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I. 母親クラブの活動とは？
1.

母親クラブとは？
• 母親クラブは、子ども達の健全育成を願い、児童館等の福祉施設を拠点として地域ぐるみでボランティ
ア活動を行う組織で、全国各地にある 3,300 あまりのクラブに合計 17～18 万人が参加しています。国
や自治体から支援を受ける公的な存在で、全国組織「みらい子育てネット」（正式名：全国地域活動連
絡協議会）や都道府県ごとの連絡協議会のもとにネットワーク化されています。
• 名前は「母親クラブ」ですが、会員は小さな子どもを持つ母親に限りません。地域の児童健全育成に関
心のある人々が性別・年齢を問わず集まり、お互いの親睦を図りながら、子育てや家庭、地域での生活
の問題など、子ども達を取り巻く様々な問題について、みんなで話し合い、考え、解決に向けて取り組ん
でいます。
• 母親クラブの活動分野としては、以下の 5 つが掲げられています。
①親子および世代間の交流・文化活動
キャンプやハイキング、クリスマス、三世代交流会といったレクリエーションを行い、子ども同士
や親子、おじいさん、おばあさんとの交流を深めます。
②児童養育に関する研修活動
子ども達の健全育成のために、各種講演会・研修会・座談会への参加や施設見学など、会員自身
の資質の向上を目指した活動を積極的に行います。
③児童事故防止のための活動
交通安全指導、遊び場の点検、カーブミラー磨き、夜間パトロールなどを行い、事故や犯罪、非行
やいじめなどから子ども達を未然に守ります。
④児童館日曜等開館活動
日曜日・祝日に児童館を利用し児童の居場所の確保を図るとともに、親子行事等の諸活動を行い
ます。
⑤その他児童福祉の向上に寄与する活動
行政機関や各種団体との連携を密にしながら、広報や児童館祭、保育園、幼稚園、小学校などの
行事の共催も行います。
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2.

子どもを取り巻く環境の変化と母親クラブに問われること

(1) 最近の子どもと子育て家庭を取り巻く環境
• 日本では少子化が留まることなく進行しています。少子化は様々な要因が絡み合ったものではあり
ますが、「子どもを生み育てにくい社会」になったことがその一因にあると言われています。
• 現在、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は、下図のような状況にあると考えられます。
子どもと子育て家庭を取り巻く環境

三世代同居の減少

共働きの増加
子育ての負担が
母親に集中
子育てと仕事の両立が大変！

近所の人を知らない
助け合いが少なくなった

子ども
地域のつながり
が希薄化

子ども同士で遊べない

家 庭

子ども数の減少

子どもが地域で安全・安心
に過ごせない
治安が悪化

(2) 「次世代育成支援」への取り組みの重要性
• このような環境のもと、子ども達は次代を担う存在であることをあらためてふまえ、親への支援だけ
ではなく子どもが健やかに育っていくためにはどのような環境が望ましいかという観点から、子ども
と子育て家庭を社会全体で支援していこうという取り組みとして、「次世代育成支援」という考え方
が重要になってきました。
次世代育成支援とは？
「次世代育成支援」とは、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境を社会全体で築
いていこうという、これからの「子ども・子育て支援」の新たなキーワードです。
2003 年７月に「次世代育成支援対策推進法」が成立・公布され、地方自治体や企業に子
どもを産み育てやすい環境を整えるための「行動計画」の策定が義務づけられました（従業
員数が 300 人以下の企業は努力義務となっています）。

(3) これからの子育てでは「地域活動」がカギとなります！
• これからの子ども・子育て支援――「次世代育成支援」においては、子育てが個々の家庭の中に閉ざ
されるのでなく、地域に開かれ、地域に支えられる必要があります。これからの子育てでは「地域活
動」がカギとなるのです。
• 地域活動は、子ども達、子育てをする人々、子育てを手助けする人々のあいだのネットワークによる
活動です。地域が個人を助け、個人が地域に貢献し、そこに学びや喜び・楽しみが生まれる。そうした
地域活動を進めることで、子どもも、親も、そして地域も育っていくのです。
• 子どもと子育てに関わる地域活動の担い手として、母親クラブ活動の積極的な展開が求められま
す。
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II. 自分達の活動を見直してみよう！
1.

母親クラブの活動チェックリスト～自分達のクラブをチェックしてみよう！
全国 1１の母親クラブに対するヒアリング調査の結果から浮かび上がってきた活動上の課題などをも
とに、下表のようなチェックリストを作成しました。自分達のクラブの活動をチェックしてみましょう。

① 会員数が増加している。

Yes

No

② 多くのメンバーが活動を続けている。

Yes

No

③

活動の企画・実施には様々な人が関わり、固定的な一部
のメンバーだけで行うことはない。

Yes

No

④

メンバーそれぞれが役割を持ち、参加意欲を持ってい
る。

Yes

No

⑤

活動において、様々な考え方や柔軟な関わり方を尊重し
合う雰囲気がある。

Yes

No

⑥

古いメンバーと新しいメンバー、中心的なメンバーと参
加が少ないメンバーが交流できる機会を設けている。

Yes

No

⑦ メンバーが活動を楽しむことができている。

Yes

No

⑧ 活動内容はマンネリ化していない。

Yes

No

⑨

従来からの活動を続けるだけではなく、何か新しい活動
を立ち上げようと考えることがある。

Yes

No

⑩

メンバーの意見によって、活動の方向性が柔軟に決めら
れている。

Yes

No

⑪

活動のあり方についてメンバーに広く意見を聞く機会を
持っている。

Yes

No

⑫

活動内容やその目的についてメンバー間で共通理解が
ある。

Yes

No

⑬

メンバー自身が楽しみ学ぶだけでなく、広く地域にとっ
て意義のある活動を行っている。

Yes

No

⑭

メンバーが交替した時など、活動のノウハウが代々うま
く伝えられている。

Yes

No

⑮ 地域の中でクラブの活動がよく知られている。

Yes

No

⑯ クラブの活動について積極的な PR 活動を行っている。

Yes

No

⑰ 地域の他団体等と連携した活動を行っている。

Yes

No

Yes

No

⑱

地域の他団体等との連絡を十分にとった上で、活動を行
っている。

ヒント！
→２の（１）へ

ヒント！
→２の（2）へ

ヒント！
→２の（3）へ
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2.

母親クラブの活動をよりよくするためのポイント

(1) 継続的に活動するメンバーを増やそう！
□新しいメンバーの参加を呼びかける
ビラ、ポスターなどでの募集を積極的に行う
メンバーの地域のつながりの中で積極的に声をかける
参加しやすい曜日や時間帯を工夫する
新しいメンバーには、役員等が積極的に声をかける
父親の参加を呼びかける
祖父母や地域の高齢者に参加を呼びかける
□様々な参加の形が可能にする
活動内容を偏らせずに様々なメニューの活動を行い、好きなところに参加できるよ
うにする
一時休んだ後でも復帰も可能とするなど、メンバーがそれぞれの事情で関わり方を
変えることができるようにする
□参加して間もない人も含めて、できるだけ多くのメンバーが役割を持つようにする
クラブの中で部会形式をとってそれぞれの役員を決める
行事等を開催する場合、その担当者を決める
メンバーの得意なことや趣味を生かした活動を企画する
□活動内容をメンバー全員に知らせ、協力を呼びかける
定期的に活動計画等を全員に説明する会を持つ
役員が役割を抱え込むのではなく、いろんな人に声をかけ、協力を頼む
活動の内容を定期的に通信等でメンバー全員に伝える
□メンバー同士の親睦を深める
メンバー全員が参加できる活動を実施する
定期的に交流会等を開催する

★活動のリーダーは・・⇒自分を磨き、クラブを盛り立てよう！
◇活動の方向性を決める時には、様々なメンバーの意見を聞
き、一方的にならないように配慮しよう
◇活動の計画や実施の負担を一人で抱え込まないようにしよう
◇一部のメンバーだけではなく、広くクラブのメンバー全員に目
配りしよう
◇時々、自分を客観的にふりかえってみよう
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(2) 活動の内容ややり方をもっと良くしよう！
□多くのメンバーが、まずは楽しめる活動とする
メンバーにやってみたいことを聞く
メンバー全員から活動内容についてのアンケートをとる
□地域のニーズをふまえた活動にする
地域の親達や子ども達のニーズ（求めていること、必要とされること）についてあら
ためて考える機会を持つ
ＯＢやメンバー以外の地域の人々の意見を聞き、活動の企画に反映させる
たまには地域の人々を対象にアンケートをとったり、座談会を開いたりして、地域の
意見を聞く機会を持つ
□活動がメンバーの負担になりすぎないようにする
いろいろな人に役割を担ってもらう
誰でも参加できるように活動の内容を工夫する
無理のないペースで活動する
□活動のマンネリ化を防ぐ
年度ごとに新しいメニューを１つだけでも企画する
担当者を交替して、新しい視点を取り入れる
新しい活動についての提案をメンバーから募る
たとえ失敗してもよい、という思いで新しい活動にチャレンジする
□活動の企画をきちんと立てる
年間の活動計画を立てる
個別の活動について、早めに企画会議を持つ
当日までの準備のスケジュールを立てる
細かな役割分担を明確にする
当日の進行表を作成する
□失敗や反省を次に生かす
準備の過程や当日の記録をこまめに残す
活動に参加した外部の人々に感想を聞く
参加メンバーで反省会を持ち、記録として残す
□経験を生かし、次の活動につなぐ
様々な世代が一緒に活動する機会を持つ
役員等の交替は、順次入れ替えていくことで毎年経験者が残るようにする
記録を残し、次年度以降にきちんと引き継ぐ
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(3) 地域に広がりのある活動にしよう！
□地域の人々や他の団体等に母親クラブのことを知らせる
ポスターや広報、新聞などで、母親クラブの活動を積極的にアピールする
クラブのメンバーが参加している他の団体等で、母親クラブの活動について積極的
に知らせていく
地域の連絡協議会などにメンバーとして参加する
□活動に地域の人々を巻き込む
イベント等に地域の人々の参加を呼びかける
地域の人々にその特技を生かす形で活動の運営に協力してもらう（講師として呼ぶ
など）
地域の多様な人々（世代、生活様式等）が参加して交流できるような活動を企画す
る
□地域の他の団体等と協力する
活動のＰＲや実施時に他団体等の協力を依頼する
他団体等が主催する活動に協力して参加する
活動の実施にあたっては、事前に他団体等に連絡をとり、日程ややり方等について
調整する
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III. 活動をマネジメントしてみよう！
1.

