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猛暑に負けず

いま、子育て支援が熱い！
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みなさんの声をまとめてみました！
サポステアンケート報告

男性子育て支援員さんにズバリお聞きしました！
子ども家庭支援センター事務局より

サポステ交流会を開きました！ガイド①

ママカフェに行ってきました！ガイド②

ヘルパンギーナに気をつけましょうガイド③
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サポステ（子育て支援員活動サポートステーション）の
住所が変わりました！

平成28年6月から、サポステ（子育て支援員活動サポートステーション）を受

託しております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

の住所が変わりました。

新住所は、東京都板橋区板橋３－６３－５ です。

板橋区立こども動物園のある東板橋公園の近くになります。

なお、電話・ＦＡＸ番号、メールアドレスは、以前のものと変わりません。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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今年の1月末～2月にサポステアンケートを実施しました。お忙しい中、たくさんの質問にご回答くださり、ありがとうございま

した。サポステアンケートは、子育て支援に対してより一層の充実のために、子育て支援に関わる皆さんの状況やご意見をいた

だくことを目的に、２０１３年度から年１回、実施してきました。集計結果は前号にも一部掲載しましたが、ここに改めて、アンケート

の報告をして、みなさんと情報を共有したいと思います。

サポステアンケートにお答えいただいた支援員（支援者）のみなさんについて

サポステアンケート報告

みなさんの声をまとめてみました！

●アンケート回答数・・・２３０件（回答率３０．７％）※H.２４、２５年の回答率はともに４１％
●修了過程別回答数・・・子育て支援者３級・・・２１．８％、子育て支援者２級・・・３５．６％、子育て支援員・・・５６．９％

●現在の活動状況
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●養成講座の受講動機
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健康福祉センターで無償ボランティア活動

子育てひろば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

児童館で無償ボランティア活動

地域で無償ボランティア活動

小学校の臨時職員

児童館、学童クラブ臨時職員

保育園の臨時職員

一時保育者（生涯学習課）

家庭福祉員保育サポーター

こんにちは赤ちゃん訪問

育児支援ヘルパー

ファミリーサポート援助会員

●子育て支援の活動内容 (複数回答可 ) 3級 2級 支援員

※上記の〔その他〕に回答した方の活動（自由記載）

●児童館の親子工作教室、以前は小学生相手に手作りおもちゃ作り体験を月1回やっていた ●あいキッズのプレニングパートナー ・母子のイベントで見守り役

●児童館での親子体操教室の臨時講師 ●孫の子育て支援 ・障がい児放課後支援 ●幼稚園臨時職員 ・幼稚園派遣社員 ・私立保育園の補助員 ●小学校中

学校の要請による出前授業 ●保育園勤務 ●保育園の非常勤職員 ●自宅で子育てサークルを開催予定 ●障がい児サークルのサポート子ども食堂 ●児童館

開放スタッフ ●児童館有償ボランティア ●子育て０・１・２ひろば保育園パート職員 ・里親ショートステイ事業 ●サロン活動 ●二つの生協で有償ボランティア

●家庭福祉員保育補助 ● NPO法人での個人・団体保育 ●寺子屋IT教室スタッフ ●家庭福祉員補助者 ● NPO法人運営 ●他区で臨時職員 ・小規模保育園

にて勤務

子育て支援員（支援者）のみなさんの活動
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月１～２回程度, 

