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✤依頼文  

４保育所、４ファミリーサポートセンター、４放課後児童クラブに対し、下記により 

聞き取り調査の協力を依頼 

 

 

（公財）山口きらめき財団 調査研究委嘱事業 

「各施設の子育て支援の状況と地域における子育て支援への要望に関する聞き取り調査」 

～ご協力のお願い～ 

平素より地域の子育てに大きなご支援をいただき、深く感謝申し上げます。 

  さて、県内外を問わず、少子化の進行や核家族化により、子どもや家庭を取り巻く環

境は大きく変化しております。さらに、生産年齢人口減少に伴い、今後益々、女性の就

労人口の増加が予想されます。また、高齢者の人口に占める割合は今後さらに大きくな

ることも見込まれます。 

 この度の調査では、元気な高齢者が、地域の社会貢献活動として世代間交流による地

域ならではの子育て支援のあり方を見出したいと思っています。 

 

 「やまぐちネットワークエコー」は女性の社会参加を目的に、山口県教育委員会と現在

の山口県立大学が連携して開催した「やまぐち女性カレッジ」「やまぐち県民カレッジ」

の修了生で立ち上げた団体（平成５年設立）です。男女共同参画社会の推進に向けて、

学習・交流・実践に努め、県域の会員が活躍しています。 

 

 この度、（公財）山口きらめき財団の調査研究の委嘱を受け、貴施設の子育ての状況や、

地域の元気なシニアの子育て支援に対する要望をお聴きし、「仕事と子育ての両立」に向

けて、地域で応援できることを探りたいと思っています。 

 

  この聞き取り調査では、県内の「保育所」「ファミリーサポートセンター」「学童保育」

の組織から、県域の会員によるネットワークにより選ばせていただきました。 

  ご回答いただきました内容は、山口大学経済学部 鍋山祥子教授のご指導のもと、報

告書に掲載させていただきます。作成にあたりましては一度ご了承をさせていただきます。 

  お忙しい中、大変恐縮ですが、調査の目的をご理解いただき、ご協力くださいますよ

うお願いいたします。 

   平成２７年８月 

                           やまぐちネットワークエコー 

                               代表  西山 香代子 

  《保護者へのアンケート調査のお願い》 

   保護者の皆様に、別添のアンケート調査につきましてご協力いただきますよう、 

お願いいたします。 

  ■アンケート内容：「仕事と子育ての両立について、地域への要望」をお聞きします。 

  ■アンケート調査にご協力いただける保護者の方のみです。 

  ■回答は、返信封筒に入れて直接、「やまぐちネットワークエコー」代表宛てに。 

回答者個人の情報内容が判明するものではありません。 

  ■聞き取り調査及びアンケート調査について、ご不明な点やご質問がござい 

ましたら、お問い合わせください。        
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 １０月：ふれあいデー・いもほり遠足 

１１月：戸外あそび（秋の自然に親しむ） 

１２月：お遊戯会（クリスマス会）・もちつき 

 １月：郵便ごっこ・お正月あそび 

 ２月：豆まき・うたとことばあそび 

 ３月：ひなまつり・お別れ遠足・卒園式 

 保育所   

社会福祉法人勝山園 勝山保育園 
    

キャッチフレーズ 

強く（心身ともに健康）・正しく（基本的生活習慣を身につける）・のびのびと（創造力の芽を育てる） 

所 在 地 

〒751-0874  下関市秋根新町１２－１２ 

 ＴＥＬ ０８３２－５６－６８８８ 

ＦＡＸ ０８３２－５６－８１５８ 

組織・運営 

 職員数 常勤（３５人）、非常勤（７人） 

乳幼児数 ２１０人（生後３か月～就学前） 

 

