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子どもの遊び場に携わる
 

「支援者支援」のための
 

スペシャリスト養成講座



１．団体のミッションと活動のビジョン

当団体のミッション



 
子どもの豊かな遊び環境が激減！



 
子ども主体の遊び場を保障すべく、

 全国にプレーパーク活動が広まる
 ものの、福岡は後進地域。

⇒中間支援団体として、
 福岡県内の遊び場活動を支援！

⇒面として、子どもの豊かな遊び環境を保障していく！

①既存現場
への支援

②遊び場の
新規開拓

③啓発活動 ④人材育成

＜活動の４つの柱＞

活動のビジョン ～さらなる発展を目指すために～



 
各現場を支える人材の育成



 
安定的な財政基盤の確立

が急務！ 大学や行政との
 共働を目指す！





 

2008年「Panasonic NPO サポートファンド」の助成を
 頂き、【1】学生プレーワーカー育成講座をスタート！

２．背景・目的・目標（１）

・毎年30名程度の人材育成（学生プレーワーカーとして）
 ・育成した人材を現場に派遣し、現場の活性化を図る。

 ・子どもに関わる学生同士のネットワークづくりにも尽力。

当団体のこれまでの取り組み



 

2010年に継続助成を頂き、学生プレーワーカーを牽引する
 【2】学生コーディネーター育成プログラムをスタート！

・各大学のキーパーソンを、主体的に企画・実践する力を
 備えた学生コーディネーターとして育成。

 ・自分たちで現場を創ったり、講座を行ったり。

①既存現場
への支援

②遊び場の
新規開拓

③啓発活動 ④人材育成
←ここを

 
重視！





 
①ネットワーク型の「学生プレーワーカー育成講座」は、

 「学生コーディネーター」が中心的役割を果たしながら、
 福岡市と共働で実施する体制が整うまでに至った。

 （放課後子ども施策を共働で担うことに！）



 
②活動が高く評価され、県内外各地の行政から、遊び場

 に関わる人材育成の依頼が増えてきた（講座・WS等）。
 その対象も、プレーパークに限らず、既存組織（学童保

 育や子ども会等）の研修などに広がってきた。
 （福岡市以外にも、北九州市や古賀市、長崎県佐世保市など！）

２．背景・目的・目標（２）

これまでの取り組みによる成果

①既存現場
への支援

②遊び場の
新規開拓

③啓発活動 ④人材育成
←ここを

 
重視！



２．背景・目的・目標（３）

活動の課題と組織基盤強化のポイント



 
②福岡県内外の人材育成の依頼数は増えるにも関わらず、
それを担えるスタッフ数は一定のままで負担大！



 
②講座に追われ、プログラム開発に力を注げなかった。



 
「既存の子ども現場のスタッフの研修」のように、
子どもの現場に携わる「支援者」を「支援」することに
長けた「支援者支援スペシャリスト」の育成を！

①既存現場
への支援

②遊び場の
新規開拓

③啓発活動 ④人材育成

ここも→

 
重視！



 
①福岡市との共働による学生プレーワーカー育成

⇒今後も、長く継続できるようメンテナンスし続ける！



２．背景・目的・目標（４）

助成事業の目的・目標



 
１．子どもの遊び場に携わる「支援者支援」スペシャリス

 トを10名程度養成する（学生を含めた若手を対象に）



 
２．支援者支援スペシャリスト同士で学び合うとともに、

 実際に各地に派遣し、そこでのプログラム実施を通し
 て、「支援者支援」のために何が必要かをまとめ、

 次のプログラム開発に活かす（当団体の財産に！）。



 
３．支援者支援スペシャリストが、北部九州の各エリアの

 キーパーソンとなり、遊び心豊かな環境にしていく。

■これまでは「支援者」そのものを育ててきたが、
 これからは「支援者支援」へのシフトチェンジを行い、

 その中で得られた学びを、当団体の財産にしていく！

⇒それこそが『組織基盤強化』に繋がる！！

①既存現場
への支援

②遊び場の
新規開拓

③啓発活動 ④人材育成

ここも→

 
重視！



３．助成事業の取り組み内容（１）

助成事業の取り組み内容の概要



 
当助成事業に関連して、子どもの遊び・遊び場に関する

 多様な実践に、「支援者支援」の視点から携わってきた。



 
その詳細を説明することよりも、その先に得られた、

『組織基盤強化』に関連する学びの方が重要かと思うので、

「助成事業の取り組み内容」については、敢えて多く

記載した文字情報と写真を、各自簡単に見て頂ければ。



３．助成事業の取り組み内容（２）
