
和３年度第６回第１０期国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会 

 

日 時：令和３年 11 月 13 日（土） 午前１０時～正午 

場 所：光公民館 中会議室（オンラインにて実施） 

出席委員：辻，谷垣，山本，工藤，小林，中島，小池，片岡，井原 

事 務 局：坂本，杉野，主代，齊藤，竹枝 

 

事 務 局：おはようございます。事務局でございます。皆さんお待たせして大変申し訳ご

ざいませんでした。あの会議のですね，定数が確保できる参加者が揃いました

ので，よろしくお願いいたします。では会長のほうお願いいたします。 

会  長：はい，それでは皆様，お久しぶりでございます。今日もね，お忙しい中，行楽

日和の中，お集まりいただきましてありがとうございます。 

朝夕ね，すっかりあの気温が下がって過ごしやすい気候になりつつあります

けれど，徐々に加湿器が必要な時期になってまいりました。皆様も体調管理に

どうぞお気をつけください。それでは，あの先ほどようやく定数が確保できた

ということでしたけれども，現在の状況についてご報告願います。事務局お願

いします。 

事 務 局：はい，事務局です。本日の出席委員ただいま７名，欠席委員のご連絡は２名で

す。あと２名の参加の予定ではございますが，現在７名となっております。委

員の過半数の出席がございますので，国分寺市立子ども家庭支援センター運

営協議会設置条例第６条第２項に基づきまして，本協議会が開催できること

を確認しております。また，いつも通りなんですけれども，本日の会議議事録

作成のため録音させていただきますので，ご了承のほうお願いいたします。そ

れでは宜しくお願いいたします。 

会  長：はい，ありがとうございます。それでは，資料につきましては，事前に事務局

からお送りいただいておりますけれども，資料ナンバー21 と 22 が今日の資料

となるというところでございます。また審議事項，式次第，ご覧いただければ，

今日の主なところは報告事項というところでございます。今日の議題は，子ど

も家庭支援センターの事業，令和２年度の実績報告についてということにな

っておりますので，配布資料の確認を含めて事務局の方でお願いいたします。 

事 務 局：はい，事務局になります。まず初めにですね，既にメールでご報告させていた

だいているとこではございますが，前回までの運営協議会でですね，審議いた

だきました，相談支援事業に関する答申についてになります。令和３年９月

29 日付で市長へ提出させていただいたことをまず報告させていただきたいと

思います。こちらの内容を踏まえまして，取り組みについては今回のような実

績報告等の機会を，また次回以降で取らさせていただければと思っておりま

すので，よろしくお願いいたします。 



それでは本日の配布資料の確認をさせていただきます。本日の配布資料は，資

料 21，令和２年度の実績。資料 22 親子ひろばアンケート結果の以上 2 点とな

ります。メールの方でお送りさせて頂いておりますが，お手元に皆さん届いて

いらっしゃいますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい，それでは実績報告

について始めさせていただきたいと思います。本運営協議会は，子ども家庭支

援センターの基本的な活動内容，運営等について，市長の諮問に応じて協議を

行うことが任務となっております。そのため，委員の皆様におかれましては，

子ども家庭支援センターで実施しております各事業の実現状と言うのをご理

解いただくことが審議をしていただくに当たり必要となっておりますので，

このたび，令和 2 年度の各事業の実績の方を報告させていただきます。 

資料 21 をお手元にお願いいたします。 

各担当で実績の方を報告させていただきますのでよろしくお願いいたししま

す。 

では始めさせていただきます。資料 21 をご覧ください。令和 2 年度の実績と

なります。子ども家庭支援センターでは 8 事業がございまして，1 つずつご説

明をさせていただきたいと思います。１つ目が子ども家庭支援センター事業，

となります 1 ページ目をご覧ください。子ども家庭支援センター事業の事業

目的と致しましては相談事業と要保護児童対策地域協議会について，また在

宅サービス基盤整備事業について，地域組織化事業等，これらの事業を行うこ

とで，18 歳未満の子どもと子どもを育てる家庭を支援して，子どもの健やか

な成長及び地域社会の福祉増進を図るという目的に基づいて行っている事業

となります。まず初めに子ども家庭支援センター相談担当の方で行わせてい

ただいている相談事業について，内容をご説明させていただきます。 

まず令和 2 年度の相談として子ども家庭支援センター相談担当で，新たに受

理をさせていただいた件数が a になります。合計 561 件になります。こちら

につきましては，一昨年度，昨年度に比べて少し減っているような現状がござ

います。内訳になりますが，虐待相談が 184 件，養護相談，こちらにつきまし

ては，養育困難という形で主にあの保護者様の方に要因がある，というような

状況の相談になります。こちらについて 265 件。保健相談が 19 件，障害相談

こちらには発達相談等も含まれるんですが，それが 10 件。非行相談という形

で万引きしてしまったりとか，あの火をつけてしまったりというような形の

ご相談が２件。育成相談，こちらは主にあの保護者のかたがお子様の育ちの中

で気になることなどを相談して頂くことになるんですが，そちらが 70 件。今

お伝えさせていただいた相談の中に当てはまらないその他の相談が 11件とい

うような形になりまして，合計 561 件となります。その中で特定妊婦という

のを平成 29年から受理をさせて頂いて継続的に妊娠中から支援させていただ

いているということも始めているところではあるんですが，その特定妊婦の



新規受理件数が７件というような形となっております。 

続きまして，先ほどお伝えさせて頂いた虐待相談 184 件のうち，受付をどこ

からご相談を頂いてこちらの方で受理をしたかというような受付経路の内訳

表が b となっております。まず，ご家族様，親族様という形が 16 件。あと，

近隣知人からご連絡いただいたのが 18 件。お子様自身からいただいたのが１

件。児童相談所から送致というような形でご連絡をいただいて，こちらの方で

対応するというような形が 17 件。福祉事務所，主に生活福祉課から連絡いた

だいたのが５件。健康推進課，母子保健等のところからいただいた件数が 18

件。保健所・医療機関が６件。保育所が５件。幼稚園が１件。民生児童委員さ

んからいただいたのが１件。警察からいただいたのが１件。小中学校からいた

だいたのが 25 件。こちら今お伝えさせていただいた中に当てはまらない，そ

の他という場合が 31 件あるんですが，下に注釈を書かせていただいているん

ですが，その他に当てはまるものは，市の上に書かせていただいた健康推進課

ですとか，生活福祉課以外の部署からいただいたことでしたりとか，あと他の

市町村，市区町村から引っ越してきたというような形でご連絡をいただく場

合。あと，児童福祉施設ですね。幼稚園や保育園以外の児童福祉施設からご連

絡をいただいた場合などが当てはまります。それらが 31 件となります。で，

合計 145 件となるんですが，この 184 件と 145 件でちょっと数が合わないな

と思いになると思われるんですが，現在，統計方法というところを今までと変

更させて頂いておりまして，新規で受理を 184件させていただいたんですが，

そのうち 3 月末までで対応方針を決定させていただいた件数がこちらの合計

数というところに入るという形になります。ですので，184 から 145 を引かせ

ていただいた，39 件はまだ 3 月時点では対応方針が決まっていなかったとい

うような状況になりますので，そうすると受付経路ですとか方針というとこ

ろの件数が出せない状況の統計の仕方をしている関係で 39件はこちらには含

まれていないというような状況になります。続きまして，対応方針が決定して

継続というような形で対応させていただいている市民の方々に対してどのよ

うな支援を行ないましたか，というような内訳がｃとなります。いろんな支援

の仕方をさせていただいているんですが，訪問させて頂いたり，来所していた

だいて面接をさせて頂いたり，また電話やメールなどでご相談に乗らせてい

ただいたりというような形となります。訪問の中でも内訳がありまして，すべ

てそうなんですけど，お子様自身と会わせて頂いたりとか，訪問させて頂いた

り，電話をさせて頂いたりというところが，児童の内訳になります。保護者と

いうところが保護者の方に直接訪問，面接，電話等させていただいた場合とな

ります。それ以外，関係機関と言うのが要保護児童対策地域協議会というよう

な形で継続支援の中でそのご家族の方が関わっている機関ということを関係

機関というような位置づけとさせていただきまして，関係機関とお話しする



