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板橋区子育て支援員活動
サポートステーション

第84号
2021．5．31

編集後記
5月13日現在、東京都で1010人が新型コロナウイルスに
感染し、都内の感染者の累計は15万人を超えています。ワ
クチン接種が日本でもはじまります。予約のシステムの
報道などがありました。しかしワクチンは日本人全体へ
行き渡る事は伝えられています。
先ずは三密を避け、マスクと手洗いの基本の生活を守り
前向きな気持ちを持ち日々の生活をすごしましょう。
写真掲載に関しては、所有者のご了承をいただいております。

★サポートステーションからのお知らせ

★令和２年度サポートステーションアンケート結果報告

★板橋区立中央図書館

★ファミリー・サポート・センター事業／援助会員登録説明会・
　育児支援ヘルパー事業／支援ヘルパー登録説明会のご案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

・・・・・・P2～P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6～P7

　
・・・・・・・・・・P8

サポートステーションは、担当部署が令和３年度より
板橋区子ども家庭部保育サービス課  保育管理係へ変わりました。

上記に伴い、サポステHPがリニューアルいたしました。
どうぞご覧ください。
http://kosodatesien.jp/

サポートステーションからのお知らせ

令和3年度4月より下記へ移転いたしました。
住所：〒173-0014東京都板橋区大山東町28-8-202

電話＆fax：03-6912-4421
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子育て支援員活動サポートステーション（NPO 法人 いたばし子育て支援・フラワー）
［発行］

　　　　　　　　　　
ファミリー・サポート・センター事業とは
援助を受けたい区民（利用会員）と援助を行いたい
区民（援助会員）の会員制による、一時的な保育や送
迎を行うービスです。

主な援助活動内容
●一時的な保育
●保育園、幼稚園、小学校、あいキッズ等への
　送迎、その前後の保育
●塾やおけいこへの送迎など

援助会員登録説明会
【日　時】令和3年7月19日（月）13:30～16:30
【場　所】板橋区立グリーンホール504会議室

　　　　　（板橋区栄町36-1）
【内　容】ファミリー・サポート・センター援助会員

の登録及び活動内容の説明
【対　象】板橋区在住で、板橋区及び地方自治体が実

施する「子育て支援員養成講座」を修了し
た20歳以上70歳未満の心身ともに健康
な方。

　　　　　※子育て支援員養成講座を修了され、しば
らく活動がなかった方も登録説明会に参
加し再度登録していただければ活動がで
きます。

【費　用】無料
【持ち物】筆記用具、印鑑（シャチハタ以外のもの）、

謝礼金振込用口座情報が分かる通帳等、会
員証用顔写真（タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝　

　　　　　カラー・白黒いずれも可）1枚
【問・申込】令和3年7月2日（金）締切　

　　　　　子ども家庭支援センター 
　　　　　℡3579-2656まで

「育児支援ヘルパー派遣事業　
支援ヘルパー登録説明会のご案内」

育児支援ヘルパー派遣事業とは
妊娠中（母子健康手帳取得後）から生後3歳未満のお
子さんのいる家庭に、家事や育児の手伝いをしていた
だく育児支援ヘルパーを派遣する事業です。

主な支援内容
食事の支度、買い物、洗濯、簡単な掃除などの家事の補
助や、子どもの見守り、沐浴・授乳などの育児の援助

育児支援ヘルパー登録説明会
【日　時】令和3年7月15日（木）13:30～16:30
【場　所】板橋区立グリーンホール504会議室
（板橋区栄町36-1）
【内　容】育児支援ヘルパーの登録及び
活動内容の説明

【対　象】板橋区在住で、板橋区及び地方自治体が実
施する「子育て支援員養成講座」を修了した
20歳以上70歳未満の心身ともに健康な方

　       　※子育て支援員養成講座を修了され、しば
らく活動がなかった方も登録説明会に参
加し再度登録していただければ活動がで
きます。

【費　用】無料
【持ち物】筆記用具、印鑑（シャチハタ以外のもの）、

報酬振込用口座情報が分かる通帳等、会員
証用顔写真（タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝  カ
ラー・白黒いずれも可）1枚