①「プレーワーカー育成講座

inわいわい広場」継続実施！
（＋わいわい広場in天神プロジェクト）

②「支援者支援」スキルアップの

 ための講座・特別企画！

「わいわい広場（放課後の校庭開放、福

 岡市主催）」で、子どもに関わる「学生

 プレーワーカー【支援者】」を【支援】す

 るプロジェクト！
支援者支援スペシャリストたちが検討し

 たプログラムを実践する貴重な機会。
「わいわい広場in天神（講座・シンポ・現

 場）」を開催し、現場に携わる人たちが

 一堂に会し学びを深める場を創出した。

毎回の月例会で、スキルアップ及び

 これまでの事業の振り返り。
当初は通常の月例会のみだったが、

後半には、スペシャルゲストを招き、
特別講座を開催！

学生プレーワーカー自主企画の合宿

 も、スペシャリストたちにとっての貴重

 な学びの場となった。

わいわい広場の講座！

 
学生たちは盛り上がる！

KJ法を使って、

 
わいわい広場に関わる

 
支援者の思いを理解する！

静岡からのスペシャルゲスト！



３．助成事業の取り組み内容（３）
③「遊びのサポーター養成講座」

 が委託事業に！

④ 支援者支援のための

 「北部九州合同集会」開催！

福岡市主催の当講座は、子どもの遊び

 の【支援者】を育成（【支援】）することを

 目的に、今年度より当団体が市から委託

 を受けて実施した（70名程度、計8回の

 連続講座）。
スペシャリストの実践の場としても貴重

 であったが、それ以上に、子ども施策に関

 わる行政職員と「子どもの遊びに関わる専

 門家像」を共有できた（こちらがリードしな

 がら）ことが一番の収穫である。

サポーター養成講座！
みなさん徐々に主体的に！

佐世保から駆け

 
つけた仲間も、

 
熱く語ります！

合同集会の分科会で記念撮影！

「子どもの遊び場」に取り組む九州各

 地の実践者が集まり、【支援者支援】

 さらには「連携力」「発信力」「育成力」

 をキーワードに熱い議論を交わした。
スペシャリストらはそれぞれの分科会

 および子どもの遊び場を担当し、運営

 を担った。
北部九州のネットワーク化を一歩進め

 ることができたと言える。



３．助成事業の取り組み内容（４）
⑤「子どもがつくるまち『ミニふくおか』」への参画！

「福岡市の新規事業である「子どもが

 つくるまち『ミニふくおか』（3日間開

 催、1260名の子どもの参加）」におい

 て、支援者支援スペシャリストの学

 生メンバーの多くが、この企画を担う

 「子ども実行委員会（半年間）」を支

 える青年サポーター【支援者】として

 活躍した。PLAY FUKUOKA（他のメ

 ンバー）は、その青年サポーターを

 全面的にバックアップしながら（【支

 援者支援】）、当日の会場の統括に

 も携わった。
当日が近づくにつれ、青年サポー

 ターが当日ボランティア【支援者】を

 支援する（【支援者支援】）体制も同

 時に形作られた。
数十回にも渡るミーティングを経て、

 子どもの主体性・遊び心を重視した

 素晴らしい場を創出することができた。

青年サポーター議論中！ 子ども実行委員会！

子どものアイディア！

「ミニふくおか」全景！



３．助成事業の取り組み内容（５）
⑥ 継続的な「子どもの遊び場に

 関する講座」への参画！

⑦ 単発的な「子どもの遊び場に

 関する講座」の実施！

福岡市や飯塚市、長崎県佐世保市など

 の行政からの依頼で、連続講座を実施。
これらの事業の背景には、子どもの遊び
場の現状に危機感を感じ、策を講じたい

 と思っていながらも、どのように推進して

 いけばいいのかわからないと戸惑う行

 政担当者（【支援者】）の存在があった。

 彼らが求めているのは、【支援者支援】

 のためのプログラム及びそれを実行す

 るアクターであった。

しっかり講座を学んで、

 
現場で実践！

支援者支援には
「目線」が重要！

様々な講座や現場で、

 
スペシャリストたち大活躍！

その他にも、行政やNPOからの講座依

 頼があり、実施してきた。それらもみな、

 スペシャリストたちにとっての貴重な学

 びの場となった。
しかしながら、【支援者支援】に重心を

 置く場合においては、単発では難しく、

 継続的に開催することで学びが深まっ

 ていく（視点が緩やかに変わっていく・

 広がっていく）という側面も浮かび上

 がってきた。今後の大きな指針となった。



【1】組織を支える人材の充実

４．組織基盤強化についての振り返り（１）

当事業の成果と組織基盤強化



 

