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はじめに

備中県民局では、子育てをテーマに様々な人々がつながりあい、支え
あい、高めあいながら次代を担う子どもたちを育む「備中子育て晴れの
国づくり」を進めています。

そのうち、地域全体で子育てを支援する環境を活性化していくため、
三世代交流地域子育て環境活性化事業「育じぃ育ばぁの生き活き子育
て！」事業を平成２６年度から２８年度まで３カ年実施し、シニア世代
に、三世代交流イベントなどを通して、積極的に地域の子育てに関わっ
てもらうとともに、多くの地域でシニア世代も参加した子育て支援の担
い手の拡充を図ることにより、子どもが健やかに育つ地域・社会づくり
を進めてきました。

地域ぐるみで子育てに取り組むことは、子どもたちの健全な育成ばか
りでなく、地域の活性化、地域コミュニティの強化という面からも非常
に意義あることです。

備中県民局が取り組んだ＜備中子育て晴れの国づくり／三世代交流地
域子育て環境活性化事業＞が、各地域において、積極的な三世代交流に
よる地域子育て支援の活性化につながることを期待します。



おかやま子育てカレッジ

「備中子育て晴れの国」づくり

備中子育て晴れの国交流会

子育て支援の充実＜人口に歯止め＞

三世代交流地域子育て環境活性化

子育てをテーマに
人や情報が行き交い、
高め合う備中

■子育て支援のつながりづくり推進

■シニア世代参加
地域ぐるみの子育て
支援の推進

■大学･地域･行政等
協働による子育て
推進



【地域における子育て支援の取組の必要性】

核家族化の進展や共働き家庭の増加が進み、地域との結びつきが希
薄となる中で、いわゆる「孤育て」と言われるように、親が近隣に相
談できるところもなく子育ての悩みを抱え込みながら、育児を行い、
その結果、閉じこもり、精神的な不安、児童虐待といった負の連鎖が
生じているなど、子育てに負担を抱えている親世代が増加傾向にあり
ます。

下記の厚労省の調査では、８割を超す親が何らかの負担感を持って
いるところであり、これらの解決に向けた方策が求められています。
これらの中には、預け先の施設のことや、子ども自身のことなど様々
な要因がありますが、親の悩みをくみ取りながら具体的な相談に乗っ
てあげたり、アドバイスしたりすることにより、解決できる問題も多
く含まれています。最近では、地域子育て支援拠点や利用者支援事業
によるアドバイザーの設置、また乳児家庭全戸訪問事業など、行政の
取組も進んできていますが、まだまだ身近に利用できる施設が限られ
ているなどもあり、日頃から親子の様子を把握しながら見守っていく
体制の整備も求められているところです。





こうした親の負担感の解消のためには、母親だけでなく特に父親
の積極的な育児参加等も必要ですが、新たな子育て支援の担い手と
して、シニア世代に子育てに参画してもらうことは、世代を超えた
子育てのノウハウの伝承や、地域全体による子育て支援の充実を図
る上で大きな意義があります。

三世代交流による子育ては、子どもにとっても、親以外の異世代
の大人とふれあうことによる多様な感性の育成など、子ども自身の
健全な成長に意義あることであるとともに、親にとっては子育てへ
の悩み解消や地域への結びつきに、シニア世代にとっては地域貢献
としての社会参加につながることから、地域全体の活性化にもつが
なります。

そういったことからも、シニア世代（祖父母世代）という新たな
子育て支援の担い手の拡充を図ることは、非常に効果的であり、同
居のシニア世代だけでなく、地域のシニア世代が協力しながら三世
代子育て交流を実施し、地域全体で子育てを支援する環境を活性化
することが、重要な子育て支援策となります。



【三世代交流地域子育て環境活性化事業

「育じぃ育ばぁの生き活き子育て！」の取組】

シニア世代子育て支援への積極的な取組支援として、備中県民局では、
平成２６年度から平成２８年度までの３カ年にわたり、管内各市町で、地
域においてシニア世代を取り込んだ子育て支援の取組のきっかけ作りとし
て、三世代交流事業の取組を企画提案型の委託事業として実施しました。

各地域では、それぞれ、特色を生かしてオリジナリティーあふれる三世
代交流を行っていただきました。この事業を通して、シニアの方々にとっ
ては、そのパワーが地域の子育てに役立つことを実感いただき、また、地
域にとっては、シニアの方々が子育て支援に主体的に関わっていくような
環境づくりが進みました。



