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１.はじめに	

１−１．研究の背景と目的	

　日本の人口は減少局面に入っており、さらに団塊世

代のリタイヤ、少子化などの影響もあり必然的に労働

人口の減少が予想されている.経済や地域での発展や労

働力確保に向けて2016年4月に女性活躍推進法が施行さ

れるなど、女性の力が必要とされている一方で女性の

活躍推進が経済成長につながるとの説明が強調され過

ぎ、そのための制度づくりばかりを急ぐ傾向になって

いることが懸念される.国立社会保障・人口問題研究所

の調査 による若い女性の専業主婦志向が減少している1

ものの依然としてその割合は高いといったことから、

女性が働きやすい社会づくりを進めることは重要だが、

同時に、家族・家庭と女性自身の関係性を今一度見つ

め直し、女性が社会で活躍するということとは一体ど

ういうことなのか考え直す必要が出てきている.女性に

は家事や育児を通して地域で育んだ力があり、こまや

かな気配りや近隣との付き合いで培った力が「地域の

目」になっているケースも多く、これらの役割や視点

を活かした活動は今後の地域社会における手本とする

ことができる.そこで、本研究では女性が主体となって

取り組む活動を対象とし、活動における着眼点や取り

組み方、地域との関係性といった活動の実態・特性を

把握し、活動が地域や家庭・家族に対して与える効果

を明らかにした上で、女性が主体となって取り組む地

域活動の有効性を述べることを目的とする.	

１−２．対象の選定と調査方法	

　本研究で扱う言葉の定義を（表１）に示す.対象は全

国で取り組まれている女性主体の活動369事例に対し、

取り組みの傾向把握のための文献調査を行い、事例を

分類した上で、各分類から選定された８事例に対し活

動への取り組み方や家庭との関係性について主体者及

びコアメンバーへのヒアリング調査を行った.（表２）	

２.女性活動の実態と傾向	

２−１．活動内容の分類	

　活動内容の分類は（表３）の９通りに分けることが

できる.［企画］［運営］［販売］［指導］の活動内容

 1

女性活動 女性が主体となって取り組んでいる地域活動のこと
主体者 女性活動のきっかけとなる人・団体の代表者

コアメンバー 女性活動フループにおける、主体者とともに運営などに取り組む活
動の中心メンバー

活動メンバー 不定期的に活動に参加するメンバーのこと

表１　言葉の定義

グループ情報 主体者属性 活動展開

事例 設立 場所 団体属性 人数 男性 全体 氏名 年齢 職業 結婚
子
供 ジャンル

メンバー 
関係性 着眼点 対象

成り
立ち 拠点 収入

MG 2007 京都市左京区 NPO 10 1 - My 47 主婦 既婚 ◯ まちづくり イベント 幼稚園PTA活動 地域活動 地域 ④ ◯ ◎
ZS 2015 大阪市淀川区 NPO 9 2 - Fc 31 主婦 既婚 ◯ 親子 交流 知人 子育て経験 親子 ③ ◎ ×
SM 2017 川崎市幸区 NPO 10 3 30 Kt 38 主婦 既婚 ◯ 親子 交流 企業ママつながり 子育て経験 親子 ③ × △
KS 1994 大阪市中央区 NPO 10 5 20 Ny 77 高齢者 既婚 ◎ まちづくり 居場所 ボランティア 介護経験 地域 ② ◯ △
VF 2015 川崎市高津区 市民団体 12 2 - Nf 35 主婦 既婚 ◯ まちづくり イベント 企業ママセミナー 楽しみ 親子 ③ △ ◯
TM 2016 東京都豊島区 市民団体 7 1 30 Kr 28 会社員 未婚 - 趣味・防災 ものづくり 大学・職場知人 地域での発見 親子 ② △ ◯
IS 2006 姫路市家島町 NPO 8 0 8 Kk 65 主婦 既婚 ◎ まちづくり 観光地 地域主婦 地域での発見 地域 ③ ◯ ×
BL 2011 さいたま市南区 合同会社 4 0 50 Ks 43 高齢者 既婚 ◯ 高齢者 生きがい 元職場同僚 地域での発見 高齢者 ③ ◎ ◎