●子どもたちの日常の活動                              

○平日：保育園の１日の過ごし方 

  ０歳児・１，２歳児・３，４，５歳児と子どもの成長に合わせた保育プログラムで過ご

している。 

通常の保育時間は、７時から１６時。１６時から１７時迄「混合保育」。１７時から１８

時迄「居残り保育」。１８時から１９時迄「ゆうやけルーム」として過ごす。混合保育以

降は、異年齢の子どもたちと保育士が一緒になって過ごしている。 

  保育園では、毎月季節に応じた様々な行事を計画し、地域の皆さまとご一緒に、体験の

場をつくっている。 

４月：入学式 

    ５月：戸外遊び（親子遠足） 

      ６月：家族参観（親子のスキンシップ） 

      ７月：なつまつり（夕涼み会） 

    ８月：水あそび・おとまり保育   

    ９月：大運動会 

○長期休暇 

  休園は、１２月３０日から１月３日まで。通常は日曜・祝日は休園 

○その他 

  ・乳児保育：生後３か月の乳児からお預かりしている。 

・障害児保育：通常の保育に加えて、障害児保育として、園医との連携のもと、子ども

にやさしい保育を目指している。 

 

●運営にあたって大切にしていること                         

 ○子どもたちに対して 

  小さな子どもたちには、常にこころの安定を心がけて、ふれあっている。 

  幼児には、園内外の体験を通して、心身を鍛える配慮をしている。 

  ７月のなつまつり、９月の運動会では、和太鼓・鼓笛隊など、子どもの持てる能力を存
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分に発揮し、「子どもの能力は無限大」であると逆に大人が教えられる。 

○保護者に対して 

  運動会では、保護者（特に父親）が早朝より準備に駆けつけ、大きな力を発揮していた

だいている。（毎年、保護者の協力をいただき開催している。） 

  保育園の方針として「三位一体」「保育園・家庭・地域」が常に連携をとり、協力体制を

とっている。 

  保護者には、何かあった時は一緒に「子どもと本気で向き合うこと」を常に伝えている。 

 ○職員に対して 

  職員間のチームワークを大切にし、世代の違いを効果的に生かしている。 

  「ゆうやけルーム」では、どの子もみんな担任であり、温かく接している。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                   

 下の子（育休明け等）の入所が可能かどうか。 

 授乳・離乳食について アレルギーへの対応の仕方について。 

 癖の直し方 しかり方 問題行動への対処の仕方について。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                 

 特に１０月開催の「ふれあいデー」には、地域の皆さんへご案内状を持参している。 

子どもたちがお散歩を兼ねて、地域の各ご自宅に持参し、後日、お礼状も持参している。 

 当日のプログラムを持参し、その中の「ふれあい遊び」「豚汁パーティ」は、喜ばれている。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 子どもとのふれあいでは、ご自身がけがをされないよう配慮していただきたい。 

 体調の悪い時には、無理をされないようにしていただきたい。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか                                     

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

  子ども達にはいつも温かい「声かけ」をお願いしたい。 

  伝承遊び等をお願いしたい。（わらべ唄、竹馬、お手玉、おはじき、昔遊び等） 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  地域の元気なシニア層の皆さんによる、「保育講座」「イクジジ・イクババ」講座があれ

ば、つながりも出来、子育て支援をお願いしやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：西山香代子、村上靖子  

地域の中の一番身近な福祉施設が保育所です。

子育て支援・保育を通じて地域の様々な方と

繋がっていけたら嬉しく思います。 

そのことが、地域の活力にもなり、子どもたち

の育ちにも必ずいい影響を及ぼすと信じて

います。 （右から 中川副園長、中川園長） 

≪地域の皆様へ≫ 
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社会福祉法人石井手保育園 

  

キャッチフレーズ 

食う・寝る・遊び 

所 在 地 

〒756-0063  山陽小野田市東高泊石井手３３２ 

 ＴＥＬ ０８３６－８３－８３７５ 

ＦＡＸ ０８３６－８３－８３７４ 

組織・運営 

職員数  常勤（２０人）、非常勤（２人）  

乳幼児数 １２０人（０歳～就学前） 

 

