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研究成果の概要（和文）：本研究では子育てにおいて「子どもの健全な成長と親の成長を阻害するもの」を“リスク”
と定義し、リスク支援に積極的に取り組んでいる地域の支援担当者への聞き取り調査により、子育てのリスク支援、予
防支援に力点を置く子育て支援のあり方を検討した。その結果、妊娠期から乳幼児期、学童期に至る切れ目のない支援
体制、地域における保健（母子保健）と福祉（ソーシャルワーク）、保育の融合が図られ、行政側と地域の支援者との
協働的支援体制が構築されること、家庭訪問を含めた個別対応も行うことが、子育てのリスクに対する予防的支援とな
ることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to examine effectiveness of preventive intervention 
to the parents at risk of maltreatment of their children by child-rearing support staffs. Interviews and 
field observation are conducted at 10 facilities which are actively working on the risk mitigation.
As the result, it is suggested that the followings are important for promoting preventive supports to the 
parents and children with “risk”; (1) establishment of the seamless support system from the pregnancy 
to infant, (2) close relationship between municipal staffs in charge and local support staffs, (3) 
cooperation of maternal and child health, social work, and child care sectors, (4) home visiting services 
corresponding to the individual needs.

研究分野： 幼児教育学、保育学

キーワード： 子育て支援　リスク支援　訪問型支援　妊娠期からの切れ目のない子育て支援　ネウボラ
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１．研究開始当初の背景 
我々は、本研究に先立つ研究として、「子

育て・子育ち支援における支援者の役割と専
門性」検討を目的として、2009 年より、フ
ランス、イタリア、ベルギーとの 4 カ国共同
研究を行ってきた（基盤研究 B 課題番号
21300265）。29 か所の子育て支援施設の調査
から、日本の子育て支援事業の特徴として、
初期に比べて、利用者ニーズの多極化が進ん
でいることが明らかになった。一つは、明ら
かな虐待やネグレクトではないものの、「子
どもの要求が読み取れない」「母親一人で子
どもを抱え込みすぎて、親子関係が悪化して
いる」「ストレスを溜めている自分の状態に
気づけない」といった子育てのリスクを抱え
ているような親の増加とその度合いの深刻
化である。一方では、身近に得られる遊びの
機会として、自由な親子のふれあいよりも遊
びプログラムの提供を求める親の増加があ
る。しかしながら、後者にも、子どもとのか
かわり方がわからず悩んでいる親が潜んで
いることもあり、両極化と差の拡大は、異質
な二極ではなく、子育ての力の弱体という共
通する特性をもちながらもそのあらわれ方
が異なっている類似集団である可能性が示
唆された。 
また、日本の子育て支援拠点は、①集う親

子の中に深刻なケースも見られることより、
虐待を含めた子育ての問題の予防の最前線
の役割を持つ、②子育ての背景となる生活困
難状況の理解と家事支援も含めた包括的な
生活支援・生活調整機能が求められている、
という特徴も浮かび上がってきた。児童虐待
の増加傾向の背後に、虐待には至らないもの
の子育てに困難をもついわば子育てのハイ
リスク群が存在し、そこへの支援が今後ます
ます必要となるのではないかというのが、支
援者の多くが抱えている課題であった。 
したがって、支援内容としては、遊びの提

供や軽い心理的サポートや社会的サポート
であっても、予防的な視点をもって親子を観
察し、個々に応じて支援内容や支援方法を考
え実行していくことが必要である。また、子
育て支援者には、この予防的視点から支援を
行うための専門性が求められるのではない
かと考えた。子育て支援施設は、子育てのさ
まざまな困難さを抱えた層に対して、子育て
のリスクそのものへの支援と予防支援を同
時に行い、子育て力をエンパワーしていくこ
とが求められる場なのではないかと考える
に至った。 