表２　対象事例基本情報

日本の人口は減少局面に入っており、今後の企業や経済・地域の発展のためには女性の活躍が期待され

ている.本研究では女性が主体となって取り組む活動を対象とし、その着眼点や活動への取り組み方、

地域との関わり方といった活動の実態と特性を把握することで、活動が地域や家庭、家族に対して与え

る効果を明らかにすることを目的とする。女性活動には取り組みにおける工夫を施しながら女性が活動

に取り組みやすく、また地域とつながり、そして支えていくことのできる役割を担っている.	

Japan’s population has entered into a decreasing phase. Heading towards the further development of the 
companies,economies and local communities, women are expected to be active as the new worker in the society. In 
this research, focusing on the activities initiated by the women, it grasps the facts and characteristics of women’s 
viewpoints, approaches and relations. It is aimed to be clarify the effectiveness for local community and their home. 
The activities play an important roles of connection to the local community and supporting them because of the 
elaborating on a plan in their activities.

建築計画分野												切山　直子	
Architectural Planning　　　Naoko KIRIYAMA 



より接客での活動が多い.また、各取り組みにおける活

動内容の分布は（表４・図１）ようになり、調理を含

む食品関係での取り組みが多いほか、子育てや高齢者

への企画・支援といった活動が多い.	

２−２．活動の傾向	

　取り組みを①１次産業②地域活性③子供④高齢者⑤

趣味⑥防災⑦復興支援⑧その他の８種類に分類し、活

動の取り組みにおける傾向をみる.（表４）	

（１）活動開始時期：女性活動を開始時期別みると、

（図２）のようになる.対象事例のうち も古いもので

1957年の１次産業における食生活改善のための活動や

漁協の女性部によって発足された活動である.これ以降

主に１次産業を中心として女性活動が展開されるが、

徐々にそれ以外の分野での活動が増え始めており、

近20年における活動ジャンルの割合は（図３）の通り

である.［１次産業］が減少している一方［地域活性］

［子供］をはじめとする様々な分野における活動が取

り組まれている.	

（２）グループの成り立ち：メンバーの関係性は（表

５）の通り.活動開始におけるグループの成り立ちは（表

６）の6タイプに分けられ、活動ジャンルごとにおける

グループの成り立ちは図４のようになる.メンバーの関

係性より［1次産業］においては、１次産業関係者やそ

の組合関係者から派生している活動が多いため古くか

ら活動が展開されてきたと考えられる.一方［まちづく

り］［子供関係］［高齢者］では〈代表型〉〈意気投

合型〉の割合が高いことから活動の開始にあたって、

メンバー内での共感や共通認識によってグループが結

企画
子育てイベント、おもてなし、親子対象のイベント、音楽でのPR、伝統文化、子供向け
WS、地元農産物のPR、フリーマーケット、セミナー・勉強会、観光ツアー企画、レシ
ピ作成、料理コンテスト開催、習い事、サークル、産後ケア、子育て塾、地域交流作り、
学校教育コーディネート、学習支援教室、ゆるキャラ、地域再生プロデュース、映画製作
運営
カフェ運営、レストラン運営、食堂、居酒屋、シェアハウス、シェアスペース、古民家レ
ンタル、民宿運営、認可保育園、認可外保育園、託児所、放課後教室の運営、施設運
営、道の駅、デイケア、体験学習受け入れ、体験宿泊、高齢者・親子の居場所
製造
加工品製造、地酒開発、伝統料理、ハンドメイド作品、特産品の開発、商品開発、無農
薬・無殺菌、美容液、伝統物、女性用作業着
販売
直売所、食品の販売、朝市、夕市、ハンドメイド作品販売、移動販売、通販
支援
料理提供、小学校給食提携、配達、訪問型子育て支援、子育て支援、家事代行、お使い
代行、サービス、外出援助、配食サービス、高齢者向け人材育成、障害者自立支援、マ
マ起業支援、ひきこもり支援、悩み相談、登園バスの支援、母子生活の支援、仮設住宅
への支援、農家手伝い
指導
加工体験工房、食育活動、料理教室、出前教室、体験教室、子供向け体験活動、職業体
験、WS、文化普及活動
活動
清掃活動、植樹、保全活動、花壇の手入れ、リサイクル、洋服リフォーム、防災活動、防
災ノート作り、防災グッズ製作、パトロール活動、リノベーション・DIY、演劇、コスプ
レ、建築保存、舞子養成
広報
文章執筆・雑誌作成、メールマガジン・情報、地域の料理の情報発信、地図作成、地域新
聞作り、ラジオ番組
産業
農業、林業、果樹園運営、山菜採り