●子どもたちの日常の活動                              

○平日 

  ７時１５分から１８時１５分までの保育時間内において、園のカリキュラムに沿った   

保育を実施している。 

○長期休暇 

  制度なし（年末年始１２月２８日から１月３日、盆休み３日間） 

○その他 

  特になし 

 

●運営にあたって大切にしていること                         

 ○子どもたちに対して 

  保育方針は「元気・優しく・創る」で内容は、次のとおり。  

   元 気…自然を愛し、四季の移り変わりを感じ、のびのびと太陽に向かって生きる子ども 

   優しく…いたわりの心を持ち、他人の悲しみがわかる子ども 

   創 る…想像し、明日に向かって生きる力と喜びを持つ子ども 

  保育目標は、キャッチフレーズにあるように「食う・寝る・遊び」で、「あるく・つくる・   

くらす」を大切に、五感の強化や「自分らしさは宝物」という一人ひとりの個性を大切

にしており、遊びの中から、意欲的に活動する心がわくような環境づくりと保育援助を

し、こども・親がとも育ちする保育園を目標としている。 

  また、園で幼年消防クラブを結成し、市・県等の行事に参加するなどして、子どもたち

の防災意識の醸成にも努め、安全で安心して保育できる環境を提供している。 

○保護者に対して 

  園の掲げる目標の理解と協力をいただけるように、常日頃からコミュニケーションの醸

成には特に力を入れており、意思疎通に十分注意している。 

 ○職員に対して 

  環境整備に力を入れて、職員が子どもたちの保育に全力投球できる体制づくり、月１回

以上の研修を開催しており、特に危機管理には専門家を招へいし、園の実施する避難訓

練や防災体制の研修等を実施している。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                

 特になし 
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●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                

 現状では、「野菜の先生」と題し、菜園の指導をしていただき、食物に関する教育を実施し

ており、今年度は、近隣のシニアコーラスグループと園児で交換会を実施する予定。 

 今後はさらに拡大していく方針である。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 特になし。地域の方に参加していただける内容も検討中。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか                                     

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

  シニアの方との交換会（歌・工作・昔遊び等） 

  避難訓練等の合同実施（地域自主防災組織や近隣のシニア層と。保育園が低所に立地し

ているため。） 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  コーディネートしていただける人、場所があれば利用しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：幸坂美彦  

（右から 柳井園長、柳井主任） 

≪地域の皆様へ≫ 

地域と連携できる保育園をめざして、皆さん 

と子どもたちといろんな交流を深めていた 

だけるように、まずは園に遊びに来てください。

。 

。 
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キャッチフレーズ 

仏教保育にもとづいて一人ひとりの子どもの命を尊重し、生きる力と 

心の豊かさ、あたたかさを育む。 

所 在 地 

〒753-0214  大内御堀２８１４－１ 

ＴＥＬ ０８３－９３４－５５７０ 

ＦＡＸ ０８３－９３４－５５９９ 

組織・運営 

 職 員 数 常勤（２９人）、非常勤（２人） 

乳幼児数 １５０人（生後４か月～就学前） 

 

●子どもたちの日常の活動                              

○平日  

  平日保育：７時から１８時。延長保育：１８時から１９時。 

土曜日：７時から１７時３０分。 

３・４・５歳児は登園すると、外遊びの後、集まって仏教讃歌、仏さまの話を聞く時間 

を取っている。食事の言葉・食後の言葉を唱和。乳児は遊びと生活を重視している。 

○長期休暇 

春 年度末から年度初め 

夏 お盆休み                        親の就労状況により特別保育を設けている。 

冬 年末年始（１２月３１日～１月３日） 

○その他 

日常生活の中に仏教行事を取り入れている（花祭り他） 

年長になると母体の山口市嘉川にある嘉川保育園へバスで行き、一緒に仏教行事に参加する。 

   

