって子どもとともに訪れるといったことが起こっている。一度地域から物

理的に離れたり、意識が離れた若者がまた戻ってくることで、地域の祭りの担い手とし

て、また地域内で様々に取り組まれている事業の担い手として地域で働く若者が生まれ

ている。

地域教育課事業では、ここ数年かけて、生まれたときから若者世代になるまでの期間

を途切れることなく見守り、サポートする仕組みを整えることにつながった。それによ

り何年か前までは途切れがちだった、中高生年代の青少年とつながりを持ち続け、地域

の祭りへの出店や、「まーぶハローワーク」の運営側への参加等を通して、サービスの受

け手から担い手へを行き来するプロセスを経るこどもが出てきている。
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地域通貨「まーぶ」事業では、「まーぶ」を稼ぎたいというモチベーションから、こど

もから大人に直接的に「まーぶ仕事ない？」といった形でコミュニケーションが図られ

る場面が増えた他、自らプチ起業をして、北芝内外で開催されるイベント等での出店を

おこない「まーぶ」を稼ぐこどもも見られている。また、稼いではすぐ使うといったこ

とを繰り返していた子どもの中に、「貯めて映画を観に行く」「お母さんにプレゼント買

う」など、我慢をしてその先の楽しみのために使う、自分以外の誰かのために使うといっ

た行動も見られ始めた。「まーぶ」を活用した寄付教育プログラムでは、箕面市内で社会

を良くするために活動する市民活動団体と子どもたちが出会う機会をつくることで、社

会活動への理解が深まるとともに、主体的に課題解決していくという価値観に出会うこ

とにもつながっている。

これ以外にも、10 代〜 20 代の若者が「生活支援戦隊なんかしたいんジャー」を結成

し、地域に暮らす独居高齢者や公営団地居住者のちょっとした困りごと（例えば、電球

の傘のホコリをとったり、使わなくなった大型家具を処分するなど）を解決する取り組

みなども生まれている。

実践からの学び 回帰できる仕組みを整えること

継続的に場を開き続けること、知っている人がいることは、こどもだった人がまた帰っ

てくることを容易にしやすい。北芝地域においては、場所が固定化されていること、人

が固定化されていることへの安心感が語られる場合が多い。その場に居続けることを無

理強いすることなく、「いつでも帰ってきていいよ」というメッセージ性を込めて、「去

る者追わず」というスタンスをとることがいつかまた地域に若者が戻ってくることにつ

ながると考える。

地域の中で育った若者が活動できる環境を整えること

地域通貨「まーぶ」は、稼ぐという行為自体がすでに主体的な行動になっており、活

用方法次第では、子ども自らが地域の中に居場所を獲得していくことにつながると考え

る。例えば、不登校状態の中学生がらいとぴあで取り組まれていたボランティア活動に

「まーぶ」欲しさに参加していたものが、次第に仲間から頼られるようになり、自分より

も年上の新規ボランティア活動者に活動の説明などをしていく中で、主体的に活動の担

い手として参加し続けていることなどが挙げられる。家や学校以外の居場所を求めてやっ

てくるこどもたちに対して、サービスの受け手として見るのではなく、いかに地域や社

会とつなげて閉じられた関係以外の関係性を持ち込むかで、子どもたち自身が持ってい

る潜在能力を引き出すことにもつながると感じている。

実践の課題と展望 地域の中には、子どもたちにとって居場所となりうる場所が多数存在する。例えば、

高齢者のための施設に地域学習でその施設を訪れたことがあるこどもたちが放課後来訪

し、宿題をしたり、職員や高齢者と触れ合ったりする場面などが北芝の中でも起こって

いる。しかし、これは偶発的な事象であり、意識的に取り組まれていることではない。

また、公園には異年齢の子どもたちが集い、遊び、ぶつかり日常を過ごしている。「居場

所づくり」は意図的に取り組まれていることが多いが、居場所となりうる場所へのアン

テナを張り、自ら足を運びこどもたちが地域の中でどのように過ごしているのか情報収

集することが必要だと考える。また、ともすれば、場所を意識した取り組みばかりがお

こなわれることになるが、物理的な場所にとらわれることなく、ボランティア活動が居

場所となるように、その場にいる人や取り組みの充実が新たなこどもの居場所となるこ

とを意識できるような大人を地域の中に増やしていきたい。
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（7） NPO 法人ハートフレンド （大阪市東住吉区）

