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特集１ 

家庭訪問型子育て支援から考える親支援 

 平成２６年２月１７日（月)、板橋区立グリーンホール１０１会議室にて、

サポステ研修会が開催されました。講師は、NPO法人子育てネット

ワーク・ピッコロの理事長の小俣みどりさんです。 

 ＮＰＯ法人子育てネットワーク・ピッコロは、東京都清瀬市にあり、 

地域子育て支援拠点事業や、24時間対応 訪問保育サービス、養育

支援訪問事業、ひとり親ホームヘルプサービス事業、ファミリー・サ

ポート・センター（病児預かり対応）事業 など、自主事業から清瀬市

から委託事業まで市民のニーズに合わせて、さまざまなかたちの 

サポステ研修会レポート 

育児支援サービスを提供しています。 

 今回は、そのなかでも、子育ての仕方に不安や困難を抱える家庭や、身近に子育てについて相談したり手伝っても

らう人がいない家庭などに対して、ご自宅を訪問し、育児や家事を一緒にするホームビジター派遣事業について、く

わしくお話をうかがいました。 

ボランティアだからできる・・・同じ目線に立って話を聴き、心に寄り添うこと 

     講師： NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ理事長 小俣みどりさん 

 

 少子化、核家族化だけでなく、国際結婚、世帯収入の格差やひとり親世帯の増加など、子育て世帯の多様化にとも

ない、子育て支援もそれぞれのニーズに合わせて提供されるようになりました。「ホームスタート」は、イギリスで始ま 

った子育て支援活動で、定められた研修を受けたボランティア（ホームビジター）が訪問し、主に傾聴（寄り添って話を

聴く）や、協働（家事や育児を一緒に行うこと)をする、親支援のための活動です。親の孤立化を防止し、子育てに対す

る意欲を向上させることで、虐待予防にも大きく貢献しており、今では世界各国でこのホームスタート事業が展開さ

れています。 

 ＮＰＯ法人子育てネットワーク・ピッコロ（以下、ピッコロ)が、1998年の発足から10年目を迎えるころ、さまざまな支援

を通して、まだ足りない育児支援があるのではないかという思いの中で着目したのがホームスタート事業でした。複

合的課題(機能不全/育児困難）を持つ家庭に関わる中で、グレーゾーンの家庭に、ホームスタート活動を行うことは、 

状況悪化を未然に防ぐことが出来る可能性があるのではないかと

いう思いがあったからです。  

 「有償で行う支援には限界があります。ボランティアだからこそ、

同じ立場として垣根の無い関係を築くことができ、親御さんも心を

開いて、『聴いてほしい』『理解してほしい』という気持ちを自然に出

すことが出来るのです。」苦しんでいる人、助けを求めている人と、

たくさん現場で出会っているからこそ、ホームスタート事業の必要性

を感じたのだといいます。 
NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ  
小俣みどりさん 



自治体や関係者と連携した包括的な支援・・・ホームビジター派遣事業 

-3- 

 現在、ピッコロでは、ホームビジター（訪問するボランティ

アさん）の養成、ホームビジター派遣サービス、訪問先のコー

ディネーター機能を持っています。派遣は、支援を求める本

人の申し込みにより行われます。実際は、関係者（保健師、母

子相談員、保育所、民生児童委員、子ども家庭支援センター、

つどいの広場、ファミリー・サポートセンターなど）からの紹介

を経由して、本人が申し込んでくる場合が多いそうです。こ

の事業は、清瀬市からの委託事業であり、子ども家庭支援セ

ンターと相互に協力し合うことで、他の支援につなげること

ができ、連携体制が整っています。 

 

 

 

お申込み 

オーガナイザー
の初回訪問 

ホームビジター
の紹介訪問 
（オーガナイ
ザー同行) 

