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Ⅰ．概要 
 

１．掲載対象 
「ファミリー・サポート・センターの運営システムに関する調査（育児版）」（2014 年実施）中、下記の設

問に対する自由回答について、まとめを行いました。5 か所以上のファミリー・サポート・センター（以下、

FSC）が言及している事柄に着目し、項目出し・分類作業を行いました。 

 

アドバイザーへの設問 回答センター数 

「今後ファミリー・サポート・センター事業をどのような方

向に展開したらよいと思いますか。」 

アドバイザー業務について 152 

上記業務以外について 125 

「ファミリー・サポート・センター事業からみた子ども・子育て支援の課題がありましたらお教え下

さい。」 
155 

ファミリー・サポート・センター長（あるいはセンターの責任者にあたる方） 

への設問 
回答センター数 

「今後ファミリー・サポート・センター事業をどのような方向に展開したらよいと思いますか。」 141 

「ファミリー・サポート・センター事業からみた子ども・子育て支援の課題がありましたらお教え下

さい。」 
129 

   ＊ 調査対象 

一般財団法人女性労働協会ホームページ「サポートセンター検索」に掲載されているセンター（育児）のうち、人口 10

万人以上の市および特別区に設置されている273か所（単独運営含、東北3県除く）。 

病児・緊急対応強化事業のみ実施している場合は対象外。 

 

 

２．ご覧いただく際の留意点 
○ 調査概要について 

当センター発行『ファミリー・サポート・センターの運営システムに関する調査（育児版） 単純集計、

組織別クロス集計』をご参照ください。 

 

○ 自治体名の匿名化 

自治体が特定される（これが懸念される）部分について、当該部分の削除、あるいは黒丸（●●）への置

きかえをしました。各種会員の名称については、依頼会員、提供会員に統一しました。 

匿名化に伴い、補足をつけることが可能な場合、注（CDWS注）をつけました。 

 

○ 記載内容の割愛 

引用元が不明確であった場合など、表現上の配慮から、記載内容を一部割愛させていただいたものが数ケ

ースございます。 

 

○ 回答時のレイアウトについて 

  原則、調査票に記載されていたレイアウトを尊重しておりますが、読みやすさの観点で、文頭に「・」を

つけるなど、記載内容を損なわない範囲で、若干の修正を行っている場合がございます。 

 

○ 一つの設問に対して、複数の事柄を回答下さった場合の掲載方法 

基本的には、分類されたカテゴリー（例：広報）に関する部分を抽出して掲載しています。 

分離が困難な場合などについては、他のカテゴリーの要素が含まれている場合がございます。 
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３．結果 
FSC事業の今後について、アドバイザーの回答では、 

「会員サポート」「アドバイザーのスキルアップ」「連携・ネットワーク」（アドバイザー業務） 

「連携・ネットワーク」「利用しやすさ」「地域福祉の推進に関すること」（アドバイザー業務以外） 

が多くありました1。重複する項目が多くあった一方で、「病（後）児、急な預かり、病児・緊急対応強化事業」

「利用しやすさ（利用料の負担感・負担軽減、活動場所）」が、アドバイザー業務以外においてのみ見られる項

目となりました（下表参照）。 

センター長の回答では、「地域福祉の推進に関すること」「提供会員の不足・確保」「連携・ネットワーク」が

多くありました。 

「連携・ネットワーク」は、いずれの回答でも多く、子どもや子育て家庭の様々な状況に柔軟に対応できる環

境へのニーズの高さが窺えました。 

 

【表】「FSC事業の今後」の項目（アドバイザー回答） 

アドバイザー業務 アドバイザー業務以外 

アドバイザーのスキルアップ アドバイザーのスキルアップ  

アドバイザーの配置・処遇 アドバイザーの配置・処遇 

１ アドバイザーの人数の充実、業務負担の改善 安全対策・事故対応 

２ その他 広報 

安全対策・事故対応  地域福祉の推進に関すること 

会員サポート 提供会員の育成・サポート（サブリーダー含） 

１ 受容・共感、信頼関係の形成・促進 提供会員の不足・確保 

２ 情報収集、アセスメント 病（後）児、急な預かり、病児・緊急対応強化事業 

３ 調整機能 利用しやすさ 

４ 相談支援機能の充実 １ 利用料の負担感・負担軽減 

５ 提供会員の育成・サポート ２ 活動場所 

６ サブリーダー ３ その他 

７ その他  連携・ネットワーク 

広報 その他 

組織対応・情報共有の充実  

地域福祉の推進に関すること 

提供会員の不足・確保 

利用しやすさ 

１ 活動範囲の見直し 

２ その他 

連携・ネットワーク  

現状維持  

その他 

 

FSC 事業からみた子ども・子育て支援の課題について、アドバイザーの回答では、「依頼対応・サポートの

難しさ、有償ボランティアのあり方」「子育て支援の利用不安・利用しやすさ」「病（後）児、急な預かり、病

児・緊急対応強化事業」が、センター長の回答では、「依頼対応・サポートの難しさ、有償ボランティアのあり

方」「支援者の不足・確保」「連携・ネットワーク」が多くありました。 

「依頼対応・サポートの難しさ、有償ボランティアのあり方」は、アドバイザー、センター長の回答で共に

多いものとなりました。ここには、ウェルビーイングの観点からの子ども・子育て家庭の利益とは何か、住民

による支援と専門的な支援との関係や両者のバランスなど、地域の支援体制をめぐる重要な課題提起が含まれ

                                                 
1 今回の調査では、アドバイザー業務とこれ以外のものの定義をせずに記載していただきました。 
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ていました。 

現在、高齢者福祉の分野では、インフォーマル、フォーマル双方による重層的な支援体制（地域包括ケアシ

ステム）が目指されています。社会福祉協議会でも、地域福祉の取り組みの一環として、住民による無償、有

償の活動があります。住民による（相互）支援は、子ども・子育て支援の分野だけのものではありません。子

ども・子育て支援の分野に加え、高齢者福祉、地域福祉などとの連携により、課題を共有し、解決に取り組ん

でいくことも、必要となる場面があるのではないか、と考えられました。 
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Ⅱ．自由回答（アドバイザー） 
 

１．FSC事業の今後について 

１）アドバイザー業務 

① アドバイザーのスキルアップ 

 契約業務に関する知識・スキルを身に着けることが必要。 

 （会員同士を結びつける「仲介」ではなく「契約仲介業」であり事業体であるセンターだけでなく提供会員にも事故責任

を負わせていることを認識すること） 

 障害を持った子どもや親自身の障がい、ネグレクト等の気になる家庭のサポートが増えてきている。アドバイザー自身が

そういった事に対する専門的な知識を持ち、関係機関等の情報もしっかりと把握し、最適なサポートを提供していくことが

必要になってくると思われる。 

 様々な場面に的確に迅速に対応していくために、今まで以上に知識を身に付け、スキルアップしていきたいと思う。 

 もっと子育てについての知識・勉強を深めて、より良いアドバイスが出来るようにしていきたいと思います。 

 依頼会員さんからの依頼は難しいものが増えているので、ADは業務にあたって知識が必要となっている。研修等によりス

キルアップしていくべき。ファミサポの活動内容に収まらない依頼には、他の機関を紹介するなどできるよう、他のサポー

トについても十分理解していきたい。 

 子育てで悩んでいる人に対し、市や社会福祉協議会などで行われている事業を把握し、総合的に相談にのれる体制を図る。 

・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

  情報収集と行政や他機関との連携。 

 資格ということだけではなく、人と対応するため、問題を把握するため、トラブルを回避するための専門性を持つ必要が

ある。ファミサポ以外の子育て支援状況をしっかり把握し、相談があった時その情報をもとに、的確な情報を提供できるよ

う、日ごろから情報収集や他機関との連携をはかる必要がある。 

 会員同士のマッチングを行うだけでなく、様々な公・民の福祉サービスを熟知して、より適切な機関やサービスへとつな

ぐ“つなぎの役割”がより大切になるのでは、と考えている。 

 年々複雑化する依頼会員のニーズやケースに伴い、幅広い知識やスキルが求められているように感じている。（発達障が

いに対する知識、精神的に不安定な会員への対応、危機管理を意識した運営、コミュニケーション力、交渉力、調整力など）。 

 そのことからも、様々な研修や、スキルアップに努める機会がアドバイザーにはたくさん必要である。 

 育児に関する知識。円滑なコミュニケーションをとるために外部で行う研修を積極的に受講しスキルアップをはかる。 

 アドバイザーは、会員からの申し込みに対して、子どもの性格、発達状況、居住場所、親の生活状況等を考慮し、個々の

子どもに最も適したサービスを提供できるよう調整することが必要です。その為には、育児に対する専門的知識と豊かな経

験を有することが重要です。積極的に講習会に参加するなどして、見識を広める必要があると思います。 

 ファミリー・サポート・センターは行政が管轄しているが、実際は準委任契約であり、提供会員に責任が生じます。公的

に会員同士を紹介・調整する為の、法律知識を学ぶ等、援助活動に安心して参加して頂く為のアドバイザー研修に、行政も

積極的に動いてほしいと思います。 

 アドバイザー業務の内容や必要なスキルは、各センターが地域性や経験から構築した事を基に独自で実施しているのが現

状です。「ファミリー・サポート・センター事業のアドバイザー」というカテゴリーが明確になり、それに必要な知識や技

術が修得できるようになるとこの事業自体の質の向上につながるのではと思います。 

 子育て環境が日に日に変化していくので、制度や、データ等を常に把握、更新し対応していく必要がある。 

 より身近な県単位でのファミリーサポートでの情報交換の場があるとよいと思う。 

 研修の機会を増やしたい（現在は、休みの時の自己研修に頼ることが多い） 

 今後も県内ファミサポスタッフの情報交換会を続けたり、全国交流会に参加したりして、スタッフのさらなる資質向上を

図る。 

 リスクマネジメント等の研修を積極的に受講し、安全・安心な事業としての意識を高めて業務を行いたい。 
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 アドバイザーの参加できる研修が大阪だけでなくもう少しいろいろな場所であるとよい。 

 様々なニーズや特別な配慮を必要とするケースに対応するために、アドバイザーに求められるものも多くなっているよう

に思われる。 

 資質向上のための研修をとおして、スキルアップを図る重要性を感じている。 

 また、他市のファミリー・サポート・センターとの情報交換も必要と思われる。 

 あわせて、提供会員の意欲や安全管理などの質を高める研修や交流会を企画するため、全国や近隣都市でアドバイザー研

修を多く設定してほしいです。 

 研修等を通して自己研鑚し業務にあたる 

 アドバイザーの専門性を高めるための研修の実施 

 「ファミリー・サポート・センター全国交流会」や「子育て支援機関交流会」などに参加し、アドバイザーとしての専門

性を高めていく。 

 他市のアドバイザーと交流。情報交換を図り新規事業等の展開を図る（一時預かり等） 

 アドバイザーの研修を増やす。（連携施設の情報の共有の研修や全国大会に参加） 

 提供会員の相談にのることもできるような、講習会に参加し、アドバイザーの資質向上を図る。 

・ アドバイザー向けの研修を定期的に設ける。 

・ 専門職としての確立。 

 人と向き合う仕事、そういった面のスキルを上げていきたいが．．ケースそれぞれにきちんと対応していくためには、安

心して勤務できる環境が必要。 

 一般的なサービスとは異なる視点で、多問題、困難なケースに対応する機会が年々増えている。アドバイザーや提供会員

はより専門性を高める必要がある。 

 また、障がいや課題を抱えた家庭に対して、理解を深め対応できるようにしていきたい。 

 様々な家庭・ケースに対応できるよう、スキルアップをしていく 

 依頼内容の多様化に伴い依頼会員と提供会員の調整に今以上の配慮が必要になってくる。アドバイザーの資質向上が求め

られるようになる。 

 提供会員と依頼会員をつなぐパイプ役として、より丁寧かつスピーディーに対応できる力をスキルアップする必要がある

と思う。 

 発達障害児の通級学級への送迎増など、新たなニーズへの対応が必要であり、ルールの改善含めて調整のあり方を検討し、

ソーシャルワーク的なスキルも身に着けて対応する必要があると考えている。 

 専門職性の付与 

 依頼が増加し、電話対応、コーディネートが大変になってきている。親との事前打ち合わせをしっかり行ない、行き違い

のないように気をつけなくてはならない。その為の調整力、電話対応の技術を身につけていきたいと思う。 

 

 

② アドバイザーの配置・処遇１（アドバイザーの人数の充実、業務負担の改善） 

勤務時間内だけでは間に合わない程多忙な業務内容。 

会員宅を訪問することも度々ある。 

 アドバイザー2人体制なので、できることも限界があったり、1人が休むと1人で対応しなくてはいけない。人数（アドバ

イザー）の増だと、、PRなど外に出ていくことも容易になるかも・・・。 

 処遇改善（業務終了時間の統一など） 

 現在の人員配置では日々の調整で手一杯で個々の細かい対応が難しいので、人員配置において基準を設けてほしい。 

 仕事量が増えてきているので●●人で交代で勤務するのが大変にきて余裕がない感じがする（今までどうりだと大変だと

思う） 

 件数中、会員数も増え、業務が拡大している。 

 それに伴う人員確保が必要。 

 依頼受付、打ち合わせ、イベント業務等のスケジュールに十分に対応できる人員、人材の確保。 

 現在アドバイザーが●●人いるが、事務所の電話受付しか担っていないアドバイザーがいるため、業務分担が偏らないよ

う、各アドバイザーの積極性を高める。 
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＜人数、体制の強化について＞ 

 予算からみのことですので、民間委託の場合は厳しい現状があります。限られた人数で、限られた予算で、企画・運営業

務をすべて担っています。会員増、利用増の中で専門スタッフを増やすことで緊急対応強化事業への展開もできると思いま

す。 

（現在でも休日、時間外での対応をしています。必要にせまられてですが・・・） 

 

 

③ アドバイザーの配置・処遇２（その他） 

 また、アドバイザー業務は「人（会員）を知っていてこそ」適正なマッチングができるものと思うことから、頻繁に担当

が入れ替わる事はあまり好ましくないと思う。（以前、会員の人となりを把握できず、書類上の情報のみで会員をマッチン

グした際、失敗したケースがあったことから） 

 現在、業務（原文ママ：CDWS注）でアドバイザー業務にあたっているので、専任の配置で業務をすすめていく方向が望ま

しい 

 常勤の勤務者の導入 

 人と向き合う仕事、そういった面のスキルを上げていきたいが．．ケースそれぞれにきちんと対応していくためには、安

心して勤務できる環境が必要。 

 全員パート勤務も課題であるが、3年毎の事業所見直しも大きな不安。 

 アドバイザーの身分保障、資格認定などの基準の整備 

 会員との信頼関係構築のため、アドバイザーの継続的な雇用 

 現在のアドバイザー業務は、保育士が対応しているため、サポートもスムーズで、利用者や提供会員からの相談やアドバ

イスも対応できている。様々なケース対応能力が必要とされているので、今後も保育士で対応したい。 

 契約任期の延長（アドバイザーの任期が 5 年と決まっているため新しく入った人は以前の内容がわからず、仕事に慣れた

ころ満了となるため） 

 

 

④ 安全対策・事故対応 

 ファミサポとしてあまり事業を広げすぎると、安全性に欠けるため、現状で安全にボランティア活動の範囲を超えないも

のにしていく。 

 会員講習会等を通して、会員さんの資質向上を図り、安心・安全な活動が行われるように促すこと。 

 子育て中の親子のまわりに手をさしのべてくれるサポーターがたくさんあり、サポートの知識や安全面の講習を受講して、

ニーズにあったサポートをしてくれる事。 

 子どもの安全を優先して相互援助活動を行う。 

 依頼会員からの支援依頼を受け、迅速で丁寧な対応で依頼、提供会員の双方に満足していただけるよう安心・安全な支援

活動ができるようにサポートをしたいと思います。 

 リスクマネジメント等の研修を積極的に受講し、安全・安心な事業としての意識を高めて業務を行いたい。 

 お子さんの安全、提供会員の快適なサポートの為にメールの活用が可能になればと思います。 

 日中就業等で電話連絡が困難な方々ともサポート内容やお子さんのことなどコミュニケーションが可能になり、信頼関係

を構築しやすくなるのではないかと考えます。 

 又、イベントのお知らせ、流行し始めた病気の情報、災害情報等もタイムリーにお知らせ可能になればと思っています。 

 提供会員の十分な人数確保も必要であるが、レベル向上の為の研修を充実させて、安全な活動につながるようにしていけ

ると良い。 

 提供会員の意欲や安全管理などの質を高める研修や交流会を企画するため、全国や近隣都市でアドバイザー研修を多く設

定してほしいです。 

 安全なサポートを心掛けられるように。 

 ヒヤリ・ハットはもちろんのこと、提供会員さんと連絡を密にして（報告書の見直しを含め）参考になる意見が有りまし

たら取り上げこれからのサポートの参考にして頂くよう務めていきたいと思います。 
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⑤ 会員サポート１（受容・共感、信頼関係の形成・促進） 

 入会説明会や事前打ち合わせ時の対応をより一層丁寧に、かつ親しみやすくを心がけていきたいです。 

 ファミリー・サポート事業が子育て中の人たちにとって安心できるような、そして、本当に支援を必要としている人に手

が届く援助活動を行っていけたらと考えている。 

 核家族化や少子化の影響で、自分の子育てに自信が持てず、子育ての負担感や不安感、孤立感を感じている人が増えてい

る。ファミサポ事業を通して同じ地域に住む人と出会い、子育てを助け合い、安心して子育てできる地域になるよう、ファ

ミサポ事業をさらに展開していきたい。困った時に気軽に相談してもらえるような雰囲気づくりを心がけ、よりあたたかい

支援につなげていくために、会員との交流・信頼関係を深めていきたい。 

 会員間、及びセンターが連帯感をもてる様コミュニケーションを図る。 

 依頼についてはそれぞれ家庭の事情もありそれが子供にとって一番良い方向であるようマッチングにも気を配りながら困

ったときはサポートセンターは安心して頼れる場所であるよう努めて行きたいと思う 

 また会員に対して、出来る限りコミュニケーションをとって、どんな事でも、気軽にセンターへ連絡できるような関係づ

くりをしていく。 

・ 会員同士のマッチング業務だけでなく、母親たちに子育ての価値や幸せをより感じてもらい、信頼関係を築き、長期

間にわたり維持し、協力していくことが大切だと思う。 

・ ネットサービスなどの便利な時代の若い世代の母には、事前打合せなどの準備期間が面倒に思われている。 

また依頼会員側が慎重になるあまり、抵抗感を持っている場合もある。 

依頼・提供会員の間に入ってどちらにも納得してから健全な援助活動を始め、お互いに感謝の気持ちが育まれていくよう

見守りたい。 

 また、依頼会員のニーズにあった提供会員をマッチング出来るようにして、子育て世帯に頼られる存在となれるようなセ

ンターにしていけたらと思います。 

 そして、提供会員の方々にもやりがいを感じていただけるようにしたいです。 

 事業を利用される方だけでなく、相談をしてきた方にも気持ちを寄り添わせる。（ファミサポで対応できない方に対して

も） 

 利用される方の、困っている状況や不安な気持ちを理解し、希望していることを把握する。ファミサポとしてどういうこ

となら対応できるか、無理なことを依頼されてないか会則に準じて考える。 

 サポートに抜けや漏れ間違いや誤解がないよう、会員同士のトラブルにならないよう最大限の配慮する。常に相談しやす

く親しみやすい雰囲気を作るが、無理なことは丁寧かつ毅然とお断りできるようにする。 

 依頼会員の思いや気持ちや悩んでいること等を、今まで以上に受け止め、要望に対してファミサポでの活動に値する範囲

で支援する。 

 今後とも会員双方によりそっていき、預かる子どもの情報を細かく聞き取る必要がある。 

 自発的に講習会を受け提供会員になったとしても、全員が積極的に援助できる人だけではない。無理せず背中を押せるよ

う働きかけたり、まじめに援助活動するからこそ抱える悩みを受け止めたりして、提供会員のサポートをしていきたい。 

 

 

⑥ 会員サポート２（情報収集、アセスメント） 

 アドバイザーの質が事業を左右すると考える。 

 依頼会員と提供会員をつなぐ役割と同時に適性（個人及び地域）を見きわめる力が必要。 

 入会登録やその後の電話のやりとりの中で、依頼会員の（ニーズの向こう側にある）事情をしっかり見抜くことが大切で

す。 

 会員一人一人のニーズをしっかり受けとめ、きめ細やかな対応をしていきたい。 

 相互援助活動であることから、依頼会員のみならず、提供会員の背景も把握し、適切なマッチングをしてトラブル回避に

努めたい。 

 両会員の適切なマッチングができるように個々の状況の把握をしっかりする。 

 依頼の際に要望を詳しく聞き取り、社会協議会、シルバー人材センターとも連携を取りつつ、１人でも多くの援助活動の

手助けをできたらと思う。 

 今後とも会員双方によりそっていき、預かる子どもの情報を細かく聞き取る必要がある。 
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 利用される方の、困っている状況や不安な気持ちを理解し、希望していることを把握する。ファミサポとしてどういうこ

となら対応できるか、無理なことを依頼されてないか会則に準じて考える。 

 アドバイザーの業務はコーディネートが最優先で重要な業務と考える。よりよきコーディネートをするためには提供会員

の資質や体力の見極めが重要である。又依頼会員の利用ニーズを聞きとる力がアドバイザーに求められる。 

 利用者の困っていることをすばやくキャッチし、支援に結びつけられる能力を養い、必要であれば、他の窓口の紹介を行

うこと。 

 専業主婦で子育てをしている家庭、共稼ぎの家庭、ひとり親の家庭と、様々な子育て世帯がある中でそれぞれのニーズに

合った支援のため、広い視野と先の展開を予想しつつより良いコーディネートができることが望ましいと思う。 

 依頼会員の依頼の背景も理解し、必要と思われるときは他の関係機関につながることも必要。 

 依頼会員と提供会員それぞれの事情に配慮したカップリングに心掛ける。 

 単に援助活動のための連絡調整にとどまらず広い視野を持ち多角的に物事を捉えることができれば、依頼の中に潜む、困

り感や不安感にも気づく様になり、より的確なファミリーサポート（子育ての家族支援）が出来るようになると考える。 

 提供会員と依頼会員の世代間のギャップも大きくなり、自分本位の困った依頼も多くなってきたが、その人の背後にある

問題を把握し一緒に考え、会員双方の自己決定による地域住民参加型の相互援助活動にしたい。 

 近年の社会情勢の中でも増えている保護者の精神的疾患や児童相談所が関わるケースなどを有償ボランティアとして行う

活動には限界があるということをわかった上で運営していくことが大切だと思います。  

 プロを育成している訳ではないので、出来ること出来ないことを見極めていく必要があると思います。 

 アドバイザーは、会員からの申し込みに対して、子どもの性格、発達状況、居住場所、親の生活状況等を考慮し、個々の

子どもに最も適したサービスを提供できるよう調整することが必要です。 

 ファミサポ事業で担える事と、担えない事を精査して、ファミサポ事業で担えない事は、出来る限り他機関へ繋げていけ

るようにしていく。 

 気になるお子さん（障がい児や発達障害など）が、少しずつではあるが増えているため、市役所の保健師さんや障がい児

施設とも連携を取り資格がない方でもサポートできるかどうかを見極め話し合いながら、サポートできる子どもの幅を広げ

ていきたい。 

 

 

⑦ 会員サポート３（調整機能） 

 常に水平的な立場で、会員間のかけ橋的な役割で業務を行なう。 

 子どもの安全を優先して相互援助活動を行う。 

 依頼会員からの支援依頼を受け、迅速で丁寧な対応で依頼、提供会員の双方に満足していただけるよう安心・安全な支援

活動ができるようにサポートをしたいと思います。 

 依頼の際に要望を詳しく聞き取り、社会協議会、シルバー人材センターとも連携を取りつつ、１人でも多くの援助活動の

手助けをできたらと思う。 

 依頼会員の依頼時の状況や子育ての環境を考えながら、その依頼会員にとって必要だと思われるサポートの方法を増やし

ていきたいと思います。 

 また、依頼会員のニーズにあった提供会員をマッチング出来るようにして、子育て世帯に頼られる存在となれるようなセ

ンターにしていけたらと思います。 

 今後とも会員双方によりそっていき、預かる子どもの情報を細かく聞き取る必要がある。また支援が必要な家庭もあるの

で直営の良さを生かし、他の部署と連携しながらこれからも細やかなサポートを行っていけるようにしたい。 

 核家族化、家族形態や就労形態の多様化、子育ての孤立化、地域社会の希薄化がいわれて久しいが、今や子育てをする母

親父親自身がそのような中で成長し、親となっています。私たちの世代と共通認識を持つのが難しい事柄も増えている印象

です。 

 ひとりひとりの会員に対して、よりきめ細かくていねいな対応が必要になると考えます。また他機関とも連携を深め、フ

ァミサポでは対応が難しい場合もどこかで支援を受けられるようつないでいくことも、より大切になっていくと思います。 

 ひとつひとつの事例に寄り添い、コーディネートしていく 

 母親の便利さや都合のみを優先し、子どもの為にならない場合は調整の際に助言する。 
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・ 資格ということだけではなく、人と対応するため、問題を把握するため、トラブルを回避するための専門性を持つ必

要がある。ファミサポ以外の子育て支援状況をしっかり把握し、相談があった時その情報をもとに、的確な情報を提供

できるよう、日ごろから情報収集や他機関との連携をはかる必要がある。また他機関と何かの時に協力し合えるための

信頼関係を築く必要がある。 

・ 提供会員さんたちのモチベーションを保つ。やりがいを求めている方も、アルバイト的に考えている方にも、サポー

トをたくさんお願いしている方にも、まったくサポートのない地区や、サポートを受けられない状況の方にも、機会に

応じた声掛けを考える。 

 ・ サポートに抜けや漏れ間違いや誤解がないよう、会員同士のトラブルにならないよう最大限の配慮する。常に相談し

やすく親しみやすい雰囲気を作るが、無理なことは丁寧かつ毅然とお断りできるようにする。 

 依頼についてはそれぞれ家庭の事情もありそれが子供にとって一番良い方向であるようマッチングにも気を配りながら困

ったときはサポートセンターは安心して頼れる場所であるよう努めて行きたいと思う 

 依頼会員の思いや気持ちや悩んでいること等を、今まで以上に受け止め、要望に対してファミサポでの活動に値する範囲

で支援する。 

 専業主婦で子育てをしている家庭、共稼ぎの家庭、ひとり親の家庭と、様々な子育て世帯がある中でそれぞれのニーズに

合った支援のため、広い視野と先の展開を予想しつつより良いコーディネートができることが望ましいと思う。 

 依頼会員の依頼の背景も理解し、必要と思われるときは他の関係機関につながることも必要。 

 依頼会員と提供会員それぞれの事情に配慮したカップリングに心掛ける。 

 単に援助活動のための連絡調整にとどまらず広い視野を持ち多角的に物事を捉えることができれば、依頼の中に潜む、困

り感や不安感にも気づく様になり、より的確なファミリーサポート（子育ての家族支援）が出来るようになると考える。 

・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

   情報収集と行政や他機関との連携。 

 ・ 機械的ではなく、個々のニーズに応えられるような対応。 

 コーディネート期間の短縮 

 利用者の困っていることをすばやくキャッチし、支援に結びつけられる能力を養い、必要であれば、他の窓口の紹介を行

うこと。 

 会員同士のマッチングを行うだけでなく、様々な公・民の福祉サービスを熟知して、より適切な機関やサービスへとつな

ぐ“つなぎの役割”がより大切になるのでは、と考えている。 

 事前打ち合わせ後、依頼がない期間が長くなる時の会員同士のつながりの持ち方をはっきりさせる。 

 （依頼会員さんは、「事前打ち合わせをしている」ことで安心感があるが、援助する方は何もないと中途半端な状態のま

まになる。） 

 ファミサポの活動内容に収まらない依頼には、他の機関を紹介するなどできるよう、他のサポートについても十分理解し

ていきたい。さまざまなサポートの中でのファミサポの位置、役割をわきまえて、活動できればよいと思う。市の担当課を

はじめ、さまざまな機関とともに依頼会員さんを支えることで、子育てにおいてお父さん、お母さんを孤立させないように

サポートしていきたい。 

 依頼が増加し、電話対応、コーディネートが大変になってきている。親との事前打ち合わせをしっかり行ない、行き違い

のないように気をつけなくてはならない。その為の調整力、電話対応の技術を身につけていきたいと思う。 

 アドバイザーは、会員からの申し込みに対して、子どもの性格、発達状況、居住場所、親の生活状況等を考慮し、個々の

子どもに最も適したサービスを提供できるよう調整することが必要です。 

 すべての提供会員が活動を経験できるようにしていきたい。 

 より多くの提供会員の方に依頼できるよう配慮していく 

 依頼内容の多様化に伴い依頼会員と提供会員の調整に今以上の配慮が必要になってくる。アドバイザーの資質向上が求め

られるようになる。 

 ファミサポ事業で担える事と、担えない事を精査して、ファミサポ事業で担えない事は、出来る限り他機関へ繋げていけ

るようにしていく。 

 活動のデータベース化を計り、効率良く依頼会員と提供会員の調整をしていきたい。 
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⑧ 会員サポート４（相談支援機能の充実） 

 会員間のコーディネートだけではなく相談業務等も行い、他機関へつなげるお手伝い。 

 子育てで悩んでいる人に対し、市や社会福祉協議会などで行われている事業を把握し、総合的に相談にのれる体制を図る。 

 相談支援業務の充実 

 業務に携わって、子育てに関する悩み（母親、子ども、環境・・・）が数多くあり、ファミサポでの対応が困難だと、感

じた。 

 今後、いろいろなケースにあった対応ができるよう、子育て支援の窓口としてこのシステムを活かすことができれば…と

強く感じる。 

 単に託児者を紹介するだけでなく、組織の中で出来ること出来ないことを見極め、出来ることを連携しながら増やし、地

域と親をつなぐ窓口となる。 

 子育て支援の相談 

 依頼会員と提供会員の相互関係を作るだけでなく、気軽に話せる相談員としての役目の必要性をもっと前面に出す。 

 当センターでは、サブ・リーダーが主催して、会員や子育て中の親の気分転換を目的とした「ミニサロン」を開催してい

る。ノンプログラムで気軽に参加できると好評である。このように安心して互いに寄り添える場こそファミ・サポに必要と

思う。 

 センターを訪れる多くの市民との円滑なコミュニケーションや相談が気軽に取れ、常にアドバイザー同士が共有できるよ

うな体制を取れたら良い。 

 

 

⑨ 会員サポート５（提供会員の育成・サポート） 

 会員講習会等を通して、会員さんの資質向上を図り、安心・安全な活動が行われるように促すこと。 

 一般的なサービスとは異なる視点で、多問題、困難なケースに対応する機会が年々増えている。アドバイザーや提供会員

はより専門性を高める必要がある。 

 アドバイザー業務では提供会員の専門性を高める人材育成が求められる。 

 会員研修やフォローアップ研修、交流会等において、更なる資質向上を目指し、充実した事業内容を提案する。 

  安全なサポートを心掛けられるように。   

  ヒヤリ・ハットはもちろんのこと、提供会員さんと連絡を密にして（報告書の見直しを含め）参考になる意見が有りまし

たら取り上げこれからのサポートの参考にして頂くよう務めていきたいと思います。 

 提供会員においては、継続した研修や交流で、レベルアップに努めていきたい。 

 提供会員の十分な人数確保も必要であるが、レベル向上の為の研修を充実させて、安全な活動につながるようにしていけ

ると良い。 

 提供会員、両方会員の質の向上と人数を増やしていくことが必要。そのためには援助料金を上げていくことも１つの方法

だと思われる。 

 地域の子育て支援者として、提供会員の質の向上を図る事業の計画 

 提供会員に対して、より一層の資質向上を図るために研修会などの内容を工夫する。現状の子どもたちに即した研修を入

れていく。 

 研修会や交流会の参加者増加を図ること。 

 子育て中の親子のまわりに手をさしのべてくれるサポーターがたくさんあり、サポートの知識や安全面の講習を受講して、

ニーズにあったサポートをしてくれる事。 

 そして、提供会員の方々にもやりがいを感じていただけるようにしたいです。 

・ 活動はなくても提供会員のみなさんとは連絡をとるように心掛け、ファミサポ会員としてつながっていることを意識

していてもらう。 

・ 会員がファミサポの事を広く知ってもらおうという意識を常に持ち、自信を持って活動してもらえるように働きかけ

ていく。 

 あわせて、提供会員の意欲や安全管理などの質を高める研修や交流会を企画するため、全国や近隣都市でアドバイザー研

修を多く設定してほしいです。 

 提供会員の育成への努力・工夫と同様に、力量を把握し無理をさせすぎない活動の組み立てが必要です。 
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 提供会員さんたちのモチベーションを保つ。やりがいを求めている方も、アルバイト的に考えている方にも、サポートを

たくさんお願いしている方にも、まったくサポートのない地区や、サポートを受けられない状況の方にも、機会に応じた声

掛けを考える 

 すべての提供会員が活動を経験できるようにしていきたい。 

 自発的に講習会を受け提供会員になったとしても、全員が積極的に援助できる人だけではない。無理せず背中を押せるよ

う働きかけたり、まじめに援助活動するからこそ抱える悩みを受け止めたりして、提供会員のサポートをしていきたい。 

 より多くの提供会員の方に依頼できるよう配慮していく 

 研修内容の充実を図り、障がいのある子どもの援助も幅広く行える提供会員の育成に努めたい。 

 提供会員への研修（事務や対応等について） 

 事業の方向性については病児・病後児について、又、提供会員スキルアップに対してどのように取りくんでいくか、その

目標と準備についてアドバイザーと行政が早急に話し合いを重ね、煮詰めていく必要があると考えています。 

 会員さんと密に連絡をとり、一度始めたサポートが負担になることなく、長く携わって頂けるようなサポート体制 

 また、協力してくださる地域住民の方々の地域子育て支援への思いを利用会員につなげて、喜びや達成感を感じてもらう

こともアドバイザーの業務と考える。 

 提供会員さんと依頼会員さんをつなぐだけではなく、両者が活動しやすい環境づくりをしたいと思います。 

 身近にあって気軽に利用・協力できる子育て支援として地域に浸透させていきたい。 

 アドバイザーの業務はコーディネートが最優先で重要な業務と考える。よりよきコーディネートをするためには提供会員

の資質や体力の見極めが重要である。 

 

 

⑩ 会員サポート６（サブリーダー） 

 現在のアドバイザー業務を確実に遂行することが、事業の安定につながると思いますが、今後サブリーダー等も検討し、

より充実した事業にしていきたいと思います。 

 現状では、サブリーダーがいないため、アドバイザー（行政側）主体の運営となっております。  

 各地域からサブリーダーを任せられるような人材を養成できるよう努め、そのサブリーダーと課題を共有し、各地域の実

情に応じたサービスを提供できるよう検討をしていきたいと考えています。 

 サブリーダー業務の見直しを図る（新規事業の展開を図るにも、アドバイザーの人数に限りがある為、サブリーダーの協

力を得られるように現在のサブリーダー業務内容を検討する） 

 年々、依頼会員の人数が増えてくると同時に依頼内容にも移り変わりが出て来ている。  

 センターのルールとして産後 1 カ月以降の家事援助、病児・病後児預り不可といったものが挙げられているが、会員の望

みとしては、そのルールの部分の支援（家事援助、病児他）をしてほしいとの声もよく聞くようになっている現実があり、

やむを得ず他機関を紹介して登録頂くように勧めてたりすることもしばしばある。 

 ファミリー・サポート・センターという観点から利用者の声になるべく応えてあげたいと思うのがアドバイザーの気持ち

であり、お答えしきれないもどかしさを感じることもある。 

 他機関との連携をとりながらのサポートが可能になるのであれば、サポートの幅を少しだけ拡げて依頼会員が困らないよ

うな支援活動ができたらよいのではないかと思う。又、地域に根づくためのサブリーダー設置でアドバイザー業務を分担で

きたら良いのではないか。 

 提供会員のリーダーを育て、ブロックごとに子育てのアドバイザーを育成していくこと 

 また、開設時間外の事前打ち合わせについては、サブリーダーと連絡を取り合える体制をとってアドバイザーなしで打ち

合わせができるようにしていきたい。 
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⑪ 会員サポート７（その他） 

 ファミリー・サポート事業が子育て中の人たちにとって安心できるような、そして、本当に支援を必要としている人に手

が届く援助活動を行っていけたらと考えている。 

 孤立家庭の掘りおこし 

 対応に困った時にどうすればよいかわかるマニュアルがあるとよい 

 子どもの権利を尊重する方向で支援をしていく 

 預かり事業が浸透し、利用もしやすくなってきているのに比例し利用者・活動件数も年々増加している。ニーズも多様化

してできておりその分、個々の活動で起こるトラブルも増え、きめ細やかな対応がより求められている。 

 様々なニーズや特別な配慮を必要とするケースに対応するために、アドバイザーに求められるものも多くなっているよう

に思われる。 

 現在のアドバイザー業務は、保育士が対応しているため、サポートもスムーズで、利用者や提供会員からの相談やアドバ

イスも対応できている。様々なケース対応能力が必要とされているので、今後も保育士で対応したい。 

 会員さんを大切にし、一人ぼっちで家で留守番をする家庭が少しでも減るようにしていきたい。 

 会員及びこども達の活動や利用に対して、できるだけ満足度の実態を把握し、その向上を図る。 

 

 

⑫ 広報 

 広報活動 

 会員はもちろん地域の方との交流を深め、多くの方に知ってもらえるような事業にしていかなくてはいけないと思う。 

 ファミリーサポートセンターをより多くの方に知っていただけるように努める。 

 掲示物、情報誌にもひきつづき力を入れ取り組む 

 ファミサポの事がまだ知られていない家庭も多く、学童になっても見てもらう人がいないので、共同保育所で母の迎えを

待つ家庭もある中では宣伝活動をして周知していかないといけないのでは 

 認知度が低いので、周知をはかり、誰もが知っていて、依頼会員には利用しやすい工夫をしていくようにしたい。 

 会員獲得のための広報活動の工夫をしていく 

 提供会員のみではなく、地域とのつながりを持つ機会を考え、提供会員の募集・地域へのPR活動につながると良い。 

 ファミリー・サポート・センター事業を市民に広く周知して会員を増やし、地域の助け合いがより活発に行われるように

したい。 

 自治会や民生委員・主任児童委員などとの話し合いを実現し、ファミリー・サポート・センターについて理解を得ていた

だき、地域で子育ての意識を深める。 

 地域で見守る子育てを幅広く宣伝し、提供会員をいかに募っていくか。 

 サポート事業の事が地区の方々に知られていないので提供会員を増やしていくPRをしていく。 

 あらゆる世代にPRしていきたい。 

 提供会員の増加を図るために、自治会を通してファミリーサポートセンターのしくみについて説明ができる機会を設けた

いと思います。 

 広報活動による提供会員の確保 

 活躍してくださった提供会員の方が70歳前後になりサポート活動を卒業されてきています。また新しい年代の提供会員確

保のためにPRをしていく必要があると思います。 

 活動が可能な提供会員が減少傾向なので、行政の広報誌や広告に掲載し、事業を理解していただき、実際に活動していた

だける会員を増やす。 

 委託事業が多いと思いますが、市民の手を借りて行われる事業であることを広く行政側が伝えて、便利で安いサービスで

は無いことに子育て世代の理解が深まるとよいと思います。 

 会員がファミサポの事を広く知ってもらおうという意識を常に持ち、自信を持って活動してもらえるように働きかけてい

く。 
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・『ファミサポの認知度を高める』 

依頼会員のニーズに応えるためには、各地域に多くの提供会員がおられることが安心につながることを考えると、「フ

ァミサポ提供会員」への登録が各地域で浸透し、当たり前のことになるようにファミサポの認知度を今以上に高めていく

ことが、大切で必要であると思う。 

 

 

⑬ 組織対応・情報共有の充実 

 各々の（細かい）業務についてアドバイザーで共有しつつこなせる内容へ工夫できればと思う。 

 ●●名で情報交換を密にし、会員により一層、よりそった運営をする。 

 預ける方も預かる方も、よりスムーズに安心して活動できる様、適切な情報管理とアドバイザー間の情報共有をすすめる。 

 センターを訪れる多くの市民との円滑なコミュニケーションや相談が気軽に取れ、常にアドバイザー同士が共有できるよ

うな体制を取れたら良い。 

 当センターは、開所時間も長く、アドバイザーの人数も多いため、シフト等により、勤務する日にちや、間隔がまちまち

となっている。  

 そのため、依頼内容や会員情報の把握にムラが出ないように、アドバイザー内の打ち合わせを密にしていきたい。 

 活動について、気になる事をアドバイザー同士で共有し、リスクの軽減に努める。 

 様々なケースがあり、アドバイザーの判断だけで決められない場合も多いが管理職の判断を得て、対応を統一していくケ

ースを増やしていきたい。 

 体系的な研修が無いこともあり、業務自体が確立されていない面がある。（アドバイザーごとの裁量に委ねられてしまう

部分があり、センターとしての統一的な対応が不足している）。この点を改善したい。 

 発達障害児の通級学級への送迎増など、新たなニーズへの対応が必要であり、ルールの改善含めて調整のあり方を検討し、

ソーシャルワーク的なスキルも身に着けて対応する必要があると考えている。 

 近年の社会情勢の中でも増えている保護者の精神的疾患や児童相談所が関わるケースなどを有償ボランティアとして行う

活動には限界があるということをわかった上で運営していくことが大切だと思います。  

 事業の方向性については病児・病後児について、又、提供会員スキルアップに対してどのように取りくんでいくか、その

目標と準備についてアドバイザーと行政が早急に話し合いを重ね、煮詰めていく必要があると考えています。ただ、担当職

員が多忙を極めており、●●本部・●●支部の業務に直接日常業務には関われない状況となっています。よって実務の問題

点をなかなか把握していただけない状態です。 

 アドバイザー業務には限界があり、本部・支部のアドバイザー間の連携を取りながら、今後、業務内容・センターが抱え

ている問題点、会員ニーズに担当部署・担当職員がよりかかわりを持ち、市の事業として、市のバックアップのもと、更に

展開していく術を深く考える必要があると思います。 

 単に託児者を紹介するだけでなく、組織の中で出来ること出来ないことを見極め、出来ることを連携しながら増やし、地

域と親をつなぐ窓口となる。 

 

 

⑭ 地域福祉の推進に関すること 

 核家族化や少子化の影響で、自分の子育てに自信が持てず、子育ての負担感や不安感、孤立感を感じている人が増えてい

る。ファミサポ事業を通して同じ地域に住む人と出会い、子育てを助け合い、安心して子育てできる地域になるよう、ファ

ミサポ事業をさらに展開していきたい。 

 少子化の時代だからこそ、子育て中の母親同士が、他人の子も、みんな一緒に子育てしよう（相互援助）と思えるような

アプローチができればいいと思う。 

 利用してもらい、「顔の見える活動」の良さを知ってもらう。 

 依頼会員の中には、「お金を払っているんだから」と言った事業理解のない方がいる。「支え合い」を理解深めて頂くよ

う、働きかけていきたい。 

 サポート依頼のコーディネート行うだけではなく、会員はもちろん地域の方との交流を深め、多くの方に知ってもらえる

ような事業にしていかなくてはいけないと思う。 

 提供会員のみではなく、地域とのつながりを持つ機会を考え、提供会員の募集・地域へのPR活動につながると良い。 
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 自治会や民生委員・主任児童委員などとの話し合いを実現し、ファミリー・サポート・センターについて理解を得ていた