　　　【報告者】　徳谷章子氏

実践のタイトル 「子どもが主人公になる居場所づくり」

　　～「てらこや」「文化部」「こども防災リーダー養成講座」を通じて～

実践のミッション

　　　目的

ミッションは、「地域は家族」をスローガンに、「子どもが主人公のなる居場所づくり」

「人と人がつながる町づくり」を実現していくこと。

子ども達が、様々な体験活動や集団の中で、「空間」「時間」「仲間」を共有すること

で、お互いに刺激し合いながら、自分の力を育てていくことができる多くの機会を子ど

も達と創ることを目的としている。

実践のキーワード 「子どもの生きる力を育もう」

実践の経緯 2003 年、地域に建った仮設消防署跡を活用して、「桑津子どもの家」として開所した。

「子ども達の遊びの基地を創りたい」「親子の子育ての拠点を創りたい」という親の願い

に、桑津連合振興町会が共感してくださり、行政の協力のもと開所した。地域の子ども

会活動を担っていた母親 15 名が中心になり、新しい組織「ハートフレンド」を発足し

た。2004 年から 2006 年まで、文部科学省地域子ども教室推進事業「地域子ども教室」

を受託して、2006 年に NPO 法人を取得。「子どもが自分で考えて決めて選び実行でき

る」ことを大切に、地域子ども教室「てらこや」「文化部」「ジュニア・リーダークラブ」

「あそびのてらこや」を運営した。「伝統文化茶道教室」「絵画教室」「囲碁将棋教室」等、

様々な体験活動を創りだしてきました。また、子育て支援活動として 2006 年から「地域

子育て支援拠点事業」を大阪市より受託して、現在は、４か所の「子育て広場」を運営

している。2013 年から「こども防災リーダー養成講座」を実施しています。2012 年から

児童発達支援等ディサービス「放課後ディサービス」を開設しました。障がいのある子

ども達の放課後の居場所を地域の中で創っています。活動の担い手は、ほとんどが「地

域の大人」である。乳幼児から高齢者までがつながる活動を展開している。

実践の概要 下記の３事業を柱に活動している。

「てらこや」 ： 一人ひとりの伸びる力を大切に基礎学力向上を目指す

（2003年 12月１日から実施）小学生 40名

 （目的）子ども一人ひとりの伸びる力を大切にして、振り返り学習をコツコツと丁寧に

していきます。平日の月曜日から金曜日　　午後４時～６時

2015年度実績　228 回延べ 1,835名　毎回約７名～８名　スタッフ２名

「文化部」 ： 子どもたちが群れて遊び社会性を養う

（2003年 12月１日から実施　平成 14年は子ども会として実施）

（目的）「群れてあそぶ」ことを通じて、子どもの社会性を育む。

ジャンケン大会、泥だんごつくり、創作紙芝居、ハンドベル演奏

集団ゲーム、ドッジボール、読み聞かせ、昔あそび等

2015年度実績　11回　延べ大人 219名　延べ子ども 397名

こども防災リーダー養成講座 ：子ども自身が災害から命を自分で守る活動

（目的）災害時にどのように動けばいいかを実際に宿泊

2013 年から実施。平成 28 年度は第４回講座を実施する。11/5、11/6 に一泊避難所体験事

業として学校で一泊しつつ、防災の知識を学び、防災ずきん、簡易トイレ、らんたん作

りなどを実施する。桑津小学校はぐくみネット協議会共催。区役所後援。消防署、区役

所、学校、地域、NPO が一体となって取り組む。平成 2015 年度には、中学生防災ジュ

ニア・リーダークラブが誕生した。

2015年度  実績　参加者　子ども 40名　大人 18名　

中学生リーダー７名
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実践の成果 「てらこや」現在 40 名参加