ホームビジター
の定期訪問 
（4回～6回） 

ホームビジター
の再訪問 
（訪問終了また
は延長） 

ホームビジター派遣の流れ 

 ホームビジターは、支援を受ける人にとっては「身近な子育ての先輩」的な存在であり、気軽に、日ごろの悩みや

不安を打ち明けることができます。ホームビジターの存在は、単なるサポートをしてくれる人がいるというだけで

はなく、地域に頼れる人がいる安心感へと変わっていくようです。「地域に支えてくれる人がいる」ことにより、不安

が軽くなり、孤立化も防ぐことになります。さまざまな支援を上手に受けながら、前向きに子育てをしていこうとい

う意欲や自信へとつながるのです。 

 ホームビジターの支援そのものはボランティアですが、みなさんとても充実

して、積極的に活動しているそうです。「親御さんが、みるみる変わっていく姿

にやりがいを感じます」・・・皆さんは、活動そのものよりも、活動の先にある親御

さんの変化に大きなやりがいを感じていらっしゃる様子でした。 

 子育て不安やストレスによって追い込まれた親による痛ましい事件が、後を

絶たない今、未然に防ぐ方法として「地域で子育て」は重要な課題です。その

一例として、ホームビジター派遣事業は、今後さらに求められる支援であると

感じました。 

 子育て支援者として、さまざまな活動を知ることは、自分を生かせる場を見

つけるチャンスになります。支援者一人ひとりの思いが違っていても、「子ども

の健やかな育ち」は、すべての支援者の願いです。その中で、親の支援を意識

することも、大切なことだと思います。 

 小俣さん、ありがとうございました。 

子育て支援者のみなさんは、興味深くお話を伺い
ました。 

小俣さんが編集に携わった本 
家庭訪問型子育て支援ハンドブック 
・明石書店 １８００円+税 
 
家庭訪問型子育て支援の実際が 
分かりやすく書かれています。 



子育て支援者養成講座(３級課程) 

 グループワーク・交流会レポート 

 1月11日からスタートした子育て支援者養成講座3級課程（土曜

中心コース）は、最終日である2月8日が大雪で延期になり、2月22

日に無事、全課程が終了しました。 

 2月1日（土)には、淑徳短期大学の塩野教授からボランティア活

動について学びました。その中でサポステのスタッフも加わり、グ

ループワークを実施しました。テーマは「子育て支援者としての

自分に向き合う」です。Ａ～Ｄの４つの班に分かれて、子育て支援

者養成講座の受講動機と、支援者としてこの講座をどう生かした

い（関わっていきたい）かについて、話し合いました。 

 みなさん活発な話し合いのあとに、各グルー

プごとに「子育て支援とは○○○である」という

スローガンを考えていただきました。 

 どのグループも、地域での関わり合いによって

互いに助け合い、支え合う社会づくりに高い意識

を持たれていることが分かりました。受講動機は、

一人ひとり違いますが、目指す部分は、共通して 

いました。子育てに関する地域の課題や、事情などは、その時々で変化しますが、子育て支援者として「子どもたち

の笑顔のため」に、自分の力を生かしたいという共通した思いが感じられました。 

 つづいて、2月22日（講座最終日）に、子育て支援者交流会を開催しました。すでに、養成講座を修了されたファミ

リーサポート援助会員、育児支援ヘルパー、家庭福祉員の保育補助などで活躍している方や、保育園の園長先生も

参加し、子育て支援について、さまざまな意見交換や、質疑応答などが活発に交わされました。 

 今回、子育て支援者養成講座3級課程を受講されたみなさんは、子育て支援にとても意欲的で、 2級課程の講座

内容のことや、有償の支援だけでなくボランティア活動についても関心があり、「ボランティア活動で経験を積んで、

さらに自分の可能性を探したい」という意見もありました。 

子育て支援とは・・・ 

楽しくて有意義な交流会でした 
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「地域力」（Ａグループ） 

「恩おくり」（Ｂグループ） 

「ボランティアに行ってみよう・やってみよう」 
                                  （Ｃグループ） 

「他者の幸福・自己実現」（Ｄグループ） 

子育て支援とは 

である 

 年に数回開催される子育て支援者養成講座。3級課程は8日間

という短い期間ではありますが、同じ時間をともにしたことは、地

域でのつながりとして、素晴らしいご縁の始まりでもあります。み

なさんのご縁が「子育て支援力のＵＰ」になれば、さらに素晴らし

いことだと、みなさんとの楽しい時間の中で実感しました。 

 今後も、3級課程修了の日に、交流会を開き、みなさんとの輪を

大切にしていきたいと思います。 

タイムス① 
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子育て支援ボランティア体験で 
子育て支援活動の安心スタートを 

