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子育て支援サークルの活動基盤

一運営方法に着目して－

1．研究の目的と課題

渡泗恵

近年，子育てに関する不安やストレス，仕事との両立の難しさなど，子育てに携わる者が

抱える問題の解決策として，また，社会全体の少子化への対応として，地域における子育て

支援が重要になっている。現に，行政では,1994年の「エンゼルプラン：今後の子育て支

援のための基本的方向について」（文部･厚生･労働･建設四大臣合意）を受け,1995年以降，

市町村レベルでの地方版エンゼルプラン（児童育成計画）策定が行われ，地域に根ざした子

育て支援が行われ始めている。また，民間でも，地区版の育児情報誌の発行や託児サービス

の提供などが行われつつある。さらには，自主的なサークルによる仲間づくりや親子で遊ぶ

機会を設けるなどの活動も広がっている。こうした動きは，子育てを地域全体で担っていこ

うという姿勢が強まり，子育て支援が社会サービスとして提供され始めていることを意味し

ている。すなわち，子育てが多様な担い手によって多元的に供給されるサービスとして，地

域社会のなかに位置づきはじめている。

社会サービス(')の視点から地域における子育て支援の担い手を捉えると，それらは大きく

4つに分けられる。自治体や公立保育所などの公的セクター，企業などの民間営利セクタ

ー，サークルや特定非営利活動法人などのサード・セクター(2)，親族や近隣住民友人など

のインフォーマル・セクターである(Pestoff,V.A.1998)。この4つのうち，最近，とみに

大きな役割を果たし始めているのがサード・セクターである。そして，このセクターの代表

的なものが，いわゆる「子育てサークル」を含む「子育て支援サークル」である(3)。子育て

支援サークルは，支援を受けようにも事実上，困難になってきている親族や隣近所の人々に

よるインフォーマルな支援を代替する相互扶助的なサービスの提供を主に担っている（小栗

2001)。この点で，公的セクターからも，子育て支援サークルの充実が期待されている（中

野2001)。

ところで，サード・セクターである子育て支援サークルが，社会サービスとしての子育て

支援を十全に果たすためには，それぞれのサークルにおいて活動が継続していく必要がある。

しかしながら，子育て支援サークルは，サード・セクターであるがゆえに，ボランタリーな

特徴を持っている（田尾1999)。サークルは，あくまでもメンバーの自発性に依拠した緩

やかな集まりである。逆に言えば，メンバーに対する強制がなされず，目標も強固に設定さ
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れていない（結城2001)。加えて，サークル内の役割と権限がほとんど体系化されていない。

このように，組織体としての基盤が必ずしも強固ではない点が，この種のサークルの特徴で

ある。であるがゆえに，原田ら（2002）や品川（2003）によれば，この種のサークルはで

きては消えていく傾向にあるといわれている。つまり，子育て支援サークルは，組織体とし

ての基盤が脆弱であるために，必ずしも十分に活動を継続していくことができないといえる。

そこで，重要になってくるのが，このようなサークルにおける活動の継続性である。もし

サークルが社会サービスとしての子育て支援を継続して行っていくのであれば，そこに何が

必要とされるであろうか。おそらくは，組織体としての基盤の脆弱さを補うような別の基盤

が必要とされるであろう。そして，そのような基盤があってこそ，子育て支援サークルは活

動を継続させることができるに違いない。実際，地域のいくつかのサークルをみると，長期

にわたって活動を続けているサークルが見かけられる。おそらくは，そうしたサークルには，

組織体としての基盤の脆弱さを補う，別の活動基盤が存在しているはずである。本稿では，

このような問題意識に立ち，活動を継続させている子育て支援サークルを取り上げ，サーク

ルがより十全な社会サービスの機能を果たし続けていく条件となる基盤を，組織体としての

基盤を超えて，探っていくことにする。

では，組織体としての基盤を超えた活動の基盤とは，どのようなものなのであろうか。こ

の点に関して，子育て支援サークルを取り上げたこれまでの研究から，解明の手がかりを得

ていくことにする。

手がかりの第一は，サークルの活動を支える外部からの援助である。木脇・大山(1998)

や子育てサークル研究会(2001)は，サークルが行政から，どのような援助を求めている

かに関する調査を行っている。その結果明らかになったのは，サークルが活動を継続させる

ため必要としていることは，活動場所や人的資源，情報などに関わる外部からの援助である

という点である。この結果を踏まえると，本稿で検討することは，活動の資源に関する外部

から援助の状況であろう。

第二の手がかりは，サークルの運営方法である。先に述べたように，子育て支援サークル

では，役割と権限の体系化がほとんどなされていない。そのため，活動の継続が十分に保証

されるものになっていない。そうでありながら，サークルの活動が継続しているとしたら，

活動を継続させる鍵は，活動を動かす方法，つまり運営方法にあると思われる。この点につ

いて先行研究から得られる手がかりは，以下の通りである。先行研究を整理してみると，サ

ークルの運営方法を見る視点には次の2つがあるように思われる。そのひとつは，サークル

の活動に対するメンバーの関わり方をどのようにマネジメントするかである。この点は，結

城(2001)が，メンバーのサークルへの関わり方と活動評価に関する研究において指摘し

ているところである。結城(2001,109頁）は，サークルの活動を活性化させるためには，

メンバーの「気楽なサークルへの関与」を可能とするような方策を築くことが重要であると

指摘している。この結城の指摘を踏まえると，活動に対するメンバーの関わり方の視点から，

活動の継続性につながる運営方法を検討していくことが必要となってこよう。

二つめは，メンバーの自発的な活動を引き出す動機づけに関わる方策である。中野(2001,

23頁）によると，サークル活動におけるひとつの課題は，メンバーの自発的な活動を引き
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出しうる方策をいかにして活動の中に組み込むかである。この課題は，サークルがメンバー

