
資料３
平成２０年度・２１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 5,577 人 登録者 3,227 人

利用者 102,983 人 利用者 63,939 人

　　オープンルーム　　　２４ 回実施　　 　　オープンルーム　　　16 回実施　　

2,043 人 1,222 人

１７４ 組 ３５８人 　　2回実施 ８９ 組 １７８人

１７６ 組 ３５６人 　　2回実施 ８４ 組 １６８人

１歳児前半コース　２ 回（各２日間）　４８組　９６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（２日間）　４３組　８６人 １歳児後半コース　２ 回（各２日間）　３９組　７８人

　ようこそ赤ちゃん 　ようこそ赤ちゃん

　助産師と話そう ２歳児のイヤイヤ気とどう付き合う？

　子どもの発達や関わりについて学ぼう 　パパと遊ぼう ※２２年１月実施予定

　パパと遊ぼう

７ 組　１４人 ６ 組　１２人

　　　登録者 ３６７人 　　　登録者 265人

　　　利用延べ人数 １,５３３人 　　　利用延べ人数 1,057人

　会員数 1,219 人 　会員数 1,157 人

　活動件数 6,628 件 　活動件数 3,293 件

　　代表者会議 ２ 回 　　代表者会議 １ 回

　　実務者会議 ２ 回 　　実務者会議 3 回

　　児童虐待相談事例進行管理分科会　　　 　多摩児相との児童虐待相談事例進行管理会議

代表者会議 　　２６機関 ２ 回 4 回

実務者会議 　　２０機関 　多摩児相との児童虐待相談事例進行管理会議

進行管理分科会　１０機関 4回

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。

9 要保護児童対策地域協議会

7 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
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

8

6 ベビーマッサージ 生後１～５ｹ月の子とお母さんを対象に実施
　　年１回

4 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

　　年１回

　１日　１５ 組　３２人

5 カンガルータイム

１日　１５ 組　４０人

　２日間　１０ 組　５０人 　２日間　１０ 組　２０人

2 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４日間）

3 ころりんクラブ
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

　　年間３回　（各４日間）

1 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

　　地域交流室を開放し、仲間づくり、交流の場を提供

内　　　　　　　　　容 ２０年度実績 ２１年度実績（11月末現在）

　　年間３回　（各４日間）

　　年間３回　（各４日間）

１日　１６ 組　４３人

　４日間　２２ 組　４４人

妊娠中の夫婦と幼児を対象に、正しい知識を身に
つけ、楽しく自分らしい子育てを見つけるための講
座



平成２０年度・２１年度府中市子ども家庭支援センター事業実績

事　業　名 内　　　　　　　　　容 ２０年度実績 ２１年度実績（11月末現在）

　　協議会 ２ 回 　　協議会 ２ 回

　　１５機関

　　　登録者 ５２人 　　　登録者 52人

　　　利用延べ人数 １２人 　　　利用延べ人数   7人

登録者 163 人

利用延べ人数 317 人

ショートステイ事業 153 人 69 人

5,938 人 3,269 人

母子緊急一時保護 50 人 6 人

関係機関との連絡会、研修会等を実施 　　臨時事例検討会 ９０ 回 　　臨時事例検討会 95 回

　　関係機関連絡会 12 　　関係機関連絡会 9

　　関係機関研修会 2 　　関係機関研修会 1

　　内部研修会 7 　　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

　　２２ 回実施　５３人 　　１６ 回実施　６３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 　　１５ 回実施　３３人

　　しらとり　ＮＰ 　　しらとり　ＮＰ

　　２７回実施　４１１人 　　１８回実施　１４８人

　　訪問員登録者　２４人　　ＮＰＯ　２ 団体 　　訪問員登録者　２４人　　ＮＰＯ　２ 団体

　　訪問対象者　８３世帯　　述べ１,２０１ 回訪問 　　訪問対象者　７０世帯　　述べ６０９ 回訪問

育児相談 258件 障害等 28件 育児相談 131件 障害等 23件

児童虐待 182 保健相談 42 児童虐待 97 保健相談 19

養育困難 198 非行等 4 養育困難 122 非行等 1

育成 33 育成 16

不登校 20 合　計　 813件 不登校 13 合　計　 443件

その他 48 その他 21

  　年1 回 （３ 日間）

69 人

病後児保育事業
病気回復期にある１歳から６歳の就学前の児童の一
時預かり

病気の生後６月から６歳の就学前の児童の一時預
かり

病児保育事業

「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

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」

12

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

10
子ども家庭支援センター運営協議
会

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

17 総合相談事業

15 親支援事業

16 育児支援家庭訪問事業

ボランティア活動に必要な知識の習得

11

子育て支援ボランティア養成講座18

13 子ども家庭サービス事業 トワイライト事業

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 児童虐待ネットワーク事業


	２１年度

