
資料１

平成２２年度・２３年度府中市子ども家庭支援センター事業実績

事　業　名

　たっち交流ひろば 　登録者 5,626 人 (4,178人) 登録者 4,182 人

　利用者 117,031 人 (82,451人) 利用者 85,636 人

　オープンルーム　　　 24回 （16回） 　　オープンルーム　　　　 15 回実施　

1,962人 （1,194人） 484 組　　　1,005 人

1,530 組　　　3,261 人

　３回実施 141組 　282人 ９９ 組 １９８人

　３回実施 147組 　294人 １０２ 組 ２０４人

　１歳児前半コース　２ 回（各２日間）　 ５３組　 １０６人 １歳児前半コース　２ 回（各２日間）　５２組　１０４人

　１歳児後半コース　２ 回（各２日間） ５３組　 １０６人 １歳児後半コース　２ 回（各２日間）　５３組　１０７人

　ようこそ赤ちゃん 　ようこそ赤ちゃん

１日 １５ 組 ４０人

　２歳児のイヤイヤ期とどう付き合う？ 1日 　２歳児のイヤイヤ気とどう付き合う？

4日間 ３６組 ７６人 （10組　20人）

　パパと遊ぼう 1日 　パパと遊ぼう

２日間 ２９組 ７４人 （16組　40人） １日　１６組　４１人

　きょうだい育て

２日　１４組　２４人

　登録者 401 人 （301 人） 　　　登録者 305 人

　利用延べ人数 1,805 人 （1,237 人） 　　　利用延べ人数 1,121 人

　会員数 1,385 人 （1,300 人） 　会員数 1,328 人

　活動件数 5,938 件 （3,869 件） 　活動件数 3,794 件

　代表者会議 1　回 （1　回） 　代表者会議 1 回

　実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理会議 　実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理会議