に対する強制力を持たないために起こるものである。逆に言えば，メンバーを継続して活動

に関わらせるものとして，サークルには，強制力に代わるものが必要なはずである。この点

に関して，子育て支援サークルではなく，ボランタリー組織一般を取り上げた研究ではある

が，田尾(1999,36-43頁）は次のことを述べている。体系化された組織の枠にとらわれ

ないボランティアを自発的な活動に向かわせるものには，活動を自己実現に至らしめる動機

づけと，活動を感謝が得られるなどの利得を得ることにつなげさせる動機づけと，活動を他

の人のためになるという社会的な意義につなげていく動機づけの3つがある，というのであ

る。このことを普遍化して考えるなら，子育て支援サークルにも，メンバーを活動に向かわ

せるものとして，自己実現利得，社会的意義といった誘因があると予想される。このうち

社会的意義による動機づけに関して，品川（2003）は，子育て支援サークルが解散に至っ

た要因を調べた研究において，その理由のひとつに，サークルがメンバーの私的なニーズを

超えて，活動に向かせる動機づけを持ち得なかったことをあげている。このような先行研究

における知見を踏まえるならば，メンバーを活動に向かわせる動機づけの視点から，活動を

継続させる運営方法を検討していく必要もあるといえよう。

以上のような先行研究の検討を踏まえ，本稿では，サークルが活動を継続していくための

基盤を，次の2点から探ってみる。ひとつは，活動の資源に対する外部から援助の状況であ

る。もうひとつは，サークルの運営方法，すなわち，活動に対するメンバーの関わり方のマ

ネジメントとメンバーを活動に向かわせことにつながる動機づけの視点である。

2．方法

上記の課題を明らかにするために，本研究では,X市における子育て支援サークルを取り

上げ，事例分析を行っていく。事例を把握するために行った方法は，次のようである。まず，

市の広報誌，民間情報誌，公民館・児童館・図書館の施設利用団体に関する情報をもとに，

X市に所在し，就学前の子育てに対して支援を行っているサークルを特定した。次に，各サ

ークルに関する情報を収集するために，以下の2つの調査と関連する情報の収集を行った。

調査は，29のサークルに対する質問紙調査(2001年11月～2002年8月の間に随時実施）

と，質問紙調査で承諾が得られた，20のサークルの代表らに対する聞き取り調査（2002年

4月～2002年9月実施）である(4)。ちなみに，質問紙調査では，サークル発足年，発足の

契機活動概要運営の方法，活動上の大切にしている点・困難に感じている点など，主に

サークルの概要を尋ねた。聞き取り調査では，発足時の様子，その後の経過メンバーの概

要，活動や運営の実際及び背景などを尋ねた。

なお，本稿では，事例を分析するに際して，「母親クラブ」の活動の一環に位置づくサー

クル（｢幼児クラブ｣）を除外した。「幼児クラブ」は,それ自体が児童館と密接な関係にあり」

その活動基盤がほぼ児童館や自治体に依存している。そのため，本研究で対象とする他のポ

ランタリーなサークルとは性質が異なってくると考えられる。また，質問紙調査のみの実施

で，サークルの概要しか得られなかったサークルも対象から除外した。
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表1分析対象であるX市における子育て支援サークルの概要

