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～サポステ研修会(2015年2月10日）報告レポート～ 

小さな春が 

あっちにも♪ こっちにも♪ 

 ２７年度から子育て支援員講座に変わります 
 

～子ども家庭支援センターからのお知らせ～ 

保険期間は4月1日～ 切り替え・新規加入の時期です 

＊ ボランティア保険に加入しましょう ＊ 
ボランティア保険は、子育て支援だけでなくすべてのボランティア活動に対して保障される保険です。 

保険期間は、 ４月１日０時～翌年３月３１日２４時までの１年間。いつからでもご加入できます。   

ボランティアをはじめる前に、入っておきたいあなたの大切な「お守り」になる保険です。ぜひ加入しましょう!! 

 ※保険料は基本的なプランで３００円～ 

 

                                        お問い合わせ、お申し込みは「いたばし総合ボランティアセンター」まで。 

                                   ＊いたばし総合ボランティアセンター 住所：本町２４－１ 電話：０３－５９４４－４６０１ 

児童館ボランティア 募集コーナー P6 

子育て支援者アンケート 結果報告 
すまいるタイムス 

～Vol.1 受講動機と活動状況～ 

P4 
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 ２月１０日、板橋区立グリーンホール４０３会議室にてサポステ研修会を開催しました。今回はテーマを『支援が必要な

子どもたちの日常から考える子育て支援』として、児童養護施設に入所する子どもたちの実際について、社会福祉法

人 マハヤナ学園撫子園のファミリーソーシャルワーカーである酒井寛さんから貴重なお話をいただきました。 

 何らかの理由により保護者による養育が困難な子どもについて知ることは重い内容であるために、なかなか知る機

会がありません。しかしながら、子育て支援を考えた時、幅広く子どもの現状を理解しておくことは非常に大切です。 

 今回の研修会は、講師の酒井さんとともに参加者の皆さんとの意見交換をする場もあり、とても有意義な時間をす

ごすことができました。参加者の全員が「とても良かった」と、終了後のアンケートに回答いただいた研修会のほんの

一部をご紹介します。 

増加する要保護児 

 平成26年に厚生労働省からの発表されている「社会的

養護の現状」という資料によると、保護者のない児童、被

虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、

公的な責任として、社会的に養護を行う対象児童は約4万

６千人にのぼると報告されています。また、ここ十年で里

親等委託児童数は約２．６倍、児童養護施設の入所児童数

は約１割増、乳児院が約2割増となっています。 

 板橋区前野町にある社会福祉法人 マハヤナ学園撫子

園の歴史は古く、大正時代にまでさかのぼります。昭和２３

年、児童福祉法の認可を受け、養護施設と乳児院を開設し、 

『支援が必要な子どもたちの 
        日常から考える子育て支援』 

研修会の後半は、参加者のみなさんの意見交換をしな
がら、子どもたちへの支援について考えました。 

昭和25年に西巣鴨から板橋区前野町に移転し現在に至ります。 

 昭和20年代は第二次世界大戦の影響が大きく、おもに戦災孤児や戦争によって困窮した子どもの保護救済が求

められました。その後、高度成長期を経て、経済的には豊かになりながらも、支援が必要な子どもたちがいなくなる

わけではなく、現在では、児童養護施設に入所している子どものうち半数以上は虐待を受けているという現状があ

り、児童虐待は大きな社会問題になっています。厚生労働省の平成１９年度社会的養護施設に関する実態調査による

と、被虐待体験「有り」の場合の虐待の種類（複数回答）は、ネグレクト（適切な養育を放棄すること）が７０．１％でもっ

とも多く、つづいて身体的虐待(38.7%)、心理的虐待（23.5%)、性的虐待(４．３％）、となっています。全国の児童相談

所における児童虐待に関する相談件数は、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成24年度では約６倍に増

加しており、児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を受けた子どもなどへの対応として、社会的養護の量・ 

～サポステ研修会(2015年2月1０日) 

       報告レポート～ 
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質ともに拡充が求められています。児童養護施設での生活を余儀なくされる子どもたちは、心にも身体にも傷を