【問・申込】令和3年7月2日（金）締切　子ども家庭支
援センター　℡3579-2656まで

※緊急事態宣言の動向によっては、登録説明会の開
催を中止する可能性があります。

「ファミリー・サポート・センター事業／援助会員登録説明会
育児支援ヘルパー事業／支援ヘルパー登録説明会のご案内のご案内」
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1月に発行の「すまいる82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。年1回のサポステアンケートも今回で8回目となりました。記入欄にお答え頂いたご意
見をまとめて、サポートステーション運営に役立たせております。 
      

令和２年度  サポステアンケート結果報告

～・～・～ご協力ありがとうございました～・～・～

①アンケートの回答状況について

④情報誌「すまいる」を見る理由

⑤「無償ボランティア活動をしたことがある方」にお聞きします 

②回答をいただいた方の年齢構成

③「すまいる」を見ていますか？

発送数

回答数

回答率

支援員
303
82

27%

２級
276
91

33%

3級
256
61

23.8%

全体
835
234
28%

●全体の回答率の推移は、平成30年34.4%➡令和元年39.8%➡令和２年28%となりました。
　

●全体的に見て50代、60代、支援者支援員が多い事が分かります。3級の構成を見たときに
　講座修了者として、現在も板橋区の子育て支援にかかわっている方が多いようです。   

●70％の方が「すまいる」を見ています。      
　板橋区の子育て支援の情報に興味を示していることが分かります。

※ボランティア活動の場所は区立・私立保育園、児童館が多く、次いで健康福祉センター   
平日の午前中の活動となっている。        

１．無償ボランティア活動の情報がわかる

２．内容に興味がある

３．役に立つ情報が多い

４．紙面が見やすい 

５．支援者(員)の活動・声がわかる

６．その他

　　　　　           71人

111人 

　　　　　　　　        60人

　　　　　　　　　　　　　　　     27人 

100人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　         9人

●区立・私立保育園　平日午前中
●児童館行事　平日午前中
●健康福祉センター35歳健診、ツインキッズクラブ

●児童館で教材作り　　月2回午前中
●児童館で読み聞かせ　月1回午前中
●保育園見守り・おはなし会　　月2回

30代
3.70%

30代
0%

40代
19%

50代
31%

60代
38%

70代
8.3%

40代
14%

50代
38%60代

32%

70代
16%

40代
18.7%

50代
22%60代

32.2%

70代
22%

支援員 2級 3級

30代
5.1%

支援員

2級

3級

必ず見ている たまに見ている 見ていない

74.6% 12.7% 12.7%

51.3% 29.7% 19%

※「すまいる」を見る理由（複数回答・合計378人） 

020406080100

⑥スキルアップ講習会に参加した感想

●絵本の読み聞かせ（図書館、児童館） 
●育児健診時の見守り
●保育園　平日午前中

●あいキッズ　月数回
3級

2級

支援員

68.9% 18.3% 12.8%

●手作りおもちゃは簡単で
保育現場で役立っている。 

●専門の先生方の指導が
　自分の活動に
　役立っている。 

●わらべ歌の講習会は
　私たちが受けついで
　いく歌だと思った。

（３級）

●保育現場で役立っている。

●子育てに関する
　最新情報が得られた。
 
●支援者の活動の
　様子が分かった。

●自分自身の啓発に
　努めたいと思います。

●仕事に参考になる。 

●講習会での専門的な
　話しが興味深い。

（2級） （支援者）
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1月に発行の「すまいる82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。年1回のサポステアンケートも今回で8回目となりました。記入欄にお答え頂いたご意
見をまとめて、サポートステーション運営に役立たせております。 
      

令和２年度  サポステアンケート結果報告

～・～・～ご協力ありがとうございました～・～・～

①アンケートの回答状況について

④情報誌「すまいる」を見る理由

⑤「無償ボランティア活動をしたことがある方」にお聞きします 

②回答をいただいた方の年齢構成
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●全体の回答率の推移は、平成30年34.4%➡令和元年39.8%➡令和２年28%となりました。
　

●全体的に見て50代、60代、支援者支援員が多い事が分かります。3級の構成を見たときに
　講座修了者として、現在も板橋区の子育て支援にかかわっている方が多いようです。   

●70％の方が「すまいる」を見ています。      
　板橋区の子育て支援の情報に興味を示していることが分かります。

※ボランティア活動の場所は区立・私立保育園、児童館が多く、次いで健康福祉センター   
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１．無償ボランティア活動の情報がわかる
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100人
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●健康福祉センター35歳健診、ツインキッズクラブ