各地域での事業実施一覧
年度 市町名 タイトル 実施団体 特徴

26 総社市
三世代交流

子育て応援プログラム
NPO法人保育サポート

「あい・あい」
世代の違いを理解し合い、家族・地域でつながれる

よう交流した

26 笠岡市
地域三世代

ふれあいひろば事業

認定NPO法人
ハーモニーネット未来

(旧：子ども劇場笠岡センター)

食に関係する団体、母親クラブ等と実行委員会を作
り実施した。食を通じて会話を楽しみながら交流した

26 新見市
にいみ子育てカレッジ

三世代交流事業
公立大学法人新見公立大学 地域住民が季節の行事の体験を通して交流した

27 倉敷市
三世代交流三世代で
楽しむこども向け

芸術活動
一般社団法人チカク わらべうたをテーマに交流した

27 早島町
みんな集まれ!

早島あったか地域づくり
交流会

社会福祉法人中野社会福祉協会
(かんだ子育て支援センター)

季節の伝統行事を通して交流した
報告書も配布し、シニアの気持ち親世代の気持ちを

みんなで共有した

27 里庄町
「みんなおいでよ子育て
広場」～遊んで食べて

健康づくり～
里庄町愛育委員会

健康、食をテーマに交流した
報告書も各戸に配布して町内全域に啓発した。

27 矢掛町
三世代交流

矢掛ふれあい体験
tomatoクラブ
(任意の母親団体)

母親クラブが地域のシニアに役員に加わってもらい
実施した

28 井原市
みんんばで子育て・

地域で子育て
in芳井町

芳井町まちづくり協議会
郷土の資源を活かした体験プログラムを通して交流

した

28 井原市
地域にGO！！！

きのこのこ
三世代交流事業

木之子西慎思クラブ 地域で伝統行事を活かして交流した

28 高梁市
里山の恵みを楽しむ
三世代交流イベント

特定非営利活動法人
フォレストフォーピープル岡山

里山を活用した自然体験を通して交流した

28 浅口市
三世代交流

子育て応援ひろば
人形劇ボランティアサークル

風の子
歌や紙芝居なども取り入れながら交流した
標語を募集して子育てカルタも作成する



事業成果について
シニア世代・親世代相互の理解が進んだ
三世代交流のきっかけづくりになった

★子ども達とのつきあい方がわかった。
★子育ての大変さを思い出した。
★若いお母さん達もがんばっているんだと思った
★役立ちたい。気持ちをわかってあげたいと思った。
★気軽に地域の子ども達に声かけしていきたい、繋がりを持っ
ていきたいと思う。
★若い世代にどんどん頼ってほしい
★孫は近くにいないが「地域で子育て」の行事等に参加したい
★役立ててうれしかった
★若いお母さんや子ども達とふれあって楽しかった
★若い世代との交流はお互いにとって必要だと思う

もっと交流したい楽しかったシニア世代の感想



★地域の方々が暖かく子ども達と接してくれ、その気持ちがう
れしかった。
★今までこんな風に思ってくれると思っていなかった。
★「子どもの声がするだけでうれしいよ」「頼ってもらってう
れしい」など気持ちが聴けてうれしくなった
★気軽に声をかけてもらえるとうれしい。子どもの名前を呼ん
でもらったりするだけでもうれしい
★シニア世代へいつも助けてもらって感謝している気持ちを伝
えることができた
★シニア世代に教えてもらいうれしかったです
★気軽にシニアの方とお話ができて楽しかった
○「昔ながらの遊びを今の子どもにも教えてほしい」
○兄弟で参加していたので、下の子の面倒を見てもらってとて
も助かった