●「学習に自信がない」「今、勉強しているところがわからない」「計算が苦手」という

悩みを抱えて、参加する子どもが多い。５年生でも１年生の分野から復習を繰り返し

ていくことで、「わかる」が増えていく。「わかる」が増えると「やる気」が出てきて、

「自信」ができる子どもが多い。

・３年生には学習がしんどかった子どもが５年生になり、クラスで算数が一番になっ

て、性格も明るくなったというケースもある。また、児童ディサービスを利用して

療育を受けている子どもも２名参加している

●学校や特別支援学級では、できないことを「てらこや」では実施できるよう、学校で

「ケース会議」を開催して、学校、保護者との連携を強化している。担任からも「支援

の見通しが立てやすくなった」と言っていただく。７月には、３件のケース会議を実

施する。希望する保護者には面談を繰り返し行い、家庭での様子も大切にしている。

そうすることで、子どもへの関わり方を保護者に振り返っていただき、子どもの自発

性を促すことができるケースが増えている。

　「文化部」現在　小学生 19名　　中学生４名

●集団で異学年で群れて遊ぶことで、一人ひとりの持てる力が伸びてくる。みんなの前

で声を出して話すことが苦手な子どももゲームの中で自信がついてくると、「こうした

い」と言えるようになったりする。

●子ども達が、あそびのプログラムを創り実行できるようになっている。

●文化部で育った子ども達が、中学生、高校生、大学生になり、文化部の担い手として

参加している。

●「あそび」は、子ども同士が、お互いの距離感を感じて、「ありがとう」「貸してね」

「待ってね」「それはやめて」「ごめん」「やり直そう」などのソーシャルスキルやコミュ

ニケーションスキルを育む。

こども防災リーダー養成講座

第３回目に講座の受講生の中学生を中心に「中学生防災ジュニア・・リーダー」が誕生

した。2016年度は、定時定点活動を実施している。

アンケートに「大人に頼らなくても私達だけで人を助けることができるということに気

付いた。」声があった。子ども達は、異学年の集団の中で、群れてこすれ合いながら、自

分の力を伸ばしていっている。

2016年度の第４回の実施にむけて、今回のプログラムは、中学生リ－ダーが創った。

実践からの学び ●「子どもの生きる力を育む」には、学校や家庭と連携しつつ地域の中で、子ども達が

群れて遊べる場、子ども達が自分で選び決めることができる遊びの場が必要である。

子どもは、どの子も振り返り学習する機会があれば、「わかる」が増えていき、そして

「自信」がでて、「やる気」も生まれる。

●「子どもの居場所」を創っていくことは、地域の大人同士、団体同士のつながりを深

めていき、大人もいきいきとした時間をもてる。

●地域の中で、「子育て・子育ち、親育て・親育ち」への温かなまなざしをもつ応援団が

必要である。
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実践の課題と展望 子どもの豊かな放課後だけだはなく、子どもの豊かな夕刻の支援も必要であることか