  

参加を希

望する 
35% 

参加を希

望しない 
14% 

無回答 
51% 

「ボランティア体験」への参加希望 
 このたび、子育て支援者活動サポートステーションで「ボ

ランティア体験」を企画しました。これは、はじめて子育て支

援の活動をされる方にとって、気軽に参加できる「体験」とし

て、すでに子育て支援活動を行っている団体や施設に行き、

子育て支援活動を実際に見て、参加してもらうものです。 

 ボランティア体験を企画した理由は、３級講座の最終日に

実施した子育て支援者交流会で「講座修了後、いきなり活動

を始める勇気がない」という声が多かったことや、昨年、実

施した子育て支援者（3級および2級）対象のアンケートで、子

育て支援活動をしていない理由に「仕事が忙しい（41%）、妊

娠・出産・子育て中（１６％）・・・」など、回答者の5割以上の方々

の環境が、活動できる状況でないことが分かったからです。

さまざまな理由で、子育て支援活動がスタートできなくても、

時の経過とともに環境が変わり、「さて、子育て支援を始めよ

う」と思った時、気軽に参加しやすいボランティア体験があ

れば、活動への意欲と自信が得られ、本格的な子育て支援活

動へと結び付けられるかもしれない、と考えました。 

 今回、平成26年2月に３級講座の修了にあたり、ボランティ

ア体験の募集をしたところ、参加希望をいただき、実際に体

験をしたＳさんからお話を伺いました。 

タイムス② 

41% 

16% 

15% 

11% 

7% 

6% 

4% 

4% 

3% 

2% 

7% 

仕事が忙しい 

妊娠・出産・子育て中 

年齢・体調 

介護 

日程があわない 

孫の面倒 

趣味・他の活動 

2級修了したら 

何をしてよいかわか… 

要請なし 

無回答 

ボランティア活動していない理由  

★ボランティア体験をしようと思った理由は？ 

Ｓさん：「３級を修了してから、あまり時間が空かない方が学んだこ

とを生かせるのではないかと・・・。そして、実習の時に子どもたちが

本当に可愛かったので、また子どもと過ごしたいと思ったので。 

★ボランティア体験の感想をおきかせください。 

Ｓさん；子どもといると本当に幸せな気持ちになれました！ 

★体験することで良かったと思う点は？ 

Ｓさん；実習でわからない事などをすでに支援活動をしている先輩

に聞けたり、接し方を見ることができたことは、勉強にもなっただ

けでなく、今後の活動をするうえで安心感が増しました。 

保育支援の様子。 
かわいい子どもたちと、ふれあう時間は、支援者に
とって癒される時間でもあるようです。 

「気軽に体験」が自信と意欲に変わる・・・ボランティア活動 

先輩ボランティアさんから、見て聞いて・・・安心して活動を始める良い機会 

表１，２：子育て支援者サポートステーション（登録者）アンケート 
集計結果 2013年 より 

表１ 

表２ 
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ガイド 守ろう!子どもの安全・事故防止 

「やけど」編 

 子育て支援で最も大切な、子どもの安全管理。日本小児看護学会から発行されている「子どもの事故防止ノー

ト」から、子どもの事故防止に役立つ情報をお伝えします。今回は、「やけど」について。気をつけておきたい状況

と、対策をお伝えします。                 出典「子どもの事故防止ノート」日本小児看護学会 

 

