
 

1 

 

（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和３年度第１回東村山市子育て総合支援センター運営協議会 

開 催 日 時 令和３年７月６日（火） １４：００～１６：００ 

開 催 場 所 東村山駅西口サンパルネ コンベンションホール 

出  席  者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委  員） 

宇野会長、遠藤副会長、岩瀬委員、林委員、岩佐委員、田山委員、 

平沼委員、柿沼委員、榎本委員、髙橋委員、稲森委員、風間委員 

 

（東村山市子どもＮＰＯユニット） 

千葉子育て総合支援センター長 

阿部施設長 

吉田副施設長 

磯部ファミリー・サポート・センター責任者 

鈴木子育て情報等担当 

 

（市事務局） 

【地域子育て課】榎本課長、肥沼地域支援係長、尾崎主任、須田主事 

 

●欠席者：なし 

 

傍 聴 の 可 否 
傍聴 

可能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
なし 

 

会 議 次 第 

 

１．委嘱状交付  

２．子育て総合支援センター長挨拶 

３．委員・職員紹介 

４．会長・副会長選任 

５．会議の公開方針について 

６．子育て総合支援センターの概要 

７．子育て総合支援センターの運営について 

  ・令和３年度東村山市子育て総合支援センター事業計画             

８．意見交換 

９．その他 

問い合わせ先 

 

子ども家庭部地域子育て課地域支援係   

電話番号：０４２－３９３－５１１１(代表) 内線３２６３ 

ＦＡＸ番号：０４２－３９４－２２７０ 
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会  議  経  過  

 

令和３年度第１回東村山市子育て総合支援センター運営協議会開会  

  〇事務局 

   本日の協議会は１２名の委員に出席いただいおり、「東村山市子育て総合支援セ

ンター運営協議会設置規則」第６条第２項の規定により成立することを報告する。 

 

１.委嘱状交付  

コロナ禍を踏まえ机上にて交付。 

 

２.子育て総合支援センター長挨拶 

昨年度は新型コロナウイルスの影響で本協議会を開催が出来なかったが、今年

度は開催でき一先ず安心している。まだまだコロナ禍の不安が払拭されない中、

新しい委員の方、引き続き委員をお引き受けいただいた方に感謝申し上げる。 

昨年度は、ころころ森にとっては激動の一年であった。もともと予定していた

空調設備工事による閉館に加え、春先の緊急事態宣言による閉館があり、およそ

5 カ月間閉館を余儀なくされた。再開後も利用人数、時間制限があり、いつでも

気軽に利用できるという子育てひろば（以下、ひろば）のあり方からは程遠い運

営となった。 

春先の緊急事態宣言後も何度か宣言が発出されたが、子育て総合支援センター

の存在意義、感染への不安から家に閉じこもっている親子への支援方法を考え、

感染対策と両立できる方法を行政と協議しながら開所を続けた。例年、年間利用

者数は 3 万人を超えるが、昨年度は約 1 万人と激減した。だが、5 か月間の閉館

とコロナ禍の利用制限等を考えると、それらのことが、約 1 万人にものぼる利用

者数へと繋がったものとも考えている。 

ファミリー・サポート・センター（以下、ファミサポ）も例年に比べると活動

数が約半分程度となった。提供会員には高齢者世帯の方も多く、調整が苦慮する

こともあったが、会員の皆さんがそれぞれに工夫を凝らしながら活動をしていた

だいたことで、コロナ禍においても休むことなく活動し続けることができたと思

う。それぞれの事業については後ほど詳しく報告をさせていただく。 

激動の一年ではあったが、時代に沿った新たな子育て支援の手法について考え

ることのできた一年でもあった。当団体だけでは思い描くことが出来ない支援の

あり方が、まだまだたくさんあるかと思うので、この会で委員の皆さまから忌憚

のないご意見をいただき、今後の企画・運営に活かせていければと考えている。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

３．委員・職員紹介 

  資料 1 

   委員、東村山市子どもＮＰＯユニット職員、市事務局員による自己紹介。 

    