親世代の感想 気持ちがうれしい
楽しかった。もっ
とあるといいな



事業実施に当たって大切なこと

１）シニアの参加
シニアに
○役割があること

役員として関わってもらう
指導者として参加する など

○興味のあるもの・楽しいものであること
健康に関係があるもの
食に関係のあるもの など

○安心できる場であること
歓迎されている・必要とされている
なじみがある など

個別に参加を依頼する情報を口コミで広げる

日頃からシニア世代の
得意としていることを
情報収集しておくこと



２）交流会の内容

参加された方が
楽しかった。良かった。うれしかった
と思える内容に！

実況中継を
する

～一体感～

名札を
つくる
大人も
子どもも

シニアと
親世代を
橋渡しす
るスタッ
フの存在

シニアに
活躍する
場面を用
意する

日頃からシニア
世代の得意とし
ていることを情
報収集しておく

こと

幅広い年代が楽しめる内容であること
シニア世代が教える立場になる内容にすることも有効

（例）昔遊びや伝承行事、歌を歌う。
わらべうた唄遊び。調理 など

三世代だけでなく、すべての世代が交流・体験する場と
しても



3）相互の気持ちのキャッチボール

シニア世代・親世代の理解を促す講座等

今の子育て世代の
困難さなどを理解。
大変なんだな

うれしい。楽し
い。

大切に思ってく
れてうれしい

頼ってほしい

子どもに声をかけ
てくれてうれしい。

感謝している。

ワークショップや座談
会・講座の中や“通信”
等の形で気持ちなどを
伝える

何かしてあげた
い

安心して交流することができる



今後の三世代交流による子育て支援の取組への課題

１）連携強化

保育園
地域子育て
支援拠点

愛育委員

栄養委員

保健師

公民館幼稚園

NPO

親子クラブ

老人クラブ

民生委員・
児童委員

社会福祉協
議会

サロン

市役所
町役場

○○名人

世代をつなぐコーディネート力
地域で活躍している団体との継続したネットワークづくり

PTA



一人一人がその担い手として子育てに関わっていく
主体であること

どんな団体であっても子育て支援ができること

２）主体性

できることから
楽しく
関わっていきましょう

自治会 公民館

老人クラブ

子供会

サロン



３）地域で継続されていくために

継続的に三世代交流を行うこと

様々な団体が、いろいろな機会を活用して、行うこと

地域のシニア世代・子育て世代の相互理解
シニアを主体的に参加させるしかけづくり
継続的なつながり
世代をつなぐコーディネート力
地域で活躍している団体との継続したネットワークづくり

この事業が継続するために必要なもの（実施団体アンケートより）



＜総社・三世代交流子育て応援体験プログラム＞

平成26年10月26日(日)
そうじゃ子ども大学
協力:岡山県立大学福祉学科子
ども学専攻

平成26年11月8日(土)
｢発達障がい傾向がある子どもの
発達を支えたい｣
講師：松田直正(くらしき作陽大学)

平成27年1月24日
(土)
「子育てサロンであ
そぼう！！」

学生たちと親子が遊んで
いる場にシニアも参加し、
子育て支援への関心・意
欲を高めてもらった

近年大きく取り上げられている
発達障がいについてシニア世代、
子育て中の親その他関心のある
者に講座を行った

子育てサロンを会場
に三世代で交流した

【実施団体の感想】
・孫にどう接していいのかわからないと考えていたり、
子どもと関わることができる趣味や特技がないと思わ
れていたり、どうすれば地域の子ども達や保護者に関
わることができるのかわからないと思われていたりし
て、孫育てや子育て支援のボランティアに消極的で
あったシニアの方々が事業に参加後、子どもと関わる
ことへの希望や自信を持っていただけた
・子育て支援関係者にとって、シニアの関わりにより
新しい支援の形があることを知ってもらえた。
・学生にとっても親子と直接ふれあうことで発見が
あった
・今後シニア世代を子育て支援の大きな力にするため
に段階を折って理解を深め、親子や地域の子育て支援
者と会う機会を増やし実践の場の設定とその後のコー
ディネートが必要と思われた

実施団体
NPO法人保育サポート「あい・あい」

【シニアの感想】
・三世代がふれあう機会が増える事業だと思う
・今後も継続していける企画になればよい
・短時間で子どもと仲良く慣れて良かった
・シニアの私たちも楽しかった

