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中三デパートの絵本ひ
ろばで開かれた「子育
てOpen Heart」に集
う親子

良司

保育所がもつ専門のノウハウを生かして、親子サークル・講座・教室など、さまざまな
子育て支援活動を展開。
「子育て」をキーワードに人びとの輪が広がり、地域の活力を
生み出す力となっている。

地域の概要と法人設立の経緯
北海道への交通の要衝として発展した青森市
青森県の中央部に位置し、青森県の県庁所在地で
あり、北海道と本州を結ぶ交通の要衝となる港町を

までの未就学児は約１万３千人となっている。この
６年間で人口は95.7％に減少したが、未就学児に
ついては86.4％と、大幅に減少している。また、
高齢化率は25.2％と全国平均を上回っている。
青森市中心部の乳児保育所としてスタート

中心に発展してきた青森市。八甲田山の北側に広が

1960年代までの日本社会では、結婚した女性は

る青森平野には、縄文前期の大規模集落として知ら

専業主婦として子どもや家庭を守ることが一般的で

れる三内丸山遺跡があり、また毎年８月のねぶた祭

あったが、その一方、子どもを預けて働く女性もい

りは東北三大祭として有名である。

た。

波の穏やかなむつ湾でのホタテ養殖、リンゴ栽培

県庁所在地であり、商業の中心地でもある青森市

が盛んで、東北の拠点都市として中央官庁、金融機

では、母子家庭の女性はもちろん、海鮮市場で働く

関、民間企業の出先機関が集まり、転勤による流入

母親、医療機関や役所で働く母親など、子どもを預

人 口 も 多 い。 し か し、2000（ 平 成12） 年 の31

けて仕事を続ける女性も少なくなかった。なかで

万８千人をピークに人口減少が続き、2013（平成

も、出産後に仕事復帰したい病院の看護師や、市場

25）年の人口は30万人弱、そのうち０歳から５歳

で働く母親から「産休明けから赤ちゃんを預かって
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「和幸保育園」外観

プール遊びを楽しむサークルの親子

もらえる場所がない」という声が聞かれた。その声

地域でのさまざまな子育て
支援活動を展開

に応えたのが、高齢者福祉事業を行っていた社会福
祉法人和幸園理事長の和田徳子で、私有地を提供し
て1967（昭和42）年に開設したのが「和幸保育
園」である。０歳から３歳未満の乳児を預かる施設
で、東北初の乳児専門保育所として定員90名でス
タートした。

地域子育て支援センターの事業内容
地域子育て支援センターの主な事業内容は、母親
の育児に対する不安に関する相談と指導、子育て

和幸保育園から約100mの近隣には県庁や県立中

サークルや子育てボランティアの育成・支援、地域

央病院があり、また官庁街に隣接して駅前商店街が

のニーズに応じた保育サービスの積極的な実施・普

広がっており、都市型の保育所としてのニーズが高

及促進、地域の保育資源などの情報提供、家庭的保

まった。その後、1970年代の高度経済成長も加

育を行う者への支援などを活動の柱としている。

わ っ て、 ３ 歳 以 上 の 幼 児 保 育 の 要 望 も 強 ま り、

育児相談には、専任の保育士と保健師が内容に応

1973（昭和48）年には園舎を建替えて定員150

じて対応し、家庭への訪問相談も行っている。ま

名に増員、未就学児までの保育を実施するように

た、各種サークル・講座・ネットワークに対する支

なった。

援は、法人の専任保育士２名を中心として実施して

社会福祉法人青森和幸会として独立
社会福祉法人和幸園の児童福祉施設として運営を

いる。
サークル活動の支援

行ってきたが、「高齢者と児童は、それぞれの専門

現在、法人が支援している定期開催のサークル活

性を高めた経営が重要だ」として、保育部門を分離

動は８つある。そのうち７サークルは和幸保育園の

独立させ、1981（昭和56）年に和幸保育園を運

ホールで開催しており、「こっこクラブ」だけは出

営する新たな法人として、
「社会福祉法人青森和幸

前型サークルである。

会」を設立した。

・こっこクラブ

その後、保護者のニーズに応えて青森県初の延長

親子の交流の輪を広げる目的で、「出張で遊びを

保育事業、さらに休日保育・一時保育事業にも取り

提供する」サークルで、青森駅前の複合施設アウガ

組むことになった。そして、1994（平成６）年に

の多目的室や会議室を利用し、１、２歳児の親子の

は青森市初の「地域子育て支援拠点事業（地域子育

「子育てクラブあおもり」会員を対象に、毎月１回

て支援センター）
」を受託し、19年間にわたりさま

定期的に活動している。

ざまな活動を展開してきた。

・さくらクラブ
１歳以上の未就学児と保護者を対象に、保育園で
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複合施設アウガでサークル「こっこクラブ」を開催