●運営にあたって大切にしていること                          

○子どもたちに対して 

  仏教保育（手を合わせる）感謝の心を育てる。命の大切さを伝える。 

運動会や発表会には家族に招待のお手紙を書く。特に、おじいさん、おばあさんが喜ん 

で参加してくださる。 

○保護者に対して 

子どもが欠席の時の連絡は必ず電話で知らせるよう親と共通理解している。 

年２回保護者は担任の先生と面談する。子どもの成長について共通理解を図っている。 

年に１回、保護者アンケートを取り保育へのニーズを確認する。気づきをＨＰなどに載 

せている。 

保護者に保育士体験をしてもらう。各クラス１日１人を受け入れるように準備している。 

○職員に対して 

保育士は連休、お盆休みが取れるように配慮している。まことの保育を学ぶために、母 

体である嘉川の正法寺に年６回法座を聞きに行っている。 

社会福祉法人百華児童苑 大内光輪保育園 
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●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                 

○アンケートより 

①子どもの誕生会に参加したい。 ②連絡帳に子どもの様子を毎日書いて欲しい。 

③土曜保育の時間を延ばしてほしい。 

毎年 1回、保護者にアンケートをお願いし、ニーズを把握しＨＰに掲載している。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                  

①地域の独居老人とのふれあいの会［年長のみ］に参加。子どもの成長をみていただ 

く。子どもたちもいろいろな出し物を披露して喜んでいただいている 

②ＪＡ青壮連によるさつま芋の植え付け、収穫を体験 

③地域の方による、筍堀り、玉ねぎ、ジャガイモほり体験。畑でのさつま芋の苗さし、 

いも掘り体験等、地域の皆様のご支援をいただいている 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいいは配慮してほしいですか       

良くしていただいているので特にはない。 

 

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか  

○体験・経験を活かした具体的な内容 

地域の皆様には、筍堀り、運動会参加、ふれあいの会等に参加させていただき、園児と 

の交流をいただく。地域の敬老会には会場を提供している。また、地域のまつりには保 

育園のテントを貸付するなど、双方向の交流があり、感謝している。 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

地域の人材バンクがあれば情報がわかる。地域交流センターには様々な特技をもった方

がいるので、園児のふれあい体験に活かしたい。今後は積極的に地域の皆さまの力をお

借りしたい。 

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：西山香代子、原田雅代、益田徳子 

（ 山本園長 ） 

≪地域の皆様へ≫ 

地域の皆様には、いつも大変お世話になって

おり感謝しております。 
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キャッチフレーズ 

自分が大好きな子に育てましょう。（自己肯定感を育てる） 

所 在 地 

〒742-0021  柳井市柳井２２０２－２ 

ＴＥＬ ０８２０－２２－１０７８ 

ＦＡＸ ０８２０－２２－２９７８ 

組織・運営 

 職 員 数 常勤（１６人）、非常勤（１６人） 

乳幼児数 １０７人（０歳～就学前） 

 

●子どもたちの日常の活動                              

○平日 

  ７時から１８時まで。１８時から１９時：延長保育 

・養護と教育を一体に考え、年間プロブラムを作成し、静と動のバランスを大切にして 

保育をしている。     

・毎朝、子どもたちの健康状態の視診をする。 

・主活動（造形・音楽・体育遊び等） 

・毎日６０分以上はしっかり体を動かすプログラムを入れる。 

・毎日、絵本の読み聞かせを行っている。 

・園外や園庭で自然と触れる遊びや園庭の畑での収穫体験を大切にしている。 

○長期休暇 

  １２月３１日から１月３日までは休園。 

  台風・インフルエンザ流行時には休園することがある。（必要に応じて希望保育あり） 

 ○その他 

  ・保育参加を年 3回実施している。参観するだけでなく、参加してもらう。子どもと一 

緒に同じ体験をしながら触れ合いを大切にし、子育ての楽しさを共有していただいて 

いる。保育参加の日は、親同志のコミュニケーションを図るために、「バズセッション」 

を取り入れている。親同志の交流を図り情報交換をして親力を高めていただくように 

している。 

・今年度の親子目標は、「親子で絵本と触れ合いましょう」。絵本を通じて親子の触れ合 

う時間をとっていただき、絵本の楽しさを共有していただけるようにしている。 

・外部より指導に来ていただき、和太鼓・音楽遊び・茶道・英語であそぼうの体験をし 

ている。 

 