その後

各地域での事業実施

県立大学で実施
した事業は引き
続き実施されて
いる



＜笠岡・「おかあちゃんの子育て～食でつながる 笑顔でつながる」＞

平成26年10月29日
(水)
子育て世代座談会

平成26年11月28日(金)
シニア世代座談会

平成27年2月27日(金)
合同座談会「一品も
ちよりパーティー」

子育て中の親が集
まって子どものこと
日頃の思いを語った

シニア世代が集まって昔
の子育てや現在の子育て
事情、子育てを応援する
側になった今何ができる
かなどについて語った

子育て中の親とシニ
アが一日を持ち寄り
おいしく食べながら
語った

【実施団体の感想】
・命を育む「食」を通じての三世代交流の場
を設定し、人と人がコミュニケーションをと
りながら食を楽しむ大切さを伝えることがで
きた。
・「子育て」や「食」をテーマとして、意見
交換し、情報共有することは子どもから高齢
者まで、交流するすべての世代にとって楽し
い「場」となることが確認された
・地域コミュニティの再生や、地域ぐるみの
子育て支援においてモデル的事業になってほ
しいと思う

実施団体
認定NPO法人子ども劇場笠岡センター

【シニアの感想】
・若い人との座談会も楽しかった
・若い人が積極的に参加されているのはすばらしい
・できるだけ遠慮なく頼ってもらった方がかわいい
【親世代の感想】
・シニア世代の方に子育てのこと、食事のことなどお話が
聞けて良かったです
・シニアの方の貴重なお話身に染みました。実の姑に直接
聞くより、他人のシニアの御意見の方が素直にきけますね
・知恵を教えてもらい、知ることの大切さを改めて感じま
した
・子どもが野菜を食べません・・・でも大根のポタージュ
をとってもおいしい！って飲んでいました!作り方一つで
こんなに違うんだなとしれて良かったです
今回のような企画をまたしてほしい 「子ども食堂」の開催などに発展している

その後

実施団体が市内の母親クラブ、えがお栄養クラブ、井笠の味づくり研
究会、食べ物通信岡山読者会と実行委員会を組み事業を実施した



＜新見・親子とシニア世代 三世代交流ふれあい体験＞

平成26年10月31日(金)
子育て座談会(in熊野幼児園)

平成26年11月21日(金)
『孫育て』ミニ講座

平成27年1月31日(土)
節分行事を楽しもう！

保護者と子どもの取り巻く環境の
変化、子どもの育ちにはいろいろ
な人とふれあう経験を多く持つこ
とが重要という話をした

シニア世代に対して子育て中
の親の置かれている状況を説
明し、子どもを中心としての
世代間交流の必要性を伝えた

世代間交流を図る
とともに地域の親
交を深めた

【実施団体の感想】
・西方地域では活動を繰り返すことで親子とシニア
世代が顔見知りになり、親が子どもを安心して預け
たり、シニア世代が喜んでお世話したりする関係が
見られるなど親しくなっていく様子が見られた。
・熊野地区では地域の方々が積極的に企画運営に関
わり参加者も90名と大規模な交流活動が行われた。
・子育てカレッジとして関わったが地域だけでは難
しいところがあると今後の協力についても期待され
た。次年度以降も地域住民の方々と共に取り組んで
いきたい。

平成26年9月3日(水)
シニア世代座談会

平成26年9月3日(水)
お月見団子を作ろう！

平成26年11月21日(金)
子育てフリートークの会

平成26年12月12日(金)
しめなわを作ろう

シニア世代等に対し
て三世代交流の大切
さを伝えた

子育て中の親子とシニ
ア世代の地域住民が、
交流を図り親交を深め
た

親に対して祖父母世代との
つきあい方や異世代との交
流が子どもの育ちに大きく
関わっていることを伝えた

シニア世代が作り方を
教えながら交流を図る
とともに親交を深めた

西
方
地
区

熊
野
地
区

【シニアの感想】
・久しぶりに子どもと関わり楽しく元気をもらった
・昔と違い核家族化でふれあいが少なく子どもの声
すら聞こえないのでとても楽しかった
・地区の繋がりが深まる
・知らない人同士が知り合う機会になった
【親世代の感想】
・地域の方との交流は子どもにとっても親にとって
も教わることができる機会になる
・勉強になる
・昔ながらの遊びを今の子どもにも教えていただけ
たら楽しいと思う

実施団体 にいみ子育てカ
レッジ（新見公立大学）

両地区とも交流は継続して実施されている。
熊野地区については子育てカレッジの協力を得つつ地
域住民の主体的な取組へ移行中

その後

熊野地区の実施については新見市社会福祉協議会の
協力を得ることで地域の方との協働ができました



＜倉敷・三世代で楽しむ子ども芸術活動＞

平成27年11月4日(水)
平成27年11月25日(水)