４．会長・副会長選任 

  〇事務局 

   設置規則第５条第 1項の規定に基づき、会長及び副会長を委員の互選により 
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  定めていただく。立候補者または推薦があればご発言をお願いしたい。 

   

  〇遠藤委員 

   前会長の宇野先生を推薦する。 

 

  一同拍手 

   

  〇事務局 

   会長を宇野氏に決定する。副会長はいかがか。 

 

  〇宇野会長 

   遠藤先生にお願いしたいが、いかがか。 

 

  一同拍手 

   

  〇事務局 

   副会長を遠藤氏へ決定する。 

 

６．会議の公開方針について 

  〇事務局 

   資料３－１、資料３－２および資料３－３に基づき説明。 

 

  〇会長 

会議に先立ち会議の公開方針について協議する。審議事項を勘案すると、公

開の原則により、傍聴希望者があればこれを許可し、会議途中で傍聴希望者が来

た場合も同様に傍聴を許可することしたいがいかがか。 

 

  ～意見なし・異議なし～ 

     

  〇会長  

では、会議は公開とする。 

 

  〇事務局 

   傍聴希望者なし。 

 

  〇会長 

   会議の議事録および委員の情報の公表範囲についてはいかがか。 

 

  ～意見なし・異議なし～ 

 

  〇会長 

   では、事務局案を採用することとする。 

    

７．子育て総合支援センターの概要 
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  〇事務局 

  資料４－１および資料４－２に基づき説明。 

 

８．子育て総合支援センターの運営について 

  ・令和元年度東村山市子育て総合支援センター事業計画 

  〇東村山子どもＮＰＯユニット 

   ～ 資料 5 およびプロジェクターにて説明～      

  

子育て総合支援センターは、ＨＵＧこどもパートナーズ（以下、ＨＵＧ）と東

村山子育て支援ネットワークすずめ（以下、すずめ）より構成されている東村山

市子どもＮＰＯユニットが指定管理者として管理・運営を行っている。 

ひろば事業をすずめ、ファミサポ事業をＨＵＧが担っており、月に 1回、連絡

会を設けて年間の計画を立てる等の協議を行っている。この他に、白梅学園大学

と市と三者で協定を結んでいるほか、外部関係団体と意見交換を行う本運営協議

会が設置されている。 

 

ひろば・その他の事業 

コロナ禍における新しい様式を模索し続けながらの運営となった。ひろば利用

の際は、感染症拡大防止の観点から体調チェックを行い、手を洗ってからひろば

で遊ぶ事とした。手洗い場は、ひろばスペースから導線を設け、遊ぶスペースと

手洗いスペースと空間を分け、ひろば内は動物など親しみを持ってもらえるモチ

ーフを用い、ソーシャルディスタンスを保つ工夫を行った。おもちゃは清掃しや

すい素材のものを選ひ適宜清掃し、使ったおもちゃの回収箱なども設置した。 

空調工事期間中は、ひろばを市役所いきいきプラザ１階の運動指導室で実施し

た。市役所で常設している利用者支援事業ころころたまごと密に連携を取ること

ができ、また、保健師等市の職員にひろばを案内してもらう機会も増え、今まで

出会えなかった人たちとの出会いもあった。職員にとっても小さいひろばでの事

業運営について学びの場となった。 

 外あそびについては、感染対策に配慮しながら実施した。３密を防ぐ制限下で

実施している施設内で事業に比べ、参加しやすい事業であったと感じる。親同士

の交流も途絶え、子どもも家の中で持て余していた時期だったため、顔を合わせ

ることのできる事業の大切さを改めて実感した。 

  

東村山市の子育て情報ナビ ころころネット 

東村山市の子育て情報を配信するツールとして平成２６年に立ち上がった。立

ち上げ当初から、実際に利用しているお母さん方に参画してもらい、運営委員会

型式で運営している。コロナ禍でも休むことなくリモートで活動できた事業であ

る。サイトのリンク先や情報の更新作業が必要となるため、毎年、利用者の中か

らメンテナンスに参加できる方を募集し運営している。 

利用者の声からから開始した事業もある。施設の情報だけではなく、お店の情

報も載せてほしいとの声から、実際に利用している子育て世代が、子育てにやさ

しいと感じる商店や飲食店、公園等をネットもしくはひろば設置の投票用紙で投

票を行い、その結果をＨＰ等で掲載している「東村山市子育てにやさしい大賞」

がそれにあたり、昨年度で 6 年目を迎えた。毎年、受賞者にころころの森へ来て
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もらい表彰式を実施していたが、昨年度はコロナ禍であったため、こちらから出