表３　活動内容一覧

企画
イベント 49

111料理 18
セミナー 13

運営
飲食店 49

103保育施設 18
シェアスペース 13

製造
食品開発 65

99料理 15
ハンドメイド 10

販売
食品 77

82
ハンドメイド 3

支援
料理 33

55
高齢者 8

指導
料理 29

54
産業 17

活動
清掃活動 14

38
防災・防犯 7

広報 情報誌作り 15 16

表４　活動内容の分布
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図１　活動内容の割合
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図２　活動開始時期
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図３　開始時期-ジャンル別割合

ジャンル 内訳詳細

１次産業
農業・林業・漁業・狩猟・酪農、６次産業（直売所・特産品開発）、体
験系（農業体験、農家民宿）

地域活性 商店街、観光地、イベント、居場所、文化・歴史
子供 子育て支援、親子交流、教育
高齢者 デイケア、生きがい
趣味 料理、ものづくり、サークル
防災 　女性を対象、主体とし防災活動に取り組んでいるもの
震災復興 震災復興を目的として活動に取り組んでいるもの
他 ー

表５　活動ジャンル

１次産業
地域活性
子供関係
高齢者
趣味
防災
復興
その他

0% 25% 50% 75% 100%
有志 代表 意気投合 依頼 個人 その他

図４　グループの成り立ち

生業 １次産業関係者・生活改善グループ・組合関係者
講習 
つながり

イベントを通しての知り合い・地域の女性リーダー・セミナー参加者・グ
リーンツーリズム参加者

職業 元看護師・栄養士・調理師・保育士・幼稚園教諭、旅館女将・商店街関係
者・海女さん

子供 子育て世代・専業主婦・企業ママ・育児サークル

趣味 趣味仲間・サークルメンバー・ハンドメイド作家・ボランティア
地域組織 自治会・PTA
親族 家族・兄弟
その他 U/Iターン者・仮設住宅入居者

表６　メンバー関係性

①有志 ②代表 ③意気投合

もともと別目的で活動して
いた団体、もしくはその中
の数名でグループを再編して
いるもの

活動を開始しようと決心
し、行動に移すまでの過程
を１人（リーダー）で行って
いるもの

趣味や共通の問題意識な
ど、ある事柄をきっかけに
意気投合し活動を開始する
もの

④依頼 ⑤個人 ⑥他

ー

外部の人から委託されて、
活動を開始するもの

基本的に個人で活動に取り
組んでいるもの

①～⑤のいずれにも属さな
いもの（親族など）

↓

表７　グループの成り立ち



成され活動が始まっていると考えられる.【KZ】【SM】

【VF】【BL】はママ友による活動への共感から始まっ

ており、【IS】は地域の合併に危機を感じた主婦によ

り何かできないかと結成されたグループである.	

２−３．着眼点と展開	

各活動における着眼点は(図５)の６通りであり、その

後は(図６)のように活動が展開されている.	

（１）生業：１次産業従事者における仕事上での問題

点を解決するための活動が展開されている.問題とされ

ているものは〈収益〉〈女性地位〉〈農村衰退〉であ

り、着眼点②から活動の展開を図っている.活動の展開

は６次産業への展開が多く、料理や接客といった女性

が得意とする分野での活動が取り組まれている.	

