研究事業報告

子ども応援団「短足おじさんの会」協働事業から見え
る新たな支援体制のあり方に関する提言
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子ども応援団「短足おじさんの会」協働事業から見える
新たな支援体制のあり方に関する提言
執筆・文責 …「シティ・ラボ・うつのみや」事務局長

金子 源太郎

(１) 設立の背景と趣旨
2015年3月3日。児童養護施設の子どもたちに社会で役立つ技術を習得してもらうた
めのボランティアグループ「短足おじさんの会」が設立しました。
20年以上にわたり青少年の
育成活動に取り組んでいる宇
都宮市の美容師、ん太郎（本
名：荒川憲司）氏が2012年か
ら、さくら市の児童養護施設
「養徳園」に入所する子ども
たちにボクシングや美容技術
を教え、その活動に賛同する
7人の中心メンバーが会の設
立準備を2013年から進めてき
ました。
この会は、足長おじさんや
タイガーマスク基金のように
「目に見えない支援」を行う
のではなく、真正面から施設
児童と接し、彼らに夢と希望
を与え、将来の社会生活のた
めに必要な「技」（いわゆる
2015年3月4日付 読売新聞
「手に職」的なもの）を習得
してもらうための実効支援を行っていこうというもの。
具体的には、施設入所時から児童それぞれが関心を抱く職種の実業家（場合によっ
ては、芸術家、音楽家、アスリート等）と接してもらい、その夢を叶えるためのカッ
プリング交流を実現するとともに、夢を実現するためには、社会のルールを守り、
様々な苦難を乗り越えなければならない現実を知ってもらおうというものです。
この活動を具現化するために、中心メンバーを軸に賛同者を募り（2016年3月3日現
在：200名）、「4部門8分野」のプロジェクトチームを構成し、さくら市「養徳園」
を拠点に2015年度は土台作りをメインに活動をしてきました（ラボとしては、2014年
度の総会活動方針に基づき2名が賛同し、事務局／総務・広報・会計部門に参加）。
(２) 1年間（2015年3月～2016年3月）の経過報告・活動事例
①短足世話人事務局会議
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毎月第2金曜日の夜、本会の中心メンバーが集まり、活動の経過報告、会員の
把握、今後の展開を議論。
当初は、会員拡大の手法
と本会の主軸ともいえる社
会人先生プロジェクト（技
＝手に職を持つ実業家、芸
術家、音楽家等を講師に、
1時間程度の授業を開催。
内容は講師と施設担当者の
打ち合せにより毎回異なる）
の活動展開を柱に議論して
きました。
さくら市「養徳園」を拠
点としつつも、本会の夢は
「短足活動を県内11の児童
擁護施設と7つの自立支援
ホーム」に展開すること。
そのためには、会員拡大が
必須であり、かつ会員自身
が現場（児童養護施設の現
実）を体験すること、子ど
もたちのみならず施設職員
とコミュニケーションを図ること、「ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）」
体制をどのように構築していくかなど、山積する課題に議論は尽きませんでした。

短足おじさんの会 組織図

【2016.3.3現在】

世話人代表

代表代行（おばさん代表）

企画運営部（◎部長◯副部長）
(A・F担当)

支援連携部（◎部長◯副部長）
(D・E担当)

交流企業部（◎部長◯副部長）
(B・H担当)

学習組織部（◎部長◯副部長）
(C・G担当)