平成28年2月14日(日)

備中♪シニア子育て応援団♪
養成講座2015
｢わらべうたで心をつなごう｣
講師：脇本 幸子（岡山わら
べうたの会）

シニア世代に親しみのある日
本古来のわらべうたや手遊び
の良さを再認識させるととも
に、大学生も交え、幅広い世
代で、異年齢の子どもがふれ
あうこと、世代の違う人とふ
れあうことにより、子どもが
思いやりを持ったり、社会の
決まり事を知る体験が必要で
あることなどを学んだ。

3歳さんのためのわらべ
うたと四季のうたの会
コーディネーター：
浅野泰昌（くらしき作

陽大学）

三世代で一緒にわらべう
た遊びをするとともに、
四季をテーマにした日本
の歌をベースにした人形
劇をともに鑑賞して交流
した。

【シニアの感想】
・子どもとの関わりだけでなく、保護者同
士の繋がりのきっかけ作りにもなる内容で
大満足
・わらべうたを通じて人と自然とふれあう
ことができた
・交流会は製作の段階からもっと参加した
い
【親世代の感想】
・子どもを二人連れて参加していたので、
下の子の面倒を見てもらって助かった
・母にとってもストレス発散になった
・たくさんこどもに歌を歌ってあげようと
思った
【実施団体の感想】
・わらべうたへの関心は高い
・母子ともに遊びの経験値が低いように感
じた
・継続的にこのような活動を続けていくこ
とで潜在的なシニアボランティアの発掘と
乳幼児の育ちを地域で見守る環境、若者の
成長の場を整えていけたらよい
・今回、参加した大学生が交流会の舞台製
作にプロの大人達と携わったことで一生懸
命の体験ができた。多重的な世代間交流を
通じて抜け落ちている「育み」を補う必要
性を強く感じた

倉敷市で地域子育て支援
拠点スタッフ向けにわら
べうたの研修を実施した

実施団体 一般社団法人チカク



＜早島・みんな集まれ!早島あったか地域づくり交流会＞

平成27年11月18日(水)
｢やきいもパーティー

(三世代交流座談会)｣
＆｢子育ての昔と今について

(事前レクチャー）｣

平成27年12月18日
(金)
｢もちつき｣

平成28年1月15日(金)
｢とんど焼き｣

・シニア世代に向け、自分達が子
どもの頃にしていた遊びと今の子
ども達の「遊び」を通して、地域
で自分たちがどんなことができる
のか意見を出し合った。 事前に
実施した親世代のアンケートから
地域の方々にお願いしたいことな
ども紹介された。
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：北口ひろみ(特定非営利
活動法人備前プレーパークの会)

・三世代で焼いた焼き芋を囲んで
交流した。
・この内容は「ふれあい新聞」と
して参加者以外の方にも配布しお
互いの共通理解を深めた

世代の違うみんなが
繋がり、わかり合え
るきっかけになるよ
う交流した。
昔遊びもシニアの方
からコツを伝授して
もらったりして楽し
く交流した。

地域交流事業とし
て類似事業を実施

その後

【シニアの感想】
・若いお母さんや子ども達とふれあって楽
しかった
・若いお母さん達もがんばっているんだと
思った
・子育ての大変さを思い出した
・役に立ちたい。気持ちをわかってあげた
いと思った
【親世代の感想】
・気軽にお話ができて良かった
・地域の方々が暖かく子ども達と接してく
れ、その気持ちがうれしかった。いままで
はこんな風に思ってくれると思っていな
かった。
・子育てのイライラがかなり和らいだ
【実施団体の感想】
・回数を重ねることにより、また会える、
あって話ができる安心感や期待感を感じら
れ、親子、シニアともに楽しみに参加され
ていた
・シニアに今の子育て状況を理解し、親子
への温かいまなざしで見守ってもらうため
には事前レクチャーは必要
・子どもの成長のため三世代交流はこれか
らの子育て支援になくてはならない。繋が
りを大切に地域と連携をとりつつ子育て支
援事業をしていきたい

実施団体
社会福祉法人中野社会福祉協会
（かんだ子育て支援センター）



＜里庄・みんなおいでよ 子育て広場～遊んで食べて健康づくり～＞

平成27年8月18日
(火)三世代交流講
座
「母になるという
こと 母に寄り添
うということ」
講師：平岡敦子(倉
敷市立短期大学)

