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子どもをすこやかに育てるためのペアレントトレーニング事業
～すくすく教室～に取り組んで

発 表 者 吉川 由里子 （鳥取県：日南町福祉保健課）

共同研究者 梅林 千恵、長谷川 照子、坪倉 洋子、岩佐 詩織、
松本 朋子
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はじめに、日南町がどのような町か紹介しま

す。日南町は、ここ島根県の隣にある、鳥取県

の西部に位置し、岡山県・広島県・島根県と接

している県境の町です。人口は５，４３５人で、高齢

化率は４５．９％、出生数は２４人と非常に少子高齢

化が進んだ町です。

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

�Fí 30 24 35 31 24 32 18 22 18 17

�ÛâÓ�F� 1.88 1.54 2.4 2.21 1.98 2.96 1.48 2.67 3.55 1.51
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続いて、１０年間の出生数と合計特殊出生率の

推移です。近年は、２０人前後と出生数は減少し

ていますが、合計特殊出生率は県や全国平均を

上回っています。このように子どもの数は少な

い地域ですが、少ないからこそ見えてくる課題

もあります。
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事業を始めた経緯です。少子化という現状や、

日々子育て支援センターや保育園とともに子育

て支援に取り組む中からこれらのような課題が

見えてきました。
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親同士のかかわり、親子のかかわりに何か取

り組めないかと関係機関で話し合った結果、保

護者同士の仲間作りや、子どもの成長発達に合

わせた関わり方を学んでもらい、育児不安の軽

減を図ることを目的に、平成２３年度より親育ち

のための支援を始めました。
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方法です。愛着形成や成長発達の基盤となる

乳児期の保護者を対象に１クール６回の講座を

実施しています。保護者との関係づくりなどの

意味で、保育園や子育て支援センターの協力も

得て取り組んでいます。
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講座の流れです。グループワークや専門の講

師を招いて講演会を行っています。また毎回家

庭で取り組んだことを振り返ったり、保護者同

士で共有したり、励まし合う時間を設けていま

す。

写真は講座の様子です。子どもは別室で預か

り、保護者には学習に専念してもらえるように

しています。

また第６回目で、参加者がまとめたものです。

出た意見をカテゴリー化（グループ化）しました。
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スライドの左は「こころのバロメーターシー

ト」といって、参加者の育児に対する気持ちが

講座を受けてどのように変化したかを振り返っ

てもらうためのものです。ストレスやイライラ

が軽減した方からは、「環境を整えることで怒ら

なくてもすむようになった」などの意見が聞か

れました。右は修了証です。今後の子育ての励

みにしてもらえるようにとの思いで、４回以上

受講された方に渡しています。A４サイズは修

了の証に、カードは持ち歩きこの教室で感じた

ことをいつでも思い出してもらえるようにと２

種類用意しています。
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結果です。平成２３年度は２６名中１８名、２４年度

は２１名中１６名の参加があり、対象者の約７割が

参加しています。修了証は、受講者３４名中２２名

が受け取っています。
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事業に取り組んでみての結論です。保護者の

変化として、保育園からは、「保護者から気に

なったことを聞いてこられるようになった、伝

えたことを一生懸命取り組んでもらえるように

なった」といった声を聞いたり、子育て支援セ

ンターからは、「『～ができるようになってすご

いね』など子どもの成長を喜ぶ姿や、触れ合い

遊びを積極的にするなど学んだことを日々実践

する姿や、保護者同士で子どものことを相談し

合う姿がみられるようになった」などの声を聞

いています。このような関係機関の声から、保

護者の意識や行動の変化を感じています。
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また、講演内容を実際に子育てに取り入れて

いる方の話を聞くことで、他の保護者も「その

方法ならやれそう」と取り組む気持ちが生まれ

たり、「話を聞いてみたい」と参加されていない

方の参加意欲が湧いたりするなど、保護者同士

のつながりが良い影響をもたらしています。
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次に課題です。客観的な事業評価ができてい

ないため、今後評価ツールを用いることを検討

していきたいと考えています。また、一人で悩

みを抱えることがないよう、参加されていない

方に対しては機会を捉えて働きかけていきたい

と思います。子育てに悩む保護者への支援を継

続して行い、「子育てって楽しい」と感じてもら

えるよう今後も関係機関と協力しながら取り組

んでいきたいと思います。
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