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調査概要 
 

１．目的 

東洋大学福祉社会開発研究センタープロジェクト「高齢者、障害者、子どもの社会的孤立に対応する見守り

支援・自立支援に対応する総合的研究」（文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）の一環として、市

区町村の子ども・子育て支援システムの観点から、ファミリー・サポート・センター事業の運営について検討

することとしました。 

 

 

２．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」に掲載されているファミリー・サポート・

センター（育児）のうち、人口 10 万人以上の市および特別区（東北 3 県を除く。以下、市区）に設置されて

いる273か所1。病児・緊急対応強化事業のみ実施している場合は対象外としました。 

【参照情報】 

    ・ 人口 

総務省ホームページ「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成25年3月31日現在）」

（最終アクセス2014.4.25） 

    ・ ファミリー・サポート・センター 

      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」（最終アクセス2014.5.28） 

 

 

３．方法 

2014年10月末日に郵送にて調査票を発送しました。一部の設問を除き、アドバイザーによる回答を依頼し、

返信用封筒にて回収しています2。 

調査期間については、当初の回収期限（11 月末日）後の返送のお問い合わせを多くいただき、2015 年 1 月

までとしました。177か所のセンターからご回答をいただき、回収率は64.84%でした。 

 

 

４．当資料をご覧いただく際の留意点 

○ 四捨五入により、合計が100.0％にならない場合があります。 

○ 支部をもつケースについて 

本調査では、本部のご担当エリアについての回答をお願いしました。今回、10か所から支部があるとの

ご回答をいただき、ご回答の内容やコメントから、本部の担当エリアがもつ役割は、地区を担当する場合、

地区担当をもたずに各支部の統括など、様々であることがうかがえました。 

当資料では、下記の場合を除き、ファミリー・サポート・センターの多様性として、全体集計に含めま

した。 

・ アドバイザーの人数、雇用形態、会員数は、支部無のみの集計としました。 

・ 活動件数、実際に利用した利用会員数については、全体の集計に含めず、支部有のカテゴリの中

で集計を行いました。 

 

                                                   
1 単独運営含む。 
2 eメールの添付ファイルで回答いただいた場合有 
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単純集計 
 

１．基本情報  

１）実施年数  

   平成 26 年度時点で、  

・ 市区での事業実施年数：平均 13.2 年  

・ 現ファミリー・サポート・センター（以下、FSC）での運営年数：  

平均 12.2 年  

でした。市区での事業実施年数と、現 FSC での運営年数を比較したところ、市区での

事業開始時から、同じ FSC で運営されている傾向がうかがえました。  

 

【（市区での事業実施年数）－（現 FSC での運営年数）】 

 度数  ％ 

～1年以内  159 90.3  

～5年未満  8 4.5  

5年以上  9 5.1 

合計  176 100.0  

 

 

２）運営形態  

 

 

組織種別について、調査票配布対象の構成比（直営 35.9％、社会福祉協議会（以下、

社協）29.7％、NPO 法人 19.0％、その他 15.4％）の傾向とほぼ同様となりました。  
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 ３）市区の所管部の編成  

 

  

 

４）病児・緊急対応強化事業  

 

 

    

５）アドバイザー  

①人数  

   アドバイザーの人数の平均は、3.2（支部無、n=164）でした。  

 

②雇用形態（支部無、複数回答）  
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③資格（複数回答）  

 

 

【アドバイザーの資格：その他の内容】  

内容  該当箇所数  

教員  

小・中・高等学校教諭  

44 

29 

養護教諭  2 

特別支援学校教諭  1 

その他（「教員資格」等）  12 

福祉  

ヘルパー 

20 

6 

社会福祉主事任用資格  5 

介護福祉士  4 

児童福祉司任用資格  2 

ケアマネージャー 1 

ガイドヘルパー 1 

児童指導員任用資格  1 

医療  看護師  8 8 

その他  

栄養士  

9 

2 

地域子育て支援士二種  1 

子育てアドバイザー 1 

ベビーシッター 1 

産業カウンセラー 1 

家庭セラピー専門カウンセラー  1 

運転免許  1 

センター提供会員（両方会員）  1 

＊ 集計対象箇所数：62 
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６）会員数（支部無）  

  本調査では、利用会員、提供会員のみの記載をお願いしましたが、両方会員の扱いに

ついて、ご回答にばらつきが生じました。そのため、ご提供いただいた資料、インター

ネット上で公開されている情報をもとに、ご回答の利用・提供会員の数値が確認できる

ものを有効回答（55 ケース） 3としました。  

 

①利用会員  

 

平成 25 年度末の利用会員数の平均は、1087.0 人でした。  

   市区による 6 歳未満の子どもがいる世帯数の違いを調整し、利用会員数を比較した

結果、上記のようなグラフになりました 4。  

    

②提供会員  

 

平成 25 年度末の提供会員数の平均は、290.6 人でした。  

   援助会員一人あたりの利用会員数を算出したところ、上記のようなグラフになりま

した 5。  

                                                   
3 内訳：直営 18、社協 24、NPO7、その他４、不明 2 
4 下記の式をもとに、世帯数の違いを調整した後の利用会員数を算出しました。  

（6 歳未満の世帯員がいる一般世帯数を 5,000 とした場合の利用会員数）：（各 FSC の

利用会員数）＝5,000：（各 FSC が所在する基礎自治体における当該世帯数）  

6 歳未満の子どもがいる世帯数については、政府統計の総合窓口ホームページ「平成

22 年国勢調査  世帯人員 (7 区分 )別一般世帯数及び一般世帯人員 (6 歳未満・18 歳未満世

帯員のいる一般世帯－特掲 )－全国※，全国市部，全国郡部，都道府県※，市部，郡部，

市町村※・旧市町村」（最終アクセス 2015.5.21）を用いました。  
5 算出式＝（利用会員数／提供会員数）  
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７）サブリーダー  

①配置の有無  

 

 

 

②お願いしていること（複数回答）  
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【サブリーダーにお願いしていること（その他）】  

内容  該当数  

広報  

広報活動 (情報提供含） 

19 

15 

関係機関への PR 2 

担当地区のセンター活動 PR 1 

広報作成への協力  1 

ミーティング ミーティングへの出席  8 8 

企画・提案  

会報誌企画  

7 

2 

ミーティングでの提案  1 

行事内容の相談、活動内容の相談  1 

交流会・研修会企画へのアドバイス 1 

情報交換会の企画  1 

次年度イベント内容の検討  1 

イベント 

運営・参加  

イベントの手伝い 

21 

6 

託児  4 

託児の統括  2 

イベント参加  1 

入会説明会の実施  1 

入会説明会での保育・聞き取り  1 

養成講座での経験談担当  1 

養成講座終了後の交流会、新年会での司会・進行  1 

講座講師  1 

研修の当日準備・片付け 1 

地区ごとの交流会の進行  1 

FSC 所属部署の行事への参加  1 

会報誌  
会報誌作成  

3 
2 

会報誌の封入  1 

依頼対応  

センター閉所時/不在時の対応  

17 

11 

突発/緊急依頼への対応  2 

依頼対応  1 

事前情報のある再依頼の対応  1 

立ち会ったうちあわせの提供会員が出来ない時の依頼フォロー  1 

アドバイザー同席の事前打合せ  1 

活動報告書  
活動報告書の回収  

2 
1 

センター閉所時の活動報告書の受取（緊急の場合）  1 

その他  

事務局とのパイプ役 (内容確認：事務局と利用・提供会員との

パイプ役） 2 
1 

緊急的な対応  1 

＊集計対象箇所数：52 
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２．広報・情報提供  

１）利用会員未登録者の情報源（複数回答）  

 

 

【情報源：その他の内容】  

内容  該当数  

子ども・子育て 

障害  

子育て支援センター 

19 

5 

地域子育て支援拠点  2 

障害児者関連機関・施設  2 

児童相談所  2 

出張説明会  1 

母親教室  1 

新生児訪問  1 

保育施設/幼稚園  1 

児童センター 1 

教育相談  1 

母子福祉連合会  1 

他地域の FSC 1 

医療機関  7 7 

ハローワーク 6 6 

公民館  3 3 

その他  

会員からの紹介  

8 

2 

地域のイベント 2 

友人  1 



10 

 

集合住宅の掲示場所  1 

マスコミ 1 

ミニコミ誌の記事  1 

＊ 集計対象箇所数：31 

＊ FSC の広報紙、チラシ等については、記述しなかったセンターにも多くあてはま

るものであることから、対象外としました。  

 

 

２）利用会員未登録者からの問い合わせをきっかけに、他の窓口等を紹介したことがある

か（複数回答）  

 

 

【紹介先：社会福祉協議会（その他の事業担当）】  

内容  該当数  

在宅福祉サービス（有償ボランティア、住民参加型在宅福祉サービス）  18 

総合相談  

各 1 

子育て相談  

地域包括支援センター  

ひとり親ホームヘルプ 

子育てサロン 

チャイルドシートの貸出  

＊ 集計対象箇所数：22 
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【紹介先：その他】  

内容  該当数  

子ども・子育て 

子ども・子育てに関する相談機関（児童相談所除く）  

26 

4 

子育てタクシー 3 

ひとり親支援団体  3 

他の基礎自治体のファミサポ 3 

子育てサークル 2 

病児・緊急対応強化事業実施組織  2 

民間託児所  1 

ベビーシッター 1 

一時保育施設  1 

病児保育室  1 

DV 相談窓口  1 

児童相談所  1 

児童養護施設  1 

日本助産師会  1 

他の基礎自治体の病児保育室  1 

障害  

基礎自治体の障害者支援担当課  

3 

1 

障害児者関連施設・機関  1 

障害者相談支援事業所  1 

その他  

ハローワーク 

7 

2 

ボランティアグループ 1 

家事支援を実施している NPO 1 

生協  1 

家政婦紹介所  1 

福祉サービス事業所  1 

＊ 集計対象箇所数；28 
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３）FSC に問い合わせをする部署等（複数回答）  