●児童館で教材作り　　月2回午前中
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⑥スキルアップ講習会に参加した感想

●絵本の読み聞かせ（図書館、児童館） 
●育児健診時の見守り
●保育園　平日午前中
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●手作りおもちゃは簡単で
保育現場で役立っている。 

●専門の先生方の指導が
　自分の活動に
　役立っている。 

●わらべ歌の講習会は
　私たちが受けついで
　いく歌だと思った。

（３級）

●保育現場で役立っている。

●子育てに関する
　最新情報が得られた。
 
●支援者の活動の
　様子が分かった。

●自分自身の啓発に
　努めたいと思います。

●仕事に参考になる。 

●講習会での専門的な
　話しが興味深い。

（2級） （支援者）



54

⑦どんな内容のスキルアップ講習会を実施してほしいですか ⑩サポステへの意見・要望

終わりに

⑨どんな内容の地域別交流会を実施してほしいですか

⑧どんな内容の交流会を実施してほしいですか

●「すまいる」の発行 ( 年6回 )
●ホームページでの情報発信
●「ボランティア活動」のマッチング
　★ ボランティア情報収集 (児童館、保育園等の情報)
　★ ボランティア情報発信 (すまいるへ掲載)
●「ボランティア活動実績」を区へ報告(毎月)

●支援員・支援者の皆さんからのご相談対応
●スキルアップ講習会実施 (年3回)
●交流会実施 (年2回)
●地域別交流会実施 (区内5箇所)
●アンケート実施 (年1回)

3級

●発達障害児への理解
●活動していないため、スキルアップよりも復習したい 
●乳児の虐待 
●保育における安全管理
●コロナ禍でスキルアップ講習会の実施希望

2級

支援員

●話し方、子どもに伝わりやすい言葉の選び方の講習
●子どもの（保育園～小学生まで）生活の様子を知りたい
●発達障害の子どもとの接し方
●コロナ禍での子どもの様子を知りたい

●日曜日を希望します

●折り紙・手作りおもちゃ・絵本の読み聞かせ

●発達に応じた手作りおもちゃ

支援員 ●実践に役立つ手作りおもちゃ・絵本の読み聞かせ
●アナログ的なゲームの交流会

3級

●他の支援者のボランティア活動の様子を聞きたい
●定期的開催を希望
●地域に近い場所での実施を希望

3級

2級

●ボランティア活動をしている方の話しを聞きたい2級

●活動中の支援員の声、情報を参考にしたい支援員

正式名称は「板橋区子育て支援員活動サポートステーション」です。
講座修了者の方が子育て支援員、支援者として「サポステ」へ登録されて
いるところです（登録は任意です）

サポステとは

※ボランティア活動へのご質問等は
　サポステへご連絡下さい。

令和2年度のアンケート結果をお知らせさせていただきます。
サポートステーション登録者の支援員、2級、3級の皆さまのお声と、
皆さまのお力が板橋区の子育て支援の一助となっております。
アンケートにご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。

（３級） （2級） （支援者）

●ボランティア
　活動体験（保育園）

●活動できる場所の提供

●講座修了後、ブランクの
　ある方向けの講座を希望

●土日のボランティア活動と
　講座に参加したい

●区内の新しい情報の
　掲載を望む
　（例）東板橋動物園 

●紙面や文字が読みやすい

●ボランティア活動の際、
　サポステスタッフの
　同行に安心感が得られた

●発達障害児に関する
　講座の希望

●すまいるの情報発信が
　活動に役立っている

●コロナ禍での
　子どもへの配慮すべき
　対処法を学びたい

「サポステ」はこんな活動をしています
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⑦どんな内容のスキルアップ講習会を実施してほしいですか ⑩サポステへの意見・要望
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●保育における安全管理
●コロナ禍でスキルアップ講習会の実施希望

2級
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●発達障害の子どもとの接し方
●コロナ禍での子どもの様子を知りたい

●日曜日を希望します

●折り紙・手作りおもちゃ・絵本の読み聞かせ

●発達に応じた手作りおもちゃ

支援員 ●実践に役立つ手作りおもちゃ・絵本の読み聞かせ
●アナログ的なゲームの交流会

3級

●他の支援者のボランティア活動の様子を聞きたい
●定期的開催を希望
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●ボランティア活動をしている方の話しを聞きたい2級