ケース会議をさせて頂いて，直接会ってお話し合いをさせて頂いたりとか，こ

ちらの子ども家庭支援センターに来ていただいて，打合せをさせていただく，

あとは電話等で打ち合わせをさせていただく情報提供を頂くというような形

が，その他関係機関というような位置づけとなります。細かな内訳を見ていた

だきますと，訪問のほうは昨年度お子様に対して 666 回行かせていただいて

おります。保護者に対しては 1232 回。また，関係機関とは 2467 回，打ち合わ

せとさせていただいている状況です。来所という形で子ども家庭支援センタ

ー内でお会いさせていただいたのが，お子様については 68 回。保護者の方に

ついては 192 回，関係機関については 216 回という形になります。また，電

話やメール等でご連絡をさせていただいた方につきましては，お子様につい

ては 108 回，保護者につきましては 4300 回，関係機関については 11,316 回

というような形で，支援回数の合計としましては 20,565 回という形になりま

す。こちらは過去３年の最多となっておりまして，お子様の相談というような

件数の受理件数の数は減っているんですが，継続的に関わらせていただいて

いる方々の家庭に対する支援の回数というのは，年々増えているような状況

でございます。続きまして，支援の一環としまして，平成 30 年から，小学校，

中学校や保育園，あと幼稚園などに巡回相談というような形で直接，小学校，

中学校，保育園，幼稚園などに出向かせていただいて，そこの機関の方で家庭

的にもお子様的にも気になる方というのを教えていただいて，見させていた

だいて，ご相談に乗らせていただくというような活動を始めているところで

ございます。ただ，昨年度につきましては，やはり新型コロナの感染症の対策

によって，直接外部の人間が中に入るということがちょっとなかなかできな

かった時期もございまして，できれば直接出向かなければいけないところを

電話に変えてご相談をさせて頂いた回数も含むというような形で報告をさせ

ていただいております。その回数が，小学校，中学校は 26 回，保育園幼稚園

につきましては 54 回というような形になっておりまして，最低１回は各機関

の方に行かせていただいたというような状況となります。 

相談事業に対する説明は以上なんですが，先ほどお伝えさせていただいた，特

定妊婦というのがわかりにくいかなと思いまして今一度説明をさせていただ

きます。特定妊婦というのは，妊娠中にまあ簡単に言えば，妊娠中に支援が必

要な妊婦さんというような位置づけとなっておりまして，うちの方では健康

推進課のほうで，ゆりかご国分寺という事業で妊娠中に全数面接をしていた

だいて，例えば，お母様自身が疾病を抱えているとか，あとお父様からの暴力

で悩んでいるとか，まあ家族関係で悩まれているということで，出産に対して

すごく心配があったりとか，出産後の生活に対して不安があるというような

妊婦さんに対して特定妊婦というような形で受理をさせて頂いて，対応させ

ていただいているというような位置づけとなっております。 



続きまして（２）の要保護児童対策地域協議会について説明をさせて頂きま

す。ページをめくりください。こちらに書かせていただいている通り要保護児

童対策地域協議会というのは，児童虐待や疑い，また養育困難の家庭に対して

庁内関係部署及び関係機関の協力を得て，ネットワークを形成しているよう

な協議会となります。で，その児童に適した支援を行わせていただいていると

ころになります。近年の状況としましては，個別ケース検討会議の参加機関，

家族のかたが関わっている関係機関というのがとても多くなっている状況に

なっておりまして，その関係機関が一同にこの要保護児童対策地域協議会で

会うことができまして，ケースに合わせた細やかな支援を会議で検討するこ

とができているという状況です。 

この要保護児童対策地域協議会は 3層構造になっておりまして，代表者会議，

実務者会議，個別ケース検討会議と言う，三層となっている状況です。代表者

会議と言うのを例年，年一回行わせて頂いておりまして，その前の年の相談実

績の報告をさせて頂いたり，活動状況の方を報告させていただいたりしてお

ります。 

また，その会議に出ていただいている関係機関から，児童虐待防止に対してど

のような取り組みをしていただいているのかというのを報告をしていただい

て，理解を深めているというような会議となっております。昨年度につきまし

ては，コロナ禍ということで書面開催とさせて頂いております。同じく実務者

会議と言うのも年一回，こちらはですね，実務者会議が定例会というものと進

行管理部会というところで２種類に分けさせていただいているんですが，定

例会につきましては，代表者会議と報告内容については同じとなっておりま

して，その昨年前の年の相談の実績でしたり，活動状況を報告させていただい

ているというような会となっております。 

こちらも昨年度は書面開催とさせて頂いておりますえ同じく実務者会議の中

で進行管理部会というのを持たせていただいております。こちらにはアドバ

イザーとして片岡先生にもご参加いただいているところではございますが，

分科会を２つに分けさせていただいて，先ほどご説明させて頂いた特定妊婦

とあと，小学校に上がる前のお子さんですね，未就学児の方々に対してとこち

らで継続的に関わらせていただいている方々の全ケースについて，子ども家

庭支援センターの進行管理状況をご説明させていただいて，皆さんからご意

見を頂くというような会となっておりまして，特定妊婦，未就学児が昨年度は

年２回，小学校上がった以降ですね，小中，高校生の 18 歳未満のお子さん方

の就学児分科会（就学児の字が間違っております。申し訳ございません。児童

の児に変更お願いいたします。）が年２回という形で行わせていただいており

ます。例年，あの特定妊婦・未就学児分科会は年３回行わせていただいている

んですが，コロナ禍で１回減らして行っているような状況となっております。 



また，先ほども説明させて頂いた 1 つの家庭に対して個別ケースというよう

な形で，その関係機関の方々に集まっていただいて検討している会議，という

のを個別ケース検討会議と呼ばせていただいているんですが，そちらにつき

ましては，昨年度は年 56 回行わせていただいております。参加機関も増えて

いるんですが，回数自体も昨年度コロナ禍でもここ数年では 1 番多い回数の

会議を開催させていただいております。 

内容としましては情報共有ですとか，あとは皆様が同じ方向を向いて同じ支

援ができるような形で方針の方を確認させていただいたり，その方針に向か

って，どの機関がどの役割をすればいいのかというような役割分担を決定さ

せていただいているような状況です。 

（記載がずれてしまっておりまして，①・②・③の下に③となってしまてその

他のところは④に変更いただければと思います。大変申し訳ございません。） 

このような形で要保護児童対策地域協議会の協議会として，市民の安全とい

うところを第 1 に会議で皆さんと共有させていただいているところでござい

ます。続きまして（３）在宅サービス基盤整備事業，というちょっと聞きなれ

ないものかと思うんですが，そちらにつきましては主に事業内容としまして

は地域住民の方々に対して養育家庭という制度がありまして，そちらの普及

という活動をさせていただいております。養育家庭というのは，様々な事情で

親と一緒に生活をできない子どもを家庭に迎え入れて 1 定期間養育するとい

う東京都独自の制度となっております。そういった家庭のご協力を頂ける養

育家庭という制度を皆さんに知っていただいて，実際に養育家庭になって頂

ける家庭を増やして行きたいというところで，年一回養育家庭体験発表会と

いうのを行わせていただいているところです。ただ，昨年度につきましては，

やはりコロナ禍ということで，そういった発表会で人に集まっていただくと

いうのが難しい，というこちらの判断により代替えとして市の広報番組であ

る国分寺ぶんぶんチャンネルというのがあるんですが，ジェイコムや市のホ

ームページで 15 分程度の番組で放映するような機会なんですが，そちらにつ

きまして昨年度は養育家庭制度を紹介する番組をさせていただきました。 

また，今年度のお知らせの方を今回皆様に配布資料の中に入れさせていただ

いておりまして，令和３年度につきましては，養育家庭体験発表会を行わせて

いただきたいと思っております。こちらのチラシをご覧頂ければと思うんで

すが，お日にち的には今年度 12 月４日土曜日の午後のお時間で，実際に養育

家庭としてお子様を育てていらっしゃる当事者の方に体験談という形で発表

していただいて，どんな所のも楽しさとか嬉しさとかがありますよとか，あと

まあこういったようなお金の補助が出ますよというような具体的な制度の説

明を東京都からさせて頂くということで，小平児童相談所と共催で，12 月４

日午後に行わせていただきたいと思っているところです。 



 