 

 

【問い合わせがある部署等：社会福祉協議会（その他の事業担当）】  

内容  該当数  

在宅福祉サービス（有償ボランティア、住民参加型在宅福祉サービス）  7 

障害者生活支援センター 3 

総合相談  
各 2 

子ども・子育て相談  

子育てサロン 

各 1 

児童発達支援事業  

学童保育所  

ホームヘルプサービス担当  

成年後見制度担当  

地域包括支援センター 

ボランティア・NPO 支援担当  

都道府県社協の講習会、病児・病後児事業担当  

＊ 集計対象箇所数：19 
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【問い合わせがある部署等：その他】  

内容  該当数  

子ども・子育て 

障害  

児童相談所  

28 

6 

障害児者関連の施設・機関  5 

他市町村ファミサポ(担当課含） 4 

子ども・子育て相談機関  3 

ひとり親支援団体  2 

市区町村の障害者福祉担当  2 

市区町村の児童福祉担当課  1 

保健センター 1 

幼稚園  1 

特別支援学校  1 

障害児福祉関連の事業所  1 

障害児関連の支援団体  1 

医療機関  8 8 

公共職業安定所  
ハローワーク 

3 
2 

マザーズサロン 1 

その他  

市区町村の避難者支援担当課  

4 

1 

地域包括支援センター 1 

依頼会員の職場  1 

包括センター 1 

＊ 集計対象箇所数：25 

 

 

 

  



14 

 

３．支援活動  

１）事前打ち合わせ  

①アドバイザーの同席  

 

 

 

②アドバイザー、サブリーダー以外の同席  

 

 

【事前打ち合わせの同席者（アドバイザー、サブリーダー除く）】  

内容  該当数  

保健師  （保健センター/ 保健所等の）保健師  23 23 

基礎自治体  

子ども・子育ての相談担当  

20 

11 

児童福祉担当課の職員 /相談員  5 

自治体職員  2 

ファミサポの自治体担当職員  1 

障害福祉担当  1 

子ども・子育て支援機関  

子ども家庭支援センターの相談員 /担

当者  8 
6 

子育て支援センター長  2 

障害関連  

障害児者関連施設・機関の職員  

8 

6 

養護学校担任  1 

基礎自治体に登録している手話通訳  1 
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保育施設・幼稚園・ 

放課後児童クラブ 

保育施設・幼稚園の園長/担当者／看

護師  4 
3 

放課後児童クラブの担当者  1 

社協  
産前産後援助事業の担当者  

2 
1 

児童発達支援担当者  1 

その他  

児童相談所の職員  

15 

3 

国際交流協会の通訳／通訳ボランティ

ア 
2 

ヘルパー 2 

民生児童委員  1 

母子生活支援施設職員  1 

児童養護施設職員  1 

医療ソーシャルワーカー 1 

その他（課長や主査等の職員、センター

責任者、専門職、児童福祉担当職員）  
4 

＊ 集計箇所数：55 

 

２）活動実績  

 

 

平成 25 年度の活動件数、実際に利用した利用会員数から、B 一人当たりの平均活動

件数を求めました 6。  

 

 

                                                   
6 登録利用会員数に対して、実際に利用した会員数が顕著に多いケースがあったことから、

（利用会員数／実際に利用した利用会員数）が 2.0 以上となる場合には、実際に利用した

利用会員数が実数であることの確認を行いました。  
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３）援助場所  

①自宅以外での援助活動の有無  

 

 

②自宅以外の援助場所  

場所  該当数  

児童館／児童センター／小中学生までを対象とした遊び場  37 

子ども（子育て、子ども家庭）支援センター  
各 34 

公園  

医療機関  33 

子育て（つどいの）広場/子育てサロン／就学前の親子を対象とした

遊び場  
26 

公共施設  17 

習い事の場所（学習の場を含）  11 

子育て支援施設／児童施設  9 

図書館  8 

公民館・コミュニティセンター（これらに類するもの含）  
各 7 

利用会員（保護者）外出先  

保健センター 
各 6 

障害児関連機関・施設  

地域子育て支援拠点  5 

ファミリー・サポート・センター 4 

幼稚園/保育施設  

各 3 

公的機関等の託児スペース 

保護者の職場  

ショッピングモール/ショッピングセンター/ ファミレス 

ホテル・レストラン・コンサート会場等のロビー/発表会の控室／結婚

式場  

利用会員指定の場所／両会員が了承した場所  

運動会の会場／園行事  

各 2 
乳幼児健診会場／健診の付きそい  

キッズスペース／オープンスペース  

広場（詳細不詳） 
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多世代が利用できるひろば 

各 1 

利用会員の実家  

美容院  

文化施設  

遊歩道  

車中  

支援センター 

＊ 集計箇所数：131 

 

 

４）各種ケースの有無（参考値）  

 

 

【各種ケース数（％）】 7 

ケース数  
育児不安  

（n=79） 

児童虐待・DV 

（n=42） 

障害  

（n=111） 

その他気になるケース 

（n=74） 

1～5 未満  67.1  92.9  46.8  60.8  

～10 未満  19.0  4.8  36.9  20.3  

10 以上  13.9  2.4  16.2  18.9  

合計  100.0  100.0  100.0  100.0  

 

各種ケースの有無や、その数について、相談のみのケースを含んでいる場合があったこ

と、その他の気になるケースをアドバイザーの判断に委ねたこと等から、いずれの図表も

参考値となります。  

 

 

  

                                                   
7 いずれかのケースについて、10 ケース以上計上していた FSC については、実数である

ことを確認のうえ集計しました。  
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５）個別の活動内容、利用会員（あるいはその子ども）への対応に関する相談先  

（複数回答）  

 

 

【相談先：社会福祉協議会（その他の事業担当）】  

内容  該当数  

住民参加型在宅福祉サービス  11 

ふれあいのまちづくり事業  

各 1 

地区福祉委員会  

総合相談  

子育て相談  

子育てサロン 

ひとり親ホームヘルプ 

児童発達支援  

地域支援の部署  

地域包括支援センター 

貸付事業  

支援センター 

＊ 集計対象箇所数：18 
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【相談先：その他】  

内容  該当数  

市区の FSC 担当課  
各 6 

子ども/子育て相談機関  

障害児関連施設・機関  4 

ひとり親支援団体  
各 3 

児童相談所  

他地域のファミサポ 
各 2 

女性労働協会  

FSC が属する NPO のメンバー 

各 1 
医師  

市区（FSC 担当課以外） 

チャイルドシートの貸出  

＊ 集計対象箇所数：27 
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４．提供会員  

１）提供会員を増やす工夫  

①有無  

 

 

②内容  

依頼会員からの切り替え  

 依頼会員→両方会員への呼びかけ  

 依頼会員さんに声を掛けて子育ての参考になるように、子供の健康と栄養・子供の病気と事故・子

供の世話と遊び etc…を受講して参考にして頂き、その後両方会員さんになって頂きます。  

 依頼会員さんの子どもが 12歳を過ぎると依頼会員卒業時に提供会員さんとしての登録をすすめる。  

 依頼会員を卒業 (子どもが 5 年生になったとき）した方に、援助会員への変更を呼びかける。  

 依頼会員を退会した方を提供会員に誘う (お子さんの年齢が対象外の方）  

 子どもが大きくなってきた依頼会員さんに提供会員講習会を受けてもらい、提供会員に登録してもら

う。 

 小学 6 年生でサポートを終了するお子さんの親御さんに声かけ  

 登録利用会員の内、小学生以降の子がいる方へ提供会員として活動できないかアプローチしている

→あまり効果が上がっていない・・・。  

 利用会員の入会時に両方会員としての登録をお願いする。  

会員による口コミ、声かけ、紹介  

口コミ  会員からの口こみ  

 会員同士の口コミ  

 活動中の提供会員のモチベーションアップから口コミ広報へ  

 既存会員からの口コミをお願いしている。  

 現、提供会員同士の繋がりを持ってもらうために魅力ある交流会を企画し、交流を深

めてもらい良い雰囲気作りを心がけて、口コミによる入会につながればと考えています。  

 現在活動している支援会員から子育て支援に興味のある知人、友人、家族に活動の

楽しさを伝えてもらい、申込書を渡してもらっている。  

 提供会員から友人等に口コミで勧奨をお願いする。  

 提供会員の口コミ  

 利用会員や知人の口コミが一番最初。  
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声かけ  「ＰＲお助け隊」として、会員個別のネットワークを活用  