●活動中の支援員の声、情報を参考にしたい支援員

正式名称は「板橋区子育て支援員活動サポートステーション」です。
講座修了者の方が子育て支援員、支援者として「サポステ」へ登録されて
いるところです（登録は任意です）
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※ボランティア活動へのご質問等は
　サポステへご連絡下さい。
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サポートステーション登録者の支援員、2級、3級の皆さまのお声と、
皆さまのお力が板橋区の子育て支援の一助となっております。
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●ボランティア
　活動体験（保育園）

●活動できる場所の提供

●講座修了後、ブランクの
　ある方向けの講座を希望

●土日のボランティア活動と
　講座に参加したい

●区内の新しい情報の
　掲載を望む
　（例）東板橋動物園 

●紙面や文字が読みやすい

●ボランティア活動の際、
　サポステスタッフの
　同行に安心感が得られた

●発達障害児に関する
　講座の希望

●すまいるの情報発信が
　活動に役立っている

●コロナ禍での
　子どもへの配慮すべき
　対処法を学びたい

「サポステ」はこんな活動をしています
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板橋区中央図書館の新館がオープンしました
いたばしボローニャ絵本館を併設

　　未来をはぐくみ、心の豊かさと新しい価値を創造し、
　緑と文化を象徴する図書館を基本理念とし、生涯を通じ、心の豊かさを
支える図書館・課題解決型図書館・地域のコミュニティ形成を支援する
図書館を掲げています。緑に囲まれた清々しい空間と、
　世界の絵本を楽しめる図書館で
　　思い思いの時を過ごしませんか♪

2021年3月に平和公園内に移転オープンしました。

いたばしボローニャ絵本館

えほんの森、ものがたりの森、ちしきの森のエ
リアに分け、児童書を豊富に揃えています。

おはなし会やミニ映画会など、図書館のイベン
トを開催します。
イベントがないときは、どなたでも自由に利用
できます。

約100か国、70言語の海外絵本を揃えていま
す。各国・地域に興味を持つきっかけとなるよ
うな絵本や、多言語で翻訳された作品など、多
彩な世界の絵本を楽しめます。

～世界の絵本をたのしもう～

児童コーナー

企画展示、講演会や上映会など様々なイベント
を実施します。

図書館ホール

公園の景観をながめながら美味しいコーヒー
や食事とともに快適な時間を過ごせます。
清々しいオープンカフェでは風を感じながら
過ごせます。

カフェ

一般向けの図書を豊富に揃えています。
窓際の閲覧室やテラス席では、公園の緑を感じ
ながら読書を楽しめます。CD/DVDが視聴でき
るブースもご用意しています。

一般開架

調査・研究を目的としたインターネット閲覧用
に、パソコンを無料でご利用いただけます。

さんさんテラス

緑に囲まれた空間

静かな環境で読書や勉強に集中し
たい方のための部屋です。（25席）

学習ルーム

図書館資料を活用し、疑問や課題を解決するためのお手伝
いもします。

テイーンズ向けの図書や雑誌など多彩な資料
を揃えています。読書、憩い、活動の場所として
時間を過ごすことができます。

テイーンズコーナー

板橋区の郷土資料、有効・交流都市にまつわる資料などを
揃えています。民俗学者で板橋区史の編纂にも尽力した
櫻井徳太郎に関する民俗学の資料を集め、公文書館所蔵
の櫻井徳太郎文庫の紹介や展示を行っています。

板橋区コーナー/櫻井徳太郎コーナー

おはなしの部屋

住所：常盤台4-3-1
（板橋区平和公園内）

電話：03-6281-0291

開館時間

休 館 日
交 　 通

／

／
／

午前9時～午後８時
第2月曜（祝日の場合は翌平日）、
月末日（3月を除く、土曜・日曜・祝日の場合は翌平日）、
年末年始、特別整理期間
東武東上線「上板橋」北口から徒歩７分
国際興業バス「教育科学館」から徒歩3分

【インフォメーション】

インターネット閲覧用パソコン席

レファレンスカウンター/レファレンスコーナー

板橋区中央図書館
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板橋区子育て支援員活動
サポートステーション