月例会で学びを深めて実践に臨む予定が、嬉しいことに

 実践の機会を多く得たため、叩き上げの形で育成に着手！



 

これまでの養成とは一線を画し、各個人の成長ではなく、

 団体がもつ「武器」が成長し、かつ増えたという意味で、

 直接的に組織基盤強化に寄与！（団体の貴重な財産に！）



 

課題として、「メンバー間の学びの共有のタイミング」や

 「実践と議論のバランスの取り方」



 

計画では、北部九州にスペシャリスト派遣するイメージだっ

 たが、十分に広がらず、広報戦略に課題が見られた。



 

ただ、福岡市内の実践に恵まれ、そのほとんどが行政からの

 委託（継続的実践想定）。今後のモデルになるという意味で、

 中長期的にみれば大きな収穫であった。

【2】支援者支援スペシャリスト派遣



４．組織基盤強化についての振り返り（２）

当事業の成果と組織基盤強化

【3】支援者支援の形の多様性・多層性



 

「支援者支援」には、多様な形が存在する！（重なりも）

 →「子どもの現場に属し、子どもと直接かかわる人々（支援者）」

 →「子どもの施策に携わり、仕組みを動かそうとする行政（支援者）」

 →「支援者の集団の中で引っ張っていく人（支援のシフトチェンジ）」

今後はそれら「支援者支援のスタイル」を使い分けられる力を！

【4】行政との連携による基盤の強化



 

行政との連携重視により、資金面が安定し活動の幅も広がった。



 

一番の成果は、子ども担当の行政との連携の中で、子どもに関

 わる人材像をともに創り上げ、子ども施策の方向性を共有し、

 今後の子ども施策の展望をともに語れる土台を確保した点！



 

方向性が同じだからこそ、今後も行政と安定的に活動できる。





 
「事業」と「組織基盤」の絶妙なバランス
→目の前の「事業」に没頭するほど「組織基盤」が緩む、崩れかかる。

→「組織基盤」強化だけに力を入れても「事業」が進まず焦りを生む。

⇒いかに「事業」を推進しながら「組織基盤」を強化していくかが

 この5年間ずっとつきまとう課題だった。

★「事業」推進時には、「組織基盤」の“スクラップ”を、
 ある程度覚悟しながら進めていく。

 もちろん、その後の“ビルド”も想定に置きながら。

★
 

「組織基盤」の緩みを認識し、
 再度強化しようとする営みこそが『組織基盤強化』！

 そのための両者の絶妙なバランス感覚が、
 この5年間の収穫である。

４．組織基盤強化についての振り返り（３）

当事業の成果と組織基盤強化





 
緩やかな組織体

→メンバーから「組織基盤強化といっても、かっちりとした

 揺るがない組織に仕上げていく必要もないのでは」という意見が。

・今回の様々な事業に支援者支援のスタッフがそれぞれの立場で力を発揮

 ・学生プレーワーカーが支援者支援側に立って自主企画を立ち上げた

 ・特別企画の際に多様な人材が飛び入りで参加し次の展開が開かれた

 
etc

★「外に開かれた緩やかな組織体」であり続けることも、
 一つの『組織基盤強化』の在り方ではないか。

★「状況やニーズに合わせる柔軟性をもちながらも、中心に
 はしなやかな芯が通っている」、そのような組織を目標と
 した『組織基盤強化』を今後も続けていきたいと考える。

４．組織基盤強化についての振り返り（３）

当事業の成果と組織基盤強化





 
今回十分に達成できなかった「北部九州への支援者支援

 スペシャリスト派遣」への注力（戦略的に広報を！）



 
今後も、行政との連携重視！

 ただし行政だけに依存することは危険であるため、
 「支援者支援」の成果を自己資金獲得のツールに！
 （支援者支援のためのハンドブックづくりなど。既に着手）



 
当初の目的に照らし合わせ、今後は大学との連携強化！

 学生レベルでは十分広がってきたので、今後は教員や
 研究室を巻き込んで！

 （日本保育学会大会＠福岡（2013年5月）での発表機会を足掛かりに）



 
福岡市内の子ども関連の常設現場運営の委託を受ける

 ことを目標に！優秀な若手人材が育っているものの、
 彼らが仕事として輝ける場はほとんどない。開拓を！

５．今後の取り組み
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