活動を企画・実施する際に重視することは？

(1) 活動は＜企画→実施→評価→改善＞の流れにそって
母親クラブの活動を企画する際には、＜企画→実施→評価→改善＞の流れを意識することが重要
です。
まずは活動の目的を明確にして、事前に計画を立てること（企画）が必要です。
そのためには、自分達の地域を「知る」ことから始めましょう。
地域が今どういう状況にあるのか？何を必要としているのか？ （ニーズの分析）
協力してもらえる人・組織・団体は？利用できる場所・物・資金・情報は？ （地域資源の分析）
実施後は活動をふりかえって、事前の目的に照らして評価しましょう。反省点や改善点を次の活動に
生かすことができます。
こういった活動の＜企画→実施→評価→改善＞の流れは、クラブの年度を通した全体計画を立てる
際にも、また個別の活動を企画する際にも必要なプロセスです。このようなプロセスを経ることで、メ
ンバーの交替に関わらず母親クラブの活動をより少ない負担でより効果的に、より良いものにしていく
ことができます。
活動の流れ

ニーズの分析
地域資源の分析
＜企画→実施→評価
→改善＞の流れにそっ
て活動してみよう！
活動がもっと良くなる
よ！！

PLAN

企 画
活動のテーマを考えよう
企画書を書いてみよう
スケジュールや役割分担を決めよう
予算を立てよう

ACTION

DO

実 施

改 善

当日に向けて準備をしよう
・進行計画を作成しよう
・メンバーの役割を確認しよう
・活動を外部に PR しよう
当日は、参加者の様子を観察しよう
活動の記録を残そう

次の活動の方向性を考えよう
・次の活動に生かせること
・次から改善しようと思うこと
・新たにやってみようと思うこと

活動のまとめ
活動をふりかえって評価してみよう
・自己評価
・参加者や関係者の評価など

評 価

CHECK
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(2) 広く意見を拾い、話し合いを大切に
活動をより良くしていくために、広く意見を拾い、話し合いを大切にしていきましょう。
活動内容の企画は、一部のメンバーだけで行うのではなく、様々なメンバーの意見を聞きながら話
し合って決めていきましょう。
メンバー以外の地域の人々やＯＢ・ＯＧの意見、活動に参加した外部の人々の意見も聞いて、客観
的に自分達の活動を見つめ直してみましょう。
より多様な観点から活動のあり方を探ることができ、また意見が対立する場合には相互理解に向け
て話し合う中で、様々な立場や意見を理解して活動を進めていくことができます。

(3) 活動の記録を残そう
母親クラブの活動メンバーは固定ではなく交替や入れ替わりもあるので、様々なメンバーが代々活
動のノウハウを引き継いで、活動を実施していくことが求められます。そのためには、活動の経過につ
いて各段階の計画や実施結果、改善すべき点を記録として文書で残し、引き継ぐことが必要です。
話し合ったこと、やったこと、活動をやってみてわかったことなど、実施上のポイントを記録しておき
ましょう。
反省や成功のヒントも書き残して次に生かしましょう。
作成した記録はみんなが見られるようにして、大いに活用しましょう。
活動の記録を残すことで、話し合ったことや決まったことについてメンバーの間で共通に確認して理
解することができます。
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2.

活動マネジメントのお役立ちツール・・・ワークシートについて

(1) ワークシートを紹介するねらい
本マニュアルでは、＜企画→実施→評価→改善＞の流れにそって活動を組み立てていくにあたって
活用可能なツールとしてワークシート類を紹介しながら、この流れにそって活動を考え、実践していく
枠組みを提供します。
ここで紹介するシート類は、3 県の地域活動連絡協議会を通じたワークショップで試行的に使用し、
同ワークショップに参加した母親クラブメンバーの意見を参考に検証を行い、修正を重ねて作り上げ
たものです。
本マニュアルではシート類を紹介しながら活動の基本的な流れを解説しますが、それぞれの母親ク
ラブにおいて自分達の活動に合わせて存分にアレンジして活用してみてください。
(2) シートの構成
本マニュアルで紹介するシート類はシート 1～10 から構成され、これら一連のシート類を活用するこ
とで活動の＜企画→実施→評価→改善＞の流れの中で最低限押さえたいポイントを確認できる形と
なっています。
しかし、これらのシートすべてを活用すると記録するだけで大きな負担となってしまうので、それぞれ
の母親クラブの実情に応じて活用するシートが選択できるように、シート類を基本シートとオプション
シートの２種類に分類しています。
基本シート（4～8）
シートを使うことにより「今、この段階で何について決めればいいのか」「どのようなことを中心に
取り組んだらいいのか？」「注意する点はどこなのか？」「次に何をしたらいいのか」などが見えてくるよ
うに構成されています。
一連の基本シートは、そのまま記録として残せるようになっており、どのグループにも活用してほ
しいシートといえます。
オプションシート（1～3･9～10）
メンバー間の話し合いを進め、意見の共有化を促進し、グループのまとまりを高め、地域に自分達
の活動について発信するために役立つものです。
それぞれのクラブが抱える課題をふまえながら、必要に応じて活用してください。
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ワークシートの活用手順
< 基本シート >

企

画

< オプションシート >
（必要に応じて使用する）

活動を企画する

活動に向けてアイデアを出し合う

活動企画シート

活動アイデアシート

シート 4

メンバーからの
意見出し

シート 3

シート13
シート

※個人が記入

実

施

スケジュールシート

予算・決算シート

シート 5

シート 6

活動テーマシート
グループで
意見出し

シート 2

活動準備の経過を記録する
企画スケッチシート

当日の進行表を作成し、経過を記録する

企画を始め
発表する

シート 3

当日進行シート
シート 7

評

価

活動のふりかえり
（成果と反省の共有）

活動について報告する
活動報告シート

ふりかえりシート
シート 9
シート 8

意見を交換して次の活動につなげる
改

善
アクションシート
シート 10
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ワークシートの種類と活用方法について
シート

名称

シート 1

活動アイデア
シート

シート 2

活動テーマ
シート

内容・活用方法
メンバーがそれぞれに活動についての考えを整理す
るためのシート。グループで話し合う前にそれぞれが
シートに記入することで、グループの中の一部の意見
だけではなくすべてのメンバーの意見を聞いて活動
を企画することができる。
※既にメンバー間のコミュニケーションが十分にと
れていればシートの活用は不要。
グループの中で意見を出し合い、話し合いながら活動
のテーマについて考えていくためのシート。シート１で
それぞれのメンバーが整理した意見を出し合い、書き
込みながら整理していく。ここで活動のテーマを決め
る。

活用時期等

位置づけ

活動企画の
冒頭に実施

オプション

活動企画の
冒頭に実施

オプション

企画時

オプション

企画時

基本

企画時
実施時

基本

企画時
実施時

基本

実施時

基本

評価時

基本

評価時

オプション

改善時

オプション

※活動のテーマがそのねらいも含めて既に整理され
て設定されている場合にはシートの活用は不要。

シート 3

企画スケッチ
シート

シート 4

活動企画
シート

シート 5

スケジュール
シート

シート 6

予算・決算
シート

シート 7

当日進行
シート

シート 8

ふりかえり
シート

シート 9

活動報告
シート

シート 10

アクション
シート

活動の趣旨・目的、地域のニーズ等をふまえ、どんな
活動をしたいかごく簡単な企画を立てるためのシー
ト。活動テーマの案ができた段階で考えを整理して発
表し、第三者に意見を聞いたり他のグループ等との意
見交換に用いることも可能。
※発表等の機会がない場合は、シート 3 は使用せずに
すぐシート 4 を使用して企画を立ててもよい。
活動テーマが決まった段階で、具体的な活動内容や
方法等について企画し、情報を整理するためのシー
ト。準備が必要な事柄についてここでおさえ、整理し
ておく。
シート 4 作成時に、活動の準備から実施、実施後まで
のスケジュール（日時と実施事項、担当者）を予定とし
て整理しておくシート。その後の進捗管理に活用する。
シート 4 作成時に、金銭面の管理のために必要とする
予算を立て、活動終了時にその決算をするためのシー
ト。
活動実施日の活動内容、人・モノの動き、時間配分等
についてあらかじめ整理しておき、当日の進行表とし
て活用するためのシート。
活動が終了した後に、メンバー同士の意見交換をした
り参加者から意見を聞いたりしながら、活動のよかっ
た点や悪かった点等についてふりかえるためのシー
ト。このふりかえりを次の活動につなげる。
活動が終了した後に、他のグループとの情報交換や
地域へのアピールのために活動の成果を簡単に報告
するためのシート。
※報告の内容・形態については様々に工夫が可能で
あるが、シート 9 は最低限の情報が 1 枚にまとめら
れる形にしてある。
活動をふりかえって、次の活動に生かせることを整理
するためのシート。メンバー同士で意見を交換・共有
し、次の活動企画時に生かす。
※メンバー同士で十分に意見が交換できている場合
や、シート 8 で十分にふりかえりができている場合
は不要。
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(3) シートの活用方法
シートを使ってみると、内容が重複している部分があると感じられるはずです。これは、1～10 のシー
トは、それを順次記入することによって、＜企画→実施→評価→改善＞の各プロセスの考え方や実施
のコツを身につけることができるように、あえて繰り返すという手法を用いて作られているためです。
本マニュアルで紹介するシート類は、次のように活用することができます。
自主研修のツールとして
シートに書き込むことによって、活動のテーマについて考える視点や活動の準備にあたっておさ
えるべきポイント、活動をふりかえる際の視点について実践的に学習することができます。
話し合いをスムーズに進めるためのお役立ちツールとして
研修までは必要ないけれど、次のような場合は、メンバー同士の話し合いをスムーズに進めるた
めのお役立ちツールとして、役立つシートがあれば使ってみてください。
いつも一部のメンバーの考えだけで活動が決まってしまっている。
話し合いの中で、みんなが平等に意見を出せていない。
話し合いで決まったことでも、後でメンバーの理解が違っていて困ることがある。
活動の準備の段階で忘れていることがよくあり、当日困ることがある。
今の活動が、次の活動の改善につながっていない。
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3.

活動の基本的な流れ

(1) 活動を企画する
1) 活動のテーマを設定する
意見を平等に出し合うことを大切にしよう。
まず、メンバーがそれぞれに自分自身の考えをまとめてみましょう。次
にみんなで話し合いをしましょう。自分の好みを生かすことも大切です
が、まずは地域のみんなのことを考えながら、自分達のクラブでできるこ

"まずはメンバーがそれぞれに
考えを整理して発表すること
で、対等な関係で意見を出し
合うことができる。

とを考えてみましょう。
そのために、テーマ設定にむけて次のようなことを整理してみましょ
う。
★地域の子ども達自身や親達は何を求めている？
地域の特性や参加者を思い浮かべ、今の子どもや親が求めているも
のを考えてみましょう。
活動者自身が必要と感じていることや、近所の人達が感じているこ
ともニーズとして採り入れてみましょう。

" 地域のニーズに合致した活
動テーマを設定し、多くの参
加者に喜ばれるという充実感
を得ることが母親クラブ活動
の継続につながっていく。

子どもと親では、それぞれ考えることも異なり、ニーズは違います。ま
た、活動者が必要と感じているテーマと、子育て中の親本人が感じ
ていることは違う場合もあります。それぞれの立場に立って考えて
みましょう。
★今の子ども達や親達に必要だと思われるものは？
子どもや親が自ら必要としていることだけではなく、客観的にみて
「必要だと思われるもの」を考えてみましょう。

" 地域の世帯構成や就業状況
などのデータを使った地域分
析も役立つ。

日ごろ感じていること、日常生活で見聞きしたことなどから、地域の

" より広い視点に立って、母親

子ども達がよりよく育っていくために必要とされることは何なのか

クラブ活動の社会的な使命
について検討することも必
要。

を考えてみましょう。
★自分達にできることは何？ （私達のクラブは？自分は？）
自分達のクラブの現状（メンバー構成、活動実績）や取り巻く環境
（地域資源：施設、文化など）をふりかえりながら、自分達にできるこ
とを考えてみましょう。

" 無理がある計画は長続きし
ない。自分達のクラブの目的
や持っている力・資源に合っ
た活動を考えよう。

自分達のクラブでできることを考えると同時に、１人のメンバーとし
て何ができるかも考えましょう。
★協力できる組織や人は？
同じ思いで活動している他組織や住民を思い浮かべて、自分達が持
っていない力や資源を持っている他組織や住民を書き出してみま
しょう。
各メンバーの地域でのつながりの中でも、協力を依頼できる組織や