負っているのです。酒井さんは、マハヤナ学園撫子園に30年勤務されており、児童養護施設で暮らすたくさんの子

どもたちと関わってきました。 

明るく元気な子どもたち 

 施設の子どもたちは、とても明るく元気ですが、自己肯定感が低く、

自己防衛が強い傾向があるそうです。とくに、虐待を受けていた子ども

は、虐待の原因を『自分が悪いから』と理解し、他の理解のしかたを知り

ません。無理やり回復させ、親のせいだと思うようになると、今度は自

分のアイデンティティーがこわれてしまうため、ケアは慎重に行われな 

ければならないのです。施設での支援は、児童自立支援計画をたて、計画に則って家族支援および自立支援が実

施されます。それらはチーム体制で行われ、必要に応じて他機関と連携し、包括的な支援が行われます。 

 酒井さんは、ファミリーソーシャルワーカーとして問題を抱えた多くの親たちへの支援を行ってきました。その

中で、とくに虐待が起こっている家庭の共通点として、地域からの孤立が挙げられるといいます。育児の悩みやス

トレスを相談する人がいない、家庭内の愚痴をこぼせる場がない、気軽に助けを求められる人や身内がいない・・・。

このように、子育てや家庭の問題を外に吐き出すことができず、家の中という密室に閉じこもってしまうことは、

子育て環境としてとても危険なことです。自分たちが暮らす地域で、さまざまな人と関わり、時には「助けて！」

と言える地域でのつながりをつくることが重要なのです。 

 こうしたお話を聞くと、子育て支援者のみなさんの役割はとても大切です。さまざまな子育て支援を通して、

顔と顔を合わせる関係をひろげることは、子どもたちにはもちろん、保護者にとって、大きな助けになるはずです。

お預かりで知り合ったお子さん、ファミサポで支援しているご家庭、ボランティアで関わったパパやママや子ども

たちは、子育て支援者の皆さんとつながることで、地域につながっていくのです。また、支援の中で、さまざまな

事情を抱えた保護者や子どもたちに出会うかもしれません。支援が必要な方々を適切な場所へつなげる役割も

あるかもしれません。健やかな子どもの成長のために、子育て支援がますます広がっていくことが望まれます。 

 酒井さん、貴重なお話をありがとうございました。 

虐待防止の第一歩は社会的孤立を防ぐこと 

研修会に参加したみなさんの声をいくつかご紹介します 

・ 社会の中で、支援を必要としている子どもが多くいることが分かりました。支援の一助にあたれる 

   人間になりたいと思います。 

・ とても解りやすく、先生が熱意を込めてお話下さったので、非常に参考になりました。 

・ 難しいテーマでとても考えさせられる講座でした。これからの自分も考えていきたいです。 

・ 社会にはさまざまな子どもがいて、そういう子どもたちがお互いに関わり合いながら、心豊かに 

   育っていくために、大人が幅広く理解することは大切だと感じました。 
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２７年度から 
   子育て支援員講座に変わります 

～子ども家庭支援センターからのお知らせ～ 

 日頃より、板橋区の子育て支援事業にご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。平成２６年度も

たくさんのボランティア活動報告をいただいております。板橋区の子育て支援の充実における皆様のお力添えに大変

感謝申し上げます。 

 皆様が修了された子育て支援者養成講座ですが、平成２７年度から子育て支援員養成講座に変わります。その変更

過程につきましては、すまいる４３号と４４号に掲載し皆様にお伝えをしておりましたが、アンケートで「何が変わるの

か」「引続き同じ活動が続けられるのか」といったご意見がありましたので、図とＱ＆Ａを用いてご説明をいたします。 

支援員養成講座にも３級や２級があるのですか？ 

 

３級や２級はありません。国はいくつかのコースを示しておりますが、板橋区では、これまでの養成講座

に一番近い地域保育コースを実施いたします。カリキュラムは以下のとおりです（図１参照） 

 

支援員養成講座について 

支援「者」養成講座 と 支援「員」養成講座は何が違うのですか？ 

 

支援者養成講座は、板橋区独自のカリキュラムです。 

支援員養成講座は、国（厚労省）のカリキュラムです。 

科目名 時間 科目名 時間 

子ども・子育て家庭の現状 60分 安全の確保とリスクマネジメント 60分 

子ども家庭福祉（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ） 60分 保育者の職業倫理と配慮事項 90分 

子どもの発達 60分 特別に配慮を要する子どもへの対応 90分 

保育の原理 60分 グループ討議 90分 

対人援助の価値と倫理 60分 実施自治体の制度について 60分 

子ども虐待と社会的養護 60分 地域型保育の概要 60分 

子どもの障害 60分 地域型保育の保育内容 120分 

乳幼児の生活と遊び 60分 地域型保育の運営 60分 

乳幼児の発達と心理 90分 地域型保育における保護者への対応 90分 

乳幼児の食事と栄養 60分 実習オリエンテーション 60分 

小児保健Ⅰ 60分 実習（保育園） 10時間 

小児保健Ⅱ 60分 実習のまとめ 60分 

心肺蘇生法 120分 ボランティア論 60分 

地域保育の環境整備 60分 講座修了にあたって 120分 

合計42.5時間 

図1 

Q1 

A1 

Q2 

A2 
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修了後どんな活動ができるのですか？ 

 