22%

まれに活動する程

度, 14%

●活動頻度（有償ボランティア）
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●活動に対する満足度



-４-

自分が希望した支援活動ができている, 32%

利用者から必要とされやりがいがある, 37%

ある程度の収入を得ることができる, 16%

仲間や相談できる人が増えた, 10%

その他, 5%

●活動に対して満足している理由

※上記の〔その他〕に回答した方の活動（自由記載）

●多くの子どもと接していられる。工作等を通して子どもの成長を見守ることがうれしいから。 ●活動している場でフレンドリーに対応していただきより必要とされてい

てやりがいがあるから。 ●人の役に立てているから。 ●特定のお子さんをお預かりしているので、お子さんの成長を見ることができるから。 ●現状でできる範囲

のボランティアだと思っているから。 ●子どものことが少しでも分かるから。 ●子どもと接していると楽しいから。 ●自宅の孫たちの世話をしているから。 ●一人

の子を２人の援助会員で支えながらサポートすることで、お子様へのサポートが丁寧になり、信頼関係が深まりつつあるから。 ●子どもとそのお母さんとの関係を持

つことで今の子育て環境に関わりを持つことで社会性を培う機会が得られたと思っているから。

当通信誌「すまいる」について

必ず見ている

74%

たまに見ている

11%

見ていない 3%

届いていない・わからない 7%

無記載 5%
●通信誌「すまいる」を見ているか？
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6．その他

5．活動の場の状況がわかる

4．支援者の活動・声がわかる

3．紙面が見やすい

2．役に立つ情報が多い

1．内容に興味がある

●「すまいる」を見ている理由
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サポステ(子育て支援員活動サポートステーション）への要望

●どんな情報がほしいか？またはサポステへのご意見(自由記載)