ｹｰｽ設立年

1 1 9 9 5

21999

3 2 0 0 1

42001

51987

61999

71995

81998

92000

101987

111998

121987

131985

1 4 1 9 8 1

151985

161993

171999

181999

191989

活動拠点

O公園

M公園

M公園

A/U公園

自宅／公園や山

H児童館

N公民館

T公民館

A公民館

自宅

N児童館

H児童館

図書館内和室

企業

N公民館

M児童館

O公民館

A公民館

老人福祉ｾﾝﾀｰ

人数（子どもの対象年齢）

15家族（就園前まで）

親子：30人（幼稚園児）

主催者1名（就園前）

主催者1名（就学前）

40世帯

20人

親子：50組（2，3才児）

親子：22組（幼稚園児）

親子：5組（就園前）

3人

7人

10人

8人

7人

14人

6人

40人

主催者2名

24人

主な活動内容

外遊び

わらべうた遊びなどの外遊び

わらべうた遊び・草花遊び

外遊び

自主保育

体操(子育て中の親）

体操

体操

英会話

保育所、幼稚園等でパネルシアターを公演

児童館等でパネルシアターを公演

児童館で読み聞かせ・手遊びを行う

幼稚園、図書館等で素話を行う

幼稚園、小学校等で素話を行う

幼稚園、保育所、病院等で素話を行う

児童館、図書館等で素話を行う

育児情報誌・イベント企画

母親同士の交流・情報交換の場を提供

おもちゃの貸出／おもちゃで遊べる場の提供

したがって，本稿で分析していく対象は,19の子育て支援サークルである。分析対象で

ある19サークルの概要は，表lに示す通りである。

調査対象地域であるX市は，人口約19万人(2002年10月現在）の中規模都市である。

X市は，農業を中心としていた旧地域と，昭和40年代半ば以降政府及び民間の研究機関

等が設立され，形成された新地域の，2つの地域から構成されるという特徴をもつ。調査対

象である子育て支援サークルは，ほとんどが新地域で活動している。これは，新地域が，転

勤による転入・転出が多い地域であること，研究機関等に勤めている親が多く，親の学歴階

層も高いため，概して子育てや教育に熱心な地域であることと関係していると思われる。な

お，多くのサークルでは，専業主婦の人々が活動の中心を担っている。

3．分析の結果

まず，分析対象であるX市における子育て支援サークル全体をみて，サークルの活動資源

に対する外部からの援助の状況について簡単に触れておくことにする。

ひとつは，活動の場が公的セクターからの援助を受けている点である。活動拠点として公

的セクターに属する施設を利用しているサークルは，児童館（4サークル）・公民館（6サ

ークル)，その他の公的セクターの施設（2サークル）すべてを合わせると，全体の半数以

上である。また，パネルシアターや素話などを提供するサークルでは，幼稚園や保育所，図

書館といった公的機関からの依頼を受けることが多い。このように,X市のサークルでは，

活動の場を確保する点において，公的セクターに拠るところが大きい。
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二つめは，人的資源の確保がインフォーマルな関係に依存している点である。友人・知人

関係で立ち上げられたサークルが11ある。また,12のサークルでは，途中で加入したメ

ンバーはメンバーの友人や知人であると答えていた。ただし，7サークルで，新しいメンバ

ーがなかなか入らないと話していた。さらに，サークルが外部講師を依頼する際には，多く

のサークルがメンバーの友人や知人を頼っているようである。このように，サークルは，人

的資源の確保に関してメンバーのインフォーマルな関係に頼っているといえる。

三つめは，活動の資金が主に会費でまかなわれていることである。公的セクターや民間営

利セクターから，活動に対する補助金をもらったことがあるサークルは5つと，少ない。し

かも，そうした資金の援助は，必ずしも毎年受けられるわけではない。つまり,X市におけ

るサークルは，ほとんど活動資金を自主的にまかなっていると考えられる。

それでは，サークルが活動を継続させている条件を具体的に検討していくことにする。表

lに見て取れるように,X市において，現在活動しているサークルの設立年は,1985～87

年頃と,1997年～99年頃に集中している。1980年代後半に設立され，継続しているサー

クルには，パネルシアターや素話など，文化的な経験を提供して，子どもたちの心の発達を

支援するものが多い。それに対して1990年代後半に設立されたサークルには，遊びや体操，

情報の提供を通じて，仲間づくりを支援するものが多い。このように,X市の子育て支援サ

ークルでは，設立時期により活動の趣旨が異なる傾向が窺える。そこで，ここでは，この二

つの時期に設立され，かつ聞き取り調査から，活動を継続させている条件がX市のサークル

の中でもある程度，明確な事例を2つ紹介する。ただ，後者の場合，継続年数が短いためか

運営方法が暖昧なサークルが多かったため，運営方法が比較的確立されたものを事例とする。

これらを踏まえ，80年代後半の設立時期の事例としてケース1lを,90年代後半の設立時

期の事例としてケース17を取り上げる。なお，調査データの引用における()内と下線

は著者による補足である。

(1)事例1：ケース11（聞き取り調査:2002年5月31日実施）

ケース11は,1987年に設立されたケース10からの活動を引き継ぐものであり，実質

16年間活動を続けている(5)。このサークルは，児童館の幼児クラブでパネルシアターを経験

したメンバーがクラブ終了後にサークルを立ち上げ，現在まで就学前の子どもや子育て中の

親に対してパネルシアターの公演活動を続けてきている。メンバーは，現在7名であり，全

員，前身であるケース10の時より参加している。主な活動は，年に2回行う自主的な公演

と児童館における月1回の公演の他保育所や幼稚園などからの依頼による年30回程度の

公演である。

①「家庭の問題を最優先させる」運営方針

ケース11では，メンバーがどのようにサークルの活動に関わり，その関わり方から見

て，どのような運営がなされているのだろうか。ケース11は，「家庭の問題を最優先させる」

という運営方針を活動上の大切なことと回答している。この運営方針を前提にした，メンバ

ーの関わり方は次のようである。ケース11では，設立当初，子育て中だったメンバーは子

どもを連れながらも，活動に積極的に関わっていた。「子育てに来ていたんだよね」と話す
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ように，子育て期のときは，メンバーは我が子と一緒に活動に参加し，他のメンバーと共に