" 自分達だけでは力が足りな
い場合は、他の組織・団体や
地域住民と協力することによ
り、できるようになったり関係
づくりにつながったりするか
もしれない。

人がいるはずです。「協力してもらえないに違いない」と思う前に、ま
ず対象として考えてみましょう。
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★活動を通じてどんなことを伝えたい？
活動に寄せる自分の思いや考えをふりかえり、話し合ってみましょ

" 思いを出し合うことで、メン

う。それぞれの思いを出し合うことで、活動の向けて共通の理解と

バーの間で価値観や活動の
目標を共有できる。

意欲を持つことができます。

" 自分達の好みや得意な分野
を生かせるテーマを考える視
点も重要。

ポイント
企画のはじまりは、自分達の地域を「知る」こと
活動の企画は、まず自分達の地域を「知る」ことから始めましょう。
①自分達の地域が今どういう状況にあって何を必要としているのか（ニーズの分析）
②活動にあたって活用できる地域資源としてどのようなものがあるのか（地域資源の分析）
分析の視点

どんな情報を集める？

◎地域の概要
・人口構成、世帯構成、高齢化率
・産業構造、就労状況
・歴史、伝承文化 など
◎地域の親や子どもの実態・意識
ニーズの分析
・地域の子育て家庭の生活実態や意識
・子ども達の生活実態、考え方
◎地域活動に求められるもの
・地域活動に対する地域の親子のニー
ズ
◎協力できる人、組織・団体
・自治会、子ども会、老人会
・保育所、幼稚園、学校、ＰＴＡ
・民生児童委員、主任児童委員
・子育てサークル、ＮＰＯ
・行政、社会福祉協議会
地域資源の分析
・特技を持った人
など
◎利用できる場所、物、資金、情報
・地域で使える余裕施設
・公園など屋外の場
・借りることができる物品
・利用できる助成金 など
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情報の収集方法
・行政の窓口（統計情報室など）
・ホームページ

・行政のアンケート調査結果
・日常的な活動の中で参加者の声
を聞いてみる
・自分達でアンケートを実施する
・子どもや親に関わる地域の組織
や団体等に話を聞く
・それぞれのメンバーが持っている
ネットワークを生かす
・行政や社会福祉協議会などに聞
いてみる

この段階で活用するシート
◆シート 1

活動アイデアシート

企画

実施
活動企画の冒頭

評価
作業用

オプションシート

改善
メンバー個人

グループで話し合う前に、メンバーそれぞれがシート 1 に記入する。
メンバーがそれぞれに書くことで、一部のメンバーの意見だけではなく、普段あまり発言しないメンバーの
意見も活動企画に取り入れることが可能になる。
メンバーのコミュニケーションが十分ではないという心配がある場合や、新しいメンバーで実施する場合
はこのシート 1 が役立つ。

シート 1

活動アイデアシート
<活動のテーマを掘り下げてみよう!!>

（記入例）

(1)地域の子ども達自身や親達は何を求めている？
・家の外でのびのび身体を動かして楽しむ機会があれば、子どもにとっても親にとってもよいと思う。
・草花とふれて遊ぶ体験を、子どもにさせたい。
・地域の人と交流する機会がなかなかなく、顔見知りが増えない。お互いを知り合うきっかけがほしい。

(2)今の子ども達や親達に必要だと思われるものは？
・ゲームなどの家の中の遊びばかりでなく、自然の中で身体を使って遊ぶという体験が子ども達に必要ではない
か。
・家族や友達ばかりでなく、いろいろな人と交流する必要がある。普段遊ばないような異年齢の子ども達で遊んだ
り、親同士で子育ての情報交換をしたりすることも大切。
・人と力を合わせる、割り当てられた役割をきちんと果たす、といったような「協力する」体験。

(3)自分達にできることは何？ （私達のクラブは？自分は？）
・母親クラブは地域の遊び場に関していろいろと情報を持っているので、親子交流の場にふさわしい場所を見つけ
ることができる。

(4)協力できる組織や人は？
・自然の中での遊びにはどのようなものがあるのか、おじいちゃん・おばあちゃん達に聞いてみる。
・地域の自然に詳しい人に協力をお願いする。
・小学校や児童センターに企画の宣伝に協力してもらう。

(5)活動を通じてどんなことを伝えたい？
・自然の中で遊ぶことがいかに楽しいか、子ども達に知ってほしい。
・親子交流の楽しさ。さらに、今まで知らなかった人達と交流する楽しさ。
・皆で協力してひとつのイベントをなしとげる達成感をわかちあい、そのすばらしさを感じてほしい。

※メンバーがそれぞれに記入しましょう！
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◆シート 2

企画

実施
活動企画の冒頭

活動テーマシート

評価
作業用

改善
グループ

オプションシート

各メンバーがシート 1 に記入した意見を発表し、それをもとに話し合いながら活動のテーマについ
て絞り込んでいくときに、シート 2 が役立つ。
シート 2 にメンバーのアイデアを書き込み、意見を交換して話し合いを深めていってほしい。
また、シート 2 に内容を書き込んでみんなで確認することにより、「話し合いの内容を理解していな
かった」「決まっていくプロセスをよく知らない」「テーマは誰かが決めたもの」「どうして活動するのか
わかっていない」というメンバーが出ないようにできる。
活動のテーマとそのねらいが決まっており、全員の共通理解ができている場合には、シート 2 は使
わなくてもいい。

シート 2

活動テーマシート
<グループで話し合って活動のテーマを考えよう!!>
(1) 地域の子ども達自身や親達は何を求めて
いる？
・自然の中で思いきり遊べるような機会。

（記入例）

(2) 今の子ども達や親達に必要だと思われる
ものは？
・親も子も、イベントの中でそれぞれが役割をもって活動す
る経験が必要。

・家の外で親と子がふれあえる時間を持ちたい。

・皆で協力するという体験を通して協調性をやしなうべき。
・皆で工作をしたり、食べ物をつくって一緒に食べるような
体験をしたい。
・母親だけでなく、父親やおじいちゃん・おばあちゃんも一緒
になって子どもとふれあう機会が必要。
・親同士で交流し、情報交換したい。

(5) 活動を通じてどんな
・自然のものを使って、知
ことを伝えたい？
恵を出しながら遊ぶ
という経験を子ど
・親子のふれあいの時間の楽しさを改めて感じてほしい。
もにさせたい。
・家族以外の人達とふれあう楽しさ。また、他の人とのふれあいか
らいろいろなことが学べるということ。
・皆でひとつのイベントをやり遂げることの楽しさ、難しさ、大切
さ。
(6) どんなこと
をしたい？

・家の中ではできないような、自然に親しむ遊び
をしたい。
・地域の人も巻き込んで、皆で一緒に楽しめる
ような活動をしたい。

・自然の中でのびのび遊ぶ楽しさを伝えたい。
・工夫次第で、身近なものでも十分に楽しめるということ。
・地域にある自然の遊び場をもっと知って利用してほしい。

・地域の遊び場の情報を知っているので、
イベントで利用できそうな、自然のたくさんある場所を
見つけることができる。

・児童センター

・地域に呼びかけて、協力してくれる人（自然や遊びに詳し
い人など）を探すことができる。

・市の担当課…託児室に関して協力をお願いする。

・クラブ会員ひとりひとりが、口コミで企画をアピールす
る。

(3) 自分達にできることは何？

16

・小学校、学童クラブ

・地域の自然に詳しい人
・自治会…自然や遊びに詳しい人を紹介してもらう。

(4) 協力できる組織や人は？

2) 具体的な企画を練る
目的をみんなで確認しながら企画を練っていこう。
みんなの考えをまとめてテーマを設定したら、どのような活動を、どの
ような方法で実施するのか、具体的な企画を立てましょう。
次のようなことについて話し合って決めながら、活動企画シートを書
いてみましょう。

" 活動企画シートをつくること
により、活動の趣旨・目的が
整理でき、やるべきことがは
っきり見え、メンバー間で共
有することができる。外部団
体との交渉にあたる時にも、
どのメンバーも同じ説明をす
ることができる。

★活動の目的
活動を何のためにするのか考え、具体的に言葉にしてみましょう。
目的は、活動を通じてどのような状態が達成されればよいのかとい
う目安になるものです。活動をすることによって目指すべきことを

"終わったあとの評価において
は、活動企画シートに書いた
活動の目的が評価の指標に
なる。

思い浮かべてみましょう。
★活動の具体的な内容（何を？）
『○○を使って△△をする』など、具体的にどのような活動をするの
か、実施形態や方法がわかるように整理して書いてみましょう。

"活動内容をさらにわかりやす
くするために、図やフローチャ
ートを使ってもよい。

★活動の対象（誰に？）
活動の対象を決めて、参加条件（○歳児の親と子など、親子？ 子ども
のみ？ 親のみ？）をはっきりさせましょう。
対象者数は、何人もしくは何組くらいか、活動の規模も考えてみまし
ょう。
クラブのメンバーだけではなく、一般住民の参加を求めるか否かも
話し合いましょう。

"対象となるグループや個人を
具体的に思い浮かべてみる
と、よりイメージがわきやす
い。

" いつもの対象だけではなく、
新しい人々（例えば、父親や
地域の高齢者など）を巻き込
む方法も考えてみよう。

★実施の日時（いつ？）
対象者が参加しやすい日時や曜日を検討してみましょう。
決めた日時で会場が確保できるかなど、実施にあたっての条件を確
認しておきましょう。

" 実施者側の都合だけではな
く、対象者の状況や協力を依
頼する人々、組織・団体等の
都合も考えて決めることが重
要。

★場所（どこで？）
活動を実施する場所を検討して、決めましょう。
参加者も実施者も参加しやすい場所を探しましょう。

" 事前に地域の「使える場所」
のリストなどを作って持って
おくと便利。地域の公共施設
等で、安価に借りることがで
きる場所などを知っておこ
う。

★実施体制（誰が？）
誰がどのような役割を担うのか、メンバーの役割分担を決めましょ
う。
必要に応じて各分担のリーダーを決めたりしながら、少しでも活動で
きる人はメンバーとして迎え入れましょう。

"できるだけ多くのメンバーが
役割を担うことが、活動にあ
たってのクラブの連帯や意識
の高まりにつながる。ただし
混乱が生じないように、役割
と責任範囲を明確にして、中
心となるメンバーを決めてお
くことが重要。
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★協力を依頼する人、組織・団体
活動にあたって協力を依頼する住民や組織・団体を思い浮かべて、
候補に挙げてみましょう。
協力を依頼する場合には、どこに何を依頼するのか具体的に決めて
おきましょう。
誰が連絡・調整するのか、協力依頼の担当者を決めましょう。