 援助会員養成講座の周知（年 2 回）・・現援助会員に知り合いへのさそいのお願い  

 活動中の提供会員に対して、友人・知人を誘ってもらうよう PR 

 協力会員が知り合いに声をかける  

 口コミが一番効果的な様ですので、サブリーダーさんにリーフレットや講習会のお知ら

せをお渡しし、知人、友人の方々へお声をかけて頂いております。  

 現提供会員の友人へのチラシ配布依頼  

 全会員に配布している年間予定のお知らせの中に、研修会のチラシを入れて、身近な

知人への周知活動に使ってもらっている。  

 提供会員や保育士からの声かけ  

紹介   会員様からの紹介  

 協力会員の知人等を紹介してもらう。  

 現会員からの紹介  

 現会員さんからのご紹介  

 現協力会員に知り合いを紹介してもらえるよう依頼  

 現在活動中の会員さんの家族（ご主人・娘さん）を会員に誘う。  

 サブリーダーさん（提供会員）からの紹介  

 実際に活動している提供会員に知り合いを紹介してもらう  

 職員、利用、提供会員から知人への紹介  

 提供会員から紹介して頂けるようお声かけする  

 提供会員に紹介してもらう 

 提供会員に友人・知人を紹介してもらう  

 提供会員の知り合いを紹介してもらう。  

 ファミサポ会員でない近所の方に時々援助をお願いしているという入会希望者が事務

所に見えた場合は、その援助してくれる近所の方に専属の提供会員になってもらうよう

にお願いする。慣れてくれば、援助の対象を拡大してくれるケースが多い。  

 夫婦会員への打診  

広報活動（会員による口コミ・声かけ・紹介除く）  

チラシ等の配

布（募集）  

 「会員募集チラシ」配布（幼稚園、保育所、市内施設全域）  

 会員募集の案内を掲載した会報誌（活動の様子を紹介した）を発行し各施設に配

布している。 

 区内小中学校在籍児童すべてに提供会員募集のパンフレット配布  

 講習会のチラシを区の施設・出張所・図書館・●●（中高年の集会、娯楽、ボラン

ティア等のための場）等に配架してもらう。  

 子育て支援情報パンフレットなどでファミサポの紹介とともに提供会員の募集をして

いる 

 サポート講習会実施の時期に合わせて、新聞折り込み広告を作成  

 市民センタ-・公民館に会員募集チラシを置く  

 新規提供会員講習会開催の案内を施設・児童館・公民館などに配布し、周知  

 通信等配布時や登録受付時に、「提供会員募集」のチラシを同封又は渡す  
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 提供会員が不足している地区に募集のチラシを回覧する  

 提供会員の募集チラシ、保育サービス講習会チラシの配布、設置  

 提供会員募集のチラシを作成し、関係機関等に配布  

 提供会員養成講座のチラシ・ポスターの配布を工夫する。  

  例）公共施設以外で、駅やポスターの掲示板、コミュニティバス車内など  

 年 2 回の会報誌郵送時に募集ちらしを同封する。  

 募集チラシの配布  

 ポスティング（提供会員募集チラシ）  

 養成講習会の日程等の案内を入れたチラシ配布  

チラシ等の配

布（その他）  

 ●●●（地域子育て支援拠点）や保健所、こども家庭支援センター等にリーフレット

を置かせてもらっている。  

 案内チラシをポスティング  

 園や施設等へのチラシ配布  

 会員募集のチラシ  

 会報誌、パンフレットを関係機関に設置  

 会報紙のトップページに「提供会員のサポート風景」を載せ、市内の様々なブースに

設置している。 

 回覧などでちらしを配布する  

 回覧板  

 回覧板掲載  

 各市民センター配布（積み置き）  

 学校配布  

 関係各所で催し等がある際には、チラシを配布している。  

 関係機関にチラシ配布（本よみボランティア、社協等）  

 がん検診の受診者へチラシ配布  

 看護協会へのチラシ配布  

 銀行・スポーツクラブ等協力会員になれそうな方の目にとまる場所にパンフレットを

設置  

 近隣住民へのポスティング  

 公共施設、病院、ショッピングセンター等にチラシ等を配布し、広く市民に知ってもら

う。 

 公共施設にチラシ、パンフレットの配置  

 公共施設にチラシを置いてもらう  

 広報物（ポスター、チラシ、パンフ）のピンスポット配布  

 公民館、健康福祉センター等にチラシ配布  

 公民館、福祉館、保健センター等公的施設や集客のある場所へのチラシの配布  

 公民館等への案内配布  

 子育てイベントにてチラシ配布  

 子育て支援 NPO 団体でのチラシ配布  
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 子育て支援のボランティアが活動している機関へチラシを置く。  

 コミセンや公共の場に、リーフレットを置く  

 サブリーダーの広報活動（地区内でのチラシ設置依頼）  

 市主催事業等でのパンフレットの配布  

 自治会回覧  

 自治会にチラシ回覧  

 自治会へ回覧板に、リーフレットを回覧してもらう様依頼した。  

 市の関係機関でパンフレット配置  

 支部社協の拠点にパンフレットを置いている。  

 市民が集まるイベントでファミリー･サポート･センターのちらしを入れたティッシュ配布  

 小・中学校 PTA 会員へチラシ配布  

 小中学校へのチラシ配布  

 シルバー人材センターへチラシ配布  

 全家庭回覧  

 地区福祉委員会で資料配布をしていただき、PR に努めています。 

 町内回覧。  

 町内回覧板でチラシの配布  

 チラシ配りなど。区役所など公共の施設等へチラシを置かせてもらう。  

 ちらし作成、配布  

 チラシの配布  

 チラシの配布  

 ちらしの配布  

 チラシ配布  

 チラシ配布  

 チラシやポスターを作成し、各地域のふれあいセンターや公民館等又、保育園に周

知依頼をしたり、当会が主催するイベントでチラシを配布している。  

 チラシを置いてもらう（児童センター、保健センター、保健所など）  

 チラシを小 5、小 6、中 1 を対象に配布して家庭に持ち帰ってもらっている。  

 図書館、文化会等の公共施設へのチラシの設置  

 ファミサポのチラシ・ファミサポだよりを市内の支所・分室・子育て家庭が利用する施

設に配置  

 保育園・幼稚園を通じて保護者にチラシ配布  

 ポスティング 

 ポスティング 

 ポスティングでチラシ配布  

 幼稚園・保育園・小学校等へのチラシの配布  

 リーフレット配布  

ホームページ

（募集）  

 援助会員養成講座の周知（年 2 回）・・・ホームページ  

 ホームページなどで募集を呼びかける  
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ホームページ

（その他）  

 ＨＰ 

 HP 

 市のサイトに掲載  

 市ホームページ  

 社会福祉協議会のホームページ  

 社協のホームページに掲載  

 社協ホームページでの PR 

 ブログやホームページにもファミリー・サポート・センターの情報を発信  

 ホームページ  

 ホームページ掲載  

掲示（募集）   援助会員養成講座の周知（年 2 回）・・・地区の掲示板にポスターを貼る  

 講習会の日程を記載したポスターを公共施設はじめ病院等にも掲示依頼  

 公民館などの公共機関の掲示板に講習会のお知らせを掲示  

 公民館へ会員募集のポスター掲示  

 コミュニティバスへの募集ポスターの掲示  

 市のミニバスにポスターを掲示する。  

 提供会員大募集のチラシを会員様にお願いし、マンション掲示をしてもらっている。  

 展示スペースに活動の写真と募集パネルの展示  

 養成講座に向け、人の集まる場所や市営バスにポスターを貼っている。  

 養成講座ポスターの地域への掲示  

掲示（その他）   駅など各施設にポスターを掲示  

 各出張所、支所などにポスター貼付  

 学校・公民館・スーパー等での掲示依頼  

 公共機関等でのポスター掲示  

 公設掲示板へのポスター（年 1 回） 

 子育て情報ボードの掲示  

 市内広報掲示板にポスター掲示  

 大規模マンションの掲示板にポスターを貼る。  

 地域の保育園、幼稚園、こどもセンター等でのチラシの掲示など  

 手作りのポスターを公共施設やスーパーに貼って周知している。  

 ポスター掲示  

 ポスターの掲示  

 リーフやポスター掲示先の拡大  

掲載（募集）   援助会員養成講座の周知（年 2 回）・・・広報誌の掲載  

 講習会の近くに新聞紙上に掲載してもらう。  

 広報、新聞に講習会実施の記事掲載  

 広報紙で募集する  

 市広報誌での募集  

 市広報に協力会員講習会参加者募集の記事を載せ、会員をつのっている。  
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 市広報に講習会日程を掲載  