続きまして，地域組織化事業になります。地域組織化事業といういいますの

は，子育てグループ等地域グループの活動支援，ボランティアの育成ボランテ

ィアに関する情報提供や，地域の福祉ニーズの調査研究を行うのが地域組織

化事業となっております。そちらの方の取り組みになります。 

まずですね，国分寺子ども子育て支援円卓会議の実施となります。こちらにつ

きましては，国分寺市内の子育てに関する事業及び活動を実施する団体及び

個人，その活動に関心を持つ団体や個人，あとは行政ですね市の関係機関，教

育委員会の関係機関のスタッフが集まって，それぞれの事業を情報交換する

場，となります。 

こちらの方を開催しまして地域支援ネットワークづくりを行っております。

で円卓会議の実施につきましては，国分寺子育て支援事業連絡協議会と共同

で実施している状況になります。昨年度は，コロナの影響もありまして途中か

らウェブ会議ウェブを使って会場に集まれない部分をウェブで対応したとい

うこともありまして，一回はちょっと中止になってしまったんですけれども，

毎月一回，だいたい行っております。 

で，昨年度の実績については 11 回延べ参加数については 506 人となります。

その他にですね，こっこっこだよりの発行としまして 7 月１日，市報の折込

としまして市内の子ども子育てに関する事業活動，ひろばとか親子が遊びに

行けるような事業とかですね，場所のご紹介をしたものとなります。こちらに

ついて年１回発行しております。 

また，活動場所の提供になります。子ども家庭支援センターのプレハブのお部

屋を開放してですね，小学生からですね 18 歳以上のお子様がですね過ごせる

場所を提供しております。また，あのコロナの影響もございましたので，子ど

も家庭支援センターの２階活動室についてはですね，場所の提供の方は休止

させていただいております。たまりばっ‼につきましては利用延べ人数年間で

ですね，122 回というか，122 人となります。昨年度につきましてはたまりば

っ‼！ほうですね利用者さんの方はですね 1 番多いあの月数というのが，8 月

がやっぱり夏休みが 1 番ですね利用が多かったということになります。続い

て広報活動になります。 

市報やホームページ，twitter と活用して相談事業や行事の広報を行っており

ます。 

昨年度につきましては，国分寺市立子ども家庭支援センターの広報としまし

て，子ども家庭支援センターぶんちっちだよりというのを年に一回発行して

おります。5000 部発行しておりまして，幼稚園，保育園，学校，その他の公

共機関に配架配布をさせていただいているものとなります。 

また，子ども家庭支援センター内に，親子ひろばがございますのでこちらにつ



きましては開催をしていました。月 10 回，４月，５月についてはコロナのた

めですね活動を休止させていただいておりましたので，年 10 回，1300 枚をそ

れぞれの月で発刊させていただいて，市役所の窓口とかそれぞれの他の市内

に 22 カ所ございますけれども，それ以外のですね，親子ひろばなどに置いて

いただいて親子ひろばの利用を促進したというものになります。 

国分寺市立こども家庭支援センター運営協議会につきましては，本日皆様が

出ていただいている会議となります。こちらについての昨年度の実績がご覧

の通りとなっております。ここまでが子ども家庭支援センター事業に関する

令和２年度の実績となります。 

会  長：はい，ありがとうございます。実績報告が 7 項目にわたっておりますので，各

項目ごとに分けてご質問を頂きたいと思っております。1 番分量の多いのが，

あの子ども家庭支援センター事業ということで多岐にわたっておりましたけ

れども，皆様方からのご質問があれば，事務局からお答えをする形になります

が，いかがでしょうか？ 

副 会 長：いくつかよろしいでしょうか？数字的なものもあるので，わかればという限

りで，まずはじめのその虐待相談，これ入ってきているまあ 184 件のうち，児

相さんからきたのは 17 という数字があるんですが，逆にこの子家センで受け

た虐待相談のうち，児童相談所の方に通報というか協力を求めた，重篤なケー

スというのはどのぐらいあるかっていうのはおわかりになりますか？ 

事 務 局：はいすみません。すぐに手元に資料がないんですが，昨年度につきましてはい

ろんな方法が児童相談所の方に援助を求めるという形で，援助の依頼をさせ

て頂いたり，あと送致という形でお子様の保護を求めたりというような形が

あるんですが，ここ数年，年間３～４件くらいという印象です。 

副 会 長：ありがとうございます。続けてほかの質問もしてしまって大丈夫ですか？養

育，養護相談と言うんですか？養育困難が多いという話でしたが，やはりこれ

は，お父さん，お母さんその他というような形の相談，誰がしてくるかという

ことで言うと，やはり母親というところがもうほとんど多いというような感

じでしょうか？ 

事 務 局：すみません，養護相談の説明が少し不足していたかなと思うんですが，養育困

難というような形で直接的に保護者の方から相談を受けるという場合は，あ

のこの養育困難の中に育児支援ヘルパーとかショートステイっていうような

サービス希望の方も入っているのが統計上状況としてありまして。それが年

間，後ほどご説明させて頂くんですが，昨年度は 98 人の方から申し込みをし

ていただいたという状況なので，そちらについては主に妊婦さんですね，保護

者のお母様のほうからご申請を受けるということが多いんですが，それ以外

につきましては，やはり関係機関からこういったような支援の必要な家庭が

いるので，一緒に支援をしていただきたいというようなご依頼を頂いて，養護



相談という形で受理をさせて頂いて支援に当たらせていただくというのが実

数としては多いという状況です。 

副 会 長：ありがとうございます。そうすると家族，その困っている本人から相談が入る

というケースについて聞くと，やはりそれは父親より母親の方が多いと言う

現状は確認させていただくような形になるんですけど，多いんでしょうか？ 

事 務 局：そうですね。実際，困っています，支援をしていただきたいというように，ご

相談を頂ける方につきましては，印象としてはやっぱり父親の方より母親の

方のほうがなんとなく多いという状況です。 

副 会 長：なんとなく私も要対協なんかに出させていただくと，やはりあのお母さんか

ら入ってくるとか，お母さんの養育困難という形で入ってくるのが多いのか

なと思っていると，やっぱりその父親，母親のその育児の分担というのが，ま

だ少し偏っているのかななんていうような課題を感じているところです。あ

とすみません，ちょっと細かいところで，継続支援の支援方法のところで，そ

の他でメール等とあるんですが，実際に，メールのほかに，例えばその本人と

line を使ってやりとりをするとか，ショートメールを使ってやり取りをする

とか，そのツールはメール等のほかに等というところで，メール以外に何か活

用されているものはあるんですか？ 

事 務 局：はい，事務局です。実際，耳が聞こえない方ですとか，あとお母様自身が電話

に対してすごく拒否感が強い方につきまして，最終手段というような状況で，

Ｗｅｂ子ども家庭支援センターのメールアドレスにメールをいただいて，そ

こで，日程の調整だとかっていうやりとりをさせていただいているというこ

とで，今委員の方がおっしゃったあのショートメールですとか，line ってい

うようなツールは今のところないという現状です。 

副 会 長：なるほど，わかりました。すいません１点，在宅サービスの方のお話の中で，

養育家庭体験発表会があるというご案内をいただいたところなんですが，恐

らくこれは小平児相管轄の数字としてね，その中での養育家庭の状況という

ことになると思うんですが，国分寺市内に養育家庭で子どもを預かってる養

育家庭がいくつあるかというのは，把握はされているんでしょうか？また，そ

の数について教えていただければ。 

事 務 局：はい，年２回こちらの養育家庭の状況というのを児童相談所さんと情報交換

をさせて頂くという場がございまして，そちらで情報共有をさせていただい

ております。実際に登録をしていただいている方というところで，ちょっと個

人情報の関係で，実際，今現在お子様を何人というところではなく，登録して

いただいている家庭が６件，６家庭というようなところだけご説明させてい

ただきます。 

副 会 長：はい，ありがとうございます。わたくしからはひとまず質問，以上になります。 

会  長：はい，ありがとうございます。委員２名にもご参加頂きまして，ありがとうご



ざいます。今，資料 21 の 1 番目の子ども家庭支援センター事業について，概

況を事務局からご報告を頂いて，それについて質疑があればというところで

進んでおります。 

質問等ございましたらご発言いただければと思います。 

はい，私からも１点よろしいですか？あのおそらく，この統計資料って福祉行

政報告例かなんかに準拠してまとめられているんだと思うんですけども，基

本やっぱ延べ数なんですよね，あの報告例。特に継続的支援を要する児童と

か，あるいは要対協の個別ケース検討会議とかも個別数がなかなか見えてこ

ないので，まあケースによって濃淡あって濃密に関わるケースも，あるいはそ

こまでしなくてもいいケースとあろうかと思いますけれども，実際どれくら

い年間で継続的にケースとして抱えておられるのかというのは，教えていた

だくことは可能でしょうか？ 

事 務 局：はい，先ほどご説明させて頂いた要保護児童対策地域協議会の代表者会議実

務者会議定例会にてご報告をさせていただいている数となるんですが，支援

児童数という形で，一年のうちに２回，受理をさせて頂いてっていう形につい

てはやはり延べ数となってしまうんですが，現状と致しましては昨年度，令和

２年度で支援をさせていただいた児童数につきましては要保護児童ですね，

主に虐待という形で受理をさせて頂いて，継続支援をさせていただいている

児童数が 195 件で要支援児童というような形で支援をさせて頂いた延べ数が