（２）一般経験：以前勤めていた仕事や過去の体験、

受講したセミナーなどをきっかけに活動に取り組んで

いるもの.着眼点は経験そのものであり、その経験の活

用の仕方により活動の展開が決まっている.経験に独自

の視点を挿入して活動の展開に取り組む〈改良型〉で

は、活動が幅広く展開されている.	

（３）特別経験：女性特有、もしくは女性が担当する

ことの多い分野での経験がきっかけとなって活動に反

映されているもの.家庭で子育てに向き合う中で感じる

不安や、介護を通じて感じる不便さが活動における着

眼点とされている.〈孤立感〉【ZS】では子育て中に鬱

状態に陥ってしまい、その状態を打破するために子供

を連れて地域と交流できる場所をコワーキングスペー

ス（以下CWS）や０円食堂といった形で創り出している.

〈両立〉については一般企業に勤めながら仕事と育児・

家事の両立が出来なかった経験から［居場所作り］［子

育て支援］の２通りで展開されている.〈必要な活動〉

では子育てや介護を通じて欲しいと感じた活動に、自

身が主体者となり取り組んでいるもので、【KS】は姑

との苦い介護経験をもとに、介護をする上で必要な役

割を「高齢者外出介助の会」として生み出している.〈恩

返し〉では、引っ越しや出産、子育てにおいて周囲の

人々に助けられた経験から今度は自身が手を差し伸べ

る側となり、地域に展開していこうとするものである.	

（４）日常の発見：日常や地域での生活において発見

するものが着眼点となっており、地域において懸念さ

れている事柄や将来的に心配要素になりうるものに焦

点を当てているため、その分対象が幅広く活動の展開

も多様となっていることが特徴である.【IS】では姫路

市との合併を機に、島の決定権が外部の人間に渡って

しまうと懸念した主婦たちが何かできればと思い、NPO

団体の設立・特産品の生産を行っていることも合わせ、

〈地域の衰退〉〈伝統・文化の危機〉では地域活性に
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向けた活動に取り組むことで、地域の魅力を発信し地

域活性や文化の認知につながっている.〈高齢者の生き

がい〉【BL】では「孫育てグッズ」と称し、高齢者目

線で使いやすい子育てグッズの開発・生産を地域高齢

者を中心に行うなど高齢者高齢者の技術や知恵を生か

した活動に取り組んでいる.〈きっかけ〉では地域施設

の閉鎖など地域に影響を与える出来事をきっかけに活

動が取り組まれているが、地域に不便さをもたらす出

来事の場合はその代替となる活動が展開されている.	

（５）興味・楽しみ：主体者が欲しいと思っていた活

動の場や、やってみたい活動であり、主体者の興味や

楽しみに合わせた活動が展開されている.【VF】では地

域の人ともっと近い位置で接する場所、【TM】ではも

のづくりによる震災への支援活動に取り組んでいる.	

（６）依頼：他人からの依頼によって活動が展開され

ている.【MG】では幼稚園の園長からの依頼をきっかけ

に卒園児やその保護者と幼稚園が繋がる活動に取り組

んでいたが、その取り組みをきっかけにその後幅広い

活動を展開している.	

２−４．活動の傾向における特性	

　女性の取り組む活動は自身の経験や生活における問

題点や不満に対する解決・解消のために取り組まれて

いる活動が多く、グループの成り立ちからもわかるよ

うに活動目的については共感されるものとなっている.

また活動内容が「日常生活で得られる知識や技術、経

験」をもとしたものとなっているため、地域の女性が

参加しやすい取り組みとなっている.	

３．女性活動における特性	

３−１．活動内容	

　（図７）に各活動の分布を示す.自身の技術・知識・

経験を使っての活動が多くなっており、育児・介護関

係での活動や、調理を含めたものづくりにおける内容

が多くなっている.技術・知識・経験を使っての企画で

はその内容を共有することで交流を生むイベント開催

といった活動として取り組まれている.	