世話人事務局長

A.総務・広報・会計担当

B.ユニット食事交流担当

会議の開催運営、グッズ受付、L&F
ウェブ運営、広報、会計、名簿管理、
親睦会企画など

ユニット食事交流事業の企画運営、
テーブルマナー学習会、食育支援事
業など

E.行政・学校・団体連携担当
行政機関、学校、関係団体との連絡
調整、中学校向け社会人講師の派
遣など

C.社会人先生project担当

D.突撃お節介project担当

講師選考、スケジュール調整、開催
案内、司会進行、結果報告など

お節介（施設修繕、学習支援、行事
手伝い、草むしりなど）募集、ボラン
ティア随行、結果報告など

F.社会体験・レク担当
施設児童の社会見学、社会体験、
スポーツ、音楽、芸術、レクリエー
ション活動の企画運営など

G.施設拡大担当
施設学習会の開催、支部設立準
備、支援施設拡大のための調査研
究など

H.企業後援会担当
支援企業の募集受付、寄附金募
集、退所児童の就職仲介など

※各部には1名の部長と2名の副部長。A～Fには1名のリーダーと複数名の会員を担当として配置。
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そこで、「養徳園」での活動をまずはしっかりと行い、それを手本に活動施設
の拡大をしていくこととし、8つのプロジェクトチームを構成し、各プロジェク
トに数名の会員を配置。さらにこの8つを大きく4部門に分けました。この「4部
門8分野」を構築したことで、毎月の定例会議参加者は徐々に増え（2015年12月
以降、毎回20名を超える会員が集まり）、今後の展開を時に全体で、時に各チー
ムで議論しています。
②社会人先生プロジェクト
本会の主軸とも言える社会人先生プロジェクト。施設状況をふまえ、月に2回、
日曜日の18時から1時間半程度、小学校から高校生までの子どもたちを（参加は
希望者制）対象に2015年度は全16回、実施してきました。

当初、講師は本会事務局がお願いし、スケジュールを含めた授業内容等をコー
ディネートしてきましたが、徐々に、子どもたちから「次はパティシエがいい」
とか「建築関係者は?」といった声が届くようになったため、施設と講師の橋渡
しをするにとどめ、内容については施設と講師で直接打合せするようになってき
ました。
また、子どもたちも自分たちが希望した「先生」でもあるため、聴く姿勢が
徐々に身に付くようにもなってきています。
③その他実践活動
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a）突撃お節介プロジェクト
ア）2015年の発足以降、養徳園近隣在住の会員（建築関係技術者）が、2回
の施設修繕を実施。
イ）2015年夏、塾講師のいる会員家族が、中学生を対象に学習支援。
b）その他協力事業
ア）会員は、他にも社会貢献活動を活発に行っている方が多く、県内各地の
イベントにも積極的に参加。そこで得た収益の一部を、活動の一助にと
「短足おじさんの会」に寄付していただきました（シティ・ラボ・うつの
みやも「フェスタ・ｍｙ・うつのみや」における揚げパン事業収益の一部
を寄付）。
また絵本を作成している会員は、県内全施設への寄贈も行っていただき
ました。
イ）会員のうち6割は宇都宮市
在住です。養徳園の場所がさ
くら市ということもあり、社
会人先生として、あるいは一
参加者として行くことが難し
い現実があります。一方で、
中学校では社会体験授業の一
環として、社会の第一線で働
く様々な職種の方を講師に授
業を行っており、社会人講師
派遣事業として児童擁護施設
だけでない中学校も対象にし
た展開に着眼し、宇都宮市立
姿川中学校に3名の会員を派
遣し、先行実施しました。
２
０
１
６
年
３
月
８
日
付
下
野
新
聞

(３)

今後の展開と各課題

①会員・活動施設拡大及び「4部門8分野」の展開
活動施設を拡大するにあたっても、中学校へ
の社会人講師派遣事業を展開するにあたっても、
会員の数が多くなければ実現しないことから、
「4部門8分野」の中心メンバーを軸に、会員募
集をマスコミも絡めて展開しています。
また、会の設立記念に合わせた交流会を実施
し、年に一度は会員同士の親睦を深めるととも
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に、そこから生
まれる新たな企
画や発想を大事
にし、会員拡大
のお願いもして
います。
先述の通り現
時点では、会員
の6割が宇都宮
市在住ですが、
残り4割は真岡
市や鹿沼市等の
県内各所に居住
しており、県外
にも数名の会員
がいます（「自
分たちの住む県
（自治体）でも
同じ様な活動を
したい」と希望
する声もありま
す）。
そこで、会員
を募るにあたり、
希望する活動分
2016.4.24付 東京新聞
また、とちぎテレビで「短足おじさんの会」一年間の
野とエリア・施
活動が特集で放映された（2016.3.29）
設を把握し、今
後は希望された所で、会員の個性や魅力を発揮できるようにするにはどうした
らよいのかを議論しています。養徳園での実践も１年が経ったため、担当窓口
をさくら市在住の会員に専任し、次は宇都宮市や真岡市の施設活動を展開して
いき、ゆくゆくは全施設ごとに「4部門8分野」を立ち上げていくことを目標に
活動していく予定でいます。
ただし、次の課題が主にあります。これは現時点での課題ですが、全施設に
活動を展開して行くためには、共通な課題でもあります。
a）養徳園で新たな担当窓口となった方を筆頭に、さくら市近郊在住の会員を募
ること
b）その上で、養徳園支援支部（仮称）としての「4部門8分野」を構築していく
こと
c）同時に、施設の現状を知る学習会（児童養護施設の一般的な知識、入所児童
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の状況（背景）、各施設事情、短足活動への理解を図る上での短足会員と施設
職員とのコミュニケーション等）の実施をすること