 市政だよりに定期的に研修会の予定を載せてもらう  

 自治体広報紙への募集案内の掲載  

 市の広報紙で毎月会員募集説明会日程案内  

 市の広報誌に提供会員の募集を掲載する。  

 市の広報などによりサポート講座を市民誰でも受講できることを伝え PR する。 

 市の広報に会員募集掲載  

 市の広報に協力会員養成講座の記事掲載  

 市の広報へ掲載し、募集する。  

 市報や広報紙への定期的な掲載。  

 市民向け広報紙に募集記事を掲載する。  

 社会福祉協議会の広報誌にて度々、会員募集の記事を掲載してもらっている。  

 市やファミサポの広報紙にて会員募集の掲載をしています。  

 スーパー広報誌に協力会員養成講座の記事掲載  

 提供会員養成講座開催について区広報に掲載  

 当会の広報紙に募集を載せている  

 養成講習会などの参加者募集を広報誌に掲載  

掲載（その他）   会報（年 1 回発行）  

 区報、社協だよりでの広報  

 区報、社協だよりへの掲載で認知度を高める  

 広報掲載  

 広報誌（年 2 回）でのお知らせ 

 広報紙掲載  

 広報誌掲載  

 広報誌への掲載  

 広報誌への掲載  

 広報に掲載  

 子育てカレンダー掲載  

 市の広報誌に記事を掲載。  

 市広報紙でのファミサポ特集  

 市広報紙への掲載  

 市広報に掲載  

 市社会福祉協議会会報へ掲載  

 市政だよりの記載。  

 市町村の広報紙  

 市の広報誌  

 市の広報紙に掲載  

 市の広報誌や地元紙（新聞）への FSC の記事掲載  

 市の広報に掲載  
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 市の広報へ年 2 回掲載  

 市の広報への掲載  

 市報に掲載（年 1 回） 

 市報へ掲載  

 社協だより（社協広報紙）での PR 

 社協だよりに毎回募集記事を掲載している。  

 市役所の広報紙・新聞の無料広報欄  

 市や社協の広報紙への掲載  

 新聞記事掲載  

 新聞社会面への記事掲載  

 新聞等の無料媒体の活用  

 新聞に掲載  

 地方新聞、コミュニティ雑誌、行政広報等に記事を掲載してもらう  

 通信や広報に宣伝記事掲載  

 年 2 回発行のファミサポだよりに PR 

 年に 1 度広報にて特集記事を掲載  

 フリーペーパー  

 ミニコミ紙上にて記載  

 メールマガジン配信  

その他（募集）   2 か月に１回、市報による会員募集をしている。  

 援助会員養成講座に際しての事前説明会（年 2 回） 

 援助会員養成講座の周知（年 2 回）・・・関係機関へのポスターチラシ配布  

 学区ごとのサークルへ出向いて募集する。  

 区内各地で登録説明会開催  

 区の広報紙やホームページにて養成講座の日程を周知するとともに、区内関係機

関（出張所、図書館、保健所、保育園、子育て支援センター、児童館等）に会員募

集のポスターの掲示とチラシの設置を依頼している。  

 研修会を開催する際にはシルバー人材センターや「子育て終了世代」の集まる会

等へ広報・依頼をする。  

 公共機関や自治会の掲示板に支援会員研修会のお知らせのポスターを掲示した

り、市の広報に記事を掲載する。  

 公共施設等での登録会の開催  

 公共施設や広報を利用した募集記事、ポスターの掲示  

 講習会の広報（市ホームページ、市報、地域の情報誌への掲載、広報紙等）と実

施  

 広報（市報）による説明会日程の発信。  

 広報：登録講習会のチラシ及びポスターの効果的な掲示場所を毎回工夫を凝ら

し、配布している。  

 広報紙、ポスター、チラシで提供会員登録講習会開催を知らせる。  
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 広報に、会員募集記事や、初級講習会の案内等を掲載する。  

 公民館への出向き、援助会員募集の呼びかけをした。  

 子育て支援講座（提供会員養成講座）の募集を市広報やファミサポ HP にて掲載  

 子ども向けイベント開催時に会員登録・説明を行う  

 市広報紙、地元生活情報紙へ提供会員募集の広告掲載  

 市町村へ出かけて行き説明登録会の実施  

 市の広報誌で養成講座案内の他、チラシ印刷して新聞に折込広告を入れる。  

 市の担当者と相談して、市報で会員募集  

 市の図書館、市民センター、ホール等で提供会員向け講習会の案内用ポスター掲

示とチラシの配布  

 市報、広報紙で募集をする  

 市報や社会福祉協議会だよりへの募集掲載  

 市ボランティアセンター、市民サービスセンター。公民館、コミセン等に協力会員募

集のポスターやチラシ配布。県看護協会や市退職者説明会でも募集チラシを配布し

ている。 

 社協だより・市広報紙・HP で募集  

 出張登録説明会の開催（センター以外での説明と受付）  

 他課からイベントの託児要員の紹介を受けその際勧誘  

 提供会員募集のチラシを公民館等の公共施設に設置したり、市民カレッジ、民生

委員、児童委員等の集まりにおいて協力のお願いをする。  

 年に一度広報にて会員募集をする  

 保育園園長会での所長による説明とパート職員の家族等の勧誘  

 毎月、支援会員（提供会員）入会説明会を開催。  

 民生、主任児童委員など地区社協への PR、募集チラシの配布  

 民生委員協議会で、ファミリー・サポート・センターについての話や募集をする 

 民生委員協議会へ会員登録のお願い  

 養成講習会の PRをする。（各施設へポスター掲示、又、情報誌配布・ホームページ

への掲載、新聞（地元）へ募集の掲載など）  

 要請により子育てサポーター養成講座などでの説明及び勧誘  

 年長者の豊富な体験・経験が役に立つので、シルバー人材センター、ボランティア

センターなどに出向いて、事業の趣旨を説明し、理解を求め会員登録をしてもらって

いる。 

その他（その

他）  

 HP、広報誌等で PR 

 愛育委員、民生委員会合等での説明  

 案内を HP、社協だよりに掲載している  

 イベントでの周知  

 外部での PR 活動（デパートにて定期的におはなし会の実施）  

 各会での事業説明（民生委員役員会、民生委員地区長会、私立幼稚園園長会、

公立保育所園長事務連絡会、小中学校長会、民営保育所園長会、放課後児童指

導員定例連絡会、各地区民生委員定例会）  
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 各種団体の会合等に出向き、PR をしていく。 

 カルチャースクールへ PR に出向く（各教室）  

 口コミ 

 区の広報、ホームページ掲載  

 健康づくり課研修会での説明  

 検診や出前保育での宣伝  

 公共施設にポスターとチラシを設置  

 校区にある子育てサロンに出向き、サロンのサポーターの方に PR を行っている。 

 講座や集会などでチラシの配布をしたり、援助会員養成講座を会員の少ない地域

で行ったり、また市の広報誌などを活用したりしている。 

 広報  

 広報  

 広報（ポスター、チラシ）、ポスティング、自治会回覧  

 広報、おたより、ホームページ、子育てポータルサイト、ファミサポだよりへの掲載  

 広報、ホームページに掲載  

 広報活動  

 広報活動の際に両方会員も出来ることをアピールする  

 広報誌やホームページなどに記事を載せる  

 広報でのＰＲ  

 広報に掲載  など 

 広報やＨＰでの周知  

 公民館講座（親子向け）での事業開始案内とチラシ配布  

 公民館講座生や子育てサロン主催者及びボランティアサロン参加者への呼び掛け  

 子育て支援センター利用者向け PR（両方会員）  

 子育て情報交換会での案内  

 子育てボランティアの会、子育て支援の会等に出向き、説明をする。  

 市の祭りなど、イベントでの宣伝  

 市広報  

 市広報紙、HP への掲載  

 市内の主な病院、小児科、薬局に貼付、お願い  

 市内の公共施設（地区センター、公民館）にポスター掲示やチラシの配布依頼をし

ている 

 市の広報  

 市の広報・ホームページでの PR 

 市の広報で年一回ＰＲ  

 市の広報媒体での PR 

 市報、市のホームページに掲載する。  

 市報、新聞、ミニコミ紙への掲載、子育て関係先へのチラシの配布、ＨＰへの掲載

など、幅広く広報している。  
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 市報・ホームページ・チラシ・回覧板・バス内中吊り広告・公民館・図書館等掲示  

 市報等で知らせる。  

 地元ケーブル TV での広報  

 社会福祉協議会  ボランティアの集まりでのＰＲ  

 社協で行うイベント（まつり等）での PR 

 社協内の各部所へ声かけや養成講座受講の呼びかけなど  

 市役所退職者、教職員向け説明会で活動を PR する。 

 市役所ロビーの TV にテロップを流す  

 周知活動 (公共施設へのチラシ配布、子育てサロン訪問）  

 出張説明会  

 小学校仮入学等、学校への広報活動  

 小学校や幼稚園の PTA による勉強会の場で PR する。 

 諸会合や研修会などでの説明に出向く  

 スーパーや人目につくところにチラシを掲示させてもらったり、職場訪問したり、街頭

チラシ配りをしている。  

 他機関での PR 

 他団体（民生委員など子育て支援をされている方々の団体）への広報  

 他のボランティア団体に声をかける  

 男女共同参画センターのボランティア養成講座の一講座をファミリー・サポート・セ

ンターの説明会としている  

 地域イベントでの PR 活動  

 地域サークル活動への PR 

 地域のイベントに参加して PR 

 地域の子育て広場等に出向き、民生児童委員の方などへの周知をさせていただい

ています。 

 チラシ、ポスターを各施設に設置する  

 チラシやポスターの作成  

 提供会員として活動して下さる位の年齢層で子育て広場、児童館等の子育て支

援関連施設にボランティアとして活動している人達を対象として PR を行っている。 

 テレビ放送、市民会議などの利用  

 市の広報へ掲載するだけでなく、地域別に毎回 1500 部程度、自治会でチラシを回

覧してもらう。 

 当事業の広報（市ホームページ、ポスター、リーフレットの作成・配布、ブログ、

facebook の開設、広報紙の作成・配布等）  

 乳幼児全戸訪問「こんには赤ちゃん事業」訪問時の周知  

 併設されている支援センターでの宣伝活動  

 母子保健委員の会合にて説明する  

 ポスター、チラシを作成し、掲示及び配布の依頼  

 ボランティア団体等の会議に参加し、活動を PR する。 
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 民生委員・児童委員へ PR 