３−２．活動展開の分類	

(1)展開多様-自主型：【MG】では思いつきで活動始め

ているものの、協力企業を探すなど活動の実現に向け

て様々な方法を編み出し取り組んでいる.また、【ZS】

ではCWSの運営目的を「自分たちだからできる働く場の

提供」としているため、主体者含め利用者の意見に合

わせた活動を展開している.【SM】では参加者やコアメ

ンバーの母親目線で取り組みたい活動を展開している

ため、活動開始から1年ではあるが活動の幅が広がって

いる.	

(2)展開多様-依頼型：【KS】では［高齢者外出介助の

会］［からほりさろん］の運営以外は地域住民の依頼

や義務感によって活動に取り組んでいる.活動の継続に

対する意識は高くなく、需要がなくなったらやめよう

くらいの気持ちである.活動を継続していくことよりも、

必要とされている活動にまずは取り組んでみることを

重視していると考えられる.	

(3)展開一様型：①内容更新：【VF】では団体による活

動の取り組みとしてイベントの開催という軸は変わっ

てはいないが、イベントの内容やテーマを開催ごとに

更新・変更することでイベントの中身に変化をつけて

おり、中身における活動が多様な取り組みとなってい

る.②紹介による展開：【TM】では豊島区と共同で活動

に取り組んでおり、イベント開催の場所やその他団体

とのつながりが豊島区との関係によるものとなってお

り、行政主導での活動が展開されている.③固定：いえ

しま・ババラボでは活動内容の専門性が高いために、

活動の展開が固定されている.しかし活動の継続や活動

を通して出会う関係者による協力のもと、活動の質は

向上している.	

３−３．運営の仕組み	

（１）運営における工夫:［活動時間における工夫］①

時間の融通:活動の開始時間を厳密に決めず家庭の都合

に合わせて活動場所へ来て活動に取り組めるようになっ

ている.②活動日時の設定:主婦がコアメンバーや参加

者として多い場合は参加しやすい平日の午前中に参加

時間を設けることで、家庭や保育園のお迎えの時間に

合わせて活動に参加できるようになっている.③負担を

かけない仕組み:活動における準備は当日に行うなど、

団体 活動内容 展開 取り組み方

MG

「JOYトーク」、「みのりのもりチャレンジ・キッ
ズ」、「二土の市」、「右京じかん」、「嵐電パトトレ
イン」、千千屋、商店街活性化活動、自然幼稚園延長保
育、京都府・京都市との共同事業

多様
自主型

ZS

コワーキングスペース、仕事紹介プレゼン会、生活の知
恵座談会、フラワーアレンジメント教室、大人の部活動
（プラモデル・アクセサリー作りなど）、こども０円食
堂、シェアカフェバー

SM
デコ巻き寿司作り、味噌作り、手作りハンコ作り、育児
セミナー、プチマルシェ、クリスマスライブ

KS
高齢者外出介助の会、からほりさろん、空堀新聞の発
行、空堀井戸端会、街並み見学会、認知症カフェ 依頼型

VF Vege&ArtFes、川崎ママのわ

一様

内容更新型
TM 防災グッズ制作・販売、防災WS、豊島区防災マップ作成 紹介型
IS 「のりっこ」製造、コミュニティバス運営協力

固定型
BL 孫育てグッズの開発

表８　活動の展開

技術・経験・知識

新しい取り組み

小
規
模

大
規
模

JOY トーク

チャレンジキッズ

二土の市場

右京じかん
フラワー

アレンジメント

仕事紹介
プレゼン

生活の知恵座談会 ０円食堂

デコ巻き寿司作り
味噌作り

ハンコ作り

外出介助の会

サロン運営

ベジフェス

防災グッズ作成

のりっこ製造

孫育てグッズ

嵐電パトトレイン

千千屋

子育てアプリ
開発

大人の部活動
シェアカフェ
バー

育児セミナー
プチマルシェ

クリスマス
ライブ

街並み見学会

空堀新聞
認知症カフェ

防災MAP

【広報】
主婦目線での地域の情
報が掲載されていた
り、住民への取材を行
い、地域新聞として発
行している . 地域の情
報が集約されている .