（フリガナ）

性別

お名前

男・女

住 所

ＳＮＳご利用の方
□ FACEBOOK 【登録名

携帯電話
番
号

□ ＬＩＮＥ

】

【ID

】

メール
アドレス

趣味
特技
該当するご職業に○を付けた上で、具体的にご記入ください
1. 管理職

2. 専門・技術職

7. 農林漁業
ご職業

8. 生産工程

11. 運輸・清掃職

3. 事務職

4. 販売職

9. 輸送・機械運転職

12. パート・アルバイト

5. サービス業

6. 保安職

10. 建設・土木職

役職、職業名等具体的にご記入ください
（例：イチゴ農家、美容師、〇〇会社代表取締役など）

13. 主婦(夫)

14. 学生

15. フリーランサー(作家、アーティスト等)
短足へ
ご紹介いた
だいた方

短足への
思いを一言！

短足で活動してみたい分野に○をつけてください
1. 総務・広報・会計

2. ユニット食事交流

5. 行政・学校・団体連携

3. 社会人先生Project

6. 社会体験・レクリエーション

4. 突撃お節介Project

7. 施設拡大

8. 企業後援会

県内11+ α の施設のうち、活動したい所に○をつけてください
◇「11」の児童養護施設
1. 下野三楽園（宇都宮市下小池町）

2. きずな（宇都宮市睦町）

4. 明和園（那須烏山市大沢）

5. 泗水学園（足利市樺崎町）

7. 桔梗寮（那須烏山市金井）

8. 氏家養護園（さくら市氏家）

9. イースターヴィレッジ（足利市小俣町）

3. あかつき寮（真岡市東郷）

6. 養徳園（さくら市喜連川）

10. ネバーランド（鹿沼市下奈良部町）

11. アリスとテレス（野木町南赤塚）
◇「+α」の自立援助ホーム等
12. サロンだいじ家（宇都宮市桜）

13. 自立援助ホーム虹 （佐野市米山南町）

14. ファミリーホーム「丘の家」（足利市小俣町）

15. ファミリーホーム「虹の家」（日光市所野）

16. ファミリーホーム「はなの家」（宇都宮市長岡町）

17. 星の家（宇都宮市清住）

18. マルコの家（栃木市沼和田）

本会の代表世話人を務める、
ん太郎氏は2012年に県内全11
の児童養護施設を巡り、自分
の思い描く活動を説明しまし
たが、その中で一番、理解の
あった「養徳園」を拠点とす
ることにしました。さらにそ
こに入所する児童と施設職員
とのコミュニケーション向上
に3年を費やし、その上で
「短足おじさんの会」を設立
する運びとなりました。これ
まで1年間の活動は、ん太郎
氏がいて初めて他の会員が、
スムーズに児童なり施設職員
とコミュニケーションをとる
ことができたと言えます。
しかし、他の施設はそれぞ
れ状況が違います。入所児童
の状況（背景）も異なります。
会員が他の施設も「養徳園と
同じだ」という意識では、短
足活動が全く出来ずに終わる
可能性もあるため、慎重に進
める課題でもあります。