ら、2017 年１月から、「てらこや」に加えて「てらこやわいわいクッキング」を開始す

る。「学校に行きづらい子ども」や「放課後や夕刻に支援の必要な子ども」を対象とする。

大きな場を創ることも必要だが、子ども一人ひとり、親一人ひとりに寄り添える「地

域の中の安心な居場所」が必要である。

「できない」「しんどい」「困っている」「苦しい」などを安心して言えて、それをしっ

かりと受けとめてくれる大人がいる。

子どものもともと持っている力を引き出す環境を、地域の様々な団体が、つながり、

ネットワークを強化していくことで創っていきたい。

どの子も自分の将来に夢を持つことができる社会を目指していきたい。このため、地

域の中でいかに応援団を創っていくかが課題である。

Ⅴ－３. 社会福祉施設による実践

（8） 母子自立支援施設　東さくら園 （退所児童学習 ･ 居場所づくり支援） （大阪市東成区）

　　　【報告者】 廣瀬みどり氏

　 備考

実践のタイトル 地域で子どもを育む　母子生活支援施設の挑戦

　　～学習支援を通じた地域の子育て困難家庭の把握と支援～

実践のミッション

　　　目的

母子生活支援施設は、2011 年７月にとりまとめられた「社会的養護の課題と将来像」

において、改めて社会的擁護を担う施設として位置づけられ、「母子が一緒に生活しつ

つ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かした支援で、

入所している家族（母子）の生活の保障と自立支援を行うことに加え、地域に根ざした

施設として、新たに地域で生活する母子に対して子育て支援・相談生活支援と、退所さ

れた母子の支援（アフターケア）を行うことが求められるようになった。

入所者の入所理由には、DV 被害者や虐待を受けた子どもの入所が半数以上を占め

ます。児童虐待、母親の心身の不安定等が一定程度みられ、母と子の抱える課題が複

雑で深刻になってきていることと、入所期間が三年未満と短縮傾向、８割の家庭が施

設近隣に退所する状況がみられる。母親によっては、子どもと向き合うことや学習ま

で手が回る余裕がなく、退所後に、子どもが孤立や孤独、不安になり不登校や引きこ

もりになる場合もみられ、子どもの継続した支えや見守るアフターケアは、子どもの

今後の将来に影響するほどの極めて重要な支援であると捉えています。また、施設職

員からの子どもの継続的な支援は、母親にとっては受け入れやすく、そのつながり

から母親の課題へのアプローチにつながり、母子の孤立予防に結びついている。こ

のような実践を展開するには、施設の役割としての DV や虐待母子の身を守る物理的

な側面は維持しながらも、入所中から母子の生活基盤となる地域を視野に入れた支

援を行い、退所後新たに生活問題が起きないように母と子を受け入れる福祉コミュニ

ティづくりを総合的に展開していく必要性があると認識している。そこで３点①地域

住民の協働・連帯が不可欠であること、②施設が地域に必要な社会資源であると捉え

て、積極的に施設職員が地域行事参加や相談機能の対象を拡大し、職員の実行力を高

めて他種別分野（生活困窮者事業・大阪府社会貢献事業等）と協働してアウトリーチ

すること、③それを広く発信すること、この３つを柱にして直接児童が理解される場

所拠点つくりとなる無料学習塾「ひだまり」を発案した。母子生活支援施設が「ひと

り親家庭の最後の砦」とした拠点の役割を果たし、地域で起こる子育て不安や、子育

て負担からくる児童虐待や子どもの貧困などに、住民総出で協働して取り組む環境

が形成され、すべての子どもの育ちを地域全体で育むまちの実現を目標としている。
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実践のキーワード 母子生活支援施設・地域を基盤とした実践・予防的支援・子どもの学力向上

