
平成 28 年度 「自治体・企業・NPO による『子育て支援連携事業』全国会議」 

 

事例紹介  

②美容院等を、子育て家庭に身近な相談室に「子育て美容-eki」 
  NPO 法人 わははネット 理事長                               中橋 恵美子  
  香川県健康福祉部子育て支援課 総務・少子化対策グループ 主任主事 
                                                伊与田 龍史  
        

中橋：皆さんこんにちは。よろしくお願いします。 今日は、美容院等を、子育て家庭に身近な相談室に

ということで、今、香川県さんと一緒に取り組んでいます。この事例を報告したいと思います。 
 私、香川県で子育て支援をして、もう 19 年目になります。NPO 法人わははネットの中橋と申します。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 
伊与田：そして、私が香川県健康福祉部子育て支援課の主任主事、伊与田龍史と申します。よろしくお願

いします。 
中橋：  
 私実は、この場に立たせていただくのが、2 年前にも立たせていただいたことがあります。そのときは、

岩手県庁の子育て支援課の方と一緒に事例報告させていただいたんですが、私の方のわははネットの提

案で、香川県のタクシー事業者さんと 11年前に子育てタクシーというのを企画して取り組みまして、今、

北海道から沖縄まで 2,000 人以上の運転手さんが子育てタクシードライバー養成講座というのを受けて

走ってくれているんですけれども、岩手県は、県で採用いただきまして、非常に多く、子供たちの足にな

っていただいているというか、そういったことをしているのです。でも、今日は、ホームグランドの地元

香川県庁と一緒に来られたということで、私も非常にうれしく思っています。 
  
 まずは香川県の説明ですが、皆さんご存じのとおり四国の右上、ご存じかどうか分かりません。よく、

神奈川県と間違えられますが、右上にあります全国で一番面積の狭い県でございます。うちの知事も、日

本一小さい県は、日本一子供に目の行き届く県だということで、「イクケン香川」という、キャッチコピ

ーのもと、子育てしやすい県を今 PR しているところでございます。 
 皆さんと一緒のシンキングタイムをとりたいと思いますけれども、まず、なぜ美容院という店舗さん



と一緒にタッグを組もうと思ったかということでございますけれども、まず香川県という地方都市の中

で、大企業というのはあまり無いというかほとんど無い。小さい店舗しかない。小さい店舗がたくさんあ

るということなので、数が多いということなのです。数の問題ですけれども、香川県と言えばうどん県と

も言われますが、コンビニとうどん屋の数ってどっちが多いと思いますかという問題ですが、これは、コ

ンビニの 1.5 倍ぐらい、うどん屋さんが有るんです。さすが香川県。でも、全国の比較も右に書いていま

すけれども、全国で見ると、コンビニの半分ぐらいのうどん屋さんがどうやらあるようです。 
 では、続けて問題、うどん屋さんと美容院の数って、どっちが多いと思いますかということです。うど