平成27年11月30日
(木)

三世代交流会
「楽しく遊んで健
康づくり～大人と
子どものロコモ
ティブシンドロー
ム予防」
講師：運動指導士

平成28年3月10日
(土)

三世代交流会「遊
んで食べて健康づ
くり～好き嫌いを
なくす楽しい食
育」
講師：管理栄養士

現代の子育て事情
と地域でできる子
育て支援について
理解を深めた

ロコモチェックや
運動体験をすると
ともに骨密度やな
どの測定を行った。
また、外遊びを
テーマに座談会を
行い、交流をした。

一緒に調理を行っ
た。各テーブル毎
好き嫌いについて
テーマを決め座談
会をしながら会食
をした。

事業のまとめのリーフレットを作成し・町内各戸に配布し、
広く啓発した

三世代交流できる
事業を検討

その後

【シニアの感想】
・久しぶりに小さい子どもと遊べて楽し
かった。良い刺激になったし、優しい気持
ちになれた
・少しでも若い人の役にたててうれしかっ
た。若い世代に頼ってほしい
・【親世代の感想】
・今後も三世代交流できる機会を作ってほ
しい
・子育てのアドバイスなどおしえてほしい
ことがたくさんある
・気軽に声をかけてもらえるとうれしい。
子どもの名前を呼んでもらったりするだけ
でうれしい
【実施団体考察】
・健康づくりの観点から、どの世代にも関
心があり、なおかつ健康教育として必要な
「ロコモ予防」と「食育」をテーマにした。
・実技や調理実習を取り入れることで交流
しやすい環境がつくれた
・事業実施にあたり、女性団体連絡協議会
や親子クラブ等既存組織に意見を聞いたり
協力を得たりできた
・今後の活動内容として育じぃ育ばぁが増
え、育っていけるようなものを取り入れて
いきたい

実施団体
里庄町愛育委員会



【シニアの感想】
・子どもと話をするのが楽しい
・楽しそうにしてもらえてうれしかった
・若いお母さんと話ができてよかった
・まだまだ多くの人人参加してほしい
【親世代の感想】
・子どものころにした遊びができて夢中になっ
て遊べた
・シニア世代からのメッセージを聞く良い機会
になったと思う

＜矢掛・三世代交流矢掛ふれあい体験＞

平成27年9月25日
(金)
事前交流会

平成27年10月31日
(土)
ハロウィンだ町探
検ヘ行こう!!

平成27年12月5日
(土)
おじい・おばあの
特技発見

平成28年1月16日
(土)
僕たち、私たちの
知らない戦争の話
を聞こう

現在の子どもの様
子について話を聞
いた後、子育てに
ついて意見交換な
ど交流した

矢掛町の昔の話や
今の話をしながら
町探検をして交流
を図った

シニア世代が講師
となり、昔遊びを
教わりながら交流
を図った

被ばく体験を持つ
語り部から話を聞
き、戦争のこわさ、
命の大切さを実感
するとともに交流
を図った

【実施団体の感想】
・回数を重ねる毎に徐々にシニア世代と親世代の壁がな
くなったように感じられた
・運営にかかわる親世代とシニア世代の交流が、事業当
日の雰囲気を良くしたのではないか
・シニア世代の意見も取り入れ、興味のある方、特異な
方にお任せすることでシニア世代の活躍の場となり、親
世代、子世代にとっては学びの場にもなる有意義な時間
が持てた
・世代ごとに役割があり、それを理解して尊重すること
が重要であると思った