福祉施設の地域化・アウトリーチの拠点

実践の経緯 アフターケアをするなかで、退所児童の来園や電話が一番多く、児童にとって、退所

しても学童保育の場が「第二の家」になっている。来所する子どもは遊びだけでなく、

「勉強を教えてほしい」とこれまでの学習支援を継続する要望が高く母親からもあった。

また、退所した子どもが地域児童を連れて施設に来園することも多くあった。そのよう

な現状から学習支援と居場所づくりの必要性をあることと、また、子どもの学習支援と

いう個別支援から家族支援につなぎ、さらにその周辺にある問題も支援に広げていきた

いと考えて、地域の民生委員、主任児童員、東成区社協に協力してほしいということと、

施設内ではなく地域の公民館を借りて学習支援をしたいことを相談した。民生委員・主

任児童員から、「東さくら園、地域、学校、家庭が協働し、みんなで育てるという立場で

学習支援ができれば」と受け入れていただき 2014 年４月から、退所児対象の無料学習塾

「ひだまり」を公民館で開催することになりました。ひだまりは、「無理しない」がモッ

トーで、この場所は、子どもと地域の大人とをつなぐ目的の居場所つくりです。

開催当初は、退所した小学校 3 年生から高校生までが対象だったが、現在は子どもが

子どもを連れてきて地域児童も参加している。また、児童相談所からの相談もあった児

童がひだまりに通ってきた。

子どもたちの学習を施設職員と民生委員、主任児童員とみていたが、受験を控える中

学生の参加があって、学習指導できる学生ボランティア、協力者を増やして、しっかり

学習支援できる体制をつくることが必要となり、実習受け入れ先の大学に学習ボランティ

アの募集案内の掲示を依頼したり、施設職員が大学講義授業のなかで取組みを説明して

学生の関心を高めることなどして、現在は、学習指導をする学生は有償ボランティアで

配置して、また、実習から継続してボランティアで参加する学生や、地域関係者ボラン

ティアの協力が受けながら全体のひだまりが支えられている。毎週土曜日の午後 1 時半

から４時半まで開催している。　　

そして、「ひだまり」では、学習支援だけでなく、子どもの中に毎日の食事がままなら

ない子どもや生活リズムが崩れて孤食や欠食を当然としている子どもがみられたことで、

毎回手作りおやつでおにぎりなど主食的なものが提供され、月一回主任児童員が中心と

なって「子ども食堂的」なランチタイムが開催している。現在では、子どもたちから食

べたいもののリクエストがでるようになった。子どもたちも少しずつ、配膳のお手伝い

や後片付けするようになり、誰かにしてもらうだけでなく自分たちもやるという姿勢が

見え、子どもたちの成長を感じている。ランチサポートの食材は、フードバンクおおさ

かの食材提供や、スポーツクラブ寄贈の食材が利用されており見えない部分でも多くの

協力者のお蔭で成り立っている。

そして、ひだまりの心臓部になるのは、２か月に一回開催する「縁パワメント会議」

というネーミングのケース調整会議です。日々の活動には役所の参加はないが、この会

議の開催には、役所、小学校にも参加依頼をする。参加者は、施設職員、民生委員・主

任児童員、役所関係者、区社協。小学校からの継続した参加には至っていない。会議で

は、一人ひとりの現況を共有する。その現状から学校や家庭にアクションが必要か、ま

たはそれぞれの立場でできることはないか具体的な行動を思案する。また、それぞれ立

場から、長所を活かして短所を補うことも意識して進めていく。会議当初と現在を比べ

ると、ひだまり開催回数を重ねることで、子どもの理解が深まりに、子どもたちは決し

てかわいそうな子どもではなく、子ども主体の持つ力を認めたエンパワメント・ストレ

ングスの視点を捉えた発言が増えてきている。その視点が、子どもの積極的な見守る予

防的支援に結びつくことであると考えています。
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実践の成果 【学習支援】