だき、地域で子育ての意識を深める。 

 委託事業が多いと思いますが、市民の手を借りて行われる事業であることを広く行政側が伝えて、便利で安いサービスで

は無いことに子育て世代の理解が深まるとよいと思います。 

 アドバイザーの質が事業を左右すると考える。 

 依頼会員と提供会員をつなぐ役割と同時に適性（個人及び地域）を見きわめる力が必要。 

 その地域ごとで実状の差は大きいと考えられるため一概には言えないが、 

 ・ その時代（年）・地域事情・ニーズの高さ等をとらえていることが大事かと日頃から考えている。 

 ・ そしてその状態を委託元の市町村へ伝え、子育て世代のニーズを拾い生かしてもらう。サポート体制の充実。 

 ・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

   情報収集と行政や他機関との連携。 

 

 ・ 機械的ではなく、個々のニーズに応えられるような対応。 

 個々で利用、活動する会員をつなぐための取組の工夫 

 例）小地域での交流会を開催するなど 

 地域の希薄化が目立っている現代は、ファミリーサポートセンターの会員組織を核に、依頼会員と提供会員が自然に親戚

付き合いのように発展していくことが望ましいと思っている。幅広い利用につなげたいが、それには、貧困層の方にも利用

しやすい補助制度をしてほしいと思う。提供会員を通して、地域とのつながりをもつきっかけに、そして、地域で見守る体

制が出来れば、貧困層に起こりやすい虐待防止策になる可能性もあると考える。また、保育園、幼稚園とはちがう、他の家

庭を体験することで、子どもにとって得るものは大きいはず。 

 身近にあって気軽に利用・協力できる子育て支援として地域に浸透させていきたい。 

 

 

⑮ 提供会員の不足・確保 

 提供会員を増やすための工夫、努力に努めたい。 

 地域で見守る子育てを幅広く宣伝し、提供会員をいかに募っていくか。 

 サポート事業の事が地区の方々に知られていないので提供会員を増やしていくPRをしていく。 

 地域性により、マッチングが難しいところがある。  

 あらゆる世代にPRしていきたい。 

 特にリタイアした団塊の世代にファミリー・サポートをとおして社会参加してもらい、会員増加に努めたい。 

 提供会員数を増やし依頼に対応できる様にしていく。 

 ●●養成講座や●●養成講座を開催し、修了生に提供会員登録をお願いしていますが、退会者もあるため提供会員数は横

ばい状態です。提供会員の増加を図るために、自治会を通してファミリーサポートセンターのしくみについて説明ができる

機会を設けたいと思います。 

 ファミサポ事業は、提供会員がいないと成り立たない事業であるので、多様なニーズを受けとめるには、まずは提供会員の

増員が最重要かと思います。 

 提供会員のみではなく、地域とのつながりを持つ機会を考え、提供会員の募集・地域へのPR活動につながると良い。 

 援助者確保の努力を続け、依頼に対応しやすくする。 

 育児シェアの観点から、依頼会員が入会の際に可能なら両方会員としての登録を勧めて、近い将来に備える。 

 現在、依頼会員が約●●人いるのに対し、提供・両方会員が約●●人と少ないため、提供できる会員の数をより増やして

いければと思う。 

 依頼会員から提供会員に種別変更する方も増えてきたので、そういった呼びかけも強化していけたらよいと思う。 

 広報活動による提供会員の確保 

 活躍してくださった提供会員の方が70歳前後になりサポート活動を卒業されてきています。また新しい年代の提供会員確

保のためにPRをしていく必要があると思います。 

 市内どの地域においても援助者が不足している。新たな援助者獲得のために今までとは違ったアプローチが必要と考え、

模索している。 
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 活動が可能な提供会員が減少傾向なので、行政の広報誌や広告に掲載し、事業を理解していただき、実際に活動していた

だける会員を増やす。 

 子育て中の親子のまわりに手をさしのべてくれるサポーターがたくさんあり、サポートの知識や安全面の講習を受講して、

ニーズにあったサポートをしてくれる事。 

 提供会員を増やしたい 

 提供会員、両方会員の質の向上と人数を増やしていくことが必要。 

ファミリー・サポート・センター事業を市民に広く周知して会員を増やし、地域の助け合いがより活発に行われるように

したい。 

・『ファミサポの認知度を高める』 

 依頼会員のニーズに応えるためには、各地域に多くの提供会員がおられることが安心につながることを考えると、「フ

ァミサポ提供会員」への登録が各地域で浸透し、当たり前のことになるようにファミサポの認知度を今以上に高めてい

くことが、大切で必要であると思う。 

 会員の増加と使いやすさ 

 

 

⑯ 利用しやすさ１（活動範囲の見直し） 

 出産後の依頼会員について。 

 当市では、●●「●●」（有償で支援者を派遣する仕組み：CDWS注）があり、入会すれば産後の家事をしてもらうことが

できるが、ファミサポでは、依頼会員宅での家事援助は禁止されている。 

 出産後は、家事・育児に不安や焦りがあると思われるので、例えば、上の子の幼稚園のお迎えのサポートの途中で買い物

をして帰ってきてもらうとか、依頼会員宅で子どもをみながら洗濯物を取り込むなど、提供会員が負担に思わない程度の家

事をすることが出来れば、より安心を得られるサポートにつなげていけるのではないかと思う。 

 今は、一時預かりだけでなく、依頼会員の多様なニーズに応えられる限り応えているが、サービス内容の公平さを考える

と利用条件を限ったほうが良いと思っています。 

 産前・産後の家事支援を含む問い合わせが増えています。 

 すでに実施をしている自治体もありますが、子育て支援において妊娠中から、出産後から、何らかの型で支援していける

と、良いと思うので、提供会員の研修等課題は多々ありますが、広げていければと思います。 

 年々、依頼会員の人数が増えてくると同時に依頼内容にも移り変わりが出て来ている。  

 センターのルールとして産後 1 カ月以降の家事援助、病児・病後児預り不可といったものが挙げられているが、会員の望

みとしては、そのルールの部分の支援（家事援助、病児他）をしてほしいとの声もよく聞くようになっている現実があり、

やむを得ず他機関を紹介して登録頂くように勧めてたりすることもしばしばある。 

 ファミリー・サポート・センターという観点から利用者の声になるべく応えてあげたいと思うのがアドバイザーの気持ち

であり、お答えしきれないもどかしさを感じることもある。 

 他機関との連携をとりながらのサポートが可能になるのであれば、サポートの幅を少しだけ拡げて依頼会員が困らないよ

うな支援活動ができたらよいのではないかと思う。 

 気になるお子さん（障がい児や発達障害など）が、少しずつではあるが増えているため、市役所の保健師さんや障がい児

施設とも連携を取り資格がない方でもサポートできるかどうかを見極め話し合いながら、サポートできる子どもの幅を広げ

ていきたい。 

 

 

⑰ 利用しやすさ２（その他） 

提供会員さんと依頼会員さんをつなぐだけではなく、両者が活動しやすい環境づくりをしたいと思います。 

 身近にあって気軽に利用・協力できる子育て支援として地域に浸透させていきたい。 

 ファミリー・サポート・センターの休業中にも対応できる方向 

 依頼会員にとって、センターの開設時間に対応することは難しくなってきているため、メールの利用でセンターとしっか

り連絡がとれるようにしていきたい。 

 休・祭日、夜間の対応の強化。24時間の対応。 

 会員の増加と使いやすさ 
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 認知度が低いので、周知をはかり、誰もが知っていて、依頼会員には利用しやすい工夫をしていくようにしたい。 

 子育てに安心を求める親が多いことを考えると、安心登録（実利用のない登録のみ）もメリットと思う。 

 お子さんの安全、提供会員の快適なサポートの為にメールの活用が可能になればと思います。 

 日中就業等で電話連絡が困難な方々ともサポート内容やお子さんのことなどコミュニケーションが可能になり、信頼関係

を構築しやすくなるのではないかと考えます。 

 又、イベントのお知らせ、流行し始めた病気の情報、災害情報等もタイムリーにお知らせ可能になればと思っています。 

 

 

⑱ 連携・ネットワーク 

 行政や子育て支援資源との連携を図り、地域の子育て力の向上を図っていく。 

 開所当時の援助内容としては親の出来ない、関われないすき間を埋めていく役割が大きく、ケース的にも困難さは感じら

れなかったが、現在はひとり親等・精神疾患・生活困窮者などの依頼者も増え、支払等での問題等が生じてくる。その為他

方の関係機関へと連絡を密にしていかなければいけないかと思う。 

 会員間のコーディネートだけではなく相談業務等も行い、他機関へつなげるお手伝い。 

 他の機関との連携 

 養育能力の低い母親からの依頼や障害をもった子への支援依頼に対しては、ファミリーサポート事業としては対応が難し

いことがあるので、他のサービスの紹介が必要。 

  様々な状況（精神疾患、障害、虐待、ひとり親、生活保護など）におかれている利用会員が増えていることから、今以上

に行政との連携や情報の開示・共有ができるようにしていきたい。 

 当ファミリー・サポート・センターは同じフロアに●●（子ども・子育て支援に関する各種相談機能：CDWS注）がいるの

で難しいケースの依頼が多いように思うが連携しながら進められている。今後もファミサポだけで抱え込まず、相談しなが

ら進めて行きたい。 

 関係機関の連携強化 

 他機関との連携が柔軟にとれるようにすべき 

 特別に支援が必要な家庭のサポートを受ける場合、関係機関との連携強化 

 様々な局面での関係機関との連携 

 ファミサポ事業で担える事と、担えない事を精査して、ファミサポ事業で担えない事は、出来る限り他機関へ繋げていけ

るようにしていく。 

 内容によっては、ファミリー・サポート・センターでは対応できない依頼がある。 

 このため、他の子育て支援機関と綿密な連携を図っていく必要があると思われる。 

 他機関との連携を深めていく。 

 地域の子育て支援の充実のために、他の部署等とも連携し、必要とされるニーズに対応出来るよう展開していきたい。 

 また、日頃から情報交換をするなど、必要な方に支援が届くように他の機関との連携をより大切にしたい。 

 ファミリーポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

 情報収集と行政や他機関との連携。 

 依頼内容の多様化、複雑化に対応できる様に、他機関との密な連携や相談が必要。 

 他機関との連携 

 複雑な家庭（内容）の時に●●（行政：CDWS注）と連携できるような体制 

 ファミリー・サポート・センターは行政が管轄しているが、実際は準委任契約であり、提供会員に責任が生じます。公的

に会員同士を紹介・調整する為の、法律知識を学ぶ等、援助活動に安心して参加して頂く為のアドバイザー研修に、行政も

積極的に動いてほしいと思います。 

 委託事業が多いと思いますが、市民の手を借りて行われる事業であることを広く行政側が伝えて、便利で安いサービスで

は無いことに子育て世代の理解が深まるとよいと思います。 

 自治会や民生委員・主任児童委員などとの話し合いを実現し、ファミリー・サポート・センターについて理解を得ていた

だき、地域で子育ての意識を深める。 

 ●●養成講座や●●養成講座を開催し、修了生に提供会員登録をお願いしていますが、退会者もあるため提供会員数は横

ばい状態です。提供会員の増加を図るために、自治会を通してファミリーサポートセンターのしくみについて説明ができる

機会を設けたいと思います。 
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 依頼会員さんからの依頼は難しいものが増えているので、ADは業務にあたって知識が必要となっている。研修等によりス

キルアップしていくべき。ファミサポの活動内容に収まらない依頼には、他の機関を紹介するなどできるよう、他のサポー

トについても十分理解していきたい。さまざまなサポートの中でのファミサポの位置、役割をわきまえて、活動できればよ

いと思う。市の担当課をはじめ、さまざまな機関とともに依頼会員さんを支えることで、子育てにおいてお父さん、お母さ

んを孤立させないようにサポートしていきたい。 

 年々、依頼会員の人数が増えてくると同時に依頼内容にも移り変わりが出て来ている。 

 センターのルールとして産後1カ月以降の家事援助、病児・病後児預り不可といったものが挙げられているが、会員の望

みとしては、そのルールの部分の支援（家事援助、病児他）をしてほしいとの声もよく聞くようになっている現実があり、

やむを得ず他機関を紹介して登録頂くように勧めてたりすることもしばしばある。 

 ファミリー・サポート・センターという観点から利用者の声になるべく応えてあげたいと思うのがアドバイザーの気持ち

であり、お答えしきれないもどかしさを感じることもある。 

 他機関との連携をとりながらのサポートが可能になるのであれば、サポートの幅を少しだけ拡げて依頼会員が困らないよ

うな支援活動ができたらよいのではないかと思う。又、地域に根づくためのサブリーダー設置でアドバイザー業務を分担で

きたら良いのではないか。 

 単に託児者を紹介するだけでなく、組織の中で出来ること出来ないことを見極め、出来ることを連携しながら増やし、地

域と親をつなぐ窓口となる。 

 依頼の際に要望を詳しく聞き取り、社会協議会、シルバー人材センターとも連携を取りつつ、１人でも多くの援助活動の

手助けをできたらと思う。 

 資格ということだけではなく、人と対応するため、問題を把握するため、トラブルを回避するための専門性を持つ必要が

ある。ファミサポ以外の子育て支援状況をしっかり把握し、相談があった時その情報をもとに、的確な情報を提供できるよ

う、日ごろから情報収集や他機関との連携をはかる必要がある。また他機関と何かの時に協力し合えるための信頼関係を築

く必要がある。 

 気になるお子さん（障がい児や発達障害など）が、少しずつではあるが増えているため、市役所の保健師さんや障がい児

施設とも連携を取り資格がない方でもサポートできるかどうかを見極め話し合いながら、サポートできる子どもの幅を広げ

ていきたい。 

 会員同士のマッチングを行うだけでなく、様々な公・民の福祉サービスを熟知して、より適切な機関やサービスへとつな

ぐ“つなぎの役割”がより大切になるのでは、と考えている。 

 利用者の困っていることをすばやくキャッチし、支援に結びつけられる能力を養い、必要であれば、他の窓口の紹介を行

うこと。 

 専業主婦で子育てをしている家庭、共稼ぎの家庭、ひとり親の家庭と、様々な子育て世帯がある中でそれぞれのニーズに

合った支援のため、広い視野と先の展開を予想しつつより良いコーディネートができることが望ましいと思う。 

 依頼会員の依頼の背景も理解し、必要と思われるときは他の関係機関につながることも必要。 

 今後とも会員双方によりそっていき、預かる子どもの情報を細かく聞き取る必要がある。また支援が必要な家庭もあるの

で直営の良さを生かし、他の部署と連携しながらこれからも細やかなサポートを行っていけるようにしたい。 

 核家族化、家族形態や就労形態の多様化、子育ての孤立化、地域社会の希薄化がいわれて久しいが、今や子育てをする母

親父親自身がそのような中で成長し、親となっています。私たちの世代と共通認識を持つのが難しい事柄も増えている印象

です。 

 ひとりひとりの会員に対して、よりきめ細かくていねいな対応が必要になると考えます。また他機関とも連携を深め、フ

ァミサポでは対応が難しい場合もどこかで支援を受けられるようつないでいくことも、より大切になっていくと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

⑲ 現状維持 

 今までどおり、子育て世代と子育て支援世代をつなぐ役割を担う、大切な仕事だという自覚を忘れず、活動していきたい

と思う。 

 ファミサポとしてあまり事業を広げすぎると、安全性に欠けるため、現状で安全にボランティア活動の範囲を超えないも

のにしていく。 

 アドバイザー業務については、従来通りでよいと考えます。 

 アドバイザーの業務も含めインターネットのマッチングサイトを通じて行われるベビーシッターとは全く異なるところに

ファミリーサポートセンターの意義があると考えます。 

 現状維持 

 今の方向でよい。 

 現在のアドバイザー業務を確実に遂行することが、事業の安定につながると思いますが、今後サブリーダー等も検討し、

より充実した事業にしていきたいと思います。 

 特にありません 

 

 

⑳ その他 

 データ管理の活用 

 システムの改善（入力方法等） 

 連絡事項の確認を今以上にしっかり行なっていきたい。 

  講習会等の充実 

  アドバイザーは市の直営で2人配置されている。 

 担当課からの指示で動いているので、展開などの意思表示は行えない。 

 交流、情報交換の場の開催 

 ファミリー・サポート・センター事業は国（厚生労働省）の事業であり市町村が運営を行っている事業ですので、業務内

容についても決まっているものがあります。 

 よってアドバイザーの立場で、事業の展開について申し上げることは難しいですし、ファミリー・サポート・センターの

業務を着実、且つ確実にこなすこととしかお答えできない様に思います。 
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２）アドバイザー業務以外 

① アドバイザーのスキルアップ 

 各子育て機関と連携がはかれる研修会などに参加できればと思います。 

 講演会、研修会に参加して、より多くの知識を身につける（うつ親への対応、クレームの処理、マナー、話し方） 

 研修やアドバイザー同士の交流会等に参加し、アドバイザー自身のレベルアップ、相談業務等の専門性の向上を図る。 

 依頼会員（まれに提供会員も）の中には、心や家庭に問題をかかえている方も多い。 

 また、依頼内容も年々複雑化しており、その対応に様々な知識が必要になってきている。 

 資質向上に向け講習会への参加など、アドバイザーもここに視野や知識を広げる努力をしていく。 

 子育て支援に携わる仕事の責任の重さや仕事内容から、多くの専門的な勉強会の参加が得られるとよい。 

 子育て環境や、子育て支援制度がめまぐるしく変化している中、対応が遅れないよう、情報収集に努めたい。 

 日頃から子育てに関する事業に興味・関心をもつよう心掛けそこで得た情報をファミサポ事業に役立てていきたいと思う。 

 就労や家庭の状況の変化により、様々な事情や悩みをかかえてファミサポに相談にくるので、その人にとって何が一番必

要で、本当に支援すべきところはどこなのかを見きわめることが重要と考える。ファミサポにとどまらず、情報や知識を駆

使して適切なアドバイスができるようにこれからも努力していきたい。 

 本当の子育て支援とは？と常に考えながら市民によりそっていきたいと思う。 

 単純な依頼だけというケースは少なく、背景を読み取りながら話を聴くスキルを高めることが必要だと感じる。 

 地域支援であること、ボランティア活動であることの基本理念を肝に銘じつつ、お母さんたちが楽しく子育てできる地域

作りに積極的に参加し学ぶことが大切と思います。 

 

 

② アドバイザーの配置・処遇 

 全国ファミサポの8割のアドバイザーは、1年任期雇用（非正規）である。 

 相互援助活動の円滑な調整を行うためには、アドバイザーの継続的な就業を確保してほしい。安定した雇用は事業の質を

高めることにつながると思う。 

 勤務形態が正規職員なし。嘱託●●人、パート●●人で業務を行っているが、責任ある業務として負担を感じる。 

 勤務体制として人手不足を感じ、依頼会員の要望に気軽に応じられるようになるには、アドバイザーの増員による展開が

望まれるかと思う。又、アドバイザーの人員が増えることでいろいろなサポートの案の幅が拡がってくる等、メリットは大

きいと思う。（委託事業なので人件費増はない） 

 保育士の待遇改善と資質向上を図る（子育て支援含） 

 依頼活動の内容などを聞きながら、活動時間外や長時間の預かりなど現在の体制では困難なケースもある。その為、資格

を有する職員の配置がある。地域密着型でより専門的な機関や施設との連携や調整等も視野に入れて検討していきたい。 

 市内全域にファミリー・サポート・センターの周知と普及をすすめたいが、各地で登録会（依頼向け、提供向け）開催す

る。（現在はアドバイザーの人数的にも難しいが） 

 

 

③ 安全対策・事故対応 

 保障保険はあるが、実際に事件や事故が起こった時は提供会員は個人として対応しなければならない。提供会員が安心し

てサポートを行うためには個人に責任を課すのではなく、その際の支援の体制を今後確立して欲しい。 

 ファミリーサポートセンター事業は、「地域で子育て支援」をスローガンに展開していますが、提供会員は、有償ボラン

ティアとしての位置づけにあります。預かった子どもさんの事故やケガの責任は、提供会員さんにあります。預かりの内容

は、より専門性を求められるケースが増加しています。例えば、外国人の子どもさん、発達障害の子どもさん、産後うつや

発達障害を抱える母親からの依頼もあります。ひと昔前までは、保育所の補完的預かりが多くありましたが、現在ではより

多様なニーズに応えることになりました。事故やケガが発生した場合の責任について、個人が責任を負うのではなく、国の

事業なので国が責任を持つしくみに変えてもらいたいと思います。 
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 ファミリーサポートセンターの一番良い点は、集団保育とは違う家庭的な雰囲気の中で親ではない地域の中の大人に見守

られることと、親にとっても孤立しがちな子育て中、困ったとき頼ることのできる人が近くにいる安心感であるが、提供会

員の責任は重く、万が一の時には行政でもフォローしてもらえるしくみになると良い。 

 保険の対象外となり、リスクの高い送迎については、プロドライバーとの契約などの方向性を探る。 

 事故が起こった際の行政の立場と責任があいまい。市民間での相互援助活動は民法上の準委任契約であり、会員当事者間

にすべての責任がかかり、当事者間で解決することとなっている為、会員のリスクがかなり大きくなる。事業実施主体であ

る行政が、責任を持って係わり、事実関係の調査や事業のあり方について、責任をもって取り組むべきであると思う。 

 「有償ボランティア」とは言っても、提供会員の「人への思いやり」によって成り立っている事業と思います。保険補償

を厚くしてほしいと思います。 

 提供会員と依頼会員の関係が個人対個人の「任意契約」という枠では限界を感じる。 

 「善意による有償ボランティア」にもかかわらず「命を預ける責任」を個人が持つことのあいまいさをどうスッキリさせ

るかが課題ではないか。 

 制度の充実や、依頼会員のニーズは時代により変化があるので、ファミリーサポートセンターとして安全を確保できる範

囲で時代に対応していける様検討していきたい。 

 提供会員になるための講習会として国は２４時間の講習を推奨し、当センターも安心安全な相互援助活動のためには必要

なこととして２４時間以上の講習を実施している。しかしそのための費用（講師料、賃借料など）の見通しが追いついてい

ないところを行政に見直してもらえるよう、その必要性の理解という面から求めていきたい。 

 地域で子育て家庭を支える仕組みとして、安心、安全なサポートを目指し、支援者の質の向上に今以上力を注ぐ 

 講習会について、現状で●●時間のため、今後充実させていく必要がありますが、提供会員として登録いただける方が減

っており、その減少の原因の一つに、講習時間が多すぎるという声があります。 

 安全に子どもを預かっていただくために、講習の充実は必須であるため、講習会に参加しやすいように、講習の実施日時

や内容を検討し、会員の確保に努めていく必要があると考えています。 

 病児のサポートを基本の活動と分けていき、より安全なサポートができるよう（提供会員のためにも依頼会員のためにも）

充実させていく。 

 病後児預かりの際、活動を受けて提供会員にその病気がうつってしまった時の保険を充実してほしい 

 子育て支援施設の中にセンターを設置し、子育て中の保護者が身近な存在としていつでもセンターを利用できるようにす

る。 

 センター内に託児室を設置し、急なサポート依頼に備える。 

 協力・依頼会員の双方が安心・安全に活動・利用できるように市町村の差がなく、保障・支援策等が充実するとよい。 

 提供会員の質の向上、また安全にサポートするためにも、登録時講習会の開催等も含めて提供会員が必ず研修を受けた上

で活動するようにしたい。 

 当然病児や深夜の預かりの方向を期待されていると思うが、一般市民のボランティア活動に対して求める負担が大きすぎ

るので提供会員が納得できる条件が必要。 

 

 

④ 広報 

 広報活動 

 市内全域にファミリー・サポート・センターの周知と普及をすすめたいが、各地で登録会（依頼向け、提供向け）開催す

る。（現在はアドバイザーの人数的にも難しいが） 

 事業をより多くの方に周知したい。 

 市等と連携した一層の広報活動の実施 

 「ファミサポって何？」と聞かれることが今でもある。 

 ファミリー・サポート・センターの周知をもっと徹底してする必要がある。 

 ファミサポを通して、地域の大人たちと出会い触れ合うことは、子どもの成長にとってとてもいい影響があると思う。ま

た、子育てに奮闘している保護者にとっても提供会員さんと出会うことによって安心感やゆとりがうまれ、また保護者の学

びの場にもなっていると思う。地域住民があたたかい目線で子育て中の方を応援できるように、虐待を未然に防げるように、

もっとPRをして多くの方にファミサポ事業に参加してもらいたい。 
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・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

 ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『ファミサポの認知度を高める』 

各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下

全域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 会員増強のための広報 

 自治体、幼保小の職員、一般市民への認知度を高め、ファミサポ事業の浸透を図る。 

 ファミサポの広報。まだまだ知らない人が多いので、利用する、しないにかかわらずファミサポがあることを知ってもら

うため。 

 ファミサポ通信、会員募集のチラシ作成による広報活動 

 日頃の生活に役に立つように他の団体等とも連携していく（困っている人にこの情報がきちんと届くように） 

 他の子育て支援事業から、信頼される、周知される事業であること、また連携が図れる状況を作ること。 

 各相談窓口において、ファミサポにおいてできることとできないことをしっかり理解してもらうこと。 

 

 

⑤ 地域福祉の推進に関すること 

 子どもがサポート対象外になった依頼会員が、将来的に時間に余裕ができた時、提供会員として活動を行いたいという思

いを持ち実際に援助活動の担い手となっていくことで、ファミ・サポ事業が拡がっていくと考える。そのために、アドバイ

ザーは依頼、提供両者の思いを受けとめ、良い関係作りができるよう適切な橋渡し役を果たしたいと考える。 

 提供会員に対して、スキルアップのための講座の企画や開催、円滑に活動していくために会員同士の交流を図るための交

流会の企画や開催をする。 

 人を信頼するのが難しく、他人とのつながりが築きにくい人が増えているように感じられる今、当事業を行うことは、単

に育児の手不足を補うための有償サービスを提供するだけでなく会員同士のふれあいの中で、他人を信頼する力、助け合う

力を呼びさまし、いっしょに地域で暮らす仲間として関係性を築いていくきっかけとなる大きな役割を担っていると考えま

す。周りの人々があたたかく見守ってくれていると感じられることが、母親父親がゆとりをもって子育てできることにつな

がり、それが子どもたちの生きる力を育んでいけるように展開していければと思います。 

 依頼が必要なくなった依頼会員が退会していく現状において、依頼会員がいずれは援助者として活動してもらえるような

意識づけやしくみづくりが必要であると感じている。 

 ファミサポは“自分にできることをできる範囲で助け合う”「子育ての相互援助活動」だということをもっと強く伝えて

いきたい。 

 相互援助が当たり前となる世の中になっていくように両会員が増えていくような働きかけ 

 依頼会員が自然に提供会員への移行していく環境というか、意識を持てるように… 

 地域のマンパワーを掘り起こしていく。 

 ファミリー・サポート・センターがもっと身近に感じられるように、地域の方と協力し合い、情報交換し、より良いセン

ターにしていければと思う。 

 地域との交流 

 ファミサポの支援をきっかけに、ファミサポなしの子育て支援が地域でできることが理想。 

 今現在、地域の子育て支援に活かしている提供会員がいるが広げてほしい。どこかでどなたかの子育て支援ができていれ

ば良い。 

 地域支援であること、ボランティア活動であることの基本理念を肝に銘じつつ、お母さんたちが楽しく子育てできる地域

作りに積極的に参加し学ぶことが大切と思います。 

 地域の人と人とのつながりを活性化するためのとりくみ 

 社会全体で子育て世代を支えるために、よりよい方向を見出すためにも、日頃から地域福祉の活動に目を配りたい。 

・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

 ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 
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 老人会やシルバー人材センター、又は退職後、時間がある男性に子育て支援に参加してもらうための交流や、地域住民と

の親睦を計るような地域の拠点作り。 

 依頼会員のニーズ（子ども預かり）は高い（理由：民間ベビーシッターよりは安く）行政等の一時保育利用よりは手続き・

利用が柔軟でしやすい。その反面、地域の支え合いという根柢の趣旨が理解されず、お金を払えばやってもらえるという預

ける側（利用）と預かる側（提供会員）の思いと温度差が年々ひろがっているように感じる。 

 ファミリーサポートセンターの活動を通して、依頼会員さんの生活に「安心」や「元気」を与え依頼会員さん親子と育児

支援をしてくださる提供会員さんとがお互いに信頼関係を築いて下さればと思います。 

 地域の中での子育て情報が得られる場。 

 子どもを一人でみられない精神的な疾患を抱えている親に、地域の支援や気軽に相談できる所があると良い。 

 ファミサポを通して、地域の大人たちと出会い触れ合うことは、子どもの成長にとってとてもいい影響があると思う。ま

た、子育てに奮闘している保護者にとっても提供会員さんと出会うことによって安心感やゆとりがうまれ、また保護者の学

びの場にもなっていると思う。地域住民があたたかい目線で子育て中の方を応援できるように、虐待を未然に防げるように、

もっとPRをして多くの方にファミサポ事業に参加してもらいたい。また、高齢の方もファミサポを通して子どもと触れ合う

ことで、活き活きと張りのある生活が送れ社会に役立っているという実感を持ち、高齢化社会における社会参加の一つとし

て参加してもらえる活動にしたい。 

 親の持っている子育て力や地域の力を引き出せる様に、支援にかかわる様々な機関が連携し、トータルで子育てのニーズ

に対応できる様になると良いと思います。 

 女性の就業率、世帯の状況等、地域のおかれている問題等を勘案し、行政との連携を図ることが必要と考えています。 

 1986 年に施行された男女雇用機会均等法に伴い女性労働者の育児サポートとして展開されたファミリー・サポート・セン

ターですが、今日様々な育児環境、労働環境の変化に合わせて、子育てを取り巻く環境や条件が多様化しています。それは、

目まぐるしい勢いで変化しており家庭によっては切実な子育て支援を必要としているところも多くあります。行政がそのニ

ーズにきちんと目を向け、ファミリー・サポート・センターが安心な子育てサポートとしての位置付けができるよう周知・

活動・保障を行っていくことが国・地域が目指す子育て支援の１つとなるのだと考えます。 

 

 

⑥ 提供会員の育成・サポート（サブリーダー含） 

 提供会員の質の向上、また安全にサポートするためにも、登録時講習会の開催等も含めて提供会員が必ず研修を受けた上

で活動するようにしたい。 

 個別活動を躊躇する提供会員もいるため、保育の体験など研修機会を充実していく 

 提供会員に対して、スキルアップのための講座の企画や開催、円滑に活動していくために会員同士の交流を図るための交

流会の企画や開催をする。 

 サブリーダーの教育 

 地域で子育て家庭を支える仕組みとして、安心、安全なサポートを目指し、支援者の質の向上に今以上力を注ぐ 

 講習会について、現状で●●時間のため、今後充実させていく必要がありますが、提供会員として登録いただける方が減

っており、その減少の原因の一つに、講習時間が多すぎるという声があります。 

 安全に子どもを預かっていただくために、講習の充実は必須であるため、講習会に参加しやすいように、講習の実施日時

や内容を検討し、会員の確保に努めていく必要があると考えています。 

 提供会員養成講座について研修を県単位で行い提供会員のレベルの統一化を図る 

 また、高齢の方もファミサポを通して子どもと触れ合うことで、活き活きと張りのある生活が送れ社会に役立っていると

いう実感を持ち、高齢化社会における社会参加の一つとして参加してもらえる活動にしたい。 

 提供会員になるための講習会として国は24時間の講習を推奨し、当センターも安心安全な相互援助活動のためには必要な

こととして24時間以上の講習を実施している。しかしそのための費用（講師料、賃借料など）の見通しが追いついていない

ところを行政に見直してもらえるよう、その必要性の理解という面から求めていきたい。 
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⑦ 提供会員の不足・確保 

 相互援助が当たり前となる世の中になっていくように両会員が増えていくような働きかけ 

 提供会員が少ないので、依頼会員のニーズに答えられるように、提供会員、両会員の募集をしていく。 

 さらなる提供会員の確保と両方会員の増加 

 依頼会員が自然に提供会員への移行していく環境というか、意識を持てるように… 

 講習会について、現状で●●時間のため、今後充実させていく必要がありますが、提供会員として登録いただける方が減

っており、その減少の原因の一つに、講習時間が多すぎるという声があります。 

 安全に子どもを預かっていただくために、講習の充実は必須であるため、講習会に参加しやすいように、講習の実施日時

や内容を検討し、会員の確保に努めていく必要があると考えています。 

・ 活動前研修が必須となったことにより、援助依頼できる会員が激減した。受講者を増やす努力が求められるが、対策

のひとつとして、もっと他市と連携して柔軟に進めて行く。 

・ もっと利用しやすいように、利用料の補助があると、依頼が増加し活動する会員が増え活性化につながる。 

 提供会員の増員はもとより、利用者の多岐多様なニーズに応えられる会員が増えれば良いと思う。 

 子育て支援が必要なくなった依頼会員が、提供会員になって支える側になってくれたら良いと思う。 

 依頼が必要なくなった依頼会員が退会していく現状において、依頼会員がいずれは援助者として活動してもらえるような

意識づけやしくみづくりが必要であると感じている。 

 実際に提供会員活動ができる人材を増やす企画があればと思う。 

 提供会員となって下さる方が増えていくと良い。 

 （責任感は必要だが、「大変！」「難しい！」・・・という部分が強調されると、お気持ちがあっても二の足を踏まれる

方が多いので。） 

 援助会員の入会をいかに増やすか 

 市内全域にファミリー・サポート・センターの周知と普及をすすめたいが、各地で登録会（依頼向け、提供向け）開催す

る。（現在はアドバイザーの人数的にも難しいが） 

 会員増強のための広報 

 提供会員の担い手不足。万が一の時に依頼したい等、社会のあり様と深く関係してセンター業務としての解決が難しいと

感じる課題も多く、別事業として事業化できないかと検討している。 

 

 

⑧ 病（後）児、急な預かり、病児・緊急対応強化事業 

 「病児・病後児の対応」については、依頼会員からのニーズがあるので、現在は検討事項となっている。受け入れる提供

会員の研修が必須であり、避けては通れない課題ではあるので、いずれは支援できる方向になればと考えている。 

 当然病児や深夜の預かりの方向を期待されていると思うが、一般市民のボランティア活動に対して求める負担が大きすぎ

るので提供会員が納得できる条件が必要。 

 病児のサポートを基本の活動と分けていき、より安全なサポートができるよう（提供会員のためにも依頼会員のためにも）

充実させていく。 

 将来的には病児・緊急時等への対応も検討していかなくてはならないかもしれない。 

 病児・病後児保育の必要性を感じている。 

○病児預かりについて 

  ・ 病児預かりをする提供会員数が少ない 

  ・ 医療機関で預かりを実施するのが理想的である。 

 病後児預かりの際、活動を受けて提供会員にその病気がうつってしまった時の保険を充実してほしい 

 病児・病後児の対応が難しい状況なので、対応策を検討する必要があると感じている。 

 センター事業の次につなげるサポート機関の確立（病児保育室・一時保育の充実等） 
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⑨ 利用しやすさ１（利用料の負担感・負担軽減） 

 依頼しやすい低料金設定。また、提供側への補助金制度。 

 もっと利用しやすいように、利用料の補助があると、依頼が増加し活動する会員が増え活性化につながる。 

 利用料金を補助する制度ができれば良い。 

 金銭的な理由でファミサポ利用をあきらめていた保護者とその子どもを支えることができる。 

 利用料金の引き上げ及び補助金等の検討 

 補助が有れば気軽に頼めるのでは… 

 利用料は低いものの全額依頼会員負担で、必要な支援を経済的な理由で受けられない人がいる一方、他のサービスも利用

できる人には「安く使える」という意識もある。必要な人へ届けられるようにしたい。 

 

 

⑩ 利用しやすさ２（活動場所） 

 ひろば事業、一時預かり事業の展開 

 ⇒会員にとって、様々な条件で利用できる（活動できる）しくみづくり 

 提供会員宅以外で依頼会員がいつでも預けることができる施設を作る 

 提供会員が減るなかで、会員のなかには、自宅以外の託児ならできるという人もいます。また、依頼会員からも託児施設

を作ってほしいという要望もあります。現状の支援以外に、施設を設け、託児をすることも考えていく必要があると考えま

す。 

 今、現在サポート方法としては提供会員さん宅又は依頼会員さん宅又は送迎 etc の方法で行っていますが、施設はないの

ですが、（支援センターなど利用して）ファミリー・サポート・センターでのサポートを行いたいと思います。 

 子育て支援施設の中にセンターを設置し、子育て中の保護者が身近な存在としていつでもセンターを利用できるようにす

る。 

 センター内に託児室を設置し、急なサポート依頼に備える。 

 

 

⑪ 利用しやすさ３（その他） 

 子どもを対象にしたサポート事業は変えず、サポート内容の緩和。例えば、通常行わない家事援助を含む産褥期サポート。

援助対象児を発達障害児のみ中学生まで延長。 

 当ファミサポは●●（小学校高学年相当：CDWS注）までの子どもを対象としている。最近増えている障害を持つ子どもは、

それ以降もサポートを必要とすることが多いが、ファミサポではサポートすることができない。また他機関でファミ同様の

サポートを受けることも難しい。またこれ以外にも中学生のサポートについて問い合わせが年に必ず何件かある。対象を広

げる事も必要なのかもしれない。 

 車でのサポートの検討 

 18歳までのサポート 

 広域（通勤地が市内又はFS設置していない隣接市町村）を利用可能にする 

 病児保育や様々な子育て支援サービスの狭間を埋めるサポートに柔軟に対応できる方向への転換 

 講習会で提供会員から声が上がった事ですが、講習会の様な内容を託児付きで（提供会員が数人で保育）小さな子どもを

持つ保護者の方に受けてもらい、子育ての孤独感、不安感を解消してあげられたらどうか、ファミリー・サポート制度を知

って頂いたり、実際に提供会員に保育してもらうことで、安心感にも繋がるのではないか。 

 保育室や●●（3 歳未満の子どもとその親を対象とした相互交流などの場：CDWS 注）を隣接することにより、アドバイザ

ーが預かりをすることが可能になることや、母子の関わりの見守りや援助 

 ホームスタートのようなものの必要性を感じる。市の委託を受けてやっているため、様々な制約があり本当に必要とする

人に手が届いていないと感じることがある。 

 センターを利用することによって、仕事と子育てを上手く両立することが出来たり、保護者が孤独で煮詰まった子育てを

することがないように、一時的な預かりとともに内面のケアもしてあげられたりできるようなセンターになればいいと思い

ます。 
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 子育て支援の観点からお母さんの困り事の相談窓口、ひろばの開催で子育て不安の解消、リフレッシュなど、母子ともに

健やかに育っていける手助け。 

 子育て中の若い保護者と接する機会の多い本事業の中で、「子育てに関する相談窓口」としての機能や「家庭教育支援」

のアドバイス等が出来るような体制が付加できるとよいと思う。 

 市内全域にファミリー・サポート・センターの周知と普及をすすめたいが、各地で登録会（依頼向け、提供向け）開催す

る。（現在はアドバイザーの人数的にも難しいが） 

 連絡方法（電話・FAX・メール）の効率的な活用を図ること。 

・ 自分が親になるために学ぶ場所が提供できればと思う。 

・ 会員間の支払いについて、トラブル防止のために別の方法をとれないか。 

 夜間・休日対応も視野に入れた業務の充実 

 時間外の緊急対応の在り方 

 時間外の転送携帯電話の対応（日曜・祝日等） 

 本市以外での開設（問い合わせ多数） 

 

 

⑫ 連携・ネットワーク 

 他機関との連携 

 ネットワークとの連携を図りながら、ファミサポ事業（家庭的見守り）の良さを守っていくことが望まれます。 

 子育て支援に関心を持ち、ネットワークをひろげる。 

 地域との連携の在り方 

 子育て支援についての施設や機関が充実している中、それぞれが独立しているのではなく、ネットワーク化が必要である。 

 併設している支援センターとの連携 

 また、現在行っている事業内容の充実を図り、他機関との連携を深める。 

 地域資源との連携を強める 

 依頼活動の内容などを聞きながら、活動時間外や長時間の預かりなど現在の体制では困難なケースもある。その為、資格

を有する職員の配置がある。地域密着型でより専門的な機関や施設との連携や調整等も視野に入れて検討していきたい。 

 単純なコーディネート業務だけでなく、地域の人材や団体との関係性を深めていくことで、より幅広い子育て支援を行え

るようにしていきたい。 

 他の関係機関との連携がもっとできるとよい。 

 日頃の生活に役に立つように他の団体等とも連携していく（困っている人にこの情報がきちんと届くように） 

 地域の人材、民生委員、保健所、発達センター、行政の連携等 

 今、現在サポート方法としては提供会員さん宅又は依頼会員さん宅又は送迎 etc の方法で行っていますが、施設はないの

ですが、（支援センターなど利用して）ファミリー・サポート・センターでのサポートを行いたいと思います。 

 当市では、子育てに疲れを感じてはいるが、他人に子どもを預けることが不安なママ（依頼会員）に〝預ける体験”をし

てもらうために、親子で通い慣れしている子育て支援センターを会場にして集団でのお試し預かりをしている。ママも安心

して束の間の一人の時間を楽しんでいるようだ。 

 こういった、相談業務も行っている子育て支援センター等と連携した企画を充実させていきたいと思っている。 

 関係機関と連携をはかる 

 老人会やシルバー人材センター、又は退職後、時間がある男性に子育て支援に参加してもらうための交流や、地域住民と

の親睦を計るような地域の拠点作り。 

 子育て支援施設の中にセンターを設置し、子育て中の保護者が身近な存在としていつでもセンターを利用できるようにす

る。 

 親の持っている子育て力や地域の力を引き出せる様に、支援にかかわる様々な機関が連携し、トータルで子育てのニーズ

に対応できる様になると良いと思います。 

 他の子育て支援事業から、信頼される、周知される事業であること、また連携が図れる状況を作ること。 

 各相談窓口において、ファミサポにおいてできることとできないことをしっかり理解してもらうこと。 

 社協-市-その他関係団体とのネットワークをしっかりもちたい（●●会議等の参加etc.） 

 各子育て機関と連携がはかれる研修会などに参加できればと思います。 
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 社会全体で子育て世代を支えるために、よりよい方向を見出すためにも、日頃から地域福祉の活動に目を配りたい。 

 市等と連携した一層の広報活動の実施 

 女性の就業率、世帯の状況等、地域のおかれている問題等を勘案し、行政との連携を図ることが必要と考えています。 

 子育て支援の手段や方法を総合的に案内することができる部門が必要ではないかと思っています。アドバイザーは市内在

住で皆 5 年以上の経験が有り、日常業務を通して多くの情報をもっているので仕事に役立てることが出来ているが、ファミ

リー・サポートのアドバイザーとは別の立場で、同様の相談を受ける窓口が必要ではないかと思います。 

 提供会員になるための講習会として国は24時間の講習を推奨し、当センターも安心安全な相互援助活動のためには必要な

こととして24時間以上の講習を実施している。しかしそのための費用（講師料、賃借料など）の見通しが追いついていない

ところを行政に見直してもらえるよう、その必要性の理解という面から求めていきたい。 

 社協内の別の課（●●子育て広場など）との連携 

 ●●市●●町で広域連携を行っているので、年に１回でも同時交流会などできたらと思います。 

 活動前研修が必須となったことにより、援助依頼できる会員が激減した。受講者を増やす努力が求められるが、対策のひ

とつとして、もっと他市と連携して柔軟に進めて行く。 

 提供会員養成講座について研修を県単位で行い提供会員のレベルの統一化を図る 

 協力・依頼会員の双方が安心・安全に活動・利用できるように市町村の差がなく、保障・支援策等が充実するとよい。 

・『ファミサポの認知度を高める』 

 各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 研修会の開催について（他事業との合同開催） 

 現在は各市町村がそれぞれのやり方で運営をしているが、国や県のレベルでの大まかな決まり事などを定めてくれるとや

りやすい。 

 