" 協力の依頼にあたっては、メ
ンバーそれぞれの日頃からの
地域における関係（ネットワ
ーク）を活用しよう。

"協力を依頼する予定の組織・
団体等には、企画の段階から
一緒に参画してもらうとより
効果的。

★必要な備品と調達方法
活動にあたって必要な備品が何かを一覧としてまとめ、その調達方
法と担当者を決めましょう。

"購入は最後の手段。地域のど
こかで借りられないか、何か
他のもので代替できないかな
ど、さまざまに調達方法を考
えてみよう。

★予算
必要経費をおおまかに積算して、予算を立ててみましょう。

"予算規模は、年度の全体計画

必要経費の確保策を考えてみましょう。年度ごとの活動費等から出

を見通してその活動の比重を
考えて決定しよう。

すことの他に、申請して得られる助成金などの活用も考えてみまし

" バザーや社会貢献活動等に

ょう。

よって得た収益を活動費にま
わす、参加者から参加費を徴
収するなどの方法も考えられ
る。

★広報の方法
地域に広く活動のことを伝えて、参加者を募集するために、効果的な
広報の方法を考えましょう。

"口コミでの広報が効果的。メ
ンバーそれぞれの地域のネッ
トワークを活用しよう。新聞
やミニコミ誌などに積極的に
アピールして掲載してもらう
ことも一手。

ポイント
地域で協力できる人、組織・団体等とは？
・児童館・児童センター
・自治会、子ども会、青年会、老人会 など
・保育園、幼稚園、放課後児童クラブ
・学校、ＰＴＡ
・民生委員・児童委員、主任児童委員
・社会福祉協議会
・子育て支援センター
・ファミリーサポートセンター
・保健所、保健センター、医院
・他の母親クラブ
・各種の自主グループ（子育て支援団体、子育て支援サークル、その他地域活動グループ など）
・商工会議所、商店街、企業
・駐在所、郵便局
・行政（児童福祉所管課、青少年関連所管課、教育委員会 など）
・学識経験者（大学 など）
・地域にゆかりのある芸能人、文化人 など
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この段階で活用するシート
◆シート 3

企画

企画スケッチシート

企画時

実施
発表用

評価

オプションシート

グループ

改善
模造紙等に記
入して発表可

シート 3 は、活動のおおまかなイメージをメンバー間で共有して、活動の企画内容をごく簡単に整
理するためのシートである。
この様式で模造紙など大きな用紙に書いて発表することも可能である。活動の企画づくりの話し合
いに参加しなかった人や外部の人にも企画の案を説明して意見交換することもできる。
企画案の発表機会がない場合や、実施日が近い場合は、シート 3 は使用せずにシート 4 をすぐに活
用してもよい。

シート 3

企画スケッチシート
活動テーマ： 『秋の自然にふれて遊ぼう』
(1)趣旨・目的
・自然の中で親子ともども楽しくふれあう時間をもつ。
・自然の中に遊び場があることを親と子に知ってもらう。
・子どもに、工夫しながら遊ぶ体験をさせる。
・親同士の交流をはかる。
・地域の人達と交流する。

クラブ名： ●●母親クラブ

（記入例）

(2)地域のニーズは？
・子ども…自然の中で遊ぶ経験
・親、地域の人々…互いに知り合うきっかけを求め
ている。
(3)自分達の強み・弱みは？
・自然の遊び場の情報を知っている。
・地域の協力者を見つけることができる。

(4)活動内容（こんなことしたい！）
・外に出て体を動かす
・昔ながらの自然をつかった遊び
・木の実や草花でおもちゃをつくる

（留意）地域の人との協力も考えましょう。
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◆シート 4

企画

実施
企画時

活動企画シート

評価
記録・確認用

基本シート

改善
グループ

シート 4 を使って具体的な活動内容や方法、活動にあたって準備が必要な事柄について詳細に確
認し、記録する。そのコピーを各メンバーに配布することで、各自が企画の全容を理解し、自分の役割
を自覚することができる。
活動企画シートを書いてみると、意見が一致したと思っていたのに、実は微妙な食い違いがあった
ことがわかったり、まだ話し合っていないことがあると気づいたりすることもできる。

活動企画シート（表面）

シート 4
（記入例）

(1)活動のテーマと目的
①活動テーマ
『秋の自然にふれて遊ぼう』

◇『安全教育』『食育』など

②活動の趣旨・目的
①のびのびとした環境のなかで、親子の交流をはかる。
②自然の中に遊び場があることを親と子に知ってもらう。
③既成のゲームから離れ、自分で工夫して遊ぶ方法やアイデアを子ども達に教える。
④親同士が知り合い、交流できる機会を提供する。
⑤地域の人々に活動を知ってもらい、協力者になってもらうためのきっかけとする。

◇活動を何のためにするのか、活動を通じてどのような状態が達
成されればよいのかを明記
◇『・・・になるために』や『・・・をめざして』など

(2)活動の内容と対象者
①活動内容（どんな活動をするか？）
◇具体的にどのような活動を
＜自然の中で遊ぶ＞
するのか？
●自然観察しながら目的地までウォーキングをする。
・遊び場までの道中は、地域の自然に詳しい人から説明を聞きながら、
◇『○○を使って△△をする』
随所で草花観察をする。
など、具体的な活動の内容
・工作の材料にするための木の実やつるなどを各ポイントで集める。
や形態、方法がわかるよう
●草花を使って遊ぶ
に記載する。
・地域の大人が、草花を使った昔ながらの遊びを教える。
◇わかりやすくするために、図
・子ども達自身にも新しい遊びを考えさせ、自由に遊んでもらう。
やフローを使ってもよい。
＜自然の素材を使って楽しむ＞
●料理
・拾ってきた松ぼっくりで火をおこし、焼きおにぎりを作って食べる。
●工作
◇参加条件（○歳児の親と子など）、活動規模
・集めてきた材料を使ってリースやオブジェをつくる。
（何人もしくは何組くらいか？）を明記する。
・作品を並べて鑑賞会

②対象者（誰を対象にするか？活動規模は？）
・小学生の親子 30～40 組。（兄弟が 0～4 歳の場合は託児室に預けられるようにする）
・地域の大人

＊参加者の呼びかけ方法、参加希望が多い場合の選出方法
・小学校で案内チラシと申込書を配布する。
・児童センターニュースに案内を掲載する。
・母親クラブ会員は口コミで知人に声をかける。
・参加希望者が 50 組を超えた場合、抽選とする。
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◇特に誘いたい人（このプログラムを必要と
していると思われる人、前回選に漏れた人
など）にも声をかける。
◇効果的な声かけの方法を工夫する。

◆シート 4 続き

シート 4

活動企画シート（裏面）

（記入例）

(3)実施体制
①活動メンバーと役割

②参加・協力を依頼する地域住民や組織

・総合リーダー…●●
・サブリーダー…●●
・広報（チラシ・申込書）…●●
・会計…●●
・記録…●●
・会場・備品担当…●●
・自然遊び担当…●●
◇リーダーを決める。
・工作担当…●●
◇活動メンバーとそれ
・おにぎりづくり担当
ぞれの役割を明確に
…●●
する。
・託児担当…●●

・小学校…チラシ・申込用紙を全児童に配布してもら
う。（担当：●●）
・児童センター職員…児童センターニュースにイベン
トの案内を掲載してもらう。児童センターにチラシを
置いてもらう。イベントに関してアドバイスをもらう。
（担当：●●）
・市の児童家庭課・・・当日の託児室に協力してもら
う。（担当：●●）
・地域の協力者（遊びを教えてくれる人）…遊びについ
てのアドバイスをもらう、当日に遊びの指導をお願
いする。（担当：●●）
◇少しでも活動できる ・自治会…自然や遊びに詳しい人を紹介してもらう。
人はメンバーとして 当日のスタッフとして参加協力をお願いする。
◇どこに、何を依頼するのかを決め
・学童クラブ…チラシを配ってもらう。当日のスタッフ
迎え入れる。
る。
◇各メンバーが自分の として参加をお願いする。

◇事前調整については、メンバーか
らの情報で地域住民や組織にア
ク セ ス す る 。 ア ク セ ス す る 際に
は、担当者を決める。

役割をきちんと認識
するように周知する。

(4)具体的な実施方法
①実施日時（時間・曜日）・回数・期間など
10 月 23 日（土曜日）
10：00～16：00
※雨天延期
予備日： 10 月 30 日（土曜日）
10：00～16：00

児童センター集合 → ●●川土手沿い（ウォーキング）
→ ●●自然の森ひろば → 児童センター

◇参加者も実施者も参加しやすく、
負担になりすぎないように工夫

③必要な備品と調達方法

◇参加しやすい場所を選ぶ
◇施設予約の必要性も確認

④予算（おおよその経費とその確保策）

炊飯器、しゃもじ、ふきん…メンバー持ち寄り
焼き網、バケツ、やかん…児童センターに借りる（担
当：●●）
お米…寄付をつのる（担当：●●）
◇備品等の種類と個数
工作材料…購入（担当：●●

◇調達方法とその担当者

⑤広報の方法

②実施場所

・焼きおにぎり代…３０００円
・工作代…４０００円
・その他雑費（印刷費、備品代など）…７０００円
＜計：１４，０００円＞

◇必要経費を費目別に積算
◇活用できる財源（種類と金額）
・参加費３００円×５０人＝１５，０００円

⑥その他（検討を要することなど）

・小学校と学童クラブで案内チラシを配布する。
雨天延期の場合、保険や託児サポーターは大丈夫
・児童センターニュースに案内を掲載する（児童センタ
か。
ー運営委員に文書で依頼する）。
・母親クラブ会員は、個人用チラシを知人に配る。
◇必要な人に情報を届けるため
・掲示板にポスターを貼る。

に効果的な広報の方法を考え
る
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(2) 実施当日に向けて準備をする
1) スケジュールを立て、役割を決める
スケジュールを立て、役割ごとに担当とリーダーを決めよう。
実施準備のために各段階で行う事柄を話し合って決めましょう。スケ
ジュール表は、各メンバーが自分の役割をきちんと認識し､責任を持っ
て準備するための指針となるものです。
リーダーの役割はスケジュール管理だといってもいいでしょう。「なん
だか気忙しい・・・」ではなく、各自が自分の役割を果たしているか確認す
ることで、安心して準備ができます。

"スケジュールと役割をあらか
じめ決めて記録しておけば、
それ以上自分の責任を気に
する必要はないので切り替え
がしやすい。

"役割を果たしていないメンバ
ーに声をかけるときも、スケ
ジュールシートを見せて担当
している内容を確認すれば、
言いにくいことも言いやすく
なる。

★全体の役割分担
活動をスムーズに進めるためには、活動に関わるメンバー間の役割
分担を明確にして、全体の進行管理と調整をしていくことが重要で
す。

" 総合リーダー・サブリーダー
は、活動の準備全般に目配り
をして、各担当部門の間の調
整をするなどの役割を担う。

活動の総責任者（総合リーダー）を決め、それをサポートするサブリ
ーダーを決めましょう。
企画内容をふまえてメンバーの間で役割分担を決め、各担当の役割
の範囲・内容を確認しましょう。
★全体スケジュールの立案と進捗チェック（総合リーダー／サブリーダ
ー）
総合リーダー・サブリーダーは、実施当日に向けての準備の全体ス
ケジュールをおおまかに決めて各担当に伝えましょう。
必要に応じて打ち合わせを持ったり、連絡をとるなどして、各担当の
進捗状況をお互いに確認していきましょう。
進行経過を記録して、予定から遅れている部分や漏れがないか確認
しながら進めましょう。

"全体スケジュールを立てる段
階であらかじめ節目となる打
ち合わせの日時を決めてお
き、その時までに各担当が何
をするかを決めておくと効率
的。

" 打ち合わせたこと、連絡して
決めたことなどは、そのポイ
ントを記録しておこう。記録を
メンバーの間で共有して確認
しよう。

★各担当の準備（各担当部門）
活動の具体的な内容を企画して準備する担当を決めて、担当別に話
し合って準備を進めましょう。
担当ごとにリーダーを決めて、進捗管理をしながら、総合リーダーと
連絡しあっていきましょう。
★会場・備品関係（責任者）
会場を決めたら予約をしておきましょう。
予約する前に会場を下見して、想定される会場のレイアウトで実施
可能かどうか確認しておきましょう。
会場で借りられる備品、借りるための手続き等についても確認しまし
ょう。
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"担当がいくつもに分かれる場
合には、各担当の準備に総合
リーダーが深く関わる必要は
ない。総合リーダーは状況を
確認・把握しておき、必要な
調整や相談に応じるスタンス
でよい。