●運営にあたって大切にしていること                         

○子どもたちに対して    

  子どもを否定しない。自分が大切にされていることを感じるような関わり方を心がけて 

  いる。 

 

社会福祉法人文殊会 ルンビニ保育園 
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 ○保護者に対して 

  保護者を孤立させないように、担任だけでなく、園長・主任や職員みんなで声掛けに努  

めている。心配ごとのある保護者には直接話を聞いて気持ちを理解するようにしている。 

  「園だより」「ほっと通信」を毎月発行し、園で大切にしていることを伝えるようにして 

  いる。 

○職員に対して 

  職員の人間関係を大切にしている。子どもの関わり方は、其々違っている。どのように 

  関わるか、忙しい中にもコミュニケーションを図り、共有している。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                 

 保護者アンケートから、要望を確認している。危機管理についての問いに関して多少の不 

安を感じている方がいる。外部からの侵入などに対応できるよう、危機管理には最善の努 

力を払っている。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                

 園庭にログハウスがあり、月２回、地域の高齢者が「いきいきサロン」を開催している。 

また、地域の自治会の集会所としても利用されている。 

 園の行事がある時は、いきいきサロンの会員の方にお手伝い（託児等）をお願いしている。 

また、ソーメン流しや月見団子を一緒につくるなど、楽しく交流している。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 今のところ気になることはない。 

    

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか 

○体験・経験を活かした具体的な内容 

  散歩等で園外に出た時には気軽に声をかけていただきたい。将来、園内に水辺やツリー 

ハウス等が出来たらと、夢は膨らんでいる。その時はご一緒にお知恵や力をお借りでき 

たらと願っている。 

高齢の方々のゆっくりとしたリズムは、子どもたちのリズムと調和し、子どもたちにと 

ってはとても心地良く、安心して関わることが出来るので、応援に来ていただきたい。 

  地域の様々な体験・特技をお持ちの方に、子どもたちと関わっていただきたい。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  需要と供給のマッチングのためには双方向で発信できる場が必要なのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：西山香代子、松田洋子、吉光智恵   

（中央 桑原園長） 

≪地域の皆様へ≫ 

子どものエネルギーを地域の方にお伝えし

たい。垣根を低くして、地域の方には気軽に 

来ていただきたいです。 
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ファミリーサポートセンターは、子育て