 

⑬ その他 

 ファミサポ事業がスムーズに実施できるよう、早めに計画を立てる。（研修会、交流会等） 

 会員が興味を抱くような事業の企画実現を目指したいです。 

 市からの委託料が減らされているが、国からの指示が多い中で講座にかける費用など、工夫しながら対応しているが・・・。

かなり厳しい。（他の事業を縮小せざるを得ない状況である） 

・ 有償ボランティアとしての有限性を踏まえて、対応の可否判断、対応状況の拡充。 

・ 子育て支援事業としての事業内容に見合う補助金等の資本増加。 

 業務の効率化と明確化 

 会員のシステム管理、チラシや会報等の広報活動、講習会や交流会の開催、毎月の活動報告、事業立案、予算・支出まで

の事務処理、社協業務等多岐に及ぶ。 

 国家プロジェクトを立ち上げて子育てを社会全体で担うことの意義を世間に知らせてほしい。 

 他市のアドバイザーと交流を持った時に「研修会の講師選びや交渉、場所とり、又、ファミサポの予算等、全部アドバイ

ザーがしている。」と言われた事があります。それに比べて、●●は市の正職員が担当してくれるため、アドバイザー業務

以外はしていません。 

 研修の充実 

 依頼会員、提供会員との充実を図っていく 

 一人親への援助 

 コーディネート以外の事務的作業は全てファミリー・サポート・センター事業として制度の理解や現状把握につながると

考えている。 
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 ファミリー・サポート・センター事業の業務として、 

  ・会員の募集、登録その他の会員組織業務 

  ・育児に関する相互援助活動の調整等 

  ・会員に対する講習会の開催 

  ・会員の交流を深めるための交流会の開催 

  ・アドバイザーとサブリーダーと定期的情報交換のための連絡調整会議の開催 

  ・定期的な広報誌の発行等の広報事業など 

 以上の業務を着実、且つ確実にこなすこと。 

 ファミサポの事務局は、市の担当部署と同じ庁舎内に位置することが望ましい。 

 産前産後の家事支援事業（買い物、食事、洗濯、掃除などのお手伝い） 

 ファミサポを利用する会員は年々増加しており、利用理由としては保育園・学童保育の迎え～親の帰宅までの見守りが最

も多い。中にはほぼ毎日ファミサポを利用しなければならない会員も複数いる。この場合、ファミサポは依頼に100％応えら

れる保証はないので、さらに他の子育て支援サービスにも登録・利用している場合が多い。 

 そのようなケースについては、子育てをする親の費用面の負担、二重保育になることによる子ども・親の負担を考えると、

公的なサービスがより充実される（保育園・学童保育の保育時間延長など）ことによりファミサポ等を利用しなくても済む

ようになることが望ましいと思う。 

 複雑困難な事情での依頼があったあとアドバイザーとしての気持ちの切り替えなどについて悩むことがある。 

 研修会の開催について（他事業との合同開催） 

 講習会の充実 

 特になし 

 特になし 

 特にありません 

 特にありません。 
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２．FSC事業からみた子ども・子育て支援の課題 

１）安全対策・事故対応 

 平成24年度に成立した「子ども・子育て支援法」によりファミサポが子育て援助活動支援事業として法定化されたとお聞

きしました。それ以前の補助事業が法定化されたことに関しては喜ばしいことだと思います。しかし、●●で起こった事故

などを考えると「いざ何かあった時は…」責任の所在がはっきりせず、依頼会員・提供会員とも多大な負担をかけることに

なるのではないかと心配しています。会員組織による子育ての相互援助活動はとても良いアイデアだと思いますが、「ファ

ミリー・サポート・センター補償保険」では解決できない部分もカバーが必要だと思います。 

・ 送迎ニーズへの対応が難しい。特にここ数年、塾や私立の園等への送迎が非常に増えている。自家用車での送迎は事

故に遭うリスクが高い。送迎のみの活動は、例えばタクシー業者などに任せるべき。今後子育て制度変更に伴い、一時

預かりや家庭的保育等が拡充されるならば、ファミサポではさらに送迎のニーズのみが高まるのではないか、という不

安がある。 

・ 「病児・緊急対応強化事業」については、一ボランティアの個人宅での預かりというのはリスクが高い。専門の病児

保育施設を増やし、スタッフ養成を推進する必要があるのではないか。 

 また、制度の拡充や依頼の内容が複雑なものが多くなり、これまで以上に安全に活動を行うための意識が重要になってく

ると思う。 

 そのための講座内容の見直しや、安全対策をいかにおこなっていくか、今後の課題である。 

 親のニーズとして「元気な時は保育施設に預け、病気の時だけファミサポで預かってほしい。」というものがある。ファ

ミサポは一般市民のボランティアであるので、普段の様子がわからず体調の悪い時だけの預かりは、子どもにも、提供会員

にも大きな負担となってしまう。子どもが病気の時だけは親が休める労働環境を整えてほしいと切に感じる。 

・ 依頼会員の活動連絡の徹底 

・ 災害時活動を中止する際の基準の有無 

 自然災害時の活動のあり方 

 子どもの安全、安心の確保 

 

 

２）依頼対応・サポートの難しさ、有償ボランティアのあり方 

 働いている親たちにとって子どもに習い事をさせられないということで、習い事への送迎の依頼はファミサポの活動のな

かでも二番目に多い活動である。 

 親たちは、お願いできたことで安心して仕事をすることができるようであるが、仕方なくやっている子どもたちも少なく

ない。むしろストレスを感じている子どももいる。そのことを誰が言うのか、どう伝えたら良いか。子どもは忙し親に話す

こともできないようである。親は自分ができないことへの償いのように習い事をさせているように感じることがある。 

 ファミサポが支援することで大切な親子の絆が希薄になるのではないかと懸念するときがある。 

・ ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細

かい支援策がほしい。 

・ ファミサポ支援に頼りすぎる親が見られる。ファミサポがあることで親をダメにしていないか、気になることがある。

子どもが親とともに過ごす時間を奪っていないか？親がすべき役割までファミサポが代わってしまっていないか？など 

・ 現在子育て中の世代が何をセンターに求めているか、広く意見も聞くべきだと思う。多くの声をひろう中で、親の希

望とセンターができることを擦り合わせてセンターの受け持つ支援の範囲を考えていく必要があると思う。 

 依頼会員と提供会員が求める方向と子の安全・安心とがそれぞれ少しズレている。 

 ファミサポがあるのがあたりまえになり、他の子育て支援が整えられるにつれ、「助けてもらう」のが当たり前、当然の

権利になってしまい、より多くを求める傾向がある。 

 支援する側は支える（感謝される）喜び的な気持ちの報酬すら得られにくくなった。「仕事」をしたい欲求が強くなって

いて、有償ボランティアでは報われない。 

 また、子どもは「支援」があるために保育園から習い事へ通ったり、また園に戻されたりができてしまう。 

 本当に必要な「支援」なのか迷うところである。 
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 利用者の都合の良い支援に押されがちになりますが、子どもたちに必要な支援のあり方を念頭におく必要があると思いま

す。 

 あくまでも保護者（依頼会員）の意思でサポートを利用するので、周囲が必要と判断して提供会員を紹介しても、顔合わ

せ（事前打合せ）のみで実際子どもを預けない事も多い。 

 結果として子どもに支援の手が届かない。 

 「習い事の送迎」の依頼が圧倒的に多く、子供は疲れ果てているのに親の意向のため、支援せざるをない。疑問を感じる。 

・ 精神的に不安定な保護者が増加している。児童虐待につながらない為にも保護者への支援が必要であるが、住民同士

の助け合い活動でどこまで支えられるのか 

・ この事業は、地域の助け合い活動（ボランティア精神で成り立っている）であるが、依頼会員と提供会員に意識の差

がある。契約関係ではないが依頼会員は金銭のやりとりがあることで、提供会員に完璧を求める。 

・ 依頼会員の要求にどこまで応えるのか。本来、親ができるような内容の依頼を受ける場合がある。この事業が親とし

ての成長を阻んでいることはないか疑問に感じる事がある。 

 たくさんのご家庭や保護者に触れることの多いアドバイザーの目から見えることは、子どもたちの「我慢」です。 

 大人は生活を守ることで必死です。物質で満たされている子どもであっても、本来子どもが基本的に守られるべき精神や

心の安らぎを十分与えられているかは疑問です。 

 危険や孤独・大人の自己満足によって、子どもを取り巻く世界が大きく変わってきています。DV・虐待・いじめ・ひきこ

もり・精神疾患。それはメディアの世界の話ではなく、こんなにも多く、私たちの身近に起きている事なのです。社会環境

の変化が加速している現在こそ、子どもの身近にいる大人がいとも変わらない安心を子ども達に提供しなければならないと

考えます。孤立や多忙の中にある子育ての現状を直視し、ファミリー・サポート・センターがそんな「安心」を子どもにも

保護者にも提供できる場所でありたいと思います。 

 「地域で子育て」が基本の事業ですが、依頼会員の考え方、ニーズの変化に対応できないものが多い。 

  本当に困っている人ばかりの利用ではないのが現状。 

 毎日のようにサポートする場合には、複数の提供会員で対応している場合もあり、子供の精神的負担は大きいと思います 

 子育て世代の物事の考え方が変化し、お互様、ボランティア意識の上で、FSC事業が成り立っていること理解してくれる人

が減っている。 

○ 支援者の負担感 

 ・ 無理難題な要求、支援者の人数不足による物理的負担 

 ・ 支援者が母親の家庭内・会社内でのストレスのはけ口になりやすく、精神的に負担を感じて活動を辞める方も多い。   

 「子どものため」というよりは、「大人の都合」の支援がほとんどと感じている。「子どものため」＝「大人のため」の

支援ができることが理想であり、そのためにはどうすることが良いのかが課題になると思う。 

 少子化対策等で子育て支援の必要性が声高に叫ばれていますが、親のニーズすべてにこたえる親支援が、子どもの側から

みた場合に必ずしも適切な状況と思えない場合があります。 

 有償ボランティアである事に疑問を感じている依頼会員がいる。 

 有償である部分を少しでも軽減できないものか 

 提供会員は逆にボランティアである部分も多い 

 有償である部分に加算できることはないか 

・ 公的な子育て支援制度では補えない隙間のニーズを埋めるような依頼や相談が増えているが、援助者はあくまで一般

市民のため、配慮が必要な依頼者（またはその子ども）とのマッチングが難しい。できる限り他機関と連携しながら支

援していく必要性を強く感じる。 

・ ファミサポは住民同士の相互援助活動であるが、少額ではあるが報酬が発生するため、依頼者によっては「お金を払

っているんだから」と過大な援助を求めたり、便利扱いするケースもある。一方援助者はボランティア精神の豊かな方

が多いため、多少無理な依頼も断らず引き受けることもあるようだ。 

「サービスをお金で買う」ことが当たり前の時代に、ファミサポの制度を理解してもらうため、センターも努力が必要

だと思う。 

 「助けてほしい」「お手伝いしましょう」そんな気持ちが心をつなげ、ファミリーサポート事業は成り立っています。 

 しかし、「お手伝いさせてもらえてよかった」「助けていただいて、ありがとう」という大切な心が見失われつつあると

ころに危惧を感じます。 
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 直接の回答にはならないと思いますが・・・ 

 「送迎」で、タクシーがわりにされているのでは？と思う活動がありますが・・・求められているからには要請に応じて

あげたい気持ちと、安い報酬で、ガソリン代も出ないのに、月に何度も・・・悩むところです。 

 子どもの育ちの視点にたった時、親の都合に合わせていないか、子どもが大人になるための経験が不足している 

 精神的に不安な依頼会員のサポートや、発達障がいのあるお子さんのサポートなど、難しい対応を必要とされることが増

えてきている。 

 障害のある子どもの朝夕の送迎依頼や預かり等、ファミサポでは対応できないことがある。（子どもの実態がわからない

と依頼できない→安全面の配慮） 

 育児不安や精神的につらい・・・など問題をもっている依頼会員の相談が増えているが、資格を必要としていない一般市

民の会員がサポートできるのだろうか？と疑問を感じる。ある一定の条件を加えることが必要ではないでしょうか。 

 課題をかかえる保護者、気になる子への対応が他に行政サービスがないため、複雑、困難になっています。●●（子ども・

子育ての総合相談窓口、障がい福祉担当課、保健担当課：CDWS注）等の連携を強化する必要を感じます。一方で、担ってく

ださる（提供会員）のは一般の市民の方々なので、どこまでお願いしても良いのか、センターとしての基準、見極め方が重

要課題と考えています。 

 支援の活動内容が多様化して、本当に必要な支援であるのか判断に迷うこと。 

 ファミサポで依頼を受ける内容に限度がある様に思います。 

 資格を持たない子育て経験の方の預かりがほとんどなので、障がい児の依頼、子育て不安、虐待の疑いがある家庭のサポ

ートは専門重視にした団体もしくは、引受先があれば、専門制の高いサポートになるのではないかと思います。（要資格者

など） 

 協力してくださる会員さんの負担も少なくなると思います。 

・ 平成24年度に成立した「子ども・子育て支援法」によりファミサポが子育て援助活動支援事業として法定化されたと

お聞きしました。それ以前の補助事業が法定化されたことに関しては喜ばしいことだと思います。しかし、●●で起こ

った事故などを考えると「いざ何かあった時は…」責任の所在がはっきりせず、依頼会員・提供会員とも多大な負担を

かけることになるのではないかと心配しています。会員組織による子育ての相互援助活動はとても良いアイデアだと思

いますが、「ファミリー・サポート・センター補償保険」では解決できない部分もカバーが必要だと思います。 

・ 一時預かり事業やその他いろいろな子育て支援事業も始まっていますが、しかし、そのどれも利用できない場合がよ

くあります。隙間をうめるような働きがファミサポなのかもわかりませんが、それも限界があります。（ハンディキャ

ップのある子どものサポートや精神疾患のある母親をサポートなど…） 

 提供会員は雇用ではなく有償ボランティアなのでサポート依頼に制限がある 

・ すべての依頼に対応できない→提供会員不足 

・ 送迎については、活動可能な提供会員へ依頼が集中してしまう 

・ 依頼時間が提供会員の活動時間と合わない 

・ 依頼内容の複雑化 

・ 提供会員が少ないのでどうしても同じ方に、何人かの依頼会員を担当してもらい負担をかけてしまう場合がある。 

・ 病児、病後児の援助を期待する方が多いが、現状では難しい。 

・ 提供会員は、高齢化や、雇用体系の多様化により、終了している会員が多く、活動できる会員が限られるため、依頼

会員のサポート依頼に応えられないことがある。 

・ 障害を持つ子どものサポートは、障害の程度によりどこまでサポート可能か、判断が難しい。 

 年々、育児不安の強い方、精神的な疾患がある方の利用ケースが増えており、提供会員で対応できるか判断に迷うケース

が多くなっている。 

 依頼会員のニーズが多様化し、現状では活動に限界がある。（障がい者、病児、遠距離の送迎等） 

・ 早朝・夜間・緊急の依頼を受けてくれる提供会員が少なく、一部の会員への負担が大きくなっている。 

・ 依頼会員からの要求が、多様化している。そのため、内容によっては、提供会員の負担が大きく対応に困るため、断

るケースもある（勉強を教えてほしいなど） 

・ 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 
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 ●●（子育て相談）の相談員、保健師への相談をとおして、育児不安や精神疾患をかかえる保護者からの依頼があった場

合、提供会員に依頼会員の情報をどこまで伝えてよいのか。また、提供会員に特別な資格を求めていないため、配慮を必要

とする利用者への派遣が適切であるのか、迷ったり、悩んだりすることがある。 

 本来のファミリー・サポート・センター事業は、地域で支え合う相互援助活動として、ボランティア精神に支えられてい

るものであると考えるが、現在は、難しいケースを扱うことが増え、利用者のニーズも多様化してきたため、対応の難しさ

を感じている。 

 障がいをもっているお子さんが増えてきている。こどもの状況が様々なので、的確な判断、見きわめる難しさを感じてい

る。 

 ほとんどのサポートはとどこおりなく進めることが出来るが、子どもの発達に問題がある場合に、援助者が第3者の市民

であり、親子の関係にどこまで踏み込むかという難しさがある。 

・ 仕事を持っている母親と子育て中の地域の母親（提供会員）との要望時間帯が違うために、生活リズムを合わせるの

は難しい。 

・ 病後児預かり、保育園の送迎が増えている。引き受けられる会員が限られており、提供会員１人に対し、何人もペア

登録している。 

 急な依頼の時には、その依頼に応じられないこともあるため、緊サポがまたあってもいいのではと思う。 

 保育園や学童保育の早朝預かりや延長預かりの時間をもっと柔軟に対応できるようにしてほしい。 

 ファミリーサポートセンターでは、提供会員はほとんどが主婦であり、早朝の活動が可能な会員は少ない。又、夕方の送

迎も近くにいない場合、遠くから夜寒い時期、雨の日などは子どもにとっても提供会員にとっても負担が大きい（当ファミ

リーサポートセンターは車は使用できない）。依頼会員が車を持っていたり、タクシー利用料金を払えるならまだよいが、

ひとり親や低所得で車を持っていない会員には、ファミリーサポートセンターは利用しにくいところがあるため。 

 提供会員の確保（地域によってばらつきがあり、一部会員さんの負担が重くなっている） 

 依頼会員の依頼が多種多様化し、提供会員とのマッチングが困難を極める 

・ 依頼内容が多様、複雑化しており、提供会員の負担が多くなってきていると感じる。 

・ 病児預りを実施しているが、年間●●件弱と、利用も少なく、提供会員の負担も大きいので、病院併設の病児保育ル

ームを増やして頂くなどして、市民が安心して病児預かりを頼める環境が多くなればいいと思う。 

・ 依頼会員、提供会員間のけじめ（依頼内容以外の援助） 

・ 会員の地域的片寄り、一人の会員への依頼集中 

 仕事と子育ての両立支援による母親の就労増加により 

  ・ 時間外保育・休日保育の拡大・拡充 

  ・ 障害児の時間外保育の充実 

  ・ 送迎サービス事業の増大（ファミサポの会員で対応できない送迎が増えている現状） 

提供会員は一般家庭の方なので、援助に限界があるため 

 現在ファミサポで対応が困難なもの及び対応不可で制度化が必要だと感じるもの 

  ・ 支援級の送迎 

  ・ 病児の預かり 

  ・ 施設からの体調悪化の呼び出し 

  ・ 急な依頼の対応（新規問い合わせ） 

    例）保護者がケガをしたため、明日から保育園の送迎をお願いしたい。 

      急な用事が入り、明日1日子どもを預かってほしい。 

 ファミリー・サポート・センターに登録している提供会員の方すべてが、何らかの資格を持っている訳ではないので、長

時間の預かりや障がいを持っている子などの預かりは、センターでは難しい。又、保育施設が開くまでの早朝の預かりなど

時間外での活動ができる民間の施設などが少ない。 

 もう少し、一時預かりの施設や、就学前から、小学生と一緒に預かってもらえる施設などが増えればと思う。 

 病児・病後児の預かりのニーズは増えつつあるが、その援助活動が可能な会員が限定されている。障害や持病を持った子

どもの病児預かりとなると構えてしまい、活動へ踏み込めず、繋げることが困難な場合もある。なので、入会時にお子さん

の状態、状況を把握、情報収集し、提供会員の不安材料を少しでも払拭し、安心して援助活動が出来る様、アドバイザーも

支援しなければいけない。 
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 当市では、病児病後児の子どもさんの預かりを行っていません。しかし、仕事復帰する母親からの相談で多いのは、保育

園からの急な呼び出しにあります。子どもが熱を出した、伝染性の発疹などで早急にお迎えに来てほしいと連絡があった場

合に、会社を早退できるか心配されます。母親が安心して働き続けることが出来る社会は、子どもの病気に対する支援を充

実させることにあります。もちろん、これらが全てではありませんが、現在のファミリーサポートセンター事業のしくみで

は、リスクの高い子どもさんの預かりは、難しいのひとことです。先ほども述べましたが、ファミリーサポートセンター事

業の仕組みを変えることが急務だと考えます。 

・ 送迎ニーズへの対応が難しい。特にここ数年、塾や私立の園等への送迎が非常に増えている。自家用車での送迎は事

故に遭うリスクが高い。送迎のみの活動は、例えばタクシー業者などに任せるべき。今後子育て制度変更に伴い、一時

預かりや家庭的保育等が拡充されるならば、ファミサポではさらに送迎のニーズのみが高まるのではないか、という不

安がある。 

・ 「病児・緊急対応強化事業」については、一ボランティアの個人宅での預かりというのはリスクが高い。専門の病児

保育施設を増やし、スタッフ養成を推進する必要があるのではないか。 

・ 病児対応については、ボランティアの範囲内だと、「仕事」ではないことから、依頼があっても成立する可能性が非

常に低い。もっと成立数を上げるならば、一部はプロを入れて組織を構成するか、もしくは常時スタッフを配置するな

どの体制が必要だが、現状の委託内容ではそこまでの体制整備が難しい。 

 病児・病後児の預かりについて。 

 病気にかかった子どもの保育所や学校への送り迎えを希望したり、朝から発熱して保育所に預けられない場合の援助を希

望する依頼会員が多い。 

 「子どもが病気の時くらいは母親がみるべき」という考えは、正論だが、子育てを母子だけのものに閉じ込めてしまうよ

うに感じる。 

 少子化になった現在、子育ては親のものであると同時に社会のものでもある。子どもが発熱するなどということは当然の

ことで、親だけに負担が生じるのではなく、地域社会が支援をしていくのが理想。「仕事と子育ての両立」のためには、病

児・病後児の保育充実が不可欠である。 

 ただし、現在のファミリー・サポート・センターのシステムやルールでは、病児・病後児の子どもを預かることは困難で

あるし、危険であると考える。 

 病児の預かりについて 当センターにおいては「病児・緊急対応強化事業」を実施していないが、たとえ実施に至ったと

しても、ファミリー・サポート・センターでは受け入れに限度があるため、小児科医等によるデイサービス事業の拡充を願

いたい。 

 病児サポートについては、ハードルが高い。医師の協力のもと完備された病児保育室での援助がないとニーズに応えられ

ない。 

 親のニーズとして「元気な時は保育施設に預け、病気の時だけファミサポで預かってほしい。」というものがある。ファ

ミサポは一般市民のボランティアであるので、普段の様子がわからず体調の悪い時だけの預かりは、子どもにも、提供会員

にも大きな負担となってしまう。子どもが病気の時だけは親が休める労働環境を整えてほしいと切に感じる。 

・ 提供会員の中には、数が少ないが、男性の方もいる。しかし、男性の場合夫婦で提供会員になっていると活動につな

がることもあるが、基本的に男性のみが提供会員であると、依頼会員に敬遠されがちである。 

・ 近所同士（同じマンション等）の会員間でのトラブル 

 

 

３）広報 

 ファミリー・サポート・センターを知らなかったり、登録に来られなかったりで利用できていない方が多くいると思う。 

 ファミリーサポートセンターの認知度向上 

・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『ファミサポの認知度を高める』 

 各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 子育て支援を必要としている人に周知できているか 
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 ファミサポ知名度 

 事業の周知 

 提供会員の増員への対応（PR方法、説明会、広報の利用等） 

 提供会員の確保と講習会の周知 

 平成27年4月より、「子ども子育て支援新制度」がスタートすることになっています。実際、支援を必要とする方は、ど

んな制度があるのかホームページ等で検索したり、問い合わせをして知ることができるが、知らない方に対しても何らかの

働きかけで知って頂く機会があると良いのではないかと思います。 

 対象となる事業が多く、一つひとつの事業内容や対象者が複雑であるため、市民が内容を把握できるよう、丁寧かつ繰り

返し周知をしていく必要があると思います。 

 子育ては、子育てをしている人だけが抱える問題ではない。しかし、親としての責任感から、他人の手助けを求められな

い、あるいは費用がかかることから利用ができずに苦しむ親がまだたくさんいる。ひとり親や、生活保護から抜け出そうと

がんばっているような弱い立場の人たちには、ファミサポ事業とは別に、市のサービスがあるのにも関わらず、システムが

利用しにくいものであったり、あまり広報されていなかったりするために、援助の手が届いていない人が多い。ファミサポ

を含め、市が利用者の立場に立って何が一番良いのかを考えて、支援していく必要がある。 

 

 

４）教育・保育施策 

① 保育時間の延長・拡大 

 学童保育の開所時間が短い 

 民間の休日保育施設が●●では１か所しかないので、もっと増やしてほしい。 

 保育園や学童保育の預かり時間が延長されれば、ファミサポの負担が減り、子供たちもファミサポを介さず、安心して親

のお迎えを待つことができるようになると思います。 

 保育園や学童保育の早朝預かりや延長預かりの時間をもっと柔軟に対応できるようにしてほしい。 

 ファミリーサポートセンターでは、提供会員はほとんどが主婦であり、早朝の活動が可能な会員は少ない。又、夕方の送

迎も近くにいない場合、遠くから夜寒い時期、雨の日などは子どもにとっても提供会員にとっても負担が大きい（当ファミ

リーサポートセンターは車は使用できない）。依頼会員が車を持っていたり、タクシー利用料金を払えるならまだよいが、

ひとり親や低所得で車を持っていない会員には、ファミリーサポートセンターは利用しにくいところがあるため。 

 学童などの預かりの時間延長をしてほしい（20：00まで） 

 ファミサポは現存の保育施設のすき間をうめているので保育時間をもう少し延長することで解決する。（利用したいが料

金を払えない人もいる） 

 学童保育の利用時間の延長 

・ 保育園の保育時間に比べ、学童保育所の保育時間が短いことから、小学校入学にともなってファミサポの利用を開始

する人が多い。（学童保育所への迎え～保護者帰宅までの見守り） 

 学童保育所の保育時間を1時間程度延長することにより、保護者・子どもともに負担が減ると思われる。 

・ 保護者の働き方が多様化し、日曜・祝日勤務の人が増え、普段は保育園に通う子どもの休日の見守りの依頼が徐々に

増えてきた。 

ファミリー・サポート・センターでは、長時間の見守りに対応しきれない場合もあり、保育園の休日に働く親に対応す

る保育園の対応が必要とされているのではないかと思われる。 

 休日、祝日も受け入れ可能な保育園が増えると良いと思います。 

 小学生の休日保育の受け皿が無い。 

 就学前の子どもの場合、休日保育の実施園があるが、受け入れ対象が在園時のみであったり、保育時間が短いなど、利用

できない場合もある。利用者の現状に即した条件設定が必要。 

 保健師を通してのサポート依頼や児童相談所から女性センター入所者の子どもの送迎依頼、家裁が関係しているケースが、

ここ数年増えてきている。ファミサポ事業から見た課題として、一時保育・延長保育など充実してきているが、時間外の

PM17:00以降のサポートが必要な方も多い。仕事などで休日に利用する場合は長時間となり、料金も高額で利用者の負担が大

きい。又病院の預かりについて以前より一定のルールがなく、その時の状況に応じて対応している。 
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 仕事と子育ての両立支援による母親の就労増加により 

   ・ 時間外保育・休日保育の拡大・拡充 

   ・ 障害児の時間外保育の充実 

   ・ 送迎サービス事業の増大（ファミサポの会員で対応できない送迎が増えている現状） 

提供会員は一般家庭の方なので、援助に限界があるため 

・ 一時保育のさらなる充実が望まれる。 

   例）月齢が低い子どもも受け入れる、預かりの時間の幅を広げる、突発的にも受け入れる など 

・ 児童クラブ間にばらつきがあるように見聞きするので、効率化する。環境の整備、必要に応じた開所時間、低い利用

料、指導員の待遇改善と質の向上などを図る。 

・ 小1および小４ギャップについて 

 共働き家庭の場合、未就学児は保育所で延長保育を受けられるが、小１になると児童クラブは18時までになるため、

迎えが間に合わない。また、小４になると、希望しても児童クラブに入れない場合が多く、困っている家庭が多いと感

じている。 

 

 

② その他 

 保育施設への入所も、子育て新制度のスタートで申込み方法が変更されるが、全員が希望する施設に入れる訳ではない。

需要は多いが、施設数や定員が横ばいのままでは、待機児の解消は厳しいと思う。更に潜在保育士の発掘による女性の就労

は、新たなファミリー・サポートの利用を生んでいる。 

 パートなど短時間労働者の子どもの保育施設利用、学童入所の拡大。 

 ショートステイ、夜間預かり、一時預かり、休日預かり等、子育て支援の不足によるすきまの広さが課題か？ 

 市の保育園の子どもの一時預かりの年齢を1歳以下にしてほしい 

 ファミリー・サポート・センターに登録している提供会員の方すべてが、何らかの資格を持っている訳ではないので、長

時間の預かりや障がいを持っている子などの預かりは、センターでは難しい。又、保育施設が開くまでの早朝の預かりなど

時間外での活動ができる民間の施設などが少ない。 

 もう少し、一時預かりの施設や、就学前から、小学生と一緒に預かってもらえる施設などが増えればと思う。 

・ 一時保育のさらなる充実が望まれる。 

  例）月齢が低い子どもも受け入れる、預かりの時間の幅を広げる、突発的にも受け入れる など 

・ ひとり親家庭への援助をきめ細かくする。 

  例）低料金で夜間の預かりや家事援助をする施設や人材をつくる など 

・ 児童クラブ間にばらつきがあるように見聞きするので、効率化する。環境の整備、必要に応じた開所時間、低い利用

料、指導員の待遇改善と質の向上などを図る。 

 第2子以降の出産では里帰りしない方が多く、産前産後のみ期間限定で保育所の入所を希望されるが、保育所の受け入れ

枠が少なく、困られている。 

 また、新生児を抱えての送迎が困難で、保育施設を利用できない方もおられる。 

・ 小1および小４ギャップについて 

 共働き家庭の場合、未就学児は保育所で延長保育を受けられるが、小１になると児童クラブは18時までになるため、

迎えが間に合わない。また、小４になると、希望しても児童クラブに入れない場合が多く、困っている家庭が多いと感

じている。 

・ 保育園・学童保育の利用者や障害のある児童の受け入れ施設が不足のため、長時間の利用になっている。（→施設の

充実） 

・ 保育園～小学校入学に上がる時の下校時間が早い等の時間がギャップがあり、戸惑う。 

・ 母親が考える保育環境の現状にずれが生じている。（希望の保育園への入園や途中入園できない。また、預けたいと

きに子どもを預かってもらいたい一時預かりが利用できない。病気の時にすぐに迎えに来てほしいと言われ、提供会員

を代用として考えている。） 

 希望の保育園に入園できず、復職とならし保育のはじまる時期が重なり、ファミリーサポートの提供会員にならし保育の

お迎えを依頼するケースが時々あります。保育の場を増やし子育てと仕事の両立が図れるよう認定こども園等が増え預かり

保育が充実し、保育園の保留児童が解消されるようなシステムを確立していかなければならないと思います。 
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・ 学童保育室、保育所・園の待機児童解消 

  特に年度途中には入れない事で保護者の負担が大きい。 

・ 新・子育て支援制度で、「子育て支援員」が保育者不足の要のようにとりだたされるが、20時間の研修を受講しただ

けで、保育士同様の仕事をまかせて良いものか?数年前に頓挫した「保育サポーター」の二の舞になるだけではないか。

小手先の思い付きではない本質的な子育て支援の検討をすべき。 

『子どもの成長発達を大事に考える制度づくり』 

  保育園や放課後児童クラブの時間延長が実施されているが、子どもの成長にとって、働く大人側の条件整備が先行し

ているように思う。子どもの一日の生活や成長発達を考えた時に大切な条件整備は何かを今一度考えてほしい。 

 保育園や学童とファミサポなどの支援サービスをかけもちして、二重、三重保育をし、仕事と子育てを綱渡り状態で苦労

しながら両立している人が多い。社会の子育て支援のしくみ自体を見直す必要がある。サービスの間口が広まっても受け入

れ体制が整っていないという、需要と供給バランスが成立していないことなど。 

 預かる体制を整えることも大事だと思うが、子どもを家庭で看るための体制作りを社会全体で考えていく必要性を感じる。 

 例えば、「子どものいる家庭には、必ず子どもをみる専属の大人が一人いること」の義務化。その為の、国の予算化（保

育所や託児所を増やすだけではない）を考えられないものか。 

 

 

５）子育て家庭の育児不安・メンタルヘルスに関すること 

 ファミサポに依頼会員として登録に来るのは、仕事を持つ時間的な育児の援助が必要な人が多く、精神的にしんどく助け

がほしいような人は自ら登録には訪れないのが課題。 

 母親が精神疾患を持っている方が増えているように思います。 

 ご登録されても、実際に活動に結びつかないこともあり、（多々）費用の面でも何らかの補助があればと、思います。ま

た、研修も（生保との関連もあります） 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 子育てをサポートしてくれる担い手がニーズと比べると、とても少ない。メンタル面で疾患がある保護者が少なくない。   

 育児不安を少しでも取り除き、安心して子育てができるように提供会員を増やし、そしてレベルを上げること。 

 今後、子育て支援を進めていくために、子育てに不安を感じている人や支援を必要としている人たちに、ファミサリーサ

ポートの事業は欠かせないものになっていくと思います。利用者は増加していきますが、支援者の不足は課題です。 

 たくさんのご家庭や保護者に触れることの多いアドバイザーの目から見えることは、子どもたちの「我慢」です。 

 大人は生活を守ることで必死です。物質で満たされている子どもであっても、本来子どもが基本的に守られるべき精神や

心の安らぎを十分与えられているかは疑問です。 

 危険や孤独・大人の自己満足によって、子どもを取り巻く世界が大きく変わってきています。DV・虐待・いじめ・ひきこ

もり・精神疾患。それはメディアの世界の話ではなく、こんなにも多く、私たちの身近に起きている事なのです。社会環境

の変化が加速している現在こそ、子どもの身近にいる大人がいとも変わらない安心を子ども達に提供しなければならないと

考えます。孤立や多忙の中にある子育ての現状を直視し、ファミリー・サポート・センターがそんな「安心」を子どもにも

保護者にも提供できる場所でありたいと思います。 

 精神的に不安な依頼会員のサポートや、発達障がいのあるお子さんのサポートなど、難しい対応を必要とされることが増

えてきている。 

・ 精神的に不安定なお母さんが増えているように思われる。産後のサポート等希望される方が多いが、ファミサポでは

対応することができない。 

・ 育児不安や精神的につらい・・・など問題をもっている依頼会員の相談が増えているが、資格を必要としていない一

般市民の会員がサポートできるのだろうか？と疑問を感じる。ある一定の条件を加えることが必要ではないでしょうか。 

 精神的に不安定な保護者が増加している。児童虐待につながらない為にも保護者への支援が必要であるが、住民同士の助

け合い活動でどこまで支えられるのか 
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 ファミサポで依頼を受ける内容に限度がある様に思います。 

 資格を持たない子育て経験の方の預かりがほとんどなので、障がい児の依頼、子育て不安、虐待の疑いがある家庭のサポ

ートは専門重視にした団体もしくは、引受先があれば、専門制の高いサポートになるのではないかと思います。（要資格者

など） 

 協力してくださる会員さんの負担も少なくなると思います。 

 一時預かり事業やその他いろいろな子育て支援事業も始まっていますが、しかし、そのどれも利用できない場合がよくあ

ります。隙間をうめるような働きがファミサポなのかもわかりませんが、それも限界があります。（ハンディキャップのあ

る子どものサポートや精神疾患のある母親をサポートなど…） 

 年々、育児不安の強い方、精神的な疾患がある方の利用ケースが増えており、提供会員で対応できるか判断に迷うケース

が多くなっている。 

 ●●（子育て相談）の相談員、保健師への相談をとおして、育児不安や精神疾患をかかえる保護者からの依頼があった場

合、提供会員に依頼会員の情報をどこまで伝えてよいのか。また、提供会員に特別な資格を求めていないため、配慮を必要

とする利用者への派遣が適切であるのか、迷ったり、悩んだりすることがある。 

 本来のファミリー・サポート・センター事業は、地域で支え合う相互援助活動として、ボランティア精神に支えられてい

るものであると考えるが、現在は、難しいケースを扱うことが増え、利用者のニーズも多様化してきたため、対応の難しさ

を感じている。 

 育児に悩む母親はとても多く、悩みも小さいものから深刻なものまであり、ファミサポの依頼会員として登録に来て相談

される方も多い。アドバイザーだけの対応では難しい場合もあり、保健師へつないで一緒に対応することもある。 

 子育て支援に関わる機関がより連携を強め、ネットワークを構築しながら対応していく体制づくりが必要だと思う。 

 精神的な問題を抱える保護者への対応が難しく、専門機関との連携が不可欠だと感じている。又、子育て不安に悩む保護

者に対してアドバイザーが相談にのる、話を聞く為に割かれる時間が増えてきた。気軽に話を聞いてもらえる場の確保が必

要だと思う。 

 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティアの一

般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 精神的に子育てが大変なご家庭にもっとファミサポが入っていけるように、全体でネットワークを作り、家庭支援をして

いけるようになると良いと思う。 

 親の精神疾患や虐待、貧困など様々な問題を抱えている家庭も多く、ファミサポの援助だけでなく、学校や保健センター、

市役所と連携しながら、見守りをしている。 

 ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細かい

支援策がほしい。 

 母親の育児不安の緩和 

 育児不安や精神的理由による体調不良を抱える母親へのサポート 

 母親の育児不安、貧困、母親の精神的不安などを抱えながら育児をしている親が少なくない。どのように関わるべきか。 

 今子育て中の親がおかれている環境はきびしく、フルタイムで働く親、母子家庭、父子家庭等、親自身もいろいろだが、

その中で「心が病んでいる」「子育てに自信がない」「頼る人がそばにいない」「子どもに不満をぶつけてしまう」等子育

てとともに『親育て』も重要な課題となっている。 

 DVやうつ等は貧困が問題として根底にある様に思える。 

 働いている母親が多く産後の疲れがみえ（精神的、金銭面）サポートが必要になってきている。 

・ 育児不安や産後うつをはじめとする精神疾患など悩みを抱え、孤立する親が増えている 

・ 高齢出産などで出産前から孤立しているケースや里帰り出産が出来ない場合など、妊娠中から不安を抱える場合があ

る。 
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６）子育て家庭の孤立 

  子育て家庭の孤立化（地域のつながりの希薄化） 

・ 育児不安や産後うつをはじめとする精神疾患など悩みを抱え、孤立する親が増えている 

・ 高齢出産などで出産前から孤立しているケースや里帰り出産が出来ない場合など、妊娠中から不安を抱える場合があ

る。 

・ 核家族化が進み、いざという時に頼れる人が近くにいない子育て家庭が増えている 

 県外からの単身世帯（核家族・夫が単身赴任中で母と子だけの世帯）を地域にどう関わりながら支援していくか 

 “赤ちゃんを産んだら親になる”という考えは生物学的にはそうであっても、社会的には違います！ 

 隣近所の関係性が希薄化している今日、支援センター、サロン等に遊びに来ることができる親、ファミ・サポに登録に来

ることができる親は、子育てに負担感はあっても孤立感はないと思います。 

 問題は、自宅にこもりっきりの母親です（子育ての孤立化）。 

 この母親達を救う手立てがほしいです。 

 ファミリー・サポート等へ助けを求めることのできる母親（父親）は良いが、声を出して助けを求められない母子に、し

かも助けを必要としている方々に、どのように、支援が広がっていけるのかを考えます。 

 「ホームスタートジャパン」のような働きが、同時にできたら、育児不安をかかえている方々、虐待寸前の方々に支援が

届くのではと、思います。 

 保育園の待機児（数）対策が大きく話題になっているが、未就業の（共働きでない）家庭の親への子育て支援もより手厚

くしていくべき。 

 安心して子育てができるよう、親と子どもが煮詰まらない様に、地域の大人たちが支えていく制度を充実してほしい。 

 今子育て中の親がおかれている環境はきびしく、フルタイムで働く親、母子家庭、父子家庭等、親自身もいろいろだが、

その中で「心が病んでいる」「子育てに自信がない」「頼る人がそばにいない」「子どもに不満をぶつけてしまう」等子育

てとともに『親育て』も重要な課題となっている。 

 ファミサポが単に一時預かりを子育て支援と考えることなく、孤立でない親しい交わりがある子育て支援と子どもが育つ

ための支援もできるとよいと思う。 

 たくさんのご家庭や保護者に触れることの多いアドバイザーの目から見えることは、子どもたちの「我慢」です。 

 大人は生活を守ることで必死です。物質で満たされている子どもであっても、本来子どもが基本的に守られるべき精神や

心の安らぎを十分与えられているかは疑問です。 

 危険や孤独・大人の自己満足によって、子どもを取り巻く世界が大きく変わってきています。DV・虐待・いじめ・ひきこ

もり・精神疾患。それはメディアの世界の話ではなく、こんなにも多く、私たちの身近に起きている事なのです。社会環境

の変化が加速している現在こそ、子どもの身近にいる大人がいとも変わらない安心を子ども達に提供しなければならないと

考えます。孤立や多忙の中にある子育ての現状を直視し、ファミリー・サポート・センターがそんな「安心」を子どもにも

保護者にも提供できる場所でありたいと思います。 

 また、両親不和、DV、虐待などのケースも増えているので、ファミサポ含めて、地域で子どもを守る様に他機関との連携

を強化し、地域子育てを成立させなければ、ますます「孤育て」が進行してしまうように思う。 

 依頼件数の増加や、緊急時や病後児の相談・利用が増えることは、子育て中の保護者と子どもにとっては決して良いこと

ではない。ファミサポ事業は、行政のサービスでは足りない部分を補っている事業であり、子育てしやすいならば、本来フ

ァミサポの利用はそれほど多くないはずである。しかし、保護者の多様な働き方によっては長時間保育にも関わらずまだ足

りず、中には早朝から夜間まで保育の場所を渡り歩くような子どもがいる。また、子どもが産まれたとたん夫が単身赴任を

命じられ一人で子育てしなければならない母親や、出産年齢の上昇により高齢の祖父母にお手伝いを頼めないもしくは介護

が必要な状態で、孤立の子育てをしている方もいる。地域で子育てを支えるのはもちろんのこと、子どもの育ちを第一に考

えて、子育て期は家族で一緒にいられる時間をたくさん作れるような社会にならなければいけないと感じる。 
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７）子育て家庭の貧困 