ん屋さんと美容院、何と、約 3 倍以上も美容院の方が多いんです。今回の事業は美容院のみならず、理容

院もあるいは、ネイルサロンでありますとか、少し、子育て中の方向けのマッサージをされていたり、サ

ロンのようなところも含めて呼びかけて、今回開催させていただきましたので、かなりうどん屋さんど

ころじゃない。かなりの数のところを間口になるということです。ちなみに全国で比較しても、コンビニ

より美容院というのは、4 倍ぐらい多いということです。意外だなと感じがするかもしれませんが、ちな

みに、私、地域子育て支援拠点、子育て広場の、NPO 法人子育て広場全国連絡協議会の理事もさせてい

ただいていますけれども、この地域子育て支援拠点、子育て広場とか、子育て支援センターと言われてい

るところ、今日、関係の方も多くいらっしゃると思いますが、全国 7,000 カ所ぐらい、香川県内 90 カ所

ほどです。それと比べると、この美容院の数、こんな多いところが子育ての入り口になってくれれば良い

のではないかということで考えました。 
 なぜ美容院かということの続きですけれども、まず、私たち、この企業さまであるとか、行政の方々と

一緒に事業をするというのは異文化交流みたいなものですから、まずは共通の指標というか数字をとろ

うということでエビデンスをとりました。左側が、子育て中の人たちに聞いたアンケートの調査結果で

す。どのくらいの割合で美容院に行きますかというふうに聞きましたけれども、2～3 カ月に 1 回行って

いる人が 6 割。半年に 1 回以上は行きますという方を合わせると 8 割の方が半年以内には、必ず 1 回行

っているというところです。 
 一方で、美容院等の方々にアンケートをとりました。212 店舗の方々がお答えいただきましたけれど

も、子供さんがいらっしゃるお客さんと、どんな会話をしていますかというふうに聞いたところ保育者

の方からは、こんなことをしてしつけていることとかをいろいろ聞いていますよということなんです。

ここを見ていただきますと、子供がいますという方で、子供の話、家庭の話をしない人というのは、1 割

いないということなので、何がしか美容院等のサロンに行くと、子供に関する会話をされているという

ことが見て取れたわけです。どんなふうに話をしているのだろうかということを、聞いて回りました。 
 この、子育て美容—eki という事業の仕組みは、香川県さんから、私どもわははネットの NPO が委託を

受けまして、どのような研修が必要かということを聞き取りをしました。後でも説明がありますけれど

も、実行委員会を組みまして、美容業の方、あとエステのお店の方、組合の方、美容業の組合の方などに

も加わっていただきました。あるいは大学の先生にも一緒に入っていただいて、実行委員会を開きまし

た。どんな研修が有益なのかということで研修プログラムを組みまして、実際に広く呼びかけて、美容業

とのサロンの方に来ていいただいて研修会をしました。昨年度は 5 回、今年度 2 回実施いたしました。 
 その研修を受けていただいたところを美容—eki というふうなステッカーとか、修了証の盾をお渡しし

て、皆さんにもお客さんにもお知らせしてくださいねということをお伝えしました。 
 このことによりまして、お母さんたち、子育ての方は、美容院さんに信頼して話ができる。美容業の方



は、自信を持って接客できる。もちろん、独身の方も男性の方も、サロンにはいらっしゃいますから、そ

ういう方が自信を持って接客ができるであるとか、あるいは子育てへの理解ができる。さらなる子育て

家庭への支援の工夫なんかも考えていただいているような状態です。 
 実は、昨日も、美容院のこの研修をしてきたばかりですけれども、研修を受けるとなるほどそうですよ

ね、うちにもそんなお客さん、たくさんいるんです。中橋さん、相談なんだけれども、例えば、月に 1 回

でもうちのお店でちょっと受付のコーナーの横を片付けてキッズコーナーをして、こういう日は、美容

院って、癒されに来ますから、毎日、毎日子供が大勢来て、にぎやかだというのは、ちょっと店舗では厳

しいかもしれない。だけれども、月に 1 回か 2 回、どうぞ、この日は遠慮なく子供連れてきてください

というような日を設けたらどうかと、今気が付いたんです。それについては、マットであるとか、ちょっ

とおもちゃの貸し出しであるとか、そういうことをしてくれませんか、なんていうことを、昨日、まさに

言われたところなんですけれども、そういったように、子育ての勉強をすることで、さらに、こういうサ

ービスをやっていきたいなというふうに自ら気が付いていただいているというようなこともあります。 
 この美容—eki の認定のマークは、こんなロゴマークで、こういう楯も一緒にお渡しをしますけれども、