 民生委員研修会で PR 

 民生委員等に PR する。 

 民生委員の会議に参加させていただき、ファミサポの説明と PR をしました。 

 民生委員の会議や公民館の講座、公共施設に出向き PR 

 幼稚園や保育園の行事に出向いて保護者に直接 PR 

 ラジオ 

 ラジオ、雑誌での PR 

 ラジオ出演  

 隣接する子育て支援センターでよびかけを行っています。  

 市民カレッジ、地区社協、コミュニティカレッジでの声かけ  

養成講座／研修／交流会の運営  

 24 時間の講習を１期で受講できない場合、２期で受講すれば登録可としている。  

 会員以外も参加できる交流会を開催し、PR している。 

 会員登録のための研修会の周知  

 現、提供会員同士の繋がりを持ってもらうために魅力ある交流会を企画し、交流を深めてもらい良い

雰囲気作りを心がけて、口コミによる入会につながればと考えています。（再掲）  

 研修内容の充実  

 講座会場を分かりやすく、来やすい場所で  

 講座内容の充実  

 講習会、交流会を開催するときは、参加対象を会員以外にも拡げて受け入れ、その都度、ファミ・サ

ポ事業の説明を行ない周知を図っている。  

 講習会の受付けをハガキから電話にした。  

 講習会の期間を短くし集中させる。  

 講習会の日程を記載したポスターを公共施設はじめ病院等にも掲示依頼（再掲）  

 講習会の補講を設け、2～3 回で修了可とした。 

 講習時間を短くする  

 講習内容を充実させる  

 交流会では、会員以外でも参加できるものとして広く声かけしている。  

 交流会等  

 サポート養成講座受講生への PR 

 市民も参加できる講座の開催  

 市民を交えて、会員交流会を企画  

 地区交流会の実施  

 チラシ（講座）のキャッチコピーの工夫  

 月に 1 回「まかせて会員の集い」を開催。会員だけでなくファミサポに興味のある方にも広く参加を呼

びかけている。 

 提供会員講習会を一般の方へも開放（市報にて案内）  

 提供会員の少ない地区での研修会の実施（H26 年度は年 3 回のうち 1 回実施した）  
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 提供会員必須講習会を一般市民も参加可能としており、市報に「子育て支援者向講習会」として告

知し、受講ご入会の希望する方はすぐに登録→活動できるようにしている。  

 提供会員養成講習会の開催（年 2 回、春託児有、秋託児無）  

 提供会員養成講習会を年 1 回開催  

 年 2 回（2 月-7 月）の講座（提供会員養成講座での募集）  

 年２回の援助会員養成講座の開催  

 年 2 回の養成講座の実施  

 ファミサポ子育てサポート講座で、サブ・リーダーにグループワークの参加を依頼し、これから提供会

員になる方たちのために会員としての経験とアドバイスをしてもらい、活動につなげてもらうようにする。  

 ファミサポ初級講習会は提供会員以外でも受講可能とし、児童クラブ指導員へ受講案内などを行

い、地縁による勧誘を行っている。  

 他の子育てボランティアの養成講座と合同で行っている。  

 養成講座の開催を市の広報、全会員に郵送、公民館等の公共施設に配置等で周知を図っている  

 養成講座を地区を変えて行う。その際、市政だより、ボランティア情報紙で広報する。  

 養成講座に参加しやすいように、区内数か所で実施している。  

その他  

 育児相談（地区別）に参加している。  

 以前登録の援助会員さんに近況伺いの連絡  

 口コミ 

 工夫ではありませんが、提供会員が笑顔で楽しく活動している姿は、口コミ同様、会員増加の強い

味方です。それには、提供会員の家族の協力があってこそ！なので、家族には直接感謝の気持ちを

伝えるよう心掛けています（電話をした時、報告書を出しに来た時、偶然会ったとき等）。妻、娘、嫁の

活動する姿に夫、母親、舅も登録。ママ友はもちろん、送迎先の幼稚園の先生（退職後）も…  

 講師依頼を受けた際に、ファミサポ提供会員登録の紹介とお誘いをする。  

 子育て中の方にも提供会員になっていただける様に、必ず託児（無料）を行っている。  

 市登録ボランティア（子育て支援関係）へ支援課から声かけ  

 職員が口こみで集める  

 職員、利用、提供会員から知人への紹介（再掲）  

 退職予定の園長、保育士などに直接声をかける  

 知人への声かけ 

 提供会員や保育士からの声かけ（再掲）  

 ファミサポ情報紙の紙面充実により  

 ファミサポの活動を知ってもらうため、支援会員向けの説明会を開催している。  

 ボランティアセンターから提供会員に興味を持った方を紹介してもらうシステムがある。  

 友人、知人を紹介してもらう  

 利用会員や知人の口コミが一番最初。（再掲）  

＊ 集計対象箇所数：169 

＊ 一か所で複数の記述がある場合には、下記の整理をしました。  

   ○ 箇条書きになっている：  
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例えば、3 つ箇条書きがある場合には、3 つに分けたうえで、分類を行

いました。  

   ○ 一行に複数の項目が含まれている場合  

      ・ 名詞の羅列である場合には、名詞ごとに分けました。（例：A、B、

C、D →別々にして整理）  

      ・ 文章になっている場合には、分割しませんでした。ただし、内容に

応じて、複数の項目に該当する場合にはそれぞれに配置した場合と、

比重の大きい内容を基準に整理をした場合があります。  

＊ 自治体名がある場合など、回答自治体が特定される部分については、当該部分の

削除、あるいは黒丸（●●●）への置きかえをしました。  
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２）提供会員へのボランティアやアルバイトの紹介  

 

 

【ボランティア等の内容】  

内容  該当数  

託児（市区のイベント、保健センターの検診、つどいの広場、児童センター、母子会

のイベント、地区社会福祉協議会のイベント、シルバー人材センター、NPO、企業等） 
29 

幼稚園/保育所のアルバイト等  7 

子育て支援センターのボランティア  

保育スタッフ、学童クラブ（自主事業含）の指導員  
各 5 

市区（子ども・子育て関連）主催イベントのボランティア  

市区（子ども・子育て関連課）の臨時職員  

市区の保育アルバイト 

市区に保育士を紹介  

市区で実施されている、ひとり親・寡婦に対する支援事業の支援員  

市区の子育て関連の委員会に推薦  

乳児全戸訪問事業の訪問員  

育児支援家庭訪問事業の訪問支援員  

子育て広場のボランティア 

学校 (ケガしたお子さんのつきそい）  

児童館パート 

保育ママ 

ベビーシッター 

緊急サポートセンター  

病児預かり事業の看護師  

NPO 主催の子育て関係の活動  

他の会員が登録している団体  

特技を活かしたボランティア  

各 1 

＊ 集計箇所数：54 
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３）1 年以上活動していない提供会員への対応（複数回答）  

 

 

【1 年以上活動していない提供会員への対応（その他）】  

内容  該当数  

会報紙（誌）の送付  11 

近況を聞く 7 

イベントの案内（ミーティング含む。会報誌の送付を除く。） 6 

依頼の声かけ 5 

登録更新時期／一定期間活動していない場合に意思確認  

体験保育や託児の依頼  
各 4 

活動可能範囲を記入できるものを送付／毎年度初めに、全員に活動調

査実施  
3 

年賀状/バースデーカードの送付  2 

開設 1 年のため 

「できるようになったら連絡をください」と伝えている  

郵便物発送の際に、ひと言お便りを添える  

宛先不明で郵便物が戻ってきた時は、電話連絡をして確認している  

留守電にメッセージを残す 

FSC を実施しているＮＰＯの自主事業への声かけ 

3 年以内の活動休止を認める  

各 1 

＊ 集計箇所数：41 

 

 会報紙（誌）の送付では、退会や登録状況の変更に関する連絡依頼の記載をする、近

況を伺う手紙を添える、返送された場合の確認が行われている旨、記載されているもの

もありました。会報誌に手紙を添えるほか、援助活動の依頼、留守番電話へのメッセー

ジと複数の方法により、当該提供会員に対し、忘れていないことを伝えている FSC もあ

りました。  
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５．会員の交流、研修  

１）交流会  

 

 

 

 

 

２）提供会員の研修  
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３）交流会や提供会員の研修を他の事業等と合同で実施するか  

 

 

【交流会、提供会員の研修の連携先およびその事業内容】 

 該当数  

市区  

FSC 所管部（所管課が FSC と異なる、あるいは不明）  
各 4 

FSC 所管課  

保健担当  

各 1 

学童保育担当  

人権担当  

男女共同参画担当  

詳細不明  

社協  

ボランティア関連  6 

住民参加型在宅福祉サービス 5 

子育てサロン／子育て広場（地区社協によるもの 1 ヶ所有） 3 

その他広場  

各 1 
養育支援訪問事業  

子育て支援事業  

老人クラブ（世代交流）  

事業内容無  3 

その他  

子育て支援センター 
各 8 

FSC を実施している NPO・その他団体  

子育て支援施設  4 

児童館／児童センター 3 

地域子育て支援拠点  

各 2 子育てサロン／子育て広場  

日本赤十字社  

保育施設  

各 1 

子育てグループ 

病児・緊急対応協会事業を実施している団体（FSC 基本事業は実施し

ていない） 

子育て支援を実施している団体  
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保育園連盟  

主任児童委員  

シルバー人材センター  

＊集計箇所数：56 
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６．会議、研修  

１）うちあわせ・会議（複数回答）  

 