※以下、 2015 年度ひだまりに関するアンケートから抜粋

・ひだまりにある問題に取り組む子どもが最も多く、次に、学校の宿題から取組み始め

る子どもが多く、学習の場として定着していることが伺える。

・学校の勉強への理解を表したが、「今まで習ったけどわからなくなった問題」を

チェックする子どももが多い。

・勉強をわからないままにしていることもあり、スタッフは、子どもに分かりやすく教

えることが必要である。

・毎週ひだまりに来たいと思ったと回答する子どもが最も多く、メンバーがほぼ固定さ

れていることからも、学習することが習慣づいていることが伺える。

※学習面では、学校の宿題から取組み始める子どもが最も多く、学習の場として定着し

ていることが伺えて、「今まで習ったけどわからなくなった問題」をチェックする子ど

もも多い結果から、必要に応じて各学年、各教科の問題を取り揃えていくことが必要

であることがわかった。

　また、ひだまりで勉強することが学校の成績につながると感じている子どもが多く、

それは進学意欲に結びつくという結果がみられました。毎週、ひだまりに来たいと回

答する子どもが最も多く、メンバーがほぼ固定されていることからも、ひだまりに来

て学習することが習慣づいていることが伺えた。部活や習い事をしている子どもは、

土曜日のひだまりの時間帯にはきていない。逆に部活や習い事をしていないからひだ

まりに参加していることがわかった。ひだまりで勉強することが学校の成績につなが

ると感じている子どもが多いこともわかり、また進学意欲につながるという結果がみ

られた。高校進学者２名。

【ランチサポート （子ども食堂）】

※ 2015 年度ひだまりに関するアンケートから抜粋

・すべての子どもが手作りの食事提供に満足している。

・毎回らんちたいむやおやつのおにぎりは手作りで提供しているが、子どもたちにとっ

ては「みんなで食べること」に楽しさや満足感を得ている。

・継続を望む子どもが20人共に一致している。

・７割以上の子どもが家で手作りのごはんを食べていることが分かった。

・ひだまりについて家で話す子どもが全体の８割以上を占めでおり、家族のコミュニ

ケーションツールにもなっている。

・どの行事も回答率が高く、これまでの行事の満足度がみられた。

※毎回のおやつやおにぎりなど手作りで提供しているが、子どもたちにとって「みんな

で食べること」に楽しさや満足感を得ていることがわかった。すべての子どもが手作り

の食事提供に満足してる。ここでは子どもと一緒に食し、「おいしい」と言い合える関係

性が構築されて、そこには大人がいる大人の手が加わっている、どうゆう人が作ってく

れるか、どうゆう人が一緒に食べてくれるかということが子どもにとって大事であり、

そこから甘えられるわがまま言える人がつながり、子どもとしての成長に欠かせない信

頼関係の築きに結びついる。

【縁パワメント会議 （調整会議）】

会議の進行で意識している点は①子どもたちを取り巻く環境を理解してもらうこと、個

別支援で一人ひとりの子をどう救うか　②現状から活動関わりを重ねていく　③それぞ

れの得意分野を活かしてできないところは補う、この３点を意識した進行をしている。

３年目を迎えるが、それぞれ複雑な課題持つ子ども自身を見る目や、ふとした瞬間に子

どもが漏らす言葉をキャッチしたコミュニケーションに深まりが広がり、地域の人たち

との一体感を感じている。施設職員だけではないネットワークの広がりは、地域から気
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のなる子がいたら、「ひだまりに誘いましょう」という声が聞かれる。また、地域の盆踊

り大会で子どもたちがお店の手伝いを楽しめるような工夫をされるなど、地域から子ど

もを見守り理解を得るような地域につなぐ環境つくりに展開がされている。

【アウトリーチの重要性】

　開催した当初の３か月は児童の集まりも少なかったため、退所児童の家庭訪問を積極

的に行い、特にハイリスクの家庭に重点を置いて訪問を行った。ハイリスク家庭は、役

所等の相談はハードルが高く、経済面の相談はできても、児童の学校のことや成長に対

する相談までには至っていない。退所児童兄弟の母親は状態が悪く兄弟は小学校不登校

になり、役所からの支援には拒否的であった。兄弟は、「ひだまり」にきて主任児童員と

つながり、施設職員は、母親とは入所からの継続した関係があるので主任児童員と協力

して登校支援を実施して、家族の関係が施設だけでなく地域（主任児童員）へも支援に

広がり親子のサポート体制ができた。今では、母親が直接主任児童員に話しを聞いても

らい安心できる人が地域にできた。

【ボランティアの重要性】

学習指導の学生や、学生ボランティアは、お姉さん、お兄さんという子どもたちに近い

存在。子どもたちは、自分の将来像が描くなど進むべき道筋の模索につながっています。

そして、地域のボランティアの方は、幅が広い年齢層で触れ合いはまさに支え合いであ

り、母親以外の第三者の大人の存在が子どもたちの安心して暮らせる場所つくりとなっ

ている。

実践からの学び ① 「子どもの貧困 ・貧困の連鎖防止」 は、 さまざまな協働の重要性

（場所）

・施設から地域に拠点を移したことは大きく、地域の公民館で「ひだまり」の立ち上げ

たことで地域から認知されることにつながった。この場所から地域との関係が近くな

り、また、「ひだまり」活動を通じて、東さくら園を知り自分たちの得意なもの（洋

裁やおもちゃつくりなど）や、施設行事にボランティアにきてくださっている。ま

た、ここを拠点とした子どもが、さまざまな大人との交流し子どもは困った子の存在

ではなく、一人ひとりの子どもが多様な人との関わりと、一人ひとりが大事にされて

尊重されることは、子どもの成長には欠かせない。大切にされている。同じ場所に

居る事でしか刻めない思いがあり、地域をつながれることを実感した。無理しないを

モットーの「ひだまり」は皆の居場所になっているのではないか。施設と地域の間に

ワンクッション入ることが近い関係つくりにつながりができた。

（人）

施設のインケアも地域支援の連続（施設と地域は地続き）としてとらえ、地域の他の

社会資源を組みこんだネットワークによる「切れ目のない支援」を行う。子どもの貧困

には、その過程がそこに至るまでの背景があり、その状況にいる子どもに思いを馳せ、

学校は不登校でも、毎日東さくら園に顔を出して、「ひだまり」につながり、地域の人に

つながり登校につながるということは、傷ついた心は人間関係の中でしか癒せないとい

うことだと考える。そして、チームでの支援することで、点が面につながっていきまし

た。

②「予防的ニーズを含め多様な生活課題へのアプローチ

各分野の専門職が、つながることが、つなぐこと⇒ひとつの事例が、地域をかえてい

く。Aさん、Bさんが具体の支援をめぐって、　地域住民さんが視野を広げてもらうでき

ることを関わっていく。専門職が関わってもらうこと、予防的が早期発見の役割。

裏の家から大きな声が聞こえる。子どもの状況から関わっていく。把握をして、早期

に対応する。健全域に上げていく。最終的なところは、すべて解決でなく、ありのまま

の姿で生活ができること
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（9） 高齢者総合施設　寿光会 （施設機能のなぎさ化 （地域貢献化） （柏原市）