なぜ美容—eki という名称を付けたかというと、ステーションの駅です。皆さんのここに来たら、いろん

な情報であるとか、話を聞いてくれますよというたまり場になる駅というところと、ぱちぱちする、この

美容液です。1 滴で、きれいになりますよという、そういったことをかけて美容—eki というネーミング

を、私の方が付けさせてもらいました。 
 実施に至るまでの、失敗談やつまずいた点でございますけれども、美容院さんと、本当は行政を頼らず

に、行政の資金であるとか、そういうところに頼らずに自分たちでできる方法はないかということで考

えています。なぜならば、私、子育てタクシーを考えたときには、香川県さんは特にバックアップはなか

ったんです。タクシー会社さんと NPO で始めたものですから、美容院でもそういうことができないかな, 

なんていうことを思いましたけれども、美容院の方を聞くと、本当に子供 SOS もそうだし、がん患者の

方は抗がん剤治療でウイッグを作りに行ったりするものですから、そういうがん啓発であったりとか、

認知症の方々の見守りであるとか、いろんなものの研修とか、要請をされて忙しくてたまらないんだと。

これ以上、お金を出してまで協力をすることはできない、なんていうことを言われました。そこで、行政

の資金を利用することにしました。また、ことのほか忙しいということで、本当はもっと研修時間を長

く、これだけのことは知ってほしいというふうな要望をしたんですけれども、そんなに座学で勉強が好

きやったら美容師に、そもそもなってないやろうとか言われて、これは私の言葉じゃないですよ。 

 美容組合の方が、それは確かにそうかもしれないなと思って研修の内容をすごくぎゅっと濃縮して、

そして美容業の方々に役に立つもののプログラムの開発をするというのに非常に検討したというところ

もありますし、また広報が美容院さんにお母さんたちに伝えるのは、私たちパイプがいっぱいあります

けれども、美容業の方々に研修を受けてくださいと呼びかけるツールというのが、なかなか難しいなと

いうところでちょっと難航したというか、いろいろ検討したというようなところはあります。 

 発案のプロセスから実施に至るまでですけれども、まずは、私が美容院さん等とタッグを組んだらど

うかな、ということに気が付いたきっかけというのは、私、美容院に行きます。ネイルサロンに行ったり

もするわけですが、そのときに、私の担当の美容師さんがいろいろ私に子育てのことを聞いてくるんで

す。独身の子ですけれども、何でかなと思ったら、美容師さんが、自分のお客さんに子育て支援のプロが

いるということを他のお客さんに言うと、じゃ、こんな相談聞いておいて、こんなときはどこに行ったら



良いのか教えてもらってとか、いろいろ宿題を与えられると言うんです。その中で、私が来たときに、他

の子育て中のお客さんが、こんなことで悩んでいるって言っていたんだけれどとか、友達作りたいとい

ったらどこに行けば良いですかとか、保育所と幼稚園はどんなふうに違うのですかとか、いろいろ聞い

て来られるんです。美容院で、お母さんたちって、いろんな話をしているのだなというふうに思いまし

た。 

 もう一つ言うと、意外だなと思ったのは、私も上の子供が二十歳過ぎたんですけれども、私のときには

子供が乳幼児の時期っていうのは、美容院に行く時間もない、まして、ネイルなんてっていうふうに思っ

ていましたけれども、美容院さんとか、ネイルサロンの方に聞くと、今お仕事されている方が多いので、

育休中のこの半年なり 1 年間の間に、自分の好きなファッションができるというので、ちょっと派手に

しても構わないし、自分の好きな時間を使い、また、職場に戻ったら、子育てしながら仕事しながらあく

せくするので、今だけ楽しみたいという思いで、本当にゼロ歳児の赤ちゃんを連れてネイルやサロンに

来られるお客さんが多いんだということをおっしゃっていました。 

 さらに言うと、美容院の方に聞くと、非常に丁寧に聞き取りをして、カルテまでとっているんです。カ

ルテと言っても、何色に染めたとか、どんな髪型したというカルテがあるわけですが、その余白に、どう

いう会話をしたかということを、かなりの数の方のサロンの方が記録をされていました。なぜならば、次

に来たときにお話の続きができるからですね。見せてはもらえませんでしたけれども、例えば、どんなこ

とを書いていますかというふうに聞くと、お子さんが不登校気味になって悩んでいるけれども、担任の

先生にこんなことを言われたらしいとか、夫にこんなふうに言われて、子育てのことでもめて腹が立つ

とか、嫁舅問題であるとか、いろんなことをお話されていらっしゃるんです。 

 何で、そんなに美容業の方に心開くのかなと思ったのですが、先ほど、私、松田先生の話ではっと思い

ましたけれども、共視なのですね。タクシーの運転手さんも、子供の話をいろいろ聞くけど、同じ方向を

向いているから、同じものを見ているから話しやすいのかなと。そういう意味で、サロンの方というの

