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見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
Kyodo Magazine Vol.38
2021 September
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核 家 族 化や 地 域 のつながりの 希 薄 化など 、
地 域 での 子 育 ては 厳しさを 増している 。
育 児 不 安 は児 童 虐 待 の 要 因にもなっている 。
そうした 親 の「 孤 育 て 」予 防に 、
妊 娠 初 期 から取り組む 団 体 がある 。
自 治 体 協 働 で 展 開 するその取り組みとは− 。

01-03
駆け抜ける人たち・ 第14回

NPO法人きずなメール・プロジェクト 代表理事

大 島 由 紀 雄 さん
04

今日、
どう?
認 定 N P O 法 人 トリトン・アーツ・ネットワーク
Creative Kids Club 人形町
協ステ大解剖

Vol.14 ビジョンメイキング

02-03

駆け抜ける人たち・第 14 回

妊娠初期からコンテンツ配信
自治体協働で 孤育て を防ぐ
―きずなメールとは、具体的にはどのようなものですか？

子育て中の母親や父親に、LINEやメールで
「安心・つながり・た
のしみ」に継続して届けるコンテンツです。家族の状況に合わせ

NPO法人きずなメール・プロジェクト 代表理事

大 島 由起雄さん

２種類のコンテンツを配信しています。1つは
「マタニティきずな
メール」
で、妊娠4週0日から41週6日までの妊娠期の家族に毎日
配信しています。もう1つは
「子育てきずなメール」
。0歳から2歳ま
での子どもを持つ家族に毎日から2週間に1回の頻度で配信して
います。
―配信内容にきめ細かな配慮がなされていますね。

はい、お腹の中の赤ちゃんの様子や、出産後の子どもの成長
の様子を毎日伝えています。メール内容を夫婦で共有すること
できずなを深めるきっかけを作っています。また、出産の準備や
子どもが泣きやまない時の対処法など、育児不安を軽減するア
ドバイスや、地域の子育て広場や相談窓口などの情報も掲載し
ています。自治体と協働で配信することで地域とつながるきっ
かけとなる情報を提供し、子育て家庭が地域で孤立しないよう
にしています。安心してもらえるようコンテンツ内容も医師や管
理栄養士に監修してもらっています。
―そもそもの始まりは、1冊の本がきっかけだったとか。

その前後、フリーライターだった彼女に、先の本のアイデアを元に

『The Pregnancy Journal』という本との出会いがきっかけでした。

して、オリジナルテキストを書いてもらいました。ブログを書いてい

妻が第一子を妊娠した2003年頃、アメリカ在住の友達がプレゼ

た産婦人科医に監修も依頼。こうして2011年3月にきずなメール

ントしてくれました。読んでみると
「今日は豆粒大です」
「羊水の中

は配信を開始しました。

で回っています」など、お腹の赤ちゃんの成長の様子を毎日紹介

―その後
「孤育て」
を予防するコンテンツに発展しました。

していて面白かった。当時、僕は編集者をしていましたが、日本

マタニティ本との出会いや2児の父として子育てに関わる中、核

にはこうした本はなかった。それでこの内容を日本の妊婦さんに

家族化や地域のつながりの希薄化により
「孤育て」
「産後うつ」
「乳幼児虐待」
などの問題があることを知りました。
「きずなメール」

も届けたいと思ったんです。
その後、ソーシャルベンチャーという考え方と出会い、2010年11月、

は、そうした悩みを抱える子育て中の母親や父親に読んでもらう

妻で仕事のパートナーである松本と団体を設立しました。

ことで、
「情報発信」
「育児不安解消」
「地域とのつながりの醸成」
を一体的に行えるコンテンツに成長しました。妊娠期から毎日配
信すると約530通のメールが届きます。この切れ目なきコミュニ

奈 義 町とは2017年 に
「連
携と協働に関する協定」
を
締結。50 年先を見据え
「地
域で子育てをするまち」
の
実現を協働する。
「なぎっこ
きずなメール」
コンテンツは
住民参加で作成。子育てイ
ベント等にも着手する。

ケーションが信頼を積み上げてつながりとなり、孤立した子育て
を防ぐ。そうした仕組みです。
―現在約30の自治体で配信中ですが、どう導入していったの
ですか。

初導入は文京区でした。2011年に「ソーシャルベンチャー・
パートナーズ東京（SVP東京）」から投資と経営支援を受けた
のですが、支援者の一人が文京区とつながりがあり提案して

Kyodo Magazine Vol.38 2021 September

N PO法人
きずなメール・プロジェクト
子育て中の母親や父親に「安心・つながり・たの
しみ」を継続して届けることで「孤育て」を防ぐ団体。
新しい命の誕生に対し、
社会全体から「おめでとう」
の言葉があふれる世界をめざす。自治体のほか、
医療機関、民間企業、団体とも協力してコンテンツ
を配信。2018 年から子育て中の在日外国人向けに
英語版も配信中。
https://www.kizunamail.com/

P r o f i l e

大島 由起雄（おおしま・ゆきお）
多摩美術大学卒。KKベストセラーズにてエンターテイメント誌の副
編集長を務めた後、WEBの企画制作会社を経て、2010年に「きず
なメール・プロジェクト」設立。

コラム

ビジョンを明確にすることの効果
くれました。国や地域で子ども・子育て支援環境の整備に目
が向き始めた時代でもありました。そうして2013年、委託事業
での配信がスタート。今も
「文京区子育て応援メールマガジ
ン」
として配信しています。
― 子育て支援部署への直接営業以外の実現方法は？