　　　【報告者】 森田晃氏

　 備考

実践のタイトル 「子どもの貧困課題と地域貢献を結ぶ」

　　～支援が必要な子どもたちに私たちができること～

実践のミッション

　　　目的

「あなたの問題は私たちの問題」を実践のミッションとし、自立相談支援機関（生活困

窮者自立支援制度）が抱える個別のニーズを地域で支えていく仕組みを構築するため、

既に地域に存在する「地域公益事業」（社会福祉法等の一部を改正する法律 55 条の２第

４項第２号）や「大阪しあわせネットワーク（オール大阪の社会福祉法人による社会貢

献事業）」の取り組みを調整し「地域貢献の見える化」に向けて進めていくことを目的と

する。

実践のキーワード 福祉のまちづくりを進める新たな拠点づくり

実践の経緯 ・2015年４月に施行された生活困窮者自立支援制度により、生活困窮者の総合相談窓口

が整備され人事異動により配属される。

・相談業務を行う中、子どもの孤食の現状を目の当たりにする。しかし、それを支える

社会資源は不足しており、個別支援の限界に憤りを感じる。

・「柏原市民間社会福祉施設連絡会（地域貢献委員会）」が実施していた食料品費支給購

入事業（現、生活支援事業）を頻繁に活用させて頂いていたことから実務担当者より

報告して欲しいと依頼を受け実務担当者会議に出席することとなる。

・柏原市民間社会福祉施設連絡会が運営する上で、分野を越えた地域課題に焦点をあて

た活動について模索していたため、生活困窮者自立支援事業が抱える事例を通じて、

地域貢献活動を可視化させていく提案を行う。

・約６ヶ月間、事例を蓄積し「多様なニーズに対応できる緊急支援」、「社会的孤立の方

に対する中間的就労」、「子どもの貧困に対する活動」といった地域の課題を抽出し、

柏原市民間社会福祉施設連絡会の総会で報告することとなる。

・柏原市民間社会福祉施設連絡会の副会長でもある社会福祉法人寿光会高齢者総合ケア

センター柏原寿光園の施設長から「子どもの貧困に対して施設としても地域貢献とし

て取り組んで行きたい」と相談を受け、食を通じた子どもの居場所づくりの開設に向

けて柏原市職員（生活福祉課）とともに進めることとなる。

・大阪教育大学の新崎先生をSVとし、子どもを支援する行政担当者を含めた意見交換会

を開催し「支援対象型のこども食堂」を８月25日に開設することとなる。

実践の概要 太寿こども食堂（仮称）登録者４名

小学３年生から中学３年生までを対象とし、第２、４木曜日　17 時 30 分から 20 時　柏

原地域密着型高齢者施設 太寿の食堂スペースで実施。

社会福祉法人寿光会の職員、俊英塾の講師（ボランティア）、柏原市職員（生活福祉課）、

柏原市社会福祉協議会職員（生活困窮者自立支援事業）をコアメンバーとして、柏原市

職員（教育委員会、子ども政策課（母子相談員、家庭児童相談室）、生活保護係）が抱え

る支援が必要な世帯に対し案内をお願いしている。

実践の成果 ①施設が持っている機能を施設入所者だけでなく地域の課題に広げることでなぎさの福

祉コミュニティーに向けた実践ができたこと。

②まだ、数回しか開設していないが、参加する子どもたちが普段、学校や家庭では見せ

ない明るい表情が出ていると聞き、家庭や学校だけではない安心できる居場所が地域

にできたこと。
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実践からの学び 今までの経験から、福祉サービスと地域サービスは別のものだという認識が強かった