子育てを行っていたようである。その際，サークルは，子どもを連れて活動をしやすいよう

に，公演の際には保育担当をおいていた。つまり，ケース11は，子育て期のメンバーが多

い時期では，メンバーに対する保育サービスが行われていたといえる。

代表T(以下,Tと略す） 子育てに来てい たんだよね。

A:お茶を飲ませてもらえてね。

T:そう，赤ちゃんのときからですから。ここでグループをやりながら，出産したのが何人

かいます。ですから。産休何ヵ月，復帰第1戦とか言って。

著者：その時は見ている方がいたんですか。

T:そうそう， 小さい子がいるときは，公演なんかに行くときは，メンバープラス子守りが

ついたんですけどね、 保育担当が。 今は一人だけ，就園前の子を抱えている人がいるんで

すけどね。

T:子どもがいなくなったら，皆それぞれ，勝手なことを始めるでしよ。趣味のこととか，

仕事とか。子どもがあると，家でごろごろしててもしょうがないから，公演もないけど，

まあ，連れて行くかと。だんだん，みんな忙しくなるので，公演即練習。公演がないと

きは休むという感じになっちゃうんですけど‘

代表Tさんの話によれば，ケース11では，メンバーの子育て期が終わると，それぞれが

仕事や趣味，親の介護などにより，活動のための時間をあわせるのが難しくなってきたとい

う。では，このメンバーの関わり方の変化に対して，サークルはどのような方策で対応をし

ているのだろうか。ケース11は，活動に対するメンバーの関わりが減ってきている点を補

うために，役割分担は「一応決まっているが，時間のあるメンバーが補う形」でサークル運

営を行っている。また，依頼に対する対応では，連絡を受けたメンバーが会合の際に「何日

行ける人」と尋ねる形で，その都度の対応を行っているという。つまり，ケース11は，メ

ンバーの各自の都合を合わせながら，その都度役割分担や活動日を決定していく，緩やかな

運営の方策をとっている。こうした運営方策が，メンバーが継続して活動に関わることを可

能にしているのではないだろうか。

このように，メンバーの活動への関わり方からみると，ケース11では，「家庭を最優先

させる」という運営方針をもち，子育て期からその後へとメンバーのライフステージが変化

するのにあわせて運営方法を変えてきていることが窺える。

②演じ方のスキル・アップ

次に，サークルがどのような方法で，メンバーの活動を継続していくための意欲を引き出

しているのかを見ていく。ケース11は「自分そして我が子がパネルシアターを楽しんだフ

ァンから演じ手に回ったメンバーがほとんどである」と，設立経緯について回答している。

ここから，ケース11では，パネルシアターを演ずることの楽しみが，メンバーをサークル

の活動へと向かわせる動機になっていると見て取れる。そして，この動機を支えているのが，
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パネルシアターの演じ方を向上させる学びにあるようである。

ケースllのメンバーは，設立当初，活動内容であるパネルシアターについてほぼ素人で

あった。代表のTさんの話によれば，活動を始めた頃，当時の代表を除き，メンバーはパ

ネルシアターの制作・実施の経験をもっていなかったそうである。そこで，ケースllでは，

活動上の大切なことに関して，メンバー同士で「作品に対する意見等は遠慮せずに述べる」

ことと回答しているように，メンバーは相互に切蹉琢磨し，演じ方のスキルを向上させてき

ている。そして，そうした学びを実践と結びつけることにより，ケースllは演じる楽しさ

という動機を支えていると思われる。

また,ケースllは，サークル外部で行われる研修会にも積極的に参加している。ちなみ

に，この研修会は，年に3回行われ，他のサークルも集まるものである(6)。研修会への参加は，

自己充足的な動機を強めていると見て取れる。代表Tさんによれば，この研修会に参加する

ことの効果は，「私たちもただやっているだけじゃなくて，お互いに研讃する機会」をもち，

他のサークルの活動を見ることを通じて，「私たちだけの井の中の蛙」にならないようにす

ることにあるという。ケース11は，こうした外部での研修会を，自分たちの実践をよりよ

くするといった刺激が与えられる場として位置づけているといえよう。

このように，ケース11は実践と学びを通じて研讃を積むことで専門性を高めてきている。

そして，そのことにより，このサークルは，メンバーを活動に向かわせる動機である「演ず

ることの楽しみ」を持続させてきていると見受けられる。

③「多くの人々に楽しさを伝える」という社会的意義

ケース11では，設立当初にみられた自分自身と我が子が楽しむという私的なニーズの充

足の他に，メンバーを活動に向かわせる動機づけが見られる。活動目的を尋ねた質問に，「自

らが楽しみながら，多くの人々にその楽しさを伝えたいと思っている」と回答している。ケ

ース11は，パネルシアターの楽しさを人々に伝えていくことに社会的な意義を見いだして

いる。また，このサークルは，児童館でパネルシアターを演ずることが小さな子どもを連れ

た母親が安心して集まれ，「いろんなお母さんと巡り会える」場を提供することにつながる

と捉えている。ここにも，実践に対する社会的な意義の付与が見て取れる。

A:子育て支援というところから見て，私が一番，気に入っているのは，読み聞かせでね，

毎週金曜日に11時に来るといろんなお母さんと巡り合える。（中略）とにかく，金曜

日に11時に行けば誰かがいる，という安心感。そして，結構真剣に聞いてくれている

んですけど．その終わった後， おしゃべりが始められたりするのを見ると もちろん，

見てくれると私もうれしいですけど，

と‘いいなって．思います。

ああやってコミュニケーションをしてくれている

それでは，ケース11は，どのような契機により，このような社会的な意義を見いだして

きたのだろうか。聞き取り調査によれば，この契機となったことは，パネルシアターを見に

来ていた母親からの手紙である。ケース11は，「人が多く集まるところに子どもと一緒に

行く不安があったが，パネルシアターを見に来たら，安心して子どもと一緒に楽しむことが

〆司
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できた」というようなことが書かれた手紙を，「お宝手紙」として大切に保管している。そ