 

 

 

 

２）実施回数（定期的に実施している場合）  
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３）市区内での研修参加（複数回答）  

 

 

【市区内での研修参加：その他記述】  

内容  該当数  

都道府県の研修（詳細不明）  8 

都道府県主催の FSC 研修／連絡会  6 

行政の研修（詳細不明）  5 

FSC アドバイザー研修／様々な所で企画されたファミサポの研修会  

各 2 
市区の研修（詳細不明）  

都道府県社協の研修  

外部の機関・団体が実施する研修（詳細不明）  

地域の子育て研修会  

各 1 

子育て支援の連絡会議（市区内）  

行政主催の地域連携会議（学習会含）  

子育て支援センターの講座に参加  

公立保育園の保育士研修  

市区の乳幼児保健懇話会研修会  

医療機関関係者研修（救急フォーラムなど）  

児童相談所研修  

都道府県教育庁の家庭教育研修  

都道府県のワークライフバランス研修  

近隣 FSC との連絡協議会  

都道府県内アドバイザーによる自主研修  

しんぐるまざあず・ふぉーらむ研修  

法人としての研修  

講師を招いて単独で研修を実施  

子育てに関する研修会  

労働者研修  

＊ 集計対象箇所数：36 
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＊ 設問趣旨から、国や女性労働協会の研修に関する記述は、有効回答対象外としま

した。都道府県レベルのものは、FSC の所在地域で開催されるものとして記述いた

だいた場合が想定されることから、そのまま計上しました。  
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７．今後の展望（複数回答）  

 

 

 

【連携を維持・促進したい部署等：社協（その他の事業担当）】  

内容  該当数  

住民参加型在宅福祉サービス 10 

子育て支援センター 

各 1 

育児支援事業  

親子ひろば 

子育てサークル 

障害者生活支援センター 

支部社協  

その他（地域福祉課／地域支援の部署）  3 

＊ 集計対象箇所数：18 
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【連携を維持・促進したい部署等：その他】 

内容  該当数  

FSC の所管課  

各 2 他市区町村ファミサポ 

ひとり親支援団体  

子育て支援センター 

各 1 

子ども・子育ての相談機関  

要保護児童等・DV 対策地域協議会  

市区町村の障害児者担当  

障害児関連施設  

医療機関  

他市区町村  

子育て支援に必要な部署とは適切に連携できている  

＊ 集計対象箇所数：13
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組織別クロス集計 
 

１．市区の所管部の編成 

 

 

組織種別でみた市区の所管部の特徴を下記にまとめました。 

   ○直営 

「児童福祉に限らず、福祉領域全般（あるいは福祉全般・保健）」が50％を超える。 

   ○社会福祉協議会 

「児童福祉に限らず、福祉領域全般」「児童福祉領域のみ」がそれぞれ 35％前後となっており、両者

で50％を超える。 

   ○NPO 

すべての所管部の中で、「児童福祉領域のみ」（44.8％）が最も多い。 

   ○その他 

     すべての所管部の中で、「児童福祉・幼児教育（41.2％）」が最も多い 
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２．病児・緊急対応強化事業 

 
 

   病児・緊急対応強化事業の実施状況について、直営・社協以外の組織での実施が多くありました。 
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３．アドバイザー 

１）雇用形態（複数回答） 

 

 

FSCで働いているすべてのアドバイザーの雇用形態について尋ねた結果、直営と社協のほとんどが「正規職

員以外のみ」で構成されていました。NPO やその他の組織では、正職員を含めた構成をしているセンターが、

約3割ありました。 

 

２）資格（複数回答） 

 

 

  FSCで働いているすべてのアドバイザーの資格について尋ねた結果について、 

   ・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

   ・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 
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を下記にまとめました。 

   【すべての組織で50％以上】 

・ 保育士 

【すべての組織で50％未満】 

・ 保健師 

・ 臨床心理士 

・ 社会福祉士／精神保健福祉士 

・ その他 

   【組織別】 

 ○社協 

・ 社会福祉士／精神保健福祉士 

他の組織よりも10ポイント以上高く、26.9％でした8。 

・ 資格無 

   同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果、5％水準で有意差が認めら

れ、社協の割合が低く、NPOが高いことがわかりました（χ２（3,N=168）=8.441,p<.05）。 

○NPO 

  ・ 資格無（再掲） 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果、5％水準で有意差が認められ、

社協の割合が低く、NPOが高いことがわかりました（χ２（3,N=168）=8.441,p<.05）。 

 

 

  

                                                   
8 クロス表中に度数が少ないところがあり、χ２検定の対象とはなりませんでした。 
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４．サブリーダー 

１）配置の有無 

 

 

サブリーダーは、組織種別に関係なく、50％前後のFSCに配置されています。 

 

 

 

２）お願いしていること（複数回答） 
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サブリーダーにお願いしていることについて、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目9 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ 会員交流会の当日運営 

【すべての組織で50％未満】 

・ 養成講座：企画、当日運営 

   ・ 提供会員の研修：企画、当日運営 

   ・ 依頼対応：初回調整、事前打ち合わせ、再依頼への対応 

 【組織別】 

○直営 

・ 依頼対応：事前打ち合わせ 

      他の組織よりも10ポイント以上低く、8.8％でした。 

  ○社協 

   ・ その他 

      他の組織よりも20ポイント以上低く、36.0％でした。 

○NPO 

・ 養成講座の当日運営 

     他の組織よりも10ポイント以上高く、40.0％でした。 

○その他 

・ 依頼対応：事前打ち合わせ 

      他よりも10ポイント以上高く、36.4％でした。 

 

 

                                                   
9 クロス表中に度数が少ないところがあり、χ２検定の対象とはならなかった項目を対象とする。以降についても

同様です。 
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５．利用会員未登録者の情報源（複数回答） 

 

 
 

子どもの保護者や家族（利用会員未登録者）が、FSCついてどこで知り、問い合わせをしていると考えてい

るかについて、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

   ・ 市区町村の広報紙、ホームページ 

   ・ 市区町村で発行している子育てガイド 
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   ・ 市区町村の保健担当 

   ・ 保育所／認定こども園 

   ・ 放課後児童クラブ 

   ・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

   ・ 保護者の口コミ 

【すべての組織で50％未満】 

   ・ シルバー人材センター 

   ・ その他 

 【組織別】 

○直営 

・ 社協 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果1％水準で有意差が認められ、

社協の割合が高く、直営・NPOが低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=52.937,p<.01）。 

○社協 

・ 社協（再掲） 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果1％水準で有意差が認められ、

社協の割合が高く、直営・NPOが低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=52.937,p<.01）。 

○NPO 

・ 社協（再掲） 

  同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果1％水準で有意差が認められ、

社協の割合が高く、直営・NPOが低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=52.937,p<.01）。 

・ 保育所／認定こども園 

        NPOが、他の組織よりも10ポイント以上数値が低く、83.9％でした10。 

    ○その他 

・ 市区町村の保健担当 

        他の組織よりも10ポイント以上数値が低く、68.4％でした11。 

・ シルバー人材センター 

        他の組織よりも10ポイント以上数値が高く、26.3％でした12。 

 

 

  

                                                   
10～12 クロス表中に度数が少ないところがあり、χ２検定の対象とはなりませんでした。 
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６．利用会員未登録者からの問い合わせをきっかけに、他の窓口等を紹介したことがあるか 

（複数回答） 

 

 

 

 

先の利用会員未登録者からの問い合わせをきっかけとした紹介先について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を以下にまとめました。 
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  【すべての組織で50％以上】 

     ・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

     ・ 子育て支援関連のNPO／民間事業所 

   【すべての組織で50％未満】 

     ・ 放課後児童クラブ担当窓口 

     ・ 教育相談 

     ・ 児童扶養手当担当 

     ・ 社協：その他の事業担当 

     ・ 民生児童委員 

     ・ 紹介したことはない 

     ・ その他 

   【組織別】 

    ○直営 

     ・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

  同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果 5％水準で有意差が認めら

れ、社協の割合が高く、直営の割合が低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=7.950,p<.05）。 

・ 市区町村の保育施設担当窓口 

     他の組織よりも10ポイント以上高く、69.7％でした。 

    ○社協 

・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

 同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果 5％水準で有意差が認めら

れ、社協の割合が高く、直営の割合が低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=7.950,p<.05）。 

・ 社協：ボランティアセンター 

   他の組織よりも10ポイント以上高く、52.8％でした。 

     ・ 社協：その他の事業担当 

        他の組織よりも10ポイント以上高く、47.2％でした。 

    ○NPO 

・ 社協：ボランティアセンター 

   他の組織よりも10ポイント以上低く、6.5％でした。 

    ○その他 

      ・ 市区町村の保健担当 

         他の組織よりも10ポイント以上低く、26.3％でした。 

・ 市区町村の保育施設担当窓口 

      他の組織よりも10ポイント以上低く、42.1％でした。 
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７．FSCに問い合わせをする部署等（複数回答） 

 

 

  

FSCに問い合わせをする部署等について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

    【すべての組織で50％以上】 

      ・ 市区町村の保健担当 

      ・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

      ・ 保育所／認定こども園 

    【すべての組織で50％未満】 
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      ・ 教育相談 