中央区や相模原市は「協働事業提案制度」を活用しました。
中央区では、2014年から健康推進課と協働で配信していま
すが、きっかけは協働ステーション中央にマーケティング相談
に行ったことでした。そこで「中央区協働事業提案制度」への
申請を勧められ挑戦。協働先としてのつながりを得ました。採
択後２年間は協働事業として実施し、現在も委託事業として
「あのねママ/パパメール」
を配信しています。
―興味深いですね。今後も自治体協働を強化する方向ですか？

きずなメール・プロジェクトのビジョン・ミッションは
明確だ。
団体の実現したい未来像を
「ビジョン」
とい
うが、
「新しい命の誕生に対し、
社会全体から
『おめ
でとう』の言葉があふれる世界をめざす」
と定義して
いる。
そのための
「孤育ての予防」
を
「ミッション」
とし
ている。
アプローチ方法は
「コンテンツ配信」
だ。
でもなぜ「おめでとう」
の言葉が溢れる世界をめざす
のか。
「孤育てを予防」
するのか。
インタビューでも触
れたが、
それらの詳細が書かれた団体のホームペー
ジを読んで実感したのは、
ビジョンを明確化すること
の効果だ。
まず、
言語化されているとコンセプトやポ
リシーをより深く理解できる。発信を強化すれば認
知度も高まり、
質の高い支援が得られやすくなるだろ
う。
もちろん組織内にもいい影響を及ぼす。
スタッフ
間で共通の認識・言語が増えていけば、
コミュニケー

基本はそのように考えています。団体では各自治体の担当者

ション力も高まり、
組織としての問題解決力も高まる

を
「自治体協働パートナー」として役割を位置づけ、現在5名

だろう。

が窓口になってくれています。これからも、委託事業であって
も意識は「協働」で、
「テキストメッセージ」という分野で配信の
すそ野を拡げていければと思います。これを発展させる形で、
国の推奨事業になることをめざしていきます。

自治体とNPOが協働し、
地域課題の解決をめざす
場合も、協働パートナーとのビジョン策定や共有が
重要だ。
ともにビジョンを描き、
中長期的な視点で事
業戦略を考え、
協働事業を推進することが必要だ。
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認定NPO法人
トリトン・アーツ・ネットワーク
田中 玲子さん

色んな人に音楽に親しんでほしいーー。
そうした場を地
域につくろうと、
晴海地区で
「第一生命ホール」
を拠点
に活動する当団体。
コンサート開催やバックステージ

今 日 ︑ど う ？

誰もが音楽を楽しめる街に

アートで他者への理解を深める

Creative Kids Club 人形町
高畑 早苗さん

地域で国際理解や多文化共生を体験できるアートワー
クショップを行う当団体は、
外国人の子どもも参加でき
るインクルーシブな場づくりを行っている。
アトリエには
ルールはない。
カラフルな素材や様々な工具で自由に表

なども展開する。区立小学校への出張演奏は、教育
委員会との協働による。
活動歴は20年におよび、
住民
からの寄付やボランティア参加など活動の輪もさらに
広がっている。
「ホールを地域に開いたことで住民との
信頼関係が生まれた。
コロナ禍でもアイディアを出し合
い、
継続できている」
と語る田中さん。
近年は転入者が
増え、
小学校も新設される晴海地区。
変化する街とと
もにこれからも歩み続ける。

アウトリーチで音楽を奏でる人のサポートに！
寄付やサポーターを募集中

協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

近隣の子どもたちが集う。
作品づくりに学校のような

齢者・障がい者施設にプロが出向いて演奏する事業

ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

見学、
楽器体験など、
ホールに親しむ事業のほか、
高

現できるのが魅力だ。
「言葉が通じなくても相手の文化
や価値観を知ることができる。
『こんなやり方もあるん
だ』
と互いの選択肢が増え、
生きやすくなれば」
と高畑
さん。
今年は東京ビエンナーレ2020にも出展した。
近
隣町会との連携も深まり、
町会長のラジオ出演も実現し
た。
「アート鑑賞から街の歴史やコミュニティに興味を抱
く人もいる。
私たちが地域の魅力を発信することで参加
するきっかけになれば」
と意欲的だ。
アート作品に使う材料を探しています
子どもたちの想像力を引き出すのに欠かせない絵具
やビーズ、
布、
紙、
ボタン、
モールなどの寄付を募集。
詳しくは団体まで。
お問合せ:creativekidsclubningyocho@gmail.com

出演料や楽器運搬費などの資金になる寄付や当日
の運営、
広報活動を支えるサポーターなどを募集。
詳しくは団体まで。
お問合せ: https://www.triton-arts.net/ja/

Vol.14

協ステ
大 解 剖！

協働ステーション中央（協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。

団体設立・資金獲得・コロナ禍の事業見直し時にも有効な

「ビジョンメイキング」
団体が実現したい社会像を描くことを
「ビジョンメイキング」
といいます。

理想の未来像
《ビジョン》

実現に必要な達成目標を
ステップ別に整理

社会課題の現状と課題、実現までの道筋を言語化して明確化する議
論を団体内で重ねると、メンバー間で事業方針をより具体的に共有で

STEP3

きるようになり、事業効率が高まります。また、対外的にもビジョンがよ
STEP2

り浸透し、支援や賛同を得たり連携・協働をしやすくなったりするメリッ
トも。
協ステでは、これらの整理をスタッフが継続してサポートしてい

STEP1

ます。オンラインも可。ぜひご利用ください。

予約は、電話〈03-3666-4761〉
か
メール〈info@kyodo-station.jp〉
で受付中
（対応時間：10:00〜19:00 休館日：月曜日、
年末年始、
施設点検日）

発 行：協働ステーション中央
中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア２階
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URL：http://bit.ly/kyodo-station-top

現状

理想に対する実際、現状と
課題を整理
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