ｔｏｍａｔｏクラブは小学生までの子どもとその保護者を会員とする会です。
事業実施にはｔｏｍａｔｏクラブの役員である母親たちと主に、その母親た

ちが個別に協力をお願いしたシニア世代の方にも役員としてかかわってもらい
事業を実施しました。 団体の事業の

中で三世代が
交流する事業
を実施

その後

実施団体 Tomatoクラブ



＜井原・地域にGO！！！きのこのこ三世代交流事業＞

平成28年年8月27日(土)
坐禅とお茶を楽しむ会

平成28年9月30日(金)
子育て講座『子育て今昔物語
｢すべては子どもたちの笑顔
のために｣のはずなのに』
講師：田川雅規（あそび工房
もくもくや）

平成28年12月3日(土)
しめ縄作り体験

平成29年1月9日(月)
とんど焼き

三世代で坐禅の体験と
茶席の作法を学び実技
体験を行う

シニア世代を対象に地域に
いる大人として子ども達に
どう接していけば良いか、
親とどのように関わってい
けば良いか学んだ

シニア世代を指導者
にしてしめ縄作り体
験で交流した

しめ縄、書き初め、
鏡餅など地域住民が
もちより、とんど焼
きを行い、交流を楽
しんだ

【実施団体の感想】
・子どもから大人までみんなで主体的に事業に関わるこ
とが大事だと思う。
・中・高生も行事に参画させることができているのも、
子ども時代から当たり前のように地域行事に参加できて
いる効果だと思う。今後は企画レベルにも参加してもら
い、他の世代への相乗効果を期待したい。
・子の事業の実施により紡いだ繋がりがこれからの町作
りの力になると思う。子ども達がのびのびと成長できる
よう、若者達のアイデアや新しく町民になった人の想い
も、くみ上げられる組織づくり、核世代の意見が反映さ
れる事業内容の工夫などにがんばりたい。

実施団体 木之子西慎思クラブ
（老人クラブ）

【シニアの感想】
・自分自身の考え方が変わった
・ふだんの子どもや近所の人たちとの交流が大
事だと思った。
・子ども達が安心してくらせるようにみんなで
見守りたいと思った
【親世代の感想】
・こうした行事に初めて参加していいなあと
思った。

地域の様々な年代で構成する団体（家庭教育学級、
PTA,少年団役員、消防団、女性会、更生保護女性
会等）と連携して事業を実施しました



＜井原・芳井三世代交流ふれあい体験＞

平成28年年9月17日(土)
子育てワークショップ
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：福光節子・難
波美香(NPO法人きよね夢て
らす子育て応援こっこ)

平成28年10月22日
(土)
三世代交流
ホタルの幼虫放流体
験

平成28年11月19日
(土)
明治地区芋ほり体験
とおばあちゃんの
作ったお芋料理を味
わおう

シニア世代、親世代で子
育て観について話し合い
ながら交流を図る。また
子育て環境について情報
交換を行った

シニアを講師としホ
タルの幼虫放流体験
を通し故郷の自然の
豊かさを学ぶことに
交流を持ったり当地
愛の醸成を図った

地元特産の野菜の収
穫体験や地元のおば
あちゃんが作る料理
の試食を通して食育
を兼ねた三世代交流
の推進を図った

【実施団体の感想】
・経験豊かなシルバー世代の知識や経験を生かしたプロ
グラムの実施は世代間ギャップの緩和や円滑なコミュニ
ケーションに有効であった
・事業実施後、保育園スタッフの計らいで、子供たちか
ら地元シニア世代の方々にお礼のメッセージカードが送
られシニア世代の方々から「また会いたいね。お役に立
てるならぜひ次回も」と声をもらった。継続的な交流が
スタートできたように思える
・「地域で子育て」に向けた情報共有や意見交換がの必
要性と効果が検証できたので、まちづくり事業の取り組
みの中で継続して企画を行いたい

実施団体 芳井町まちづくり協議会

【シニアの感想】
・普段はよそ様のお子さんには話かけにくいが
こうした機会を作ってもらえたことでハードル
が下がった。
・自分の子どもは地元に残っていないが「地域
で子育て」の行事等に参加したい
・私たちも役に立つことができることを実感で
きてよかった
【親世代の感想】
・子育てを地域の方に手伝っていただける環境
が整えばよいと思った
・以外と世代間ギャップが少なくて驚いた
・「子どもの声がするだけでうれしいよ」
「頼ってもらってうれしい」など気持ちが聞け
てうれしくなった



＜高梁・里山の恵みを楽しむ三世代交流イベント＞

平成28年年9月28日(水)
最新子育てレクチャー
講師 藤原直子(吉備国
際大学)