向いて表彰する型式にして実施した。 

また、イベントや施設を利用した様子をコラムにして掲載したらどうかとの声

を受け、お母さんたちが取材を行い、コラムやブログといった形で掲載する「取

材し隊」では、コロナ禍では、子どもと家でどのように過ごせばよいかとの声が

多い中、取材し隊のお母さん方が、遊び等の紹介を定期的に掲載した。 

ＳＮＳも活用した。手作りおもちゃや毎月お誕生日のお子さんへのメッセージ

をインスタグラムで、ひろばの空き状況や子育て相談についてはＬＩＮＥで発信

を行った。また、感染に対する不安からひろばへ遊びにくることをためらう親子

に対し、YouTubeを活用しころころの森の感染症防止対策の様子の発信も試みた。

最初の緊急事態宣言の発出直後、期間限定ではあるが、ネット上でなにかしらの

やり取りができないかとの事で、お母さん同士の交流の場の設置も行った。 

 

日々の様子について 

以前のひろばから見るととても寂しく感じるかとは思うが、一方で安心して利

用してもらえたのではないかと考えている。スタッフも一人一人に声掛けを行い

ながら、いつも以上に丁寧な対応が出来たと感じている。 

ころころの森には、色々な廃材を活用して作られた遊具がたくさんあるが、そ

の作成を遊びに来た保護者と一緒に作ることもあった。その中で、親同士やスタ

ッフとも様々な交流が生まれた。 

・年齢別のひろば。同じ月齢の子どもをもつ親同士がつながりたいという声を受

け、月齢の別に日程を設置し、月齢に応じた話やあそびを実施。大人も子どもの

遊びを見守りつつ、親同士の交流の場になったと思っている。とても人気があり、

回数を増やしていこうかと考えている。 

・双子ちゃんの日。多胎児ならではの悩みを持つ親同士の出会いがあり、親の安

心感につながっている。 

・パパと体育あそび。以前からある事業だが、パパの躰を使いながら遊ぶプログ

ラムで人気がある。 

・ぐるりんぱ。1 歳児対象の遊びの会。専門家も加わり、１歳の体の発達に合わ

せた活動で、保護者や職員にとっても、とても勉強になるプログラム。 

・まめっちょさんのちょこっと預かり。コロナ禍で、日中子どもと二人きりで過

ごしているお母さん方は、自分自身も不安の中で生活して来たと思う。少しでも

一人になれる時間を作ってあげればと、ファミサポのまめっちょとの協働事業で

実施した。大変人気があり、毎月実施するまでに発展した。 

・てんとうむしひろば。外遊びで予約制ではない、てんとうむしひろばは、外で

あれば安心して思いっきり遊ばせることができると利用者が多い。首が座る前の

お子さんと参加される方もいる。直接遊びに参加できなくても、親同士の交流が

出来る事業となった。ただ、予約制ではないので、当日の集まり具合と、安全に

活動するに必要となるスタッフの配置について課題がある。 

・おむすびころりん。全 9 回、同じメンバーで行うグループ活動になる。地域の

公園を知るといった活動で長い期間一緒に活動していたので、一緒に集まろうと

かお母さん同士の結びつきが強くなる事業であると考えている。 

・みんなでぽっかぽか。地域のボランティアが、手作りコマや手作り名札などを

作る事業。コロナ禍で幼稚園や保育園に子どもが進級したお母さん方は、園で親
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同士のつながりがもてず、不安であるとの話を聞く。その不安を少しでも軽減で