 母親の育児不安、貧困、母親の精神的不安などを抱えながら育児をしている親が少なくない。どのように関わるべきか。 

 DVやうつ等は貧困が問題として根底にある様に思える。 

・『活動報酬支払いへの援助』 

ファミサポの活動は料金が発生することから、生活困窮の方や本当に困っている方の利用が少ないと感じる。活動報

酬の支払いに対する援助があればよい。 

 「子どもの貧困」や「親の収入による子どもの教育格差」が社会問題になっているなかで、ファミサポもその格差で不利

益を受けている家庭にであうことがある。現に、ファミサポの活動数では「習い事への送迎」が活動の上位に上がる。つま

り、ファミサポを利用できるのは「お金のある層の人達」と推測できる。金銭的に厳しい人でも必要な時はファミサポが利

用できるよう行政の施策がほしい。（ex.収入に応じてファミサポ利用バウチャー券を発行）必要なサービスを必要な人から

利用可能になる仕組みが必要と感じる。 

 親の精神疾患や虐待、貧困など様々な問題を抱えている家庭も多く、ファミサポの援助だけでなく、学校や保健センター、

市役所と連携しながら、見守りをしている。 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 

 母親が精神疾患を持っている方が増えているように思います。 

 ご登録されても、実際に活動に結びつかないこともあり、（多々）費用の面でも何らかの補助があればと、思います。ま

た、研修も（生保との関連もあります） 

 子育ては、子育てをしている人だけが抱える問題ではない。しかし、親としての責任感から、他人の手助けを求められな

い、あるいは費用がかかることから利用ができずに苦しむ親がまだたくさんいる。ひとり親や、生活保護から抜け出そうと

がんばっているような弱い立場の人たちには、ファミサポ事業とは別に、市のサービスがあるのにも関わらず、システムが

利用しにくいものであったり、あまり広報されていなかったりするために、援助の手が届いていない人が多い。ファミサポ

を含め、市が利用者の立場に立って何が一番良いのかを考えて、支援していく必要がある。 

 ファミサポを利用した方がいいと思われる家庭でも、料金の負担感から利用出来ない場合がある。 

 低所得世帯への料金の補助があると、本当に必要な人に利用してもらえると思う。 

 利用者（生保、ひとり親等）への利用料の補助制度がない。 

・ いろいろな面で利用しやすいファミ・サポへ 

 （●●課の相談業務担当から紹介された人の登録がほとんどないのは経済的理由からか）・・・低所得者を対象とし

てファミ・サポの利用料補助をするなど 

 独り親世帯や低所得世帯に対するサポート料金の補助についての問い合わせが増えています。 

 又、裕福な人程、依頼が多く、金銭的にゆとりがない人は依頼できない組織となっている点も課題のひとつである。 

 当市では、ひとり親家庭や経済状況が厳しい家庭に対して、ファミリー・サポート・センター事業の利用についての補助

制度はない。そのような家庭から実際に利用したいという希望があっても、費用の面で継続した利用が難しい、または利用

できないというケースがある。利用補助や、またはファミサポに代わる費用負担の少ない支援事業などの支援策が望まれる。 

 支援を受けたいが、有料のため使えない家庭の支援のあり方 

 ファミリー・サポート・センターの利用について、低所得者に対する利用補助制度の有無はさまざまで、当市においては

ありません。 

 本当にサポートを必要とし、困っていても利用したくても、できない状況にある方もいるのではないでしょうか。 

 利用補助については、各自治体によって差が生じることがないよう、全国統一して、制度を設けることが望ましい。 

  



40 

 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 保育園や学童保育の早朝預かりや延長預かりの時間をもっと柔軟に対応できるようにしてほしい。 

 ファミリーサポートセンターでは、提供会員はほとんどが主婦であり、早朝の活動が可能な会員は少ない。又、夕方の送

迎も近くにいない場合、遠くから夜寒い時期、雨の日などは子どもにとっても提供会員にとっても負担が大きい（当ファミ

リーサポートセンターは車は使用できない）。依頼会員が車を持っていたり、タクシー利用料金を払えるならまだよいが、

ひとり親や低所得で車を持っていない会員には、ファミリーサポートセンターは利用しにくいところがあるため。 

 当センターに依頼会員登録をする女性は、専業主婦をはじめ、正規雇用でキャリアを確実に重ね経済的に十分な家庭から、

母子家庭、非正規雇用家庭など経済的に不安定な人までと幅広い。 

 経済的に不安定な人たちにとって、単価は低いが長時間や回数が増えると金額がかさむファミサポはハードルが高いよう

である。 

 経済停滞、並びに大企業が存在しない地方においては、非正規雇用の女性も多い。そのことからも、地方の母子を取り巻

く環境を十分に調査し、地域に合わせた柔軟な子育てサポート政策を行うことが大切だと思う。 

 料金がかかることで、利用できない人がいる。ファミサポだけでなく、子どもの居場所、だれでも利用できるところなど

が必要。 

 ファミサポは現存の保育施設のすき間をうめているので保育時間をもう少し延長することで解決する。（利用したいが料

金を払えない人もいる） 

 

 

８）子育て支援の利用不安・利用しやすさ 

① 利用料の負担感・負担軽減 

 ファミリーサポートは、ボランティアの 1 つなので、有償ではあるが、お願いするとお金もかかってくる。市町村で又は

国で補助があれば、もう少し使いやすいし、援助してくれる方も増えるのでは・・・。 

 兄弟をサポートする際、同じ提供会員が2人をサポートする。その際の謝礼は1時間で2人分と倍になる。3人兄弟であれ

ば3倍になる。以前から声があがっているが、「兄弟割引」の制度を検討していきたい。 

・『活動報酬支払いへの援助』 

 ファミサポの活動は料金が発生することから、生活困窮の方や本当に困っている方の利用が少ないと感じる。活動報

酬の支払いに対する援助があればよい。 

・『お互いさまの活動の広がり』 

 ファミサポの活動では料金が発生し、中には利用を躊躇される方もあることから、身近な地域での「お互いさま」の

活動が広まり、互いに子育てを支援する関係が根付いていけばと思う。 

 例えば、「2時間誰かの支援をすれば、2時間分の支援を自分が受けることができる」など 

 ファミリー・サポート・センターを利用する際の利用料の補助をしてほしい 

 ファミサポを利用した方がいいと思われる家庭でも、料金の負担感から利用出来ない場合がある。 

 低所得世帯への料金の補助があると、本当に必要な人に利用してもらえると思う。 

 「子どもの貧困」や「親の収入による子どもの教育格差」が社会問題になっているなかで、ファミサポもその格差で不利

益を受けている家庭にであうことがある。現に、ファミサポの活動数では「習い事への送迎」が活動の上位に上がる。つま

り、ファミサポを利用できるのは「お金のある層の人達」と推測できる。金銭的に厳しい人でも必要な時はファミサポが利

用できるよう行政の施策がほしい。（ex.収入に応じてファミサポ利用バウチャー券を発行）必要なサービスを必要な人から

利用可能になる仕組みが必要と感じる。 

 利用者（生保、ひとり親等）への利用料の補助制度がない。 

 利用料金の減免措置がないので、利用する依頼会員の負担が大きい。 

 特に母子家庭の会員で支払いが大変な為、サポート依頼ができない会員がいる。 
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 又、有償のサービスであるため、経済的な理由で利用につながらない場合があります。 

・ いろいろな面で利用しやすいファミ・サポへ 

 （●●課の相談業務担当から紹介された人の登録がほとんどないのは経済的理由からか）・・・低所得者を対象として

ファミ・サポの利用料補助をするなど 

・ ひとり親家庭への援助をきめ細かくする。 

 例）低料金で夜間の預かりや家事援助をする施設や人材をつくる など 

・ 児童クラブ間にばらつきがあるように見聞きするので、効率化する。環境の整備、必要に応じた開所時間、低い利用

料、指導員の待遇改善と質の向上などを図る。 

 母親が精神疾患を持っている方が増えているように思います。 

 ご登録されても、実際に活動に結びつかないこともあり、（多々）費用の面でも何らかの補助があればと、思います。 

 独り親世帯や低所得世帯に対するサポート料金の補助についての問い合わせが増えています。 

 又、裕福な人程、依頼が多く、金銭的にゆとりがない人は依頼できない組織となっている点も課題のひとつである。 

 当市では、ひとり親家庭や経済状況が厳しい家庭に対して、ファミリー・サポート・センター事業の利用についての補助

制度はない。そのような家庭から実際に利用したいという希望があっても、費用の面で継続した利用が難しい、または利用

できないというケースがある。利用補助や、またはファミサポに代わる費用負担の少ない支援事業などの支援策が望まれる。 

 支援を受けたいが、有料のため使えない家庭の支援のあり方 

 保護者が病気の時など、時間がかさむので、預ける条件などによって安い料金で提供できる様に自治体の金銭的援助が必

要ではないか。 

 本当に支援の必要な人には、報酬金額の負担が重く、利用につながらないこと。 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 

・ ファミリー・サポート・センターの利用について、低所得者に対する利用補助制度の有無はさまざまで、当市におい

てはありません。 

  本当にサポートを必要とし、困っていても利用したくても、できない状況にある方もいるのではないでしょうか。 

 利用補助については、各自治体によって差が生じることがないよう、全国統一して、制度を設けることが望ましい。 

・ 子ども・子育て支援への理解はまだまだ企業側には不十分で、女性が働きやすい環境を整える手段の一つとして、フ

ァミリー・サポート・センターを利用しやすくする、そのために企業による利用補助制度ももっと広がればと思ってお

ります。 

 保健師を通してのサポート依頼や児童相談所から女性センター入所者の子どもの送迎依頼、家裁が関係しているケースが、

ここ数年増えてきている。ファミサポ事業から見た課題として、一時保育・延長保育など充実してきているが、時間外の

PM17:00以降のサポートが必要な方も多い。仕事などで休日に利用する場合は長時間となり、料金も高額で利用者の負担が大

きい。又病院の預かりについて以前より一定のルールがなく、その時の状況に応じて対応している。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 保育園や学童保育の早朝預かりや延長預かりの時間をもっと柔軟に対応できるようにしてほしい。 

 ファミリーサポートセンターでは、提供会員はほとんどが主婦であり、早朝の活動が可能な会員は少ない。又、夕方の送

迎も近くにいない場合、遠くから夜寒い時期、雨の日などは子どもにとっても提供会員にとっても負担が大きい（当ファミ

リーサポートセンターは車は使用できない）。依頼会員が車を持っていたり、タクシー利用料金を払えるならまだよいが、

ひとり親や低所得で車を持っていない会員には、ファミリーサポートセンターは利用しにくいところがあるため。 
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 当センターに依頼会員登録をする女性は、専業主婦をはじめ、正規雇用でキャリアを確実に重ね経済的に十分な家庭から、

母子家庭、非正規雇用家庭など経済的に不安定な人までと幅広い。 

 経済的に不安定な人たちにとって、単価は低いが長時間や回数が増えると金額がかさむファミサポはハードルが高いよう

である。 

 経済停滞、並びに大企業が存在しない地方においては、非正規雇用の女性も多い。そのことからも、地方の母子を取り巻

く環境を十分に調査し、地域に合わせた柔軟な子育てサポート政策を行うことが大切だと思う。 

 料金がかかることで、利用できない人がいる。ファミサポだけでなく、子どもの居場所、だれでも利用できるところなど

が必要。 

 保育所や学童保育所の待機児童がファミリー・サポート・センターを利用するにあたって保護者の金銭的負担が増える。 

 ファミサポは現存の保育施設のすき間をうめているので保育時間をもう少し延長することで解決する。（利用したいが料

金を払えない人もいる） 

 単親家庭や障がいを持つ家庭等への補助があれば 

 利用料金の軽減 

 ひとり親に対する料金の負担減 

 ひとり親家庭への補助や助成をふやしてほしい。 

 色々な所に、子育て支援の輪が広がり、子どもを預かってくれるところが増えてきた。料金的にも、ファミサポより安く

気軽に頼める・・・と言われる。 

 しかし、病児預かりをする所が少なく、働いている方の一番の悩みである。しかしそのフォローができていないのが現状

である。 

 病児の預かりの対策と料金が今後の課題と思われる。 

 

 

② その他 

 リフレッシュをしたい、そのために預けたいと思って会員登録をされる方は多くいらっしゃるが、いざ預けるとなると、

不安に感じる方が少なくない。その不安をとりのぞくようなサポート等が必要に思う。 

 登録はしたが利用するための一歩が踏み出せない人に対する対応 

 提供会員宅での預かりに対する不安感が大きく、利用に至らないこと。 

 利用するまでに登録会、顔合わせと順をおっていかねければならないので、安全面に配慮すると大切なことなのだが、利

用者にとっては面倒と思われる方もいるかもしれない。もっと身近で利用しやすくなるため検討が必要。 

 いろいろな面で利用しやすいファミ・サポへ 

 （●●課の相談業務担当から紹介された人の登録がほとんどないのは経済的理由からか）・・・低所得者を対象としてフ

ァミ・サポの利用料補助をするなど 

 ファミリー・サポート・センターを知らなかったり、登録に来られなかったりで利用できていない方が多くいると思う。 

 ファミサポに依頼会員として登録に来るのは、仕事を持つ時間的な育児の援助が必要な人が多く、精神的にしんどく助け

がほしいような人は自ら登録には訪れないのが課題。 

・ 子育て支援の窓口を一本化して欲しい 

・ 子育て中の人は、どんな子育て支援があるか、又、必要かわかりにくい 

 行政機関（登録手続きを行う機関）が夜間や休日に閉まっていることが多く、仕事の関係で手続きをするのが難しい保護

者もいる様なので、時間外にも手続きに行ける日を増やすと助かると思う。 

 現在、ファミリー・サポート・センターの対象年齢は生後●●日目～小学●●年生(高学年相当：CDWS注)までである。 

 中学生は学童の利用も出来ず、送迎などサポートできるシステムがない。不登校になりつつある生徒でも、ちょっとした

送迎のサポートで登校できる様になったりすることもあるので、ファミサポを利用できる対象年齢を見直すことも今後の課

題ではないだろうか。 

 子育て支援に対応する総合案内を担うコンシェルジュがあれば、必要な支援を養育者がスムーズに受けられるのではない

かと思います。 

 子育て支援をトータルコーディネートした中にファミリー・サポート・センターを位置づけるためにもトータルコーディ

ネーターが必要と考える。 
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・ 『子育て支援関連施設とのつながり』 

  「子育て支援」に関して、どこか一ヶ所でも支援やサポートを受けられる場所とつながっておられる方は、そこから

次々と他の支援等についても知っていかれる機会があるが、そうでない場合は、ほとんど知らないままに過ごされる方

もいる。 

例えば、出産された時に各地域にある「保育園」のどこかを、自分の相談場所として指定して（逆に指定されて）つ

ながりを持つことができれば、何かの相談や問い合わせを自分からしやすいのではないか。 

 子育ては、子育てをしている人だけが抱える問題ではない。しかし、親としての責任感から、他人の手助けを求められな

い、あるいは費用がかかることから利用ができずに苦しむ親がまだたくさんいる。ひとり親や、生活保護から抜け出そうと

がんばっているような弱い立場の人たちには、ファミサポ事業とは別に、市のサービスがあるのにも関わらず、システムが

利用しにくいものであったり、あまり広報されていなかったりするために、援助の手が届いていない人が多い。ファミサポ

を含め、市が利用者の立場に立って何が一番良いのかを考えて、支援していく必要がある。 

 

 

９）児童虐待・DV 

 ファミサポで依頼を受ける内容に限度がある様に思います。 

 資格を持たない子育て経験の方の預かりがほとんどなので、障がい児の依頼、子育て不安、虐待の疑いがある家庭のサポ

ートは専門重視にした団体もしくは、引受先があれば、専門制の高いサポートになるのではないかと思います。（要資格者

など） 

 協力してくださる会員さんの負担も少なくなると思います。 

 DVやうつ等は貧困が問題として根底にある様に思える。 

 また、両親不和、DV、虐待などのケースも増えているので、ファミサポ含めて、地域で子どもを守る様に他機関との連携

を強化し、地域子育てを成立させなければ、ますます「孤育て」が進行してしまうように思う。 

 ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細かい

支援策がほしい。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 ファミサポは他の支援の受け皿がないケースが多く、子育て支援の隙間を担っていると感じる。例えば障がい児支援、DV

からの自立支援が必要な親子、他市との広域連携が必要な送迎など。これまでは他に受け皿がないものはすべてファミサポ

で担わざるをえないという状態だったが、中には一般市民が活動できる範疇ではないものもあったため、今年度は事務局内

での見極めと取捨選択をしながら進めている。特に専門的知識が必要なケースについては、各専門機関で活動できる人材養

成が必須だと感じる。 

 ファミリー・サポート等へ助けを求めることのできる母親（父親）は良いが、声を出して助けを求められない母子に、し

かも助けを必要としている方々に、どのように、支援が拡がっていけるのかを考えます。 

「ホームスタートジャパン」のような働きが、同時にできたら、育児不安をかかえている方々、虐待寸前の方々に支援が届

くのではと、思います。 

 ひとり親家庭、子どもの障がい、親の障がい、DV、離婚調停中など家庭内での課題が複雑多様化している。 

 上記に記載したとおり、他の機関と連携しながら支援していくケースが今後増加していくように思われる。 

 精神的に不安定な保護者が増加している。児童虐待につながらない為にも保護者への支援が必要であるが、住民同士の助

け合い活動でどこまで支えられるのか 

 元夫のDVや色々な考え方、家庭環境の依頼会員が増え、その方々に対応するアドバイザーの研修会が必要と感じる。 
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 たくさんのご家庭や保護者に触れることの多いアドバイザーの目から見えることは、子どもたちの「我慢」です。 

 大人は生活を守ることで必死です。物質で満たされている子どもであっても、本来子どもが基本的に守られるべき精神や

心の安らぎを十分与えられているかは疑問です。 

 危険や孤独・大人の自己満足によって、子どもを取り巻く世界が大きく変わってきています。DV・虐待・いじめ・ひきこ

もり・精神疾患。それはメディアの世界の話ではなく、こんなにも多く、私たちの身近に起きている事なのです。社会環境

の変化が加速している現在こそ、子どもの身近にいる大人がいとも変わらない安心を子ども達に提供しなければならないと

考えます。孤立や多忙の中にある子育ての現状を直視し、ファミリー・サポート・センターがそんな「安心」を子どもにも

保護者にも提供できる場所でありたいと思います。 

 親の精神疾患や虐待、貧困など様々な問題を抱えている家庭も多く、ファミサポの援助だけでなく、学校や保健センター、

市役所と連携しながら、見守りをしている。 

 今子育て中の親がおかれている環境はきびしく、フルタイムで働く親、母子家庭、父子家庭等、親自身もいろいろだが、

その中で「心が病んでいる」「子育てに自信がない」「頼る人がそばにいない」「子どもに不満をぶつけてしまう」等子育

てとともに『親育て』も重要な課題となっている。 

 

 

10）障がいに関すること 

 発達障がいおよびグレーゾーンの子どもが増えているが、周りの理解が得られない場合もある 

 障害のあるお子さんの通学や、放課後デイへの送迎の依頼も時々あるが、専門的な知識がある方にしか対応できないケー

スもあり、市の障害福祉課の通園、通学のサービスもなく、困ってらっしゃる方が多いと感じる。 

 発達障害を含めた障害児のデイサービスの充実 

 発達障がいの子が増えているように感じる。そのようなケースに対する対応策が追いついていないので、保護者の負担が

大きい。研修等で発達障がいへの理解を深め、サポートしていくことが必要。 

 単親家庭や障がいを持つ家庭等への補助があれば 

 障がいをもつお子さんへの対応 

 仕事と子育ての両立支援による母親の就労増加により 

  ・ 時間外保育・休日保育の拡大・拡充 

  ・ 障害児の時間外保育の充実 

  ・ 送迎サービス事業の増大（ファミサポの会員で対応できない送迎が増えている現状） 

提供会員は一般家庭の方なので、援助に限界があるため 

・ 保育園・学童保育の利用者や障害のある児童の受け入れ施設が不足のため、長時間の利用になっている。（→施設の

充実） 

・ 障害のある子どもの朝夕の送迎依頼や預かり等、ファミサポでは対応できないことがある。（子どもの実態がわから

ないと依頼できない→安全面の配慮） 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 核家族で両親共働きの家庭が多い中、基本事業の援助活動以外に、病児・緊急対応強化事業も●●年度から開始したとこ

ろだったが、活動の内容も一人親家庭の援助、障がい児の援助と幅が広く、資格がなくてもセンターで主催する講習会を受

講することで提供会員となり援助活動が行われている。 

 今後、病児・緊急対応強化事業などの援助活動や、障がい児の援助活動が増えてくることを想定したときに資格を持って

いる提供会員が少ないので、資格取得者、具体的には看護師、保育士などの提供会員を募り入会していただくことが、今後

の課題でもあると思う。 

 発達障害のお子さんのサポートがとても増えており、提供会員さんに更なる発達障害への理解を深めていく必要があると

感じています。 

 精神的に不安な依頼会員のサポートや、発達障がいのあるお子さんのサポートなど、難しい対応を必要とされることが増

えてきている。 
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 ファミサポで依頼を受ける内容に限度がある様に思います。 

 資格を持たない子育て経験の方の預かりがほとんどなので、障がい児の依頼、子育て不安、虐待の疑いがある家庭のサポ

ートは専門重視にした団体もしくは、引受先があれば、専門制の高いサポートになるのではないかと思います。（要資格者

など） 

 協力してくださる会員さんの負担も少なくなると思います。 

 一時預かり事業やその他いろいろな子育て支援事業も始まっていますが、しかし、そのどれも利用できない場合がよくあ

ります。隙間をうめるような働きがファミサポなのかもわかりませんが、それも限界があります。（ハンディキャップのあ

る子どものサポートや精神疾患のある母親をサポートなど…） 

 障害を持つ子どものサポートは、障害の程度によりどこまでサポート可能か、判断が難しい。 

 依頼会員のニーズが多様化し、現状では活動に限界がある。（障がい者、病児、遠距離の送迎等） 

 障がいをもっているお子さんが増えてきている。こどもの状況が様々なので、的確な判断、見きわめる難しさを感じてい

る。 

 ほとんどのサポートはとどこおりなく進めることが出来るが、子どもの発達に問題がある場合に、援助者が第3者の市民

であり、親子の関係にどこまで踏み込むかという難しさがある。 

 ひとり親家庭、子どもの障がい、親の障がい、DV、離婚調停中など家庭内での課題が複雑多様化している。 

 上記に記載したとおり、他の機関と連携しながら支援していくケースが今後増加していくように思われる。 

 課題をかかえる保護者、気になる子への対応が他に行政サービスがないため、複雑、困難になっています。●●（子ども・

子育ての総合相談窓口、障がい福祉担当課、保健担当課：CDWS注）等の連携を強化する必要を感じます。一方で、担ってく

ださる（提供会員）のは一般の市民の方々なので、どこまでお願いしても良いのか、センターとしての基準、見極め方が重

要課題と考えています。 

 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティアの一

般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細かい

支援策がほしい。 

 病児・病後児の預かりのニーズは増えつつあるが、その援助活動が可能な会員が限定されている。障害や持病を持った子

どもの病児預かりとなると構えてしまい、活動へ踏み込めず、繋げることが困難な場合もある。なので、入会時にお子さん

の状態、状況を把握、情報収集し、提供会員の不安材料を少しでも払拭し、安心して援助活動が出来る様、アドバイザーも

支援しなければいけない。 

 ファミサポは他の支援の受け皿がないケースが多く、子育て支援の隙間を担っていると感じる。例えば障がい児支援、DV

からの自立支援が必要な親子、他市との広域連携が必要な送迎など。これまでは他に受け皿がないものはすべてファミサポ

で担わざるをえないという状態だったが、中には一般市民が活動できる範疇ではないものもあったため、今年度は事務局内

での見極めと取捨選択をしながら進めている。特に専門的知識が必要なケースについては、各専門機関で活動できる人材養

成が必須だと感じる。 

 障害を持っている子、訓練機関へ通所している子のサポートが増えている。 

 就労支援の為にもサポートは必須である。専門的な知識を持っている方が望ましいケースもあるので、その対応や募集の

仕方などが課題と思う。 
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11）送迎支援・サービス 

 送迎支援の他のサービスとして、子育てタクシーなどの充実が望まれる。 

 仕事と子育ての両立支援による母親の就労増加により 

  ・ 時間外保育・休日保育の拡大・拡充 

  ・ 障害児の時間外保育の充実 

  ・ 送迎サービス事業の増大（ファミサポの会員で対応できない送迎が増えている現状） 

提供会員は一般家庭の方なので、援助に限界があるため 

 現在ファミサポで対応が困難なもの及び対応不可で制度化が必要だと感じるもの 

  ・ 支援級の送迎 

  ・ 病児の預かり 

  ・ 施設からの体調悪化の呼び出し 

  ・ 急な依頼の対応（新規問い合わせ） 

   例）保護者がケガをしたため、明日から保育園の送迎をお願いしたい。 

     急な用事が入り、明日1日子どもを預かってほしい。 

 送迎ニーズへの対応が難しい。特にここ数年、塾や私立の園等への送迎が非常に増えている。自家用車での送迎は事故に

遭うリスクが高い。送迎のみの活動は、例えばタクシー業者などに任せるべき。今後子育て制度変更に伴い、一時預かりや

家庭的保育等が拡充されるならば、ファミサポではさらに送迎のニーズのみが高まるのではないか、という不安がある。 

 第2子以降の出産では里帰りしない方が多く、産前産後のみ期間限定で保育所の入所を希望されるが、保育所の受け入れ

枠が少なく、困られている。 

 また、新生児を抱えての送迎が困難で、保育施設を利用できない方もおられる。 

 習い事先の送迎機能の充実（送迎バスなど） 

 ファミリーサポートセンターへの援助依頼や市民からの問合せには、「小学生の休日の居場所」、「お子さんが急に体調

不良となってしまった時の保育施設への迎え等」、「特別な支援を必要とするお子さんへのサポート（送迎、預かり）」な

どがある。 

 ファミリーサポートセンターで対応できる部分は対応しているが、これらの市民ニーズに十分に応えられる子育て支援が

不足していると感じる。 

 現在、ファミリー・サポート・センターの対象年齢は生後●●日目～小学●●年生（高学年相当：CDWS注）までである。 

 中学生は学童の利用も出来ず、送迎などサポートできるシステムがない。不登校になりつつある生徒でも、ちょっとした

送迎のサポートで登校できる様になったりすることもあるので、ファミサポを利用できる対象年齢を見直すことも今後の課

題ではないだろうか。 

 働いている親たちにとって子どもに習い事をさせられないということで、習い事への送迎の依頼はファミサポの活動のな

かでも二番目に多い活動である。 親たちは、お願いできたことで安心して仕事をすることができるようであるが、仕方な

くやっている子どもたちも少なくない。むしろストレスを感じている子どももいる。そのことを誰が言うのか、どう伝えた

ら良いか。子どもは忙し親に話すこともできないようである。親は自分ができないことへの償いのように習い事をさせてい

るように感じることがある。 ファミサポが支援することで大切な親子の絆が希薄になるのではないかと懸念するときがあ

る。 

 「習い事の送迎」の依頼が圧倒的に多く、子供は疲れ果てているのに親の意向のため、支援せざるをない。疑問を感じる。 

 直接の回答にはならないと思いますが・・・ 

 「送迎」で、タクシーがわりにされているのでは？と思う活動がありますが・・・求められているからには要請に応じて

あげたい気持ちと、安い報酬で、ガソリン代も出ないのに、月に何度も・・・悩むところです。 

 障害のある子どもの朝夕の送迎依頼や預かり等、ファミサポでは対応できないことがある。（子どもの実態がわからない

と依頼できない→安全面の配慮） 

 送迎については、活動可能な提供会員へ依頼が集中してしまう 

 依頼会員のニーズが多様化し、現状では活動に限界がある。（障がい者、病児、遠距離の送迎等） 

登録数に比べて実際の利用人数は少ないが、今後女性の社会進出が進むと利用する側が増加していくことが予想される。

その中で、預かりの活動で、提供会員の自宅を使用することに抵抗を感じ、送迎のみを希望する登録者も出てきている。さ

まざまなニーズに対応できるように提供会員の確保と活用が課題である。 
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病児・病後児の預かりについて。 

 病気にかかった子どもの保育所や学校への送り迎えを希望したり、朝から発熱して保育所に預けられない場合の援助を希

望する依頼会員が多い。 

 「子どもが病気の時くらいは母親がみるべき」という考えは、正論だが、子育てを母子だけのものに閉じ込めてしまうよ

うに感じる。 

 少子化になった現在、子育ては親のものであると同時に社会のものでもある。子どもが発熱するなどということは当然の

ことで、親だけに負担が生じるのではなく、地域社会が支援をしていくのが理想。「仕事と子育ての両立」のためには、病

児・病後児の保育充実が不可欠である。 

 ただし、現在のファミリー・サポート・センターのシステムやルールでは、病児・病後児の子どもを預かることは困難で

あるし、危険であると考える。 

 提供会員さんの車利用者の年齢制限 

 

 

12）地域福祉の推進に関すること 

・『育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

  ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『お互いさまの活動の広がり』 

 ファミサポの活動では料金が発生し、中には利用を躊躇される方もあることから、身近な地域での「お互いさま」の

活動が広まり、互いに子育てを支援する関係が根付いていけばと思う。 

 例えば、「2時間誰かの支援をすれば、2時間分の支援を自分が受けることができる」など 

 施設型の子ども預かり事業は年々増加し、充実しているように感じるが、一方で行政サービス、民間サービスを通してで

はなく、保護者自身が地域の中で子どもを預けたり預けあったりしながら子育て期を乗り切っていくという支え合う関係性

を築くのが困難になっているように思う。 

 地域の育児サロン作り（仲間作り） 

 小学生以上の子どもたちの夜間の居場所づくり 

 ファミリーサポートセンターへの援助依頼や市民からの問合せには、「小学生の休日の居場所」、「お子さんが急に体調

不良となってしまった時の保育施設への迎え等」、「特別な支援を必要とするお子さんへのサポート（送迎、預かり）」な

どがある。 

 ファミリーサポートセンターで対応できる部分は対応しているが、これらの市民ニーズに十分に応えられる子育て支援が

不足していると感じる。 

 これから女性がますます社会に進出する時代になってくると思いますが、それによって子どもたちが寂しさや不安を感じ

ないように子育て家庭に地域で関わりながら見守っていく必要があるかと思いますが、そのほかに事業所の方も子どもが病

時の時は親が気兼ねなく仕事を休むことができるなど、子育て中の方が子どもに負担をかけなくてもすむような支援を考え

ていかなくてはいけないと思います。 

 交流会、講習会に人を集めるのが大変です。 

 親の生活にも安心や元気が得られ、会員同士が互いの信頼関係を築き、親子が地域の方と出合い、地域の生活に根を下ろ

していくきっかけ作りや子育てを地域で支える仕組みの役割をファミサポ活動を通して担っていきたい。 

 ファミサポが単に一時預かりを子育て支援と考えることなく、孤立でない親しい交わりがある子育て支援と子どもが育つ

ための支援もできるとよいと思う。 

 子育て世代の物事の考え方が変化し、お互様、ボランティア意識の上で、FSC事業が成り立っていること理解してくれる人

が減っている。 

 ファミサポは住民同士の相互援助活動であるが、少額ではあるが報酬が発生するため、依頼者によっては「お金を払って

いるんだから」と過大な援助を求めたり、便利扱いするケースもある。一方援助者はボランティア精神の豊かな方が多いた

め、多少無理な依頼も断らず引き受けることもあるようだ。「サービスをお金で買う」ことが当たり前の時代に、ファミサ

ポの制度を理解してもらうため、センターも努力が必要だと思う。 
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 病児・病後児の預かりのニーズは増えつつあるが、その援助活動が可能な会員が限定されている。障害や持病を持った子

どもの病児預かりとなると構えてしまい、活動へ踏み込めず、繋げることが困難な場合もある。なので、入会時にお子さん

の状態、状況を把握、情報収集し、提供会員の不安材料を少しでも払拭し、安心して援助活動が出来る様、アドバイザーも

支援しなければいけない。 

 保育園の待機児（数）対策が大きく話題になっているが、未就業の（共働きでない）家庭の親への子育て支援もより手厚

くしていくべき。 

 安心して子育てができるよう、親と子どもが煮詰まらない様に、地域の大人たちが支えていく制度を充実してほしい。 

 また、両親不和、DV、虐待などのケースも増えているので、ファミサポ含めて、地域で子どもを守る様に他機関との連携

を強化し、地域子育てを成立させなければ、ますます「孤育て」が進行してしまうように思う。 

 地域にもっと入りこんで、たとえば、コミュニティの中の子ども会とか保育園といった一つの部門、部署としてファミサ

ポが位置づけられ、行事などに参加できること。 

 この事業は、地域の助け合い活動（ボランティア精神で成り立っている）であるが、依頼会員と提供会員に意識の差があ

る。契約関係ではないが依頼会員は金銭のやりとりがあることで、提供会員に完璧を求める。 

 本来のファミリー・サポート・センター事業は、地域で支え合う相互援助活動として、ボランティア精神に支えられてい

るものであると考えるが、現在は、難しいケースを扱うことが増え、利用者のニーズも多様化してきたため、対応の難しさ

を感じている。 

 

 

13）提供会員の育成・サポート（サブリーダー含） 

 発達障害のお子さんのサポートがとても増えており、提供会員さんに更なる発達障害への理解を深めていく必要があると

感じています。 

 講習会参加への意欲 

 （提供会員）資格のない人が他人の子どもを預かるサポートは、責任が重く、研修受講は必須と思われます。事故につな

がらないように進めるための課題は大きいと思います。 

・ 子育てをサポートしてくれる担い手がニーズと比べると、とても少ない。メンタル面で疾患がある保護者が少なくな

い。 

  育児不安を少しでも取り除き、安心して子育てができるように提供会員を増やし、そしてレベルを上げること。 

・ サブリーダー（地域リーダー）の育成 

・ 援助者の高齢化に伴う対応 

・ 援助者の講習を増やし知識を深めてほしいが、必須にすると会員確保がさらに難しくなる。 

 また、制度の拡充や依頼の内容が複雑なものが多くなり、これまで以上に安全に活動を行うための意識が重要になってく

ると思う。 

 そのための講座内容の見直しや、安全対策をいかにおこなっていくか、今後の課題である。 

 登録数に比べて実際の利用人数は少ないが、今後女性の社会進出が進むと利用する側が増加していくことが予想される。

その中で、預かりの活動で、提供会員の自宅を使用することに抵抗を感じ、送迎のみを希望する登録者も出てきている。さ

まざまなニーズに対応できるように提供会員の確保と活用が課題である。 

 提供会員を増やし、活躍の場をもっと広げて行けるようにしたい。 

 提供会員の適性について、講習だけでなく、家庭環境、地域との関係等を把握する必要を感じる。 

 子育て新制度等、子育て関連施策が話題になっているにもかかわらず、ファミサポの現場は予算削減を迫られている。他

の子育て支援が充実して、ファミサポ利用の必要がなくなっているなら良いが、現実は他の育児サポートのすきまを埋める

役割を果たしている状況がある。提供会員の研修の充実や相談できる専門家の配置も必要と思われるので、予算確保は課題。 

 ファミサポは住民同士の相互援助活動であるが、少額ではあるが報酬が発生するため、依頼者によっては「お金を払って

いるんだから」と過大な援助を求めたり、便利扱いするケースもある。一方援助者はボランティア精神の豊かな方が多いた

め、多少無理な依頼も断らず引き受けることもあるようだ。「サービスをお金で買う」ことが当たり前の時代に、ファミサ

ポの制度を理解してもらうため、センターも努力が必要だと思う。 
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14）提供会員の不足・確保 

 事業開始当初より●●年が経過し、依頼会員は増加するものの、提供会員の登録者も高齢となり、また、就労する会員が

増えて、登録人数があっても、実際の支援可能な会員数は減少しつつあります。 

 新規の提供会員の登録があまりありません。 

 支援数増加に伴い、提供会員を増やすことが課題です。 

 登録数に比べて実際の利用人数は少ないが、今後女性の社会進出が進むと利用する側が増加していくことが予想される。

その中で、預かりの活動で、提供会員の自宅を使用することに抵抗を感じ、送迎のみを希望する登録者も出てきている。さ

まざまなニーズに対応できるように提供会員の確保と活用が課題である。 

 提供会員の高齢化に伴い、40-50代会員の確保 

 子育てをサポートしてくれる担い手がニーズと比べると、とても少ない。メンタル面で疾患がある保護者が少なくない。   

 育児不安を少しでも取り除き、安心して子育てができるように提供会員を増やし、そしてレベルを上げること。 

 働く人が増えるにつれ、ファミサポへの依頼は増加するが提供会員になってくれる人が増えず、提供会員の高齢化を感じ

る。 

 提供会員を増やし、活躍の場をもっと広げて行けるようにしたい。 

 活動できる提供会員を増やしていくこと 

・ 提供会員の増員への対応（PR方法、説明会、広報の利用等） 

・ 障害を持っている子、訓練機関へ通所している子のサポートが増えている。 

 就労支援の為にもサポートは必須である。専門的な知識を持っている方が望ましいケースもあるので、その対応や募集

の仕方などが課題と思う。 

 提供会員の確保と講習会の周知 

 提供会員不足 

 （活動可能な）提供会員の不足 

 女性の社会進出がさらに活発になったり、共働き家庭が増える状況であれば、自ずと保育ニーズは高まるが、ボランティ

アとしての地域の支援者の数は反比例する。人材の確保が課題。 

 今後、子育て支援を進めていくために、子育てに不安を感じている人や支援を必要としている人たちに、ファミサリーサ

ポートの事業は欠かせないものになっていくと思います。利用者は増加していきますが、支援者の不足は課題です。 

 早朝・夜間対応してくれる提供会員の確保 

・ 提供会員の確保 

・ 提供会員の高齢化、講習会が年2回なので提供会員さんを増やすのが大変 

・ 交流会、講習会に人を集めるのが大変です。 

 提供会員の高齢化で、支援続行不可能だったり、依頼会員と提供会員の条件が不一致で紹介できないことや、支援待ちの

提供会員が状況が変わることがあり、提供会員不足が加速している。 

 提供会員の確保（地域によってばらつきがあり、一部会員さんの負担が重くなっている） 

・ 依頼会員が不安を持たない様に、複数の提供会員を紹介できる様に提供会員を増やす事。 

・ 地域によってかたよりがあるので、地域で子育てサポート出来るように提供会員を増やす。 

 有償ボランティアであっても、時間帯や内容によって金額に変化をつければ、提供会員がもっと増えるのではないか。 

 会員の確保 

 すべての依頼に対応できない→提供会員不足 

 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 

 配慮の必要な子どもの援助に対して保育士等の資格のある提供会員の確保 

 核家族で両親共働きの家庭が多い中、基本事業の援助活動以外に、病児・緊急対応強化事業も●●年度から開始したとこ

ろだったが、活動の内容も一人親家庭の援助、障がい児の援助と幅が広く、資格がなくてもセンターで主催する講習会を受

講することで提供会員となり援助活動が行われている。 

 今後、病児・緊急対応強化事業などの援助活動や、障がい児の援助活動が増えてくることを想定したときに資格を持って

いる提供会員が少ないので、資格取得者、具体的には看護師、保育士などの提供会員を募り入会していただくことが、今後

の課題でもあると思う。 

 ファミリーサポートは、ボランティアの 1 つなので、有償ではあるが、お願いするとお金もかかってくる。市町村で又は

国で補助があれば、もう少し使いやすいし、援助してくれる方も増えるのでは・・・。 
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15）ひとり親に関すること 

 特に母子家庭の会員で支払いが大変な為、サポート依頼ができない会員がいる。 

 独り親世帯や低所得世帯に対するサポート料金の補助についての問い合わせが増えています。 

 当市では、ひとり親家庭や経済状況が厳しい家庭に対して、ファミリー・サポート・センター事業の利用についての補助

制度はない。そのような家庭から実際に利用したいという希望があっても、費用の面で継続した利用が難しい、または利用

できないというケースがある。利用補助や、またはファミサポに代わる費用負担の少ない支援事業などの支援策が望まれる。 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 当センターに依頼会員登録をする女性は、専業主婦をはじめ、正規雇用でキャリアを確実に重ね経済的に十分な家庭から、

母子家庭、非正規雇用家庭など経済的に不安定な人までと幅広い。 

 経済的に不安定な人たちにとって、単価は低いが長時間や回数が増えると金額がかさむファミサポはハードルが高いよう

である。 

 経済停滞、並びに大企業が存在しない地方においては、非正規雇用の女性も多い。そのことからも、地方の母子を取り巻

く環境を十分に調査し、地域に合わせた柔軟な子育てサポート政策を行うことが大切だと思う。 

 保育園や学童保育の早朝預かりや延長預かりの時間をもっと柔軟に対応できるようにしてほしい。 

 ファミリーサポートセンターでは、提供会員はほとんどが主婦であり、早朝の活動が可能な会員は少ない。又、夕方の送

迎も近くにいない場合、遠くから夜寒い時期、雨の日などは子どもにとっても提供会員にとっても負担が大きい（当ファミ

リーサポートセンターは車は使用できない）。依頼会員が車を持っていたり、タクシー利用料金を払えるならまだよいが、

ひとり親や低所得で車を持っていない会員には、ファミリーサポートセンターは利用しにくいところがあるため。 

 単親家庭や障がいを持つ家庭等への補助があれば 

 ひとり親に対する料金の負担減 

 ひとり親家庭への補助や助成をふやしてほしい。 

 ひとり親家庭への援助をきめ細かくする。 

  例）低料金で夜間の預かりや家事援助をする施設や人材をつくる など 

 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 

 ひとり親家庭、子どもの障がい、親の障がい、DV、離婚調停中など家庭内での課題が複雑多様化している。 

 上記に記載したとおり、他の機関と連携しながら支援していくケースが今後増加していくように思われる。 

 ひとり親家庭への対応で、家事援助との連携 

 ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細かい

支援策がほしい。 

 現在年々シングルさんのご家庭も増えており、ファミサポでは対応できない早朝や夜のサポート依頼、病児を預かってほ

しいというフルタイムで働く共働きのご家庭に対応する支援体制が各自治体でももっと普及していってほしいと思います。 

 ひとり親で複数の子を育てている世帯が多い。 

 職業によっては、朝早いか夜遅い仕事に就労するため子どもと接する時間が少ない。 

 子育ては、子育てをしている人だけが抱える問題ではない。しかし、親としての責任感から、他人の手助けを求められな

い、あるいは費用がかかることから利用ができずに苦しむ親がまだたくさんいる。ひとり親や、生活保護から抜け出そうと

がんばっているような弱い立場の人たちには、ファミサポ事業とは別に、市のサービスがあるのにも関わらず、システムが

利用しにくいものであったり、あまり広報されていなかったりするために、援助の手が届いていない人が多い。ファミサポ

を含め、市が利用者の立場に立って何が一番良いのかを考えて、支援していく必要がある。 

 母子家庭や家庭等に何か問題をかかえている方のお子様の預かりに関すること 

 一人親、特に男性の一人親への対応 
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 ひとり親家庭、特に父子家庭に対する助成をもう少し行えると良い 

 離婚など複雑な家庭が増えている 

 

 