を支援してもらいたい人（依頼会員）と

支援する人（援助会員）が会員となり、

相互援助の活動をする組織で、センター

はその活動を調整します。 

 ファミリーサポートセンター   

防府市ファミリーサポートセンター  
    

キャッチフレーズ 

 安心・安全な子育て支援 

所 在 地 

〒747-0035  防府市栄町 1-5-1 ルルサス防府２階 

ＴＥＬ ０８３５－２６－５５２２ 

ＦＡＸ ０８３５－２６－５５２３ 

組織・運営 

 職員数 非常勤（５人） 

総登録者数 １，００９人 

 依頼会員（656人）、援助会員（212人）、両方会員（141人）（平成２７年８月末現在） 

 援助対象年齢 ０歳～小学校卒業まで 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

  依頼があった時、依頼会員の要望に援助会員が対応する。個別の行動となるので、子ど 

  もの活動内容はそれぞれの家庭で異なる。 

  ■主な活動：①放課後児童クラブの送迎 ②子どもの習い事の場合の援助 ③放課後児 

童クラブ終了後の預かり ④保育施設までの送迎 ⑤保育施設の保育開始時や保育終 

了後の預かり ⑥保護者急用の場合の援助等 

  ■最近の傾向：入会後、即、保護者の通院、求職活動、学校行事等に際し、一時的に（１～

２時間）お子さんを預けるなど、短時間、単発的に利用される会員さんも増えている。 

 ○長期休暇 

  夏休みの利用がやや多く、活動内容は依頼会員の状況により異なる。 

  学童保育が８時から１８時のため、学童保育前の朝預かりと終了後のお迎え、預かりが 

  あり、子どもの時間の過ごし方は依頼会員の家庭により異なる。 

  午前中のみの依頼もある。 

 ○その他 

  毎年、クリスマス交流会を開催する。山口短期大学の学生さんの参加もあり、楽しいゲ 

  ーム・ハンドマッサージ等多彩。センター職員の企画も好評で２００名近い参加となる。 

 

●運営にあたって大切にしていること                            

 ○子どもたちに対して    

  安心・安全を第一としている。援助会員さんの報告書から、その子の状況に合わせたき 

  め細かい配慮があり、子どもたちが穏やかに安心して過ごしている。 

 ○保護者に対して 

  事前打ち合わせ・・・依頼会員と援助会員の確実な共通理解を大切にしている。 

  安心・安全な活動をモットーとしている。感謝の心を持つこと。急な突発的な依頼や個々 
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  の多様なニーズに対して、どうにか力になってあげようという援助会員さんの気持ちを 

依頼者に伝え、感謝の気持ちを大切にもっていただくよう配慮している。 

○職員に対して 

  報告書(日誌)作成。データ管理…依頼者、援助者の利用状況をその都度入力し職員が共 

有している。 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                

 仕組みについては特段の要望はない。 

 学童保育や保育園、学校等で子どもの体調が悪くなった時、お迎え、預かり、医師の診察 

が必要な場合、病児保育をしている「きららルーム」があるが、登録制となっていて、そ 

れまでに受診していることが条件となっている。唯一この施設が対応しているが、対象病 

院が市内に複数あるとよい。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                

 リーダーとして活動している。・・・ファミリーサポートセンターの PR。 

  ( 保健センターでの乳幼児相談、親子ふれあい広場での絵本の読み聞かせ等 ) 

 援助会員にシニアもいる。安心・安全サポートのために、会員講習会を開催している。 

 平成２５年度から、厚生労働省推薦のカリキュラムによる、11 項目 24 時間の会員講習会

を実施し、援助会員へ受講を進めている。学習と交流でさらに安心安全な支援に関わって

いただく。平成２７年度からは依頼会員さんの参加も受け入れる。 

 事故やけがの防止に向けた手引きと、万が一事故が発生した場合の対処法についての緊急 

時対応マニュアルを作成した。安心・安全なサポートのために、すぐ目につく場所に置い 

ておき、活用できるよう指導している。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか      

 まず援助会員として登録してほしい。 

 会員講習会の受講・・・全講座を修了すること。 

(厚生労働省によると、なるべく会員講習会受講修了者を援助会員とする) 

損害保険には加入済み。 

 

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。     

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか    

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

    援助会員として登録していただきたい。会員講習会を受講し、安心・安全な援助活動を 

していただきたい。 

  会員講習会のプログラムは、子どもの病気や心の発達、遊びの危機管理、子どもの特別 

な支援が必要な関わり方、病児・病後児預かり活動、子どもを褒めること叱ること、子 

どもの健康等。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  防府市子育て支援課の指導のもと運営しているので、安心して活動してほしい。 

 

  

 

 

 

 

 

  

ファミリーサポート会員になっていただきたい。 
ファミリーサポートセンターは地域の子どもたちを
安心安全にサポートするところです。お気持ちがあ
ればどなたでも入会できます。  