きる場として、ひろばの遊具や季節の折り紙を作ってきたり、お母さん方の得意

を披露したりと、今度は施設を支える側として活躍をしてもらっている。もこれ

から発展して事業と期待している。 

・出張ひろば「まんま」。高齢者施設内の場所をお借りし実施していたが、コロナ

禍によりその施設での実施できなくなったが、秋津町はころころの森から遠いた

め、何とか場所を探したところ、７月から同じ白十字ホームの研修センターとし

て利用されている民家の 1 階をお借りできることとなり再開することができた。

地域とのつながりが自然とできており、予約制ではないが、人数が増えてくると、

利用者同士で譲り合うといった流れもできている。 

 

地域とのつながりが途切れてしまい、再開に時間を有するプログラムもたくさ

んあるが、人、地域とのつながりの大切さをみんなが実感していると思う。また、

コロナ禍だからこそ、見えてきた課題もある。まだまだ予断が許さない状況では

あるが、利用者へ寄り添った支援は変わることなく、市と連携を取りながら、地

域の為に粛々とひろば運営を進めてまいりたいと思う。 

 

東村山市ファミリー・サポート・センター事業 

 これから流す動画は、コロナ禍前の動画になることをご了承願いたい。 

ファミサポは通年を通して活動はできたが、利用会員と提供会員のマッチング

については、提供会員自身の感染予防の観点から活動を辞退される方が多く苦慮

した。宣言中はリモート勤務等の影響も加わり、活動回数も例年の約 4 千から 2

千 3 百程度と半減程度となった。提供会員の養成講座の開催も一時は危ぶまれた

が、実施ができ新たな会員を生み出すこともできた。1 年を振り返ってみるとな

んとか実施できたかと思う。 

今年はころころの森と連携したまめっちょや、ひろばでの預かり等、感染対策

を講じながら他事業と連携できればと考えている。 

    

９．意見交換 

 

〇Ａ委員 

コロナ禍において、地域とつながるのが難しくなった今、子育て総合支援セン

ターの活動の大切さを改めて感じた。これらの活動で地域の安心感が深まってい

ると感じた。事業計画については、支援対象を絞り込み働きかけるイベントを設

けているため、参加しやすいと感じた。 

コロナが治まった際には、例えばてんとうむしひろば等で、保育園施設の職員

との連携を図りながら共に学ぶ場を設置したり、広範囲の人とつながる手段とし

て、保育園の園庭の開放等で協力が出来ればと考えている。 

 

〇Ｂ委員 

動画を見て、改めてつながりの大切さを感じた。つながりは、子育て家庭間だ

けでなく、3世代、4世代など多世代との交流も大切であると感じる。東村山市は

核家族が多い様に感じる。利用者としての立場からは、子どもは、おじいちゃん、

おばあちゃんたちから昔遊びを教えてもらい、お父さんお母さんへも生活の知恵
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など教えてもらうような交流が増えればうれしく思う。 

 

〇Ｃ委員 

ころころの森の事業に参加したことを振り返り、初めての子育てがコロナ禍で

あったが、不自由を感じないくらいたくさんサポートをしてもらえたと思った。

外あそびについても継続され、子育てイベントも毎日どこかで開催がされていた。

おかげで我が子も交流が好きな子になり、母同士もイベントを通してつながりが

生まれた。コロナ禍だが、じっくり子どもと向き合いながらも、地域とつながれ

て助かった。 

 

〇Ｄ委員 

ころころの森の事業は親子へのサポートが手厚いと思った。まだ利用したこと

のないイベントやファミサポ事業がある事が分かったので、今後は自身ももっと

関心を持ちながら参加したいと思った。 

 

〇Ｅ委員 

市の問題でもあると思うが、ひろばの開設について地域格差があると感じる。

秋津町は出張ひろばが、萩山町は親子ひろばどんぐりがあるが、ひろばから遠い

恩多町、青葉町についてはどう考えるか。また、以前からころころネットではサ

イバー攻撃等への対策に問題があると思うが、どう対応しているか。ころころ森

ではとても活発に外あそび事業を行っていると感じる。外あそびは子どもの成長

にとって大変よいと思うので、今後の展開についてどう考えているか。 

 