ひとつの課題をクリアしていくためにも、全体の活動を進めていくためにも
「4部門8分野」の活動は、連動して展開していくことが重要です。
一例を挙げると、短足おじさんの会の発足前でしたが、一人の退所児童が
美容界に就職し、発足後に一人の退所児童が会員の会社（中古タイヤ販売店）に
就職、さらに現在、一名の中学校三年生が建築業に興味を示し、会員の会社・現
場の見学に行っています。
社会人先生プロジェクトが成果を挙げた事例でもありますが、なかなかここま
でのマッチングを達成するには、チャンスが少ない面もあります。どうしても社
会人先生は、学校の授業形式が基本なので、入所児童とのコミュニケーションが
不足がち（講師だけでなく一参加者も）になります。
そこで施設側からの要望もあり、ユニット食事交流プロジェクトが今後、主な
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事業の一つとなるものと捉えています。入所児童は、性別や年齢に応じて数名の
部屋で生活し、その部屋なり家を単位に（＝ユニット）日常生活を送っています。
そのユニットに複数の会員が赴き、食事をしながら様々な話するという事業です。
学校と施設以外の大人と話す機会が極端に少ない児童にとっては、それだけで刺
激となり、その大人がどんな職業をしているのかに興味を持てば、社会人先生と
して次回会うだけではなく、直接コミュニケーションを取り「技」の取得なり、
「夢」実現のための知識を得る可能性も生まれてきます。何気ない会話の中には、
そのような可能性だけでなく、社会人として、家庭人として当たり前のマナーを
教わる場面も生まれます。
この事業を行うにあたって、様々な職種の会員に行ってもらわなければなりま
せんし、「技の取得」なり「夢実現の道しるべ」になるには、会員同士の交流と
情報共有も必要です。企業後援会担当プロジェクトも、就職の斡旋という意味で
連動していかなければなりません。何気ないコミュニケーションを図るという意
味では、突撃お節介プロジェクトや、社会体験・レク事業も同様でしょう。
ソフト面（対児童）とハード面（対大人、企業、行政等）の両輪の活動が必要
であり、そのバランスを取るためにも「4部門8分野」の連動した取組みは、大変
重要です。
②運営体制と「ホウ・レン・ソウ」の徹底
a）運営の核となるのが、事務局です。これまでは会員拡大と養徳園のみを対象
とした展開でしたが、今後は施設拡大を念頭に置いた活動を考えなければなり
ません。先述の会員希望分野やエリアを基に、それぞれに振り分け、同時に次
の施設にお伺いをしなければなりません。一方で、現在ある「4部門8分野」を
本会「本部」としての取組みとして位置づけるも、各施設の「4部門8分野」活
動が主流に乗るまで「代理」として活動していかなければならない面もあり、
会員が伸び伸びと活動できる体制を作るためにも事務局体制の強化が喫緊の課
題です。
b）会員同士の情報共有はLINE（ライン）を通じて行っており、全部で6つのグ
ループを作っています(本会ライン＝全会員用／短足世話人事務局／4部門それ
ぞれのグループ／補助的にFace Bookも使用)。
今後、各施設に「4部門8分野」が立ち上がれば、さらにグループは増えるこ
とでしょう。会員把握はもちろんのこと、「ホウ・レン・ソウ」を徹底しなけ
れば、良い企画を実践しても他の施設に反映されませんし、相談なくして実践
されても、これまでの活動に支障を来たす局面にもなりかねません。会員同士
が全員で顔を合わせる機会が少ない分、そしてボランティア団体だからこそ、
この「ホウ・レン・ソウ」が重要なキーワードになってくるものと捉えていま
す。
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(４) 支援体制のあり方について