これまでの２級修了者＋αの活動が可能です。（図２参照） 

 

図２ 

3級修了者 ２級修了者 支援員 

サポートステーションに登録 

無償ボランティア 

有償ボランティア 

地域型保育従事者 

無償ボランティア・・・・・・・・・・児童館、保育園、健康福祉センター等でのボランティア 

有償ボランティア・・・・・・・・・・ファミリー・サポート、育児支援ヘルパー 

                      こんにちは赤ちゃん訪問、生涯学習課一時保育 

地域型保育従事者・・・・・・・・・・家庭的保育、小規模保育での従事者 

             ※ 家庭福祉員（保育ママ）、小規模保育で補助者として従事する者を差します。 

支援員養成講座を受講すれば地域型保育従事者になれるのですか？ 

 

講座を修了すると従事要件を得る事ができます。ただし、必ず従事（就労）を約束するというものでは
ありませんので、修了後は各自でその修了証を持って各施設で面接等をしていただくことになります。
どの位の需要があるのかは、現在のところわかりませんが、講座開講時や情報誌を通じてお知らせす
る予定です。 
また、支援員は厚生労働省が定めたカリキュラムのため他自治体との互換性があります。 

３級修了、２級修了をしており、無償・有償の活動をしていますが、支援員養成講座に変わる事で何か手

続き等が必要ですか？ 

 

手続き等は不要で、これまでどおり活動をする事ができます。 

３級２級を修了していますが、受け直した方が良いでしょうか？ 

 

これまでと同じ活動を引続きされる方におかれましては、科目の大半が重複しておりますので受け直し

ていただく必要はありません。 

もし３級２級を修了していて、支援員養成講座を受講する場合は一部科目が免除になるのでしょうか？ 

 

同じような科目であっても免除にはなりません。厚生労働省に問合せをしたところ、「各自治体で既に同

類の講座を行っていても新制度における講座において免除とする事はできない」と回答を受けておりま

す。補講を申請中の方におかれましても同様となります。 

Q4 

A4 

Q6 

A6 

Q7 

A7 

Q3 

A3 

Q5 

A5 
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平成２７年度は何回実施するのですか？ 

 

３回実施する予定です。広報で募集をいたします。 

講座開講の１～２か月前の広報に募集記事を掲載いたします。 

  ・平成２７年５月～６月（平日コース） 

  ・平成２７年９月～１１月（土曜中心コース） 

  ・平成２８年１月～２月（平日コース） 

受講料はいくらですか 

 

７，０００円です。また別途検便代（５００円程度）が必要です。 

その他何かご不明な点がございましたら、子ども家庭支援センターまで 

お電話もしくはメールでお問合せください。 

問合せ先  板橋区子ども家庭支援センター 担当 森川 濵田 

      電話番号  ０３－３５７９－２６５６  

      メール   kodomok@city.itabashi.tokyo.jp 

板橋区内に児童館は38施設あります。施設ごとにイベント情報・活動情報がツイッタ―

で受けとることができます。皆さんの地域ではどの児童館がお近くにありますか？ 

ぜひ環境が整っている方は登録してみてください。 

板橋区のホームページから児童館一覧をひらき、各児童館のＱＲコードが掲載されてい

ます。（携帯電話・スマートフォン兼用）ぜひアクセスして、活動にお役立てください。 

児童館情報がtwitterで入手できます 
ツイッター 

児童館ボランティア募集コーナー 

中板橋児童館 「仲町地区桜まつり」 児童館コーナーでのボランティアを募集します！ 

■日時：３月２９日（日） ９：００～１５：００ 

■内容：旧大山小学校校庭で行う、遊びや工作等、児童館コーナーの準備、運営補助、片づけのお手伝い   

■募集条件：１８歳以上の方      

■その他：動きやすい服装で昼食を持参してください   

■連絡先：中板橋児童館（中板橋１１-９） 担当：金子 ℡ ３９６２－９４８５ 

締め切りが近い情報ですが、もしご都合の良い方が
いらっしゃいましたらお願いします! 