（前列右から 岡本センター長、澤田副センター長） 

≪地域の皆様へ≫ 

取材：重田強子、西山香代子、吉冨崇子 
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山口ファミリー・サポート・センター  

    

キャッチフレーズ 

 こどもたちに安心・安全なサポートを！ 

所 在 地 

〒753-0056  山口市湯田温泉５丁目１－１ 

ＴＥＬ ０８３－９２８－４１５０ 

ＦＡＸ ０８３－９３２－６４１７ 

組織・運営 

 職員数 非常勤（２人）、各地区にサブリーダー１０人 

総登録者数 ８４９人 

依頼会員（627人）、援助会員（144人）、両方会員（78人）（平成２７年８月末現在） 

 援助対象年齢 ０歳～小学校卒業まで 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

  主な内容としては次のような援助をしている。 

・子どもの習い事の送迎 ・放課後児童クラブの送迎 保育施設までの送迎 ・放課後 

   児童クラブ終了後の預かり  

  依頼を受けたらアドバイザーが調整する。また、サブリーダーに相談することもある。  

  アドバイザーもサブリーダーも会員登録をしている。 

 ○長期休暇 

  夏休み中の学童保育の開始時間が８時になったので、朝の預かりが減った。 

  保育開始時や保育終了後の子どもの預かりは年間通してある。     

○その他 

  平成２６年度は、講習会を３回、会員交流会を２回行った。 

今年度も地区交流会や意見交換会を行う予定。 

 ■講習会：安心・安全のための、「救急・救命」講習会。親子で料理教室、防災講座等。 

  ■交流会：10月に開催する「ハロウィン」のカボチャ ランタンづくり 

       12月のクリスマス会（親子ふれあい広場）の開催。 

  ■山口ファミリー・サポート・センターニュースを年間３回発行している。 

会員さんへ講習会、交流会の案内や援助会員さんの活動の様子なども伝えている。 

 

●運営にあたって大切にしていること                          

 ○子どもたちに対して    

  温かいコミュニケーションづくりに心がけ、常に安心・安全に配慮している。 

○保護者に対して 

  援助会員がお子さんをお預かりしての気づきは、できるだけソフトに伝えるように心が 

  けている。援助活動報告書には、毎回、丁寧にお子さんの様子などを記述されているこ 

とが多い。 
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○職員に対して 

  アドバイザー、サブリーダーは年に数回、連絡調整会議を開催している。 

  主に講習会や交流会の企画や情報交換等をしている。また、キャリアアップとして、研 

  修会への参加や、講座参加情報の共有に努めている。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                   

 特にない。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                    

 特にない。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか       

 会員登録をしていただき、援助会員として地域の子育て支援をお願いしたい。 

 会員として講習会にも参加していただきたい。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか   

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

  会員登録をしていただき、援助会員として、地域の子育て支援をお願いしたい。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  もっと多くの方に、山口ファミリー・サポート・センターを周知していただきたい。 

  援助会員さんの年齢も次第に高くなっているので、新たな会員さんの登録を希望してい     

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：俵田秀子、徳光康美 

 

（ 岡村センター所長 ） 

≪地域の皆様へ≫ 

ご自分のあいている時間を地域の子育て 

支援の応援にいただけませんか。 

よろしくお願いします。 
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はぎファミリー・サポート・センター  

    