【習い事・サークル】
・料理や子育てなど経
験や生活に直接結びつ
く内容での開催
・趣味となるようなも
のづくりなどの内容で
の開催 【企画】

子供・親子～地域住民
まで時幅広く対象とし
たイベントなどの開催.
テーマは食やハンドメ
イドなど女性に親しみ
やすい内容

【企画】
一時的なお試しの場所
や、知識を深めるため
の取り組み . セミナー
や勉強会もある .

【製造】
調理や裁縫などの技術
を使ってものづくり・
特産品などの食品製造
を行っている .

【運営】
施設・居場所の運営

【支援】
食事や介護などを通し
ての支援・ボランティ
ア活動

カフェ
運営

【指導】
料理やものづくりなど
自分の得意な活動を通
しての体験教室の開催
や講師として参加

図７　各事例の活動内容



活動参加日を余計に増やさないようにしている.［参加

形態における工夫］①子供連れでの参加：未就学児を

連れて出勤・イベントに参加することや、小学生の子

供であれば活動拠点に帰ってくることもある.②役割の

配慮：個人の生活に合わせて取り組みやすい役割を担

うことができる.［家庭事情の把握］高齢者がコアメン

バーとして多い【BL】では高齢者がメンバーとして多

いため、各家庭の事情や各個人の状態を把握している.

［活動参加者に求める姿勢］柔軟な対応によりコアメ

ンバーの活動への参加を考慮しているが、不定期的に

参加する活動メンバーにおいては各々の都合に合わせ

て参加してもらうようにしており、【KS】ではメンバー

の代替が利くようになっている.	

（２）報酬	

［給料型］２事例とも社会に新しい雇用の場を創り出

しているという意識で活動に取り組んでいるため、活

動に対する報酬をメンバーに還元することを重視して

いる.給料を対価として支払うことでメンバーが活動に

対して責任感を持って取り組むことができ、活動の質

を上げることができている.［原価回収型］では３事例

においては作品制作における材料費などが発生してい

るため、材料費・出展費を回収し、自身に還元される

様々な対価を得ようとするもの.［無償型］ボランティ

アとしている.しかし、活動に対して個人が負担する金

額は補填されるようになっている.（表９）	

（３）拠点	

　活動拠点としては①所有型②賃貸型③一時使用型が

ある。活動の展開が屋内で行われる場合には活動拠点

の有無が活動展開のしやすさ、活動展開の多様さに関

わってくる.	

（４）男女の役割	

　活動における女性の強みでは、①共感力：親子向け

イベントなどでは親や子供の気持ちを汲んで接客する

ことができ、また食など身近なテーマで開催されるベ

ジフェスでは主体者と参加者の間で共通の内容ができ

るため話が盛り上がりやすくなっている.②行動力：家

庭の稼ぎ主としてない女性では活動へ取り組みやすく

なっている.③得意分野：子育てなど子供に関する活動

では女性や母親という立場で活動に参加することで、

活動の雰囲気を柔らかくしたり、活動の説得力につな

がっている.④活動以外での効果：女性が集まることで

世間話や悩みを話すことのできる環境が出来上がって

いる.一方で活動の弱みは、力仕事やトラブルの対処な

どにおけるものであるが家族や身近な男性に協力もら

うことで解決している.	

３−４．活動の展開における特性	

　活動多様型ではメンバーや地域の需要は満たしてい

るものの場当たり的に活動が展開されているなど自由

な取り組みとなっている.また、個人の生活に合わせた

柔軟な運営による活動への参加のしやすさに加え、報

酬や家庭以外の活動拠点が得られるといった運営の工

夫によって、女性は楽しみながら地域での活動を展開

していくことができていると考えられる.	