★資金関係（会計責任者）

"実際の活動に向けて、単価や

必要経費を費目別に積みあげて、予算を立てましょう。
どの財源を活用するか決めて、申請が必要な場合などは早めに手続
きをしましょう。
会計責任者を決めて、現金の出し入れを行い、収支状況を記録しま
しょう。
収支状況は誰もが確認できるように記録しておき、活動の終了時に
はメンバーに報告できるようにしておきましょう。

個数などを具体的に想定して
計算しよう。個数などの想定
のために、参加希望などは早
めにとるようにしよう。

" 予算が立てにくく、大幅に不
足したり、あるいは余ったりす
る可能性がある場合には、そ
の不足分の補填や残額の処
理方法についてもあらかじめ
検討しておこう。

ポイント
予算の立て方は？
実施したい活動の内容が決まったら、予算を立てよう。
/予算を立てる手順
①実施したい活動内容を具体的に決める

②活動に必要な備品や材料、その個数などをすべて挙げてみる
※こんなものも忘れずに！
・講師の謝礼や交通費
・コピーや印刷の費用
・保険料 など

③必要な経費を積み上げる

④資金の調達方法を考える
※こんな方法も考えよう！
・参加者からの参加費や保険料の徴収
・自己資金 or 資金集めのためのバザー
・各種の助成事業への申請 など

/収入・支出の費目（例）
収

費

目

補助金
参加費等
自己資金
協賛金
その他助成金

入
備
考
母親クラブに対する国庫補助金の一
部を活用
参加費、食材費、保険料等を参加者
から徴収
バザー等の収益の一部を活用
活動に協賛する他の組織・団体等の
一部負担
社会福祉協議会や各種助成財団な
どの助成金を活用

支

出
細 目 の例
会場借上料、備品等レンタル料、バ
使用料・賃貸料
ス借上料など
費

目

謝礼

講師、ボランティア等への謝礼

物品費

各種の材料費、資料購入費、その他
事務用品等（消耗品費）

印刷費

ポスター等の印刷費、資料コピー代

通信費

電話・ファックス代、郵送費

弁当代、菓子・飲み物代、調理材料
費
光熱費
ガス、電気、水道料、空調使用料
保険料
事故等に備えた保険料
打ち合わせのための交通費、講師等
交通費・宿泊費
の交通費、宿泊代等
食料費

23

2) 外部との調整や活動のＰＲをする。
文書も口コミも使おう。
他組織や住民の協力を得る場合は、連絡ミスや勘違いがおきないよ
うに、担当者を決めて外部やリーダーとの連絡を綿密にしましょう。ま
た、地域の行事と重ならないように、外部の組織・団体等の活動の情報
を集めて確認をしておきましょう。
地域に活動のことをＰＲして参加者を確保するためには、メンバーの
口コミが強い味方になります。メンバーの間で、意識的に活動のＰＲをし
ていくことについて申し合わせておきましょう。
★地域の住民や組織・団体等への協力の依頼
協力を依頼する地域の住民や組織・団体等を特定し、具体的にどの
ような協力を依頼するかを決めましょう。
協力を依頼して連絡を取り合う担当者を決めて、実際にアクセスし
てみましょう。
「当然わかっていると思った」「聞いていない」ということがないよう
に、文書でも連絡しておく方がよいでしょう。活動の企画内容を整理
したものをつけた依頼文を作成して渡すなどしてみましょう。
外部に依頼や連絡したこと、協議したことなどについては、打ち合わ

" 担当者を決めて外部との協
力の窓口を一本化しておくこ
とで、情報の混乱やメンバー
による対応のずれを防ぐこと
ができる。担当者は、以前か
ら何か関係があるメンバーが
なると、よりスムーズに運び
やすい。

" 文書だけでの依頼では熱意
や誠意が伝わらない場合が
あるので、できれば対面で会
って依頼する場面をつくろう。

せ時などにメンバーの間で確認して、共有しておきましょう。
★地域の他の活動との調整
地域の他の組織・団体等の活動の日時を確認して、同じ日に活動す
ることがないようにするなど、必要な調整をあらかじめしておきまし
ょう。

" 地域で行事が重なると参加
者が集まりにくい。小学校や
保育園・幼稚園などの行事の
日程とも調整しておこう。

★活動のＰＲ
活動について地域に広くＰＲして参加を募りましょう。
チラシ、ポスター、広報などを用いたお知らせのほかにも、口コミを
使って参加を誘いましょう。
特に誘いたい人（このプログラムを必要としていると思われる人、前
回選に漏れた人など）には重点的に声をかける方法を工夫しましょ
う。
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"メンバーの間で活動のＰＲの
重要性を確認して、声かけの
方法を工夫しよう。メンバー
が声をかける時に使える簡単
な招待状のようなものをつく
って活用してもよい。

ポイント
協力してくれる組織や団体のリストをつくってみよう
メンバーそれぞれが持っている地域のネットワークを、クラブの共有財産にしましょう。
活動にあたって協力してくれそう、もしくは活動に巻き込みたい地域の組織や団体等のリストを
作ってみてもいいでしょう。一度作っておけば、他の活動でも使うことができます。
組織・団体等

担当者

先方
窓口

連絡先

●●町自治会

Ａさん

Ｂさん

電話●●‐●●●●

●●サークル

Ｃさん

Ｄさん

電話●●‐●●●●

備 考
（これまでの関わり・対応など）
・自治会館をよく貸してもらう。
・昨年のイベント「●●」で模擬店を１
つ運営してもらった
・今まで協力したことはないが、Ｃさん
の知り合いがいる。

・・・
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この段階で活用するシート
◆シート 5

企画

実施
企画・実施時

スケジュールシート

評価
記録・確認用

改善
グループ

基本シート

活動の企画時に、活動の準備から実施、実施後までの日時と実施事項、担当者をあらかじめ決めて
スケジュールとして立てておく。
スケジュール管理の担当者を決めて、各実施事項の担当者と連絡をとりながら、用意が終わったと
ころにチェックを入れ進捗状況を確認していく。

◇実施準備のために各段階
で行う事柄を記載する。

10 月第 1 週

実施事項

担当者
●●（メンバー表作成）

企画内容と日時についての話し合い

●●（議事録）

企画書作成

●●

経費見積もり、予算確定

●●

当日の進行スケジュールの検討

●●（スケジュール表作成）

小学校、児童センターへの協力依頼

●●（依頼文作成）▲▲（訪問）

配布用チラシ・申込書の作成

●●

ポスター作成

●●

全体ミーティングの準備

●●（資料作成）

同上

●●（母親クラブ会員、児童セ
ンター運営委員への連絡と出
欠確認）

＜第１回全体ミーティング＞企画の説明、協力要請、話し
●●（進行）、●●（会場準備）
合い

10 月第 2 週

託児室の手配（児童家庭課に申請）

●●（申請書作成・提出）

保険の手配

●●

遊び場とウォーキングのコースの下見

●●

工作に使う材料（染料・布など）の手配

●●

お米と調理器具（炊飯器・焼き網等）の手配

●●

10 月 14 日

参加者申込締切

●●（参加人数の確認と調整）

10 月 15 日

＜第 2 回全体ミーティング＞
●●
各担当者

・当日の段取りと係分担の打ち合わせ

●●

・備品の準備（名札、名簿など）

●●

・足りないものの買い出し

●●

・当日進行表および連絡事項を紙にまとめ、印刷し、メン
●●
バーおよび地域の協力者に配布。
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◇準備が進むにつれ、進
捗確認をする。

10 月 5 日

・各担当者から準備状況の説明

10 月第 4 週

参加者・協力者全員に日時の確認連絡。

10 月 23 日

本番実施

●●

（記入例）

a
a
a
a

活動メンバーを確定

・会場の配置の確認

シート 5
進捗
チェック

スケジュール

月 日
9 月第 5 週

スケジュールシート

◇担当者と具体的な作業
項目を記入する。

◆シート 6

企画

実施
企画・実施時

予算・決算シート

評価
記録・確認用

改善
グループ

基本シート

金銭面の管理のために予算を立て、入金と出金の状況を逐次記入して、活動終了時にその決算を
する。

シート 6

予算・決算シート

（記入例）

(1)予算
収入
費目

支出
金額

費目

金額

参加費（１００円）×５４人

５，４００円

お米（４升）

バザー収益から

５，０００円

ふりかけ

０円（寄付を募る）
７００円

町内会から助成金

５，０００円

紙皿・紙コップ

６００円

ビニール袋

２００円

リボン、ワイヤー

１，０００円

リース用の装飾小物

２，０００円

ボンド

８００円

救急セット

１，０００円

マジック

５００円

名札

合計

５００円

託児サポーター用弁当

１，６００円

印刷代

５，０００円

保険代

１，５００円

合計

１５，４００円

１５，４００円

(2)決算（実際の収支状況）
収入
費目

月日

金額

月日

支出
費目

金額

10 月 23 日 参加費（１００円×５０人）

５，０００円

10 月 4 日 印刷代

４，５００円

10 月24 日 バザー収益から

５，０００円

10 月 15 日 印刷代

６００円

10 月24 日 町内会から助成金

５，０００円

10 月 17 日 ふりかけ

８００円

月

日

10 月 17 日 紙皿・紙コップ

６００円

月

日

10 月 17 日 ビニール袋

１００円

月

日

10 月 17 日 リボン、ワイヤー

月

日

10 月 17 日 リース用の装飾小物

月

日

10 月 17 日 ボンド

７５０円

月

日

10 月 17 日 マジック

３００円

月

日

10 月 17 日 名札

３００円

月

日

10 月 17 日 救急セット

５００円

月

日

10 月 20 日 保険代

月

日

10 月 22 日 印刷代

月

日

10 月 23 日 託児サポーター用弁当

月

日

10 月 24 日 次回活動に繰り越し

月

日

合計

１５，０００円

合計

５００円
２，０００円

１，５００円
７００円
１，６００円
２５０円
１５，０００円
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(3) 活動を実施する
1) 当日の活動内容について確認する
みんなで最終チェックをしよう。
会場のレイアウトや当日進行イメージがリーダーの頭の中にだけある
のでは、準備に集まったメンバーは右往左往するしかなくなります。「私
達の活動」になっていく過程には、情報の共有が必要です。当日に準備す
ることや役割分担、進行表などを紙に書いて、みんなで共有しておきまし

" 当日の準備や進行の手順に
ついて文書で整理してメンバ
ー間で確認しておくことで、忙
しい当日のムダを省くことが
できる。

ょう。
★活動条件の最終確認
実施の月日や開始・終了の時間、参加者の予定人数や属性等を確認
しましょう。
会場のレイアウトをあらかじめ想定して、現地で確認しておきましょ

"予定している参加者が確実に
参加するように、活動日の直
前に再度連絡をとるなどの工
夫をしよう。

う。
★当日の準備と役割分担の確認
当日の集合時間や集合場所を確認しましょう。
当日に運営に参加するメンバーの間でそれぞれの役割を確認してお
きましょう。外部の協力者にも当日の役割について確認しておきま
しょう。

"講師やボランティアなどや外
部組織･団体の協力者に対し
ては、依頼事項や当日の活動
全体の流れ、参加者の人数や
属性、企画の意図等を書いて
渡すと行き違いが防げる。

当日の開始前に準備する事柄について確認をしておきましょう。備
品・配布物等の個数や置き場所、準備担当者なども確認しましょ
う。
★当日進行シートの作成
時間にそって当日の進行の流れを確認して、進行シートなどの形で
文書にして共有しましょう。
各時間枠（何時何分から何時何分まで）ごとに、次のようなことを確
認しておきましょう。
進行の担当者（誰が）
活動内容（何をするか）
実施場所（どの場所で）
使用する物（何を使って） など