16）病(後)児、急な預かり、病児・緊急対応強化事業 

 病児・病後児への対応や産後の母子への対応等のルール見直しにより、ニーズが高まると思う。 

 病児・病後児の預かりのニーズは増えつつあるが、その援助活動が可能な会員が限定されている。障害や持病を持った子

どもの病児預かりとなると構えてしまい、活動へ踏み込めず、繋げることが困難な場合もある。なので、入会時にお子さん

の状態、状況を把握、情報収集し、提供会員の不安材料を少しでも払拭し、安心して援助活動が出来る様、アドバイザーも

支援しなければいけない。 

 当市では、病児病後児の子どもさんの預かりを行っていません。しかし、仕事復帰する母親からの相談で多いのは、保育

園からの急な呼び出しにあります。子どもが熱を出した、伝染性の発疹などで早急にお迎えに来てほしいと連絡があった場

合に、会社を早退できるか心配されます。母親が安心して働き続けることが出来る社会は、子どもの病気に対する支援を充

実させることにあります。もちろん、これらが全てではありませんが、現在のファミリーサポートセンター事業のしくみで

は、リスクの高い子どもさんの預かりは、難しいのひとことです。先ほども述べましたが、ファミリーサポートセンター事

業の仕組みを変えることが急務だと考えます。 

・ 「病児・緊急対応強化事業」については、一ボランティアの個人宅での預かりというのはリスクが高い。専門の病児

保育施設を増やし、スタッフ養成を推進する必要があるのではないか。 

・ 病児対応については、ボランティアの範囲内だと、「仕事」ではないことから、依頼があっても成立する可能性が非

常に低い。もっと成立数を上げるならば、一部はプロを入れて組織を構成するか、もしくは常時スタッフを配置するな

どの体制が必要だが、現状の委託内容ではそこまでの体制整備が難しい。 

 病児保育への対応（医療機関との連携や看護師資格のある方の登録等） 

 病児預りを実施しているが、年間●●件弱と、利用も少なく、提供会員の負担も大きいので、病院併設の病児保育ルーム

を増やして頂くなどして、市民が安心して病児預かりを頼める環境が多くなればいいと思う。 

 病児・病後児の預かりについて。 

 病気にかかった子どもの保育所や学校への送り迎えを希望したり、朝から発熱して保育所に預けられない場合の援助を希

望する依頼会員が多い。 

 「子どもが病気の時くらいは母親がみるべき」という考えは、正論だが、子育てを母子だけのものに閉じ込めてしまうよ

うに感じる。 

 少子化になった現在、子育ては親のものであると同時に社会のものでもある。子どもが発熱するなどということは当然の

ことで、親だけに負担が生じるのではなく、地域社会が支援をしていくのが理想。「仕事と子育ての両立」のためには、病

児・病後児の保育充実が不可欠である。 

 ただし、現在のファミリー・サポート・センターのシステムやルールでは、病児・病後児の子どもを預かることは困難で

あるし、危険であると考える。 

 病児の預かりについて 

 当センターにおいては「病児・緊急対応強化事業」を実施していないが、たとえ実施に至ったとしても、ファミリー・サ

ポート・センターでは受け入れに限度があるため、小児科医等によるデイサービス事業の拡充を願いたい。 

 病児サポートについては、ハードルが高い。医師の協力のもと完備された病児保育室での援助がないとニーズに応えられ

ない。 

 病児、病後児の援助を期待する方が多いが、現状では難しい。 

 本市には病児預かり施設が１ヶ所しかなくしかも一日の利用人数が●人（5人以下：CDWS注）と限りがある。 

 ファミサポ事業の中で「病児・緊急対応強化事業」への取組みを強く望むところである。 

 病後児預かり、保育園の送迎が増えている。引き受けられる会員が限られており、提供会員１人に対し、何人もペア登録

している。 

 急な依頼の時には、その依頼に応じられないこともあるため、緊サポがまたあってもいいのではと思う。 

 依頼会員のニーズが多様化し、現状では活動に限界がある。（障がい者、病児、遠距離の送迎等） 



52 

 

 病児対応の依頼が多くなってきているが、市で対応できる病院が現在一医院（1日●人）（5人以下：CDWS注）しかないの

で、今後病児対応を市と連携しながら考えていきたい。 

 病児・病後児はできるだけ小児科デイサービスに預けられる仕組にしてほしい 

 病児保育施設の不足等 

 子どもの人権、子どもの利益を最優先するということの徹底（基本）。 

 そのうえで、病児、病後児保育の充実など。 

・ 小児科で病児保育を行っているところが少ないので増やしてほしい。 

・ 休日診療所にて保育施設があれば、助かると思う。 

 病児保育施設が不足している。 

 病気時でも各保育所で預けられる体制ができれば、親子共に一番安心できると思う。 

 病児預かりについて市民のニーズは多いが、市では対応していない 

  ⇒病後児の施設も少ない（ファミサポでは対応している） 

   病児預かりの制度を検討していくことも必要と思われるが、子どもが病気の時に保護者が仕事を休めるような社会の

雰囲気を変えていくことも必要と感じます 

 又病院の預かりについて以前より一定のルールがなく、その時の状況に応じて対応している。 

 色々な所に、子育て支援の輪が広がり、子どもを預かってくれるところが増えてきた。料金的にも、ファミサポより安く

気軽に頼める・・・と言われる。 

 しかし、病児預かりをする所が少なく、働いている方の一番の悩みである。しかしそのフォローができていないのが現状

である。 

 病児の預かりの対策と料金が今後の課題と思われる。 

 病児、病後児の援助 

 現在ファミサポで対応が困難なもの及び対応不可で制度化が必要だと感じるもの 

  ・ 支援級の送迎 

  ・ 病児の預かり 

  ・ 施設からの体調悪化の呼び出し 

  ・ 急な依頼の対応（新規問い合わせ） 

   例）保護者がケガをしたため、明日から保育園の送迎をお願いしたい。 

     急な用事が入り、明日1日子どもを預かってほしい。 

 当日の依頼の対応 

 保育施設で、子どもが病気になった時、親が迎えに行けるまでのある程度の時間、預かってもらえるようになってほしい

という声がよく聞かれる。 

 公的な支援も充実してきているが、日曜や祝日年末年始また病気時など急な事態に対応が難しい。困った場合どうしたら

いいか（公も民も合せて）教えてもらえる機関が必要。 

 ただ、子育て支援全般で、手を貸しすぎることも良いとは思えず、使える社会資源を見比べ使えるものは使わないと損！

と思わせるのは良い支援ではないように思う。その兼ね合いが難しい。 

 母親が考える保育環境の現状にずれが生じている。（希望の保育園への入園や途中入園できない。また、預けたいときに

子どもを預かってもらいたい一時預かりが利用できない。病気の時にすぐに迎えに来てほしいと言われ、提供会員を代用と

して考えている。） 

 病児・病後児を含めた企業内保育の充実 

 現在年々シングルさんのご家庭も増えており、ファミサポでは対応できない早朝や夜のサポート依頼、病児を預かってほ

しいというフルタイムで働く共働きのご家庭に対応する支援体制が各自治体でももっと普及していってほしいと思います。 

・ 就業を希望している保護者の病児の時の預かり受け入れ施設の不足 

・ 企業側の子育て中の就労者の病児対応の理解 

 親のニーズとして「元気な時は保育施設に預け、病気の時だけファミサポで預かってほしい。」というものがある。ファ

ミサポは一般市民のボランティアであるので、普段の様子がわからず体調の悪い時だけの預かりは、子どもにも、提供会員

にも大きな負担となってしまう。子どもが病気の時だけは親が休める労働環境を整えてほしいと切に感じる。 
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 これから女性がますます社会に進出する時代になってくると思いますが、それによって子どもたちが寂しさや不安を感じ

ないように子育て家庭に地域で関わりながら見守っていく必要があるかと思いますが、そのほかに事業所の方も子どもが病

時の時は親が気兼ねなく仕事を休むことができるなど、子育て中の方が子どもに負担をかけなくてもすむような支援を考え

ていかなくてはいけないと思います。 

 依頼件数の増加や、緊急時や病後児の相談・利用が増えることは、子育て中の保護者と子どもにとっては決して良いこと

ではない。ファミサポ事業は、行政のサービスでは足りない部分を補っている事業であり、子育てしやすいならば、本来フ

ァミサポの利用はそれほど多くないはずである。 

 核家族で両親共働きの家庭が多い中、基本事業の援助活動以外に、病児・緊急対応強化事業も●●年度から開始したとこ

ろだったが、活動の内容も一人親家庭の援助、障がい児の援助と幅が広く、資格がなくてもセンターで主催する講習会を受

講することで提供会員となり援助活動が行われている。 

 今後、病児・緊急対応強化事業などの援助活動や、障がい児の援助活動が増えてくることを想定したときに資格を持って

いる提供会員が少ないので、資格取得者、具体的には看護師、保育士などの提供会員を募り入会していただくことが、今後

の課題でもあると思う。 

 早朝・夜間・緊急の依頼を受けてくれる提供会員が少なく、一部の会員への負担が大きくなっている。 

『子育て中の職員にやさしい職場づくり』 

  子育て中の父母が、必要な時（例えば、子どもの病気の時など）に休暇の取りやすい職場の風土と条件整備。父親の

育児休暇率の向上等々。 

 

 

17）訪問サポート・サービス 

 精神的に不安定なお母さんが増えているように思われる。産後のサポート等希望される方が多いが、ファミサポでは対応

することができない。 

 預けあう関係作り（ファミサポ）だけでなく、寄り添う関係作り（訪問型支援）が必要です。 

 家事力、育児力の伝承のためにも０～6才までの訪問型支援が（遊び方、関わり方を見せる）不可欠と思われます。 

 6か月からの援助は可能なので6か月未満の家庭への家事援助制度があると良い。 

・ ひとり親家庭への援助をきめ細かくする。 

  例）低料金で夜間の預かりや家事援助をする施設や人材をつくる など 

 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティアの一

般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。もしくは、行政

（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 ひとり親家庭への対応で、家事援助との連携 

 

 

18）連携・ネットワーク 

 子育て支援関連施設、事業との連携を強化するための検討委員会等を設置し、関係部局との協力を図ることが望ましいと

考えています。 

 ●●（総合的に子ども・子育て家庭を支援するセンター：CDWS注）の中でファミサポ事業を位置づけたい 

 各関係機関のネットワーク、情報共有とこれまでの事業では対応しきれない課題解決に向けて新たなサービスの開拓は必

要であると感じる。 

・ 他機関との細やかな連携と情報共有 

・ 保健師、児童相談所などが関わる家庭への支援をファミサポの提供会員が行った際、その後ファミサポの対象年齢か

ら外れてしまうとその家庭を見守る機関が地域の中にない。 

 また、両親不和、DV、虐待などのケースも増えているので、ファミサポ含めて、地域で子どもを守る様に他機関との連携

を強化し、地域子育てを成立させなければ、ますます「孤育て」が進行してしまうように思う。 

 育児不安や色々な問題を抱えている母親が利用する場合、各関係機関との連携が必要とされる。 
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・『ファミサポの認知度を高める』 

 各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

・『研修会等の開催』 

   「子育て支援」にかかわる関連機関がお互いの活動内容等をよりよく知れる機会 

 行政でできないことをファミサポでという考え方。行政がファミサポについて理解がとぼしい。 

・ 行政の委託事業であるが、個人情報の関係で、各関係機関との連携が採れない為、対応に苦慮している。多方面から

のサポートが必要な方の場合、チームでサポートできる様な体制作りが必要であると感じる。 

・ 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティア

の一般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。もしく

は、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 社会状況が変化するとともに、様々な依頼会員からの活動内容が増え、多種多様なケースが存在する。今後、ファミサポ

又は、子育て支援センターでの的確な対応ができるよう、市町村、行政センター、保育施設、医療機関・・・との連携が不

可欠であり、情報を共有することで、個々に合った支援を提案できるのではないだろうか？・・・ 

 育児に悩む母親はとても多く、悩みも小さいものから深刻なものまであり、ファミサポの依頼会員として登録に来て相談

される方も多い。アドバイザーだけの対応では難しい場合もあり、保健師へつないで一緒に対応することもある。 

 子育て支援に関わる機関がより連携を強め、ネットワークを構築しながら対応していく体制づくりが必要だと思う。 

 他機関との連携（情報共有）をもっと密にしたいが、個人情報保護の関係で、どこまで踏み込んでいいかが難しい。 

 ひとり親家庭、子どもの障がい、親の障がい、DV、離婚調停中など家庭内での課題が複雑多様化している。 

 上記に記載したとおり、他の機関と連携しながら支援していくケースが今後増加していくように思われる。 

 子育て支援に関する部所との連携をより密にし必要としている人に必要な支援ができるようにと考えている。 

 精神的な問題を抱える保護者への対応が難しく、専門機関との連携が不可欠だと感じている。 

 公的な子育て支援制度では補えない隙間のニーズを埋めるような依頼や相談が増えているが、援助者はあくまで一般市民

のため、配慮が必要な依頼者（またはその子ども）とのマッチングが難しい。できる限り他機関と連携しながら支援してい

く必要性を強く感じる。 

 他機関との連携 

 ひとり親家庭への対応で、家事援助との連携 

 いかにして、関係機関と連けいするか、民間と行政との連けいに温度差を感じています。（担当課との連けいはスムーズ

にいっています！） 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 課題をかかえる保護者、気になる子への対応が他に行政サービスがないため、複雑、困難になっています。●●（子ども・

子育ての総合相談窓口、障がい福祉担当課、保健担当課：CDWS注）等の連携を強化する必要を感じます。一方で、担ってく

ださる（提供会員）のは一般の市民の方々なので、どこまでお願いしても良いのか、センターとしての基準、見極め方が重

要課題と考えています。 

 精神的に子育てが大変なご家庭にもっとファミサポが入っていけるように、全体でネットワークを作り、家庭支援をして

いけるようになると良いと思う。 

 親の精神疾患や虐待、貧困など様々な問題を抱えている家庭も多く、ファミサポの援助だけでなく、学校や保健センター、

市役所と連携しながら、見守りをしている。 

 問題をかかえた家庭への早期対応と継続していくための連携 
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 子育て支援活動中に関わる親子について、荒れた子どもの姿から見える子育ての問題点について、何もできない事。（依

頼会員から相談がないかいぎり、どこにもつなげられない） 

 依頼会員の要望に対応できない事例があり、子ども・子育て支援活動を行政、ＮＰＯ法人等どこかが対応できるような体

制づくりが地域として求められている。 

 地域にもっと入りこんで、たとえば、コミュニティの中の子ども会とか保育園といった一つの部門、部署としてファミサ

ポが位置づけられ、行事などに参加できること。 

・ ファミサポは他の支援の受け皿がないケースが多く、子育て支援の隙間を担っていると感じる。例えば障がい児支援、

DVからの自立支援が必要な親子、他市との広域連携が必要な送迎など。これまでは他に受け皿がないものはすべてファ

ミサポで担わざるをえないという状態だったが、中には一般市民が活動できる範疇ではないものもあったため、今年度

は事務局内での見極めと取捨選択をしながら進めている。特に専門的知識が必要なケースについては、各専門機関で活

動できる人材養成が必須だと感じる。 

・ 現在市の事務局は単独型で運営しているが、本来は子育て支援施設（支援センターや子育てひろば、病児保育施設等）

一体型の方が、他のサービスとの連携が取りやすくメリットが大きいのではないか。 

 多様な支援を必要とする親への対応 

 ひとり親、DV、親の精神疾患、障がい児等、難しい問題を抱えた会員が増えている。それぞれの事情に応じたきめ細かい

支援策がほしい。 

 

 

19）ワークライフバランス 

 小さい子どもを持つ親の残業減。 

 子育て世代の就労先によって、育児休暇や時短等の企業支援に差が大きい。中小企業にも充実してほしい。 

 親のニーズとして「元気な時は保育施設に預け、病気の時だけファミサポで預かってほしい。」というものがある。ファ

ミサポは一般市民のボランティアであるので、普段の様子がわからず体調の悪い時だけの預かりは、子どもにも、提供会員

にも大きな負担となってしまう。子どもが病気の時だけは親が休める労働環境を整えてほしいと切に感じる。 

 最近は、ファミサポとしての支援なのかと考えさせられるケースもある。ファミサポ事業は祖父母やご近所、友達同士で

行われていたことを会員に依頼するものであるため、子育て中の父母の勤務体制を見直し、負担を減らしていくことが親や

子どもにとって本当の支援になるのではと思う。 

 保育所を作り子どもを預けるという子育て支援だけではなく、社会全体で子どもを育んでいくという意識が必要だと思う。 

 子どもを持つ親が安心して働ける環境(育休、時短等）を整えた上で保育所やファミサポを利用するのが望ましいのではな

いだろうか。 

 働き方の多様化と言えば聞こえはいいが、早朝、提供会員に子どもを預け保育所へ連れて行ってもらい、夕方提供会員が

また保育所に迎えに行くといった現状が子どもにとって望ましいものであるとは思えない。 

 これから女性がますます社会に進出する時代になってくると思いますが、それによって子どもたちが寂しさや不安を感じ

ないように子育て家庭に地域で関わりながら見守っていく必要があるかと思いますが、そのほかに事業所の方も子どもが病

時の時は親が気兼ねなく仕事を休むことができるなど、子育て中の方が子どもに負担をかけなくてもすむような支援を考え

ていかなくてはいけないと思います。 

・『子育て環境の厳しさの改善』 

  勤務されている職場に相談すれば、サポート不要の場合も見受けられるが、就学前あるいは小学校低学年の子育て中

の保護者の「子育て環境」の厳しさ（例えば、職場に相談をもちかけることすら、できにくいという保護者もおられる）

がみられる。 

・『子育てを社会全体で応援する風潮の育成と実行力の伴った国の制度』 

  母子・父子家庭を除いても、夫婦で協力して子育てをしていくという環境になく、子育てに関する全てを母親が背負

い、自分のみで何とかしていこうとされている母親の相談も多い。父親も子育てに関わって休暇がとりやすい環境・国

全体の意識づけが高まればと思う。 

・『子育て中の職員にやさしい職場づくり』 

  子育て中の父母が、必要な時（例えば、子どもの病気の時など）に休暇の取りやすい職場の風土と条件整備。父親の

育児休暇率の向上等々。 
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 病児預かりについて市民のニーズは多いが、市では対応していない 

  ⇒病後児の施設も少ない（ファミサポでは対応している） 

   病児預かりの制度を検討していくことも必要と思われるが、子どもが病気の時に保護者が仕事を休めるような社会の

雰囲気を変えていくことも必要と感じます 

 社会全体でもっと女性が働きやすい環境、休みやすい環境になればと思う。 

 依頼件数の増加や、緊急時や病後児の相談・利用が増えることは、子育て中の保護者と子どもにとっては決して良いこと

ではない。ファミサポ事業は、行政のサービスでは足りない部分を補っている事業であり、子育てしやすいならば、本来フ

ァミサポの利用はそれほど多くないはずである。しかし、保護者の多様な働き方によっては長時間保育にも関わらずまだ足

りず、中には早朝から夜間まで保育の場所を渡り歩くような子どもがいる。また、子どもが産まれたとたん夫が単身赴任を

命じられ一人で子育てしなければならない母親や、出産年齢の上昇により高齢の祖父母にお手伝いを頼めないもしくは介護

が必要な状態で、孤立の子育てをしている方もいる。地域で子育てを支えるのはもちろんのこと、子どもの育ちを第一に考

えて、子育て期は家族で一緒にいられる時間をたくさん作れるような社会にならなければいけないと感じる。 

 ひとり親で複数の子を育てている世帯が多い。 

 職業によっては、朝早いか夜遅い仕事に就労するため子どもと接する時間が少ない。 

 企業側の子育て中の就労者の病児対応の理解 

 

 

20）その他 

 援助活動内容の追加と見直し 

 仕事をされるにあたって、保険的に登録する依頼会員の増加 

 親とは違った育児サポートができるという観点から、ゆったりとしたシニア60～70代の育児参加ができると良い。 

 依頼会員の料金滞納 

・ 習い事が多くて、多忙なお子さんが多い。 

・ 食育 

 習い事等、自分で対応できない事はしない方が大多数だが、できないからとファミサポに対応を依頼する方がいる。適切

に子供を面倒見ていない親も多い。 

 子育てというよりは、親育て、親支援が必要となっている。 

・ 親の就労体制の都合による、子どもへの影響 

・ 他人への警戒心、猜疑心の表出 

 核家族化による負担の増大 

 社会全体への子育て世代への理解が必要だと思う。 

 全体的な子育て支援の不足。 

 平成27年度より、子ども子育て支援制度が開始され、子育て支援のまわりの状況がどう変更していくのかを見ながら、フ

ァミリーサポートセンターとして何ができるのか、何を望まれているのかを考えていかないといけないと思います。 

 特にありません 
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Ⅱ．自由回答（センター長） 

１．FSC事業の今後について 

１）アドバイザーのスキルアップ 

 同時に、提供会員・依頼会員ともに、面接だけではなかなか人物像を見抜くことができず、人間関係について課題となる

ケースが出てきていることから、アドバイザーにカウンセリングについての研修が必要ではないかと考える。 

 発達障害児の通級学級への送迎増など、新たなニーズへの対応が必要であり、ルールの改善含めて調整のあり方を検討し、

ソーシャルワーク的なスキルも身に着けて対応する必要があると考えている。 

 コミュニケーション能力拡大。会員の相談相手ができる。 

 援助活動の調整等に必要なアドバイザーのスキルアップ研修の推進 

 サブリーダーにコーディネーションを担わせている市町もあるようだが、●●では、今後もそのリスクや負担感を考え、

あくまでもアドバイザーが担うこととしたい。 

 アドバイザーに事業全体のコントロールをお願いしていく予定。そのため、アドバイザーの質の向上のための策を検討し

ていきたい。 

 アドバイザーの専門性を高めるための研修の実施 

 全国交流会に参加して思うことは、アドバイザー次第で支援の質が大きく変化することです。アドバイザーの質が問題に

なると思います。 

 アドバイザーは事務職ではない。子育て（コミュニティも）ソーシャルワーカー（専門職）として育成するプログラムを

開発し、実践研究もできるようにしたら、もっと良いファミサポ事業ができる。 

 

 

２）アドバイザーの配置・処遇 

 育児ファミサポでの役割（アドバイザー）と評価（処遇）がかけはなれているので、処遇改善できるようにしてほしい（予

算増額） 

 職員（アドバイザー）の処遇改善・安定化を図る 

 ファミリー・サポート・センターのアドバイザーの人員確保が難しいので数年で変わるのではなく、細かい対応ができる

ように勤務年数を考えていく。 

 活動ケース、時間数急増に対し、アドバイザーやサブリーダーの体制整備が進んでいない。地域福祉の本当の推進のため

には、体制を整備し、活動ケースの定期的ヒアリングなどのていねいな対応をしていきたい。 

・ アドバイザーの身分保障、資格認定などの基準の整備 

・ 会員との信頼関係構築のため、アドバイザーの継続的な雇用 

 現在、事業の要であるアドバイザーの雇用形態については、当該事業が単年度契約で事業を受託する委託事業であるため、

嘱託という雇用形態を取らざるを得ない状況となっていますが、事業の広報、会員間の援助活動の調整、会員を対象とした

研修会の企画・実施、受託元への実績報告など、会員の増加とともにアドバイザーの業務量が年々増大していることから、

アドバイザーの質および量の確保が今後ますます課題になってくると思われます。 

 そのため、アドバイザーの処遇改善に向けた具体的な対策を早期に各自治体で検討していただく必要があると思います。 

 心理的な支援もできるアドバイザーの配置。 

 休日対応もできる職員体制強化が必要不可欠と考える。 
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３）安全対策・事故対応 

 事業がより安全に運営できるような体制づくりが必要である。 

 安心・安全な預かりを行うため、会員研修の内容の充実に努める。 

 民間の方の善意に支えられて成り立っている事業ですので、大変危うい制度であると思います。特に経費の面では、当事

者の信頼関係によって裏打ちされています。これも一歩間違えれば協力者にも負担がかかります。 

 保険によって補償される内容の範囲を大きくしていただければ安心です。 

 「相互援助活動」ということを理解してもらいながら、事故なく事業をすすめていきたい 

 事故が起こった際の行政の立場と責任があいまい。市民間での相互援助活動は民法上の準委任契約であり、会員当事者間

にすべての責任がかかり、当事者間で解決することとなっている為、会員のリスクがかなり大きくなる。事業実施主体であ

る行政が、責任を持って係わり、事実関係の調査や事業のあり方について、責任をもって取り組むべきであると思う。 

 地域関係の希薄化や核家族化が進み、周囲に頼る人がいない状況で子育てをする方が増えている現在、身近で子どもを預

けることができ、地域の方との交流の機会にもなり得るファミリー・サポート・センター事業は、地域とのつながりを重視

するこれからの子育て支援の中でも重要な事業の一つです。多様化するニーズや子育ての安心・安全にも対応しながら、地

域の力を活用し、使いやすい事業となるよう、充実を図っていきたいと思います。 

 これからも安心安全なサポートを心掛け、利用しやすい環境が提供できるように努めたい 

 ●●ファミサポ活動中の死亡事故があってから、事故防止の為の研修体制整備について厚生労働省からたびたび通知が来

ている。 

 研修体制整備は当然のことであるが、この件に関しては、ファミサポ事業の性質上の問題も大きな部分を占めていると考

えられます。 

 つまり、ファミサポとしての良さである「住民同士が子育に関して気軽に助けあっていこう」というハードルの低い部分

と、「事故の際の責任の重さ」「責任の所在の曖昧さ」という高リスク部分のバランスが取れていない事業であるというこ

とです。 

 ファミサポの「誰もが参加できる住民の気軽な助け合い」の部分を生かすならば、乳児や病児、障がい児など高リスクな

ケースの預かりは難しくなり、高リスク対応を重視するのであれば、気軽な部分はあきらめ、専門職等の対応に委ねること

になる。どちらにシフトするべきなのか、改めて考え直す時期にきているのではないか。 

 安心、安全の為に現状の事業展開が望ましいと考えるが、利用料の負担感は子育て中の若い世代には大きいと感じる。減

免措置など導入できないかと思う。 

 社会で子育て家庭を支える機運を高め、子育てしやすいまちづくりの一助となるような安心、安全なサポート活動を展開

していきたい 

 より安心・安全な子育て支援事業となるよう、会員の研修を充実させ、交流の機会を増やし、会員の意識を高めると良い。 

 年々多様化する利用者のニーズに、対応できるよう事業を実施しているが、現状での制度や規定では対応できないケース

が増加している。また、安定したサービスを提供するうえで、提供会員数が不足している状況にある。ついては、現在置か

れている問題について、行政と十分協議し問題解決を図るとともに、依頼・提供会員とも安心安全なサービスができるよう、

広報・説明会等により会員確保に努めたい。 

 基幹型でリスクマネージメントができる（リスクを予測し予防ができる。異常の早期発見） 

 事故防止の為の講習の受講を推進 

 アドバイザーと依頼会員提供会員との信頼関係により円滑な相互援助活動が展開されているものと自負しているが、一方

で提供会員の固定化、特定の会員への依存もあり、子育て支援制度の活用も含めて、新たな提供会員の発掘・育成を行い、

より安全・安心な相互援助活動を推進していきたい。 
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＜病児・緊急対応強化事業のあり方＞ 

・ 緊急対応については、依頼会員の緊急な預かり希望に応じ、ファミサポ事業当初から実施しております。 

・ 病児預かりについては、依頼会員のニーズが非常に高いのですが、提供会員の感染のリスク、アドバイザーの人員体

制から、1日8時間を超える受付時間の拘束による困難性、診断書の有料、医師会との協議、病児保育事業の関連性等

を考えて、事業の展開を見合わせております。 

・ また、市の他課が実施しております病児保育事業の現状は、●か所の小児科医に事業を委託し、預かりの診断書を必

要としない、病院と実施施設の行き来の時間が省ける等、使い勝手のよい事業を展開しております。 

・ 市のファミリー・サポート・センター事業は、この制度を利用して、提供会員の負担リスクを減らし、受託小児科医

への送りのみ、病児保育事業後の児童預かりのための受託医院からのお迎えを実施しようと考えております。 

＊類似事業を利用することでの事業見直しや、病児事業と緊急事業を分けて展開し、それぞれを補助対象とすることで、

多くの自治体が子育て世帯のニーズに応える病児預かり事業と緊急対応事業に取り組むことができると思われます。 

 また現在、病児預りは実施していないが、仮に実施したとしても提供会員が急変時の対応（責任）で他人の子育てを預か

るのか、課題がある。 

 病児、病後児の預かりが、提供会員の負担にならないように、医療機関と連携しながら、安心し実施できたらと思う。 

 他の子育て支援事業が充実し、さらに届出保育所の増加で、ファミリー・サポート・センター事業は、保険的に会員には

なるが利用はないという会員が増えている。 

 市民のニーズとしては、「いざというときに利用しやすい制度」が求められているが、現在のファミリー・サポート・セ

ンター事業はやや利用しにくいようで、利用者数は年々減少している。 

 今後は、安全は確保しつつ、利用しやすい事業となるように展開したい。 

 

 

４）広報 

 ファミリー・サポート・センター事業は地域での子育て支援の側面とともに、「行政サービスの隙間を埋めるような役割」、

「子育て支援システムに欠けている面を補う役割」といった側面を併せ持っている。換言すれば、様々なニーズに対応でき、

保育所や一時保育などではまかないきれない部分を担い、現在の子育て支援システムの中で補完的施策の一つとしての位置

づけがなされている。他の子育て支援制度が充実しつつある中、今後はそういった支援制度がフォローできない部分の市民

ニーズを当事業で対応していくことが求められており、例えば、保育所入所希望者や待機児童が増加する中での入所前の援

助や、保育所、一時保育への送迎、また、放課後児童クラブの延長保育後の迎えや預かりといった既存の保育・子育てサー

ビスの補完的業務の引き受けを増やすような広報も必要となるものと考えられる。 

 提供会員を増やす。その為には事業を広く知ってもらうことが必要なので広報に力を入れる。 

 広報に関する周知の強化 

 地域の中で子育て情報の発信ができる。 

 市民に向けての周知と利用しやすい事業内容へ（経済的困難家庭や時間的な制限のある家庭、障害児など） 

 依頼会員から提供会員になってもらいやすい仕組みを充実させて提供会員の増加を図るとともに、広報等により認知を高

めるなど利用促進を図る。 

 生後●か月から●歳（小学校高学年相当：CDWS 注）のお子さんをお持ちの市民の方にファミリー・サポート・センターが

あることを広く知ってもらい活用して頂けると、子育てしやすい●●になっていくのではないか。 

 核家族化が進む中、子育てがしやすい環境づくりが求められており、当センターでは平成●●年度よりファミリー・サポ

ート事業を実施して、仕事と育児の両立等子育てがしやすい環境づくりに努めている。 

 今後の方向性であるが、より多くの提供会員を確保するとともに、支援を必要としている依頼会員に対して事業の周知を

図り、必要な時に支援が受けられる事業を計画的に実施していく考えである。 

 子育て世帯が、地域の中で人間関係を構築しながら子育てを進めていくためには、個人に対してだけでなく、支援機関や

団体、子育てサークルなどの当事者団体にも広く周知し、理解者、協力者を募っていく必要がある。 

 妊産婦支援や訪問型支援の件数が確実に増加しており、社会の子育て支援を反映していると思われる。ひとり親家庭の支

援の減免にも利用がつながるよう、PR活動等に努めていく。 
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・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

 ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『ファミサポの認知度を高める』 

 依頼会員のニーズに応えるためには、各地域に多くの提供会員がおられることが安心につながることを考えると、「フ

ァミサポ提供会員」への登録が各地域で浸透し、当たり前のことになるようにファミサポの認知度を今以上に高めてい

くことが、大切で必要であると思う。 

 自治体、幼保小の職員、一般市民への認知度を高め、ファミサポ事業の浸透を図る。 

 ファミリーサポートセンター事業について様々な媒体を活用し、事業の周知を図ることが必要である。特に提供会員につ

いては、講習会に参加しやすい環境を整えるなどして、事業の周知に加え、提供会員の確保策についても工夫が必要だと考

える。 

 会員募集事業で特に提供会員の増加を図る⇒適していると思われる地域事業に出向いて啓発 

 提供会員の数が少なく、サポートの多い・少ない地区のばらつきはあるが、サポートをお願いしている提供会員の負担が

大きくなっている。 

 広報等に努め、制度をより広く知っていただき、提供会員の登録を増やしていきたいと考えている。 

 ファミリー・サポート・センターの課題は、提供会員の確保である。援助の担い手である提供会員の確保は、センターの

活動を円滑に行う上で必要不可欠であり、提供会員確保のために、行政にも協力を要請し、市の広報紙、ホームページ、社

協のホームページなどを活用するほか、提供会員の友人・知人の紹介ということも視野に入れ、提供会員の確保に努めてい

く。 

 現在、依頼会員に比べ提供会員数が少ないので、依頼会員のニーズに100％提供会員を調整できるよう、事業周知を積極的

に行い、提供会員の確保に努める。 

 まだ周知していない人も多いので、ＰＲ活動を積極的に行い、提供と依頼会員の交流を深め、他の子育て関連施設と連携

して情報提供できるようにして子育ての相談がしやすい環境づくりをしていきたい。 

 また、地域住民同士の支え合い活動として、各地域でファミリーサポートセンター事業の周知や協力体制づくりが急務。

子育て世代だけではなく、広く地域で子どもを支援できるような環境整備のための研修会等の実施。 

 「仕事と家庭の両立」「地域の中での子育て」を支援するため、より一層センターの周知を図り、多様なニーズに対応で

きるような会員を獲得し、事業を継続していく。 

 子どもが育っていく上で、いろいろな人の関わりを持てるといいと思うのでこの事業について多くの人に理解してもらい、

提供会員を増やしていきたい。 

 年々多様化する利用者のニーズに、対応できるよう事業を実施しているが、現状での制度や規定では対応できないケース

が増加している。また、安定したサービスを提供するうえで、提供会員数が不足している状況にある。ついては、現在置か

れている問題について、行政と十分協議し問題解決を図るとともに、依頼・提供会員とも安心安全なサービスができるよう、

広報・説明会等により会員確保に努めたい。 

 依頼会員数の増加から、事業に対するニーズは高まっていると思われる。このため、ファミリーサポート事業の理解の拡

充を目指すとともに、依頼会員のニーズに合った提供会員を確保し、実情に合った事業の継続に努めたい。 

 ファミリー・サポート・センターの目的である地域で子育てを支えることと、一時預かりを補完する事業として、より多

くの人が利用できるように潜在的なニーズを把握していきたい。保育所・幼稚園や地域に出かけて行って、ファミリー・サ

ポートセンターを必要としている人に支援が届くように、説明会を実施していきたい。 

 依頼会員の“親としての育ち”をいかにサポートしていくかが、今後の展開のポイントになると思う。 

 現代の子育て世代は、すでに少子高齢化の時代に生まれ、子守の経験がない。地域のコミュニティも脆弱化していて、地

域に住む他者との関りも薄い。 

 このような現状を理解しながら、親に寄り添い、ともに子どもの成長を見守る提供会員の力がどれほど親を成長させ、安

定した親子関係を築くか計り知れない。 

 子を育むことに必要不可欠なことを学ぶ機会をしっかりと作り、閉じこもって親子だけで対峙する家庭を作らないよう、

又作らせないよう、地域に向けて発信力を強化し、会員を増やしていくことを目指したい。 
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 問9の回答のように提供会員は依頼会員の約●割（3割以下：CDDWS注）であるためマッチングに苦労している。また提供

会員として登録しても、その地域に依頼会員が居住しているとは限らないため、ファミサポ活動のないケースがあり提供会

員から退会の相談がある。 

 センターとしては退会しないように慰留に努めている。 

 問22から問25の回答のように、提供会員を増やすため、市報や社会福祉協議会だよりの機関紙に募集の掲載をしている

が、増えない。 

 これからも委託元である市●●課と相談しながら提供会員の増加に向けて努力していきたい。 

 

 

５）コーディネート機能の充実 

 就労される女性が増えることからニーズ増大に伴い的確にコーディネートできる機能強化が必要とされる。 

 基幹型でリスクマネージメントができる（リスクを予測し予防ができる。異常の早期発見） 

 ファミサポに1名程度の支援専門の職員を配置し、問題をかかえている依頼会員や提供会員がすぐにみつからない時など

に、支援専門職員が支援にあたる。（すぐに可動できる専門を配置する） 

 核家族化、家族形態や就労形態の多様化、子育ての孤立化、地域社会の希薄化がいわれて久しいが、今や子育てをする母

親父親自身がそのような中で成長し、親となっています。私たちの世代と共通認識を持つのが難しい事柄も増えている印象

です。 

 ひとりひとりの会員に対して、よりきめ細かくていねいな対応が必要になると考えます。また他機関とも連携を深め、フ

ァミサポでは対応が難しい場合もどこかで支援を受けられるようつないでいくことも、より大切になっていくと思います。 

 センターで対応できない相談事例に対しても的確に他機関へ繋ぎ、切れ目のない支援を行う。そのため、日々変化する社

会資源や子育てに関しての情報収集を行い、他機関との連携を深める。 

 放課後児童など子育て支援の制度の充実に伴い、ファミリーサポートセンターの利用者数の減はある。しかし、地域に根

ざせるよう提供会員確保のための他事業などとの連携強化、シルバー人材センターとの連携、コーディネート機能の支援体

制の充実を図り、利用を促進する。 

 その地域ごとで実状の差は大きいと考えられるため一概には言えないが、 

  ・ その時代（年）・地域事情・ニーズの高さ等を捉えていることが大事かと日頃から考えている。 

  ・ そしてその状態を委託元の市町村へ伝え、子育て世代のニーズを拾い生かしてもらう。サポート体制の充実。 

  ・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

   情報収集と行政や他機関との連携。 

 

  ・ 機械的ではなく、個々のニーズに応えられるような対応。 

   

提供会員となって下さる方が増えていくと良い。 

 （責任感は必要だが、「大変！」「難しい！」・・・という部分が強調されると、お気持ちがあっても二の足を踏まれる

方が多いので。） 
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６）事業見直し 

 社協で実施している有償家事援助サービスと一体化する方向に。 

・民間委託 

 会員数の増加や依頼内容の多様化などそろそろ行政やボランティアの力では賄いきれなくなってきている現状打開の

ため。 

 ファミリー・サポート・センターの仕組みを検討し、新規事業を図る 

 ⇒ 市民にとって、利用しやすいまた活動しやすいしくみづくり 

   ニーズに併せた新規事業の展開 

市の直営からNPO法人等への委託を移す。 

 事業の運営の委託について 

 きめ細やかな支援を継続して行うため、事業運営の委託について検討していきたい。（アドバイザーが期限付きであるこ

とや、市の担当職員の人事異動があることで、サービスの低下につながりかねない。） 

 個人的には明確な見通しは持っていませんが、母体となっている団体の性格上、委託事業だけではない事業展開（委託、

コーディネイト→実際にあずかる業務、子育て支援？）の可能性があり。 

 提供会員の担い手不足。万が一の時に依頼したい等、社会のあり様と深く関係してセンター業務としての解決が難しいと

感じる課題も多く、別事業として事業化できないかと検討している。 

 親子集いの施設も充実し、そこでの一時預かりも増えている。また、保育園や幼稚園の延長保育も広がっているし、民間

の預かりも増えていく中、ファミリー・サポート・センターとしての役割を再構築していくことが必要となる。 

 当方がセンター事業を開始してから●●年目となります。その間に世の中の様々な事柄が変化しました。共働き家庭の増

加、子育てに関する考え方、世代間の格差、生活の質の格差等いろいろと浮かんできます。それに伴い公的な物や民間レベ

ルの物まで様々な制度、サービスが行われるようになってきました。その中でファミリーサポートセンター事業が担うべき

部分を今一度確認し、ともすれば利用者の相談、依頼等すべてに耳を傾けすぎてしまいがちな部分を整理して各機関と連携

しつつ事業をすすめていくべきと考えます。 

 ファミサポのみの単体だけでは、活動に限界があると思います。 

 

 

７）多様なニーズへの対応 

 ファミリー・サポート・センターの目的である地域で子育てを支えることと、一時預かりを補完する事業として、より多

くの人が利用できるように潜在的なニーズを把握していきたい。保育所・幼稚園や地域に出かけて行って、ファミリー・サ

ポートセンターを必要としている人に支援が届くように、説明会を実施していきたい。 

 現在の事業をより着実に継続できる様、提供会員さんの数を増やし、研修等により質を高める事によって、多様なニーズ

に応えていける様にしたい。 

 女性が輝く社会創出に向けて、多様なニーズに答えられるようになることが、必要である。 

 市民に向けての周知と利用しやすい事業内容へ（経済的困難家庭や時間的な制限のある家庭、障害児など） 

 行政と調整をし、意向をふまえたうえで、多種多様な家庭環境をもった依頼会員に対応するため、提供会員の充実をはか

っていきたい。一方、市民の活動である為、その線引きをすることも考えながら充実をしていきたい。 

 ファミリー・サポート・センター事業が開始となった頃と比較して、子育てひろば事業や一時預かり事業、病児保育事業

など、子育て中の保護者が気軽に利用できるサービスの提供が増えてきていることもあり、子どもの日中の一時的な預かり

や外出の援助などのニーズは減少している一方で、障害など発達に課題を抱えた子どもの支援や保育園や学童保育所の預か

り時間終了後の預かりなど、技術的に、また、時間的に難しい依頼が増えてきている。ファミリー・サポート・センター事

業は有償ボランティアで支えられている事業であり、負担が大きい依頼にどこまでこたえていくかという課題はあるものの、

長時間労働や派遣労働などの社会的要因を背景とした行政等が提供する子育て支援策では対応しきれない子育て支援ニーズ

に柔軟に対応できる事業でもあり、今後とも、保護者の複雑多様化する保護者の子育てニーズに対応しながら子育てをしっ

かり支えていく事業として展開していくこととしたい。 

 子育てのお手伝いをするために他機関の各種事業の「すき間」を埋めるような方向性がよいと思う 
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 子育て中の保護者の要望は様々であり、個々の幅広いニーズに対応していけるように展開したいと考えております。 