・ポットややかんの沸騰したお湯、熱い味噌汁やスープがひっくりかえる ・炊飯器や加湿器の蒸気にふれる 

・てんぷら油がとぶ ・魚焼き器のガラスやトースターにふれる ・熱いお風呂に落ちる ・アイロン、ストーブにふれる 

・花火の火が衣服に燃えうつる ・低温やけど（湯たんぽやカイロ、ホットカーペットなどの長時間使用） など 

やけどをおこすもの 

もしやけどをしてしまったら・・・ 流水で５分以上冷やす 

流水で５分以上冷やす。とにかく、『冷やす』ことが重要です。傷の治りに影響します。 直接、流水をあてられない
場合、アイスノンや冷やしたタオルを何回もかえましょう。  
衣服の上から熱湯がかかった場合、水泡をつぶしてしまうことがあるので、無理に脱がさずに、衣服の上から流
水をかけましょう。  
全身に熱湯をかぶった場合、すぐに救急車を呼びましょう。救急車が来るまで、流水で冷やすことで体温が下
がってしまうので、濡れたバスタオルにくるみ、その上からタオルケットで保温し、速やかに受診しましょう。  

受診する目安  広範囲のやけどや顔面の場合はすぐに救急車を呼びましょう 

    ・広範囲のやけど（子どもは大人の手のひら２つ分でショックをおこしてしまいます）  

    ・顔（表面はたいしたことがなくても、内部がひどいことがあります）  

    ・手や足の指（皮膚がくっついてしまうことがあります）、性器のやけど  

    ・水泡ができたやけど（水泡がつぶれると感染をおこすことがあります） 

淑徳短期大学教授 塩野敬祐先生の 

ボランティアについて 
      語ろう 

 昔の子育ては、主に家族で行われるものでした。たとえば、農

業を営んでいる家族は、農繁期になると地域で託児所的な場所

を設け、互いに助け合っていました。戦中、戦後になると、貧しさ

や混乱の中で、託児を行う余裕が無くなったため、地域の有力者

や志のある人が、今の児童養護施設のようなものをつくりまし

た。当時は児童福祉法も無かったため、その運営は、ほぼボラン 

タリーな形で行われていました。実は、社会事業家が始めた子育て支援や託児は、明治大正時代にもありました。ス

ラム街で子どもが放置されていた中で、学識の高い当時の富裕層の人が、子どもの命を守るために、私財をなげうっ

て無料で託児をする施設を運営していたのです。これが、子育ての分野のボランティアの始まりです。第二次大戦後

は、児童福祉法が制定され、保育所や乳児院、児童養護施設ができ、制度や施設が整っていきました。 

 このように、本来は、当事者や近しい人達が互いに助け合う「互助」がはじめにあり、それが、限界になったとき、公

助が補っていくようになったという図式があります。そして、公助がまだ整っていない時に、互助の限界を補ったの

が地域や市民レベルで助け合う「共助」、つまりボランティア活動が生まれてきたわけです。 

 人間は他者と関わり合いながら生きていくという社会性を本能に持っており、歴史的、社会的背景に応じて、「助け

あいの精神」を少しずつ形を変えていきながら、繁栄してきたのだと言えます。 

第1回：「子育て」ボランティアの歴史 

※子育て支援者養成講座のボランティア論の講師である塩野先生から、連載でボランティアについてお話しいただきます。次号もお楽しみに! 
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児童館ボランティア 
募集コーナー 

 
それぞれの施設に直接お電話で 

お問い合わせください。 
（日・月曜日及び３/21を除く） 

 

 児童館は、遊びを通して、健康で心豊かな子

どもたちを育てていくための施設です。 

 18歳未満の子どもたちが利用でき、児童館の

ルールに合わせて好きな遊びを楽しむことがで

きます。ゲーム・工作・スポーツなどの日常的な

遊びのほか、いろいろなイベントも行っています。 

 児童館では、さまざまなシーンでボランティ

アのみなさんの協力を求めています。 

１ 赤塚児童館   
  ３月の工作タイムのボランティアさん募集！ 
■日時：３月２５日（火）・２６日（水）１５：００～１６：００   

■内容：「小さくてかわいい帽子の飾り」工作の準備や作成手伝い、片付けをお願いします。      

■募集条件：高校生以上の女性、１日でも可     ■その他：上履き    ■締切日：３月２０日（木）１７：００  

■連絡先：赤塚児童館（赤塚６-３８-１） 担当：大野・臼井 ℡ ３９３８-８８２１ 

 