平成28年10月1日(土)
キノコ観察会

平成28年12月18日
(日)
森のクラフト

シニア世代を対象に最近
の子どもを取り巻く環境
やペアレントトレーニン
グを用いた支援方法の基
礎を取り入れた研修を
行った

高梁美しい森に発生
する野生キノコを採
取・鑑定するキノコ
狩り体験で交流を
行った

手先が器用で素材に
合わせた細工の得意
なシニア世代を講師
にクリスマスリース
や杉玉作りなどをし
ながら交流を行った

【実施団体の感想】
自然体験活動は、子どもらしさや、見守る親世代、言

葉では伝えることのできないシニア世代の生き方を感じ
てもらうことを大切にしている。様々な世代との関わり
合いのもてる自然体験活動を取り入れることで、子ども
らしさを保ちながら、心身ともに健やかに成長できる
「場」に誰でも参加できる。
今回の三世代交流事業を通じそれぞれの生きてきた人

生をただ伝えるのではなく、時空を共有しながら、本物
を実際に見て、さわって、五感をつかって感じ、その体
験的な学びによりもてる知識を生きていくために必要な
知恵へと昇華させる瞬間を世代を超えて共有でき、それ
ぞれの世代の持つ役割を感じていただけた。
一人ひとりが無理せずみんな楽しく『1人の100歩より

100人の1歩』を大切に多世代交流を取り入れた事業を継
続していきたい。

実施団体 NPO法人フォレスト
フォーピープル岡山

【子どもの感想】
しめ縄ができた。昔のことをすることは過去の
ことを知ることだと思った
【シニアの感想】
子どもとの交流の会に参加したい
山道を歩くのが心地良かった
【親世代の感想】
・自然の大切さを感じた。・普段できない昔か
らの生活文化が体験できた・「素」のコミュニ
ケーションができた・久しぶりに山の中を歩き
楽しかった・他の人とも自然に話すことができ
て良かった・いろいろな方と話ができて楽し
かった・素敵なシニアはいっぱいいるなぁ

地域に残る里山を活用した自然体験交流。
シニア世代の体験から得た知識を活かし
た交流をしました。



＜浅口・三世代交流子育て応援ひろば＞

平成28年8月27日(土)
子育てひろばで遊ぼう・歌おう・(さくら
会)・ふれあおう

平成28年10月30日(日)
三世代防災で学びのひ
ろば

平成28年12月3日(土)
三世代交流サンサン
クリスマス

力を合わせて困難に立ち向かうことが大
切だと訴える紙芝居などを見るとともに
唄を通して交流を図った。
また発達障がいについての話も聞き、接
するときの注意や理解を促した

防災をテーマにカルタ
をしたりして交流した

ミニクリスマスツ
リーを作ったり唄を
歌ったりして交流し
た

【実施団体の感想】
大型防災カルタを使ってのカルタとりは祖父母の手
を取ってゲームに参加したり、シニアの工作作りを
早く終わった児童が手伝ったりと、とても暖かい交
流になった
この機会で近所の子どもと顔見知りになった方も

いて、事業後の交流のきっかけとなったのではない
かと感じた。
標語については３５８もの標語が集まり子育てに

対しての多くのエールにとても暖かい気持ちを感じ
た。
このことは市報や市のホームページで今後紹介し、

思いをたくさんの人に共有していただきたいと思う

実施団体 ボランティア
人形劇サークル風の子

【シニアの感想】
「久しぶりに子どもの笑顔と遊べ幸せでした」
「唱歌や童謡を久しぶりに歌って楽しかった」「子
供会活動などがなくなっている中こういう活動はと
てもよいと思います」
「とても楽しかった。若返った気分です」
「子どもは地域の宝です。元気に健やかに育つこと
を望みます」
【親世代の感想】
「とても楽しかった」
「いろいろな方と話せて良かったです」
「家族以外にふれあうことがないのでこのような会
は大変有り難いです。」
「何より子どもたちが笑顔で楽しんでいる姿がみれ
て嬉しかった」

大型紙芝居や歌を通して楽しく交流しました。
また、子育て応援カルタの標語を募集するとと
もにカルタを作成しました。



ありがとうございました。
報告書の作成にあたりまして、実施し

ていた団体の報告書及び事後アンケート
を参考とさせていただきました。

この事業を実施するにあたっては、実施団体の皆
様はもとより、たくさんの方々の御協力と御尽力を
いただき､ありがとうございました。
備中県民局が取り組んだこの事業が、各地域にお

いて、積極的な三世代交流による地域子育て支援の
活性化につながることを期待します。

おわりに