409 件というような形になっておりまして，ここ３年で年々増加しているとい

う現状がございます。 

会  長：はい，ありがとうございます。おそらく複数年かかって支援を継続されている

ことだと思いますので，そんなに簡単に減っていかないというか，高止まりを

するような状況になるかなとは思いますけれども。できればそういう，実数が

わかるような報告を頂けると助かるかなというふうに思います。 

これは次回以降をお願いできればというところで，その他 1 番の子ども家庭

支援センター事業について，ご質問等はいかがでしょうか？ 

委  員：いいでしょうか？ 

会  長：はい。お願いいたします。 

委  員：（１）のｄの小中学校，保育所と幼稚園の巡回相談のところについてなんです

けど，その具体的にこの巡回相談というのは，お子様であったり，保護者の方

に対して行っているのか，教職だったり，教職員だったり，その職員側に対し

て行っているのかというところです。具体的な雑談がちょっと見えてこなか

ったので，もう少しそこご説明いただければと思います。お願いします。 

事 務 局：はい，事務局です。すみません。説明が不足しておりまして。巡回相談という

形で，小学校，中学校に行かせていただいている場合は，主に民生委員さんと

の協議会ですとか，あと学校さんのほうに直接出向いてお話を聞かせていた



だくという数を入れさせて頂いておりまして，こちらにつきましては，実際，

学校の先生から情報を頂いて，で，気になる生徒さんにつきましては，この巡

回相談ではなく，後日こちらの方から出向かせていただいて，お話を聞かせて

いただいたり，授業の様子を観察させていただいたりっていうような形とな

ります。一方，保育園や幼稚園の巡回相談につきましては，実際，園長先生や

担任の先生からお話を聞かせていただいて，その場所にあのお子様方もいら

っしゃるので，直接お子様を見させていただいて，お話を聞かせていただきな

がら，まあ時にはアドバイスを園長先生や担任の先生にさせて頂くというよ

うな活動をさせていただいている状況です。以上です。 

委員：ありがとうございます。今のところで，もう 1 点，後日その個別に繋がったケ

ースというのは，実際どれくらい件数としてあるのかって分かりますか？ 

事 務 局：学校の方が後日繋がった件数というのは多い状況なんですが，あの少しリン

クするんですが，例えば虐待というような形で学校さんのほうから受付をい

ただいたのが一昨年度まだ対応方針決定したケースについては 25件あるんで

すが，巡回相談とは別に，こちらの方に学校さんから連絡をいただいた方につ

きましては，必ず学校に出向かせていただいて，お子様とはお会いさせていた

だくというところが，必須としてさせていただいております。 

一方この巡回というのはどちらかというと，もう子ども家庭支援センターで

既に支援をさせていただいている方の確認ですとかっていうところが主な大

きなところが多くて，新たにというところでいただく件数がそれほど多くな

い現状があるので，この巡回相談から直接的に支援に結びついたという事例

はほとんどないのが現状ではございます。以上です。 

委員：ありがとうございます。 

会  長：はい，ありがとうございます。それでは委員お願いします。 

委員：はい，ありがとうございます。相談事業数，新規受理件数はあの少し減ってい

て，継続支援に繋がった継続支援の数はすごく増えている過去 3 年で最多と

いうことでお話を伺ったんですけれども，コロナの影響もあって，例えば学校

に行かない時期があったりとか，いろんなところに集まったりすることがな

いので，親以外のところからの相談数が減ってのこの件数になっているのか，

でも，この中の中で虐待が増えていると言われているので，一回関わったケー

スについてはすごく濃密に関わらなきゃいけないから，この数が増えている

のか，その辺の分析が少しわかればうれしいなあと思ったんですけれどもい

かがでしょうか？ 

事 務 局：はい。事務局です。相談担当の分析としましては，虐待相談というのは，ニュ

ースなどで確かに増えているというような報道がされているところなんです

が，国分寺市の状況としては一昨年度，昨年度に比べては減っているというの

が実情としてあります。昨年度，学校が休校している時期，４月，５月につき



ましては，実は１件も通告ありませんでした。なので，関係機関の方がええと

その在席をしている児童さん，お子様の方を把握していただいて，ご連絡頂い

ているというところにすごくご協力いただいているというのを改めて実感し

たような状況です。 

ただ，４月５月，それ以降に関して，テレワークで家に普段は仕事場に出かけ

ていないけれど，テレワークという形で家に居る中で，お子様方も休校で家に

いらっしゃるというような状況なので，あの普段気づかなかった声が気にな

りますということで，通告をいただいた件数も実は数件あります。なので，そ

ういった意味では，普段との環境の違いで虐待に発展した事例もあるのかな

というふうに思っているところです。で，先ほど委員もおっしゃっていただい

たように，継続的にずっと関わっているケースというのが，やはり年々増えて

いるので，そういった関わっている家庭については新規受理という形では，件

数を落とさないので，関わり続けていることで，少し虐待通告というのを減っ

ているというのが，願いたいなという気持ちはあるところですが，分析という

ところにまではまだ至っていないという状況です。以上です。 

委員：ありがとうございます。 

会  長：はい，ありがとうございます。委員お願いします。 

委員：今のご説明に関係してということになるかもしれないんですけれども，その継

続ケースが多いことが虐待の減少につながっているとてもいいお話であると

感じた一方でその継続する必要性がそのケースの抱える問題が複合化してい

て，非常に困難なケースが増えてきているということによるものなのか，ある

いは，例えばその対応がなかなかうまくいかなくて，長引いてしまっていると

いう状況なのか，その辺りの所はいかがでしょうか？また，継続ケースの中

で，中断ケース，ドロップアウトのケースもあるのかどうかということも，も

し差し支えなければきたいと思います以上です。 

事 務 局：はい，事務局です。支援が長引いているというよりも，例えばお母様，お父様

の疾病ですとか，金銭状況っていうところに関して，やはり支援していても変

えられないというか変わらないというような状況で長くなっているというよ

りも，やはりいろいろな問題がどんどんどんどん増えていくというんですか

ね，1 番最初は保護者の方の疾病だったのが，お子様の発達問題ですとかって

いうところで，どんどんどんどん，いろんな問題が出てくるというような状況

もありますし，それによって関係機関も増えてきて，いろんな目が入るという

ような状況なんですが，かといってお母様が完全に治るとかお子様の発達が

完全に改善するというわけではないので，長く見守る必要性があるというよ

うな家庭が増えているというような印象はあるかなと思います。 

なので定期的な会議の必要性だったりというところは必要かなというふうに

思っています。 



一方で委員のおっしゃったドロップアウトというか，やはりなかなか関係が

保護者の方，お子様と取れない拒否が強いという家庭も居ない訳では御座い

ません。ただ，関係機関の方にすごくご協力をいただいて，なんとかつなげて

いただいて会いたいというようなところで繋いでいただいている家庭も多数

あるというような状況です。そういった意味では，かなり関係機関との連携は

すごく密になってきているなという印象です。 

ただ，その中でもどうしてもやはり会えませんという中でお子様が，虐待が酷

くなってしまいましたというところで，所属機関に協力させていただいて，お

子様には会えるので，何とかお子様から話を聞いて，やはり最終的には児童相

談所の方に送致を依頼したというようなケースもありますという現状です。

以上です。 

会  長：はい，ありがとうございます。それではその他いかがでしょうか？委員ござい

ますか。 

委員：はい，保育園関係で２つ教えてください。1 番の b の虐待相談のところで，受

付経路の話なんですけど，過去，保育所の割合がもうちょっと多かったような

記憶があるんですけど，今回減ってるのがいいことなのかわかんないんです

けど，変動になったの理由があれば教えてほしいのと，もう一つは下の方の３

番の親子ひろばの話で，ｂの相談のべ件数っていうので，幼稚園保育園のとこ

ろ 148 件出てるんですけど，どういうご相談の内容が多かったでしょうか？

というのを聞きたいなというところです。 

事 務 局：２件目についてはこれから説明をさせていただくところなので，後ほど。 

はい，一つ目の受付経路につきましては，確かに令和元年度につきまして，通

告は 24件いただいておりましてで，昨年度は５件という形になっております。

ただ保育園の方には巡回でも回らせて頂いておりますし，密な連携を取らせ

ていただいているところですので，一昨年度ご連絡をいただいた方々，未だに

こちらの方として支援を継続させていただいているというところも御座いま

すので，やはり年度によって波があるというところは通告としてはあるのか

なというふうに思っておりまして，保育園さんとの連携が薄くなったから，こ

ちらの方にご相談いただいた件数が減ったというわけではないと考えており

ます。以上です。 

委員：はい，ありがとうございます。そうするとまあ接点減ってないけど，数が減っ

たって事はよくなったというか。報告としては少なかったですってことです

よね。いいのか悪いのかというのは別に評価しなくてもいいんですけど。 

あとは先生たちとちょっと話した時に，コロナで，やっぱり先生たちもかなり

保護者との接点は減って，こういう問題に対してもなかなか情報得にくくな

ったっていうことは言ったので，いろいろかもしていただいてるってことな

んで，引き続きよろしくお願いしますということではい。ありがとうございま



す。 