「赤ちゃんサークル」でベビーマッサージをする母親たち

の遊びのプログラムを、親子遊びとしてアレンジし

記録して成長を記録するオリジナルの成長アルバム

た活動を月２回開催している。就園前に、友だちと

をつくるサークル。

のかかわりを体験させたい親子に向けた取り組みで
ある。
・赤ちゃんサークルFan2

講座や教室の開催で子育て支援
・乳幼児のすくすく講座

あんよができるまでの赤ちゃんと新米ママを応援

赤ちゃんの生活リズムを理解しながら、素朴な疑

するサークル。赤ちゃんを遊ばせながら、母親同士

問や発達過程における不安を取り除き、簡単な手遊

で子育て情報の交換やおしゃべりをする場として、

びやふれあい遊びを楽しむ講座で、年３回開催して

月１回開催している。

いる。

・ぴよぴよBOOKクラブ

・乳幼児の健康講座

１歳以上の未就学児に、ボランティアが絵本の読

日本赤十字社からプロを招いて、乳幼児の応急手

み聴かせを行っている。毎月１回、親子で簡単な手

当・心肺蘇生法を学ぶ講座で、年１回開催してい

づくり絵本の１ページをつくるサークル。

る。

・ピクニックサークル

・乳幼児のアロマセラピー講座

１歳以上の未就学児と保護者を対象に月１回、近

アロマの香を楽しみながら、親子でマッサージ

隣の公園でのびのびと自然にふれあいながら遊び、

し、育児ストレスを軽減する講座。和幸保育園卒園

寒い時期には室内で全身を使った遊びを楽しむ活動

児の母親が講師を務め、乳幼児対象として年２回開

的なサークル。

催している。

・サークル＝Free

・美顔エステ講座

未就学児の母親を対象に、楽しく小物づくりや手

育児に追われている母親のためのリフレッシュを

芸作品を制作する趣味のサークル。月１回、子ども

目的に、プロのメークアーティストから、短時間で

を遊ばせながら母親もリフレッシュする機会を設け

きれいになるメイク法やフェイスマッサージを学ぶ

ている。

講座。

・親子ハッピールーム

・親子ふれあい教室

未就学児の親子が、さまざまな玩具で自由に遊ぶ

乳幼児への理解を深めるための親子教室。ふれあ

フリータイムを楽しむ。毎月１回、子どもたちに人

い遊びを中心とした遊びや、子どもと一緒にヨガな

気の着ぐるみも登場する。

どを楽しむ。ヨガ指導は、子育て支援センター利用

・すくすくサークル

者である母親が講師を務めており、年３回開催して

母親同士、子育て情報を交換しながら、毎月１
回、未就学児の身長・体重を測定し、手形・足型を
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子どもや大人も楽しむ「ねぶた囃子交流会」
赤十字の職員から心肺蘇生法を学ぶ保護者たち

・ファミリー教室
土曜日の休みを利用して、家族揃っての親子交流
会。男親だからできるダイナミックな遊びを取り入
れて、家族みんなで楽しむ教室。
・子育てあいうえお教室
「あっと驚くいい話。うんとえがおで子育てしま
しょう」をテーマに、子育ての不安や悩みを解消す
る教室。子どもの大学卒業までに要する教育費や、
保険にまつわる話題など、子育て以外の話題も取り
上げている。
・子育てOpen Heart