して，メンバーは，折に触れこの手紙を見ているようである。

T:手紙があったじゃない。たまにね，手紙が。（中略）

たばかりの母親からの）手紙も何年か前にいただいて，

ト）に貼ってあるんですけどね。

これも，この(X市に越してき

お宝手紙としてここ（活動ノー

このように，ケース11では，外部に向けたサービス活動を実践していく中で，ユーザー

からリアクションを得え，それにより，実践を振り返る機会がつくられるようである。そし

て，ケース11において，社会的な意義に関わる動機づけが生成されるのは，そうした機会

を通じてであると思われる。

以上のように，ケース11が活動を長く続けてきた秘訣のひとつは，実践とその実践に対

するリアクション，そして，パネルシアターの技能を高める学びを通じて，メンバーの自発

的な活動を引き出している点にある。もうひとつは，メンバーのライフステージにあわせて，

運営方法を変えてきた点にあるといえる。

(2)事例2：ケース17（聞き取り調査:2002年7月12日実施）

ケース17は,1999年春に，代表のHさんが知り合いに呼びかけ，総合育児情報誌をつ

くるサークルとして立ち上げたものである(7)。メンバー（このサークルでは「スタッフ」と

呼ばれている）は，40名である。そのほとんどが子育て中の親である。主な活動は，地域

にこだわった子育て情報の提供と，母親同士の仲間づくりを支援するイベント企画である。

子育て情報の提供では，書店で販売する情報誌（年に1回)，会員制の季刊情報誌の企画・

取材・編集が行われている。イベント企画では，交流会，講座やまつりの開催などを行って

いる。

①様々な関わり方への許容する運営方針

ケース17では，メンバーはどのような関わり方をしているのだろうか。ケース17では，

聞き取り調査時点において，立ち上げメンバーのうち4人のみが残っているだけであった。

また，聞き取り調査によれば，このサークルでは，年1回の情報誌編集ごとに，6割程度の

メンバーが入れ替わるという。つまり，メンバーがサークルの活動に関わる期間は，比較的

短期間である。

代表H(以下,Hと略す):子どもが小さいと もう来月もどうなっているかわからな い

っていう人が多いんですよ (中略）だから，一年毎でいいと思うんですけど，ケー

ケートくらいに協力してくれればいいという関わり方で，

卜ど°6割は，ほんとに6割くらいかな，変わってくるん

ス17を卒業して，また，アンケートく

大半の人はそれで良いんですけど。6害

ですけど。

ケース17では，こうしたメンバーの関わり方であっても，サークルの活動が継続してき
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ている。ということは，このサークルには，一時的なメンバーの関わり方を許容する何らか

の方策があると考えられる。その方策のひとつは，取材，編集，保育，イベント企画など，

役割毎にメンバーが登録し，関わる仕組みをつくっていることである。もうひとつは，「ス

タッフ｣，「ボランティア・スタッフ｣，「サポーター」という，活動への関わり方の深さに応

じて関わりを区分していることである。この二つの方法により，様々な人々に活動へ関与す

る機会を与えていると考えられる。例えば，「ボランティア・スタッフ」は，子育て期が終

わりパートの仕事に就くなどの理由により，スタッフを辞めたメンバーが関わり続けられる

ポストになっている。

H:(｢ボランティア・スタッフ」の募集では）ケース17のスタッフを卒業して，自分で

パートに行っちゃうとか，仕事を在宅で始めるという人（に）も，「あいている時間で

協力してくれるんだったら，『ボランティア・スタッフ』で残ってちょうだい」という

言い方をしようかな。

このように，ケース17は，様々な人がライフステージにあわせて，関わっていくことが

できる多様なポストを用意しているといえる。

②実践を通じての学び

それでは，ケース17は，多様な関わりを前提にしつつ，メンバーの活動への関わりを促

すものとして，どのような動機づけをつくっているのだろうか。ケース17は，活動上大切

にしていることは，「私の知りたいことはみんなも知りたい。私のしたいことはみんなもし

たい」という姿勢をもとに，活動することであると答えている。また，代表Hさんによれば，

情報誌の企画･取材･編集では,メンバーは「私が興味をもっていることはみんなが興味（を）

もっている。私が楽しいと思うことはみんな（が）楽しいという視点で」行ってくるという。

このように，ケース17は，メンバー個人の私的なニーズを充足させることを活動の基本に

おき，それにより，メンバーの活動への参加を促しているといえる。

H:ケース17のメンバーって， 私が興味もっていることはみんなが興味もっている，私

が 楽しいと思うことはみんな楽しいという視点で， 取材してきているって言っている。

こうした動機づけを支えているのが，実践を通じての学びであるようだ。代表Hさんは，

取材や編集などにはじめて関わるメンバーが多いと話している。そのため，ケース17では

メンバーは実践の積み重ねを通じて，活動に必要とされる能力を向上させている。そうした

実践における学びが，メンバー自身が「やりたい」と思っていることを実現するための力を

も身につけさせているようである。

H:自分とか，何かやってみたいとか思ったときに，何か実現できちゃう力を自分たちの

グループでもっているということはすごく，ありがたいことですよね。（中略）そうい

う（子どものチャンチャンコをつくりたいという）たわいもないことなんですけど，や
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りたいなあって言って，やろうよってなって，やれちゃったというのが楽しいかな,毎日。