会  長：はい，私も保育園に迎えに行くと，あの玄関先で終わりみたいな。そういう中

に入れないみたいな状況が続いてますからね。なかなか関係が今までと違っ

た関係になってきているのかなと思います。 

委員：はい。あの特に保育園で出ちゃったりすると，なんかより厳しくなって一気に

接点減ってみたいなで一応，期間が経つと，またもう少し入っていいですよみ

たいなのがありますけど。そうですね。そこは引き続きというところなんでし

ょう。はい，ありがとうございます。 

会  長：はい，それはその他いかがでしょうか？ 

副 会 長：すみません，ちょっと意見にも終わってしまうようなことなんですが１点い

いでしょうか。 

個別ケースなんかを聞いたりする中で，なるべく一般化して，先ほど系列継続

的なケースがなかなかあの終わらないということに関して，まず 1 つやはり

養育者の方に精神的な疾患がある場合というものが多いなという印象を受け

ていて，やはりそういう意味でなかなかそこのところの改善の見込みがない

と，サポート側の目が離せないというのが 1 つ。 

あとやはり少なからず夫婦間の DV の問題が，虐待のベースにあるという家庭

も少なくないと言う意味では，やはりそこの夫婦間の DV の問題が根本的に解

消されない以上は，やはり子家センの方の関わりはなかなか解決したという

ことで切りにくいと言う現状があるのかなというふうに思ってます。 

あと２点目，コロナとの関係で減少したということについて，前年度のご報告

の中でのことではないんですが，緊急事態宣言がこの前解除された後に特に

DV 相談なんかぐわっと件数が増えているというお話をお聞きしました。そん

なことをお聞きすると，やはり緊急事態とで家にこもっている家族がそこに

密集しているということで，家のなかの相談は出にくくなっていたっていう

現状はやはりあったんだろうというふうに，推測は前年度についてもできる

のではないかと言う風に考えています。はい，以上です。 

会  長：はい，ありがとうございます。それは次に行ってよろしいでしょうか？ 

それでは２番のいじめ虐待防止と事務事業というところでご報告をお願いい

たします。 

事 務 局：はい，事務局です。では，いじめ，虐待防止と事務事業について説明をさせて

頂きます。 

こちらの事業は国分寺市子どもいじめ虐待防止条例というのを設置させて頂

いておりまして，そちらに基づきまして啓発活動や具体的な相談手段である

子ども専用相談電話の広報を行うことで，お子様自身や市民のかたがいじめ

児童虐待防止について正しく理解をしていただいて，いじめ児童虐待の早期

発見，未然防止を図る，というような概要となっております。 



（1）の子ども専用相談電話についてご説明をさせていただきます。子ども家

庭支援センター内に，通常の回線とは別に，子ども専用相談電話の回線を引い

ております。そちらの相談で 18 歳未満のお子様を対象に相談を実施している

というような状況でございます。昨年度につきましては，電話相談を頂いた件

数が 24 件となります。一昨年度からフリーアクセスというような形で，市内

の場所からお電話をいただいた場合は，携帯でも公衆電話でも一般電話でも

無料でお話いただけるというような形でご相談いただいた件数が 9 件という

形になります。こちらの専用相談電話のための広報というのを２つ行わせて

頂いております。 

そちらがｂになります。子ども専用相談電話の広報とカードの配布をさせて

いただいておりまして，年一回，市内全ての小中学校を訪問して子ども専用相

談電話周知のためのこそでんカードを配布させていただいております。 

主に朝とか昼休みの時間に放送で子ども専用相談電話の広報を実施しており

ます。で，こちらの配布枚数はイコール市内の小中学校生の数と確認しており

まして 8,039 枚昨年は配布させていただきました。同時に，小学校，中学校の

一年生に対してこそでんカードと共にリーフレットというような形で，子ど

もに対する虐待いじめ差別の防止リーフレットという形で，今画面に出てい

るのは今年のものになるので，ちょっと別のものなんですが，漫画形式で，児

童虐待の方をでこういう事なんだよって，皆さん相談してくださいねってい

うような，周知のためのリーフレットを配布させていただきました。 

で，こちらも市内の小中学校の各一年生数イコール配布枚数となっておりま

して，昨年度は 1789 部配布させていただいております。また，講演会の方も

実施させていただいております。２つ行っておりまして，子どもいじめ虐待防

止条例市民講演会と，心理事業という２つの方を行わせていただいておりま

す。 

市民講演会につきましては，昨年度はやはりコロナ禍ということで人が集ま

るということを控えさせていただいた結果，代替えとして市の広報番組であ

る国分寺市ぶんぶんチャンネルで主にお子様に対して，あなたたちは支援が

してもらえるよ，手をあげてね，声をあげてね，きっとあなた達は将来大丈夫

だよというようなメッセージを，昨年度につきましては，弁護士と養護教諭の

２名の先生にご出演いただきまして，番組を放映させていただきました。 

また，子育て支援講座というのも先ほどお伝えさせて頂いた心理事業の方も

させていただいておりまして，例年，年２回行わせていただくところを１回は

中止とさせていただいております。 

で，１回実施させていただいたのがテーマとしまして，「キラッと子育てペア

レントトレーニングで学ぶ子育てのコツ」というような形で，講座とグループ

ワーク形式で行わせていただいている講座を，昨年度はなかなかやはりグル



ープワークは難しいというところで，主に講座メインで行わせていただいて

おります。 

10 月３日，本多公民館で行わせていただいて，14 名の方の参加をいただいて

いるという状況です。説明は以上になります。 

会  長：はい，ありがとうございます。それでは，この２のいじめ虐待防止と事務事業

につきまして，ご質問等ございましたらお願いをいたします。 

よろしいですか？私から１点，あのこそでんの相談件数で 24 件とありました

けれども，この内の１件がさっきの虐待のご本人のものなのかリンクしてる

のかなっていうのが一点と，いじめ関係であれば，教育委員会とかと連携と

か，あるいは，対応をお願いするとか，そういうことになろうかと思いますけ

れども，この受付た後ってどういうふうにフローとしては流れているかなと

いうのを教えていただければと思います。 

事 務 局：はい，ありがとうございます。事務局です。 

この児童相談の 1 件とはリンクはしていません。別のお子さんです。で，電話

で相談をいただきまして，ほとんどの方はその一回の相談ですっきりしまし

たとか聞いてもらえてよかったですというような形で，お名前も仰らず，今，

自分がどういった所属で何年生でっていうところをおっしゃらない方の方が

まあまあ多くて，あの相談状況によって，私どものほうでまあ何歳ぐらいかな

ということで内訳を決めさせていただいているところが多いかなという印象

です。 

ただ，一方で，自分はどの学校の何年生何組でこんなことが起きたと言うよう

な形で，詳しく説明をいただいて，ご相談を頂けるお子様もおりまして，そう

いった場合は，あの担任の先生や学校さんと連絡を取らせていただいたり，場

合によっては関係機関と連絡を取らせていただいたりっていうようなことも

ございましたが，ほとんどの場合はやはり１回の相談で終わるかなという印

象です。以上です。 

会  長：ありがとうございます。その他いかがでしょうかね？はい。委員お願いしま

す。 

委員：広報の内容についてなんですけど，広報は今こそでんカードを配るっていうと

ころにのみ対応されているのか，今後この広報の形っていうのをこう，新しい

何か方法とかっていうのも考えられているのかっていうそのプランみたいな

のが，もしあればこれは報告なんですが，来年はこういう風にしてみたいと

か，こういうことを構想があるよっていうのがあれば教えてもらいたいと思

います。 

事 務 局：はい，事務局です。広報のそのやり方というところで，今までいくつか変えて

きた，昔は劇をやったりとか，パネルを使ったりとか，いろんな方法をしてい

た時期もあるんですが，今は，全校集会も昨年度はなかったので昼休みの皆さ



んが黙食をしている時間に放送でっていうような形をとらせていただいてお

ります。で，こういった放送でというところでも，カードを配った後にすぐに

その配った学校であろうお子さんから電話を頂けるというようなことが起き

ていたので，主な広報方法を変えるというところはあまり今のところ検討と

してはないところでは御座いますが，もう 1 つ，今まで小学校中学校一年生

に配っていたリーフレットを，小さなこそでんの半分サイズの形でさせてい

ただいて，以前皆様にもお示しをさせていただいたかなと思うんですが，東京

都で作ったものを国分寺バージョンという形で許可を頂いて，今年度は全校

生徒に配らせていただいたんですが，こういったカードと一緒に，こういった

事って虐待なんだよとか，こういうことって家では起きてはいけないことな

んだよ，こういう時には電話相談していいんだよっというなような，そういっ

たこう，カラーでちょっと分かりやすく，子どもさんにも見やすいような形で

広報というところで，新たな方法で今年度はさせていただいているというよ

うな状況になります。以上です。 

委員：はい，ありがとうございます。あの広報の活動についてだったんですけれども，

例えば放送，校内放送もとても反響があったというふうに伺って，あ，そうな

んだっていうふうにちょっと率直な感想だったんですね。この校内放送をこ

れぐらいの回数やりましたとか定期的に，たとえば出向かなくても放送で行

けるのであれば，録音したものとかビデオとかそういうまあ，youtube に上げ

たものみたいな感じの録音した録画したものとかっていうのを定期的に，授

業の中の，広報の活動の中に入っていると，そのカードを配ってじゃあ，あと

は待ちますよって感じよりかはもっと積極的なイメージがあったので，それ

が書いてあったらもとより理解がし易いのかなっていうふうに感じました。