は、お客さんと施術される方が同じ方向を見て話をされるということで、心を開いたり、共有しながらの

時間というのを結構話されているんだな、お話の時間にされているんだなということで、美容院の人が

子育ての入口になってくれたらいいのになあと思いました。 

 思って、常にそれを口にしていました。何とかならんかな、何とかならんかなということで、あちこち

で口にしていました。そうすると、香川県さんが密かにそれを次年度の企画新規事業として検討いただ

いていたようで、ある日、プロポーザルで香川県のホームページを見ていると、入札情報みたいなところ

に出ていました。わははさんに、ってすぐ仕事をくれればいいものを、世の中、なかなかそういうわけに

はいかないみたいでプロポーザルになっておりまして、しかも、どこじゃ、手挙げんかったら良いのにで

すね、いろんな代理店さんが手を挙げてくるみたいなことを言って、一生懸命今までわあわあ言ってい

たことを緻密に企画書にしまして、プレゼンをしまして、そのプレゼン申請を通って、ようやく無事私ど

もの方で実施させていただけるという運びでございます。 

伊与田：先ほど中橋さんのほうから、事業の実施に至るまでの説明をいただきましたが、香川県の立場か

ら申し上げますと、香川県の人口は平成 11 年の約 103 万人をピークに減少を続けておりまして、他の自

治体さんと同じように出生数も減少傾向にあることから少子化対策が課題でありました。 

 その少子化の一つの要因としまして、核家族化や地域のつながりの希薄化、こういったものが進行し

ておりまして子育ての不安や悩みが増している、こういった現状が少子化の一つの要因ではないかと考



えておりました。 

 香川県では、安心して子供を産み育てられる環境づくりのために子育ての悩みに関する相談活動の充

実を図ること。それから、わははネットさんのような子育て支援、NPO さん、企業さん、こういった方々

と連携を図りまして、官民一体となって社会全体で子供と子育て家庭を支援する取り組みを進めるよう、

香川県版の総合戦略にも位置付けをしておりまして推進を進めておるところでございます。 
 そのような状況の中で、わははネットの中橋さんからご提案をいただきました。この美容院等と連携

をして子育て支援の充実を図ること。このことによりまして、香川県の行政だけではカバーできないよ

うなところまで子育て支援の手が届くようになります。 
 また、それから、美容院等に行ったときに子育て中の方がぽろっと言われた悩み、そういったことなん

かも吸い上げることができる、こういったメリットを考えました。そして、香川県の進める取り組みの方

向性とも合致していたことから今回の事業の実施に至りました。 
 なお、この事業に関しましては地域少子化対策強化交付金を活用させていただきまして、予算の確保

ができまして、事業の実施に至りました。 
 先ほど、中橋さんの方からも説明もあったんですけれども、この事業を進めるに当たりましては、香川

県の美容業生活衛生同業組合の理事長さま、それから、美容院のサロンスタッフの方を実行委員会にお

招きしまして、実行委員会形式の会を持ちまして、わははネットさん、そして、事業の委託者である香川

県もこの実行委員会に参加して、この事業の具体的な流れや研修の中身なども相談しながら進めていき

ました。 
中橋：研修のカリキュラムといたしましては、今香川県のお母さんたち、あるいはお父さんの置かれてい

るような状況などをデータでお示ししたり、あるいは具体的なこんなこともあるよなんていうお話をし

たり、それから、香川県は日本一狭いですけれども、それでも地域性がありますので、その地域ごとの状

況でありますとか、それから、子育て支援、どんなものがあるのか、地域子育て支援拠点、子育ての広場

なんかだと、美容院の方も年配の方になりますと、私のときにそんなのなかったのになんていうことも

結構あります。病児保育、病状保育ってこういうものなんですよ。この地域だったら、ここにありますよ、

なんていうことをお知らせしたり。あるいはお話の仕方。お母さんのお話の聞き方、何でも大丈夫と言っ

ても、いかんせん駄目だし、不安をあおってもいけないし、そういうときは、ぜひ、つなぎの役になって

くださいということで、子育て支援、コーディネーターが、この地域だとあそこに居ます。こういう連絡

先です。何かあったら、お母さんのお話を聞きながら、あそこだったら、あそこに行けば友達ができるよ、

ここに行けば話を聞いてくれる人がいるよということで、つないでほしいなというようなことをコンパ

クトにまとめて地域、地域でアレンジをしながら研修をしていき、そしてワークショップをしています。

美容師、サロンの方々も、多店舗の方と、交流するという機会がほとんどないようですので、昨日もやっ

てきましたけれども、非常に良かったというふうな満足度の高い研修になっています。 
 この方は、実は時間があれば映像を見ていただきたかったのですけれども、今日は私が代わりに話し