 
２．研究の目的 
本研究では、これまでの研究の発展として、

子育て支援者が行うリスク支援と予防支援
に焦点を当てる。子育てにおけるリスクを、
虐待のみならず、「子どもの健全な成長と親
の成長を阻害するもの」と広義に定義し、子
育て支援事業におけるリスク支援・予防支援
の在り方について検討する。 

 
３．研究の方法 
（１）文献の検討 
子育てにおける「リスク」についてこれま

での定義および子育て支援事業の中でのリ
スク支援の位置づけについて、保育、子ども
家庭福祉、母子保健・小児保健領域の文献か
ら探る。 
（２）国内の支援施設を対象とした調査 
 リスク支援・予防支援意識の高い地域およ
び施設（５市町村７施設）を対象として、①
子育て支援職が意識しているリスク支援・予
防支援の考え及び実践に関する聞き取り調
査、②子育て支援事業の観察調査、③各市町
村および施設における子育て支援事業およ
びリスク支援・予防支援に関する資料の収集
を行い、それぞれのリスク支援への取り組み
について考察する。 
（３）フィンランド、「ネウボラ」での子育
て支援に関する調査 
 子育てのリスクに対する予防的な支援に
ついては、保健所・保健センターがその機能
をもっており、子育て支援施設と保健所の連
携が鍵の一つとなると考えられる。そこへの
知見を得るため、保健師が地域の家族と密に
関わることで健全な子育てを支えている「ネ
ウボラ」での妊娠期から就学に至るまでの支
援の実際について、3 都市（ヘルシンキ、タ
ンペレ、ウロヤルヴィ）にて、①施設見学と
資料収集、②保健師への聞き取り調査を行う。 
 
４．研究成果 
子育てにおける「リスク」について、これ

までどのようにとらえてきたのか、文献によ
る検討を行った。周産期における乳児の健全
な発育に対するリスク要因、虐待を生じさせ
る要因として家庭と家族がもつリスク要因
など、障害や虐待など明確な問題の背景とな
るリスク要因は具体的に抽出されているの
に対して、子育てに困難さをもつ親子はその
背景要因が複合的であり、明確な定義がなさ
れていなかった。この定義のしにくさが、子
育て支援現場が扱う子育てのリスクの特徴
であった。以下には、調査施設（地域）ごと
の結果と考察を示す。 
 
（１）行政と連携した家庭訪問型のリスク支
援（児童福祉施設が地域のために行う支援；
東京都 F乳児院） 
子育て支援センターは地域の特色や独自

の支援目的を踏まえつつ、子育て支援を実践
している。心理職等専門家がいる公的な「単
独型」支援センターもあるが、多くは市町村
からの委託を受けた支援センターが民間な
らではの利点を活かしながら、来所した親子
へ様々な活動を提供している。しかし、時に
は支援の場だけで親子を支えることに限界
があり、必ずしも十分な支援がその場で出来
るとはいえないこともある。その際、アウト
リーチ型の支援が必要となるが、実際は家庭



訪問をすることは容易ではなく、他の機関と
連携が必要となる場合が多い。では、そうし
た場合にどのように連携をとりながら、支援
を進めていく必要があるのだろうか。そこで、
家庭訪問型のリスク支援を行っている児童
福祉施設（Ｆ乳児院）の取り組みを観察およ
びインタビュー調査し、どのような支援が子
育てのリスク支援として有効であるのかを
明らかにする。 
子育て支援センターを併設しているＦ乳