3　回 （2　回） 2 回

8 回

代表者会議 　　２６機関 　多摩児相との児童虐待相談事例進行管理会議 　多摩児相との児童虐待相談事例進行管理会議

実務者会議 　　１８機関 3　回 （3　回） 3 回

児童虐待予防分科会　４機関

妊娠中の夫婦や幼児を持つ家庭を対象に、楽しく自
分らしい子育てを見つけるための各講座を実施

　しらとりひろば

幅広い関係機関の参加を通じ、広く要保護児童対策
に関する意識問題の共有や、情報の提供・共有を行っ
た。

　　年間３回　（各３日間）　　＊現在2回実施

9
要保護児童対策地域協
議会

　年間３回　（各３日間）

すやすやクラブ
３，４ケ月の子（第１子）とお母さんを対象に実施する、
少人数グループの交流、仲間づくり
親子遊び、わらべ歌、手作り玩具の作成

　　年間３回　（各３日間）　＊現在2回実施　年間３回　（各３日間）

（93組　186人）

ころりんクラブ

２３年度11月末実績２２年度実績　（　）内は11月末数値

ひろば事業

　　就学時前の子と保護者の交流広場

　　　火・木・土曜の11時にスポットタイムを実施

　しらとりオープンルーム

　　月曜から土曜の10～16時までひろば事業を実施

地域交流室を開放し、仲間づくり、交流の場を提供

　しらとりひろば

内　　　　　　　　　容

3
５，６ケ月の子（第１子）とお母さんを対象に実施する、
少人数グループの交流、仲間づくり
親子遊び、わらべ歌、手作り玩具の作成

カンガルータイム

1

2

8

4

7

（89組　178人）

はいぽ
１歳児前半・後半の子とお母さん対象に実施する、少
人数グループの交流、仲間づくり
親子遊び、わらべ歌、手作り玩具の作成

5

リフレッシュ保育
保護者のリフレッシュ、育児の疲れ、通院等の際の一
時保育

ファミリーサポートセン
ター事業

　児童虐待予防分科会

１日　１５ 組　３８人

2日間　18組　36人

育児の援助を受けたい市民と、援助を行いたい市民
の間に立ち、その会員が地域において育児に関する
相互援助活動の支援を実施



　協議会 ２ 回 （1　回） 　協議会 １ 回

　　１５機関

日野クリニック    登録者 402人 （289 人） 日野クリニック    登録者 440 人

   利用延べ人数　640人 （535 人）    利用延べ人数　579 人

愛児園    登録者 40 人

   利用延べ人数　　63 人

ショートステイ事業 249 人 （218 人） 233 人

6,047 人 （4,228 人） 5,281 人

母子緊急一時保護 136 人 （136 人） 37 人

母子ショートステイ 0 人 （0 人） 0 人

母子デイケア 22 人 （18 人） 13 人

関係機関との連絡会、研修会等を実施 　臨時事例検討会 124 回 　　臨時事例検討会 回

　関係機関連絡会 12 　　関係機関研修会 2月に実施予定

　関係機関研修会 1 　　内部研修会 2

　内部研修会 6 　　子育て講演会 1

　子育て講演会 1

　たっち　プアマナグループ 　たっち　プアマナグループ

　　21 回実施 77 人 （16回　　63人） 　　１７ 回実施　６２人

　たっち　フルールグループ　 　たっち　フルールグループ　

　　21回実施 48 人 （16回　　30人） 　　１８ 回実施　３４人

　ペアレントトレーニンク

　　２回実施　　１０人　

　しらとり　ＮＰ フォローアップ２回 　　しらとり　ＮＰ

　　２０回実施 167組 361人 （18回 148人） 　　９　回実施　１１７人

　訪問員登録者 26人 ＮＰＯ　2団体 　　訪問員登録者　２３人　　ＮＰＯ　２ 団体

　訪問対象者　 83世帯　 延べ　923回 （65世帯　 延べ 729回） 　　訪問対象者　５５世帯　　述べ　５２３ 回訪問

育児相談 186件 (142) 障害等 24件 (15) 育児相談 160　　件 障害等 20　件

児童虐待 224 (187) 保健相
談

72 (52) 児童虐待 145 保健相談 42

養育困難 214 (149) 非行等 1 (1) 養育困難 150 非行等 2

育成 29 (18) 育成 32

不登校 10 (7) 合　計　 830 (617) 不登校 9 合　計　 603　件

その他 70 (46) その他 43

基礎講座　９／２５・１０／２３ 28人 基礎講座　９／１７・１０／８・１０／２２　 ２３人

ステップアップ講座　３／５ 16人 3/10　実施予定

ひろげよう！子育てひろばのわ　10～15時 第2回　ひろげよう！子育てひろばのわ　10～13時30分
　参加団体 ２２ 団体 参加者 ２０２ 組 　参加団体 １９ 団体

おとな 202　人 　参加者 　　１８９ 組 おとな 189　人
子ども 197 子ども 175

18
子育てひろば交流会の
共催

市内で実施しているひろばのパネル展示、ひろば活
動の体験などを実施

病気の１歳から就学前の児童の一時預かり

11 病児保育事業

16 総合相談事業

17

親支援事業

育児に不安を抱えている母親を対象に、悩みや不安
を打ち明け合いながら自分なりの子育てを見つけ、親
子の成長を支援していくグループ活動

しらとりで実施している子育て支援プログラム「ノーバ
ティーズパーフェクト」

子ども家庭サービス事業

トワイライト事業

福祉、保健、医療、教育分野等の関係機関と連携しな
がら、子ども家庭支援センターの運営やあり方につい
て検討

15 育児支援家庭訪問事業
相談を通して支援の必要な家庭に、ケースに合わせた
職種の訪問員を派遣し、育児負担の軽減や虐待の未
然防止を図る

14

子育て支援ボランティア
養成講座

ボランティア活動に必要な知識の習得

13
児童虐待ネットワーク事
業

12

子ども家庭支援センター
運営協議会

10

子どもとの関わり方に悩みのある母親を対象に、具体
的な子どもとの接し方を学ぶグループ活動

ステップアップ講座　

病気の生後５月から小学３年生までの児童の一時預か
り

「たっち」「しらとり」において、子育てに関する総合相
談や児童虐待・養護等への対応を行っている