〇Ｆ委員 

やさしい大賞を初めて知った。とても良い取り組みで、もっと広めていきたい

事業であると思う。ファミサポ事業について、提供会員という名称を、なにかも

っと違う名称にできないかと思った。 

 

〇Ｇ委員 

子育て総合支援センターの事業がとても良く分かった。コロナ禍の困難な状況

においても、とても前向きに運営されていてすばらしいと感じた。ファミサポ事

業ではサポートする側からも、子どもから元気をもらっているという声があり、

とても良い事だと思った。 

 

〇Ｈ委員 

連携してイベントを展開するにはどうしていけばよいか、たくさんの宿題をい

ただいた。 

 

〇Ｉ委員 

限られたスタッフでたくさんの事業を実施しており、改めてすごいと思った。

コロナ禍においては、zoom等を活用しながら遊び大集合、紙芝居や手遊びなどボ

ランティアと一緒にできないかと考えた。事業計画の重点課題である、困り感の

ある親への支援についてとても共感し、何かしら一緒に連携できないかと思った。

学生がボランティアとして参加しながら、命の大切さや性教育についても学べる



 

8 

 

赤ちゃん登校日事業など今年は連携できれば良いと思う。 

 

〇Ｊ委員 

ぽっかぽかの事業は、子どもが子育てひろばを卒業した後も、母親同士がつな

がり続け、ボランティアとして支えていく事業であり、とても良い取り組みだと

思う。 

 

〇副会長 

広範囲の親子に親しまれていることが良く分かった。一方で、困り感のある親

子が増えていると思う。そういった親子に対して保育園・幼稚園等連携しながら

サポートできないか一緒に考えていきたいと思った。 

 

〇会長 

様々な分野同士がもっと連携することで実施できる事業が大いにあり、大きな可

能性を感じた。地域のリソースを活用することが子育ての原点であり、この場に集

まった方々が、まさにそのリソースであると思う。 

より具体的に支援対象を絞り実施する事業にニーズ高く、個別化が進んでいる印

象を強く受けた。個別ニーズに応えることは良い事ではあるが、一方で多様化を招

き、事業者の負担が大きいと思う。外あそびの実施は良い取り組みである一方、安

全面にとても配慮が必要になるため、ひろば事業を運営しながら実施することは、

人員の配置の面でも大変だと思う。とても工夫しながらチャレンジされている。だ

からこそ、地域のリソースをもっと活用していければと思う。人には社会に貢献し

たいといった心理が備わっており、ファミサポ活動などのベースがまさにその精神

だと思う。ファミサポ事業の良い面は、先程の動画の事例のように、サポートした

側にも学びの場があり、まさに助け合いである感じた。 

本日の会議を通して様々な分野間での連携の可能性が見えてきたと思うので、現

実化に向けて、組織の中に話し合いの場を設ける部門を作るのも手ではないか。 

どんな事業もステップアップしながら進めていければよいと思う。ファミサポ事

業のグループでの預かり事業はとても良い事例であると思う。個別の預かりではハ

ードルが高く踏み込めない利用者が、まずはハードルが低い集団預かりの利用から

入る。やってみないと分からないこともある。 

コロナ禍により、今までの社会のあり方が変わった。この変化で、形が変わって

も実施可能なもの、実施が出来ないものが浮き彫りにできたとも思う。今までの「当

たり前」について検討をする機会になったでは。 

 

〇副会長 

 先ほど出た、高齢者と交流を深める事業は、核家族で頼るところがない子育て世

帯がいる一方、小さい子供と触れ合いたいとおもうおじいちゃん、おばあちゃんも

いると思うので、何かしらできればよいと思った。 

 

〇会長 

   先ほど出たひろば設置の地域格差について。地域格差はネガティブなイメージ

で、住民はとても敏感になる。一方、出張ひろばには人件費等、それなりに費用

が掛かると思う。限られた指定管理料の中でのやり繰りになり、また、行政だけ
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でも限界があるので、民間の力も必要であると感じた。 

 

１０．その他 

 〇事務局 

 ・次回は、２月もしくは３月上旬に開催予定している。 

 ・会議録は、後日市 HPで公開させていただく。 

 

 

以上 

 

 