      ・ 児童扶養手当担当 

      ・ 社協：ボランティアセンター 

      ・ 社協：その他の事業担当 

      ・ シルバー人材センター 

      ・ 問い合わせはない 

      ・ その他 

【組織別】 

     ○社協 

       ・ 放課後児童クラブ、学校 

         他の組織よりも 10ポイント以上低く、それぞれ 32.7％、32.1％でした。 

       ・ 教育相談、社協（その他の事業担当） 

          他の組織よりも 10ポイント以上高く、それぞれ 20.3％、41.5％でした。 

     ○その他 

       ・ 民生児童委員、その他 

          他の組織よりも 10ポイント以上高く、それぞれ 57.9％、26.3％でした。 
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８．事前打ち合わせ 

１）アドバイザーの同席 

 

 

利用会員と提供会員の事前打ち合わせへのアドバイザーの同席について、いずれの組織種別も 50％以上が、

すべてあるいはだいたい同席をしていました。NPOの71.0％が最も高い割合となっていますが、χ２検定の結

果、組織間での有意差は見られませんでした（χ２（3,N=168）=3.352,n.s）。 

 

 

２）アドバイザー、サブリーダー以外の同席 

 

 

アドバイザー、サブリーダー以外の事前打ち合わせ同席者についても、すべての組織種別の50％以上が、「あ

る」もしくは「実施ケースはないが、必要な状況があれば可能である」との回答でした。「その他」の 75.0％

は、他の組織よりも10ポイント以上高い数値となっています。 
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９．援助場所 
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10．各種ケースの有無（参考値） 

 

＊ 当設問における各組織の有効回答数 

   ・ 育児不安ケース：直営61、社協49、NPO30、その他19 

   ・ 児童虐待・DVケース：直営57、社協47、NPO25、その他15 

   ・ 障害ケース：直営65、社協52、NPO32、その他19 

   ・ その他気がかりなケース：直営60、社協50、NPO31、その他17 

 

 

  



60 

 

11．相談先（複数回答） 

 

 

 

 

個別の活用内容や、利用会員（あるいはその子ども）への対応に関する相談先について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

    【すべての組織で50％以上】 

     ・ 市区町村の保健担当 

     ・ 市区町村の子ども・子育ての総合相談窓口 

    【すべての組織で50％未満】 

     ・ 保育所／認定子ども園 
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     ・ 放課後児童クラブ 

     ・ 学校 

     ・ 教育相談 

     ・ 社会福祉協議会（ボランティアセンター、その他の事業担当） 

     ・ シルバー人材センター 

     ・ 民生児童委員 

     ・ 子育て支援関連のNPO／民間事業所 

     ・ 相談することはない 

     ・ その他 

    【組織別】 

     ○直営 

      ・ 保育所／認定こども園 

          他の組織よりも10ポイント以上低く、47.0％でした。 

     ○社協 

       ・ 社協（ボランティアセンター、その他の事業担当）、子育て支援関連のNPO／民間事業所 

         他の組織よりも10ポイント以上高く、それぞれ28.3％、37.7％、25.8％でした。 

     ○NPO 

       ・ その他 

          他の組織よりも10ポイント以上高く、25.8％でした。 
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12．ボランティアやアルバイトの紹介 
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13．1年以上活動していない提供会員への対応（複数回答） 

 

 

1年以上活動していない提供会員への対応について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ FSCへのイベントに声をかける 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 登録継続の意思確認 

  ・ FSC以外の、地域での活動の選択肢を増やす 

  ・ 特にしていない 

  ・ その他 

【組織別】 

 ○社協 

  ・ FSCへのイベントに声をかける 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果、5％水準で有意差が認め

られ、社協の割合が高いことがわかりました（χ２（3,N=170）=8.003,p<.05）。 

      ・ 特にしていない 

         他の組織よりも 10ポイント以上低く、3.8％でした。 

 

   

先の設問では、提供会員にボランティアや、アルバイトを紹介している場合がありました。長期間活動して

いない会員の場合、FSC以外の活動を紹介することは、ほとんどないことが窺えました。 
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14．会員の交流・研修 

１）交流会 

 

＊ 当設問における各組織の有効回答数 

   ・ 依頼・提供会員合同：直営62、社協51、NPO30、その他18 

   ・ 依頼会員のみ：直営48、社協39、NPO22、その他13 

   ・ 提供会員のみ：直営54、社協47、NPO26、その他15 

 

 

＊ 当設問における各組織の有効回答数 

   ・ 依頼・提供会員合同：直営62、社協51、NPO31、その他18 

   ・ 依頼会員のみ：直営47、社協39、NPO22、その他13 

   ・ 提供会員のみ：直営52、社協48、NPO25、その他16 

 

交流会の実施について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を以下にまとめました。 
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【すべての組織で50％以上】 

  ・ すべての種類の交流会（平成25、26年度：5回未満） 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ すべての種類の交流会（平成25、26年度：5回以上）13 

【組織別】 

  ○その他 

   ・ 依頼・提供会員合同（平成25年度） 

     他の組織よりも5回未満の割合が10ポイント以上低く、77.8％でした。 

     他の組織よりも5回以上の割合が10ポイント以上高く、22.2％でした。 

 

 

２）提供会員の研修 

 

 

提供会員の研修について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ 平成25年度、平成26年度（5回未満） 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 平成25，26年度（5回以上） 

【組織別】 

  ○NPO 

    ・ 平成25年度 

       他の組織よりも5回未満の割合が10ポイント以上高く、83.3％でした。 

       他の組織よりも5回以上の割合が10ポイント以上低く、16.7％でした。 

                                                   
13 依頼会員のみによる交流会について、組織種別の回答が欠損値となったために、当該集計の対象外となった

FSCで、5回以上実施しているケースがありました。 
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３）他の事業等との合同実施 
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15．会議、研修（複数回答） 

１）うちあわせ・会議 

①アドバイザーのみによるうちあわせ・会議 

 
 

日々の申し送りを除く、アドバイザーのみによるうちあわせ・会議について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ 随時実施 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 実施していない 

【組織別】 

  ○NPO 

   ・ 定期的に実施 

      他の組織よりも10ポイント以上高く、53.3％でした。 

   ・ 実施していない 

      他の組織よりも10ポイント以上低く、6.7％でした。 
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②アドバイザーとサブリーダーとのうちあわせ・会議 

 

 

サブリーダーを配置しているFSCにおける、サブリーダーとのうちあわせ・会議について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ 定期的に実施 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 随時実施 

  ・ 実施していない 

【組織別】 

すべての組織について、「χ２検定の結果、有意差が認められた項目」「他の組織よりも10ポイント以上

差がある項目」ともに該当無 
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③アドバイザーとセンター長（各組織のFSC担当責任者）とのうちあわせ・会議 

 

 

センター長（各組織のFSC担当責任者）とのうちあわせ・会議について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】 

  ・ 随時実施 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 定期的に実施 

  ・ 実施していない 

【組織別】 

すべての組織について、「χ２検定の結果、有意差が認められた項目」「他の組織よりも10ポイント以上

差がある項目」ともに該当無 
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④他の部署（組織）とのケース検討 

 

 

他部署等とのケース検討について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】該当無 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 定期的に実施 

【組織別】 

すべての組織について、「χ２検定の結果、有意差が認められた項目」「他の組織よりも10ポイント以上

差がある項目」ともに該当無 

 

 

⑤FSCと市区担当課によるうちあわせ・会議（直営除く） 

 

 

FSCと市区担当課によるうちあわせ・会議について、委託・補助を受けているFSCに実施状況を尋ねまし
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た。 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

 

【すべての組織で50％以上】該当無 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 定期的に実施 

  ・ 実施していない 

【組織別】 

  ○その他 

   ・ 定期的に実施 

      他の組織よりも10ポイントと以上低く、21.1％でした。 

   ・ 随時実施 

      他の組織よりも10ポイント以上高く、63.2％でした。 

 

 

２）アドバイザーの研修 

 

 

FSCがある市区内で、アドバイザーが参加している研修について、 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を下記にまとめました。 

【すべての組織で50％以上】該当無 

【すべての組織で50％未満】 

  ・ 「実施していない」を除くすべての項目 

【組織別】 

  ○直営 

    ・ FSC内で実施 
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      他の組織よりも10ポイント以上低く、9.4％でした。 

  ○社協 

    ・ 社協と合同実施 

      他の組織よりも10ポイント以上高く、39.2％でした。 

  ○NPO 

   ・ FSC内で実施 

      他の組織よりも10ポイント以上高く、46.9％でした。 
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16．今後の展望（複数回答） 

 

 

 

今後、連携を維持・促進したい部署等について 

・ すべての組織で50％以上（あるいは未満）の項目 

・ χ２検定の結果、有意差が認められた項目 

・ 他の組織よりも10ポイント以上差がある項目 

を以下にまとめました。 
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   【すべての組織で50％以上】 

   ・ 市区町村の保健担当 

   ・ 市区町村の保育施設担当窓口 

   ・ 保育所／認定こども園 

   ・ 市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

【すべての組織種別で50％未満】 

   ・ 教育相談 

   ・ 児童扶養手当担当窓口 

   ・ 社協：その他の事業担当 

   ・ シルバー人材センター 

   ・ ハローワーク 

   ・ 特にない 

   ・ その他 

【組織別】 

     ○直営 

・ 市区町村の保育施設担当窓口、放課後児童クラブ、市区町村の子ども・子育て総合相談窓口 

         他の組織よりも10ポイント以上低く、それぞれ56.1％、39.4％、69.7％でした。 

・ 学校 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果1％水準で有意差が認めら

れ、直営の割合が低く、NPOが高いことがわかりました（χ２（3,N=169）=12.004,p<.01）。 

・ 子育て支援サービスを実施しているNPO、民間事業所 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果5％水準で有意差が認められ、