ありがとうございます。 

会  長：はい，国分寺ぶんぶんチャンネルみたいなのもあるようですし，そういうのも

ね，活用いただく機会があればというかなとも思ったりしました。ありがとう

ございました。それでは，委員。 

委員：すみません，あのもう 1 個ちょっと最近気になっている事があって，子ども専

用相談電話の方に学校の先生に対するところとかっていうのは来てたりする

んでしょうか？クラスの中で自分が先生からそういったことで疎外感を感じ

ているとか，ちょっとそういうふうに先生が一部の人に対して少し自分が気

になるようなことを言っているとか，差別につながるような発言があるみた

いな相談っていうのは，実際にこちらの方にかかってくるということはあっ

たりするのかどうか教えてください。 

事 務 局：はい，事務局です。すみません，具体的な内容については，やはりお子さんの

その尊厳というところを私たちも守りたいというところがあるので，詳しい

ことはお伝えできないんですが，学校関係というところでご相談を頂く場合



もございます。ぐらいにとどめさせてください。以上です。 

会  長：はい，ありがとうございます。よろしいでしょうか？それでは親子ひろば３番

のところを移りたいと思います。改めまして事務局お願いします。 

事 務 局：はい，事務局です。親子ひろば事業についてご説明をさせていただきます。親

子ひろば事業につきましては，地域の中でですね，孤立しがちな乳幼児，主に

０才から３才とその保護者，および，妊娠中のかたと妊婦さんとその保護者

が，安心して立ち寄り，遊びと交流ができて，子どもや子育ての相談が気軽に

できる場所として，場所と機会を提供する事業となっております。 

令和 2 年度の実績になります。令和 2 年度につきましては，小平市との境に

ありました市民スポーツセンターからですね，今現在，児童人口がすごく増え

ているという東恋ヶ窪一丁目に近い形の親子ひろば，ひがしこいがくぼ３丁

目よくこう親子ひろばを，スポーツセンターから東恋ヶ窪３丁目に移転しま

した。 

また，プレイステーションが，西元町から東戸倉に移転したことに伴いまし

て，そちらにも，親子ひろばの方を設置し，今まで 11 ヶ所だったのが 12 ヶ

所となっております。 

ただですね，新型コロナウイルスの感染対策によりまして，４月から６月 15

日までの間は事業を休止しております。６月 16 日以降も感染対策として，人

数制限，広さに応じた社会的距離が取れる人数とあと時間制限ですね，最初は

１時間半から徐々に２時間までで入れ替え制というような形で，入れ替え時

には感染対策のためにすべての備品，お部屋を消毒するというような形で事

業のほうをすすめさせていただいております。親子ひろば事業の実施日数に

ついては，記載しているとおりとなります。利用状況につきましては，０歳児

のお子さん，お子さんの利用につきましては 15,077 名のうち 0 歳児について

は 5443 人。1 歳児については 5237 人，2 歳児について 2572 人，3 歳児につい

ては。1,197 人，4 歳児につきましては 628 人の年間の利用がありました。 

こちらは延べ件数となっております。大人の利用につきましては，大人計

13,593 人のうち，母親が 12,551 人，プレママについて妊婦さんですね５名の

利用がございました。父親については 899 人，プレパパについて 2 名，その

他，おばあちゃんとかそういった形のご利用の方が 136人となっております。

大人と子どもの合計で，28,670 人のご利用が年間でありました。市外につき

ましては 1,500 人という形になります。コロナの影響ということもございま

して，人数制限時間制限をしていることもあり，例年のだいたい 61%ぐらいの

利用人数となっているのが現状でございます。 

ただですね，コロナで在宅ワークが増えたのかなという影響もございまして，

人数としてはそんなに多くはないのですが，大人の割合的なところでは父親

が例年と比べ 1 番増えている，というような状況になっております。 



続きまして相談のべ件数になります。授乳・卒乳の相談については 71 件。子

どもの食事 332 件，子どもの発達発育発達 229 件，生活習慣・生活リズム，

163 件。子どもの健康 93 件。子どもの行動 115 件。親自身の悩み不安 429 件，

他の親御さんとのトラブル 1 件，幼稚園保育園 148 件，サービス問い合わせ

288 件，その他 10 件，合計で 1,879 件となっております。こちらにつきまし

ても，例年 3000 件を超える相談件数というのがございましたが，令和２年度

については 1,800 台ということになりました。例年の 58%ぐらいの割合のもの

になっております。 

先ほど，委員の御質問がございました，幼稚園保育園の相談の中身につきまし

ては，保育園のどこの保育園が良いのかとか，幼稚園がどういったところがい

いのかです。あとは保育園や幼稚園の入り方とか手続き的なところでのご相

談ということになります。 

今までの相談の統計を例年，過去 3 年にわたって確認をさせていただいたと

ころ，昨年として特徴的なものが幼稚園，保育園やサービスなどの各種，どん

なサービスができるのかという相談が 1 番多く，全体の 23%ぐらいとなってお

ります。それは過去最多というような形で，皆さん，サービスを使いたいとい

うご相談が昨年度は特に増えています。 

続きまして，助産師の相談についてです。子ども子育てに関する専門相談を応

じるために，市内の親子ひろばに，月一回の相談ということで助産師の方を派

遣しております。親子ひろば事業の休止期間中については電話相談の対応し

て，虐待予防に繋げております。助産師の相談につきましては，親子ひろば６

ヶ所に派遣をさせていただいているんですが，それ以外にも東部地区親子ひ

ろば，市民室内プール親子ひろば，プレイステーション親子ひろばについては

親子ひろばスタッフとして助産師を配置しておりまして，助産師による相談

を最低でも月１回以上設けているという現状となります。 

その他としまして，親子ひろばアンケート，本日資料 22 としてお配りさせて

頂いているものもなりますが，毎年９月１日から９月 30 日まで，親子ひろば

の利用者に向けて親子ひろばアンケートの方を実施しております。いただい

たご意見につきましては，親子ひろばの間で共有しまして，親子ひろば事業の

運営に反映しております。 

あと親子ひろばの広報としまして，親子ひろばのリーフレットを作成しまし

て，３～４ヶ月健診や市内の公共施設等に配布をしております。 

資料 22 の方をご覧いただければと思います。こちらが親子ひろばアンケート

になります。９月１日から９月 30 日に毎年実施しております。令和 3 年度に

ついては間もなくですね，市民の方にあの公表する時期になっておりますの

で，運営協議会の方にまず報告させていただきたいと思いまして令和３年度

までの３年間の状況の方を今回資料としてお出しさせていただいております。



回収件数については令和２年度は 405 件という形になりますが，令和３年度

については 400 件となっておりまして，若干減っておりますが，コロナ禍と

いうこともございまして，回収数にそんなに，大きな増減がないというような

状況になっております。 

続いて，利用目的になります。こちらは令和２年度につきましては，他の利用

者との交流 185 件。スタッフと話をしたい 141 件。子どもを遊ばせたい 321

件。子どもについての相談がある 62 件。自分の悩み，親自身の悩みですね，

で 23 件。とりあえず何となく７件，その他３件。３件につきましてはあの近

所だったからとかっていうことが主な理由になってたりする事もございます。

令和３年度につきましては他の利用者との交流 212 件，スタッフとお話がし

たい 169 件。子どもを遊ばせたい 390 件。子どもについての相談，91 件。自

分の悩みの相談に 23 件。とりあえずなんとなくというようなものが 10 件。

その他が７件という形になっております。 

例年との特徴的な変化というのは，現状としてはないのですが，コロナ禍にな

って令和２年度３年度においてちょっと特徴的に出ているのは，他の利用者

との交流，話をしたいとか，スタッフと話をしたいというのが利用目的として

挙げてらっしゃる方が 42%ぐらいの割合になっておりまして，交流を求めて親

子ひろばを利用するという傾向がちょっと強まってきているのかなというこ

とがわかります。 

利用きっかけに付きましてはこれかなりたくさんありますので，細かいとこ

ろはですね，ご覧頂ければと思いますが，利用きっかけについては例年通りで

すね。市報チラシパンフレットと言うところが，割合として多くなっておりま

す。インターネットというところも増えてきているのかなというふうに思っ

ていたところではありますが，やはり市報を媒体とした情報収集というのが

多い傾向となっております。 

利用回数につきましても令和元年度から令和３年度におきましてもだいたい

が週１～２回と言うところの割合が多くなっているような状況となっており

ます。 

利用されているお子さんの年齢の内訳についてです。こちらについても例年

通りで，６ヶ月未満，１歳児が 1 番多いような形になっております。で昨年

度，令和２年度，１歳未満の方が減少しております。利用者さんのお話をお伺

いする限り，やはりコロナがちょっと心配でということで，１歳になったら親

子ひろばを利用しようと考えていて，それまではちょっと我慢するというよ

うな傾向があったようです。 

利用される方の続柄につきましては，大半がやはり母親が多いような傾向と

なっております。で親子ひろばでの相談について，さまざまな相談を乗らさせ

ていただいているんですけれども，スタッフに経験，相談経験があるか，他の



利用者に対する相談経験があるかというところを聞かせて頂いております。 

相談した結果，どうでしたかというところで満足度の方もアンケートの方で