【子育て支援者３級修了者】●現在の通信誌はとても参考になります。とても感謝しています。 ●これからの「こんな活動をしてみたい」というものを受けて頂き、それ

を発信してほしい。 ●支援員が活動してみて困ったこと嬉しかったことなどを知りたい。 ●子育てに関する現場からの声が知りたい。 ●乳幼児対象の活動の場

の紹介をしてほしい（例：○○で毎週木曜日読み聞かせがある、など。必要な人に伝えられると思う） ●利用者の声や要望事項、ニーズを知りたい。どんな時こんな

ことがありがたいのか？ ●障がい児について知りたい。 ●子育て支援員ができる活動に関する募集情報など、メールで送ってもらうとうれしいし、活動できると思

う。 ●今、流行っている病気など。子どもたちの注意したい様子など。 ●ボランティア活動について知りたい。 ●子育て支援をしているグループ団体の情報を知り

たい。(個人では活動しづらいため) ●母子家庭や貧困虐待育児放棄などの状況においての子育て支援の方法などを知りたい。 ●サポートしてもらう、もらったお

母さんたちの声（良いもの、悪いもの） ●医療情報などについて知りたい。 ●現場での両方のありのままの声が聞きたい。（不平不満トラブル処理、よかったこと・

救われたこと） ●子育て支援のニーズ、（数・内容）に関する情報、データが知りたい。 ●健康福祉センター無償ボランティアについて知りたい。 ●どのくらいの年

齢の方が、どのような活動をしているか聞きたい。わたしのようなものも役に立てるか不安なので。(５０～６０代の方が主に活躍しているのかな、と勝手に思っていま

す) 【子育て支援者２級修了者】●若いお母さん方の考え方などが知りたい。 ●有償の仕事をください。有償の情報が欲しい。 ●児童館閉館の具体的な理由を取

材して記事にしてください。利用者の事情を無視したという現状を伝える必要があり。在宅で子育てしている母の立場をサポステはどう考えていますか？●イベント活

動を知りたい。●今までのように活動の場や保育に役立つ情報を載せてほしい。 ●子どもがのびのびと楽しく成長する姿を発信してほしいです。 ●ファミサポ活動

をしていて、危険な状態など、事故発生などに注意すること等が知りたい。 ●現在、多方面にわたる情報をいただいております。昨年度はあまり読んでいなくてすみ

ません。 ●乳幼児用品衣料に関する情報。リサイクルショップ情報を聞かれたりするので。 ●スキルアップ講習の案内を届けてほしい。 ●苦情を聞きたい、知り

たいです。 ●時代とともに地域によって子育て情報が変化するので最新の情報を提供してほしい。支援する側/される側の思いの差を減らしておいてほしい。 ●活

動できるように情報が欲しい。 ●ボランティア情報が欲しい。 ●今、活動していないのですが、子育て中のお母さんや、おばあちゃんたちとお話しする機会が多いの

で、注意すること、お祭りなど楽しい情報、郵送していただいているのでポスターなど掲示することもできます！ ●保育園の先生、親の声などを聞きたい。 ●トラブ

ル事例、注意すべきこと。 ●健診などで区の施設を利用している人対象の有償をしりたい。（子育て中の親子がどの程度支援サービスを知っているか、どう思ってい

るか知りたい）支援でしつけはしたくないので、利用者が利用していない理由を聞きたい。 ●支援活動の個々の事業内容と、その効果。必要としている人としていな

い人との差の現状を知りたい。 ●地域情報を知りたい。 ●書籍の紹介をしてほしい。 【子育て支援員修了者】●支援員さんの現場での生の声、よかったことや失

敗談などが知りたい。 ●子育て支援のためになる情報を知りたい。 ●保育園の求人などが知りたい。 ●もっと若い人が参加できる内容がほしい。 ●流行して

いる病気の情報や対処法が知りたい。 ●研修会や講習会に関する情報（参加できなかった人の為に概要や内容）がほしい。 ●変化の激しい時代なので、最近問

題になっているテーマなどを知りたい。●有償情報が欲しい。 ●おかげさまで今の私は十分満足しています。

誌面の都合上、アンケート結果の全てを掲載することはできませんが、たくさんの貴重なご意見

をいただきました。実際に子育て支援に関わらなくては気づかない視点やご意見は、読んでいて

考えさせられ、感心するばかりです。すべての内容を、子ども家庭支援センターと共有し、今後の養

成講座、サポステの運営などに生かし、改善が可能なものはひとつづつ対処していきます。

少子化が進み、子どもはどんどん少なくなっていますが、社会の変化に伴い、子育て支援のニー

ズは増加し、その内容も多様化しています。子育て支援に関わるみなさんのお力が、子どもたちの

健全育成に欠かせないものとなっています。みなさんのご意見を共有することが大切だと思い、

今回のアンケート報告は、自由記載欄の部分を多く取り上げました。実際にお話をしなければ、分か

沢山のご意見をありがとうございました。

らないことがあります。ぜひ、交流会や研修会などに参加いただき、お話をお聞かせください。

2016年3月に発行した「すまいる」53号から、従来の区立保育園と児童館ボランティア募集に

追加して、私立保育園、小規模保育施設、家庭福祉員のボランティア情報も載せています。サポ

ステは、みなさんの活動の場がより一層広がり、一人ひとりが希望される支援にできるだけ近

づけていきたいと思っています。

アンケートに関係なく、日ごろから、皆さんの貴重なご意見をいただきたいと思っておりま

す。何かありましたら、お気軽にサポステまでご連絡ください。
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子ども家庭支援センター事務局より

いつも板橋区の子育て支援にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。

子育て支援者養成講座・支援員養成講座修了者の皆さまには深く感謝致しております。

このたび、平成２８年度第１回子育て支援員養成講座が７月９日に終了し、新たに３８名の方が修了されました。今回も座

学、グループワーク、実習、発表等で和やか かつ 真剣な雰囲気でご受講いただきました。今回は男性が５名参加されました

が、男性５名というのは、約１０年実施している養成講座の中で過去最大であります。

そこで、最終日に男性にお集まりいただきインタビューをしてまいりました。

たくさんの良いご意見をいただけましたので、ここでご紹介したいと思います。

Ｑ１、受講してみていかがでしたか。
・子ども３人を育ててきましたが、勉強をして「なるほど」と思わされる部分が多く、とても為になりました。

・普段孫の世話をしていますが、実習で客観的に子どもを見る事ができて勉強になりました。

・アレルギーや発達障害について、これまで勉強する機会がなかったのでとても良かったです。

・「保育園落ちた。日本死ね」といったブログがありますが、実習に行ってみて現場も本当に大変であることが良く分かりま

した。

Ｑ２、子育て支援に対して何かご自身のお考えやモットーはありますか。
・子ども達は、日本の将来を支える宝だと考えています。健全に育って欲しいし、自分もその役に立ちたいと考えています。

・日頃子どもに関わる仕事をしていますし、なるべく人生の先輩として若い父母にヒントやアドバイスを与えられるのではな

いかと思っています。しかし、あまりに積極的にいき過ぎると警戒されたり嫌がられたりするので、優しく静かに近づくなど

のバランスを取るように心がけています。

・虐待は母親が大半を占めていますが、その背景には助けが少なく孤立しているからだと思っていますので、全体を考えるよ

うに心がけています。

Ｑ３、男性としての役割や強みのようなものがあればご意見下さい。
・男性としてという訳ではないが、５０年間塾で数学の講師をしていたので、今後も子ども達に教えていきたいです。

・核家族化が進んでおり、年配の男性は割と珍しいためか、実習では子ども達がとても懐いてくれたので強みに感じました。

・私は木のおもちゃを作るのが得意なのですが、物を作る事が得意な男性は多いと思うのでそこは強みだと思います。

・女性にはかなわない部分が多いが、例えば施設内の安全点検や、お昼寝中の見守りなどできる範囲でやれることは多いと思

いました。

・老若男女たくさんの人と接している子どもの方が、表情が豊かで語彙が豊富だと思います。関わる男性の一員になりたいと

思います。

Ｑ４、今後受講される男性に何かメッセージをお願いします。
・子どもに関わることにためらいがあるかもしれませんが、次世代へのバトンタッチと思って、是非積極的に参加して下さ

い。

・講座はとても有意義でしたし、受講する事自体を誇りに思って欲しいです。

・これまで子育てを女性に任せてしまっていた方は、色々と新たな発見があると思うので、是非受講して欲しいと思います。

≪ご協力下さいましてありがとうございました！≫
受講期間中は、寡黙であった男性の方も内に熱い思いを秘めていらっしゃることが大変良く分かったインタビューとなりま

した！女性の方はもちろんのこと、男性の方もどんどんとご受講いただける講座を目指しております。もし周りにご興味のあ

る方がいらっしゃれば、男女を問わず是非ご受講いただければ幸いです。

次回は１１月から１２月にかけて実施する平日コースです。

１０月８日の広報いたばしに受講生募集記事を掲載する予定ですので、どうぞよろしくお願い致します。
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ガイド①
サポステ交流会を
開きました！！

サポステ交流会
２０１６年7月９日（土曜日）

平成28年度の第1回目になる子育て支援員養成講座（土曜日中心コース）

は、5月１４日から７月９日まで約２か月をかけて実施されました。その最終日に

あたる７月９日（土曜日）にサポステ交流会を開きました。今回の養成講座に

は、男性が５名もいて、みなさん自然と周囲に馴染んでいて、温かい雰囲気

でした。

今回は交流会を２部制にして、前半はくじ引きで席を決めたフリートーク。

主に、養成講座の感想などを話しました。後半は、ご希望の支援先に分かれ

て、疑問や不安などを共有しました。すでに、何らかの活動を行っている方も

いたので、貴重なご意見もいただきました。

交流会終了後も情報交換で賑やかでした

今回のサポステ交流会は前回発行の「すまいる」54号に開催告知を掲載できなかったので、7月9日に養成講座を修了され

た方々の時間になりましたが、本来のサポステ交流会は、以前に養成講座を修了された方もご参加いただいています。みなさ

んの活動状況だけでなく、まだ活動をされていない方は、その第一歩を交流会から始めてみませんか？きっと、新しい発見や

出会いが、みなさんの世界を広げてくれることと思います。

ガイド②
ママカフェに

行ってきました！！

子ども連れでも安心して出かけられる場所、ちょっとした子育ての悩みを話したり、ママ目線でもっと気持ちの良い社会

にする方法を考えてみたり・・・。ママたちが気軽に立ち寄って、子どもたちと一緒に楽しく過ごすことをコンセプトとしたマ

マカフェが、いたばし総合ボランティアセンター内で開かれているので、参加してみました。

雨が降る中、赤ちゃんやまだ小さなお子さん、間もなく出産予定というママも参加して、ワイワイと楽しい時間が流れて

いました。おもちゃが置かれたマットの上で、子どもたちは裸足になっておもちゃで遊んだり、他のママたちに遊んでもらっ

たり。日頃の子育てのことや、家事のこと、園や学校のことなど、話題もたくさんです。

ヨチヨチ歩きの赤ちゃんがとってもかわいいっ！

ほぼ全員参加の賑やかな交流会でした

板橋区大和町に区内で初めてできた板橋児童館が廃館になったこと

をきっかけに、この児童館に通っていた人だけでなく、子育て中の方なら

誰でも気軽に集える場所として、いたばし総合ボランティアセンター（本

町24‐1）で始まりました。ママたちの悩みを聞き、優しく寄り添ってくださ

るのは、元児童館長を経験された吉川さん。ママカフェでは保育ボラン

ティアさんを募集していますので、参加してみませんか？主な活動日は

月2回、基本は第2土曜日と第4水曜日です。

【連絡先】 いたばし総合ボランティアセンター（担当：神元）

０３－５９４４－４６０１ ita-vc@violin.ocn.ne.jp
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集 後 記編

まだ梅雨が明けていないというのに、猛暑到来！熱中症で亡くなる方も出ているので、暑さ対策が欠かせなくなり

ました。まだ６月のある日、夜中にうなされて起きたら、怖い夢など見たつもりがないのに汗びっしょり。あちこち痒くて起

きてしまったのです。翌朝ちゃんと起きて鏡を見たら、体中に赤い湿疹。なんと汗疹（あせも）が！汗疹は赤ちゃんや子

ども特有のものだと思っていたら大間違い。大人でも汗疹になるんですね。今ではすっかり冷房をかけていますが、一

歩外に出たら、汗が大噴出。夏は紫外線だけでなく、汗疹対策も欠かせません。(編集担当：岡本・野邉）

発行 子育て支援員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）

〒173-0004 東京都板橋区板橋３－６３－５

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
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ガイド③
ヘルパンギーナに
気をつけましょう

夏風邪の代表的な疾患であるヘルパンギーナが西日本で流行の兆しを見えているという報道がありました。国立感染症研究

所がまとめた5月30日から6月5日までの週の全国の患者報告数によると、西日本を中心に患者が増えており、35都府県で前週

の報告数を上回りました。感染者のほとんどは4歳以下の乳幼児であることから、子供の病気と思われがちですが、大人も免疫

力が下がっていれば罹ることがあるので、誰もが気をつけたい疾患です。

●ヘルパンギーナとは？ 出典：東京都感染症情報センター 都民向けリーフレットより

エンテロウイルス（主にコクサッキーウイルス）による感染症で、毎年６月から８月にかけて流行します。４歳以下の乳幼児に多くみ

られ、３８度以上の突然の発熱、口の中にできる水ほう（小さな水ぶくれ）が主な症状で、１週間程度でおさまります。まれに、髄膜

炎や心筋炎が起こることがあります。

治療はそれぞれの症状に対する対症療法が中心になります。口の中に水ほうができて痛むため、食事がとりやすいよう、柔らか

く、薄味の食事を工夫し、水分補給を心がけることが大切です。

●予防のポイント

・患者の咳やくしゃみなどのしぶきに触れることによって感染（飛まつ・接触感染）する感染症なので、一般的な予防対策（手洗い、

うがい、咳エチケット等）を心がけることが大切になります。

・症状がおさまった後も、２～４週間程度は便などにウイルスが排泄されるため、トイレの後やおむつ交換の後、食事の前の手洗いを

徹底しましょう。

※都内のヘルパンギーナの検出状況や、今年の流行状況をお知りになりたい場合は、東京都感染症情報センターの「ヘル
パンギーナ」のページで見られます。