～提言に代えて～

①ボランティアを支える人・組織が必要
上記の実践活動を通じて「ボランティアを支える人なり組織が必要」ではない
かと感じています。
ボランティアは福祉の精神の基、ある意味「（心）意気とお金と時間、そして
家庭を持っている場合は家族の理解」がなければ、なかなか参加したくともでき
ません。また、ボランティア団体を立ち上げる人も一種のカリスマ性がなければ
賛同者は増えませんし、継続もできない一面があるように思います。賛同者もボ
ランティアの「内容とそこに関わる人」で判断している部分も否定はできないで
しょう。そうなると、一般的に経営者や自営業、管理職等の方々がメインの個性
的なメンバーとなり、「熱い思い」だけで議論が進み肝心の活動が空回りする場
面があったり、活動ができても自己満足で終わり、対象に向けた本来の趣旨を提
供できたか不安になることがあると思います。また、せっかく良い活動をしてき
たのに、肝心のメンバーが一人抜けただけで、活動自体が休止、あるいは終了・
解散する団体も多くあるのではないでしょうか。
そこで大事なのが事務局であり、それを担う人材です。冷静に議論を聴き取り、
まとめ、全体で共有し、活動に反映する司令塔。この役割こそ、公務員が最適で
最高の力を発揮できると思っています。
例え、メンバーが民間の経営者や管理職等が多くとも、時になだめすかし、で
も肝心なところは押さえつつ、粛々と団体を回していくことができると思ってい
ます。他の職種に比べ、公務員は人（市民の）話を聴く耳を持ち、話がバラバラ
でも要点を押さえ、それを文章・ルール化し、他人に伝える術（話やプレゼン）
を持っています。世代交代が起きても、事務局がしっかりしていれば賛同者がい
る限り、その活動は継続できます。
民間のメンバーは、ある意味ボランティアを通じて異業種交流を図り、ビジネ
スチャンスも狙っています。公務員は、ボランティアに関わることで、市民が今、
何を求め行政で何が必要なのかを考えたり、そのヒントを得る場面が増えること
でしょう。それが今、所属している職場に関わらず、同僚や同期・後輩に持ち帰
ることで横とつながり、すぐにとは言わないまでも「市民ニーズを的確に捉える
ことができる行政」を構築できるのではないかとも考えます。違った言い方をす
れば、ボランティア団体を支える組織を、行政が担うことも考えられるかもしれ
ません。
どのようなボランティア活動をしたいかという発想は、民間メンバーの方が多
く持っているかもしれません。どのような活動をしようと、突き詰めた活動をめ
ざせば、最終的には行政の力が必要になってくるのも事実です。市民ニーズが生
まれれば、それに応えるのが行政の役割です。
「地域に飛び出せ、公務員」と言う言葉が数年前から全国的に広まっています。
ボランティア団体の多くが、事務局人材に不安を抱いていると思います。何でも
いいとはいいませんが、自分の興味が惹かれる活動があれば、積極的に参画して
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いくことをお勧めますし、ボランティア団体の情報は労働組合も持っていますの
で、今まで以上に発信をしていくことを提唱します。
②「家族」の支援・相談窓口
「子どもの貧困」や「貧困の連鎖」がクローズアップされています。貧困の連鎖
を防止するための対策の一つとして「子どもの貧困対策法」が施行（生まれ育っ
た環境によって子どもの将来が左右されることがないよう、教育の機会均衡等な
どの対策を国や地方自治体の責務で行うことが義務付け）されました。
しかし、貧困の連鎖を断ち切るためにはまだまだ十分とは言えないでしょう。
目に見える縮図が児童養護施設です。近年の入所児童の親は健在で、入所理由の
ほとんどが虐待によるものです。虐待の大きな要因と言われるのが「経済的貧困」
と「社会的孤立＝人間関係の貧困」です。
経済的貧困は、家庭の基盤が不安定なため、親の病気や失業などがあればあっ
という間に家庭が崩壊し、子どもの自立に必要な教育を受けさせることができず、
子どもが成人しても安定した職業や収入が得にくくなり、貧困の連鎖が起きてし
まいます。
社会的孤立は、親が自分に対する自己評価が低く、うまく人と接することがで
きない、職場や親族、地域からも孤立する傾向にあり、結果としてアルコールや
ギャンブルに依存していたり、仕事が長続きしない、すぐに暴力をふるうなどの
問題があり、逆に周囲から距離をおいてしまうこともあります（ワーキングプア