2) 活動の実施～観察と後片づけ
みんなで協力して活動をやってみよう。
これまで練ってきた活動企画を、実際にやってみましょう。
準備していたことや予定していたことがうまくいかない場合など、突発
的な出来事があるかもしれません。そのような場合には、総合リーダー
や各担当のリーダーが中心になって臨機応変に対応しましょう。
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"当日進行シートをメンバーみ
んなが持つことで、情報が共
有できて各自が役割を果たし
やすくなる。

★活動状況の観察
活動を実施している時でも、自分達の活動がうまく進んでいるか、参
加者の反応はどうかなど、活動の状況を観察しておきましょう。
観察した結果は、それぞれのメンバーで忘れないように記録してお
きましょう。

" 当日の進行に手一杯になる
のではなく活動の状況を全般
的に観察するメンバーを置い
ておくことで、突発的な事態に
も対応しやすくなる。また、そ
の観察結果が後で活動をふ
りかえる際の情報としても活
用できる。

★後片づけ
後片づけの指示担当者をあらかじめ決めおき、担当者は備品を片づ
ける場所や片づけ方をみんなに分かるように示しましょう。
反省会を開く日を決めておきましょう。

" 参加者に後片づけへの協力
を依頼してみてもいい。後片
づけをしながら言葉を交わす
ことで、参加者の感想が聞け
たり、関係が深まったりする
かもしれない。

ポイント
活動状況の「観察」のポイントは？
次のようなポイントで活動の観察をしてみましょう。活動の前に、あらかじめメンバーの間で観察の
ポイントを確認しておくとより効果的です。
①当日の準備や進行はうまくいっているか？
・メンバーの動き（役割分担はうまくいっているか？ 予定どおりか？）
・時間配分は予定どおりか？
・足りない物、予定していなかったことなどはないか？
・協力してくれる人・組織・団体等との連携はうまくいっているか？
②目的に即した活動となっているか？
・活動の企画時に立てた目的が達成される活動となっているか？
③参加者の反応はどうか？
・活動を楽しんでいるか？ つまらなそうな様子はないか？
・最後まで残って活動を楽しんでくれたか？
・参加者の感想はどうか？ （感想を聞いてみましょう！）
④実施者の様子はどうか？
・実施者が活動を楽しめているか？
・特定のメンバーに負担が偏っていないか？
・手持ちぶさたにしているメンバー、つまらなそうにしているメンバーはいないか？
・協力してくれる人・組織・団体等の様子や感想はどうか？ （感想を聞いてみましょう！）
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この段階で活用するシート
◆シート 7

企画

当日進行シート

実施

企画・実施時

記録・確認用

評価

改善

グループ

基本シート

メンバー全員に
コピー配布

活動実施日に各メンバーが無駄なく動くことができるように、当日の準備や進行スケジュール、役
割分担などをあらかじめ整理しておき、メンバー全員が当日の進行表として携帯する。

シート 7

当日進行シート（表面）

（記入例）

(1)実施日時
（

１０ ）月（

２３

）日

（

１０

）時（

００

）分～（

１６

）時（

００

）分

(2)参加者数
当初予定 （

５３

）人

→ 当日参加者 （

５０

）人（＊事後記入）

(3)実施場所・会場レイアウト
＜おにぎり＞

＜作品づくり＞

シートを敷く

リース工作

置き場

道具と材料

オブジェ作

作品

焼き網

ご飯のおけ

どんぐり工作

(4)当日メンバーと役割
役割

メンバー

司会・進行

●●

受け付け・参加費の集金

●●

誘導・安全確認

●●

調理（炊飯・セッティング

●●

工作（用具・セッティング）

●●

写真

●●

(5)用意するもの（備品・配布物等）
物品名

個数等

準備担当者

会場飾り付け用看板等

３枚

●●

ご飯、ふりかけ

４升分

●●

紙皿・紙コップ

70 ずつ

●●

ラップ、しゃもじ、マッチ、焼き網、トング

８つずつ

●●

工作材料（ビニール袋、リボン・ワイヤー・ボンド）

適宜

●●

工作の手順説明プリント

70 枚

●●

名札、名簿、筆記用具、おつり用小銭

53 人分

●●（名札）、●●（名簿、筆記用具、小銭）

託児サポーター用弁当

２人分

●●

(6)集合時間・集合場所
（
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９

）時（

００

）分

（児童センター

）に集合

◆シート 7 続き

シート 7

当日進行シート（裏面）

（記入例）

(7)その他開始前にすること
●会場セッティング
・シート、机、受け付け、荷物置き場のセッティング
・会場の飾り付け
●打ち合わせ
・スタッフで進行と役割分担の確認
・託児サポーターさんと打ち合わせ
●焼きおにぎり準備
・白米を炊飯、調理器具の準備
●工作準備
・必要な道具の準備

(8)進行表
時間

内容

進行内容
担当者（役割）

備品・配布物等

（
（

９ ）：（ ００ ）～ ●会場セッティング、打ち合わせ
３０分間）
・机・託児コーナーの配置と飾り付け
・炊飯、調理器具と工作道具準備
・スタッフで進行と役割分担の確認
・託児サポーターさんと打ち合わせ

●●（会場）
●●（焼きおにぎり）
●●（工作）
●●（託児）

机、看板、ポスター
炊飯器・工作道具
布団・おもちゃ
打ち合わせ用資料

（
（

９ ）：（ ４５ ）～ ●受け付け
３０分間）
・参加費集金
・名札と説明プリントの配布

●●

名簿、名札
参加費集金箱
おつり用の小銭
説明プリント

（ １０ ）：（ １５ ）～ ●オリエンテーション
（
１５分間）
・企画の内容説明
・注意事項の伝達

●●

（ １０ ）：（ ３０ ）～ ●遊び場までウォーキング
（
１２０分間）
・自然観察、どんぐり・松ぼっくり拾い
●草花を使って遊ぶ

●●

拾った木の実等を入れ
るビニール袋

（ １２ ）：（ ３０ ）～ ●昼食（焼きおにぎり）
●●
（
９０分間）
・おにぎりをつくる
・松ぼっくりで火をおこしておにぎりを
焼く

お米、しゃもじ、ラップ、
焼き網、マッチ、紙皿、
紙コップ

（ １４ ）：（ ００ ）～ ●工作
（
１２０分間）
・どんぐりと木の枝を使って工作
●交流会
・作品の鑑賞会。参加者の感想を聞く
●後片付け・掃除

ボンド、ワイヤー、リボ
ン、はさみ、ダンボール

●●
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(4) 評価して、改善をする
1) 活動のふりかえりをする
みんなで活動をふりかえってみよう。
次からの活動をより良いものとするために、活動を企画した際に立て
た目的が達成されたか、活動をやってみてよかったこと、うまくいかなか
ったことなどをみんなで率直に話し合って確認しましょう。
特に、次のような内容についてふりかえりをしてみましょう。

"活動のふりかえりをすること
で、次に活動する際はどうし
たらよいか改善点などがわか
る。また、実施したメンバーも
自分達の活動の成果を再確
認でき、次の活動への意欲を
高めることができる。

★活動のふりかえり
企画当初に立てた目的を再確認して、その目的が達成できたかを確
認しましょう。
活動をやってみてよかったこと、活動の成果は何かをメンバー同士
で確認しましょう。
活動をやってみてうまくいかなかったことや反省点があるか確認し
ましょう。
活動をやってみて自分達が気づいたことや学んだことは何かを確認
しましょう。

"いくら楽しい活動でも目的が
達成できなければ、その活動
は目的に適していなかったと
いうことになる。次の活動か
ら、企画時の目的の立て方
や、目的を達成するために適
切な活動の内容・方法のあり
方について再検討しよう。

"活動でうまくいった点、いかな
かった点のふりかえりは、活
動当日のことだけではなく準
備や実施後のことも含めて考
える。

★いろんな意見や思いを拾う
参加者の様子を確認したり、参加者の感想を聞いたりしてみましょ
う。
実施者の「やってみた感想」を広く拾いましょう。同じクラブのメンバ
ー同士でも、違う感想を持つこともあります。当日の感動や反省を
共有しましょう。
クラブのメンバーだけではなく、実施に関わった地域の人々や外部
の組織・団体等の意見も聞いてみましょう。
2) 報告をする
みんなで活動の成果を共有しよう。
実施したメンバーだけではなく、クラブ全体や地域の人々、他の組織・
団体等に広く活動の成果を報告しましょう。報告することで、協力関係が
強まったり、もっと多くの人が参加してみようと思うようになったりする
かもしれません。
★クラブ内部での報告と意見交換
活動に参加できなかったクラブのメンバーにも活動の様子や成果を
報告して、意見を聞いてみましょう。
活動に関わったメンバーも、他の部門の担当者からも報告を受け、
当日関われなかった活動の様子等を知っておきましょう。
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" 参加者の様子や感想を確認
することで、活動が実施者の
自己満足に陥らないように気
をつけることができる。実施
者が気づかなかった問題が
わかることもある。

"外部の協力者からは、協力に
あたってやりにくかったこと
なども、率直に話してもらうよ
うにしよう。

★外部への報告・発表
協力をしてくれた外部の人や組織・団体等にも、当日の参加者数や
メンバーの感想、参加者アンケートの内容を報告したり、取った写
真を渡したりしましょう。
広く地域の人々、関係する組織・団体等に活動の報告をして、意見を
聞いてみましょう。
機会をみつけて、報告会や研修会などの場で活動の発表をしてみま
しょう。写真や参加者の声なども織り交ぜて、臨場感あふれる発表
にしましょう。

" 活動が終わった後も最後ま
できちんと対応すれば、次回
の協力体制はさらに強く大き
くなり、しっかりとしたつなが
りができることができる。

"報告会形式で実施する場合、
クラブごと、活動ごとに行う
のは大変なので、地域の各種
の組織や団体の情報交換の
場などで相互に活動を発表し
て意見交換する形をとっても
よい。機関紙、広報誌などへ
の掲載も考えられる。

3) 次の活動へのステップアップ
ふりかえりを次の活動に生かそう
活動をふりかえってみてわかったことをふまえて、メンバーの間でこ
れからの活動の方向性を話し合いましょう。
★次の活動でも生かしたいこと
よかったことや活動の成果から、次の活動でも生かせることは何か
を整理しておきましょう。
★改善や工夫が必要なこと
うまくいかなかったことや気づいたことなどから、次の活動ではどの
ような改善や工夫が必要かを考えましょう。
★クラブ内部での引き継ぎ
活動をふりかえってわかったことやこれからに生かせることなどを
整理して、次の活動を実施するメンバーに引き継ぎましょう。

" 引き継ぎにあたっては、クラ
ブ全体の活動における当該
活動の位置づけや意義につ
いても再確認しておきましょ
う。

★地域や行政、全国組織等への働きかけ
単位クラブで対応できない課題を発見した場合は、地域の他の組
織・団体や行政、全国組織等に働きかけ、協力関係を呼びかけまし
ょう。

" 子ども達の健全育成を願っ
た地域活動の全国組織として
「 み ら い 子 育 てネ ッ ト 」 が あ
る。
http://www.hahaoya-club.ne.jp/
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この段階で活用するシート
◆シート 8

ふりかえりシート

企画
評価時

実施
記録・確認用

基本シート

評価
個人+グループ

改善
メンバー各自記入
後グループで整理

活動が終了した後にシート 8 を使い、メンバーの間で活動をふりかえって意見交換をする。メンバ
ー各自が記入するシートを用意してそれぞれに書き、その後グループで意見を整理することにより、
全員の意見を生かすことができる。