 そのために、預かる側である「提供会員」の会員数を増やしていくことと、会員のスキルアップを図ることに力を入れて

います。 

 今後も子育て支援の地域ネットワークづくりをすすめ、仕事と育児を両立できる子育ての環境づくりを目指すため、現在

のライフスタイルの変化を踏まえ、多様化する依頼者のニーズに対応できるよう提供会員数の増加と、研修等による支援の

質の向上を図っていきたいと思っています。 

 ファミリー・サポート・センター事業は地域での子育て支援の側面とともに、「行政サービスの隙間を埋めるような役割」、

「子育て支援システムに欠けている面を補う役割」といった側面を併せ持っている。換言すれば、様々なニーズに対応でき、

保育所や一時保育などではまかないきれない部分を担い、現在の子育て支援システムの中で補完的施策の一つとしての位置

づけがなされている。他の子育て支援制度が充実しつつある中、今後はそういった支援制度がフォローできない部分の市民

ニーズを当事業で対応していくことが求められており、例えば、保育所入所希望者や待機児童が増加する中での入所前の援

助や、保育所、一時保育への送迎、また、放課後児童クラブの延長保育後の迎えや預かりといった既存の保育・子育てサー

ビスの補完的業務の引き受けを増やすような広報も必要となるものと考えられる。 

 年々多様化する利用者のニーズに、対応できるよう事業を実施しているが、現状での制度や規定では対応できないケース

が増加している。また、安定したサービスを提供するうえで、提供会員数が不足している状況にある。ついては、現在置か

れている問題について、行政と十分協議し問題解決を図るとともに、依頼・提供会員とも安心安全なサービスができるよう、

広報・説明会等により会員確保に努めたい。 

 発達障害児の通級学級への送迎増など、新たなニーズへの対応が必要であり、ルールの改善含めて調整のあり方を検討し、

ソーシャルワーク的なスキルも身に着けて対応する必要があると考えている。 

 「仕事と家庭の両立」「地域の中での子育て」を支援するため、より一層センターの周知を図り、多様なニーズに対応で

きるような会員を獲得し、事業を継続していく。 

 現在でも子育て相談全体といってもよいほど様々な内容での相談が多い。 

 多様化しているニーズに応えるためには行政側の姿勢、対応があまりにも低い。国も社会福祉事業として制度化し、税制

の整備をしてほしい。行政としてファミサポの位置づけをきちんとし、地域の力を見直していくようにするべきだと感じて

いる。 

 地域関係の希薄化や核家族化が進み、周囲に頼る人がいない状況で子育てをする方が増えている現在、身近で子どもを預

けることができ、地域の方との交流の機会にもなり得るファミリー・サポート・センター事業は、地域とのつながりを重視

するこれからの子育て支援の中でも重要な事業の一つです。多様化するニーズや子育ての安心・安全にも対応しながら、地

域の力を活用し、使いやすい事業となるよう、充実を図っていきたいと思います。 

・ 現状は、依頼の多くが保育所、幼稚園等の送迎でしめられているが、子育てに負担感を感じているような人が短時間

子どもと離れるための利用をしやすくしていく。 

・ 保護者の利用の仕方が多様化しているため、これまで以上に他機関との連携が必要。 

 なかでも障害児を療育している世帯には生活上の課題（通学等の外出支援、余暇など）も多いため、サポートを受けやす

い仕組み、体制の見直しが必要だと考えます。 

・ また、障害のあるお子さんの依頼が増えて来ているので、サポートが可能かどうかの判断は市役所の職員や療育支援

事業所の相談員と連携し話し合いを持ちながら、サポートの幅を広げて行くことも検討している。 

・ ファミリー・サポート・センター事業の対象年齢が現在は●●（小学校高学年相当：CDWS 注）以下のお子さんになっ

ているが、中学生位までその幅を広げるとともに、障害のあるお子さんは18才までとか、将来的にはもっと拡大してお

じいちゃんおばあちゃんのサポートも出来る様になって行ったら良いと思う。 

 ファミリーサポート・センター事業は、利用する方の至便性を維持し、ボランティアで対応可能なケースで、公的なサー

ビスではできない事業内容がふさわしい。 

 例えば、育児困難家庭のセーフティネット機能は、自治体や社会福祉協議会など、公的な機関の専門職が直接支援に関わ

る必要があると思う。 
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 ●●ファミサポ活動中の死亡事故があってから、事故防止の為の研修体制整備について厚生労働省からたびたび通知が来

ている。 

 研修体制整備は当然のことであるが、この件に関しては、ファミサポ事業の性質上の問題も大きな部分を占めていると考

えられます。 

 つまり、ファミサポとしての良さである「住民同士が子育に関して気軽に助けあっていこう」というハードルの低い部分

と、「事故の際の責任の重さ」「責任の所在の曖昧さ」という高リスク部分のバランスが取れていない事業であるというこ

とです。 

 ファミサポの「誰もが参加できる住民の気軽な助け合い」の部分を生かすならば、乳児や病児、障がい児など高リスクな

ケースの預かりは難しくなり、高リスク対応を重視するのであれば、気軽な部分はあきらめ、専門職等の対応に委ねること

になる。どちらにシフトするべきなのか、改めて考え直す時期にきているのではないか。 

 民生委員・児童委員や●●（地域福祉の推進に関する窓口：CDWS注）等と連携し、“子”のサポートのみではなく、家庭

環境等を踏まえつつ、精神面でのフォローや受け皿として担えるような支援にできればと思います。 

 ・ 多様化する預かりのニーズに対応するため、提供会員数の確保に努める。 

 ・ 障がいのある子どもや、病児・病後児の預かりについて、検討する。（実施体制、研修内容など） 

 専門的支援との役割分担 

 ひとり親家庭のサポートの必要な時間帯、費用面などデーターをとり支援のあり方を検討する。 

 ファミサポは地域の近いところで、子育て中の親子を支えていく大切な役割を担っているが、近年、精神疾患をもつ親、

そして障がい児と診断される子ども達が増える中、増々、多様なサポートが必要となってきている。今までも、できる限り

親に寄り添いの活動を基本としてきたが、今後もより一層、提供会員が充実した活動ができるように、依頼会員の気持ちを

橋渡していきたい。「必要なときにこそ、使える」ファミサポにしていきたい。 

 子どもや子育てする親の状況も社会と家庭状況とともに著しく変化の中、子育て支援やファミリーサポートセンターに期

待される役割が広がっています。産後うつ、育児ノイローゼ、ひとり親家庭の子ども支援など『一時的な子どもの支援』だ

けでは解決しない課題も多くあり、様々な相談支援機関との密な連携が重要。 

 近年の子育て家庭は、核家族において、子育ての経験をしないまま親となり、子育てに不安を抱え、孤立する傾向がある

こと、またその中で、仕事と育児の両立に苦労している状況です。その背景のとおり、ファミリー・サポート・センター依

頼会員からの要望は、年を重ねる毎に多種多様化し、深刻な問題を抱えているケースも多くあります。他では支援不可能で

も、ファミリー・サポート・センターでなら支援ができるものがたくさんあります。今後も提供会員の力を借り、一方で提

供会員の負担が大きくなりすぎることがないよう市や各関係機関との連携を密にし、地域で子育て家庭を支えていく大きな

柱の一つとして機能させたい。 

 介護ファミリーサポートセンターを実施してほしい。育児も介護ものファミサポセンター（厚生労働省費用負担） 

 また、対象年齢の拡大や病児のサポートなど、利用可能な機会を拡大することで、子育て家庭の負担軽減を図っていく必

要があると考えている。 

 障がい者の心のケアに対してスキルアップ講習を続けること 
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８）地域福祉の推進に関すること 

 小地域福祉の視点を取り入れ、小地域単位で実施することで住民同士のつながりの再構築に結びつけていきたい。 

・ 子育て世帯と提供会員との良効な関係づくり 

・ 地域で子育てを支援するという意識の醸成 

 行政がセンターを放置して運営するのではなく、町内会などの組織を活用し自主的に活動できる仕組みづくりができれば、

地域とのつながりもできてより安心した子育て支援が展開できると考えられる。 

 依頼会員の“親としての育ち”をいかにサポートしていくかが、今後の展開のポイントになると思う。 

 現代の子育て世代は、すでに少子高齢化の時代に生まれ、子守の経験がない。地域のコミュニティも脆弱化していて、地

域に住む他者との関りも薄い。 

 このような現状を理解しながら、親に寄り添い、ともに子どもの成長を見守る提供会員の力がどれほど親を成長させ、安

定した親子関係を築くか計り知れない。 

 子を育むことに必要不可欠なことを学ぶ機会をしっかりと作り、閉じこもって親子だけで対峙する家庭を作らないよう、

又作らせないよう、地域に向けて発信力を強化し、会員を増やしていくことを目指したい。 

 基本的な対応としてボランティア（有償）であることが大事だと思います。ビジネスとしての事業評価を求めることでは

無く、人と人との関わりを重要視することが基本にある方向性が必要と考えます。 

 提供会員の育成により、地域内での多世代交流、伝統文化、習慣行事の継承に寄与するものとできればと考えている。 

・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

 ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『お互いさまの活動の広がり』 

 ファミサポの活動では料金が発生し、中には利用を躊躇される方もあることから、身近な地域での「お互いさま」の

活動が広まり、互いに子育てを支援する関係が根付いていけばと思う。 

 例えば、「2時間誰かの支援をすれば、2時間分の支援を自分が受けることができる」など 

・『ファミサポの認知度を高める』 

各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 単にサービス調整だけではなく、地域子育て支援の中核として、活動し、地域活性化に貢献する。 

 将来的には「小地域福祉活動」の一環として、各地区毎に事業を展開することができれば理想である。 

・ 地域住民への理解や協力を頂きながら、地域で支える体制作りができればと思います。（例、ファミサポで対応でき

ないときは近所の人が助けてくれるなど） 

・ 民生委員・児童委員や●●（地域福祉の推進に関する窓口：CDWS注）等と連携し、“子”のサポートのみではなく、

家庭環境等を踏まえつつ、精神面でのフォローや受け皿として担えるような支援にできればと思います。 

 依頼会員から今度は提供会員へとつながるよう地域の中で自助、共助のシステムを明確にしていくこと。 

 現在行っている事業の継続だけではなく、ファミリー・サポート・センターという場を通じ、会員同士が様々なつながり

を持ち、多様な子育て活動の輪を広げ、地域で自主的に子育てのネットワークをつくることができるようになってもらいた

い。 

 もっと身近でサポートして下さる方（提供会員）を増やして、地域での支え合いが定着したらよいと思う。 

 方向性としては、市または国がその必要性をしっかりと認識し、利用者負担を低くすることによる利便性の向上と、地域

のネットワーク（民生委員・自治委員）を活用した地域が主となる主体性への展開 

 地域のコミュニティの中でできる子育て支援として、顔の見える関係づくりのお手伝いになれば良いと思っています。 

 ファミサポがなくて子どもの預かりができる社会を!! 

 地域での相互援助が世代間を超えて、展開していくことが望ましいと思う。気軽に日頃のあいさつから、ちょっと周りの

人を気にかけてあげる地域づくり、お互いが支え合う関係がホットな感じで繋がり、支援を受ける側・支援をする側の人が

地域の中でエンパワーし、居場所のある地域作りの基盤とファミリー・サポート・センターがなればよいと思う。何かがん

ばってするのではなく、今ある力を活かす事業であると考えるので、地域の中で無理なくできることを認め合い、また支援

の循環ができるよう会員が継続していけたらと思う。 
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 地域の希薄化が目立っている現代は、ファミリーサポートセンターの会員組織を核に、依頼会員と提供会員が自然に親戚

付き合いのように発展していくことが望ましいと思っている。幅広い利用につなげたいが、それには、貧困層の方にも利用

しやすい補助制度をしてほしいと思う。提供会員を通して、地域とのつながりをもつきっかけに、そして、地域で見守る体

制が出来れば、貧困層に起こりやすい虐待防止策になる可能性もあると考える。また、保育園、幼稚園とはちがう、他の家

庭を体験することで、子どもにとって得るものは大きいはず。 

 委託先の市と協力し、市民に地域全体で子育てを支援していくということを意識してもらえるような啓発活動をすすめて

いく 

 核家族化、家族形態や就労形態の多様化、子育ての孤立化、地域社会の希薄化がいわれて久しいが、今や子育てをする母

親父親自身がそのような中で成長し、親となっています。私たちの世代と共通認識を持つのが難しい事柄も増えている印象

です。 

 ひとりひとりの会員に対して、よりきめ細かくていねいな対応が必要になると考えます。また他機関とも連携を深め、フ

ァミサポでは対応が難しい場合もどこかで支援を受けられるようつないでいくことも、より大切になっていくと思います。 

 人を信頼するのが難しく、他人とのつながりが築きにくい人が増えているように感じられる今、当事業を行うことは、単

に育児の手不足を補うための有償サービスを提供するだけでなく会員同士のふれあいの中で、他人を信頼する力、助け合う

力を呼びさまし、いっしょに地域で暮らす仲間として関係性を築いていくきっかけになる大きな役割を担っていると考えま

す。周りの人々があたたかく見守ってくれていると感じられることが、母親父親がゆとりをもって子育てできることにつな

がり、それが子どもたちの生きる力を育んでいけるように展開していければと思います。 

 市社会福祉協議会が今までに培ってきた地区社会福祉協議会活動における地域のネットワーク力、関係行政機関とのつな

がりの強さ、更にはボランティアセンターのボランティア力を発揮して、相互援助活動の活性化を図っていく。 

 具体的なイメージは無いが、社会福祉協議会が受託しているセンターなので、社協の強みである、他の分野のボランティ

アや地域福祉関連事業との連携を深め、事業に厚みが出ればと考える。 

 社会福祉協議会が有している子育て支援事業（保育所、学童保育所）や、ボランティアセンター等との連携強化。 

 本事業はそもそも、制度のすきまを担う役割が期待されている取り組みだと思うが本市では、市委託事業として行政の考

えに沿った運用が基本となるため、柔軟な取り組みができない実情がある。 

 本事業を軸としながら、ボランティア活動やNPO活動、地域福祉活動（自治公民館、民生委員、地区社協など）の動きと

連動した、柔軟な子育て支援活動の展開を目指していきたい。 

 少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、育児の孤立化や育児力の低下は問題となっていることから、行

政が実施する子育て支援事業に加えて、地域全体で子育て世帯を支援していく環境整備が求められています。 

 その中で、ファミリー・サポート・センター事業は、地域の人たちに同志で助け合う会員組織であり、市が実施する地域

子育て支援事業の代表的な事業となっています。 

 また、本市が推進する地域の課題を地域と行政が共有し、手を携えて解決を図るという公民共同での事業形態であり、保

育園、幼稚園、一時預かりなどの要件に該当しない人たちの受け皿としての機能も果たしていることから、地域や関係機関

との連携を深めながら、会員数の増員に努め、安心して子どもを産み育てることのできるまちづくりの一助となるよう拡充

していきたいと考えています。 

・ 活動ケース、時間数急増に対し、アドバイザーやサブリーダーの体制整備が進んでいない。地域福祉の本当の推進の

ためには、体制を整備し、活動ケースの定期的ヒアリングなどのていねいな対応をしていきたい。 

・ 安心して楽しく子育てができるような啓発活動を展開していきたい。 

・ 提供会員の確保が難しく、複数のケースをかけもちで担い、負担感が増えている。提供会員を増やし無理のない範囲

の活動によって、地域の福祉を推進していきたい。 

 社会で子育て家庭を支える機運を高め、子育てしやすいまちづくりの一助となるような安心、安全なサポート活動を展開

していきたい 

 依頼会員・提供会員の交流 

 まだ周知していない人も多いので、ＰＲ活動を積極的に行い、提供と依頼会員の交流を深め、他の子育て関連施設と連携

して情報提供できるようにして子育ての相談がしやすい環境づくりをしていきたい。 

 今後は子育て中の両方会員にとって、魅力的な交流事業を展開し、孤育ての解消等に拡げて行けたらよいのではないかと

思う。 
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 子どもや子育てする親の状況も社会と家庭状況とともに著しく変化の中、子育て支援やファミリーサポートセンターに期

待される役割が広がっています。産後うつ、育児ノイローゼ、ひとり親家庭の子ども支援など『一時的な子どもの支援』だ

けでは解決しない課題も多くあり、様々な相談支援機関との密な連携が重要。 

 また、地域住民同士の支え合い活動として、各地域でファミリーサポートセンター事業の周知や協力体制づくりが急務。

子育て世代だけではなく、広く地域で子どもを支援できるような環境整備のための研修会等の実施。 

 相互援助活動の主旨を生かして依頼会員にも助けたり、助けられたりの主旨を理解かつ実践に向けられるような運営をし

たい。 

 単なるサービス提供に止まらず、見守りや気づきの機能を持ち依頼会員を多面的に支えていく。 

 住みなれた地域における会員相互の子育て支援活動として拡充していきたいと思います。 

 より多くの市民に、会員になっていただき、地域で子育てを支えるシステムの１つとして発展していきたいと考えており

ます。 

 地域に根付いたものにしていきたいです。 

 相互扶助の活動としての意義を踏まえた上で、もう少し気軽に関わってもらえる枠組みづくり。 

 集団保育施設と家庭的保育の役割がますます明確化していくことが期待されてくる。「地域の支えあい」でできることは、

どのあたりまでなのか 

その地域ごとで実状の差は大きいと考えられるため一概には言えないが、 

  ・ その時代（年）・地域事情・ニーズの高さ等を捉えていることが大事かと日頃から考えている。 

  ・ そしてその状態を委託元の市町村へ伝え、子育て世代のニーズを拾い生かしてもらう。サポート体制の充実。 

  ・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

   情報収集と行政や他機関との連携。 

 

  ・ 機械的ではなく、個々のニーズに応えられるような対応。 

 

 提供会員となって下さる方が増えていくと良い。 

 （責任感は必要だが、「大変！」「難しい！」・・・という部分が強調されると、お気持ちがあっても二の足を踏まれる

方が多いので。） 

 「相互援助活動」ということを理解してもらいながら、事故なく事業をすすめていきたい 

 地域関係の希薄化や核家族化が進み、周囲に頼る人がいない状況で子育てをする方が増えている現在、身近で子どもを預

けることができ、地域の方との交流の機会にもなり得るファミリー・サポート・センター事業は、地域とのつながりを重視

するこれからの子育て支援の中でも重要な事業の一つです。多様化するニーズや子育ての安心・安全にも対応しながら、地

域の力を活用し、使いやすい事業となるよう、充実を図っていきたいと思います。 

 子育て世帯が、地域の中で人間関係を構築しながら子育てを進めていくためには、個人に対してだけでなく、支援機関や

団体、子育てサークルなどの当事者団体にも広く周知し、理解者、協力者を募っていく必要がある。 

 会員募集事業で特に提供会員の増加を図る⇒適していると思われる地域事業に出向いて啓発 

 ファミリー・サポート・センターの目的である地域で子育てを支えることと、一時預かりを補完する事業として、より多

くの人が利用できるように潜在的なニーズを把握していきたい。保育所・幼稚園や地域に出かけて行って、ファミリー・サ

ポートセンターを必要としている人に支援が届くように、説明会を実施していきたい。 

 今後も子育て支援の地域ネットワークづくりをすすめ、仕事と育児を両立できる子育ての環境づくりを目指すため、現在

のライフスタイルの変化を踏まえ、多様化する依頼者のニーズに対応できるよう提供会員数の増加と、研修等による支援の

質の向上を図っていきたいと思っています。 

 地域とつながりが重要であり、サポートしてくださる近所の人という存在や、助け助けられるという両方会員さんの増加

が望ましいと思う。 

 子どもが育っていく上で、いろいろな人の関わりを持てるといいと思うのでこの事業について多くの人に理解してもらい、

提供会員を増やしていきたい。 

 提供会員の人数が少ないので、お互いに助け合う活動という意識を依頼会員の人にももってもらえるようにしていけると

よいと思う。依頼会員から提供会員になってもらえるようにしていくとよい。 

 また、地域により提供会員にばらつきがあるため、本来の目的である各地域と子育て支援家庭のつながりをつくるために

登録が少ない地域での会員数確保にむけて工夫していく。 

 ソーシャルキャピタルを意識して地域力を活用し事業に活用し発揮することができたらよいと思います。 
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 地域の福祉課題や社会情勢を鑑みながら、より充実した制度として市民の皆様に受け入れていただけるよう、柔軟かつ適

切な対応がとれるようにしていく必要があると思う。 

 ファミリー・サポート・センター単独ではなく、様々な部署や機関が連携して、個別課題や地域課題に取り組んでいくこ

とが大切である。 

 

 

９）提供会員の育成・サポート（サブリーダー含） 

 事故防止の為の講習の受講を推進 

 ここ数年、会員の中に精神的に不安定な方の登録が見受けられるようになり、提供会員の相談援助に関するスキルアップ

研修が必要ではないかと考えている。 

 提供会員として活動していただく上で研修への積極的な参加を働きかけていきたい。 

・ ファミサポに対するニーズも多様化してきているので、それらのニーズに対応できるように、提供会員の質の向上を

こころがけていきたい。 

・ 活動ケース、時間数急増に対し、アドバイザーやサブリーダーの体制整備が進んでいない。地域福祉の本当の推進の

ためには、体制を整備し、活動ケースの定期的ヒアリングなどのていねいな対応をしていきたい。 

 多種多様の依頼の中で、依頼のニーズに合った援助ができるように提供会員の資質を高め提供会員を増やしていきたい。 

 安心して子どもを預けることのできるよう、研修等の充実を図りたい。 

 支援者（提供会員）の確保と研修体制の充実 

 また、依頼会員が安心して子どもを預けられ、提供会員が自信を持って援助活動を行えるよう提供会員向けの研修を充実

させたい。 

 特に提供会員については、講習会に参加しやすい環境を整えるなどして、事業の周知に加え、提供会員の確保策について

も工夫が必要だと考える。 

 預かり場所が、提供会員宅又は依頼会員宅がメインとなりますが、ご近所ということがかえって抵抗感がある方もいるよ

うです。このような場合、センター内に一時的に保育ができるような場所を設け必要に応じて利用していただけるようにす

るとよいと思います。 

 また、初めての預かりでサポート活動に不安を感じる提供会員の育成の場としても利用できるように検討したいと思いま

す。 

 安心・安全な預かりを行うため、会員研修の内容の充実に努める。 

 現在の事業をより着実に継続できる様、提供会員さんの数を増やし、研修等により質を高める事によって、多様なニーズ

に応えていける様にしたい。 

 子育て中の保護者の要望は様々であり、個々の幅広いニーズに対応していけるように展開したいと考えております。 

 そのために、預かる側である「提供会員」の会員数を増やしていくことと、会員のスキルアップを図ることに力を入れて

います。 

 ファミリー・サポート・センター会員、特に協力してくださる方々の研修会・講習会の参加意欲を高められるように講習

内容を考慮する。 

 今後も子育て支援の地域ネットワークづくりをすすめ、仕事と育児を両立できる子育ての環境づくりを目指すため、現在

のライフスタイルの変化を踏まえ、多様化する依頼者のニーズに対応できるよう提供会員数の増加と、研修等による支援の

質の向上を図っていきたいと思っています。 

 講習会の充実を図る 

 会員にむけて相互援助に必要な知識の講習会内容の改善⇒相互援助の基本部分の位置付けの強化により援助活動の円滑化

を図る 

 相互扶助の活動としての意義を踏まえた上で、もう少し気軽に関わってもらえる枠組みづくり。 

 近年の子育て家庭は、核家族において、子育ての経験をしないまま親となり、子育てに不安を抱え、孤立する傾向がある

こと、またその中で、仕事と育児の両立に苦労している状況です。その背景のとおり、ファミリー・サポート・センター依

頼会員からの要望は、年を重ねる毎に多種多様化し、深刻な問題を抱えているケースも多くあります。他では支援不可能で

も、ファミリー・サポート・センターでなら支援ができるものがたくさんあります。今後も提供会員の力を借り、一方で提

供会員の負担が大きくなりすぎることがないよう市や各関係機関との連携を密にし、地域で子育て家庭を支えていく大きな

柱の一つとして機能させたい。 



69 

 

 子育て世帯と提供会員との良効な関係づくり 

 提供会員の育成により、地域内での多世代交流、伝統文化、習慣行事の継承に寄与するものとできればと考えている。 

 ファミリー・サポート・センターの課題は、提供会員の確保である。援助の担い手である提供会員の確保は、センターの

活動を円滑に行う上で必要不可欠であり、提供会員確保のために、行政にも協力を要請し、市の広報紙、ホームページ、社

協のホームページなどを活用するほか、提供会員の友人・知人の紹介ということも視野に入れ、提供会員の確保に努めてい

く。 

 

 提供会員の確保が急務であるが、一方では、提供会員に登録しても、地域的な理由などでニーズがなく援助活動につなが

らないというケースもあることから、ニーズのあがっている地域にこだわらず提供会員さんを調整することで援助活動のば

らつきを解消していく。 

 

 

10）提供会員の不足・確保 

 消費税が上がり物価が上がる中で、実質賃金は減り続けて女性が働く割合は、増々、増加すると思います。また、従来の

若い世代が負担し、高齢者が給付を受けるシステムは、通用しなくなってきています。社会保障に参画する若い世代、女性

の力を引き出す為には、子育て支援が不可欠です。 

 国は、待機児童対策にも力を入れていますが、学童の利用が最も多くなっています。 

 全国で738市区町村がこの事業に参加し、このうち142市区町村では病児や病後児の預り、早朝、夜間などの緊急時の預

りの対応などもしています。 

 今、ファミリー・サポート・センターにとって、一番必要な、大切なのは人材です。今後も地域の人材を発掘し、活躍で

きる場を提供し、サービス内容を充実して安心して子育てできる環境づくりを進めていきたいと思っています。 

 地域とつながりが重要であり、サポートしてくださる近所の人という存在や、助け助けられるという両方会員さんの増加

が望ましいと思う。 

 提供会員がなかなか増えていかない理由として、講習会を受けなければ会員の資格が得られないことにあると思います。 

 これからはファミリー・サポート・センター内に保育室、病児室を設け、保育士、看護師などの専門者がいて、提供会員

（講習を受講した方）と準提供会員（講習会を受けない）がこの施設の中で預かったり、送迎を行ったりできるようなシス

テムづくりが必要と考えます。 

専門者や講習を受けた提供会員が居ることで、“ちょっとお手伝いができたら”と思っている準提供会員を増やしていける

と思います。後々講習会に参加していただき、提供会員の増加につなげていくようになればと思います。 

 ファミサポ事業は単なる送迎・預かりなどの援助活動以上に依頼会員の育児に関する精神的な支え（万が一の時、援助し

てくれる近所の人がいる）にもなっている。 

 生活費になるだけの収入は期待できず、依頼会員に安心をもたらす待機ボランティア（依頼会員の80％以上）という不思

議なボランティアを発掘するのは容易ではない。 

 困っている依頼会員はファミサポにたどり着くことができるが、困っていない提供会員候補を見つける特別施策はなく、

地道に勧奨していくことに尽きる。 

 初回活動70歳未満を目安にしているものの、高齢化に伴い、確保も難しくなってきている。 

 高齢者も参加できる工夫が必要か。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、●●年目を迎え会員も増えつづけているが、市内に会員を募ることのできない

エリアが生じていることから、提供会員の募集方法を考えなければならないと感じる。 

 提供会員の拡充に向けて取り組み強化 

 依頼会員から提供会員になってもらいやすい仕組みを充実させて提供会員の増加を図るとともに、広報等により認知を高

めるなど利用促進を図る。 

 事業がより安全に運営できるような体制づくりが また、より充実した事業にするため、提供会員の増員が課題となって

いる。 

 子どもが育っていく上で、いろいろな人の関わりを持てるといいと思うのでこの事業について多くの人に理解してもらい、

提供会員を増やしていきたい。 

 提供会員の人数が少ないので、お互いに助け合う活動という意識を依頼会員の人にももってもらえるようにしていけると

よいと思う。依頼会員から提供会員になってもらえるようにしていくとよい。 
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 核家族化が進む中、子育てがしやすい環境づくりが求められており、当センターでは平成●●年度よりファミリー・サポ

ート事業を実施して、仕事と育児の両立等子育てがしやすい環境づくりに努めている。 

 今後の方向性であるが、より多くの提供会員を確保するとともに、支援を必要としている依頼会員に対して事業の周知を

図り、必要な時に支援が受けられる事業を計画的に実施していく考えである。 

 提供会員の確保が難しく、複数のケースをかけもちで担い、負担感が増えている。提供会員を増やし無理のない範囲の活

動によって、地域の福祉を推進していきたい。 

 また、地域により提供会員にばらつきがあるため、本来の目的である各地域と子育て支援家庭のつながりをつくるために

登録が少ない地域での会員数確保にむけて工夫していく。 

 アドバイザーと依頼会員提供会員との信頼関係により円滑な相互援助活動が展開されているものと自負しているが、一方

で提供会員の固定化、特定の会員への依存もあり、子育て支援制度の活用も含めて、新たな提供会員の発掘・育成を行い、

より安全・安心な相互援助活動を推進していきたい。 

 会員募集事業で特に提供会員の増加を図る⇒適していると思われる地域事業に出向いて啓発 

 多種多様の依頼の中で、依頼のニーズに合った援助ができるように提供会員の資質を高め提供会員を増やしていきたい。 

 ニーズは多いが、サービスを提供できる人は少ないのが現状です。 

 サービス提供者を増やす取り組みは行っていますが、需要と供給のバランスが取れるまでにはなりません。むしろバラン

スの差は広がっているかと思います。決定的な打開策がみつからない現状です 

 支援者（提供会員）の確保と研修体制の充実 

 提供会員の数が少なく、サポートの多い・少ない地区のばらつきはあるが、サポートをお願いしている提供会員の負担が

大きくなっている。 

 広報等に努め、制度をより広く知っていただき、提供会員の登録を増やしていきたいと考えている。 

 年々多様化する利用者のニーズに、対応できるよう事業を実施しているが、現状での制度や規定では対応できないケース

が増加している。また、安定したサービスを提供するうえで、提供会員数が不足している状況にある。ついては、現在置か

れている問題について、行政と十分協議し問題解決を図るとともに、依頼・提供会員とも安心安全なサービスができるよう、

広報・説明会等により会員確保に努めたい。 

 ファミリー・サポート・センターの課題は、提供会員の確保である。援助の担い手である提供会員の確保は、センターの

活動を円滑に行う上で必要不可欠であり、提供会員確保のために、行政にも協力を要請し、市の広報紙、ホームページ、社

協のホームページなどを活用するほか、提供会員の友人・知人の紹介ということも視野に入れ、提供会員の確保に努めてい

く。 

 

 提供会員の確保が急務であるが、一方では、提供会員に登録しても、地域的な理由などでニーズがなく援助活動につなが

らないというケースもあることから、ニーズのあがっている地域にこだわらず提供会員さんを調整することで援助活動のば

らつきを解消していく。 

 問9の回答のように提供会員は依頼会員の約●割（3割以下：CDDWS注）であるためマッチングに苦労している。また提供

会員として登録しても、その地域に依頼会員が居住しているとは限らないため、ファミサポ活動のないケースがあり提供会

員から退会の相談がある。 

 センターとしては退会しないように慰留に努めている。 

 問22から問25の回答のように、提供会員を増やすため、市報や社会福祉協議会だよりの機関紙に募集の掲載をしている

が、増えない。 

 これからも委託元である市●●課と相談しながら提供会員の増加に向けて努力していきたい。 

 サポートが必要な時間帯の把握とそれをサポートできる会員のマッチングが出来るよう会員を募り増やす。 

 これからは、提供会員の確保が問題になると思います。 

 今は、養成講座受講者もある程度の人数が集まってきており、その中で活動してもらえる方（本人の資質と自由になる時

間）はある程度確保できていますが、十分というわけではありません。 

 ●●では以前から女性も働いている方が多いのですが、これからは、夫の収入だけではやっていけないという方が多くな

り、女性が働くのは当たり前になっていくのではないかと思われます。 

 そこで、●●では、●●（高齢者や産褥期の親子を対象とした支援事業、集団託児）を立ち上げ、ファミリー・サポート

事業と合わせて活動することで、パートタイムに出るくらいの収入が確保できるようにと考えています。 

 現在、依頼会員に比べ提供会員数が少ないので、依頼会員のニーズに100％提供会員を調整できるよう、事業周知を積極的

に行い、提供会員の確保に努める。 
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 提供会員を増やす 

 ファミリーサポートセンター事業について様々な媒体を活用し、事業の周知を図ることが必要である。特に提供会員につ

いては、講習会に参加しやすい環境を整えるなどして、事業の周知に加え、提供会員の確保策についても工夫が必要だと考

える。 

 提供会員となって下さる方が増えていくと良い。 

（責任感は必要だが、「大変！」「難しい！」・・・という部分が強調されると、お気持ちがあっても二の足を踏まれる方

が多いので。） 

 多様化する預かりのニーズに対応するため、提供会員数の確保に努める。 

 提供会員を増やす。その為には事業を広く知ってもらうことが必要なので広報に力を入れる。 

 現在の事業をより着実に継続できる様、提供会員さんの数を増やし、研修等により質を高める事によって、多様なニーズ

に応えていける様にしたい。 

 子育て中の保護者の要望は様々であり、個々の幅広いニーズに対応していけるように展開したいと考えております。 

 そのために、預かる側である「提供会員」の会員数を増やしていくことと、会員のスキルアップを図ることに力を入れて

います。 

 もっと身近でサポートして下さる方（提供会員）を増やして、地域での支え合いが定着したらよいと思う。 

 少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、育児の孤立化や育児力の低下は問題となっていることから、行

政が実施する子育て支援事業に加えて、地域全体で子育て世帯を支援していく環境整備が求められています。 

 その中で、ファミリー・サポート・センター事業は、地域の人たちに同志で助け合う会員組織であり、市が実施する地域

子育て支援事業の代表的な事業となっています。 

 また、本市が推進する地域の課題を地域と行政が共有し、手を携えて解決を図るという公民共同での事業形態であり、保

育園、幼稚園、一時預かりなどの要件に該当しない人たちの受け皿としての機能も果たしていることから、地域や関係機関

との連携を深めながら、会員数の増員に努め、安心して子どもを産み育てることのできるまちづくりの一助となるよう拡充

していきたいと考えています。 

 「仕事と家庭の両立」「地域の中での子育て」を支援するため、より一層センターの周知を図り、多様なニーズに対応で

きるような会員を獲得し、事業を継続していく。 

 依頼会員数の増加から、事業に対するニーズは高まっていると思われる。このため、ファミリーサポート事業の理解の拡

充を目指すとともに、依頼会員のニーズに合った提供会員を確保し、実情に合った事業の継続に努めたい。 

 利用会員に対して、協力会員が少ないため、マッチングできないケースもある。また、協力会員が少ない郊外地区では、

マッチングがほとんど困難である。 

 子育て世帯が、地域の中で人間関係を構築しながら子育てを進めていくためには、個人に対してだけでなく、支援機関や

団体、子育てサークルなどの当事者団体にも広く周知し、理解者、協力者を募っていく必要がある。 

 今後も子育て支援の地域ネットワークづくりをすすめ、仕事と育児を両立できる子育ての環境づくりを目指すため、現在

のライフスタイルの変化を踏まえ、多様化する依頼者のニーズに対応できるよう提供会員数の増加と、研修等による支援の

質の向上を図っていきたいと思っています。 

 依頼会員の“親としての育ち”をいかにサポートしていくかが、今後の展開のポイントになると思う。 

 現代の子育て世代は、すでに少子高齢化の時代に生まれ、子守の経験がない。地域のコミュニティも脆弱化していて、地

域に住む他者との関りも薄い。 

 このような現状を理解しながら、親に寄り添い、ともに子どもの成長を見守る提供会員の力がどれほど親を成長させ、安

定した親子関係を築くか計り知れない。 

 子を育むことに必要不可欠なことを学ぶ機会をしっかりと作り、閉じこもって親子だけで対峙する家庭を作らないよう、

又作らせないよう、地域に向けて発信力を強化し、会員を増やしていくことを目指したい。 

 相互扶助の活動としての意義を踏まえた上で、もう少し気軽に関わってもらえる枠組みづくり。 

 提供会員の担い手不足。万が一の時に依頼したい等、社会のあり様と深く関係してセンター業務としての解決が難しいと

感じる課題も多く、別事業として事業化できないかと検討している。 
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11）病（後）児、緊急対応、病児・緊急対応強化事業 

「病児・緊急対応強化事業」実施の方向も検討していく必要性を感じています。 

当ファミリー・サポート・センターに於いては、現在全国的に増加傾向にある病児預かりの実施を検討している。 

病児、緊急対応強化事業はまだ実施されていませんが、来年度より県全域（市町村）との連携を図りながら実施の方向へ

と進める。 

障がいのある子どもや、病児・病後児の預かりについて、検討する。（実施体制、研修内容など） 

＜病児・緊急対応強化事業のあり方＞ 

・ 緊急対応については、依頼会員の緊急な預かり希望に応じ、ファミサポ事業当初から実施しております。 

・ 病児預かりについては、依頼会員のニーズが非常に高いのですが、提供会員の感染のリスク、アドバイザーの人員体

制から、1日8時間を超える受付時間の拘束による困難性、診断書の有料、医師会との協議、病児保育事業の関連性等

を考えて、事業の展開を見合わせております。 

・ また、市の他課が実施しております病児保育事業の現状は、●か所の小児科医に事業を委託し、預かりの診断書を必

要としない、病院と実施施設の行き来の時間が省ける等、使い勝手のよい事業を展開しております。 

・ 市のファミリー・サポート・センター事業は、この制度を利用して、提供会員の負担リスクを減らし、受託小児科医

への送りのみ、病児保育事業後の児童預かりのための受託医院からのお迎えを実施しようと考えております。 

＊類似事業を利用することでの事業見直しや、病児事業と緊急事業を分けて展開し、それぞれを補助対象とすることで、

多くの自治体が子育て世帯のニーズに応える病児預かり事業と緊急対応事業に取り組むことができると思われます。 

また、対象年齢の拡大や病児のサポートなど、利用可能な機会を拡大することで、子育て家庭の負担軽減を図っていく必

要があると考えている。 

また現在、病児預りは実施していないが、仮に実施したとしても提供会員が急変時の対応（責任）で他人の子育てを預か

るのか、課題がある。 

病児や病後児保育の充実とともに、ファミサポ事業がどう保っていけるか検討が必要。市内では少ない状況である。 

市の委託事業なので、市の子育て施策に応じて展開する形となります。病後児預かりの仕組みに問題があり、利用がない

状況である。 

 市では、病児預かりを始める動きもあり、動向を見ていきたい。 

病児や緊急保育への対象者の拡大（現在就労世帯のみだが、子育て世帯すべてを対象にする方向が求められている。） 

病児、病後児の預かりが、提供会員の負担にならないように、医療機関と連携しながら、安心し実施できたらと思う。 

 

 

12）利用しやすさ 

① 利用料の負担感・負担軽減 

 利用者（子育て家庭）が依頼しやすい料金の設定。それに伴う補助。もっと気軽に利用できるとよい。 

 地域の希薄化が目立っている現代は、ファミリーサポートセンターの会員組織を核に、依頼会員と提供会員が自然に親戚

付き合いのように発展していくことが望ましいと思っている。幅広い利用につなげたいが、それには、貧困層の方にも利用

しやすい補助制度をしてほしいと思う。提供会員を通して、地域とのつながりをもつきっかけに、そして、地域で見守る体

制が出来れば、貧困層に起こりやすい虐待防止策になる可能性もあると考える。また、保育園、幼稚園とはちがう、他の家

庭を体験することで、子どもにとって得るものは大きいはず。 

 安心、安全の為に現状の事業展開が望ましいと考えるが、利用料の負担感は子育て中の若い世代には大きいと感じる。減

免措置など導入できないかと思う。 

 就労形態は変化している状況であり、時間労働者等所得の低い人への助成制度があればよいと考える。 

 サービスは●●の皆さんへ公平に提供できることが基本ですが、料金が出せず、利用を思いとどまる家庭があるとも聞い

ています。収入に応じた料金の差（公的な補助）があってもよいかと思います。 

 方向性としては、市または国がその必要性をしっかりと認識し、利用者負担を低くすることによる利便性の向上と、地域

のネットワーク（民生委員・自治委員）を活用した地域が主となる主体性への展開 

 新・子育て支援法が施行されることで、子育て支援のニーズは、全体的に増加するなかで、有料（有償）サービスの弱点

である低所得世帯のニーズが支払うことができない世帯への支援の充実 
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 妊産婦支援や訪問型支援の件数が確実に増加しており、社会の子育て支援を反映していると思われる。ひとり親家庭の支

援の減免にも利用がつながるよう、PR活動等に努めていく。 

 

 

② その他 

 市民に向けての周知と利用しやすい事業内容へ（経済的困難家庭や時間的な制限のある家庭、障害児など） 

 事業がスタートした当初は、●●に委託していたが、会員登録や利用申し込みの利便性を高めるため、子育て家庭の利用

頻度が高い「子育て支援センター」に統合した。今後もさまざまな関係機関と連携を図りながら、誰もが気軽に利用できる

環境づくりに努めていきたいと考えている。 

 他の子育て支援事業が充実し、さらに届出保育所の増加で、ファミリー・サポート・センター事業は、保険的に会員には

なるが利用はないという会員が増えている。 

 市民のニーズとしては、「いざというときに利用しやすい制度」が求められているが、現在のファミリー・サポート・セ

ンター事業はやや利用しにくいようで、利用者数は年々減少している。 

 今後は、安全は確保しつつ、利用しやすい事業となるように展開したい。 

 地域関係の希薄化や核家族化が進み、周囲に頼る人がいない状況で子育てをする方が増えている現在、身近で子どもを預

けることができ、地域の方との交流の機会にもなり得るファミリー・サポート・センター事業は、地域とのつながりを重視

するこれからの子育て支援の中でも重要な事業の一つです。多様化するニーズや子育ての安心・安全にも対応しながら、地

域の力を活用し、使いやすい事業となるよう、充実を図っていきたいと思います。 

 これからも安心安全なサポートを心掛け、利用しやすい環境が提供できるように努めたい 

 ファミサポは地域の近いところで、子育て中の親子を支えていく大切な役割を担っているが、近年、精神疾患をもつ親、

そして障がい児と診断される子ども達が増える中、増々、多様なサポートが必要となってきている。今までも、できる限り

親に寄り添いの活動を基本としてきたが、今後もより一層、提供会員が充実した活動ができるように、依頼会員の気持ちを

橋渡していきたい。「必要なときにこそ、使える」ファミサポにしていきたい。 

 まだ周知していない人も多いので、ＰＲ活動を積極的に行い、提供と依頼会員の交流を深め、他の子育て関連施設と連携

して情報提供できるようにして子育ての相談がしやすい環境づくりをしていきたい。 

 社会情勢の変化を的確に捉え、フレキシビリティを持ったサービス提供を行う体制作りを進める。 

 会員間の相互援助活動が、地域において更に活性化していく様な仕組み作りができるとよい。 

（当市は市域が広いので、会員登録から利用に至るまでできるだけ居住地域に近いところで活動を行うことで利便性が向上

していくと考える。） 

 また、対象年齢の拡大や病児のサポートなど、利用可能な機会を拡大することで、子育て家庭の負担軽減を図っていく必

要があると考えている。 

 地域の福祉課題や社会情勢を鑑みながら、より充実した制度として市民の皆様に受け入れていただけるよう、柔軟かつ適

切な対応がとれるようにしていく必要があると思う。 

 ファミリー・サポート・センター単独ではなく、様々な部署や機関が連携して、個別課題や地域課題に取り組んでいくこ

とが大切である。 

 ●●も広いので、北部の方々にもっと使ってもらえるよう、北の方のどこかに、事務所をもう 1 か所作っていけるとよい

と思う。 

 小学校単位で支部が出来れば、アドバイザーと会員の距離が近くなり、会員の声が反映されるセンター運営が出来るので

はないかと思う。 

 Ex.●●コミセンがセンターの支部となればいいのではないかと思う。 

 提供会員宅での預りだけでなく、地域で預けるように複数での預かり空間づくりを必要かと感じている。 

 預かり場所が、提供会員宅又は依頼会員宅がメインとなりますが、ご近所ということがかえって抵抗感がある方もいるよ

うです。このような場合、センター内に一時的に保育ができるような場所を設け必要に応じて利用していただけるようにす

るとよいと思います。 

 また、初めての預かりでサポート活動に不安を感じる提供会員の育成の場としても利用できるように検討したいと思いま

す。 

 休日対応もできる職員体制強化が必要不可欠と考える。 
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・ファミサポで担うサービス内容の均一化、利用条件の明確化 