そういうささいなことなんですけど。なんか

たちの思っていることとか，ほしいものをか

っています。

そういうような繰り返しで，次第に，自分

なえる力がついていけば，いいな－って思

このように，ケース17は，実践から学び，学びから実践へという循環を通じて，メンバ

ーの自己実現を可能にし，それにより，メンバーの活動に参加する意欲を引き出しているの

ではないだろうか。

③「きっかけづくり」の提供を目指す社会的使命

ケース17には，メンバーを活動に向かわせるもうひとつの動機づけが見られる。それは，

活動に対する社会的な意義に関わるものである。活動目的に関する回答に見て取れるのは，

｢私たちの活動は，直接その（子育てに悩みをもっている）人に声をかけてあげることはで

きなくても，何か楽しいイベントを企画することで，情報を提供することで，（友だちづく

りの）『きっかけ』を提供することができるのではないか」という活動の社会的な意義である。

この点で，ケース17の活動は，子育て中の母親が友だちをつくる「きっかけ」を提供する

ことを目指しているといえる。

それでは，このサークルでは，どのような運営方法により「きっかけ」の提供という社

会的な意義が見出され，維持されてきたのだろうか。ケース17には，サークルの社会的な

意義の発見．共有につながった次のような契機が存在した。それは，「ふるさとづくり賞」

(8)への応募原稿の作成(2001年6月頃）を通じてのことである。設立から2年目頃までは，

サークル活動の社会的な意義は，代表Hさんの思いにとどまり，メンバー間で共有されるま

でには至っていなかったようである。はじめて活動に対する社会的な意義が共有されるのは，

｢ふるさとづくり賞」への応募原稿に対するメンバー相互のやりとりを通じてであった。

筆者：メンバーの人たちは最初から，（活動）目的にある「きっかけづくり」を意識して

いたのですか。

H:どうですかね。でも， だいたい，ケース17の骨格を決めてきたのはもうほとんど私

が考えてきて。これでいいかな，ケース17ってこうかなって，投げかけてきたのに，

みんなが，肉付けしてくれたというか。「うん，こうだよ」とか，「ああだよ」とか。一

番はじめてできたのが、本当に「ふるさとづくり賞,．（中略）「ふるさとづくり賞」を

応募しようと思ったときに，ちょうど去年（の）今頃，ケース17って，こういう思い

で,こういう風な展開を考えて，こういう風にやっていっているんですって。原稿用紙で，

5枚くらい，2000字にまとめて書いたんですよ。 それを，編集長とか，読んでもらって．

それを読んで， 初めて，編集長と_力塑ﾖ坐「こういう思いでやっていたんだ、よくわかつ

たよう」って。

このように，サークル活動を社会的にアピールする機会を通じて，メンバーの間に社会的

意義が見出されたといえよう。加えて，ケース17では，他のサークルとの情報交換の場を
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活用することで，活動に対する社会的な意義を強めていると見て取れる。ケース17の中心