ふりかえりシート

（記入例）

(1)活動のふりかえり
①企画当初の目的は達成できたか？
・目標①②③④（親子交流、自然の遊び場の認知度を
上げる、親同士の交流）は達成できた。
・目標③（自然を使った遊びを教える）については、今
後子ども達の遊びがどう変化したか、アンケートや
聞き取りで確認していきたい。
・目標④（地域の人々を巻き込む）については、十分に
達成できなかった。

③うまくいかなかったこと、反省点
・スケジュールに余裕がなくて大変だった。
・主要活動メンバー以外のクラブ員の協力が少なか
った。
・児童館運営委員との連携が上手くいかなかった。
・少人数で役割分担したために、それぞれの負担が重
くなってしまった。
・おにぎりの数が少し足りなかった。
・参加者から十分に感想を聞けなかった。

シート 8

②よかったこと、活動の成果
・外で体を動かして遊ぶことの楽しさを、親も子も実
感することができた。
・それまで知らなかった親同士や、地域の人々と知り
合うことができた。
・お米の寄付を呼びかけてみたら、思った以上にたく
さんの協力が得られた。
・学童クラブに協力を頼んだら、了承してもらえた。
・皆で協力してやりとげたことで自信がついた。

④気づいたこと、学んだこと
・協力を依頼いしたい人・団体に対しては、早いうちか
ら説明をして、忍耐強くお願いする必要がある。
・スタッフ不足のために、参加者の大人に役割分担を
して手伝ってもらったら、とても上手くいった。
・幼児連れの参加者がたくさんいたので、やはり託児
室は必要。
・企画のお知らせを発送したが、見ていない人もいる
ようだ。

(2)実施者・参加者の声
①参加者の声、様子
＜親の声＞
・「こういう機会がないとなかなか外へ出られないの
で、思い切って参加してよかった。」
・「子どもがのびのび遊ぶ様子を見られて嬉しかっ
た。」
＜子どもの声＞
・「自分で拾ってきたものでおもちゃが作れて、おもし
ろかった。」
・「焼きおにぎりがとてもおいしかった。」
＜参加者の様子＞
・子ども達が工作に夢中になっていた。
・終始和気あいあいとして、明るい雰囲気だった。

②実施者の声
・準備は大変なこともたくさんあったけれど、皆で力を
合わせて乗り切ったことが大きな自信につながっ
た。
・準備段階では、協力者が少なくてに苦労した。協力の
呼びかけにもっと力を入れるべきだったと思う。
・あまり地域の人の関心・協力を得ることができなか
ったのが残念。
・当日は、参加した親達がてきぱきと動いてくれて助
かった。
・託児があったのがよかったと思う。
・もう少し父親の参加があればなおよかったのでは。

(3)今後の課題、これからの活動に生かせること
・●●自治会、●●学童クラブとのつながりができた。これからは相互に協力しあう関係をつくり、合同企画をするな
どしたい。
・託児室の協力依頼のことで市の担当者とつながりができた。これからも連絡を取りあって、関係を維持していきた
い。
・自然とふれあうというコンセプトで、他にもいろいろと楽しい企画ができることに気付いた。四季それぞれの企画を
検討してみたい。
・今回の企画で母親クラブの存在を知ったという人もたくさんいた。まだ認知度が低いようなので、今後も魅力的な
企画をして、もっともっとたくさんの人に知ってもらう必要がある。
・今回は地域の人に対する働きかけが十分にできなかった。地域の人々に対しては忍耐強く継続的に情報を発信し、
協力者を増やすよう努力せねばならない。
・参加者のアンケートも参考にしながら、どのような広報が効果的か、さらに検討する必要がある。
・父親や地域の人の参加を得るための工夫（内容、日時）が必要。
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◆シート 9

活動報告シート

企画
評価時

実施
記録・報告用

オプションシート

評価
グループ

改善
模造紙等に記
入して発表可

シート 9 を使って、活動の企画・実施・ふりかえりの全体の経過を 1 枚にまとめることができる。活動
が終了した後にこのようにまとめることで、次年度に最低限引き継ぐべき内容を整理することができ
る。
また、他のグループとの情報交換や地域へのアピールのために活動の成果を簡単に報告する時に
も使える。この様式で模造紙など大きな用紙に書いて、発表することも可能である。
特に活動報告の機会がない場合などには、使用しなくてもよい。

シート 9

活動報告シート

（記入例）

活動テーマ：『秋の自然にふれて遊ぼう』

クラブ名：●●クラブ

(1)趣旨・目的
①のびのびとした環境のなかで、親子の交流をはかる。
②自然の中に遊び場があることを親と子に知ってもらう。
③既成のゲームから離れ、自分で工夫して遊ぶ方法やアイ
デアを子ども達に教える。
④親同士が知り合い、交流できる機会を提供する。
⑤地域の人々に活動を知ってもらい、協力者を増やす。

(5)活動をふりかえって
①よかったこと、活動の成果
・自然にふれながら皆で楽しさを共有できた。
・人とのつながりをつくるきっかけの場となった。
・企画をやりとげたことが、自信となった。
②うまくいかなかったこと、反省点
・時間的余裕がなく、外部に対して十分に協力を呼びかけ
られなかった．
・中心メンバーが少なく、一人ひとりの負担が重かった。
③気づいたこと、学んだこと
・外部への協力依頼は、時間的余裕をもって行うべき。
・参加者にも役割分担して進めるとスムーズにいく。

(2)活動内容
・自然観察しながらウォー
キング。
・木の実や松ぼっくりを採
取。
・草花を使って遊ぶ。
・松ぼっくりで火をおこし、
おにぎりを焼いて食べ
る。
・木の実や小枝を使ってリ
ースやオブジェをつくる。
・作品を並べて鑑賞会

(3)実施体制（どのように？）
①中心となるメンバー
●●（リーダー）
●●（サブリーダー）
②協力を依頼する人、組織
児童センター、小学校、
市の児童家庭課、自治会

(4)当日までのスケジュール
企画立案（9 月末）
チラシ配布、協力依頼、
材 料 や 保 険 の 手 配 （ 10
月初旬～中旬）
参加確認（直前）

(6)参加者の声、様子
・普段はできない体験と
いうことで、親にも子ど
もにも喜んでもらえた。
・子どもがいきいきと遊
んでいた。
・親同士が知り合う良い
機会となった。

(7)これからに生かせること
・今回協力を依頼してつ
ながりができた組織と
は、今後も連携してゆき
たい。
・広報の方法を反省して、
今後に生かしたい。
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この段階で活用するシート
◆シート 10

アクションシート

企画

実施
改善時

評価
発表用

改善

オプションシート

グループ

活動の評価を改善につなげるためにシート 10 が役立つ。シート 8 とシート 9 のふりかえりの内容
を、「次の活動に生かすためには・・･」という視点から見直してこれからの方向性を考えてほしい。
次年度や次の活動を担当するメンバーに引き継ぐ時にも、活動のヒントとして活用できる。

アクションシート
[次回の活動への提言]

シート 10
（記入例）

(1)シート 8 の「よかったこと、活動の成果」から ⇒ 次の活動でも生かしたいと思うことは？
・自然の中で遊ぶことが、子どもにとって新鮮な体験になったし、親にとってはリフレッシュになった。屋外で体を動か
して楽しむ企画を、今後もやっていきたい。
・親同士が知り合う良いきっかけの場となることがわかったので、初参加者やほかの活動に参加していない人を積極
的に引き入れるようにしていきたい。
・お米や調理器具の提供がたくさん得られたので、今後も広く協力を呼びかけて、まわりの協力を得ながら企画して
いきたい。
・今までなかったつながりができたので、それらを維持して、次の活動につなげるようにしたい。

(2)シート 8 の「うまくいかなかったこと、反省点」から ⇒ 次の活動ではこれを改善しようと思う
ことは？
・もう少し早い時期に企画を立て、準備期間を長くとる。
・中心メンバーの人数を増やして、それぞれの負担が重くなりすぎないように配慮する。
・中心メンバー以外のクラブ会員にも、必要な部分はサポートを依頼する。
・しっかりとアンケートを取り、反省会の資料にする。
・材料は、足りないことがないように、余裕をもたせて用意する。
・外部の協力組織には、早いうちから、数回にわたって説明と連絡をする。

(3)シート 8 の「気づいたこと、学んだこと」から ⇒ 次の活動で工夫したいと思うことは？
・企画を早めに立てて、外部の協力者（組織）に働きかける時間が十分にとれるようにする。
・スタッフの人数は、企画の規模にあわせて必要ならば増員する。
・参加者の大人にもある程度役割を割りふって、サポートしてもらうと、進行がスムーズにいく。
・「託児がある」というのを企画のアピールとしてもっと積極的に打ち出していく。
・インターネットを使ってアピールしてみる。
・ポスターを貼る場所を工夫する（たとえばスーパーなど）。

(4)シート 8 の「参加者の声、様子」から ⇒ 次の活動で工夫したいと思うことは？
・直接子どもの声を聞いて、どんな企画が子どもにとって魅力的か考える。
・おにぎりづくりがとても楽しそうだったので、次回はもう少し調理に重点をおいた企画でもよいかもしれない。

(5)シート 8 の「今後の課題、これからに生かせること」から ⇒ 次の活動に具体的に生かしたい
と思うことは？
・つながりのできた自治会や学童クラブ、市の担当者と連絡を取り合い、これからも積極的に協力を呼びかけてゆ
く。
・地域には他にも自然の遊び場があるので、そちらを利用した企画もやっていきたい。また、普段からそれら遊び場
の情報をもっと発信してゆきたい。
・地域の人々にもっと企画をアピールし、参加者を増やす努力をする。自治会や他の地域のサークルに協力を依頼し
てみる。
・父親や、地域のお年よりが参加しやすいような日時や企画を考える。
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IV. 活動アイデア集
1.

次世代育成支援活動のアイデア
次世代育成支援における地域活動として、どんなことができるでしょうか。「次世代育成支援対策」のコ
ンセプトに基づいて整理してみました。活動のアイデアとして参考にしてください。
キーワードは

1.

『ご近所の関係づくりを』

すべての子育て家庭をサポートしよう！
自分の仲間だけではなく、今、仲間を持たない人、仲間に入りにくい人のことを考えながら活動を
組み立てよう！
○出会い、ふれあい
近所で子育てサロンを開く、住民を誘う、みんなで手伝う。
近所で誘い合ってフリーマーケットや小さなイベントをする。
○子育て家庭への支援活動
子育て講座や子育て相談会を開催する。
情報誌や子育てマップを作成するなど子育て情報を配信する。
○子どもの参画
地域の子どもが広く参加して仲間意識を抱くことができるような遊びのイベントを実施す
る。
子育てサロンやフリーマーケットの企画を子どもと一緒に立てる。
音楽やダンスなどを取り入れ、中高生と協力して開催するイベントを実施する。
○他のグループとの交流・連携や後輩の活動への支援
周囲のさまざまなグループ･団体に呼びかけて、交流や連携の会を開催する。
後輩の活動に、役立つ資源（連携できる諸団体、活動の場、助成金等）の情報を伝える。

キーワードは

2.