 委託者である市との協議を経て、サービス提供内容に非常に幅がある（様々に解釈のできる）現状を明確にしていき

たい。 

 依頼会員の希望に沿った、提供会員宅や受け入れ施設整備の促進も重要であるが、若い親の過度なファミサポ利用が親子

のスキンシップの希薄化に繋がらないように思う（生活のためやむを得ず利用するのではなく、自分の遊びのため頻繁に利

用するケース等） 

 女性の社会進出とともに、24時間勤務の職場（警察、消防等）どう対応出来るのか、一緒に考えていく必要がある。 

 現状は、依頼の多くが保育所、幼稚園等の送迎でしめられているが、子育てに負担感を感じているような人が短時間子ど

もと離れるための利用をしやすくしていく。 

 なかでも障害児を療育している世帯には生活上の課題（通学等の外出支援、余暇など）も多いため、サポートを受けやす

い仕組み、体制の見直しが必要だと考えます。 

・ また、障害のあるお子さんの依頼が増えて来ているので、サポートが可能かどうかの判断は市役所の職員や療育支援

事業所の相談員と連携し話し合いを持ちながら、サポートの幅を広げて行くことも検討している。 

・ ファミリー・サポート・センター事業の対象年齢が現在は●●（小学校高学年相当：CDWS注）以下のお子さんになっ

ているが、中学生位までその幅を広げるとともに、障害のあるお子さんは18才までとか、将来的にはもっと拡大してお

じいちゃんおばあちゃんのサポートも出来る様になって行ったら良いと思う。 

 病児や緊急保育への対象者の拡大（現在就労世帯のみだが、子育て世帯すべてを対象にする方向が求められている。） 

 

 

13）連携・ネットワーク 

 また、社協内の他事業との連携を強化し、利用者が本当に必要としているサービスに結び付けられるようにしていきたい。 

 具体的なイメージは無いが、社会福祉協議会が受託しているセンターなので、社協の強みである、他の分野のボランティ

アや地域福祉関連事業との連携を深め、事業に厚みが出ればと考える。 

 ●●市では以前から女性も働いている方が多いのですが、これからは、夫の収入だけではやっていけないという方が多く

なり、女性が働くのは当たり前になっていくのではないかと思われます。 

 そこで、●●では、「●●」「●●」「●●」（高齢者や産褥期の親子を対象とした支援事業、集団託児）を立ち上げ、

ファミリー・サポート事業と合わせて活動することで、パートタイムに出るくらいの収入が確保できるようにと考えていま

す。 

 市直営であることに意義があり、今後も行政との連携や協力体制を大切にしていく。 

 年々多様化する利用者のニーズに、対応できるよう事業を実施しているが、現状での制度や規定では対応できないケース

が増加している。また、安定したサービスを提供するうえで、提供会員数が不足している状況にある。ついては、現在置か

れている問題について、行政と十分協議し問題解決を図るとともに、依頼・提供会員とも安心安全なサービスができるよう、

広報・説明会等により会員確保に努めたい。 

 委託先の市と協力し、市民に地域全体で子育てを支援していくということを意識してもらえるような啓発活動をすすめて

いく 

 その地域ごとで実状の差は大きいと考えられるため一概には言えないが、 

 ・ その時代（年）・地域事情・ニーズの高さ等を捉えていることが大事かと日頃から考えている。 

  ・ そしてその状態を委託元の市町村へ伝え、子育て世代のニーズを拾い生かしてもらう。サポート体制の充実。 

  ・ ファミリーサポートで対応できない場合でも、次の方法や助言を与えていく。 

   情報収集と行政や他機関との連携。 

 

・ 機械的ではなく、個々のニーズに応えられるような対応。 

 

提供会員となって下さる方が増えていくと良い。 

（責任感は必要だが、「大変！」「難しい！」・・・という部分が強調されると、お気持ちがあっても二の足を踏まれる

方が多いので。） 

 シルバー人材と連携して子どもを見守る。 

  例）下校時に一緒に歩く。下校後、空き教室で一緒に過ごす。 
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 保護者の利用の仕方が多様化しているため、これまで以上に他機関との連携が必要。 

 ソーシャルキャピタルを意識して地域力を活用し事業に活用し発揮することができたらよいと思います。 

 相談を受けたら適切な支援ができるように近隣の相談窓口や専門職の関係機関と連携をとりよりよい支援活動となるよう

にしてゆきたい。 

 子どもや子育てする親の状況も社会と家庭状況とともに著しく変化の中、子育て支援やファミリーサポートセンターに期

待される役割が広がっています。産後うつ、育児ノイローゼ、ひとり親家庭の子ども支援など『一時的な子どもの支援』だ

けでは解決しない課題も多くあり、様々な相談支援機関との密な連携が重要。 

 また、地域住民同士の支え合い活動として、各地域でファミリーサポートセンター事業の周知や協力体制づくりが急務。

子育て世代だけではなく、広く地域で子どもを支援できるような環境整備のための研修会等の実施。 

 核家族化、家族形態や就労形態の多様化、子育ての孤立化、地域社会の希薄化がいわれて久しいが、今や子育てをする母

親父親自身がそのような中で成長し、親となっています。私たちの世代と共通認識を持つのが難しい事柄も増えている印象

です。 

 ひとりひとりの会員に対して、よりきめ細かくていねいな対応が必要になると考えます。また他機関とも連携を深め、フ

ァミサポでは対応が難しい場合もどこかで支援を受けられるようつないでいくことも、より大切になっていくと思います。 

 人を信頼するのが難しく、他人とのつながりが築きにくい人が増えているように感じられる今、当事業を行うことは、単

に育児の手不足を補うための有償サービスを提供するだけでなく会員同士のふれあいの中で、他人を信頼する力、助け合う

力を呼びさまし、いっしょに地域で暮らす仲間として関係性を築いていくきっかけになる大きな役割を担っていると考えま

す。周りの人々があたたかく見守ってくれていると感じられることが、母親父親がゆとりをもって子育てできることにつな

がり、それが子どもたちの生きる力を育んでいけるように展開していければと思います。 

 近年の子育て家庭は、核家族において、子育ての経験をしないまま親となり、子育てに不安を抱え、孤立する傾向がある

こと、またその中で、仕事と育児の両立に苦労している状況です。その背景のとおり、ファミリー・サポート・センター依

頼会員からの要望は、年を重ねる毎に多種多様化し、深刻な問題を抱えているケースも多くあります。他では支援不可能で

も、ファミリー・サポート・センターでなら支援ができるものがたくさんあります。今後も提供会員の力を借り、一方で提

供会員の負担が大きくなりすぎることがないよう市や各関係機関との連携を密にし、地域で子育て家庭を支えていく大きな

柱の一つとして機能させたい。 

 センターで対応できない相談事例に対しても的確に他機関へ繋ぎ、切れ目のない支援を行う。そのため、日々変化する社

会資源や子育てに関しての情報収集を行い、他機関との連携を深める。 

 地域の福祉課題や社会情勢を鑑みながら、より充実した制度として市民の皆様に受け入れていただけるよう、柔軟かつ適

切な対応がとれるようにしていく必要があると思う。 

 ファミリー・サポート・センター単独ではなく、様々な部署や機関が連携して、個別課題や地域課題に取り組んでいくこ

とが大切である。 

 地域の会員同士で支え合うファミリー・サポート・センターの活動が地域の子育て支援のひとつとして重要性を増してい

くことから、ひとつひとつの課題を他機関と連けいし確実に取りくんでいくことが大切。 

 地域との連携をもっと密に取り、子育て支援に繋げていければ良いと思う。 

 市社会福祉協議会が今までに培ってきた地区社会福祉協議会活動における地域のネットワーク力、関係行政機関とのつな

がりの強さ、更にはボランティアセンターのボランティア力を発揮して、相互援助活動の活性化を図っていく。 

 社会福祉協議会が有している子育て支援事業（保育所、学童保育所）や、ボランティアセンター等との連携強化。 

 ファミリー・サポート・センター事業だけでは対応できない部分もありますので、その他の事業や各関係機関とのより一

層の連携が必要だと思います。 

 本事業はそもそも、制度のすきまを担う役割が期待されている取り組みだと思うが本市では、市委託事業として行政の考

えに沿った運用が基本となるため、柔軟な取り組みができない実情がある。 

 本事業を軸としながら、ボランティア活動やNPO活動、地域福祉活動（自治公民館、民生委員、地区社協など）の動きと

連動した、柔軟な子育て支援活動の展開を目指していきたい。 

 まだ周知していない人も多いので、ＰＲ活動を積極的に行い、提供と依頼会員の交流を深め、他の子育て関連施設と連携

して情報提供できるようにして子育ての相談がしやすい環境づくりをしていきたい。 

 他機関と連携し、社会で子育てをしようとする意識づけ 

・『ファミサポの認知度を高める』 

各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 
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 当方がセンター事業を開始してから●●年目となります。その間に世の中の様々な事柄が変化しました。共働き家庭の増

加、子育てに関する考え方、世代間の格差、生活の質の格差等いろいろと浮かんできます。それに伴い公的な物や民間レベ

ルの物まで様々な制度、サービスが行われるようになってきました。その中でファミリーサポートセンター事業が担うべき

部分を今一度確認し、ともすれば利用者の相談、依頼等すべてに耳を傾けすぎてしまいがちな部分を整理して各機関と連携

しつつ事業をすすめていくべきと考えます。 

 放課後児童など子育て支援の制度の充実に伴い、ファミリーサポートセンターの利用者数の減はある。しかし、地域に根

ざせるよう提供会員確保のための他事業などとの連携強化、シルバー人材センターとの連携、コーディネート機能の支援体

制の充実を図り、利用を促進する。 

 少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、育児の孤立化や育児力の低下は問題となっていることから、行

政が実施する子育て支援事業に加えて、地域全体で子育て世帯を支援していく環境整備が求められています。 

 その中で、ファミリー・サポート・センター事業は、地域の人たちに同志で助け合う会員組織であり、市が実施する地域

子育て支援事業の代表的な事業となっています。 

 また、本市が推進する地域の課題を地域と行政が共有し、手を携えて解決を図るという公民共同での事業形態であり、保

育園、幼稚園、一時預かりなどの要件に該当しない人たちの受け皿としての機能も果たしていることから、地域や関係機関

との連携を深めながら、会員数の増員に努め、安心して子どもを産み育てることのできるまちづくりの一助となるよう拡充

していきたいと考えています。 

 ファミリー・サポート・センターの目的である地域で子育てを支えることと、一時預かりを補完する事業として、より多

くの人が利用できるように潜在的なニーズを把握していきたい。保育所・幼稚園や地域に出かけて行って、ファミリー・サ

ポートセンターを必要としている人に支援が届くように、説明会を実施していきたい。 

 今後も子育て支援の地域ネットワークづくりをすすめ、仕事と育児を両立できる子育ての環境づくりを目指すため、現在

のライフスタイルの変化を踏まえ、多様化する依頼者のニーズに対応できるよう提供会員数の増加と、研修等による支援の

質の向上を図っていきたいと思っています。 

 また、障害のあるお子さんの依頼が増えて来ているので、サポートが可能かどうかの判断は市役所の職員や療育支援事業

所の相談員と連携し話し合いを持ちながら、サポートの幅を広げて行くことも検討している。 

 専門的支援との役割分担 

 ファミリー・サポート・センターの課題は、提供会員の確保である。援助の担い手である提供会員の確保は、センターの

活動を円滑に行う上で必要不可欠であり、提供会員確保のために、行政にも協力を要請し、市の広報紙、ホームページ、社

協のホームページなどを活用するほか、提供会員の友人・知人の紹介ということも視野に入れ、提供会員の確保に努めてい

く。 

 

 

14）現状維持 

 現状を維持していく方向で保つ。 

 子育て家庭〔特に母親〕への相談・援助の体制は他の施策も含めて充実してきていると感じています。 

 その中にあって、ファミリー・サポート・センター事業は、比較的短い時間（送迎、預かり）の保育に対応できる為、他

の施策の穴を埋める有用な事業であると思います。 

 今後は多方面への展開を図るよりは、現在の事業内容の充実に進めるべきと思います。 

 現状のまま会員のニーズに応じたサービスの提供 

 今現在のあり方を維持していきたいと思う。 

 安心、安全の為に現状の事業展開が望ましいと考えるが、利用料の負担感は子育て中の若い世代には大きいと感じる。減

免措置など導入できないかと思う。 

 特になし 
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15）その他 

 働く世帯を支援する子育てサポート事業であるが、ボランティアに夜間 22 時まで預ける子供の接遇や環境をどう思うの

か？疑問に感じます。生活困窮者が増加する中で、母親が働く世帯がますます増加する事は確実です。子供の食育、睡眠、

学習を重視するならば、このサポートは誰の為にあるのか疑問に感じます。子どもの環境はどうなのか？そこにも視点を考

えるなら、働くお母さんの環境を社会で変えなければ子供に悪循環ばかりの日本になることが懸念されます。 

 また、雇用する側の支援策（会社等の支援サービス）が拡充することを望む。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、制度のはざまで活用している市民の方々が多くいますので、本来制度の充実に

よる、ファミサポが必要としない地域づくりを望みます。ただ、それでも必要な方を対象に事業展開が出来ればと思います。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、あくまでも善意の上に成り立っている有償ボランティア制度であるため、正規

の保育の受け皿を広げて行くことが先決であると考える。 

 その上で、カバーできない隙間に柔軟に対応出来るように会員同士を繋げていくことが重要であると考える。 

 「子ども・子育て支援制度」が平成27年度4月よりスタートすることになり、子育て支援員（仮称）の創設等によって他

の事業との位置づけ、研修会のありかたも変化することが考えられるため、当事業の位置づけを確認しながら、対応を検討

する。 

 健全に子育てができる為にリフレッシュ、上の子の参観会時の預かりなど、１対１で保育を必要とする保護者の為にあれ

ば良い 

 近年、子育て支援する環境が年々整いつつある。その隙間を埋める役割としてファミリー・サポート・センターがあるも

のだと考えている。そのため必然的に依頼件数が減少していくものと考えられる。しかしながら必要不可欠な事業であると

思っている。 

 少子化に歯止めがかかるよう、単親家庭、核家族家庭のサポート 

 あくまでもボランティアの延長として困っている親たちの手助けとなるような事業にしたい。 

 直営でアドバイザーも嘱託任用しているが（最長５年間雇用、庁内統一基準）、5年間の経験が生かされていない現状であ

るが、ひとり親の利用料助成制度を市単独事業として実施していることもあって、直営を継続している。 

 現在●●年目になりますが、何よりも依頼会員個々の事情に寄り添いながら柔軟な対応を取っていき、また依頼会員、提

供会員相互の信頼関係を築くことに努め、ファミリー・サポート・センターとしての役割を果たしていきたいと考えていま

す。 

 子どもの権利を尊重する方向での支援 

 また、直営で運営しているセンターはアドバイザーがいろいろな思いを持っていても、体制が充実していないので実現が

難しいという実態があるように思われます。 

 市の子育て支援施策に照らして、委託者である市と協議の上、展開することとする 

・再就職への支援  

育児、介護と女性力をアップさせるにはハードルが高すぎます。 

   ●●（子育て中の父親・母親支援、外国人の子育て支援：CDWS注） 

 託児サービスの充実を図り支援 
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２．FSC事業からみた子ども・子育て支援の課題 

１）安全対策・事故対応 

 安心・安全の提供。 

・ 活動中に事故がおきた場合の対応 

・ 会員同士が安心して利用できるサービスの充実 

 提供する会員の事故対応に対する不安。 

 車を使っての送迎の年齢制限について。 

 活動中の事故やケガを、如何に未然に防止するのか。 

 今後も事故がないように講習等を通して安全管理を徹底していく必要がある。 

 両会員に安心して活動していただけるように、もし裁判になってしまうような重篤な事故が発生した場合の行政側の関与

の仕方を前向きに検討していく必要があると思います。 

 提供会員の預かり中の事故や保育所等への往復途中での交通事故による子ども及び提供会員のケガは補償など保険法上の

問題はあると思いますが、事業を進める上での課題ではないでしょうか。 

 公の運営する事業とはいえ、実際の活動は、民・民での信頼関係で成り立つところが大きい。良い制度であるとは思うが、

事故やトラブルが発生した場合のリスクをどう捉えるか課題。 

 又、そのような事態が起きないための、研修の充実が必要と考えている。 

 ファミリー・サポート・センターも支援の1つであり、地域でできること、市民だからこそできる支援を大切にしていき

たい。しかしファミリー・サポート・センター事業の課題として援助する会員不足がある。地域で気軽に支援する事業でも

あるが、子どもの安全が第一であり、そのためのスキルが必要である。誰もが・・・と言いつつ、子どもに関わるための技

能を兼ね備えるための研修を課すと、なかなかなり手が難しい。両面をクリアーにするためには、提供会員を支える枠組み

が必要であると思う。 

 事業内容そのものは、子育てをしている方にとって非常にありがたい物かと思います。しかし、事業のしくみに曖昧なと

ころが多く見受けられます。 

 サポートセンターのアドバイザーが利用についての相談・調整を行っているにも関わらず、利用料については、利用者と

提供者の間で直接行うことや、事故やケガについての最終責任を行政が負わないなど、制度として実施しているわりに、し

くみが不十分かと感じます。 

 ボランティア的な発想が色濃くあるなかで、責任だけは提供者に重くのりかかってきている状況を改善する必要がありま

す。 

 このため、利用希望者が増大する中、提供者が増えないという現状です。提供者へのリスクを軽減できるようなしくみづ

くりを行い、事業の充実を図っていく必要があります。 

 高齢化が加速している状況の中で、子育てしやすい環境づくりにしっかりと取り組んでいくことが急務です。 

 利用者が安心にサポートを任せられる人材を育成するための研修方法について 

 

 

２）依頼対応・マッチングやサポートの難しさ、有償ボランティアのあり方 

 問33-1のように、当事業は既存の子育てサービスの補完的役割を有しているが、その担い手は一般市民であり、援助内容

によっては、本来、行政が負うべき役割を市民に負わせる形にもなりかねない。平成27年度から施行予定の「子ども・子育

て支援新制度」においても、地域子ども・子育て支援事業に位置付けられ、当事業を活用し、地域の子育て支援をいっそう

充実させていくべきだと考えるが、あくまでも専門職ではない一般市民が活動することを踏まえた事業内容の拡充を検討す

る必要があると考えている。 

 核家族化や転勤などで子育て環境が大きく変化しており、課題も複雑になっている状況から、提供会員の資格を問わない

相互援助活動として、どこまでの対応が可能であるか線引きが難しいと思う。 
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 事業内容そのものは、子育てをしている方にとって非常にありがたい物かと思います。しかし、事業のしくみに曖昧なと

ころが多く見受けられます。 

 サポートセンターのアドバイザーが利用についての相談・調整を行っているにも関わらず、利用料については、利用者と

提供者の間で直接行うことや、事故やケガについての最終責任を行政が負わないなど、制度として実施しているわりに、し

くみが不十分かと感じます。 

 ボランティア的な発想が色濃くあるなかで、責任だけは提供者に重くのりかかってきている状況を改善する必要がありま

す。 

 このため、利用希望者が増大する中、提供者が増えないという現状です。提供者へのリスクを軽減できるようなしくみづ

くりを行い、事業の充実を図っていく必要があります。 

 高齢化が加速している状況の中で、子育てしやすい環境づくりにしっかりと取り組んでいくことが急務です。 

 課題をかかえる保護者、気になる子への対応が他に行政サービスがないため、複雑、困難になっています。●●（子ども・

子育ての総合相談窓口、障がい福祉担当課、保健担当課：CDWS注）等の連携を強化する必要を感じます。一方で、担ってく

ださる（提供会員）のは一般の市民の方々なので、どこまでお願いしても良いのか、センターとしての基準、見極め方が重

要課題と考えています。 

 ファミサポ事業誕生の経緯は、様々な子育て支援制度のすきまを埋めるため、と聞いているが、ファミサポは地域住民の、

意欲のある何か子育て中の親の助けになればとの好意のある「提供会員」によって支えられていることを忘れてはならない

と思う。（提供会員の意欲や好意を運営側や依頼会員の都合のよいように使ってはならない） 

・ 有償とは言え、ボランティアにどこまでを求めるのか？ 

・ 公助と共助の範囲の確認（限界を知り、対応策を考える必要あり） 

 ファミリー・サポート・センターも支援の1つであり、地域でできること、市民だからこそできる支援を大切にしていき

たい。しかしファミリー・サポート・センター事業の課題として援助する会員不足がある。地域で気軽に支援する事業でも

あるが、子どもの安全が第一であり、そのためのスキルが必要である。誰もが・・・と言いつつ、子どもに関わるための技

能を兼ね備えるための研修を課すと、なかなかなり手が難しい。両面をクリアーにするためには、提供会員を支える枠組み

が必要であると思う。 

・ 精神的に不安定な保護者が増加している。児童虐待につながらない為にも保護者への支援が必要であるが、住民同士

の助け合い活動でどこまで支えられるのか 

・ この事業は、地域の助け合い活動（ボランティア精神で成り立っている）であるが、依頼会員と提供会員に意識の差

がある。契約関係ではないが依頼会員は金銭のやりとりがあることで、提供会員に完璧を求める。 

・ 依頼会員の要求にどこまで応えるのか。本来、親ができるような内容の依頼を受ける場合がある。この事業が親とし

ての成長を阻んでいることはないか疑問に感じる事がある。 

・ 公的な子育て支援制度では補えない隙間のニーズを埋めるような依頼や相談が増えているが、援助者はあくまで一般

市民のため、配慮が必要な依頼者（またはその子ども）とのマッチングが難しい。できる限り他機関と連携しながら支

援していく必要性を強く感じる。 

・ ファミサポは住民同士の相互援助活動であるが、少額ではあるが報酬が発生するため、依頼者によっては「お金を払

っているんだから」と過大な援助を求めたり、便利扱いするケースもある。一方援助者はボランティア精神の豊かな方

が多いため、多少無理な依頼も断らず引き受けることもあるようだ。 

「サービスをお金で買う」ことが当たり前の時代に、ファミサポの制度を理解してもらうため、センターも努力が必要

だと思う。 

 援助してほしい時間と援助できる時間の差 

 ファミリー・サポート・センター事業は、地域住民による子育ての相互支援ですが、障害児の預かりなど専門性を要する

ニーズや、時間外の利用希望など、現在の事業では対応が厳しいケースも増えてきています。多様化するニーズに対応でき

るよう事業の見直しや他のサービスとの連携が必要だと思います。 
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 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 依頼会員のニーズの多様化 

 （・できること、できないことのすみわけ  ・行政だけではなく、様々な方向から柔軟な対応ができるか） 

 多様な支援に関するファミサポの限界を見極め、他の支援機関との連携をはかる。 

・ 早朝・夜間・緊急の依頼を受けてくれる提供会員が少なく、一部の会員への負担が大きくなっている。 

・ 依頼会員からの要求が、多様化している。そのため、内容によっては、提供会員の負担が大きく対応に困るため、断

るケースもある（勉強を教えてほしいなど） 

・ 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 

 大きな課題として「提供会員の確保」がある。依頼内容もさまざまになっているとともに、依頼が集中する地域に提供会

員が少ない、地域の中での会員同士の活動をマッチングすることが難しい、という問題が生じている。 

 センターとしてもさまざまな機会を通じて会員を募集しているが、退会者の補充程度しか確保できていないのが現状であ

る。 

 児童施設への送迎などは男性でも可能であることから、今後、男性会員の確保にも努めていきたい。 

・ 利用を希望する方と提供会員さんの多い地域に差があり、対応できない事がある。 

・ 何かしらの問題がある家庭のお子さまの預かりに関して、対応に苦慮する場面があること。 

・ 以前と比較すると、子ども・子育て支援に関する制度・サービスは格段に向上しています。その環境があたり前にな

り、極端に言えば「権利を主張して、義務・責任を果たさない」傾向が一部の親に見受けられるようになってきていま

す。充実した制度・サービスは大いに活用しながらも、自立した親子であってほしい。 

・ 一方で、制度・サービスが充実すればするほど、それに合致しない「制度の狭間のケース」への対応が必要になりま

す。しかし、現状では、特に複雑・困難なケースなどを、住民(ファミサポ会員やボランティア）で対応することが多く

なってしまっている。複雑・困難なケースこそ、専門職で対応できる体制が必要。 

 気になる子、親への対応（細かい状況まで把握できない）の難しさ 

 複雑な家庭への対応 

 ファミリーサポートセンターや養育支援訪問等ですくいきれない、支援の隙間にいる方への対応についてどのようにした

らよいか。 

 問33‐1の質問の答えとかぶってしまう部分があるかもしれませんが、当センターでは開設当初にはなかった以下のよう

な人たちへの対応に苦慮しています。心身的ストレスを抱える親への支援、発達障害を持つ子供を抱える家庭への支援、最

初からファミリーサポートセンター事業ありきで生活を組み立てて行こうとする親への対応、依頼会員と提供会員のこの事

業への考え方の違いなどです。ファミリーサポートセンター事業でよく言われる「短期的、補助的支援」の考え方を踏まえ

つつ上記のような事柄への対応が課題となると考えます。 

 住民の相互援助活動であるが由に安定したサービス提供が難しい。 

・ 提供会員の高齢化（車に乗れないなど）、仕事を探して就職しておられる方が多いため、支援してもらえないこと。 

・ 地域によって、提供会員が少なく、隣の町からの支援になってしまう。 

 提供会員が少なく年齢層も高くなっているので、支援の幅が狭くなっているところがある。 

 病児預かりが増えていて、その為の急な依頼が多くなっているので、対応のむずかしさを感じている。 

 事前打ち合わせをした提供会員に依頼する形なので、必ずマッチングできるという確約はできない。突発的な依頼に対応

できないこともある。地域の助け合い活動と説明しても理解されないこともある。 

 働き方の多様化やライフスタイルの変化により、求められる支援内容が急速に変化している。 

 塾への送迎依頼が最も多く、依頼会員がマナーに欠ける例や、子育て本来の利用目的から外れるのではないかと思われる

事例がある。 
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 制度上の課題ではなく、人の意識の問題として、権利意識が過剰な親への対応に苦慮することがある。 

 「支えあいのしくみ」とはいえ、提供会員は子育てのお手伝いをしたいという気持のある方が多いが、利用する側は、電

話1本で子どもを預かってくれる●●のサービスという意識が強い。 

 依頼会員からの依頼内容が多様化し、何でもお願いしたらやってもらえるものだと思っている。 

 市で運営していると、特に「ボランティアなのにお金がかかるのか？」とか、「資格もない人が預かって何かあったらど

うするの？」とか無理難題が多すぎる。 

・子育て世帯の主体性 

  本来は会員相互の支援の仕組みであるはずが、提供会員（保護者）の中にはサービス利用者（お客さん）のような感覚

で依頼するケースも少なくない。子育ての主体が保護者や世帯にあるということを前提にしたうえで地域社会全体で子育

てをしていくという雰囲気づくりや支援の方法を考えることが必要。  

 FSCを安価なサービスと捉える人が多い。 

 また入会説明会への参加を面倒でありシステムの不備と捉える人も多くなっている。 

 ファミリー・サポート・センター事業については、センター業務以外、とりわけ提供会員はボランティアの側面が強く、

善意に頼る部分が大きいと思います。 

 「会員相互の互助」 

ということを考えると、提供会員にも何らかのインセンティブが働かないとこの先運営の面で壁に当たるのではと考えます。 

 他の同様施策にも同じことが言えます。 

 働く世帯を支援する子育てサポート事業であるが、ボランティアに夜間22時まで預ける子供の接遇や環境をどう思うの

か？疑問に感じます。生活困窮者が増加する中で、母親が働く世帯がますます増加する事は確実です。子供の食育、睡眠、

学習を重視するならば、このサポートは誰の為にあるのか疑問に感じます。子どもの環境はどうなのか？そこにも視点を考

えるなら、働くお母さんの環境を社会で変えなければ子供に悪循環ばかりの日本になることが懸念されます。 

 行政の委託事業であるが、個人情報の関係で、各関係機関との連携が採れない為、対応に苦慮している。多方面からのサ

ポートが必要な方の場合、チームでサポートできる様な体制作りが必要であると感じる。 

 小さいお子さんのいるママが働かなければ成立しない現代においてファミサポの様な子ども子育て支援は必要不可欠では

あるが、月曜～金曜の毎日を保育園または学童へのお迎えとお預かりを依頼する方が増えて来ていることに、“家族”関係

への危惧を感じている。 

 

 

３）教育・保育施策 

 （預ける子どもの）親たちが、ファミリー・サポート・センター事業に対して保育所に預ける感覚でいることから、それ

ほど子どもを預ける場所・機関がないことがわかります。 

 働きたい親が増えている中、預ける場所が不足している現状です。 

 （しかし、ファミサポはあくまでボランティア感覚で行っている事業なので、保育所や一時預かりと同じと思われてしま

っては、困るときがあります・・・） 

・ 第2子以降の出産では里帰りしない方が多く、産前産後のみ期間限定で保育所の入所を希望されるが、保育所の受け

入れ枠が少なく、困られている。 

 また、新生児を抱えての送迎が困難で、保育施設を利用できない方もおられる。 

・ 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティア

の一般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

 もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

・ 小学生の休日保育の受け皿が無い。 

就学前の子どもの場合、休日保育の実施園があるが、受け入れ対象が在園時のみであったり、保育時間が短いなど、

利用できない場合もある。利用者の現状に即した条件設定が必要。 

 幼稚園の認定が、なかなか進んでいないようだが、ぜひ財源を確保し、新制度に乗れる幼稚園や、認定子ども園を増やし

て欲しい。 

 未満時の保育ニーズに対する受け入れ体制の検討 

 ファミリー・サポート・センターが便利になっていくことで、本来の保育の受け皿の整備がおろそかになってしまうのは

本末転倒であると考える。 
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 子育て支援の中でも、特に保育援助については必要な時に必要なサービスが受けられる体制が求められている。 

 これを踏まえ、保護者の視点に立ち、保育環境の充実を図っていくことが今後の課題と考える。 

 ファミリー・サポート・センターは、育児に関する相互援助活動を支援する場合に、国が市区町村に対して、必要な補助

を行うとして設立されました。 

 保育園に入園しているから安心、学童保育に預けているから安心というわけではありません。働き方が多様化し、認可保

育園に預けられない働き方をする人も増えています。理由を問わない一時保育は、地域の子育て家庭にとって不可欠です。

残業、病気などの緊急時の対応も重要な課題です。 

 また、核家族化の進展は、母親の孤立化をもたらし、育児不安を増幅しています。育児に関する情報や相談などを含む地

域での相互援助活動による支援が求められています。 

 親の働き方に関わらず、すべての子どもに良好な養育環境を保障し、保護者の選択の幅を広げ、在宅家庭（子育て中）な

どに対して、地域の子育て支援を充実することを目的とする制度が、子どもの幸福につながることを願ってやみません。 

・ 小さいお子さんのいるママが働かなければ成立しない現代においてファミサポの様な子ども子育て支援は必要不可欠

ではあるが、月曜～金曜の毎日を保育園または学童へのお迎えとお預かりを依頼する方が増えて来ていることに、“家

族”関係への危惧を感じている。 

・ また、保育園も学童もお休みの日曜、祝日にも働いているママ達が有り、ファミサポの料金だと結構高額になってし

まうことからもっと安価で預けられる施設やシステムの必要性を感じる。 

・ 商店が年末年始の休みが無くなっている現在の社会に於いて保育施設が年末年始お休みというのは無理がある様に感

じる。 

 学童保育の時間の延長、保育施設の一時預かりなど 

 今事業は、基本的な保育・学校以外の側面的な要素の高い事業なので、保育園・幼稚園・学校・児童センターの内容充実

と拡大が重要と思われます。（会員同士の支援では限度があるため） 

 急速な少子化の進行に伴う、少子化対策・子育て支援は急務である。 

 地域における子育て環境の充実は必至である。 

 すべての子育て中の家庭のため、ファミサポセンターを含めて市町村を中心とした地域やNPO等、様々な主体が総合的に

支援する制度の確立が求められる。 

 例えば、子育て支援ネットワーク、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、保育所など。 

 上記でも述べましたが、保育園等の時間延長等、子育て環境の整備を望みます。 

 その他、障害へのサポートの充実等もあります。 

・仕事と子育ての両立のための基盤整備 

  就学前児童の教育保育、放課後児童の健全保育の施策⇒時間外保育・休日保育の拡大・拡充・児童館児童クラブの拡

大・拡充 

・ 待機児童をなくす。 

・ 各学校に学童保育を設置する。 

・ 待機児童の相談がひんぱんにある。 

  常時、継続的利用には向かないシステムと伝えてもどうにかしてほしいと泣きつく母親がいる。～保育・子育て施策

の不備～ 

 また、保育園終了後の預かりについては、トワイライトステイなどの充実も必要であると考えるが、一方で、親子の愛着

関係の構築という視点から見れば、就労時間や就労環境についても、一定の配慮が必要となるのではないかと考える。 

 また、保育園等においても、一時保育・延長保育などで類似する事業が多い。 

 保育園でも保育士不足が課題です。国は子育て支援に携わる団体や人たちの補助金（運営費や人件費）に予算を増やすべ

きだと思います。 

 ファミリーサポート事業と保育事業とがハード面にもソフト面においても協力、協働する一体的な取り組みが広がること

を望みます。 

子どもの減少で近くの保育の場がなくなり、預けることができなくなったり、地域での人間関係の希薄化等により、家族

や地域の子育て力が低下してきている。それに対応するため、ファミリー・サポート・センター事業をはじめ子ども・子育

て支援策が多様化してきているが、各個別のニーズに適した支援策の選択が難しくなってきている。 
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４）子育て家庭の育児不安、メンタルヘルスに関すること 

 また、核家族化の進展は、母親の孤立化をもたらし、育児不安を増幅しています。育児に関する情報や相談などを含む地

域での相互援助活動による支援が求められています。 

 親の働き方に関わらず、すべての子どもに良好な養育環境を保障し、保護者の選択の幅を広げ、在宅家庭（子育て中）な

どに対して、地域の子育て支援を充実することを目的とする制度が、子どもの幸福につながることを願ってやみません。 

 “産後うつ”やその他精神疾患を抱える母親など、ファミサポをはじめとした子育て支援サービスの利用にあたり、母親

に対する特別な配慮や支援が必要なケースが見受けられます。（ファミサポ）センターとしても、様々な依頼会員の状況に

対応できるよう、提供会員のスキルアップのための研修を行い、又アドバイザーも可能な限りの配慮を行いながら対応をし

ていますが、先述のようなケースの場合には、アドバイザーだけではなく支援者側のキーパーソンとして、専門職の介入が

必須であると考えています。 

 このようなケースについては、現在、行政へ協力を求めるケースもありますが、個々の専門職（特に保健師）の問題意識

や力量に差があり、十分な支援は展開できていないように感じています。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティアの一

般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

 もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 精神的に不安定な保護者が増加している。児童虐待につながらない為にも保護者への支援が必要であるが、住民同士の助

け合い活動でどこまで支えられるのか 

 また、母親の精神疾患が多くなっておりそのような家庭に支援に入ることも増えています。 

●●では家庭支援ネットワークの実務者会議に参加しており、十分とは言えませんが、他の専門機関と連携できるようにな

っています。これは大変重要なことと思っています。 

 ひとり親家庭や生活困窮家庭、虐待が疑われる世帯、孤立して育児不安を抱えている世帯などに対する適切な支援を様々

な部署が連携して取り組んでいく必要があると考えている。 

・ 子どもの親（依頼会員）が心身の疾患があると思われるケースの対応について 

    親のサポート 

    子どもとの関わり方（親が子どもの発達についてわからない） 

 などを行政機関への相談や連携をとりやすくする。 

 問33‐1の質問の答えとかぶってしまう部分があるかもしれませんが、当センターでは開設当初にはなかった以下のよう

な人たちへの対応に苦慮しています。心身的ストレスを抱える親への支援、発達障害を持つ子供を抱える家庭への支援、最

初からファミリーサポートセンター事業ありきで生活を組み立てて行こうとする親への対応、依頼会員と提供会員のこの事

業への考え方の違いなどです。ファミリーサポートセンター事業でよく言われる「短期的、補助的支援」の考え方を踏まえ

つつ上記のような事柄への対応が課題となると考えます。 

 提供会員の数が伸び悩んでおり、ニーズに見合う提供会員をどのように増やすかが課題 

（核家族化、地域社会における人間関係の希薄化、子育て家庭の孤立、育児負担感が増えている） 
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５）子育て家庭の孤立 

 また、核家族化の進展は、母親の孤立化をもたらし、育児不安を増幅しています。育児に関する情報や相談などを含む地

域での相互援助活動による支援が求められています。 

 親の働き方に関わらず、すべての子どもに良好な養育環境を保障し、保護者の選択の幅を広げ、在宅家庭（子育て中）な

どに対して、地域の子育て支援を充実することを目的とする制度が、子どもの幸福につながることを願ってやみません。 

 孤立化した家庭への支援 

 提供会員の数が伸び悩んでおり、ニーズに見合う提供会員をどのように増やすかが課題  

 （核家族化、地域社会における人間関係の希薄化、子育て家庭の孤立、育児負担感が増えている） 

 ひとり親家庭や生活困窮家庭、虐待が疑われる世帯、孤立して育児不安を抱えている世帯などに対する適切な支援を様々

な部署が連携して取り組んでいく必要があると考えている。 

 困難事例の際、本事業だけでの対応は限界があり、チーム展開が必須となるが、そのイニシアティブを誰が担うのかが不

明瞭なところがある。 

 （例えば、虐待事業では行政は前面に出るが、虐待に至らない親の不適切な養育や社会的孤立などは、行政もあまり主体

的に動かない傾向がある。） 

 育児困難家庭や、地域から孤立した外国人の子育てを支援する公的な体制が足りない、または未整備。 

 

 

６）子育て家庭の貧困 

 ひとり親家庭や生活困窮家庭、虐待が疑われる世帯、孤立して育児不安を抱えている世帯などに対する適切な支援を様々

な部署が連携して取り組んでいく必要があると考えている。 

・『子どもの貧困』が見える（未就学児3人4人の家庭ある） 

  謝礼金が払えないのに依頼する親。祖父母が養育責任者の場合。～貧困の連鎖～ 

 働く世帯を支援する子育てサポート事業であるが、ボランティアに夜間22時まで預ける子供の接遇や環境をどう思うの

か？疑問に感じます。生活困窮者が増加する中で、母親が働く世帯がますます増加する事は確実です。子供の食育、睡眠、

学習を重視するならば、このサポートは誰の為にあるのか疑問に感じます。子どもの環境はどうなのか？そこにも視点を考

えるなら、働くお母さんの環境を社会で変えなければ子供に悪循環ばかりの日本になることが懸念されます。 

 子育て家庭でも、問題を見ていくと、他の問題を複合的に抱えているケースもある（貧困や介護の問題など）。子育て支

援の中でも、他の問題にも気づき、対応できるようにしていく必要があると感じるので、より専門性を持って一つ一つのケ

ースに取り組んでいく事が求められる。またその為の研修体制の整備が必要。 

・『活動報酬支払への援助』 

 ファミサポの活動は料金が発生することから、生活困窮の方や本当に困っている方の利用が少ないと感じる。活動報

酬の支払いに対する援助があればよい。 

 子どもの貧困、親の働き方（非正規雇用・ダブルワーク）、ひとり親等、大人の社会のひずみが子どもに現れる。 

 料金の問題で、一人で家に居る子も少なくないと思う。子ども安心してすごせる社会を！ 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 

 生活保護受給者への援助 

 地方では、女性が正職につくことが難しく、嘱託やパートの仕事が多いことから、ファミリーサポートセンター事業に関

心を持ち登録をして利用をしてみても、経済面で長期利用に繋がらないように思える。 
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 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 市の助成により親の負担が軽減され利用しやすくなっているが、さまざまな環境の中で子育てをしている親の中には、経

済的理由で思うような利用ができない人もまだまだ多い。 

 利用料の負担がある世帯も多い。（登録しても利用につながらない） 

 

 

７）子育て支援の利用不安・利用しやすさ 

① 利用料の負担感・負担軽減 

 市の助成により親の負担が軽減され利用しやすくなっているが、さまざまな環境の中で子育てをしている親の中には、経

済的理由で思うような利用ができない人もまだまだ多い。 

 またひとり親家庭の利用料金の負担感（行政等の補助の検討）が課題と感じる。 

 利用者がもっと利用しやすい様に、助成金のような仕組みがあればよいと思う。 

 子どもの貧困、親の働き方（非正規雇用・ダブルワーク）、ひとり親等、大人の社会のひずみが子どもに現れる。 

 料金の問題で、一人で家に居る子も少なくないと思う。子ども安心してすごせる社会を！ 

 生活保護受給者への援助 

・ 学童を利用しているパート労働者にとって、利用料金がネックとなっているケースがある。 

  利用料の補助もしくは企業からの補助等、補助のあり方各々でするのではなく、システムとして活動できるようにし

ていく必要がある。 

・『活動報酬支払への援助』 

   ファミサポの活動は料金が発生することから、生活困窮の方や本当に困っている方の利用が少ないと感じる。活動報

酬の支払いに対する援助があればよい。 

 当市においても近年は、保育園・幼稚園での延長保育や学童クラブの柔軟な対応により、子育て支援サービスが充実して

きています。 

 市で実施している子育て支援サービスの利用料は当センターより安価に設定されているためか、ファミリーの依頼会員が

増加していません。 

 利用者への補助を出す等、利用者の負担額を少しでも軽減できれば、利用がしやすくなり会員増が見込めると思います。 

 依頼会員さんの利用料は安くし、提供会員さんには利用料＋上乗せの補助金（国負担）で、やりがいのある仕事という認

識で提供会員の増大になればと考えます。 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 
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 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

・『子どもの貧困』が見える（未就学児3人4人の家庭ある） 

  謝礼金が払えないのに依頼する親。祖父母が養育責任者の場合。～貧困の連鎖～ 

 地方では、女性が正職につくことが難しく、嘱託やパートの仕事が多いことから、ファミリーサポートセンター事業に関

心を持ち登録をして利用をしてみても、経済面で長期利用に繋がらないように思える。 

 費用の負担 

 利用料の負担がある世帯も多い。（登録しても利用につながらない） 

 また、保育園も学童もお休みの日曜、祝日にも働いているママ達が有り、ファミサポの料金だと結構高額になってしまう

ことからもっと安価で預けられる施設やシステムの必要性を感じる。 

 

 

② その他 

 業務時間外の受付窓口の問題 

・『子育て支援関連施設とのつながり』 

  「子育て支援」に関して、どこか一ヶ所でも支援やサポートを受けられる場所とつながっておられる方は、そこから次々

と他の支援等についても知っていかれる機会があるが、そうでない場合は、ほとんど知らないままに過ごされる方もいる。 

 例えば、出産された時に各地域にある「保育園」のどこかを、自分の相談場所として指定して（逆に指定されて）つな

がりを持つことができれば、何かの相談や問い合わせを自分からしやすいのではないか。 

 小さなお子さんを抱えたご家庭には大なり小なり課題を抱えておられ、それに対する、様々な制度・サービスが拡充され

つつある。しかし課題に対応する機関・サービスが分かりづらく、また敷居が高いのではと思う。 

 宿泊への拡大を検討 

 いろいろなニーズを持った子育て中の親子に、一つの事業で完結しなくても、様々な支援を組み合わせることで支えられ

ればよいが、手続きに振り回されている、細切れだと感じる保護者も多いと思う。一つが100％でなくても、支援の強みと弱

みを理解したうえで、その人にあった支援が組み立てられ、ワンストップで支援が導入され展開していけば、負担感や不安

感の軽減につながると考える。そのためには、窓口が一本化され、保護者の思いを傾聴し、保護者とともに必要な支援のコ

ーディネートを寄り添って行う場所が必要であると思う。その場所が中央だけでなく、子育て中の人たちが立ち寄りやすい

場所での展開が必要である。既存の施設内だけでなく、地域に出向きより子育て中の人が利用しているスペース（たとえば

スーパーなど）にあればよいと思う。 

 会員同士の相互援助活動という事業の性格を踏まえつつ、依頼会員と提供会員の課題とすることを整理し、より良い事業

とするために今後とも必要な改善を行う。 

（依頼会員からは、気軽に子どもを預けることができるよう、活動申込みがあってから事前打ち合わせをするのではなく、

余裕のある時にやっておくことで、緊急時にスムーズに利用したいという要望。そのまま要望を受けてしまうのは、提供会

員の立場から考えると難しい面もある。両方の立場を考えて調整していく必要を感じる。） 
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８）支援者の育成・サポート 