収集させていただいています。 

おおむね皆さん，相談した結果スッキリされて帰られているということが見

て取れる形になっております。で，親子ひろばの満足度につきましてもおおむ

ね満足をしていただいているというご回答を頂いております。 

雑ぱくではございますが，親子ひろば事業に関する実績の方は以上となりま

す。 

会  長：はい，ありがとうございます。申し訳ありません，事務局。あと４項目ありま

すので，ご報告いただく前に，もう少しポイントを絞って，コンパクトにご報

告いただきますようにお願いいたします。と，それでは３目の項目ですね。親

子ひろば事業についてご質問等ございましたらお願いいたします。先ほどの

質問は事務局が合わせて回答いただきましたけれども，そちらでよろしいで

しょうか？ 

委員：はい，ちょっと音声が途切れ，途切れでもあったんですけど，入所の方が多い

ということで，保育園で保護者会の連合会とかで市とやりとりする時も，ちょ

っと入所の状況，国分寺市改善してきたかなという話もあるんですけど，引き

続きそこが多いのかな？というところで，こちらでも，情報としては上げてい

きたいなというふうに思ってます。あとはお父さんの利用は増えたってこと

なんですか？1/10 以下なくなったら，はい，あの感想でまだまだかなってい

う印象だけです。 

会  長：はい，ありがとうございます。ええ，それではその他いかがでしょうか？はい，

委員お願いします。 

委員：すいません，えっとこちらの親子ひろばで助産師相談を担当させていただいて

ます。いくつか質問お願いします。利用の状況なんですけれども，登録者数は

実質何名いらっしゃるかなっていうのが 1 つと，あと b の相談のべ件数なん

ですけどこれ助産師相談の相談のべ件数になりますか？それとも総合的に全

部の相談件数になるのか，あとは結構これ助産師相談，私たちがやっている月

1 回の件数でも結構な件数なので，助産師相談と別の相談はどのぐらいの数字

があるのかなというのが全体的にいただければと思います。あと，アンケート

の方なんですけれども，今実数で全部出していただいていますが，これパーセ

ンテージでおっしゃっていただきましたけど，パーセンテージで出していた

だけるとすごくわかりやすいなあというものだったので，まあそれは意見で

すけれども，質問を 2 つあのお答えいただけるとありがたいです。 

会  長：はい，ありがとうございます。事務局よろしいですか？ 

事 務 局：はい，事務局です。えっとすみません，まず相談のべ件数につきましては，助

産師さんの相談も含めた親子ひろば全体の相談件数という形になっておりま



す。続いてですね。登録件数については実人数というのが統計は令和３年度か

ら取り始めておりまして，今までは延べ件数しか取っておりません。なので実

数については令和３年度終了後に，ご報告させていただければと思います。以

上です。 

委員：ありがとうございます。 

事 務 局：申し訳ございません。ちょっと訂正をさせてください，すみません。助産師相

談の方についてはですね，こちらの相談のべ件数については含まれておりま

せん。助産師の相談を含めますと相談のべ件数については 2,227 件という形

になります。なので 350 件ほどですね。助産師の方で，相談があったというよ

うな形になります。申し訳ございませんでした。 

委員：ありがとうございます。 

会  長：はいよろしいでしょうか？はい，よろしいですようであれば，４番目の子育て

応援パートナー事業について，お願いをいたします。 

事 務 局：はい，子育て応援パートナー事業についてです。こちらの事業については，地

域の子ども子育て支援事業，その他子ども子育てに関する，子どもおよびその

保護者に関わる状況の把握，必要な情報の提供及び助言，相談等が子ども子育

て応援パートナー事業となります。 

こちらについての訪問の状況については記載のとおりとなります。 

パートナーは市内にあります，親子ひろば，それ以外の親子ひろばのようなも

のをやっている各団体さん，個人で行っていたりとかするところにも足を運

び，出向いて利用者，スタッフからの相談を乗っております。主な巡回の場所

につきましては，親子ひろばが中心となります。それ以外にも公民館，児童館

等の場所，外には公園。青空ひろばというのは，国分寺市では行っているんで

すが，そういったところが開催されていたりとかすると公園なども巡回して

利用者さんからの相談に応じております。地域の社会資源の育成というのは，

あの親子ひろばを中心としましたスタッフの資質向上質の向上を図るための

研修としまして，令和２年度につきましては，国際協会と社会福祉協議会の事

業内容について皆さんに知っていただくという研修を実施しております。簡

単ではありますが，以上となります。 

会  長：ありがとうございます。すみません，非常にコンパクトにまとめていただい

て。はい，それでは４番目の子育て応援パートナー事業についてご質問等ござ

いましたらお願いいたします。はい。委員お願いします。 

委員：お願い致します。子育て応援パートナーの皆さんに巡回していただく先とし

て，目的が利用者及びスタッフからの相談に応じるということで，親子ひろ

ば，公民館，児童館，公園と今あの上げていただいた他にこっこっこひろばと

いうか，あの円卓会議に登録されている団体の中で，いわゆるこの 12 カ所の

親子ひろば以外で，子育て地域の子育てに関わる施設に従事されてる職員の



方々の相談も受けていただけるんでしょうか？ 

事 務 局：はい，事務局です。はい，委員おっしゃっているとおりこっこっこひろば円卓

会議に登録している市内で活動している子育て支援活動とか団体さんの場所

にも赴かせて頂いておりまして，スタッフ，利用者の相談に応じております。 

委員：ありがとうございました。 

会  長：はい，ありがとうございます。それではその他いかがでしょうか？よろしいで

すか？それでは５番目ファミリーサポートセンター事業について事務局お願

いいたします。 

事 務 局：はい，事務局です。ファミリーサポートセンター事業についてご説明させてい

ただきます。事業の概要としましては国分寺市内在住で生後 57 日から満 12

歳の子どもの保護者で，育児の援助が必要な方，こちらを利用会員と呼ばせて

いただいております。またと育児の援助が出来る方，こちらを援助会員と呼ば

せていただいて，利用会員と援助会員が育児の相互援助活動を行う場となっ

ております。こちらにつきましては，国分寺市社会福祉協議会に委託して実施

をしているところです。登録状況としましては令和２年３月 31 日現在，総会

員数会 1,578 人となっておりまして，一昨年度と比べて 271 人減っていると

いう状況となっております。活動状況としましては例年だいたい 5,000 件ぐ

らいが平均ではあったんですが，やはりコロナ禍で自宅に居る，または活動を

控えるというような方が多かったこともありまして，活動件数としましては

実施件数が 3328件という形で少し 6割ぐらいの状況かなというふうに思って

おります。また，講演会や事業説明会なども行っていた，行っているところで

はあるんですが，こちらも例年とはやはり少しやり方を変えて，コロナ禍とい

うところもあって，少し新たな利用会員や援助会員の獲得ができなかったか

なというような反省点を感じているところではございます。一方で援助会員

講習会やフォローアップ講習というのは，できる限り範囲内でやらせていた

だいているような状況となっております。説明は以上です。 

会  長：ありがとうございます。このファミサポ事業はどこもあのやっているけども，

この援助会員が高齢化をしているとか，なかなかなり手がいらっしゃらなく

て，苦労しているという状況のようですけれども，やはり国分寺市でも似たよ

うな状況ですからね。高齢化とか，あるいは新規の参加者が少ないとか，そう

いったのは。いかがでしょうか？ 

事 務 局：はい，昨年度につきましては，援助会員講習会を行わせていただいて，登録者

数が 25 人というところとなっておりまして。ただ，こちらについては例年と

比べてそれほど変わりはない状況です。 

一方でやはり高齢を理由に援助会員を退会される方という方が，昨年度多く

て少し援助会員の減少というようなところになったかなという印象はござい

ます。 



ただ，今年度もまた援助会員講習会をさせていただいているんですが，今回

10 月で 14 名の方のあの登録をいただいているというようなところもござい

まして，少しづつ援助会員として活動しようかなというところ，このコロナ禍

でもお手を上げていただいている方々が増えてきているのかなというところ

で，少し期待しているところでございます。以上です。 

会  長：はい，ありがとうございます。すみません。みなさまの方からのご質問等ござ

いましたらお願いいたします。はい，委員お願いします。 

委員：援助会員の方の，別に個々の活動状況とかっていうじゃないですけど，大体ど

れぐらいの年齢のかたがやられているとかっていう分布図みたいなのは，あ

ったりするのかな，その高齢化というところが気になっていて，でも団塊世代

もそろそろかなとか思ったりもしたので，そろそろお時間が空いてくる時期

なのかなと思ったので。具体的にどれぐらいの年齢層の方が今ご登録の方と

して 1番多い世代なのかってのが，年代を教えてもらえたらなと思いました。 

会  長：はい，資料をめくっているようでございますでしょうか？ 

事 務 局：申し訳ございません。ちょっと援助会員さんの年齢構成というところのはこ

ちらでは把握していないところです。 

あの援助会員講習会にお越しいただける方は意外とですね，私もちょっと驚

きなんですけど，30 代 40 代のかたが結構多くてですね，自身も子育てをして

いるけれど，少しお子様方が大きくなられて時間があいたので，お子様が所属

機関にいらっしゃる間は協力しようと思うというところで，講習会に出て頂

ける方も，数名いらっしゃいますし，割合としてはやはり少しお子様が，大き