児院では、地域の親子への子育て支援事業と
してひろば型の活動を展開している。しかし、
何らかの理由で支援の場に来ることが難し
い親子への支援として、アウトリーチ型の子
育て支援を提供することでリスクになる前
のリスク支援につながると考え、その取り組
みを始めた。その際、イギリスが発祥である
「ホーム・ビジット」のシステムを取り入れ、
地域のボランティア活動の一環としてサポ
ーターを育成し、そのサポーターが地域の子
育て家庭を訪問するという取り組みを展開
した。児童福祉施設ならではの特性を活かし、
地域を訪問しているソーシャルワーカーが
その地域で必要な支援の実際を視野に入れ
ながら活動を展開していた。また、行政と連
携することで、一過性の子育て支援事業とし
てではなく継続的で有効性のある支援が可
能となることがわかった。地域の中で完結し、
特別なものではなく日常的なものとしての
子育ての支援の取り組みを、古くからその地
域にある児童福祉施設が主体となり展開す
ることで、地域のつながりを作ることにつな
がっていることがわかった。また、特別なニ
ーズがある場合は、公的機関（保健所や家庭
支援センター）との連携も視野に入れながら、
行政と地域住民をつなぐ橋渡し的役割を果
たしている事が明らかになった。 
 
（２）保育園が地域との連携によって行うリ
スク支援（地域の人的資源との連携でのアウ
トリーチ；熊本県北区 A保育園） 
地域子育て支援拠点事業は、保育園の子育

て支援センターに担われているケースが多
い。支援者の中心は保育者（保育園保育士）
であり、リスク支援職の役割モデルを検討す
る際、保育職の専門家が保育園保育の深化・
拡大・延長として子育て支援を行っている実
態を把握することが急務だと判断した。そこ
で、関東周辺だけではなく地方の現状を把握
するため、熊本市で初めに子育てひろばを始
めた A保育園にて観察・インタビュー調査を
行った。A保育園は 20 年以上前からプレイパ
ークの拠点園でもあり、子どもたちに外遊び
の場を提供しつつ、子どもの育ちを地域社会
で支える仕組みをつくってきた実績をもつ。 
A 保育園の子育てひろばでは、「子どもとい

る楽しさ」を親自身が感じ、子育てに前向き
になれるよう親を励ます保育実践が展開さ
れていた。親の前で、子どもと保育者が実際
に遊んでみることを通して、子どもの遊ぶ

（学ぶ）姿に親を巻き込んでいく。手遊びや
絵本読み、砂遊びやブランコなど、保育園保
育で馴染みのある実践を親が見て、そこから
安心して親自身も遊びに加われるような場
をつくることを保育者は意識していた。親子
関係の健全化とでもいえる「子どもの育ちを
安心して待って楽しめる」親になっていける
よう支援が構成されていた。その際、リスク
があると感じられる子育て世帯がひろばに
来た場合には、地域の要保護児童対策メンバ
ーとも情報を共有していた。 
また、ひろばには来ないが支援を必要とし

ている（いわばリスクの高い）地域の親子へ
のアプローチとして、地域の公園での外遊び
を介したプログラムがA保育園を中心に実施
されている。地域の公園に保育者が出張して
子育てひろばをひらく取り組みでは、保育士
だけではなく他領域のスタッフと連携を取
りながら活動する姿が明らかになった。保育
者は、区・町・市役所の職員、社会事業協会、
自治会、保健師、地域の医師、学校教諭、臨
床心理士や言語療法士と密に連携している
ことが明らかになったが、民生児童委員、と
りわけ主任児童委員との連携が鍵であるこ
とがわかった。 
「問題の根を深くする前に」つながりを作

っておく必要を感じ、校区における「子育て
ネットワーク」を立ち上げた際、子どもたち
に「外遊びが不足しているのではないか」「身
体を動かし発散し、生活のリズムを整えれば
子育てはもっと楽になる」という子どもの発
達を見通した論点が保育者から出され、具体
策として、公園での外遊びを保証する子育て
ひろばを担当園と民生委員とで当番を決め
て運営するようになったという。保育園内に
おけるひろばだけでは見つけられなかった
リスクの高い親子が、園外でのアプローチに
よって把握される実態が確かめられた。 
 
（３）子育てグループが地域の中で行うリス
ク支援（NPO 法人 W による支援センターの運
営と訪問支援；埼玉県 W市） 
子育て経験者によるピア・サポートの一つ