４．地域との関係性	

４-１．活動関係者とその関わり方	

　活動における関係者の関わり方とそのネットワーク

の広がり方を（表１０）に示す.各事例における関係者

を①活動協力者（活動を成り立たせるための協力者）

②活動仲間（共同で取り組んでいるもの）③参加者（活

動にお客さんの立場で参加するもの）に分け、（表１

１）に示す.（１）活動協力者：【MG】の活動のきっか

けとなる幼稚園など、活動のきっかけを紹介してくれ

る機関もしくは広報・補助金での関係である.【SM】で

は設立1年ほどであるため団体の認知度が低く行政から

の支援を受けることができなかったため、活動を広め

ていくことから始めている.展開多様型のような幅広い

活動に取り組むことが、団体の地位の向上につながり、

活動基盤を築くことにもつながっていると考えられる.

（２）活動仲間：住民から企業・施設まで様々な規模

の団体・個人と活動を共に行っている.企業や施設など

ではイベントなどを通じて団体の存在を知りアプロー

チしてくるものや、逆にこちら側から依頼をするもの

もある.一方、個人の手伝いでは活動の簡単な手伝いを

行うボランティアや、パフォーマーや臨床心理学者な

ど様々な分野の人が活動に参加しており、そのきっか

けはイベントの口コミやSNSでの情報、通りすがりに寄っ

てみたなどである.３−２における女性の作る雰囲気が

活動の参加のしやすさにつながっていることや、屋外

や大通りに開けた場所でイベントが開催されているな

ど拠点もしくは開催場所の性質によって認知が増え様々

な活動仲間の獲得につながっていると考えられる.

（３）活動参加者：【IS】【BL】以外では親子を始め

とする地域住人が活動に関わっている.活動への参加は

団体が行う広報から口コミまで様々であるが、【ZS】

が口コミにて開催時間４時間の０円食堂に140人来場す

るようになるなど、女性活動への親子参加が多いこと

から、着眼点による社会や経験で必要だと感じた活動

は地域の需要に当てはまっていると考えられる.（図１

１）より〈自主型〉である【MG】では自立運営を目標

としていることもあり、様々な関係各所と協力して活

報酬形態 給料型 原価回収型 無償型
団体名 BL MG TM VF SM IS KS ZS
金銭報酬 ◎ ◎ ◯ △ △ × × ×
非金銭 × × × ◯ × × × ×
他還元 × × × × × ◯ ◯ ×

表９　各事例における報酬の実態



動が展開されている.それぞれのイベントなどの取り組

みが協力者・参加者と出会える場となっている.	

４−２．日常での関わり	

　活動への参加や関係者は知人による紹介やSNSによる

関係が多い.活動を通して知り合ったメンバーとは私生

活での交流もあり、活動や生活など自分の取り組みに

ついて理解してくれている関係性であるため、話が合

いやすく、普段のママ友とはできない話ができる関係

性が築けている.また、【KS】【IS】では活動自体を特

別なものでなく日常の一部と捉えており、メンバーの

ひとつの楽しみとなっている.	

５.女性活動と家庭の関係性	

５-１．活動に対する構え方	

（１）自身の活動への構え方:子育てがひと段落したタ

イミングで活動に取り組んでいる場合は、家庭との両

立は問題ないとしている.また子育て中での活動におい

ては、まずはやってみないとわからないという考えか

ら、活動に取り組んでいる.コアメンバーにおいては、

活動内容に興味を持ったこと・趣旨に賛同したことに

より活動に参加している.いずれも活動参加におけるハー

ドルは低いとされる.	

（２）家族からの反応とその対策：家族からの反応で

は大半が賛成を示しているが、家族の反応に関わらず

母親という立場で参加している場合には、家庭との両

立において両立のルールを設けて活動に取り組んでい

る.午前中に掃除や洗濯を済ませる、夕食の下ごしらえ

を終わらせるといった工夫や、家事に支障をきたさな

い範囲での参加を心がけるといった意識を持っている.	

５-２．家庭にもたらす効果	

（１）自分への効果：活動を通じて多くの人と繋がる

こと、関係性を構築することができるために［様々な

人脈形成］［同じ立場の理解者］［地域との接点］［視

野の広がり］といった効果を得ることができる.また、

家庭以外での活動場所ができたことによって［楽しみ

の場］［子育て負担の軽減］につながっている.幅広く

柔軟な活動を展開できる女性活動だからこそ可能であ

る［夢の実現］といった効果もみられている.	