２ あずさわ児童館   
  志村坂上地区さくらまつりゲームコーナーのボランティアさん募集！ 
■日時：４月６日（日）９：３０～１５：００    

■内容：小豆沢公園野球場で行われるさくらまつりゲームコーナーの補助をお願いします。 

■募集条件：大学生以上で子どもが好きな方  ■その他：動きやすい服、昼食と飲み物（現地でも購入可）     

■締切日：３月２９日(土)１７：００  

■連絡先：あずさわ児童館(小豆沢３－９－２－１０３） 担当：室岡・木村 ℡ ３966-2825 

 

３ 西徳児童館   
  徳丸地区さくらまつり児童館コーナーのボランティアさん募集！ 
■日時：４月６日（日）９：３０～１５：００（時間応相談） 

■内容：西徳第一公園で行うさくらまつり児童館コーナーのお手伝いをお願いします。 

■募集条件：18歳以上の女性で子どもに理解のある方    ■その他：動きやすい服、飲み物    

■締切日：３月２８日（金）１７：００      ■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 

 

４ 富士見台児童館   
  小学生と一緒に遊んでくれるボランティアさん大募集！ 
■日時：土曜日 （９：００～１２：００・１３：００～１７：００）   ■内容：卓球やゲーム等の遊び相手をしてください。 

■募集条件：学生（高校生・大学生）  ■その他：動きやすい服装、上履き   ■締切日：３月２０日（木）１７：００  

■連絡先：富士見台児童館（前野町１-８-１） 担当：上田・鈴木 ℡ ３９６５-８５２４ 

 

５ 若木児童館   
  小学生にユニホックを教えてくださるボランティアさん大募集！ 
■日時：土曜日の午前中（月一回程度）１０：３０～１１：３０（時間応相談） 

■内容：小学生にユニホックを教えてください。    

■募集条件：１８歳以上で初心者の小学生にユニホックを教えてくださる方     ■その他：上履き      

■締切日：３月２２日（土）１７：００    ■連絡先：若木児童館（若木２-１１-６） 担当：田邉 ℡ ３９３６-７０７０ 

 



-８- 

  集 後 記 編 

 雪が多く、寒かった今年の冬も、ようやく終わり、春がやって来ました。桜のつぼみも日に日にふくらんで、もう

すぐお花見シーズンです。この時期は、卒園・卒業・入園・入学・・・新しい節目を迎えるお子さんの姿に遭遇する

ことが多いですね。立派な洋服に身を包み、すこしかしこまった姿・・・、まだ着なれない大きな制服やスモックを

着た姿は微笑ましいものです。たくさんの夢があふれる子どもたちに出会うと、ついつい目じりが下がります。 

 2月のサポステ研修会では「親支援」をテーマに、参加者の皆さんと子育て支援の可能性について考え、学

び合える機会になりました。地域で、すでに活動している方々からの経験談は、何よりの刺激です。 

「子どもの心の栄養＝親の笑顔」 親支援は子育て支援に欠かせない課題になると思います。 

                                  （編集担当：岡本・野邉） 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）   
 
〒173-0005  東京都板橋区仲宿45-6 
         デイサービスおむすび内 

ホームページ  http://www.saposute.info 
メールアドレス info@saposute.info 
TEL＆FAX   03-5943-1888 
 

ボランティア活動中の 事故や損害に備えて 

ボランティア保険に 
加入しましょう 

お問い合わせ、お申し込みは 
「いたばし総合ボランティアセンター」まで。 
 
＊いたばし総合ボランティアセンター 
 住所：本町２４－１ 
 電話：５９９４－４６０１ 

安心して子育て支援するために 
ボランティア保険は、 

あなたと、お預かりするお子様の 
「お守り」になります。 

保険料は 
基本的なプランで 
保険料は３００円～ 

ボランティア保険は、すべてのボランティア活動に対して
保障される保険です。 
保険期間は、4月1日０時～翌年3月31日２４時までの1年
間。現在、ご加入されている方は、3月末日で、保険期間
が切れます。ご注意ください。 
これからボランティア活動を始めたいと思われている方に
とっては、あなたと、あなたに関わるお子さんの大切な「お
守り」になる保険です。 
ぜひ加入しましょう!! 