として、急激な住宅地化と若い世帯の流入が
生じた首都圏近郊地域で、子育て中の母親達
によって設立された子育てグループをとり
あげる。このグループは月 1回の子育てサロ
ンから始まり、NPO として地域子育て支援セ
ンターの運営担当となった。さらに支援活動
を通してリスク支援の必要を実感したこと
により、「ホーム・ビジット」を取り入れて
訪問支援活動を開始し、市の事業として位置
付いていった。支援担当者（子育て経験者）
に対し、訪問型支援を始めた経緯や実態、支
援者の考えなどのインタビュー調査を行い、
外に出づらい親子の子育て・子育ちをどのよ
うに支援しようとしているのかを確認する。 
①訪問型支援の必要性を感じた背景；虐待は
誰にも起きる自分たちの問題という意識の
もと、自分たち自身が誰かと話すことで楽に



なるという実感をもとに活動を始めたこと
より、当初からリスク支援の発想をもってい
た。ひろばに来ていた親子が遠ざかる中で問
題が発生することを体験し、見ていたのに関
われなかったことに対して、責任をもって関
われる仕組みを作り、家庭訪問をしようと考
えるようになった。 
②訪問型支援の対象；子育てに自信が持てず
支援センターに行くと指導されると思い、行
くことができない人や転入して知り合いの
いない人など。必要な人に必要なサービスを
届けるということのむずかしさを実感して
おり、気軽に誰もが利用できる仕組みを作る
ことを優先的に行っている。虐待予防やリス
ク支援にターゲットを絞らないことで、逆説
的ながら、真に支援が必要な人にもアプロー
チすることができる。 
③訪問支援者の役割；地域の人が訪問するこ
とで、子育て情報だけでなく生活全般にわた
る情報ももたらされ、地域とのつながりがで
きたり、地域に出て行くきっかけとなる。研
修を受けた地域の人が訪問者となることで、
地域内の子育て支援の意識醸成が図られる。 
④行政との連携；市の事業として位置付くこ
とで、継続的支援や虐待など深刻なケースへ
の介入は行政にゆだねるなどの役割分担と
連携がスムーズに行われる。特に保健師の新
生児訪問との連携が有効に機能している。 
子育ての困難は家庭や親子のもつ事情に

よって異なった様相を示すが、その異なる困
難さに丁寧に対応することが子育てのリス
ク発生や拡大の予防となる。訪問型支援は、
個別のニーズにより直接的に対応できる支
援方法であり、拠点型（ひろば型）との連動
や行政との連携により、一層有効性のある支
援方法として機能していくことが明らかに
なった。 
 
（４）保健センターが起点となって行うリス
ク支援（保健と福祉と保育の連携；埼玉県 T
市） 
妊娠期からの切れ目のない継続的な支援

が子育てのリスク予防に有効であるかを検
討することを目的とし、年間出生数の多い埼
玉県T市における母子保健活動に焦点を当て
て、地域の社会的人的資源を活用した継続的
な子育て支援について検討する。 
T 市（人口約 13 万、年間出生数約 1500 人、

合計特殊出生率 1.42）の福祉行政担当者(元
心理職)に聞き取り調査を行い、妊娠期から
の継続的子育て支援の方略として、以下の特
徴を確認した。 
①市内の約半数の出産が行われるA産院の助
産師が、市からの委託により母親学級や 1か
月健診を行なう。妊娠期からのリスクが疑わ
れる場合や、出産時、1 か月健診で問題があ
った場合は福祉保健センターに連絡し、その
地区担当の保健師が訪問する。それ以外の家
庭は A産院の助産師が「こんにちは赤ちゃん
訪問」を担当する。 