① 提供会員 

 利用者が安心にサポートを任せられる人材を育成するための研修方法について 

・提供会員 

  地域の民生委員・児童委員との連けいも図り、地域にとって貴重な人的資源となれるよう資質の向上をはかるなど 

 会員の研修（24時間）の強化 

 提供会員の確保と養成 

 サポートセンター利用者をみても様々な支援が必要な保護者が増えている。その支援をうまく活用し、親自身が親として

の力をつけていくための援助ができる支援者の育成。 

 ファミリー・サポート・センターも支援の1つであり、地域でできること、市民だからこそできる支援を大切にしていき

たい。しかしファミリー・サポート・センター事業の課題として援助する会員不足がある。地域で気軽に支援する事業でも

あるが、子どもの安全が第一であり、そのためのスキルが必要である。誰もが・・・と言いつつ、子どもに関わるための技

能を兼ね備えるための研修を課すと、なかなかなり手が難しい。両面をクリアーにするためには、提供会員を支える枠組み

が必要であると思う。 

 依頼者、援助者の質 

 いざという時のために依頼会員登録をしたものの利用しようと思った時に「資格のない人に預けるのは・・・」と躊躇す

る声がきかれる。「きちんと研修を受けた人がお預かりします。」といえるとよいのだが。 

・ 地域の担い手として、提供会員の資質向上 

・ 男性の提供会員が増えても、夜間の預かりは依頼しづらい。定年退職者の地域活動デビューを応援できるようにして

担い手を確保したい。（男性提供会員の活動開始） 

 少子化や他の公的サービスの充実により会員数が横ばいで推移している中でも、センターでしか補えないサポートもある

ため、多様なニーズに対応できるような提供会員の充実を図っていく必要がある。 

 公の運営する事業とはいえ、実際の活動は、民・民での信頼関係で成り立つところが大きい。良い制度であるとは思うが、

事故やトラブルが発生した場合のリスクをどう捉えるか課題。 

 又、そのような事態が起きないための、研修の充実が必要と考えている。 

 未だ保育所の待機児童は多く、それに伴い今後も依頼会員数は増加していくものと思われるが、提供会員数が伴わず、十

分なサポート体制を確立することが困難である。このため、提供会員の獲得と同会員の支援が課題である。 

 提供会員養成講座の充実と提供会員の拡大、レベルアップとともに丁寧なフォロー 

 ファミリー・サポート・センター事業については、センター業務以外、とりわけ提供会員はボランティアの側面が強く、

善意に頼る部分が大きいと思います。 

 「会員相互の互助」 

ということを考えると、提供会員にも何らかのインセンティブが働かないとこの先運営の面で壁に当たるのではと考えます。 

 他の同様施策にも同じことが言えます。 

 事業内容そのものは、子育てをしている方にとって非常にありがたい物かと思います。しかし、事業のしくみに曖昧なと

ころが多く見受けられます。 

 サポートセンターのアドバイザーが利用についての相談・調整を行っているにも関わらず、利用料については、利用者と

提供者の間で直接行うことや、事故やケガについての最終責任を行政が負わないなど、制度として実施しているわりに、し

くみが不十分かと感じます。 

 ボランティア的な発想が色濃くあるなかで、責任だけは提供者に重くのりかかってきている状況を改善する必要がありま

す。 

 このため、利用希望者が増大する中、提供者が増えないという現状です。提供者へのリスクを軽減できるようなしくみづ

くりを行い、事業の充実を図っていく必要があります。 

 高齢化が加速している状況の中で、子育てしやすい環境づくりにしっかりと取り組んでいくことが急務です。 
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 会員同士の相互援助活動という事業の性格を踏まえつつ、依頼会員と提供会員の課題とすることを整理し、より良い事業

とするために今後とも必要な改善を行う。 

（依頼会員からは、気軽に子どもを預けることができるよう、活動申込みがあってから事前打ち合わせをするのではなく、

余裕のある時にやっておくことで、緊急時にスムーズに利用したいという要望。そのまま要望を受けてしまうのは、提供会

員の立場から考えると難しい面もある。両方の立場を考えて調整していく必要を感じる。） 

 “産後うつ”やその他精神疾患を抱える母親など、ファミサポをはじめとした子育て支援サービスの利用にあたり、母親

に対する特別な配慮や支援が必要なケースが見受けられます。（ファミサポ）センターとしても、様々な依頼会員の状況に

対応できるよう、提供会員のスキルアップのための研修を行い、又アドバイザーも可能な限りの配慮を行いながら対応をし

ていますが、先述のようなケースの場合には、アドバイザーだけではなく支援者側のキーパーソンとして、専門職の介入が

必須であると考えています。 

 このようなケースについては、現在、行政へ協力を求めるケースもありますが、個々の専門職（特に保健師）の問題意識

や力量に差があり、十分な支援は展開できていないように感じています。 

 ボランティアとしての要素が必要不可欠な提供会員に対して、長時間の講習を課してきており担い手の確保が課題となっ

ている。 

 

 

② その他 

 地域の子育て支援にかかわる人材の掘りおこし方法の検討  

 次代を担う子育て支援者の育成、人材確保 

 子育て家庭でも、問題を見ていくと、他の問題を複合的に抱えているケースもある（貧困や介護の問題など）。子育て支

援の中でも、他の問題にも気づき、対応できるようにしていく必要があると感じるので、より専門性を持って一つ一つのケ

ースに取り組んでいく事が求められる。またその為の研修体制の整備が必要。 

 専門性の高い勉強会の充実 

 子ども・子育て支援により家族を支援する視点を持てる専門性など専門的な知識が求められてきているので、アドバイザ

ーの人材育成が必要である。 

 コーディネーター（アドバイザー）の資質向上、特に保育相談にも 

 

 

９）支援者の不足・確保 

① 提供会員 

 多様化する就労形態に対応し、地域の中で子育てを応援していくために、より多くの提供会員を要請し、必要とする家庭

が必要なときに利用できる体制作りが必要である。そのため人員の確保が課題である。 

 提供会員の確保と養成 

 大きな課題として「提供会員の確保」がある。依頼内容もさまざまになっているとともに、依頼が集中する地域に提供会

員が少ない、地域の中での会員同士の活動をマッチングすることが難しい、という問題が生じている。 

 センターとしてもさまざまな機会を通じて会員を募集しているが、退会者の補充程度しか確保できていないのが現状であ

る。 

 児童施設への送迎などは男性でも可能であることから、今後、男性会員の確保にも努めていきたい。 

 利用を希望する方と提供会員さんの多い地域に差があり、対応できない事がある。 

 提供会員の確保は必要。 

 男性会員の不足 

・ 提供会員の高齢化（車に乗れないなど）、仕事を探して就職しておられる方が多いため、支援してもらえないこと。 

・ 提供会員が増えないこと。 

・ 地域によって、提供会員が少なく、隣の町からの支援になってしまう。 

・ 公民館や保健所などポスターやチラシを配り、会員を募っているものの増えないこと。 

 地域で子育て支援の重要性が叫ばれている中、提供会員登録数をより増やしていくこと。 

 提供会員養成講座の充実と提供会員の拡大、レベルアップとともに丁寧なフォロー 
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 少子化や他の公的サービスの充実により会員数が横ばいで推移している中でも、センターでしか補えないサポートもある

ため、多様なニーズに対応できるような提供会員の充実を図っていく必要がある。 

 未だ保育所の待機児童は多く、それに伴い今後も依頼会員数は増加していくものと思われるが、提供会員数が伴わず、十

分なサポート体制を確立することが困難である。このため、提供会員の獲得と同会員の支援が課題である。 

 提供会員の数が伸び悩んでおり、ニーズに見合う提供会員をどのように増やすかが課題  

 （核家族化、地域社会における人間関係の希薄化、子育て家庭の孤立、育児負担感が増えている） 

 ボランティアとしての要素が必要不可欠な提供会員に対して、長時間の講習を課してきており担い手の確保が課題となっ

ている。 

 また、地域の参加をお願いする中で、世代間交流の点からも高齢者の積極的な参加を促進していきたいところですが、そ

の方法には課題があります。 

・ 早朝・夜間・緊急の依頼を受けてくれる提供会員が少なく、一部の会員への負担が大きくなっている。 

・ 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 

・ 病児・緊急対応強化事業の援助活動を実施する場合、看護師、保育士の資格保持者が少ない。 

・ 依頼会員さんの利用料は安くし、提供会員さんには利用料＋上乗せの補助金（国負担）で、やりがいのある仕事とい

う認識で提供会員の増大になればと考えます。 

 ファミリー・サポート・センターも支援の1つであり、地域でできること、市民だからこそできる支援を大切にしていき

たい。しかしファミリー・サポート・センター事業の課題として援助する会員不足がある。地域で気軽に支援する事業でも

あるが、子どもの安全が第一であり、そのためのスキルが必要である。誰もが・・・と言いつつ、子どもに関わるための技

能を兼ね備えるための研修を課すと、なかなかなり手が難しい。両面をクリアーにするためには、提供会員を支える枠組み

が必要であると思う。 

・障害のある子どもに対する支援 

  ⇒障害児保育の時間外保育の拡充⇒依頼会員の増加に伴い提供会員の増加がより一層必要となる 

 自治会・民生委員・主任児童委員など地域の役員が子育て支援の意義を知っていただき、地域で提供会員や依頼会員を増

やせるシステムを作っていける様にしていきたい。 

 援助する人の数が足りていない 

 提供会員が少なく年齢層も高くなっているので、支援の幅が狭くなっているところがある。 

 男性の提供会員が増えても、夜間の預かりは依頼しづらい。定年退職者の地域活動デビューを応援できるようにして担い

手を確保したい。（男性提供会員の活動開始） 

 事業内容そのものは、子育てをしている方にとって非常にありがたい物かと思います。しかし、事業のしくみに曖昧なと

ころが多く見受けられます。 

 サポートセンターのアドバイザーが利用についての相談・調整を行っているにも関わらず、利用料については、利用者と

提供者の間で直接行うことや、事故やケガについての最終責任を行政が負わないなど、制度として実施しているわりに、し

くみが不十分かと感じます。 

 ボランティア的な発想が色濃くあるなかで、責任だけは提供者に重くのりかかってきている状況を改善する必要がありま

す。 

 このため、利用希望者が増大する中、提供者が増えないという現状です。提供者へのリスクを軽減できるようなしくみづ

くりを行い、事業の充実を図っていく必要があります。 

 高齢化が加速している状況の中で、子育てしやすい環境づくりにしっかりと取り組んでいくことが急務です。 
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② その他 

 支援の担い手不足を感じます。 

 地域の子育て支援にかかわる人材の掘りおこし方法の検討 

 次代を担う子育て支援者の育成、人材確保  

 病児・緊急対応強化事業の援助活動を実施する場合、看護師、保育士の資格保持者が少ない。 

 支援者の不足にみられるように、社会的なサポートが不足している。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 専門職員（保育士・社会福祉士や知的障害者福祉司等）の配置により、より専門的な相談窓口、コーディネート機能が求

められていると思います。特に発達障害等で行動障害等ある場合は早期発見、早期に相談担当していく必要もある。当事者

の親は気付かないことが多い。 

 

 

10）障がいに関すること 

 障がい児は子ども・子育て支援の中に含まれておらず課題である。 

・ 障害のある子どもに対する支援 

   ⇒障害児保育の時間外保育の拡充⇒依頼会員の増加に伴い提供会員の増加がより一層必要となる 

 先ほども触れたが、障害など発達に課題を抱えた子供の保育園や学童保育所への送迎やお迎え後の預かりなどのニーズが

伸びている。特に学童保育所は、子ども自身が歩いて学校から通うことになっているため、発達に課題を抱える子どもにと

っては大きな負担となる場合も多い。放課後児童デイサービスなどの支援が増えてきてはいるが、まだまだニーズに見合う

ほどのサービス提供量になっていないと考えられる。今後、発達に課題を抱えた子どもの増加が見込まれる中、早急な対応

が望まれる。また、保育園終了後の預かりについては、トワイライトステイなどの充実も必要であると考えるが、一方で、

親子の愛着関係の構築という視点から見れば、就労時間や就労環境についても、一定の配慮が必要となるのではないかと考

える。 

 障がいのある子どもの支援場所及び体制の検討 

 母子・障害者の子育てへの行政支援の充実が必要。 

 上記でも述べましたが、保育園等の時間延長等、子育て環境の整備を望みます。 

 その他、障害へのサポートの充実等もあります。 

 専門職員（保育士・社会福祉士や知的障害者福祉司等）の配置により、より専門的な相談窓口、コーディネート機能が求

められていると思います。特に発達障害等で行動障害等ある場合は早期発見、早期に相談担当していく必要もある。当事者

の親は気付かないことが多い。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、地域住民による子育ての相互支援ですが、障害児の預かりなど専門性を要する

ニーズや、時間外の利用希望など、現在の事業では対応が厳しいケースも増えてきています。多様化するニーズに対応でき

るよう事業の見直しや他のサービスとの連携が必要だと思います。 
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 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティアの一

般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

 もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 問33‐1の質問の答えとかぶってしまう部分があるかもしれませんが、当センターでは開設当初にはなかった以下のよう

な人たちへの対応に苦慮しています。心身的ストレスを抱える親への支援、発達障害を持つ子供を抱える家庭への支援、最

初からファミリーサポートセンター事業ありきで生活を組み立てて行こうとする親への対応、依頼会員と提供会員のこの事

業への考え方の違いなどです。ファミリーサポートセンター事業でよく言われる「短期的、補助的支援」の考え方を踏まえ

つつ上記のような事柄への対応が課題となると考えます。 

 子育て支援は連携が大切だと思います。 

 ファミサポで関わるお子さんは、保育所、放児（原文ママ：CDWS注）、障害児童、母の障がい、保健師等と重なる場合も

多く、総合的に子育てに関われる、連携の中心のようなセンターができると良いと思う。 

 

 

11）地域福祉の推進に関すること 

 まだ、まだ、子どもは親が世話するべきと、言う人も多いようで、子どもは親が育てるのではあるが、「地域で育てる」

意識が低い。 

 親以外の人でも、保護者的なかかわりを持つことはでき、子どもは充分心身ともに豊かな成長、発達はできることを知っ

てほしく思う。 

・『子育てを助け合う意識作り、風土づくりの醸成』 

ファミサポの活動を各地域で知ってもらうことにより、身近な地域（ご近所）で、「子育てを助け合う意識づくり、

風土づくり」につながればと思う。 

・『お互いさまの活動の広がり』 

ファミサポの活動では料金が発生し、中には利用を躊躇される方もあることから、身近な地域での「お互いさま」の

活動が広まり、互いに子育てを支援する関係が根付いていけばと思う。 

 例えば、「2時間誰かの支援をすれば、2時間分の支援を自分が受けることができる」など 

・『ファミサポの認知度を高める』 

各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 子育てには周囲の協力が不可欠ですが、核家族化や地域関係の希薄化はそれを難しくしています。ファミリー・サポート・

センター事業のみの課題ではありませんが、地域と子育て世帯の関係をどう作っていくかはこれからの子育て支援における

課題です。 

 また、地域の参加をお願いする中で、世代間交流の点からも高齢者の積極的な参加を促進していきたいところですが、そ

の方法には課題があります。さらに、事業そのものの周知もまだ十分とはいえず、これからも様々な媒体を活用して利用を

呼びかけていきたいと考えています。 

 自治会・民生委員・主任児童委員など地域の役員が子育て支援の意義を知っていただき、地域で提供会員や依頼会員を増

やせるシステムを作っていける様にしていきたい。 

 地域と親双方の子育て力の強化が課題と思われる。 
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・関係機関との連携 

 子育て世帯からの事業に対するニーズが多様化していく中で、依頼会員のニーズに対応しつつ、提供会員の負担感を

軽減していくためには、支援に関わる行政機関や民間団体との連携を図り、必要に応じて他の機関を紹介する、他の機

関の助言を受けるといった協力関係を構築していくことが必要。 

・子育て世帯の主体性 

本来は会員相互の支援の仕組みであるはずが、提供会員（保護者）の中にはサービス利用者（お客さん）のような感

覚で依頼するケースも少なくない。子育ての主体が保護者や世帯にあるということを前提にしたうえで地域社会全体で

子育てをしていくという雰囲気づくりや支援の方法を考えることが必要。  

 とともに、乳幼児期の親子の愛着形成期に、上手に子育てがのりきれるような親への支援の場を（子育てにつまずいた時

に、周囲に見守ってくれる大人がいるという気づき）増やしていくことが必要。 

 １）の意見と関連しますが、自分の子どもでも育てるのが大変という若い方が多い中、子育てが終わって他人の子どもを

預かるということを進んでする方は少なくなると思っています。これをクリアにするにはニュージーランドの子育て支援の

考え方のように、親が主体者になるような支援をする必要があると思いますが、これには行政の考え方の変化が必要で、今

も委員会に入って意見を言っていますが、これからも益々意見を言っていく必要があります。 ニュージーランドのプレイ

センターのようなものが広がれば、ファミリーサポートセンターは必要なくなると思います。これは、ファミリーサポート

センター事業の大きな目的である「地域の再構築」ができたということになるでしょうし、これからのファミリーサポート

センターは、その辺を兼ねたような運営ができるとよいと思っています。 

・提供会員 

  地域の民生委員・児童委員との連けいも図り、地域にとって貴重な人的資源となれるよう資質の向上をはかるなど 

 ファミリー・サポート・センターは、育児に関する相互援助活動を支援する場合に、国が市区町村に対して、必要な補助

を行うとして設立されました。 

 保育園に入園しているから安心、学童保育に預けているから安心というわけではありません。働き方が多様化し、認可保

育園に預けられない働き方をする人も増えています。理由を問わない一時保育は、地域の子育て家庭にとって不可欠です。

残業、病気などの緊急時の対応も重要な課題です。 

 また、核家族化の進展は、母親の孤立化をもたらし、育児不安を増幅しています。育児に関する情報や相談などを含む地

域での相互援助活動による支援が求められています。 

 親の働き方に関わらず、すべての子どもに良好な養育環境を保障し、保護者の選択の幅を広げ、在宅家庭（子育て中）な

どに対して、地域の子育て支援を充実することを目的とする制度が、子どもの幸福につながることを願ってやみません。 

 急速な少子化の進行に伴う、少子化対策・子育て支援は急務である。 

 地域における子育て環境の充実は必至である。 

 すべての子育て中の家庭のため、ファミサポセンターを含めて市町村を中心とした地域やNPO等、様々な主体が総合的に

支援する制度の確立が求められる。 

 例えば、子育て支援ネットワーク、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、保育所など。 

 各関係機関のネットワーク、情報共有とこれまでの事業では対応しきれない課題解決に向けて新たなサービスの開拓は必

要であると感じる。 

 地域ごとに特性がある事業であり、地域枠で取り組めるように予算配分をしてほしい 

 例）ファミサポ相談室・ファミサポルームなど 

 親支援として何かをやってあげるのではなく、共に育つことを考える関わり方が必要だと思います。 

 ファミリー・サポート・センターも支援の1つであり、地域でできること、市民だからこそできる支援を大切にしていき

たい。しかしファミリー・サポート・センター事業の課題として援助する会員不足がある。地域で気軽に支援する事業でも

あるが、子どもの安全が第一であり、そのためのスキルが必要である。誰もが・・・と言いつつ、子どもに関わるための技

能を兼ね備えるための研修を課すと、なかなかなり手が難しい。両面をクリアーにするためには、提供会員を支える枠組み

が必要であると思う。 

 この事業は、地域の助け合い活動（ボランティア精神で成り立っている）であるが、依頼会員と提供会員に意識の差があ

る。契約関係ではないが依頼会員は金銭のやりとりがあることで、提供会員に完璧を求める。 

 事前打ち合わせをした提供会員に依頼する形なので、必ずマッチングできるという確約はできない。突発的な依頼に対応

できないこともある。地域の助け合い活動と説明しても理解されないこともある。 
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 ファミサポは住民同士の相互援助活動であるが、少額ではあるが報酬が発生するため、依頼者によっては「お金を払って

いるんだから」と過大な援助を求めたり、便利扱いするケースもある。一方援助者はボランティア精神の豊かな方が多いた

め、多少無理な依頼も断らず引き受けることもあるようだ。 

「サービスをお金で買う」ことが当たり前の時代に、ファミサポの制度を理解してもらうため、センターも努力が必要だと

思う。 

・ 「支えあいのしくみ」とはいえ、提供会員は子育てのお手伝いをしたいという気持のある方が多いが、利用する側は、

電話1本で子どもを預かってくれる●●のサービスという意識が強い。 

・ 男性の提供会員が増えても、夜間の預かりは依頼しづらい。定年退職者の地域活動デビューを応援できるようにして

担い手を確保したい。（男性提供会員の活動開始） 

 提供会員の数が伸び悩んでおり、ニーズに見合う提供会員をどのように増やすかが課題  （核家族化、地域社会におけ

る人間関係の希薄化、子育て家庭の孤立、育児負担感が増えている） 

 核家族でかつ親族や知人が近くにおらず子育てを支える人が少ない市民が増加し、又、母も就業することで、さらに支援

が必要になっている。緊急での対応や確実な対応、専門職の支援を必要としている市民ニーズがありファミサポ以外の支援

が充実していくことで、ファミサポの利用は減となっているが、相互援助活動という特性を生かして必要とされる事業とし

ていきたい。 

 他機関が情報の交換、共有でき、地域ぐるみで子育てを見守れる環境に。 

子どもの減少で近くの保育の場がなくなり、預けることができなくなったり、地域での人間関係の希薄化等により、家族

や地域の子育て力が低下してきている。それに対応するため、ファミリー・サポート・センター事業をはじめ子ども・子育

て支援策が多様化してきているが、各個別のニーズに適した支援策の選択が難しくなってきている。 

 

 

12）ひとり親家庭に関すること 

 母・父子家庭の支援 

 母子・障害者の子育てへの行政支援の充実が必要。 

 子どもの貧困、親の働き方（非正規雇用・ダブルワーク）、ひとり親等、大人の社会のひずみが子どもに現れる。 

 料金の問題で、一人で家に居る子も少なくないと思う。子ども安心してすごせる社会を！ 

 子どもの貧困（=親の貧困）に起因して、特に母子家庭父子家庭が多くなってきている。 

 子育てをしていく中で、ファミサポの様なサポートはあるものの、金額的にはそのような家庭が回数多く、時間多く使う

には無理があり、本当に必要としている人たちが使えていないという現実もある。 

 自治体によっては利用料の補助もしてくれているところもあるので、何かしらの方法で救ってあげれるような制度になっ

ていくとよい。 

 母子家庭の依頼が増えてきて、数年にわたっての依頼があるので、活動できる会員が少ない。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

 親育ちの課題として、 

  ひとり親が増えて、生活に忙しく、豊かな心育ちが欠けやすい。 

 ひとり親家庭や生活困窮家庭、虐待が疑われる世帯、孤立して育児不安を抱えている世帯などに対する適切な支援を様々

な部署が連携して取り組んでいく必要があると考えている。 

 またひとり親家庭の利用料金の負担感（行政等の補助の検討）が課題と感じる。 
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13）病（後）児対策、急な預かり、病児・緊急対応強化事業 

 病児・病後児の対応。提供会員を守るという観点で考えると当然入口は非常に狭いが、ニーズとして考えると決して現状

で良いとは思えない。 

 市民からの病児保育、病後児保育の要望があげられているが、ファミリー・サポート・センター事業としては、提供会員

の負担、リスク面から対応が困難であり、保育所・保育園での対応を検討しているところです。 

 本市においては、宿泊を伴う預かり、夜間等緊急の預かりについては対応しているが、病児・病後児の預かりはこれらの

預かり以上に預かりの際の危険を伴い、預かる側の不安や負担が大きくなることを考慮し、実施していない。今後も実施は

見合わせる予定としているが、子ども・子育て支援の新制度では、ファミリー・サポート・センターによる病児・病後児の

預かりについて進めようとしていることから、課題であると考えている。 

 子どもの病気時の対応 

 病児や病後児保育の充実とともに、ファミサポ事業がどう保っていけるか検討が必要。市内では少ない状況である。 

 病児預かりが増えていて、その為の急な依頼が多くなっているので、対応のむずかしさを感じている。 

 疾病中（風邪など）の幼児や病後児の一時預かり施設が少ないこと。（ファミリー・サポート・センターでは対応できな

い。） 

 病児サポートについては、ハードルが高い。医師の協力のもと完備された病児保育室での援助がないとニーズに応えられ

ない。 

 ファミリー・サポート・センターは、育児に関する相互援助活動を支援する場合に、国が市区町村に対して、必要な補助

を行うとして設立されました。 

 保育園に入園しているから安心、学童保育に預けているから安心というわけではありません。働き方が多様化し、認可保

育園に預けられない働き方をする人も増えています。理由を問わない一時保育は、地域の子育て家庭にとって不可欠です。

残業、病気などの緊急時の対応も重要な課題です。 

 また、核家族化の進展は、母親の孤立化をもたらし、育児不安を増幅しています。育児に関する情報や相談などを含む地

域での相互援助活動による支援が求められています。 

 親の働き方に関わらず、すべての子どもに良好な養育環境を保障し、保護者の選択の幅を広げ、在宅家庭（子育て中）な

どに対して、地域の子育て支援を充実することを目的とする制度が、子どもの幸福につながることを願ってやみません。 

 病児預かりについて市民のニーズは多いが、市では対応していない 

  ⇒ 病後児の施設も少ない（ファミサポでは対応している） 

    病児預かりの制度を検討していくことも必要と思われるが、子どもが病気の時に保護者が仕事を休めるような社会

の雰囲気を変えていくことも必要と感じます 

 病児・緊急対応強化事業の援助活動を実施する場合、看護師、保育士の資格保持者が少ない。 

 緊急時の対応が難しい。 

 事業所が閉所日の対応ができない。 

 早朝・夜間・緊急の依頼を受けてくれる提供会員が少なく、一部の会員への負担が大きくなっている。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、地域住民による子育ての相互支援ですが、障害児の預かりなど専門性を要する

ニーズや、時間外の利用希望など、現在の事業では対応が厳しいケースも増えてきています。多様化するニーズに対応でき

るよう事業の見直しや他のサービスとの連携が必要だと思います。 

 核家族でかつ親族や知人が近くにおらず子育てを支える人が少ない市民が増加し、又、母も就業することで、さらに支援

が必要になっている。緊急での対応や確実な対応、専門職の支援を必要としている市民ニーズがありファミサポ以外の支援

が充実していくことで、ファミサポの利用は減となっているが、相互援助活動という特性を生かして必要とされる事業とし

ていきたい。 
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14）連携・ネットワーク 

 とり急ぎ相談を行いたい時の窓口がいつでも対応してもらえない事。 

 各関係機関のネットワーク、情報共有とこれまでの事業では対応しきれない課題解決に向けて新たなサービスの開拓は必

要であると感じる。 

 他機関が情報の交換、共有でき、地域ぐるみで子育てを見守れる環境に。 

・関係機関との連携 

子育て世帯からの事業に対するニーズが多様化していく中で、依頼会員のニーズに対応しつつ、提供会員の負担感を

軽減していくためには、支援に関わる行政機関や民間団体との連携を図り、必要に応じて他の機関を紹介する、他の機

関の助言を受けるといった協力関係を構築していくことが必要。 

 今後、ファミリー・サポート・センターは、地域の社会資源のひとつとして、ますます、必要度、重要度が高まることが

予想される。他機関との強い連携が必要だと思う。 

 今後、一人の人間を生まれた時から、その生涯を閉じるまで、家族以外の人たちがサポートする仕組みが一元的な視点か

ら考えられていくと思う。 

 あらゆる関係機関とのネットワークづくりが課題だと思う。 

・『研修会等の開催』 

「子育て支援」にかかわる関連機関がお互いの活動内容等をよりよく知れる機会 

 ・『ファミサポの認知度を高める』 

各地の子育て支援の集まりや、講習会・会員交流会を、他の機関や他地域のファミサポと合同で開催したり、県下全

域や他市町との合同での規模の大きいものを開催するなどして、「ファミサポ」の認知度をあげる。 

 課題をかかえる保護者、気になる子への対応が他に行政サービスがないため、複雑、困難になっています。●●（子ども・

子育ての総合相談窓口、障がい福祉担当課、保健担当課：CDWS注）等の連携を強化する必要を感じます。一方で、担ってく

ださる（提供会員）のは一般の市民の方々なので、どこまでお願いしても良いのか、センターとしての基準、見極め方が重

要課題と考えています。 

 子ども家庭が抱える課題が深刻化、複雑化するなかで多様な関係機関、行政、地域が連携し、包括的な支援を行っていく

ための基盤づくり（プラットホーム） 

 ひとり親家庭や生活困窮家庭、虐待が疑われる世帯、孤立して育児不安を抱えている世帯などに対する適切な支援を様々

な部署が連携して取り組んでいく必要があると考えている。 

 ファミリーサポート事業と保育事業とがハード面にもソフト面においても協力、協働する一体的な取り組みが広がること

を望みます。 

 子どもの親（依頼会員）が心身の疾患があると思われるケースの対応について 

   親のサポート 

   子どもとの関わり方（親が子どもの発達についてわからない） 

などを行政機関への相談や連携をとりやすくする。 

 延長保育、一時預かり等の子育て支援の体制が整ってきているものの、そこで対応できない市民のニーズをファミリーサ

ポートセンターに求められることが増えてきているが、中には、ファミリーサポートセンター事業では対応できないものが

ある。それらに対応できるよう幅広い関係機関との連携が必要である。 

 困難事例の際、本事業だけでの対応は限界があり、チーム展開が必須となるが、そのイニシアティブを誰が担うのかが不

明瞭なところがある。 

 （例えば、虐待事業では行政は前面に出るが、虐待に至らない親の不適切な養育や社会的孤立などは、行政もあまり主体

的に動かない傾向がある。） 

 子ども・子育て支援制度がスタートするにあたり、地域との連携をどのようにすすめて行ったら良いか。 

 ファミリー・サポート・センターの周知とともに、他機関との連けいをもっと密にしていく 

・依頼会員のニーズの多様化 

  （・できること、できないことのすみわけ  ・行政だけではなく、様々な方向から柔軟な対応ができるか） 

・提供会員 

  地域の民生委員・児童委員との連けいも図り、地域にとって貴重な人的資源となれるよう資質の向上をはかるなど 

 依頼会員の要望に対応できない事例があり、子育ての手助希望を行政を中心にＮＰＯ法人やファミサポ等が対応できるよ

うな地域の体制づくりをつくっていく。 
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 多様な支援に関するファミサポの限界を見極め、他の支援機関との連携をはかる。 

 気軽に相談できる窓口の一つとして、育児不安、ひとり親家庭、うつ病などの精神疾患、子どもの発達障がい、経済的な

困難、自身の親や配偶者との関係などさまざまな背景を抱えた母親父親からの問い合わせや入会、相談などが増えており単

純に依頼内容にそってマッチングするだけでは問題が解決しない、ファミサポだけでは支えるのが難しい人が増えていると

感じます。 

 経済的な困難を抱える家庭には特にファミサポの支援が届きにくく虐待などへつながっているケースもあるのではと危惧

され、支援料補助や他の支援の必要性を強く感じます。 

 これからの課題はファミサポにとどまらず子育て支援にかかわる様々な現場や施設で深刻になりつつあります。 

 さまざまなニーズに合った社会資源を提供するためには関連する組織や団体の連携を推し進めることが重要だと考えま

す。 

 また一人一人の問題に総合的包括的に対応できる専門的な立場の人がそれぞれの場所に必要になってくると思います。 

・ 行政の委託事業であるが、個人情報の関係で、各関係機関との連携が採れない為、対応に苦慮している。多方面から

のサポートが必要な方の場合、チームでサポートできる様な体制作りが必要であると感じる。 

・ 障がい、保護者の疾患・育児不安などの理由で、保護者の自宅で一緒に個別のサポートが必要な場合、ボランティア

の一般市民には過度の負担となる場合もある。行政の居宅型訪問型保育の対象年齢の拡大と事業の拡大が必要。 

 もしくは、行政（専門職）のサポート体制のもと、ファミサポと共同で支援を行う体制作りができたら良いと思う。 

 “産後うつ”やその他精神疾患を抱える母親など、ファミサポをはじめとした子育て支援サービスの利用にあたり、母親

に対する特別な配慮や支援が必要なケースが見受けられます。（ファミサポ）センターとしても、様々な依頼会員の状況に

対応できるよう、提供会員のスキルアップのための研修を行い、又アドバイザーも可能な限りの配慮を行いながら対応をし

ていますが、先述のようなケースの場合には、アドバイザーだけではなく支援者側のキーパーソンとして、専門職の介入が

必須であると考えています。 

 このようなケースについては、現在、行政へ協力を求めるケースもありますが、個々の専門職（特に保健師）の問題意識

や力量に差があり、十分な支援は展開できていないように感じています。 

 また、母親の精神疾患が多くなっておりそのような家庭に支援に入ることも増えています。 

●●では家庭支援ネットワークの実務者会議に参加しており、十分とは言えませんが、他の専門機関と連携できるようにな

っています。これは大変重要なことと思っています。 

 公的な子育て支援制度では補えない隙間のニーズを埋めるような依頼や相談が増えているが、援助者はあくまで一般市民

のため、配慮が必要な依頼者（またはその子ども）とのマッチングが難しい。できる限り他機関と連携しながら支援してい

く必要性を強く感じる。 

 各市町村により（予算などで異なる）計画が途中で止まったりなかなか進まなかったりします。 

 横の連携を十分にとりながら平等に県下の子育て支援ができればいいと思っています。 

 自治会・民生委員・主任児童委員など地域の役員が子育て支援の意義を知っていただき、地域で提供会員や依頼会員を増

やせるシステムを作っていける様にしていきたい。 

 急速な少子化の進行に伴う、少子化対策・子育て支援は急務である。 

 地域における子育て環境の充実は必至である。 

 すべての子育て中の家庭のため、ファミサポセンターを含めて市町村を中心とした地域やNPO等、様々な主体が総合的に

支援する制度の確立が求められる。 

 例えば、子育て支援ネットワーク、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、保育所など。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、地域住民による子育ての相互支援ですが、障害児の預かりなど専門性を要する

ニーズや、時間外の利用希望など、現在の事業では対応が厳しいケースも増えてきています。多様化するニーズに対応でき

るよう事業の見直しや他のサービスとの連携が必要だと思います。 

 子育て支援は連携が大切だと思います。 

 ファミサポで関わるお子さんは、保育所、放児（原文ママ：CDWS注）、障害児童、母の障がい、保健師等と重なる場合も

多く、総合的に子育てに関われる、連携の中心のようなセンターができると良いと思う。 
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15）ワークライフバランス 

・『子育て環境の厳しさの改善』 

勤務されている職場に相談すれば、サポート不要の場合も見受けられるが、就学前あるいは小学校低学年の子育て中

の保護者の「子育て環境」の厳しさ（例えば、職場に相談をもちかけることすら、できにくいという保護者もおられる）

がみられる。 

・『子育てを社会全体で応援する風潮の育成と実行力の伴った国の制度』 

母子・父子家庭を除いても、夫婦で協力して子育てをしていくという環境になく、子育てに関する全てを母親が背負

い、自分のみで何とかしていこうとされている母親の相談も多い。父親も子育てに関わって休暇がとりやすい環境・国

全体の意識づけが高まればと思う。 

・『子育て中の職員にやさしい職場づくり』 

子育て中の父母が、必要な時（例えば、子どもの病気の時など）に休暇の取りやすい職場の風土と条件整備。父親の

育児休暇率の向上等々。 

・『子どもの成長発達を大事に考える制度づくり』 

保育園や放課後児童クラブの時間延長が実施されているが、子どもの成長にとって、働く大人側の条件整備が先行し

ているように思う。子どもの一日の生活や成長発達を考えた時に大切な条件整備は何かを今一度考えてほしい。 

 先ほども触れたが、障害など発達に課題を抱えた子供の保育園や学童保育所への送迎やお迎え後の預かりなどのニーズが

伸びている。特に学童保育所は、子ども自身が歩いて学校から通うことになっているため、発達に課題を抱える子どもにと

っては大きな負担となる場合も多い。放課後児童デイサービスなどの支援が増えてきてはいるが、まだまだニーズに見合う

ほどのサービス提供量になっていないと考えられる。今後、発達に課題を抱えた子どもの増加が見込まれる中、早急な対応

が望まれる。また、保育園終了後の預かりについては、トワイライトステイなどの充実も必要であると考えるが、一方で、

親子の愛着関係の構築という視点から見れば、就労時間や就労環境についても、一定の配慮が必要となるのではないかと考

える。 

 女性の社会進出とともに、24時間勤務の職場（警察、消防等）どう対応出来るのか、一緒に考えていく必要がある。 

 働く世帯を支援する子育てサポート事業であるが、ボランティアに夜間22時まで預ける子供の接遇や環境をどう思うの

か？疑問に感じます。生活困窮者が増加する中で、母親が働く世帯がますます増加する事は確実です。子供の食育、睡眠、

学習を重視するならば、このサポートは誰の為にあるのか疑問に感じます。子どもの環境はどうなのか？そこにも視点を考

えるなら、働くお母さんの環境を社会で変えなければ子供に悪循環ばかりの日本になることが懸念されます。 

 病児預かりについて市民のニーズは多いが、市では対応していない 

  ⇒ 病後児の施設も少ない（ファミサポでは対応している） 

    病児預かりの制度を検討していくことも必要と思われるが、子どもが病気の時に保護者が仕事を休めるような社会

の雰囲気を変えていくことも必要と感じます 

 ファミサポの利用者のほとんどが女性であることからも、育児の負担が女性に大きく片寄っていることがわかる。「男は

仕事」「女は仕事と家事と育児」が今の世の中である。昔に比べたら男性の意識も変わっているが、まだ全然足りない。女

性を働かせたいなら男性自身も雇う側も改めるべきである。親の助けがない場合の育児の困難さを思うと、核家族化のデメ

リットを感じます。介護問題も同じですが・・・。 

 小さいお子さんのいるママが働かなければ成立しない現代においてファミサポの様な子ども子育て支援は必要不可欠では

あるが、月曜～金曜の毎日を保育園または学童へのお迎えとお預かりを依頼する方が増えて来ていることに、“家族”関係

への危惧を感じている。 

 子どもの貧困、親の働き方（非正規雇用・ダブルワーク）、ひとり親等、大人の社会のひずみが子どもに現れる。 

 料金の問題で、一人で家に居る子も少なくないと思う。子ども安心してすごせる社会を！ 
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16）その他 

 子育て支援事業の充実（保育園の時間延長など）により、それを補完するファミリー・サポート・センター事業の縮小が

懸念されるが、他のサービスにはない独自性の確保について。 

 子ども・子育て支援制度が先々充実すれば、ファミリー・サポート・センター事業は必要ではなくなるのではないか。 

 ファミサポの利用ニーズは、核家族化、ひとり親家庭の増加、保育園の待機問題、児童クラブの運営状況、親の就労体制

等、子どもを持ちながら働く世帯のあらゆる問題が複雑に絡み合ってうまれてくるものである。 

 官、民だけでなく、市民も含めた社会全体の働き方の見直し、子育て支援、就労支援、子どもの健全育成の方向性に左右

されるため、現場の運営は柔軟性を求められるが、それが自らの首を絞めることになることもあり、運営は常に厳しい状況

である。 

 市民全体へのファミリー・サポート・センター事業の周知。 

 補助金の考え方について、ファミリー・サポート・センター事業では、会員の人数によって基準額が決定されていますが、

実際に頻繁に利用される会員の数は限られているため、活動件数やアドバイザーの配置人数についても考慮を入れた設定を

検討すべきではないかと思っています。 

・事業に対する国や県の補助金について 

  ファミリーサポートセンター事業は国や県の補助金と市の財源により運営されているが、他の子育て支援事業に比べ

基準額が低いため、この事業だけが市の財源持ち出しとなっている。 

  充実した事業運営のためにも、基準額の見直しが望まれる。 

 全国的にファミサポを拡大させていく方向にあるが、その予算は少なく、アドバイザー個人の努力で運営されているとこ

ろが多い。 

 利用者への支援としてもしっかり支援・補助制度を確立していく必要がある。 

 親育ても必要なのではないか。 

 親を支援する●●事業というものを別で行っているが、必要に応じて一緒にかかわるというのも必要かと感じる。 

 家庭の子育て力の低下に対する施策 

 水平的な立場であくまでも会員間のかけ橋的な存在で子供の成長を見守る。応援することができる。 

 ファミリーサポートセンター事業は、会員同士の準委任契約による活動である為、お互いの信頼関係が築かれなければ成

立しない活動です。 この活動から直に触れ合った体験を通してルールが身につきます。大人の程良い関係を築く事が学べ

るプログラムであると思っています。今の所、特に課題は見当たりません。 

 預かる体制を整えることも大事だと思うが、子どもを家庭で看るための体制作りを社会全体で考えていく必要性を感じる。 

 例えば、「子どものいる家庭には、必ず子どもをみる専属の大人が一人いること」の義務化。その為の、国の予算化（保

育所や託児所を増やすだけではない）を考えられないものか。 

 子育て支援費制度を全県に実施して頂くよう働きかけをお願いします。 

 子育ては、県の課題であり社会の責任です。 

 ファミサポ事業を活用しなくても済む様な、行政施策の充実 

 ファミリーサポートの事業で、子どもを預かる（保育する）ことの責任の大きさを感じます。依頼会員さんに限らず、子

育て支援を利用する方が、子どもの最善の利益を第一に考えてほしいと思います。子育てをサポートすると共に、子育て力

や子育ての楽しさを知らせていくことも大きな課題だと思います。 

 子育て支援とは女性が安心して、仕事と育児を両立する為の事業である。ファミリー・サポート・センターは、その最終

的な受け皿的な役割である為、多種多様なニーズに応える為にも行政の更なる子育て支援の充実が必要である。 

 子育て環境の整備不足。 

 ファミサポの役割を広域的に広めていく等、「職員」としての役割を担っていただいた方が良いと考える。 

・子育ちの課題として、 

  １．自己肯定感の少ない（育ちにくい）子どもが多い。 

  ２．顔を合わせてのコミュニケーションが苦手な子どもが多い。 

  ３．テレビ、ゲーム機等の影響で、現実世界と仮想世界との区別がつきにくい子どもが多くなっている。 

・親育ちの課題として、 

  １．ひとり親が増えて、生活に忙しく、豊かな心育ちが欠けやすい。 

  ２．親自身に、自己肯定感が少なく、コミュニケーション力がついていない。 



99 

 

 相互援助という観点から、子育て支援に対して意識がある人については、ファミリー・サポート・センターの事業に参加

してもらうことができる。しかし、本来、子育て支援が必要な家庭であっても、子育て支援について意識の低い人に事業に

参加してもらえないという課題がある。 

 現在ファミリー・サポート・センターの活動は多岐にわたっておりますが、その中で他の施策では対応できないものがあ

るため、子ども・子育て支援事業のさらなる充実を図る必要があると考えています。 
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