くなられて巣立ったので，そろそろという 50 台後半から 60 代の方が多いか

なという印象でございます。ただ，一方で 70 代になっても頑張って現役でし

て頂いている方っていうのに助けられている現状もあるかなというふうに思

っております。以上です。 

委員：はい，ありがとうございます。やっぱりその高齢化でのなり手不足っていうと

ころをおっしゃっていたので，そのあたりが気になりました。逆に 30 代 40 代

の方もご活躍というか，ご興味を持たれて活躍されている方がいらっしゃる

というふうに聞いて，自分もその年代なので，この部分がはい，ＰＴＡとかや

っていてもその方たち，昔お世話になったから，ここに登録してみようかなと

いう形になりたいっていうの啓蒙活動になるのかなっていうふうに思いまし

た。ありがとうございます。 

会  長：はい，ありがとうございます。それではその他いかがでしょうか？ないようで

したら，次のショートステイ事業に移りたいと思いますが，よろしいでしょう

か？それでは事務局お願いいたします。６番ショートステイ事業についてで

す。 

事 務 局：はい，事務局です。ショートステイ事業についてご説明させていただきます。



事業概要としましては保護者のかたが入院や出張等やむをえない事情などで，

お子様を養育することが一時的に困難になった場合に，市が委託しました児

童養護施設で短期間養育をして頂くという事業となっております。 

こちらの事業につきましては，小平市，東村山市と三市合同で行っておりまし

て，児童福祉施設であられる東京サレジオ学園に委託をさせていただいてい

るところです。 

令和２年度につきましては，利用人数こちらものべになるんですが，８人の方

の利用をいただいていて，総利用日数が 26 日というような状況となっており

ます。説明以上です。 

会  長：ありがとうございます。これトワイライトは含むじゃない？ 

事 務 局：国分寺ではトワイライトというような事業ではなくて日帰り利用としてこの

ショートステイで行わせて頂いておりまして，トワイライトのような形でも

ご利用が可能というような形で位置づけさせていただいております。 

会  長：はい，ありがとうございます。それではショートステイについていかがでしょ

うか？よろしいでしょうか？それでは特になければひとり親家庭ホームヘル

プサービス事業について７番，事務局の説明お願いいたします。 

事 務 局：はい，事務局です。ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業について説明をさ

せていただきます。 

事業概要としましては，就業とか技能習得等の自立に向けた活動や疾病等の

ため日常生活を営むことに著しい支障があるひとり親家庭に対してホームヘ

ルパーを派遣して，そのヘルパーさんの方で，日常生活の世話と必要なサービ

スを行っていただいている事業となります。令和２年度につきましては，母子

家庭の方のみのご利用となっておりまして，実数としては 13 世帯の方のご利

用を頂いておりまして，総利用回数が 321 回，総利用派遣時間が 964 時間と

なっております。 

こちらはかなりコロナの影響が昨年度は大きくて，利用していただいている

母子家庭のお母さまの状況として，テレワークで利用が不要になったという

ようになったという方もいらっしゃるんですけど，やはり仕事がなくなった

り，派遣切りにあったり，あと学校に通って技能習得目指しているのだけれ

ど，その実習がなくなったということで，利用不要になりましたという形で利

用がかなり減った，総時間で言うと 1,000 時間ぐらい年間平均より減ってい

るかなというような印象がございます。説明は以上となります。 

会  長：はい，ありがとうございます。かなり厳しい状況に立たされていると，こうい

うような報告いただきましたけれども，皆様方ご質問いかがでしょうか？よ

ろしいですか？それでは次８番育児支援家庭訪問事業をお願い致します。 

事 務 局：はい事務局です。育児支援家庭訪問事業について説明をさせていただきます。

事業概要としましては，お子様の健やかな成長のために安定した育児が行わ



れるよう，育児に支障がある家庭に対して育児支援訪問相談員および育児支

援ヘルパーを派遣するというような事業となっております。（１）が育児支援

ヘルパーの派遣についての状況を書かせて頂いたものになります。昨年度は

利用世帯数の実数が 96 世帯というような状況となっております。派遣回数に

つきましては 1,365 回。派遣時間は 1,879 時間というような状況になってお

ります。 

こちらも例年に比べて少し時間数は減っているんですが，派遣世帯数や派遣

回数はそれほど変わりがないというような状況です。 

コロナによって年度初めはあのお父様がテレワークになったので，利用はい

らないですというような形でキャンセルという形があったんですが，一方で

年度途中からは祖父母の方の支援が受けられないということで，利用希望者

数がとても多かったというような印象でございます。 

それとは別に，ヘルパーではなくて，私どもあのケースワーカーの方が世帯の

方に訪問をさせて頂いて，育児支援訪問事業というような形で相談を受けさ

せていただいた形が，世帯では 14 世帯，訪問のべ回数が 98 回の支援をさせ

ていただいているという状況になっております。 

育児支援ヘルパーの方々や派遣事業者さんに対して研修や連絡会等も行わせ

ていただいている状況となっております。現在，委託していただいている事業

者数が８事業者となっております。説明は以上です。 

会  長：はい，ありがとうございます。育児支援家庭訪問事業ご報告いただきましたけ

れども，ご質問いかがでしょうか？よろしいでしょうか？はい，ありがとうご

ざいます。ちょっど私の加湿器もピッピっとあの水がなくなったよと合図が

なったのを聞いたところでございます。報告事項もちょうど終わったところ

でございます。皆さん，あのいろいろご質問いただきましてありがとうござい

ます。それではですね，説明が終わりましたので，その他について次第の３番

ですね，事務局お願いいたします。 

事 務 局：はい，事務局になります。その他については２点ほどございます。まず１点目

が次回以降の運営協議会についてです。 

次回以降の運営協議会の流れについてご説明をさせていただきたいと思いま

す。はい，この後スケジュールの調整をさせて頂きたいと思っておりますが，

次回の運営協議会は２月の開催を予定しております。先日来ちょっとお話を

させていただいております利用者支援事業の基本型である子育て応援パート

ナー事業の取り組みについて意見を求める諮問をさせていただく予定でござ

います。それを踏まえて運営協議会では２月に事業説明，意見聴取を行ってい

ただく予定となっております。 

また来年度になりますが，５月８月に開催予定として検討しております。です

ので，５月に再度，意見聴取をさせて頂いて，８月に答申決定という形に進め



ていく予定でございます。 

はいよろしくお願いいたします。 

 

以降，次回運営協議会日程調整。 

次回運営協議会は令和４年２月５日 10時より光公民館大会議室及びオンライ

ンにて開催予定。 

 

会  長：それでは最後ですね。あの資料を配布いただきましたけれども，資料の説明を

事務局お願いいただけますか？ 

事 務 局： チラシを配りさせていただいているかと思うんですが，ご覧頂ければと思い

ます。先ほどご説明させて頂いた，養育家庭体験発表会の午前中の時間を使わ

せていただきまして，令和３年度国分寺市子どもいじめ虐待防止条例市民講

演会を今回はコロナ禍の中ではありますが，ソーシャルディスタンスを保ち

ながら講演会を実施させて頂くことになりました。今年のテーマは「親の接し

方次第で変わる子どもの心」というようなテーマに基づきまして，三鷹市でこ

どもクリニックを開業されている秋山ちえ子先生の方にご講義いただいて，

ステイホーム中で家族との関わり方というのを改めて皆さんの方で考えてい

ただきたいなというところと，あとお子様とどんな方に風にふれ合えばいい

かなっていうことで，少し不安や悩まれている方のきっかけになるといいな

ということで，こういったテーマとさせて頂きました。 

今年度につきましては，コロナ禍というところで事前申請制をとらせていた

だいておりまして午前中に行わせて頂く市民講演会につきましても午後に行

わせて頂く養育家庭体験発表会につきましても，東京都共同電子申請届出サ

ービスというようなものを使って，こちらに２次元コードを載せさせていた

だいているんですが，こちらで事前に申し込みをいただきまして受付をさせ

ていただいて，当日お越しいただくという形をとらせていただいております。 

ぜひ，お知り合いの方にもお勧めいただいて，たくさんの方のご参加を頂けれ

ばなと思っております。皆様方のご参加もぜひお待ちしております。よろしく

お願いいたします。 

すみません，事務局からもう１点ご紹介という形になります。国分寺の広報番

組ぶんぶんチャンネル，昨年度コロナ禍で様々な講演会をさせていただいた

ものになるんですけども 11 月の 10 日からですね。子ども家庭支援センター

の事業についてご紹介の方をさせて頂くものを放映しております。市のホー

ムページから見ることが出来ますので，是非そちらも合わせて見ていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。はい，事務局から以上となりま

す。 

会  長：はい。ありがとうございます。事務局側のコンパクトにあの説明をまとめて頂



きましたので，無事に正午を迎えるまでに終われました。皆様もあの質問頂き

ましてありがとうございました。それがあの議題は以上でございます。特に無

ければこのまま終了させていただきたいと思います。それではまた２月寒い

時期になりますけれども，コロナがそのままいってくれることを願いつつ。え

え，またああ皆様でご審議したいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 