②家庭児童相談員が乳幼児健診に同席。「こ
んにちは赤ちゃん訪問」や健診で家庭養育に
問題が見られた場合は家庭児童相談員が訪
問し、地区担当保健師や子育て支援センター
と連携して、虐待などの不適切な養育の予防
を図る。 
③子ども家庭課に保健師を配属し、養育面は
家庭児童相談員、保健面は保健師が中心とな
って連携して継続的な支援を行なう。 
④子どもの発達上の問題には、保健師と心理
職が関わり、発達支援センターにつなげたり、
保育園巡回相談を行なったりする。 
⑤保育園併設の子育て支援センターの保育
士が、家児相、保健師、心理と連携して、日
常的な養育や発達の支援を行なう。 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

図 1．子育てを支える保健と福祉、保育の関係構造 

 

妊娠から出産の経過を知る助産師が「こん
にちは赤ちゃん訪問」を担当することは、親
の子育て初期の不安の解消につながる。子育
てのリスクが疑われる親については、福祉保
健センターの保健師との定期的なケース連
絡会により、地区担当保健師の早期からの支
援が可能になり、乳幼児期に至る切れ目のな
い支援のスタートとなる。また、乳幼児健診
への家庭児童相談員の参加と地区担当保健
師との連携によって、保健領域と福祉領域の
融合による包括的な支援システムが作られ、
それぞれの家庭の持つ問題やニーズに応じ
た生活全般への支援が可能になる。 
このように、保健・医療・福祉の専門職が

早期から連携し、地域に協働的子育て支援の
ネットを構築することは、虐待や不適切な養
育など子育てに困難を持つ家庭に有効に機
能する。多領域の連携による支援が十分に機
能するためには、中核を担い継続的な支援を
可能にしていく存在が必要となるが、T 市の
場合には、母子保健事業が柱となり、家庭児
童相談員と連携することによって地域福祉
的視点も獲得した保健師が、キーパーソンの
役割を担っていると考えられる。 



  
（５）フィンランド、「ネウボラ」のリスク
支援 
妊娠期からの切れ目のない子育て支援と

してフィンランドのネウボラのシステムは
注目に値する取り組みである。地域にあるネ
ウボラ（相談の場）では、ネウボラナース（保
健師）が様々な専門家と連携しながら妊娠期
から就学までの継続的な家族支援を行って
いる。そこで、フィンランドにおけるネウボ
ラを拠点とした子育て支援について観察お
よびインタビュー調査を実施し、妊娠期から
出産・乳幼児期に至るまでの切れ目のない継
続的な支援が子育てのリスク予防にいかに
有効であるかを検討した。 
①ネウボラナースの役割；フィンランドの
「ネウボラ」では、高い専門性を持ったネウ
ボラナースが担当地域の家族を妊娠期から
出産・子育て期まで一貫して担当している。
ネウボラナースは地域ごとに統括するセク
ションが決まっており、ファミリーサポータ
ー達と連携をとりながら、日常的な支援が可
能となる体制が整っている。専門性の高いサ
ポートが必要な場合に備えて全地域を担当
する統括型ネウボラの専門スタッフ(心理職
もその専門性に応じて担当が分かれている)
も配置されている。そうした環境の下、妊娠
期の両親学級や家庭訪問・健診や個別相談に
応じながら両親(家族)との関係を築いてい
き、身近で頼れる家族以外の専門家として機
能していることがわかった。 
②「相談の場」で大切にされること；健診や
個別相談は、個室にて、ゆったりとした雰囲
気の中で丁寧に行われる。親としてどのよう
に子どもと向き合っていきたいかを聴くこ
とで、その親が望む子育てを可能にするため
の必要な情報を伝えていく。最終的な決定を
するのは親自身であり、その決定をするため
に必要な支援をするのがネウボラナースの
役割である。必要に応じて、親の了承を得た
上で、心理士やソーシャルワーカー等の情報
を提供し、紹介する役割も担っている。 
③保健師の親への向き合い方；育児の技術の
伝達よりも、まずは親が自分の思いを表明で
きる場を丁寧につくり、親の今の関心を確認
した上で、それに応答した情報を提供するこ
とが大事にされている。あくまでも親が主体、
親が自分で動けるようになるためのスキル
や情報は伝達しても、押しつけにもなる情報
提供や「教育的」な伝達は、丁寧に回避され
ていた。 
 以上の事から、親によって異なる子育てへ
の悩みや思いを家族以外の人（ネウボラナー
ス）が継続的に受けとめながら、必要に応じ
た支援や相談にあたることで、親は社会の中
で「一緒に」子育てをしているという安心感
を持つことができる。妊娠期から継続的で安
心した関わりの中で子育てをしていけると
いう親の思いは、子育てへの自信へとつなが
り、結果として子育てのリスク支援・予防支