（２）家族への効果：主に子供への効果である.イベン

トや多くの人と出会える機会・場所は子供にとって

［楽しみの場］や、多くの大人・子供に出会う機会に

恵まれるため［人に慣れる］ことで誰とでもコミュニ

ケーションを取る術を身につけている.イベントを通じ

て普段はできない特殊な体験ができる［多様な経験］

が可能である点や、子育てや子どもといった視点がイ

ベントの性質や運営の特徴などに反映されていること

から、女性活動は子供の［成長環境］において良い影

響を与えていると考えられる.	

６．結論	

　女性活動には、活動が経験や生活に根ざしているこ

とや生活に合わせた柔軟な運営によって活動に無理せ

ず楽しみながら取り組めること、場当たり的な取り組

みから自由に活動を展開することができることから［生

活基準］［トラブル回避］［自由な展開］［楽しみ］

［続けやすさ］といった特性が挙げられる.これらの

特性による地域の有効性は①自身のために取り組む活

動が地域に、地域のために取り組む活動が自身に対し

ても効果が還元されること、②自由な展開による地域

への波及効果である.また、私生活においては③地域

に広がる活動に取り組むことで家庭以外の活躍の場が

できること④理解し合えるグループ・関係性が構築で

きることである.これらの有効性を持つ女性活動は、

今後の地域社会を支える役割を担うと考えられる.	
参考文献：１）国立社会保障・人口問題研究所　	

http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf

関係 関係各所
事例

MG ZS SM KS VF TM IS BL

協力者

幼稚園・保育園 ◯
ボランティア協会

◯

メディア ◯
地域外行政 ◯

協力者 
仲間

行政 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
農家

◯ ◯

活動仲
間

商店街 ◯ ◯ ◯
企業 ◯ ◯ ◯ ◯
工場 ◯
飲食店 ◯ ◯
本屋 ◯
地域施設 ◯
商業施設 ◯
産業創造センター ◯
防災センター ◯
大学・研究機関 ◯ ◯
ボランティア ◯ ◯ ◯ ◯
パフォーマー ◯
コミュニティデザイナ
ー ◯
高齢者 ◯
地域男性 ◯
子ども食堂 ◯
起業ママ ◯ ◯ ◯
ハンドメイド作家 ◯

参加者

地域住人 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
親子 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ママ友 ◯
他地域活動団体 ◯ ◯
臨床心理士 ◯

表１１　各事例別関係者一覧

幼稚園
PTA 関係者

幼稚園

園長

子育ては親育て
みのりのもり劇場

卒園児
卒園児家族

卒園後も
交流したい

セミナー・演劇大好評

子育ての経験を
演劇に

母親

JOY トーク

ドラリン劇団

みのりのもり
チャレンジ・キッズ

卒園児向け卒園児向けの
活動もしたい

キネマキッチン

商店街

改修

カフェ

特産品

地域資源を生かして
拠点を作りたい

「食」を扱うと
みんな入りやすい

スタッフ

不動産

モデルルーム

商店街活性活動
・大魔神像の設置
・コミュニティ施設の開設

購入

活動の認知

地域を
知れる

¥

地域フリー
ペーパーの発行

嵐電パトトレイン
わらしべの家プロジェクト

……

長屋

移住者用シェアハウス
へ改修

大学生

楽しそう！
やりたい！

広告掲載 費用調達

塗りたい！

協力企業ボランティア

二土の市 昔遊び
教えにくる

参加

行政

助成事業

¥

図１１　MGにおける活動の展開

自主型

MG・ZS・SM
依頼型

KS
内容変化型

VF
行政型

TM
固定型

IS・BL

 

団体

団体

団体

団体

団体

団体

団体

 

活動

主体 行政
他団体

団体

機会

活動

団体

 

団体

活動

活動

活動活動

活動

 

主体団体

 

主体

活動

活動活動
個人地域

個人

団体

表１０　関係図

http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf

