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板橋区子育て支援事業

板橋区子育て支援者・支援員通信誌

　私たちが作成する情報誌「すまいる」「活動の場じょうほう」が最終号となりました。みなさま
の子育て支援に役立つ情報を発信しようと、いろいろな情報を集めたり取材に出かけたりして記
事を作成し、隔月発行を続けてまいりました。綴じられたバックナンバーを見ると感慨深いもの
があります。春は出会いと別れの季節。電車の中で卒業式を迎えた学生さんたちの姿に、私たち
の想いものせて、また新しい一歩を踏み出していきたいと思います。そして、次年度から発行さ
れる新しい情報誌をお楽しみに～！！ありがとうございました！    （編集担当：岡本、野邉、小井沼）
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記
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委託事業者が変わります。５年間、ありがとうござい
ました

!!

特集①：子育て支援員活動サポートステーション事業運営法人変更のご案内
サポステの運営法人がNPO法人いたばし子育て支援・フラワーに変わります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   Ｐ２

いままでありがとうございました～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                 Ｐ４     

すまいる・ガイド　サポステ研修会がありました
　これからの子育て支援の可能性～さまざまな事例から考える  Ｐ5          

特集②：サポステアンケート結果報告 Ｐ6

実施しました！こんなこと/あんなこと
 サポステ研修会：5年間の総括 P 8

実施しました！実施しました！実施しました！

　この 5 年間で当サポステが実施し
た研修会の内容をご報告します。
　さまざまな分野の専門家を招き、ど
の研修会も非常に面白い内容でした。

　養成講座を修了すると、同じ支援員さん・支援者さんと交流する機会がありません。サポステは、交
流会や研修会を実施することで、子育て支援のスキルアップにつながる情報を提供するとともに、「子育
て支援」というキーワードを共通に持つ皆さんとのご縁をつなぐ場にしたいと思ってまいりました。
　新しいサポステでも研修会や交流会が実施されますので、ふるってご参加ください。

２０１２年★１０月 ２０１3年★3月 ２０１3年★6月

２０１6年★2月 ２０１6年★11月 ２０１7年★2月

２０１4年★2月 ２０１4年★9月

２０１5年★2月 ２０１5年★8月

テーマ①『知的に障がいのある
子どもとの付き合い方』

テーマ②『チャレンジ 
                  パネルシアター』

テーマ
『配慮の必要な子どもへの

“配慮”の実際』

テーマ
『今どきの子育て・孫育て事情を知っ
　てパパ・ママと賢く付き合おう!!』

テーマ
『これからの子育て支援の可能性
　　～さまざまな事例から考える～』

テーマ
『家庭訪問型子育て支援から

考える親支援』

テーマ
『支援が必要な子どもたちの
　　日常から考える子育て支援』

テーマ
『ココロのおかたづけ術講座～スト
　レスの原因をスッキリおかたづけ～』

テーマ
『手軽にできるカンタン！健康体操』

テーマ
『あっ！というときの（子どもたちの
　よくあるちょっとしたケガや健康 
　トラブル）対処法』

テーマ①『子育て中のママから見た
　子育てしやすい環境とは？』

テーマ②『リトミック講師このみ先生
　　からリトミックを学ぶ』

こんな こと

んなことあ
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   【「すまいる」を見ている・たまに見ている】の割合が、総計では 81.5% でした。アンケートにご協力くださっ
た方の多くは、情報誌『すまいる』を読んでくださっていることが分かりました。ありがとうございました。
　通常は情報誌『すまいる』の送付を希望していない方にも、アンケート用紙をお送りしてきましたが、この結果
を見ると、『すまいる』を送付している方が、アンケートにご協力くださっている様子が分かりました。（ただし、ホー
ムページでご覧になっている方もいます）

　情報誌『すまいる』をお読みくださっている方の多くが、「内容に興味がある」と回答。アンケートを実施させ
ていただくようになってからは、回答やご意見を参考にさせていただきながら、掲載内容を企画してまいりました。

※上記の回答は、子ども家庭支援センターが主催のスキルアップ研修や、ファミサポ研修会などと混同されている
方が多々あり、サポステ研修会単独では正確な数値ではありませんが、参加したことのない方が多かったです。

④ 問：情報誌『すまいる』を見る理由

6

1. 内容に興味がある

2. 役に立つ情報がある

3. 紙面が見やすい

4. 支援者の活動・声がわかる

5. 活動の場の情報がわかる

6. その他

050100150200

133

96

23

73

158

③ 問：情報誌『すまいる』を見ていますか？

『すまいる』をよんでいるか？

必ず見ている たまに見ている 見ていない 届いていない /わからない

支援員

2級

3級

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％ 80.0％ 90.0％ 100.0％

88.9％ 6.4％

1.6％
3.2％

79.7％ 10.2％

1.7％

8.5％

78.1％ 16.4％

2.7％ 2.7％

⑤ サポステ研修会 / 交流会への参加有無　※修了過程別

支援員

参加した
ことがある
28.6％

参加したことがない
68.3％

無記載
3.1％

2 級
参加した
ことがない
49.1％

無記載
1.8％

参加した
ことがある
49.1％

参加したことがある
6.8％

無記載
5.5％

参加したことがない
87.7％

3 級

「すまいる」を見ている理由
（いつも見ている /たまに見ている

計 235名の内訳）

「すまいる」を見ている理由
（いつも見ている /たまに見ている

計 235名の内訳）

　このたび平成２９年４月１日より板橋子育て支援員活動サポートステーションを受託することにな
りました「NPO法人いたばし子育て支援・フラワー」です。
　私たちは、子育て支援員養成講座の前身である子育て支援者養成講座を受講した有志が中心となり、
平成１９年よりグループで学びを地域へフィードバックしながら活動をはじめ、平成２６年に NPO 法
人となりました。現在は、親子ひろば、親子交流会、ワークショップの実施や、地域連携の観点から
児童館での活動も推進しております。このような私どもの活動は養成講座修了者としての視点からス
タートし、現在に至っております。
そういった経験を生かしながら、サポートステーション登録者の皆さま、講座主催の板橋区、当法
人が同じ方向を向いて進んでいけるよう、活動支援を推進してまいります。
　このたび受託するにあたり、板橋区に提案した内容をご報告いたします。平成２９年度よりサポー
トステーション登録者の皆さまの居住地ごとに区内５か所の健康福祉センターの地域別にグループ分
けをさせていただきます。（図参照）このグループごとに交流を深めてまいります。また、これまで情
報誌掲載後は皆さまからのご連絡待ちであった子育て支援活動について、サポートステーションから
の積極的なマッチングを実施したいと思います。しかし、その前段として皆さまとの全体の交流会を
早期に実施させていただき、皆さまのご意見等を伺わせていただきます。
　この５グループが区内の子育て支援の「点」から「面」へつながり子育て支援員としての皆さまの
輝きが区内の子育て世代や地域へ届きます事を目標とさせていただきます。
サポートステーション事業の１０年の道を守り、前任の団体同様ご支援・ご協力のほど宜しくお願
い申しあげます。

NPO法人いたばし子育て支援・フラワー　　理事長　松村　良子

サポステの運営法人が

NPO 法人いたばし子育て支援・フラワー

に変わります

子育て支援員活動サポートステーション事業運営法人変更のご案内

ごあいさつ

平成２９年４月１日より

「NPO 法人いたばし

子育て支援・フラワー」が

受託します。
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　昨年11月末に発行した『すまいる』57号に同封いたしましたサポステアンケートへのご協力をいただきありがとう
ございました。サポステアンケートは2013年の夏に第1回を実施し、今回で４回目となりました。記入欄に書いてく
ださったご意見はすべてまとめて、子ども家庭支援センターと共有し、サポステ運営に役立たせていただいています。
　今回のアンケート結果もすまいる読者の皆さんと共有させていただきたく、主な内容についてご報告させていただ
きます！

　昨年度のアンケートに比べて、今年度は子育て支援者 3 級 2 級修了の方々の回答率が上がりました、一方で、
子育て支援員の方の回答率は大幅に下がっています。
●全体の回答率の推移は、 ‒ H.25 年 41％ → H.26 年 41% → H.27 年 30.7% → H.28 年 34.0% となり、昨年
度からは約 3ポイント回復しています。

アンケートに回答くださった方の年齢は
60代＞50代＞40代…となっています。こ
れは、サポステに登録されている方の年齢
構成と同じと考えられます。板橋区の子育
て支援に大きく貢献してくださっている
方々の中で大きく占める世代は40代～60
代の方だと思われます。

サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　

①アンケートの回答状況について

②回答いただいた方の年齢構成

-6- -3-

～ご協力ありがとうございました～

※( ) 内の数値は前年比

thank  you  ☆ 
thank  you

子育て支援員活動サポートステーション事業
  運営法人：NPO法人いたばし子育て支援・フラワー 

3級 2級 支援員

295 312 158

73 118 63

24.7% (2.9pt↑） 37.8% (2.2pt↑） 39.8% (17.1pt↑）

発送数（宛先不明含）

回答数

回答率

3級 2級 支援員

295 312 158

73 118 63

24.7% (2.9pt↑） 37.8% (2.2pt↑） 39.8% (17.1pt↑）

発送数（宛先不明含）

回答数

回答率

回答者年齢構成回答者年齢構成 40 代 ,21.7％

不明 ,2.3％

50代 ,24.4％

60代 ,38.6％

70代 ,6.7％

20代 ,1.2％
30代 ,5.1％

♩♬
♪ ♪ ♪

※全体交流会のほかに、それぞれの地区ごとで交流が持てる機会をつくる
※それぞれの地区に地区リーダーを立てる
※ボランティア等の集まりが良くない場合に、活動先所在地から近い方を積極的にマッチングする
例）５月に板橋地区の児童館でボランティア活動の募集があった場合
　　　①サポステが児童館に集まり状況を確認　 ⇒　集まっていなかった場合は②へ
　　　②板橋地区の子育て支援員(者)へ電話連絡  ⇒  ＯＫならば③へ（※ご都合が悪い場合はご遠慮なくお断りして下さい！）
　　　③児童館でボランティアをしていただく
　　　④皆さまのご活動により、区内の子育て支援が活性化します！

上記のとおり、平成29年度からサポステが皆様と活動の場を積極的にマッチングいたします。養成講座を修了した
際に提出された登録届に記載の電話番号へお電話いたしますので、電話番号が変わった方は、電話もしくはメール
でご連絡をお願いいたします。

  【登録届変更に関する連絡先】 
                                            板橋区子ども家庭支援センター   本間　 電話：03-3579-2656　
                                            メール：kodomok@city.itabashi.tokyo.jp

平成２９年４月１日から所在地や連絡先等が変わります！

    所在地：大山町 40－4　2階　　
    電　話：5926－9224　ＦＡＸ：5926－9224

※電話と FAXは同番号です.
※電話は現在開設手続中で、４月 6日から繋がります。

メール：mail@kosodatesien.jp
ホームページ：http://www.kosodatesien.jp

※ホームページは現在開設手続中で４月１日から繋がります。

全体交流会

【組織図（案）】

板橋地区 上板橋地区 赤塚地区 志村地区 高島平地区

以下の 5つの地区ごとに交流の機会をつくります

特集
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すまいる
ガイド
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これからの子育て支援の可能性〜さまざまな事例から考える〜

　２０１７年２月１１日（土曜日）、板橋区立グリーンホールにてサポステ研修会を実施しました。講師はＮＰＯ法人せたがや子
育てネット代表理事の松田妙子さん。せたがや子育てネットは、子育て情報の収集と提供、子育てグループのネットワークづくり、
子育ての視点からのまちづくり、子育てを応援する場づくり、行政・企業との協働連携による新たな地域資源の開発など、とて
も幅広い活動をしています。今回の研修会では、せたがや子育てネットの取り組みをうかがいながら、私たちが暮らす板橋では
何ができるか、それぞれの立場から考えてみました。

　松田さんは現在、１８歳、１６歳、１３歳のお子さんを持つお母さん。はじめ
てのお子さんが誕生した時は、三重県にお住まいだったそうです。当時、ファ
ミリーサポートは隣接する自治体にしかなく、まだまだ子育て支援は発展途
上中。そのような中、松田さんご自身は、大学を卒業後、国立総合児童センター
「こどもの城」（２０１５年２月に閉館）に勤務されたご経験もあったことから、
子どもの健全育成への見識を生かして、積極的にアクションを起こします。まずは、ご自身が子育てをする中で「あったらいいな」
をまとめた情報誌を発行したのが、松田さんの子育て支援のスタートだったそうです。

　せたがや子育てネットが活動している世田谷区は人口約８９万人で２３区内の中で最も多く、出生数は年間約８，０００人で平成１
４年以降増加傾向にある、東京２３区内の中で最も活発な子育て地域といえます。一方、板橋区は人口約５６万人、出生数は年
間約 5,000人となっています。それぞれの区の人口や出生数、年齢別の人口構成が違うので、地域の課題も異なりますが、
地域の特性を生かした子育て支援が行われるためにも、私たちが暮らす地域のことを知ることは大切です。

　講座中で、興味深い資料を見せていただきました。右のグラフは、東京都
の調査資料（東京都次世代育成支援後期計画評価に係る調査より）で、幼児を
持つ保護者を対象に、「子育ては大事な仕事である」と思うかという質問と、「子
育ては大事な仕事であると社会から認められている」と思うかという質問の回
答グラフです。
　大半の保護者が「子育ては大事な仕事である」と思っていても、その子育てが「社
会から認められている」と感じていない可能性が見えてきたのです。松田さ
んは、このギャップに着目し、ギャップを解消するために、どのようなこと
ができるかを考えたそうです。
　せたがや子育てネットでは、さまざまな子育て支援を行っていますが、まずは、
地域に開かれた場であることを意識されていることが松田さんのお話から伝
わってきました。サロンやひろばでは、できるだけ親子が入りやすい場づく
りやスタッフ対応の工夫をしていますし、地域の人材や、保護者の方自身の
力も生かせるように働きかけをしています。今は、子育て支援の内容も多様
化しており、自分でやらなくても、適切な支援は「知っていればつながる・
つなげられる」ことを、自分たちが暮らすまちで意識することも大切です。
一人ひとりの力は小さいですが、それぞれがつながれば豊かな輪が広がります。
　松田さん、学びの多い時間をありがとうございました！

せたがや子育てネットの詳しい活動内容は
ホームページをご覧下さい
http://www.setagaya-kosodate.net/

みなさん熱心に耳を傾けていました

子育ては大事な仕事である (N=121)

子育ては大事な仕事であると社会から認められている (N=121)

無回答

全くそう思わない

ごくたまにそう思う

時々そう思う

そう思う

とてもそう思う

無回答

全くそう思わない

ごくたまにそう思う

時々そう思う

そう思う

とてもそう思う

22（18.2％）

32（26.4％）
32（26.4％）32（26.4％）

17（14.0％）

6（5.0％） 12（9.9％）

70（57.9％）
36（29.8％）

6（5.0％）
3（2.5％）
2（1.7％）

4（3.3％）

講師：NPO 法人せたがや子育てネット　代表理事  松田妙子さん

子育ての『あったらいいな』からスタート

地域を知ると、子育て支援が見えてくる

つながる・つなげる支援を考えること

サポステ

研修会が

ありました

　平成 24 年4月1日より「板橋区子育て支援者活動サポートステーション」（平成 27 年4月より「板橋区 子育て支援員活動サポー
トステーション」に名称変更）の事業運営を行ってまいりました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が、
事業運営法人の変更により、この3月末をもって業務を終了いたします。
　子育て環境や社会の変化に伴い、子育て支援のあり方についてもこの５年の間に大きく変わりました。私たちは、自分たちが
暮らすこの板橋が「子育てしやすいまち」になるべく、試行錯誤を続けながら、子育て支援の活性化を目指してサポステの運営
をしてまいりましたが、なにぶん不十分なこともあったかと存じます。この場を借りてお詫び申し上げるとともに、サポステ運
営へのご協力につきまして、心から御礼申し上げます。どうもありがとうございました！

いままでサポステの事業運営を行っておりました 

NPO 法人 ボランティア・市民活動学習推進 センター 

いたばしは、 3月末で業務を終了いたします。

いままで、ありがとうございました！いままで、ありがとうございました！いままで、ありがとうございました！

2013年の４月から丸４年間、
参

加させていただきました。交流会や研修会でみなさ
んとお会いし、お話しすることができて、私にとっ
て学びを深める貴重な経験となりました。わが子はまだ中学生。まだまだ子育て真っ最中。
仕事, 家庭, 子育て, いろいろ…（笑これからも楽しんでいきたいと思っています！ありがとうございました！みなさん、お元気で～！！

岡本 侑子

  すまいる58号、59号発行のお手伝いをさせていただ

きました。短い期間でしたが、良い仲間に出会え、楽し

い時間を過ごすことができました。この「すまいる」を

ご覧下さっているみなさんが、ボランティア活動や仕

事の場で、すてきな仲間に出会い、子育て支援活動を

より充実したものにされることを願っています。

　ありがとうございました。引き続き来年度の

NEW「すまいる」をどうぞよろしくお願いいたします。

　       こいぬま

サポステ運営スタッフからのごあいさつ

　平成 24 年から 5 年間、“すまいる” でのつながりでは

ありましたが、ありがとうございました。子育て支援の

現場の皆さんと情報を共有出来たことは、何よりの喜び

でもあり、収穫でもありました。

　今後も板橋区内の子どもたちの健やかな育ちに、私た

ちも何らかの連携をしていきたいと考えています。子育

て支援員の皆さまの、益々のご活躍を祈ります。

学習推進センター　廣瀬カズ子

サポステの運営に

サポステの野邉です。年に2回発行の「活動の場じょうほう」

　を中心に皆様に情報をお届けしてまいりました。このサポス

テのお仕事を通して、皆様とつながれたこと感謝しております。

また私自身も 2011 年に養成講座を修了し、その同期メンバーを中

心に「保育支援ネットワークキャンネット」というママのサポート団

体を立ち上げました。※詳細は同封の緑色の活動場をご覧ください。行

政の育児サポートを（ファミサポや育児支援ヘルパーなど）利用して

いないママにも支援の手が行き届けられるようにこれからも

活動してまいります。今までありがとうございました。

★野邉まりこ★



すまいる
ガイド
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これからの子育て支援の可能性〜さまざまな事例から考える〜

　２０１７年２月１１日（土曜日）、板橋区立グリーンホールにてサポステ研修会を実施しました。講師はＮＰＯ法人せたがや子
育てネット代表理事の松田妙子さん。せたがや子育てネットは、子育て情報の収集と提供、子育てグループのネットワークづくり、
子育ての視点からのまちづくり、子育てを応援する場づくり、行政・企業との協働連携による新たな地域資源の開発など、とて
も幅広い活動をしています。今回の研修会では、せたがや子育てネットの取り組みをうかがいながら、私たちが暮らす板橋では
何ができるか、それぞれの立場から考えてみました。

　松田さんは現在、１８歳、１６歳、１３歳のお子さんを持つお母さん。はじめ
てのお子さんが誕生した時は、三重県にお住まいだったそうです。当時、ファ
ミリーサポートは隣接する自治体にしかなく、まだまだ子育て支援は発展途
上中。そのような中、松田さんご自身は、大学を卒業後、国立総合児童センター
「こどもの城」（２０１５年２月に閉館）に勤務されたご経験もあったことから、
子どもの健全育成への見識を生かして、積極的にアクションを起こします。まずは、ご自身が子育てをする中で「あったらいいな」
をまとめた情報誌を発行したのが、松田さんの子育て支援のスタートだったそうです。

　せたがや子育てネットが活動している世田谷区は人口約８９万人で２３区内の中で最も多く、出生数は年間約８，０００人で平成１
４年以降増加傾向にある、東京２３区内の中で最も活発な子育て地域といえます。一方、板橋区は人口約５６万人、出生数は年
間約 5,000人となっています。それぞれの区の人口や出生数、年齢別の人口構成が違うので、地域の課題も異なりますが、
地域の特性を生かした子育て支援が行われるためにも、私たちが暮らす地域のことを知ることは大切です。

　講座中で、興味深い資料を見せていただきました。右のグラフは、東京都
の調査資料（東京都次世代育成支援後期計画評価に係る調査より）で、幼児を
持つ保護者を対象に、「子育ては大事な仕事である」と思うかという質問と、「子
育ては大事な仕事であると社会から認められている」と思うかという質問の回
答グラフです。
　大半の保護者が「子育ては大事な仕事である」と思っていても、その子育てが「社
会から認められている」と感じていない可能性が見えてきたのです。松田さ
んは、このギャップに着目し、ギャップを解消するために、どのようなこと
ができるかを考えたそうです。
　せたがや子育てネットでは、さまざまな子育て支援を行っていますが、まずは、
地域に開かれた場であることを意識されていることが松田さんのお話から伝
わってきました。サロンやひろばでは、できるだけ親子が入りやすい場づく
りやスタッフ対応の工夫をしていますし、地域の人材や、保護者の方自身の
力も生かせるように働きかけをしています。今は、子育て支援の内容も多様
化しており、自分でやらなくても、適切な支援は「知っていればつながる・
つなげられる」ことを、自分たちが暮らすまちで意識することも大切です。
一人ひとりの力は小さいですが、それぞれがつながれば豊かな輪が広がります。
　松田さん、学びの多い時間をありがとうございました！

せたがや子育てネットの詳しい活動内容は
ホームページをご覧下さい
http://www.setagaya-kosodate.net/

みなさん熱心に耳を傾けていました

子育ては大事な仕事である (N=121)

子育ては大事な仕事であると社会から認められている (N=121)
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　昨年11月末に発行した『すまいる』57号に同封いたしましたサポステアンケートへのご協力をいただきありがとう
ございました。サポステアンケートは2013年の夏に第1回を実施し、今回で４回目となりました。記入欄に書いてく
ださったご意見はすべてまとめて、子ども家庭支援センターと共有し、サポステ運営に役立たせていただいています。
　今回のアンケート結果もすまいる読者の皆さんと共有させていただきたく、主な内容についてご報告させていただ
きます！

　昨年度のアンケートに比べて、今年度は子育て支援者 3 級 2 級修了の方々の回答率が上がりました、一方で、
子育て支援員の方の回答率は大幅に下がっています。
●全体の回答率の推移は、 ‒ H.25 年 41％ → H.26 年 41% → H.27 年 30.7% → H.28 年 34.0% となり、昨年
度からは約 3ポイント回復しています。

アンケートに回答くださった方の年齢は
60代＞50代＞40代…となっています。こ
れは、サポステに登録されている方の年齢
構成と同じと考えられます。板橋区の子育
て支援に大きく貢献してくださっている
方々の中で大きく占める世代は40代～60
代の方だと思われます。

サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　サポステアンケート結果報告　

①アンケートの回答状況について

②回答いただいた方の年齢構成
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～ご協力ありがとうございました～

※( ) 内の数値は前年比

thank  you  ☆ 
thank  you

子育て支援員活動サポートステーション事業
  運営法人：NPO法人いたばし子育て支援・フラワー 

3級 2級 支援員

295 312 158

73 118 63

24.7% (2.9pt↑） 37.8% (2.2pt↑）

発送数（宛先不明含）

回答数

回答率

3級 2級 支援員

295 312 158

73 118 63

24.7% (2.9pt↑） 37.8% (2.2pt↑） 39.8%39.8% ( 17.(17.1pt↓）

発送数（宛先不明含）

回答数

回答率

回答者年齢構成回答者年齢構成 40 代 ,21.7％

不明 ,2.3％

50代 ,24.4％

60代 ,38.6％

70代 ,6.7％

20代 ,1.2％
30代 ,5.1％

♩♬
♪ ♪ ♪

※全体交流会のほかに、それぞれの地区ごとで交流が持てる機会をつくる
※それぞれの地区に地区リーダーを立てる
※ボランティア等の集まりが良くない場合に、活動先所在地から近い方を積極的にマッチングする
例）５月に板橋地区の児童館でボランティア活動の募集があった場合
　　　①サポステが児童館に集まり状況を確認　 ⇒　集まっていなかった場合は②へ
　　　②板橋地区の子育て支援員(者)へ電話連絡  ⇒  ＯＫならば③へ（※ご都合が悪い場合はご遠慮なくお断りして下さい！）
　　　③児童館でボランティアをしていただく
　　　④皆さまのご活動により、区内の子育て支援が活性化します！
　上記のとおり、平成29年度からサポステが皆様と活動の場を積極的にマッチングいたします。養成講座を修了し
た際に提出された登録届に記載の電話番号へお電話いたしますので、電話番号が変わった方は、電話もしくはメー
ルでご連絡をお願いいたします。

【連絡先】 
                                            板橋区子ども家庭支援センター   本間　 電話：03-3579-2656　
                                            メール：kodomok@city.itabashi.tokyo.jp

平成２９年４月１日から所在地や連絡先等が変わります！

    所在地：大山町 40－4　2階　　
    電　話：5926－9224　ＦＡＸ：5926－9224

※電話は現在開設中で、４月６日から繋がります。
メール：mail@kosodatesien.jp
ホームページ：http://www.kosodatesien.jp

全体交流会

【組織図（案）】

板橋地区 上板橋地区 赤塚地区 志村地区 高島平地区

以下の 5つの地区ごとに交流の機会をつくります

特集

2
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   【「すまいる」を見ている・たまに見ている】の割合が、総計では 81.5% でした。アンケートにご協力くださっ
た方の多くは、情報誌『すまいる』を読んでくださっていることが分かりました。ありがとうございました。
　通常は情報誌『すまいる』の送付を希望していない方にも、アンケート用紙をお送りしてきましたが、この結果
を見ると、『すまいる』を送付している方が、アンケートにご協力くださっている様子が分かりました。（ただし、ホー
ムページでご覧になっている方もいます）

　情報誌『すまいる』をお読みくださっている方の多くが、「内容に興味がある」と回答。アンケートを実施させ
ていただくようになってからは、回答やご意見を参考にさせていただきながら、掲載内容を企画してまいりました。

※上記の回答は、子ども家庭支援センターが主催のスキルアップ研修や、ファミサポ研修会などと混同されている
方が多々あり、サポステ研修会単独では正確な数値ではありませんが、参加したことのない方が多かったです。

④ 問：情報誌『すまいる』を見る理由

6

1. 内容に興味がある

2. 役に立つ情報がある

3. 紙面が見やすい

4. 支援者の活動・声がわかる

5. 活動の場の情報がわかる

6. その他

050100150200

133

96

23

73

158

③ 問：情報誌『すまいる』を見ていますか？

『すまいる』をよんでいるか？

必ず見ている たまに見ている 見ていない 届いていない /わからない

支援員

2級

3級

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％ 80.0％ 90.0％ 100.0％

88.9％ 6.4％

1.6％
3.2％

79.7％ 10.2％

1.7％

8.5％

78.1％ 16.4％

2.7％ 2.7％

⑤ サポステ研修会 / 交流会への参加有無　※修了過程別

支援員

参加した
ことがある
28.6％

参加したことがない
68.3％

無記載
3.1％

2 級
参加した
ことがない
49.1％

無記載
1.8％

参加した
ことがある
49.1％

参加したことがある
6.8％

無記載
5.5％

参加したことがない
87.7％

3 級

「すまいる」を見ている理由
（いつも見ている /たまに見ている

計 235名の内訳）

「すまいる」を見ている理由
（いつも見ている /たまに見ている

計 235名の内訳）

　このたび平成２９年４月１日より板橋子育て支援員活動サポートステーションを受託することにな
りました「NPO法人いたばし子育て支援・フラワー」です。
　私たちは、子育て支援員養成講座の前身である子育て支援者養成講座を受講した有志が中心となり、
平成１９年よりグループで学びを地域へフィードバックしながら活動をはじめ、平成２６年に NPO 法
人となりました。現在は、親子ひろば、親子交流会、ワークショップの実施や、地域連携の観点から
児童館での活動も推進しております。このような私どもの活動は養成講座修了者としての視点からス
タートし、現在に至っております。
そういった経験を生かしながら、サポートステーション登録者の皆さま、講座主催の板橋区、当法
人が同じ方向を向いて進んでいけるよう、活動支援を推進してまいります。
　このたび受託するにあたり、板橋区に提案した内容をご報告いたします。平成２９年度よりサポー
トステーション登録者の皆さまの居住地ごとに区内５か所の健康福祉センターの地域別にグループ分
けをさせていただきます。（図参照）このグループごとに交流を深めてまいります。また、これまで情
報誌掲載後は皆さまからのご連絡待ちであった子育て支援活動について、サポートステーションから
の積極的なマッチングを実施したいと思います。しかし、その前段として皆さまとの全体の交流会を
早期に実施させていただき、皆さまのご意見等を伺わせていただきます。
　この５グループが区内の子育て支援の「点」から「面」へつながり子育て支援員としての皆さまの
輝きが区内の子育て世代や地域へ届きます事を目標とさせていただきます。
サポートステーション事業の１０年の道を守り、前任の団体同様ご支援・ご協力のほど宜しくお願
い申しあげます。

NPO法人いたばし子育て支援・フラワー　　理事長　松村　良子

サポステの運営法人が

NPO 法人いたばし子育て支援・フラワー

に変わります

子育て支援員活動サポートステーション事業運営法人変更のご案内

ごあいさつ

平成２９年４月１日より

「NPO 法人いたばし

子育て支援・フラワー」が

受託します。
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板橋区子育て支援事業

板橋区子育て支援者・支援員通信誌

　私たちが作成する情報誌「すまいる」「活動の場じょうほう」が最終号となりました。みなさま
の子育て支援に役立つ情報を発信しようと、いろいろな情報を集めたり取材に出かけたりして記
事を作成し、隔月発行を続けてまいりました。綴じられたバックナンバーを見ると感慨深いもの
があります。春は出会いと別れの季節。電車の中で卒業式を迎えた学生さんたちの姿に、私たち
の想いものせて、また新しい一歩を踏み出していきたいと思います。そして、次年度から発行さ
れる新しい情報誌をお楽しみに～！！ありがとうございました！    （編集担当：岡本、野邉、小井沼）

編集後
記
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記
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特集①：子育て支援員活動サポートステーション事業運営法人変更のご案内
サポステの運営法人がNPO法人いたばし子育て支援・フラワーに変わります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   Ｐ２

いままでありがとうございました～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                 Ｐ４     

すまいる・ガイド　サポステ研修会がありました
　これからの子育て支援の可能性～さまざまな事例から考える  Ｐ5          

特集②：サポステアンケート結果報告 Ｐ6

実施しました！こんなこと/あんなこと
 サポステ研修会：5年間の総括 P 8

実施しました！実施しました！実施しました！

　この 5 年間で当サポステが実施し
た研修会の内容をご報告します。
　さまざまな分野の専門家を招き、ど
の研修会も非常に面白い内容でした。

　養成講座を修了すると、同じ支援員さん・支援者さんと交流する機会がありません。サポステは、交
流会や研修会を実施することで、子育て支援のスキルアップにつながる情報を提供するとともに、「子育
て支援」というキーワードを共通に持つ皆さんとのご縁をつなぐ場にしたいと思ってまいりました。
　新しいサポステでも研修会や交流会が実施されますので、ふるってご参加ください。

２０１２年★１０月 ２０１3年★3月 ２０１3年★6月

２０１6年★2月 ２０１6年★11月 ２０１7年★2月

２０１4年★2月 ２０１4年★9月

２０１5年★2月 ２０１5年★8月

テーマ①『知的に障がいのある
子どもとの付き合い方』

テーマ②『チャレンジ 
                  パネルシアター』

テーマ
『配慮の必要な子どもへの

“配慮”の実際』

テーマ
『今どきの子育て・孫育て事情を知っ
　てパパ・ママと賢く付き合おう!!』

テーマ
『これからの子育て支援の可能性
　　～さまざまな事例から考える～』

テーマ
『家庭訪問型子育て支援から

考える親支援』

テーマ
『支援が必要な子どもたちの
　　日常から考える子育て支援』

テーマ
『ココロのおかたづけ術講座～スト
　レスの原因をスッキリおかたづけ～』

テーマ
『手軽にできるカンタン！健康体操』

テーマ
『あっ！というときの（子どもたちの
　よくあるちょっとしたケガや健康 
　トラブル）対処法』

テーマ①『子育て中のママから見た
　子育てしやすい環境とは？』

テーマ②『リトミック講師このみ先生
　　からリトミックを学ぶ』

こんな こと

んなことあ