．．．．
『自分らしく生き活きと』

健康家族になろう！
親も子も健やかに生きていくために、最適な環境と生活習慣を手に入れよう！周囲に働きかけよ
う！
○食育
食事や食品についての勉強会をして、まとめのリーフレットを配布する。
食農体験や子どもクッキング教室などを実施する。
○母子の健康づくり
子どもの病気やケガ･事故の予防知識を学習する会を開催する。
親子で一緒にできる軽い運動を広める。
○思春期の子どもの理解
思春期の性の問題についての勉強会を開催する。
思春期の子ども達が子育ての喜びや命の大切さを知る機会をつくる。
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キーワードは

3.

キーワードは『こころの成長を』

子どもの教育環境を見直そう！
人と人がつながりながら、子どものこころを育てる地域をつくろう！ 子どもの力を引き出そう！
○家庭や地域の教育力
子どものしつけなどに関する講座を開く。
地域の人々の協力を得ながら、絵本の読み聞かせや、昔がたりにふれる機会をつくる。
親や住民が地域の子ども達への関わりについて考え、福祉マインドを知るワークショップ
を実施する。
子どもに悪影響を及ぼす地域の情報（チラシ、看板等）をチェックする。
○子どもの体験・活動
子ども達が自然や地域を探索する会を企画・実施する。
小中高生が労働体験できる機会をコーディネートする。
中高生による保育活動など、子どものボランティア活動や地域活動の機会をつくる。
キーワードは

4.

『子どもがイキイキできる地域に』

安心して遊び過ごせる地域環境にしよう！
日常生活圏の中で小さな冒険ができる環境をつくろう！ 子育てをきっかけに、地域の環境を見直
そう！
○安心して出歩ける環境づくり
子育て中の家族が町を歩き、（障害者を含めた）バリアフリー地図をつくる。
住民と子どもが一緒に地域の環境汚染調査を実施する。
犬の散歩や、高齢者の散歩などと協働して子どもへの声かけ運動を促進する。
街角にベンチを置き、母親クラブ等が管理する。
○地域の安心な遊び場づくり
使われていない公園を地域の人々の協力を得ながら整備する。
公園遊びのプログラムを提供するなどして、公園や広場を活性化させる。
路地裏遊び（石蹴り、ゴム縄、カンケリ、まりつき など）の伝承をする。
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キーワードは

5.

『みんなが知ってる、私のお父さん、お母さんに』

．．．．
お父さんも生き活きする家庭と地域にしよう！
地域の中でお父さんもお母さんも、みんながみんなのために活躍する場をつくろう！関わり合う楽
しさがわかって、お父さんもはじめて子育てに一所懸命になれる。
○父親の子育て参加
父親の参加を目的とした親子イベントを開催する。
地域活動の会合を父親が参加しやすい日時にして、参加を呼びかける。
子ども会の活動の中に父親だけで企画するイベントを設定する。
父親のグループ（おやじの会）づくりを促進する。
○働く母親の地域活動への参加
活動を休日に開催するなど、働いている母親も参加しやすいようにする。
保育所や学童クラブの保護者会と協力して活動を実施する。
キーワードは

6.

『子どもを守る目と手とこころで』

安全な地域にしよう！
みんなが協力して、子どもを見守り、子どもを育てる地域の雰囲気をつくろう！
○防犯ネットワーク
犬の散歩や、高齢者の散歩などと協働して住民参加の安全パトロール隊をつくる。
街角ベンチ、井戸端会議所など、大人が戸外で子どもを見守る環境をつくる。
○交通安全・事故予防
親子交通安全教室を開催する。
子どもと一緒に街の危険箇所の地図をつくる。
児童遊園や都市公園の安全点検を行う。
○事件被害の防止
子どもが自分の身を守る方法を知る講座を開く。
子どもが集りやすい繁華街を不定期にパトロールし、子ども達に声をかける。
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キーワードは

7.

『みんなに地域の子どもです』

困っている子も、障害のある子も、誰もが暮らしやすい地域にしよう！
困った子は困っている子、障害はその人自身の問題ではなく、受け入れの問題。暮らしにくさを感
じている家族や子どもが、より多くの資源を使えるように地域のみんなが気づかいあおう！
○共生の社会
友だちや学校になじみにくい子どもを理解するための講習会を開く。
放課後児童健全育成事業参加の障害児支援ボランティアをグループ化する。
障害児や学校になじみにくい子ども、高齢者介護家族など、さまざまな子どもや親が参
加・交流できるイベントを開催する。
外国籍の家族から、その国の文化（食事や手芸、言葉）を習う親子交流会を開く。
○児童虐待の予防
虐待の予防と早期発見についての研修を実施する。
閉じこもりがちな親子を「活動に誘ってみる」運動をする。
児童委員・主任児童委員など地域の活動者や団体との連絡会を持つ。
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2.

活動の事例
ちょっと耳寄りな事例をここに紹介します。地域や世代間のネットワークは、ふとしたことから生まれ広
がります。
これらの事例をもとにして、メンバーの間で話し合ってみてください。自分達の活動をどんなふうにして
いきたいか、それぞれの思いを分かち合えるきっかけとなるかもしれません。
（事例１）
子どもが成長する環境づくりには、親や関係者だけではなく、地域のさまざまな世代の住民がかかわ
ることが必要です。これは、子どもの祖母と母親クラブの関わりを通じて、高齢者世代と子どもや子
育て世代の親達との日常的な関係が結ばれた事例です。
A さん（60 歳代、女性）は、4 時になるといつも児童館に 1 年生の孫のＢ君を迎えに行きます。
同居している息子夫婦は共働きなので、児童館で遊んでいる B 君を迎えに行くのは A さんの
役割なのです。A さんはその日、「まだ帰りたくない」という B 君を待ちながら、来月行なわれる
児童館バザーのポスターをなんとなく見ていました。「お時間がありますか？」と声をかけられ
てふり向くと、児童館でよく見かけるお母さんが立っていました。
それから半年後、母親クラブの役員として若いお母さん達と一緒に活動している A さんの姿
が見られるようになりました。あの日、A さんに声をかけたのは、母親クラブの会長だったので
す。A さんは、児童館バザーのお手伝いをきっかけに母親クラブの役員達と親しくなり、役員
不足の悩みを聞き「時間があるから・・・」と役員を引き受けました。
A さんが役員になってからは、児童館に高齢者の姿が見られるよう
になりました。七夕会では、A さんの夫やその友人達が、子ども達の
ために山で笹をとり、児童館に持ってきました。来月は A さんの入っ
ている老人会の仲間が、児童館で鈴虫の育て方の講習会を開く予定
です。A さんに誘われて母親クラブの手伝いを始めた C さん（60 歳
代、女性）は一人暮らしの高齢者です。児童館で子ども達と知り合っ
て以来、町で子どもにあったときには「おはよう」と C さんのほうから
挨拶をしたり、暗くなっても公園で遊んでいる子どもに「早くおうちに
帰りなさい」と声をかけたりしています。このように A さんを通じて
地域に世代間交流が広がっています。
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（事例２）
地域活動では、ちょっとした参加と出会いが新しい関係を次々につくっていきます。
これは、母親クラブに障害児を持つ 1 人の母親が参加したことによって、母親クラブの活動がより広
く地域に広がっていた事例です。
D さん（40 歳代、女性）は夫の転勤で町に引っ越してきました。子どもは 2
人で、下の E 君（11 歳）は知的障害があり地域の養護学校に通っています。
D さんは最初慣れない土地でとまどいがありましたが、元来が社交的な性
格。保健センターの保健師さんに紹介されて母親クラブに参加してみまし
た。
参加してみると、D さん自身も地域に仲間が増えて楽しいことはもちろんのこと、E 君も一緒
に活動に関わる中でクラブのメンバーをはじめいろんな人と関わりを持てるようになってき
ました。「子どもの成長にとって地域の力がとても重要」と、D さんはあらためて感じています。
E 君との関わりを通じて、これまで障害児とは接点がなかったクラブの他のメンバーや子ども
達も、最初はとまどいを感じていましたが、徐々に障害を受け入れごくふつうに関わることが
当たり前のことになってきました。クラブの活動を離れても、地域の中で障害のある子にもな
い子にも皆が声をかけ、子ども同士も関わり合う姿が多くなったといいます。
せっかくできた関係なのでどうせならもっと広くにと、D さんを中心に母親クラブと養護学校
の交流が始まりました。母親クラブでは毎年地域の子ども達を呼んで開くクリスマス会で劇
や唄をします。予行演習を兼ねてそれを養護学校で披露してみよう、と誰かが提案したことを
受けて、養護学校の平日の授業に押しかけみんなでやってみました。観客の子ども達の反応
は上々、毎年この交流が続いています。
母親クラブの活動で地域に出て人とかかわることの楽しさがわかってきた D さんは、母親ク
ラブでの活動の経験を生かし、地域に「障害児と親の会」を立ち上げました。この会が主催す
るフリーマーケットには、養護学校の子ども達や母親クラブも参加して店を出します。また、
母親クラブのメンバー数名がボランティアとして、会の活動のお手伝いをしています。
D さんは、「障害児を持つ親も地域に出ることによって勇気づけられ、どんどん地域に入って
いこうという気になる」と言います。地域に自ら出ていくことによってどんどん生まれてくる
様々な人とのネットワーク、これが活動をしてきた一つの成果なのです。
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（事例３）
地域活動には、困ったことをニーズとして捉えて、新しい活動につなげていくという発想が大切です。
これは、母親達のアイデアで、課題があった世代間交流を、地域に広がる世代間交流活動に展開して
いった事例です。昔のことを高齢者から習うという、よくある世代間交流活動を契機として、地域の住
民同士として顔見知りになっていくことができました。
毎年 12 月に、縄をなう方法を老人クラブのメンバー達から子ども達が習うというのが、児童
館の世代間交流として数年続いていました。10 月のある日、F さん（50 歳代、女性）は、地元の
高齢者から、こんな話を聞きました。「縄のない方を教えた日、子ども達は家に帰る途中の道
のあちこちに縄を置き去りにしていくようだね。去年もおととしも、私はその縄を拾いながら
帰ったんだよ。今年もそうなるのかなぁ・・・」
F さんは、「子ども達に縄を捨てないように言わなくては・・・」と思い、母親クラブの会合で発
言しました。子ども達のマナーの悪さを嘆く声があがる一方で、「このような行事は時代遅れ
だ」という意見も出ました。そのような中、一人の母親から、提案がありました。
「縄をなうのを教えるのは、お年寄りの楽しみになっていると、うちのおじいちゃんが言ってい
ました。縄をなうだけでなく、縄を使って子ども達が大切に持って帰りたくなるようなものをつ
くったらどうでしょうか・・・」この意見を受けて、「しめ縄をつくったら？」「お正月飾りはどうかし
ら」などいろいろなアイデアが出ました。結局、「縄でクリスマスリースを作る」という案に決ま
りました。
その次の年からは・・・
縄のない方を高齢者が子ども達に教え、できあがった縄を使ったクリス
マスリースのつくりかたを母親クラブのメンバーが子ども達に教えてい
ます。母親クラブのメンバーは、自分達のアイデアが生かされたので、さ
らにいろいろな提案をしながら生き生きと活動しています。子ども達は、
ベルやヒイラギ、リボンなど、飾りの付け方を思い思いに工夫し、大切に持って帰っています。
それを見る高齢者はうれしそうです。子ども達の家族も出来上がりを楽しみにしています。こ
の活動をきっかけに、母親クラブと老人会の交流は深まりました。縄のない方を教えるのは
老人クラブの男性達の役割です。地域の子どもや母親に知っている顔が増えた男性達の楽し
そうな様子に刺激を受け、老人クラブの女性達からも交流したいという声が聞かれるように
なりました。今年は、縄のクリスマスリースづくりに加えて「おばあちゃんに郷土料理を習う
会」が企画されています。
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