的なメンバーは，他のサークルの事例報告を聞くことを通じて，自らの活動を振り返り，そ

の活動が社会的な意義があるものだという思いを強める傾向がある。

H:この間(2002年6月),国立女性教育会館ヌエックなんかにいって，そこでも全

国ネットワークを持ちましようっていうことで，事例報告を全国でやっているんですよ

ね。ケース17のやっていることって，やっぱりかなり規模が大きいので，そういう勉

強会に行くと，スタッフを必ず連れて行くんですけど，スタッフが，「なんで事例紹介

がケース17じゃなかったわけ」 って ｢うちでいいじゃん。同じことやってるじゃん，

マヘデ
ゴー 言うんですよ やっぱりそういう気持ちがスタッフに芽生えるっていうのは、す

ごくいいことだなと思って。

ケース17では，メンバーの自発的な活動を引き出すための社会的な意義は，メンバー問

で思いの共有する機会や学びの機会など，実践を振り返る機会によって支えられている。

以上のように，サークルが活動を継続させる方策として，ケース17は，様々な人々が活

動に関わることを可能にする多様なポストを設けていることが窺える。また，メンバーの活

動への意欲を引き出す動機づけは，実践を通じての学びや実践を振り返る契機を通じて支え

られていると考えられる。

4．結語

上記の2つの事例をもとにして，子育て支援サークルが社会サービスとしての子育て支援

をより十全な形で担うための活動の基盤を，外部からの援助に関わる条件と，運営方法に関

する条件に分けてまとめておく。

まず，外部からの援助に関わる条件のひとつは，活動の場に対する公的セクターからの援

助である。X市では，子育て支援サークルが活動拠点として公的セクターの施設を活用する

ケースが多かった。また，サークルは，公的セクターからサービスの依頼を受けることで，

活動の場を増やしていた。このことから，サークルが活動拠点を確保する場合の公的セクタ

ーの援助や，公的セクターとサークルとの間のサービスに関する依頼関係が，サークルの活

動を継続させる重要な基盤になると考えられる。

外部からの援助に関わる条件の二つめは，人的資源の確保である。X市におけるサークル

では，メンバーの募集や講師の依頼などの人的資源の確保は，メンバーのインフォーマルな

関係を通じてなされていた。この点で，サークル活動の継続を支える人的資源は，インフォ

ーマルな関係を重要な基盤にしているといえる。ただし，人的資源の確保において，インフ

ォーマルな関係だけでは限界もあるだろう。今後サークル活動の継続を支えるためには，公

的セクターや他のサークルなどからの人的資源の確保に対する援助が求められていくのでは

ないだろうか。

運営方法に着目して，サークルが活動を継続させる基盤を探った結果，3つの条件が見出
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された。そのひとつは，メンバーのライフステージにあわせた緩やかな運営である。これは，

メンバーを活動に関わりやすくさせる運営の方策である。X市における多くの子育て支援サ

ークルでは，結成当時，メンバーの多くが子育て中であった。そのため，サークルでは，メ

ンバーが子育て中の際には，託児をするなど，メンバーに対するサービスを行いつつ，それ

以外の人々に対してもサービス提供するような運営がなされていた。メンバーのライフステ

ージが子育て期後に移ると，メンバーの仕事や家庭の事情にあわせ，メンバーの多様な関わ

り方を許容するためのポストを設けたり，活動を縮小したりすることで，活動を継続させ

ている傾向があった。この点に関して，比較的長く活動を続けているサークル（ケース12,

15,16,19)ほど，その時々 の状況に合わせて，「できることをできる範囲で」やるという，

緩やかな運営方針をとる傾向が窺えた。また，継続年数が短いサークル（ケース1,2,4,

8,18)では，子育て中の親が気軽に関われるようにという理由から，役割分担を固定せず，

必要なときにその都度役割を決めて運営する方法がとられていた。このことから，サークル

は，メンバーのライフステージを運営方法に組み込みこむことにより，メンバーがより継続

して活動に関与することを可能にし，その結果，活動が継続していると考えられる。

運営方法に関わる条件の二つめは，子育て支援のサービスに関わる実践と活動の専門性を

高める学びの循環である。これは，メンバーの自発的な活動を引き出す動機づけのうち，自

己実現や自己充足に関わる動機を支える方策である。X市におけるサークルでは，「アマチ

ュア」であることを前提にするため，サークル内外の学習会や情報交換の場を利用して，メ

ンバーのスキルを向上させる学びが促される傾向にあった。このような学びは，サークルで

は，メンバーがもつ自己実現に関わる動機を支え，それにより，実践に向けたアスピレーシ

ョンを高めていた。また，サークルは実践を通じて，メンバーの学びを深めたり，広げたり

もしているようであった。この点に関して，特にパネルシアターや素話を提供しているサー

クル（ケース10,13,14,15,16)においてその傾向が強かった。このように,サークルでは，

学びが実践に対するメンバーのアスピレーションを高める装置となり，この両者の循環が活

動を継続させる基盤になっていると考えられる。

活動を継続させるための運営方法に関わる条件の3つめは，実践を振り返る機会をつくる

ことである。これは，メンバーを活動に向かわせる動機づけのうち，社会的な意義を見つけ

るという動機づけを支える方策である。X市における子育て支援サークルでは，他のサーク

ルとの情報交換の場や，子育て支援を提供する中で得られるユーザーからのリアクションな

どを通じて，サークルの実践を振り返る機会をもつ傾向がみられた(9)。これらの機会は，メ

ンバーをより実践に向かわせる動機づけを，個人的なニーズの充足から他の人のためにもな

るという社会的な使命感に広げる契機になっているようであった。言い換えれば，メンバー

は，実践を振り返る機会を通じて，我が子や自身のためというメンバー個人の子育てに関す

る私的な目的を越えて，「子ども」や「母親」一般に対する支援であるという社会的な意義

を実践の中に見いだし，そのことにより，継続してサークルの活動に関わるようになってい

た。このことから，実践を振り返る機会を運営の中にもうけることが，サークルの活動を継

続させる基盤になると思われる。

このように，運営方法に着目して，サークルが活動を継続させる基盤を見ていくと，上記
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の3つにまとめられた。最後に，これらの知見を踏まえ，研究における課題と，子育て支