支援員養成講座を受講したら、色々と有償の活動をしなければいけないのでしょうか？無償のボラン

ティアをしたいのですが。 

 

活動は義務ではありませんので、ご自身の生活スタイル等の中で、可能な範囲で無償・有償ボランティ

ア等を選択してください。 

●ボランティアについてのお問合せ・お申込みについては、児童館に直接ご連絡ください。 

Q9 

A9 

Q10 

A10 

Q8 

A8 
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タイムス 

子育て支援者アンケート 結果報告  

   昨年の11月、すまいる45号の発送と同時に、子育て支援者のみなさまにご協力をお願いしたアンケートを集計しま

した。設問数が多いアンケートでしたが２９９通の回答をいただきました。ありがとうございました。いただいた内容は、

支援者のみなさまの声として、今後なる向上ために生かしていきます。 

  ●回答数・回答率・・・対象者数７44名中、29９名から回答（回答率４１％） 
    ※ なお、昨年度(平成25年度アンケート）対象者数７５６名中、３０９名から回答（回答率４１％） 

自分自身の子

育てのため, 45

人, 8% 

自分の孫育て

のため, 72人, 

14% 

子育てに関する

知識を身につけ

るため, 180人, 
34% 

無償ボランティ

ア活動をするた

め, 112人, 21% 

有償ボランティ

ア活動をするた

め, 97人, 18% 

その他, 29人, 

5% 

問７  受講動機 

受講動機は何ですか？（あてはまるものすべて） 

活動してい

る, 175人, 

59% 

活動してい

ない, 123人, 

41% 

無回答, 1人, 

0% 

問１０ 活動状況 

現在、子育て支援活動（就業・ボランティアを含む）をさ
れていますか？ 

70人 

27人 

7人 

19人 

27人 

17人 

14人 

1人 

27人 

19人 

7人 

9人 

15人 

40人 

0人 10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人 80人 

 問9 活動内容  

ファミリーサポートの援助会員 

育児支援ヘルパー 

こんにちは赤ちゃん訪問 

家庭福祉員保育サポーター 

一時保育者（生涯学習課） 

保育園の臨時職員 

児童館、学童クラブ臨時職員 

小学校の臨時職員 

地域で無償ボランティア活動 

児童館で無償ボランティア活動 

保育園で無償ボランティア活動 

子育て広場で無償ボランティア活動 

健康福祉センターで無償ボランティア活動 

その他 

問10で子育て支援活動を「している」とお答えいただいた方におたずねします。 
どんな活動をされていますか？（あてはまるものはすべて） 

Vol.1 受講動機と活動状況 
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  集 後 記 編 

 先日、区の集会所の窓から、丸くふくらんだ桜のつぼみを間近で見ることが出来ました。ひと足早く（？）数名の方

が、木の下に敷物を敷いて、お弁当を食べていました。日ごとに春を感じます。この「すまいる47号」が、みなさんのお

手元に届くころには、桜の花は満開になっているのでは?! 花粉症は辛いですが、春の訪れを楽しみたいものです。

(編集担当：岡本・野邉） 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）   
 
〒173-0005  東京都板橋区仲宿45-6 
         デイサービスおむすび内 

ホームページ  http://www.saposute.info 
メールアドレス info@saposute.info 
TEL＆FAX   03-5943-1888 
 

サポステからの情報が                 メールで届きます!! 
ご希望の方に 

件名：サポステ情報送信希望  本文：お名前、修了課程（3級または2級）、（お分かりになる方は）登録番号 

をご記入のうえ、 

      
info@saposute.info まで、メールを送信してください。    

※ケータイメールの方は受信設定をご確認ください。       

ご希望の方に、メールで「すまいる」発行のお知らせ、ホームページ更新のお知らせ、イベント情報などを、送信

させていただきます。ご希望の方は 受信を希望するメールをご使用いただき、 

ほぼ毎日, 46

人, 26% 

週１～２回程

度, 59人, 34% 

月１～２回程

度, 38人, 22% 

まれに活動, 

29人, 16% 

無回答, 3人, 

2% 

問11-B 活動の頻度からのクロス集計 

問10で「活動している」と答えた人の活動頻度(有償・無償問わず) 

アンケートへのご協力を 
ありがとうございました 

 アンケートの回答率は前年度（平成25

年度）と同じ41％でした。設問数の多い

アンケートにもかかわらず、ご回答いた

だきありがとうございました。自由記載

欄にもご丁寧に書いてくださった方も

多く、すべて大切なご意見として参考に

させていただきます。 

 今回のアンケート結果報告は、養成講

座の受講動機と活動状況についての状

況です。 

 貴重なアンケート結果をできるだけ、

支援者の皆さんと共有させていただき

たく、次号もアンケート結果をご報告い

たしますので、お楽しみに!! 