「青森市子育てひろば」主催の大運動会

「子育てクラブあおもり」会員の親子を対象に年

幹型子育て支援センターと共に「青森市子育てひろ

３回開催。アウガの多目的室、会議室、中三デパー

ば」として夏の大運動会を実施している。会場は、

ト絵本ひろばへ出張して開催している講座。保育園

雪国ならではの施設である屋内グランド「サンドー

には足を運びづらい親子でも、市中心部の施設なら

ム」で、天候の影響を受けずに開催できるため、総

気軽に参加できるメリットを生かしている。親子で

参加者数は400名にも上ることがあり、中央地区

遊びながら、母親の心をオープンにしてリフレッ

の子育て支援の一大イベントとなっている。

シュできるようにサポートしている。
・ねぶた囃子交流会
全国的にも有名な青森ねぶた祭りでは、乳幼児と

また、雪が降る時期は家に閉じこもりがちとな
り、子どもたちもストレスを抱え込むことが多い。
そこで、毎年２月には青森市子ども支援センターで

その保護者の参加が制限されているため、郷土の伝

16保育所と共に冬の青森市子育てひろばを開催、

統的な祭りに接することができない。そこで、「青

集団ゲームや遊びを通して、冬のストレスを解消す

森菱友会」の囃子方を招いて、囃子に合わせて跳ね

る機会を設けている。

たり、太鼓や鉦に触れる体験できる交流会を年１回
設けている。子どもたちや保護者はもちろん、ボラ
ンティアの高校生、地域住民も参加して囃子の音を
楽しむ機会となっている。
中央地区の16保育所の合同イベント
青森市の中央地区内にある16保育所が、市の基

地域の子育てを支える
ネットワークとボランティア
ネットワーク会議「地域担当者研修会」
地域の子育てに関わる人びとが、和幸保育園に年
４回集まって、情報交換と勉強会を開催している。
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える福祉の精神を伝える機会となっている。こうし
た体験から、子どもたちが将来の福祉人材となる期
待を込めた活動を行っている。実際に、ボランティ
アを経験した高校生のうち数名が、現在、和幸保育
園の保育士として働いている。

これまでの取り組みから得たもの
単一事業を行っている法人としては、資金的な余
裕はないが、法人がもつ専門性とノウハウを活用し
た貢献事業に力を入れてきた。その柱となるのが、
ネットワーク会議「地域担当者研修会」の様子

地域子育て支援センター事業で、スタートしてから

地域の小児科医、市の保健師と助産師、児童相談所

20年目を迎えている。この間、さまざまな試みの

職員、民生委員・児童委員、市の子育て応援隊（ボ

なかで見えてきたことは、子育てを支援するだけで

ランティア団体）
、連携している保育所職員、和幸

はなく、その活動を通じて人びとの輪ができ、それ

保育園の推進委員（子育てに関わりたい有志）、子

が地域を盛り上げる力になるということである。

育てサークル代表、当法人職員などで構成された会
で、全員ボランティアとしての参加である。

地方都市にみられる中心部のドーナツ化現象や、
人口減少など、地域全体が下降傾向にあるなか、地

堅苦しい雰囲気の会議ではなく、子ども連れの参

域の活力を生み出すには、人と人がつながる力が大

加者が多いため、テーブルを囲む横では、保育士が

きい。本年度から実施している、地元の中三デパー

乳幼児の遊びを見守る和やかな雰囲気のなかで行わ

トの絵本ひろばを利用した「なかよしひろば」の開

れている。

催も、デパート側からの場所の無償提供の申し入れ

子育てに関する多岐にわたるテーマが取り上げら
れるが、例えば医療関係者からはインフルエンザな

と、気軽に集える居場所探しの思いが合致して実現
したものである。

どの感染症予防について、児童相談所からは児童虐

また、「ねぶた囃子交流会」のように、子どもた

待の現状、行政からは制度の案内など、幅広い分野

ちばかりではなく地域住民をも巻き込んで、地域へ

の情報や意見交換が行われている。

の愛着に重きを置いた事業を考え、そのなかで自分

和幸保育園児やサークルに参加する子どもたち
に、少しでも虐待の兆候や障害の可能性が疑われる

たちのできることを積み重ねていくことで、今後も
地域に貢献していきたいと考えている。

場合には、このネットワークに参加するそれぞれの
分野のプロに相談し、つないでいくことができる組
織として有効な役割を果たせるものと期待されてい
る。
福祉人材育成の出前講座
地域の中学校、高校へ法人の保育士が出向いて、
ゲストティーチャ―として保育士の仕事を紹介して
いる。乳幼児は、大人の支えなしでは生きていけな
い弱い立場であり、それを支援するのが保育士の役
割であることを伝えている。
また、県立高校からのボランティア体験の受け入
れを通じて、乳幼児だけでなく、弱い立場の人を支
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法

人

の

法人名：社会福祉法人
理事長：今村

概

要

青森和幸会

良司

本部住所：青森県青森市長島2-1-12
事業内容：

●保育所「和幸保育園」
・延長保育事業
・一時保育事業
・休日保育事業
・地域子育て支援センター事業（市から受託）