も問題となっていますが、若い世代の貧困と格差、社会的孤立の問題は、人間と
しての尊厳を奪うだけでなく、次の世代の子どもたちへ深刻な影響を及ぼすこと
も懸念されています）。
どちらも克服すべき課題ですが、虐待増加の要因は、親の社会的孤立にあると
いわれており、その家庭で育った子どもにとって、社会的孤立は「当たり前」な
環境です。通常、子どもは様々な大人との関わりを通して育っていきます。親戚、
学校の先生、部活の指導者、近隣住民など親以外の他の大人との関係性の中で育
ち、いろいろな影響を受けていきます。しかし社会的孤立の中で育った子どもは、
どうしたらいいかわかりません。親との関係性が育まれていないからです（この
社会的孤立を克服していこうという活動が「短足おじさんの会」でもあります）。
現在、子どもは「社会の宝」の観点から、様々な支援施策が各自治体で取り組
まれていますが、本来地域や親戚が当たり前に持っていた子育て機能を細分化し
たものに過ぎません。しかし、地域や親戚のように機動性を持って柔軟に対応で
きない現実もあります。支援が必要な家族は、社会的孤立を抱えているため、そ
の情報すら行き届かない一面も忘れてはならないでしょう。
シティ・ラボは以前より、行政における家族問題支援のあり方について研究を
重ねています。どこの自治体でも、福祉分野は大きく分けて生活福祉、児童福祉、
高齢福祉、障害福祉の4分野に分かれていますが、その対象者だけの支援対策だ
けでは全てに効果があるとは言えないことを今回の実践活動を通して、改めて感
じています。
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児童養護施設に望んでやってくる子はいません。施設に望んで養育を委ねる親
も。児童養護施設（＝行政の福祉）が身近でなかったがゆえに、それを利用する
こと、電話一本かけることに対する抵抗が根強いのではないでしょうか。電話を
かけるにしても、どこにかけたらいいかわからず、電話がつながったところで、
「これは○○福祉課になります、こちらに関しては□□福祉課になります」とた
らい回しにされる現実を回避したい思いもあるかもしれません。
上述の4部門の福祉に「世帯主層＝親」を対象にした福祉なり相談窓口がない
のも、市民ニーズに合っているのか、疑問に感じてもいます。
一つの窓口で、じっくりと相談ができれば、4部門の福祉をより効果的・効率
的に活用できると思いますし、児童養護施設の「子」と「親」の問題を例にとれ
ば、子への支援対策だけでなく、親への支援対策も各関係機関との連携で、一歩
前へ進めることができるように思います。
社会的孤立の手前で苦しむ親もいます。自分が親になるまで乳幼児と接した経
験がなく、また育児のモデルとなる人が身近にいなくて困惑しているとか、気軽
に相談できる相手がいない、父親（母親）が育児に無関心であったり長時間労働
で家庭に関われないことなどが背景にあります。特に自分の親との関係に問題を
抱えている場合は、適切なサポート（支え）がないと育児不安が高じて子どもを
無視したり、逆に干渉し過ぎるなど、不適切な育児にいたることがあります。
虐待をする親自身も、うまくいかない育児や家族との関係で悩んだり苦しんで
おり、親自身の生育暦に大きな問題を抱えていることも多いです。虐待をする親
へのサポートを行わなければ、家族の絆を修復することはできません。児童虐待
の問題解決には、直接の被害者である子ども、直接虐待は受けていなくても兄弟
姉妹が虐待される家庭で育つ子ども、直接の加害者である親、手を下していなく
ても子を守ることができない親、それぞれに適切なかかわりが必要であり、援助
者は家族全体を支える姿勢が必要です。
上述の例を、生活福祉や高齢福祉の観点から見ても同じではないでしょうか。
自治体における「家族問題相談室」の創設を提唱します。行政の福祉4部門への
主たる相談者は「世帯主層＝親」であり、その背景には「家族」があります。今、
ここに行政ニーズがあると思います。未来を見据えた施策があると思います。
創設に向けて情報収集や発信、関係部局や団体との連携など、課題は山積する
ことでしょうが、市民が「気軽に、じっくりと」相談できる窓口があれば、社会
的孤立を抱えている家族を知る親戚や地域住民も「気軽に相談」でき、昔のよう
な「おせっかい」をやくことができるのではないかとも思います。
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