第84号
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編集後記
5月13日現在、東京都で1010人が新型コロナウイルスに
感染し、都内の感染者の累計は15万人を超えています。ワ
クチン接種が日本でもはじまります。予約のシステムの
報道などがありました。しかしワクチンは日本人全体へ
行き渡る事は伝えられています。
先ずは三密を避け、マスクと手洗いの基本の生活を守り
前向きな気持ちを持ち日々の生活をすごしましょう。
写真掲載に関しては、所有者のご了承をいただいております。

★サポートステーションからのお知らせ

★令和２年度サポートステーションアンケート結果報告

★板橋区立中央図書館

★ファミリー・サポート・センター事業／援助会員登録説明会・
　育児支援ヘルパー事業／支援ヘルパー登録説明会のご案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

・・・・・・P2～P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6～P7

　
・・・・・・・・・・P8

サポートステーションは、担当部署が令和３年度より
板橋区子ども家庭部保育サービス課  保育管理係へ変わりました。

上記に伴い、サポステHPがリニューアルいたしました。
どうぞご覧ください。
http://kosodatesien.jp/

サポートステーションからのお知らせ

令和3年度4月より下記へ移転いたしました。
住所：〒173-0014東京都板橋区大山東町28-8-202

電話＆fax：03-6912-4421
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子育て支援員活動サポートステーション（NPO 法人 いたばし子育て支援・フラワー）
［発行］

　　　　　　　　　　
ファミリー・サポート・センター事業とは
援助を受けたい区民（利用会員）と援助を行いたい
区民（援助会員）の会員制による、一時的な保育や送
迎を行うービスです。

主な援助活動内容
●一時的な保育
●保育園、幼稚園、小学校、あいキッズ等への
　送迎、その前後の保育
●塾やおけいこへの送迎など

援助会員登録説明会
【日　時】令和3年7月19日（月）13:30～16:30
【場　所】板橋区立グリーンホール504会議室

　　　　　（板橋区栄町36-1）
【内　容】ファミリー・サポート・センター援助会員

の登録及び活動内容の説明
【対　象】板橋区在住で、板橋区及び地方自治体が実

施する「子育て支援員養成講座」を修了し
た20歳以上70歳未満の心身ともに健康
な方。

　　　　　※子育て支援員養成講座を修了され、しば
らく活動がなかった方も登録説明会に参
加し再度登録していただければ活動がで
きます。

【費　用】無料
【持ち物】筆記用具、印鑑（シャチハタ以外のもの）、

謝礼金振込用口座情報が分かる通帳等、会
員証用顔写真（タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝　

　　　　　カラー・白黒いずれも可）1枚
【問・申込】令和3年7月2日（金）締切　

　　　　　子ども家庭支援センター 
　　　　　℡3579-2656まで

「育児支援ヘルパー派遣事業　
支援ヘルパー登録説明会のご案内」

育児支援ヘルパー派遣事業とは
妊娠中（母子健康手帳取得後）から生後3歳未満のお
子さんのいる家庭に、家事や育児の手伝いをしていた
だく育児支援ヘルパーを派遣する事業です。

主な支援内容
食事の支度、買い物、洗濯、簡単な掃除などの家事の補
助や、子どもの見守り、沐浴・授乳などの育児の援助

育児支援ヘルパー登録説明会
【日　時】令和3年7月15日（木）13:30～16:30
【場　所】板橋区立グリーンホール504会議室
（板橋区栄町36-1）
【内　容】育児支援ヘルパーの登録及び
活動内容の説明

【対　象】板橋区在住で、板橋区及び地方自治体が実
施する「子育て支援員養成講座」を修了した
20歳以上70歳未満の心身ともに健康な方

　       　※子育て支援員養成講座を修了され、しば
らく活動がなかった方も登録説明会に参
加し再度登録していただければ活動がで
きます。

【費　用】無料
【持ち物】筆記用具、印鑑（シャチハタ以外のもの）、

報酬振込用口座情報が分かる通帳等、会員
証用顔写真（タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝  カ
ラー・白黒いずれも可）1枚

【問・申込】令和3年7月2日（金）締切　子ども家庭支
援センター　℡3579-2656まで

※緊急事態宣言の動向によっては、登録説明会の開
催を中止する可能性があります。

「ファミリー・サポート・センター事業／援助会員登録説明会
育児支援ヘルパー事業／支援ヘルパー登録説明会のご案内のご案内」