直営の割合が低いことがわかりました（χ２（3,N=169）=9.298,p<.05）。 

    ○社協 

     ・ 社協（ボランティアセンター、その他の事業担当） 

        他の組織よりも10ポイント以上高く、それぞれ52.8％、47.2％でした。 

    ○NPO 

・ 学校（再掲） 

同項目への該当有無に関する組織間の差について、χ２検定の結果1％水準で有意差が認めら

れ、直営の割合が低く、NPOが高いことがわかりました（χ２（3,N=169）=12.004,p<.01）。 

    ○その他 

・ 市区町村の保育施設担当窓口 

  他の組織よりも10ポイント以上高く、84.2％でした。 

 

 

さらに当設問について、下記の作業をした結果、次頁のような表となりました。 

  ・ 各組織において、50.0％以上、45.0％以上～50.0％未満、45.0％未満の項目を、それぞれピンク、

薄いピンク、水色で塗りつぶしをする。 

・ 「特にない」「その他」を除く各回答項目について、組織間で順位づけをした結果、最も数値が高い

ものに★、反対に最も低いものに●をつける。 
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【連携を維持・促進したい部署等】 

  直営 社協 NPO その他 

市区町村の保健担当 ●77.3% 73.6% ★87.1% 84.2% 

市区町村の保育施設担当窓口 ●56.1% 69.8% 71.0% ★84.2% 

保育所／認定子ども園 ●59.1% 66.0% ★80.6% 73.7% 

市区町村の放課後児童クラブ担当窓口 ●42.4% 49.1% 64.5% ★68.4% 

放課後児童クラブ ●39.4% 54.7% ★64.5% 52.6% 

市区町村の子ども・子育て家庭の総合相談窓口 ●69.7% 83.0% 90.3% ★94.7% 

学校 ●27.3% 47.2% ★61.3% 52.6% 

教育相談 ●9.1% 24.5% 16.1% ★31.6% 

児童扶養手当担当窓口 10.6% ●9.4% 29.0% ★26.3% 

社協：ボランティアセンター 30.3% ★52.8% ●29.0% 36.8% 

社協：その他の事業担当 10.6% ★47.2% ●6.5% 21.1% 

シルバー人材センター ●18.2% ★32.1% 25.8% 31.6% 

ハローワーク ●7.6% 13.2% 16.1% ★21.1% 

民生児童委員 ●34.8% ★52.8% 35.5% 47.4% 

子育て支援サービスを実施している NPO、民間事業所 ●45.5% 67.9% ★71.0% 68.4% 

特にない 1.5% 1.9% 0.0% 0.0% 

その他 4.5% 13.2% 3.2% 5.3% 

 

当該表をみると、下記のようなことが読み取れました。 

   ○直営 

     順位付けの結果、1位になる項目はありませんでした。 

   ○社協・NPO・その他 

     約 50％以上（ピンク・薄いピンク）の項目について、社協・NPO・その他が共通して該当している

部分を見ると、直営以外の場合の方が、連携の維持・促進を希望する範囲が広くなっていました。 

   ○社協 

     社協（ボランティアセンター、その他）について、他の組織では水色となりました。 

   ○NPO 

     日常的に子どもに直接かかわるすべての公的な場（保育所／認定こども園、放課後児童クラブ、学校）

について、NPOが最も高い割合であったことがわかりました。 

   ○その他 

保健担当を除く、市区町村の各種窓口（子ども・子育て総合相談窓口、保育施設担当窓口、放課後児

童クラブ担当窓口）について、その他の組織が最も高い割合であったことがわかりました。 
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17．各部署等との連携に関する一覧表 

【各種連携に関するまとめ】 

  直営 社協 NPO その他 合計 

市区町村の保健担当 情報源 89.4% 88.7% 90.3% 68.4% 87.0% 

紹介先 56.1% 58.5% 54.8% 26.3% 53.3% 

問い合わせ 83.3% 83.0% 87.1% 73.7% 82.8% 

相談先 59.1% 62.3% 58.1% 57.9% 59.8% 

連携を維持・促進したい 77.3% 73.6% 87.1% 84.2% 78.7% 

  

市区町村の子ども・

子育て家庭の総合相

談窓口 

情報源 84.8% 94.3% 93.5% 100.0% 91.1% 

紹介先 60.6% 83.0% 77.4% 73.7% 72.2% 

問い合わせ 86.4% 98.1% 83.9% 89.5% 89.9% 

相談先 60.6% 75.5% 61.3% 68.4% 66.3% 

連携を維持・促進したい 69.7% 83.0% 90.3% 94.7% 80.5% 

  

市区町村の保育施設

担当窓口 

紹介先 69.7% 56.6% 58.1% 42.1% 60.4% 

連携を維持・促進したい 56.1% 69.8% 71.0% 84.2% 66.3% 

  

保育所／認定子ども

園 

情報源 93.9% 92.5% 83.9% 94.7% 91.7% 

問い合わせ 80.3% 69.8% 67.7% 78.9% 74.6% 

相談先 47.0% 32.1% 22.6% 26.3% 35.5% 

連携を維持・促進したい 59.1% 66.0% 80.6% 73.7% 66.9% 

  

市区町村の放課後児

童クラブ担当窓口 

紹介先 31.8% 32.1% 22.6% 21.1% 29.0% 

連携を維持・促進したい 42.4% 49.1% 64.5% 68.4% 51.5% 

  

放課後児童クラブ 情報源 71.2% 60.4% 71.0% 63.2% 66.9% 

問い合わせ 53.0% 37.7% 51.6% 57.9% 48.5% 

相談先 15.2% 18.9% 16.1% 5.3% 15.4% 

連携を維持・促進したい 39.4% 54.7% 64.5% 52.6% 50.3% 

  

学校 

情報源 36.4% 35.8% 54.8% 42.1% 40.2% 

問い合わせ 42.4% 32.1% 48.4% 52.6% 41.4% 

相談先 15.2% 26.4% 19.4% 10.5% 18.9% 

連携を維持・促進したい 27.3% 47.2% 61.3% 52.6% 42.6% 

  

教育相談 紹介先 3.0% 13.2% 6.5% 5.3% 7.1% 

問い合わせ 9.1% 20.8% 9.7% 10.5% 13.0% 

相談先 3.0% 3.8% 3.2% 0.0% 3.0% 

連携を維持・促進したい 9.1% 24.5% 16.1% 31.6% 17.8% 

  

児童扶養手当担当 紹介先 6.1% 9.4% 16.1% 0.0% 8.3% 

問い合わせ 10.6% 7.5% 12.9% 0.0% 8.9% 

連携を維持・促進したい 10.6% 9.4% 29.0% 26.3% 15.4% 

  

社協 情報源 21.2% 79.2% 16.1% 26.3% 39.1% 
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社協：ボランティア

センター 

紹介先 18.2% 52.8% 6.5% 21.1% 27.2% 

問い合わせ 13.6% 35.8% 9.7% 31.6% 21.9% 

相談先 3.0% 28.3% 3.2% 0.0% 10.7% 

連携を維持・促進したい 30.3% 52.8% 29.0% 36.8% 37.9% 

  

社協：その他の事業

担当 

紹介先 6.1% 47.2% 3.2% 15.8% 19.5% 

問い合わせ 16.7% 41.5% 6.5% 10.5% 21.9% 

相談先 9.1% 37.7% 0.0% 0.0% 15.4% 

連携を維持・促進したい 10.6% 47.2% 6.5% 21.1% 22.5% 

  

シルバー人材センタ

ー 

情報源 6.1% 7.5% 6.5% 26.3% 8.9% 

紹介先 50.0% 41.5% 32.3% 52.6% 44.4% 

問い合わせ 16.7% 13.2% 9.7% 15.8% 14.2% 

相談先 6.1% 9.4% 0.0% 0.0% 5.3% 

連携を維持・促進したい 18.2% 32.1% 25.8% 31.6% 25.4% 

  

ハローワーク 連携を維持・促進したい 7.6% 13.2% 16.1% 21.1% 12.4% 

  

民生児童委員 紹介先 7.6% 20.8% 6.5% 5.3% 11.2% 

問い合わせ 39.4% 30.2% 29.0% 57.9% 36.7% 

相談先 4.5% 13.2% 0.0% 0.0% 5.9% 

連携を維持・促進したい 34.8% 52.8% 35.5% 47.4% 42.0% 

  

子育て支援関連の

NPO／民間事業所 

情報源 36.4% 50.9% 51.6% 36.8% 43.8% 

紹介先 62.1% 79.2% 77.4% 73.7% 71.6% 

問い合わせ 36.4% 52.8% 45.2% 57.9% 45.6% 

相談先 9.1% 30.2% 12.9% 5.3% 16.0% 

連携を維持・促進したい 45.5% 67.9% 71.0% 68.4% 59.8% 

＊ ピンク：50.0％以上、薄いピンク：45.0％以上～50.0％未満、水色：45.0％未満の項目 
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