援となっていく。また、支援者は、各々の専
門性が確立され、連携の方略が明確である体
制の中で支援を行う事で、専門職である支援
者自身も安心して支援にあたることができ
ることが分かった。 
 
（６）行政職の子育て支援意識及び支援者と
の連携に向かう態度 
これまでの調査から、有効なリスク支援に

は行政との連携が不可欠であることが示唆
されたため、埼玉県内 2市の福祉および保健
行政担当者、元家庭児童相談員に対し、支援
意識および支援組織との連携の実際につい
ての聞き取り調査を行う。 
その結果、行政担当者は、地域の子育て支

援は地域住民が行うという基本理念をもち、
地域の支援力の育成と活用を常に意識して
いることがわかった。具体的には、NPO 等地
域の支援組織の実態を把握した上で、活動助
成金申請の助言、保育ボランティア養成講座
や集いの広場の委託を行っていた。また、市
の支援施策の新規策定に反映させていた。子
育てに困難さを持つ家庭への支援は、地域の
支援グループだけでも、行政単独での働きか
けでも、限界がある。互いの特徴を理解して
活用し合う積極的な連携がリスク予防の支
援を可能にすると考えた。 
  
（７）考察と今後の展望；リスク支援に欠か
せない要素とは？ 
乳児院等の児童福祉施設が行う支援には、

リスクが深刻になる前に予防したいという
強い思いと、それを可能にする多専門職集団
による知見の集積があった。地域に根付く保
育園には、遊びを通しての支援の力量と従来
からの学校区内での他機関との連携の蓄積
があり、なじみのある人が地域で行う支援は
安心感が得られるものであった。母親たちの
子育てグループには、虐待は子育て中の誰に
も起きる可能性のある自分たちの問題とい
う当事者意識があり、当初からリスク支援の
発想で活動していた。 
 これらに共通するのは、「支援拠点に来ら
れない親子はより孤立し、子育てのリスクを
抱えている」という問題意識であり、それが、
家庭訪問型、民生委員と連携したアウトリー
チ型、特別な配慮が必要な親子対象のグルー
プ支援という形態での実践を支えていた。訪
問型支援は 3市において行われており、個別
のニーズに応じ、傾聴と見守りと伴走を基本
とするこの支援の有効性が示唆された。 
 また、フィンランド、「ネウボラ」では、
子どもが生まれる前からの継続的支援とそ
の際の個を尊重した対応が、自ずと子育て支
援の機能を果たすことを確認した。また、リ
スク支援は、対象を絞るのではなく、誰もが
気軽に利用できるシステムであることによ
って、リスク支援の有効性をもつこともわか
った。 
 助産院・保健センター・家庭児童相談員・



子育て支援拠点の連携によって継続支援を
実現している T市、子育て支援拠点に母子コ
ーディネータを配置することで、母子手帳交
付から両親学級、出産後の親子の集いまでの
継続的支援の場とする「W 版ネウボラ」を開
始した W市など、日本においても、妊娠期か
らの切れ目のない子育て支援が広がりを見
せている。地域における協働的継続的支援体
制の構築と、訪問に代表される個別ニーズへ
の対応が、子育てのリスクに対する効果的な
予防支援となると考えた。 
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