が、この実践を通じ「制度が人を支える」のではなく「人が人を支える」という福祉と

しての新たな転機を実感することができた。今後、更に福祉施設が地域に開かれなくて

はならないし、地域の福祉活動を行う住民が押し付けられる活動ではなく主体的に活動

できる環境を行政や社協が横断的に繋がり調整することで、複雑化・多様化する問題に

対し既存の社会資源で対応できるのではないかと学ぶことができた。

実践の課題と展望 ①事業の実施や充実を図るためには、子どもの状況を把握している学校や教育委員会と

の連携に必要性を感じている。

→小学校区で開催されているコミュニティースクール（学校運営協議会）に CSW と共に

参画し、学校が抱える複雑化、複合的な福祉ニーズを把握し学校と地域を繋ぐコーディ

ネート機能を充実させていきたい。

② CSW が「コミュニティースペース型のこども食堂（みんな - ほのぼの食堂）」の設置

に向けて進めているが、太寿こども食堂との共同実施に至っていない。

→「みんな - ほのぼの食堂」との共同実施することで、潜在的な事業未利用者の掘り起

こしが可能となり、多様なニーズを抱える子どもの居場所に向けた社会資源が構築さ

れる。

③子どもの居場所に向けた人材（学生ボランティア）の確保が難しい。

→大阪教育大学の福祉教育カリキュラムの一環として、太寿こども食堂をインターシッ

プの場として進めていきたい。また、2016 年度から実施している学習支援事業（生活

困窮者自立支援制度の任意事業）について、次年度以降、地域公益事業と協働した事

業実施に向け進めていくことが必要と考える。これらの取り組みにより、子どもの自

立のために必要な多角的な支援を期待することができる。

※ CSW：コミュニティソーシャルワーカーの略

根っこワーキング 生活困窮者自立支援事業はできるだけ排除のない相談対応を行い、伴走型として寄り

添いながら地域における新しい「つながり」（社会参加）の構築をすることが求められて

いる。これを実践して行くためには組織内の理解と、行政や関係機関に向けて地域の課

題を共有・共感することが必要であり、絶対外せないプロセスだと思う。

CSW、地域包括支援センター、障害者虐待防止センターの経験を通じ、相談体制や支

援ネットワークが領域ごとに対応することにより制度の狭間が生じ、個別の生活課題を

見落としていることに憤りを感じていました。生活困窮者自立支援事業に配属となり、

色んな相談を受けるなかで、貧困の背景に見える地域課題について、生活困窮者自立支

援事業として従来のネットワークを創る手法ではなく、ノットワーキング方式で横断的

なネットワークを構築できるようにしていきたい。

Ⅵ．おわりに

本稿では、残念ながら個々の実践について、詳しく分析することができなかった。今後は、「子ども

の居場所実践研究会」のメンバーに対して、フォーカスグループインタビュー法等を用いて、実践者自

身の語りを通して、子どもの居場所づくり実践における ｢学びの生起 ｣についてより詳細な分析を行っ

ていきたい。

最後に「子どもの居場所実践研究会」のメンバーと共に実践への想いを語り合うときに、筆者がいつ

も共通して感じることは、ミルトン・メイヤロフが『ケアの本質』の中で書いている下記の言葉であ

る。
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「他者の発展が自分の幸福感と結びついていると感じつつ考える。そして、私自身が他者の成長

のために必要とされていることを感じとる。私は他者の成長が持つ方向に導かれて、肯定的に、そ

して他者の必要に応じて専心的に応答する 19」「私は、自分自身を実現するために相手の成長をた

すけようと試みるのではなく、相手の成長をたすけること、そのことによってこそ私は自分自身を

実現するのである。20」（下線筆者）

筆者は、今後も「子どもの居場所づくり実践」だけでなく、現実の厳しい状況のなかで生きづらさを

抱えている人々に真摯に関わっている実践者に寄り添いながら、彼ら彼女たちが活動に専心できるよう

関わり続けて行きたい。

付　　記

※本研究は、平成 27 年度文部科学省日本科学研究費助成事業【基盤研究（C）】（課題番号：15K03914：

2015 〜 2017 年度）研究課題 ｢ 貧困の連鎖を防止し学習支援に寄与する学校と地域協同による開発的福

祉教育実践研究 ｣の成果の一部をまとめた研究である。
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