援サークルが活動していく上での実践的な課題について触れておく。まず，研究における課

題をあげておく。研究課題は，運営方法に着目して明らかにした上記の3つの基盤以外に

も，子育て支援サークルが活動を継続させるための基盤が見られることである。例えば，メ

ンバー同士で，サークルの活動に関わるノウハウをメンバー間で継承していく運営方法があ

げられる（原田ら2002)。サークルでは，代表や世話役などの仕事内容や活動内容の企画

など，サークル活動に必要とされるノウハウは，活動を通じてメンバーそれぞれに蓄積され

る。そのため，そうしたノウハウを継承させる方策が，活動を継続させる基盤となると考え

られる。ただ，この点を明らかにするには，本稿で用いたデータでは十分に明らかにしえな

かった。また,本稿では，団体調査のデータをもとにしたため，活動を継続させる基盤として，

メンバー間の関係に着目して，活動を継続させる基盤を検討することができなかった。こう

した点が，本稿における研究の課題となるだろう。

子育て支援サークルが活動を継続させていく上での実践的な課題では，情報に関する外部

からの援助があげられる。具体的に言えば，ひとつは，メンバーの学びを促すような研修会

や情報交換の場を設定するという援助である。このような場は，メンバーの自発的な活動に

向かわせる動機づけとしての機能をもち，サークルの活動をより活性化させていくであろう。

もうひとつは，地域に所在する全部のサークルを統合した情報のサービスに関する援助であ

る。サークル情報のサービスは，メンバー募集や外部講師の依頼など人的資源を確保する際

の手がかりとなり、サークルにとって活動を継続させるための重要な援助になると思われる。

)王

(1)本稿では，社会サービスを，広義の福祉を満たすための，「多様な担い手によって多元的に供給さ

れる様々なサービス」と捉える（武川1999)。この点で，今日の地域における子育て支援も社会サ

ービスのひとつとしてと捉えることが可能であろう。

(2)Pestoff,V.A.(1998)によれば，「サード・セクター」は社会サービスの供給が公的でも民間営利

でもない，第三の担い手であることを表すものである。サード･セクターは，その特徴を表して「ポ

ランタリー・セクター」（田尾1999)といわれることもある。

(3)一般に，子育てに関わる活動をしているサークルは，子育て中の親子が集まり，同好会的に活動し

ている子育てサークルと，子育て中の親子に対する支援を行っている子育て支援サークルに分けら

れる。しかし，本稿では，社会サービスの視点から「子育て支援サークル」を，「子育てサークル」

を含む「子育てに関わるサービスを提供するサークル全般」として捉えた。サービスの提供という

点でみれば，「子育てサークル」は，メンバーが協同して遊びや学びの場などをつくり，かつメン

バー内に，そうしたサービスを提供していると捉えることができる。つまり，「子育てサークル」は，

子育てに関わるサービスを互助的に提供している点で，ひとつの子育て支援の形態と見て取れる。

(4)本稿のデータは，筑波大学教育社会学研究室の調査研究「地域における子育て支援サークル」に依

拠している。

(5)メンバー同士の時間帯が合わないという理由から,1998年に2つにわかれた。

(6)この研修会は,X市内と近隣の市町村から，パネルシアター愛好の人たちやグループが集まり，互

いに研鑛する機会をもつという目的ではじめられたものである。現在，この研修会は50人程度の
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会員からなっている。

(7)ちなみに，ケース17は2002年7月に特定非営利法人格取得の申請を行った。

(8)「ふるさとづくり賞」は，「(財）あしたの日本を創る協会」が個性豊かで活力あるふるさとづくり

に取り組んでいる集団・市町村などに顕彰する賞である。

(9)ケース12,15,18において，ユーザーからのリアクションを通じてサークルの実践を振り返る機

会が窺えた。また，他のサークルとの情報交換の場を通じて同様の傾向が見られたのは，ケース3，

4，5においてであった。

引用・参考文献

原田正文・福井聖子・服部祥子（2002）「現代日本における子育て支援方策に関する研究（第1報）

－関西地域における『子育てサークル』に関する統計的調査一」『大阪人間科学大学紀要』

1巻69-74頁大阪人間科学大学

木脇奈知子・大山治彦(1998)「地域における子育て支援一大阪府K市における行政と市民ネットワ

ークの事例研究から－」『家庭教育研究所紀要』20137-147頁家庭教育研究所

子育てサークル研究会（国立女性教育館内)(2001)『子育てサークルの活動に関する調査報告書』

中野洋恵(2001)「子育てサークルの持つ意味と課題『子育てサークルの活動に関する調査より』」全

日本社会教育連合会編『社会教育』56(9)20-23頁

日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会（2000）『社会福祉・社会保障研究連絡委員会報告

社会サービスに関する研究・教育の推進について』

小栗正裕(2001)「コミュニティにおける子育て支援活動に関する基礎的研究一コミュニティ意識を

中心に－」『聖和大学論集』29A213-226頁聖和大学

PestOff,VLA.,1998,｡6BeyondtheMarketandState:SocialenterpriseSandcivildemocracyinawelfaresociety'',

AshgatePub､藤田暁男他訳『福祉社会と市民民主主義協同組合と社会的企業の役割』2000日

本経済評論社）

品川ひとみ（2003）「子育てサークルの活動と参加者の意識一あるサークルの結成から解散に至った経

緯一」『日本教育社会学会第55回大会発表要旨集録』ll6-ll7頁

武川正吾(1999)『福祉社会の社会政策』法律文化社

田尾雅夫(1999)『ポランタリー組織の経営管理』有斐閣

筑波大学教育社会学研究室（2003）『地域における子育て支援サークルー事例に見る特性と活動の基

盤 一』

結城恵(2001)「メンバーのサークルの関わり方とサークル活動への評価一子育てサークル活性化の

ために－」『国立女性教育会館研究紀要』5109-118頁

74