ます。 
 どのようなお客さんに役に立ててもらいたいですかということですが、子育て中のお客さんが多いの

で、すごく役に立っていますということもそうですが、それだけではなくて、孫育てをされているおばあ

ちゃまとか、あるいは孫の相談だけではなく、嫁との関係みたいなことを聞かれていたり、もっと言う

と、ちょっと良い人いないのみたいなことで、結婚の相談なんかもあるので、香川県では、結婚支援でこ



ういうことを取り組んでいますよと、そっちの情報も頂戴とか、いろんなことに熱心に聞いていただけ

ています。 
 そういうことを知って、うれしかったなというふうに美容業の男性ですけど、すごく熱心な方なんで

す。この方曰く、非常に良い研修だったので、ぜひ、フォローアップもずっと定期的にしてほしい。子育

て情報も更新するだろうから、そういうこともずっと勉強させてもらいたい。なぜなら、本当に最新の情

報をお母さんたちに提供できるからだということで喜んでいただいております。 
 私たち、今回美容業の方々と一緒にやらせてもらって、思いもかけず良かったなと思っているところ

は、店舗さんは、CSR だけではないです。やっぱりもうかって何ぼですので、たくさんお客さんに来て

もらいたいと思っています。ですので、放っておいても、この子育て美容 eki の研修に行って、受講し

て、お母さんにどうぞ来てくださいということを一生懸命 PR されるんです。 
 SNS だったり、お店のブログであったりとか、ホームページであったりとかいうことで、一生懸命 PR
されます。だから、私たち、あるいは県のホームページで美容 eki という事業が始まりましたと言って

も、残念ながら県のホームページを見てくれる人よりも、多分、この子育て美容 eki に加盟してくださっ

ている、今、もう 300 店舗近くになりましたが、この方々が一生懸命熱心に日々あちこちで PR してく

れる。これは双方にとってウィンウィンで非常に良い効果だったなというふうに感じているところです。 
伊与田：やはり、この事業を実施しまして、子育て世代にとって、身近に相談できる場所が増えたことに

よって、子育て中の方の不安や悩みを負担軽減につながる大変有意義な事業ができたと考えております。 
 今後も次代を担う子供たちを安心して産み、健やかに育てることのできる子育て県香川の実現を目指

し、結婚から妊娠、出産を経て、子育てまでの切れ目ない支援につながるよう、当事業を発展させていき

たいと考えております。 
中橋：プラス、美容院の方々がお客さまだけではなくて、自分のところの従業員にも目がいくんです。自

分のところで働いてくれている、これから結婚するスタッフに結婚しやすいように、昨日も、妊娠 6 カ

月の方が来ていましたけれども、子供を育てやすいようにということで、育ボス育成にもつながってい

るなということを非常に感じています。 
 次に今後の課題ですけれども、先ほど申し上げたとおり子育ての情報を日々更新されていますので、

フォローアップというのは、やっぱり欠かせないなというふうに思っています。あるいは子育て中の方々

にせっかく美容業の方々が、この認定マークをとってくれましたから、このお店は良いお店って変です

けれども、こういう研修を受けてくれているお店ですよということを、お知らせしたいんですが、広報を

していくところを、どうしてやっていけば良いかというようなことがあります。 
 なにをしても、やっぱりお金がかかりますので、今後の費用のことをどのように工面していくかとい

うことが一つ大きな課題かなというふうに思っています。 
 最後に、皆さまのところの中に、このように私どものパンフレットと中に 1 枚営業ペーパーを入れて

います。何かと申しますと、先ほど松田先生の話の、子育て活動の性質のマトリックスの中にもありまし

た。企業さん、行政の方々、NPO の方々、地域の方々、お互いに若干土俵が違うようなところがござい

ます。そういったところの、共通の言語でしゃべれるようなノウハウとか。ヒントみたいなことを、私ど

の事例を交えて皆さんのところに呼んでいただければ、お伝えに参りますので、一緒にコラボした方が、

1 足す 1 が 5 にも 10 にもなるということを、私すごく思っていますので、もっともっと全国に広がって

くれれば良いなというふうに思っています。 



 どうもありがとうございました。 
伊与田：ありがとうございました。 

松田：どうもありがとうございました。 

 生活の動線状に、やはり、そういう子育て支援の場を設けるという発想というのは、本当にすごいです

ね。そういうことと、やはり、情報と知識というものが求められていて、美容院をハブにして、そのネッ

トワークを作っていくというのは、本当にアイデアフルなものだと思いました。 

 本当にありがとうございます。 

 