キャッチフレーズ 

 こどもの笑顔が大好きです 

所 在 地 

〒758-0041  萩市大字江向356‐3 萩市総合福祉センター内 

ＴＥＬ ０８３８－２４－０５３０ 

ＦＡＸ ０８３８‐２２‐２０２６ 

組織・運営 

 職員数 非常勤（４人） 

総登録者数  ５３０人 

依頼会員（350人）、援助会員（115人）、両方会員（65人）（平成２７年８月末現在） 

援助対象年齢 ０歳～１８歳 ※総合支援学校生徒含む 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

  保育園、学校登校前の預かり及び送りと、学童保育終了後の迎えと預かり。 

  その他保護者の病気・急用の場合の援助、習い事への送迎。一番多いのは、福祉施設へ 

  の送迎。 

○長期休暇 

  学童保育が朝 ８時からのため、学童保育前の預かりと終了後のお迎え及び預かり。 

  夏休みはスクールバスがないので、総合支援学校の生徒の送迎。 

○その他 

  一人親家庭の夜勤に対応するため、２４時間保育への送迎。 

 

●運営にあたって大切にしていること                          

 ○子どもたちに対して    

  母親がわりということで、子どもが淋しい思いをしないように心掛けている。 

  基本は援助会員の家庭の中で行うが、危ないものをチェックし、安全な場所でリラック 

  スできるようにしている。 

必要があればおもちゃ・DVD等の貸し出し、チャイルドシートの貸し出しもしている。 

○保護者に対して 

  事前打ち合わせを十分にし、文章で確認をしている。アレルギーや障害のあるこどもも 

  いるので、保護者の依頼希望に沿って経験や知識のある援助会員に依頼している。 

障害のあるこどもに対しては、保育所の先生にもアドバイスをもらっている。 

○職員に対して 

  非常勤職員４人でローテーション制、常時２人勤務体制。 

  日報を詳しく書いて職員との連絡を密にし、共通理解するようにしている。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                

 センター開設時間（８時３０分～１７時３０分）外の対応について・・・ 
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 時間外の連絡は、職員の携帯電話に転送し、夜間でも対応が出来るようにしている。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                

 クリスマス会や、リフレッシュ講座・料理教室等、年に数回地域の方に協力していただい 

ているが、シニアの団体が関わっている活動は今のところ無い。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 援助会員になれば、損害保険に加入している。 

 保育園や学童保育のお迎えの時など、先生と必ずあいさつをし、コミュニケーションを心 

がけてもらう。援助会員として登録すると、活動ガイドブックの中をしっかり確認し、安 

心安全な活動を行うための心得や、病気アレルギー、発達障害の基礎知識を理解してもら 

いたい。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか        

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

援助会員として登録していただき、ファミリーサポートセンターで、おもちゃや絵本で 

遊びながら相談できる雰囲気づくり。依頼が無い時でも自由に遊びに来ていただき、自 

分の特技（お手玉・けん玉等）があればこどもたちにも体験させてもらいたい。 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  まず、拠点となる快適なファミリーサポートセンターがほしい。（今は仮住まいなので）      

相談に来た親子がリラックス出来て、こどもが自由に遊べる場所。 

  短時間の預かり保育が、センター内で出来る事が希望である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：岡野芳子、金折美津子 

 

（中央 横田チーフ） 

≪地域の皆様へ≫ 

ファミリー・サポート・センターの知名度が

低いのでまずこのセンターの存在を知って

もらいたいです。 

そのうえで支援が必要な方に情報提供し、 

地域ぐるみでの子育て支援への協力をお願

いしたいです。 
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周南市ファミリーサポートセンター  

    

キャッチフレーズ 

一時的に子育てのお手伝いをお願いする人（依頼会員）と、一時的に子どもを預か

るなど子育てのお手伝いができる人（提供会員）が、ファミリーサポートセンター

の会員になり有料で子育てを助け合う会員組織です。 

所 在 地 

〒745-0025  周南市築港町１３－１５ 

ＴＥＬ ０８３４－３２－８１９１ 

ＦＡＸ ０８３４－３２－８１７１ 

組織・運営 

 職員数 非常勤（４人） 

総登録者数  １，０３８人 

依頼会員(637 人)、提供会員（318 人）、両方会員（83 人） （平成２７年８月末現在） 

援助対象年齢 ０歳～小学校卒業まで 

 

●子どもたちの日常の活動                              

○平日  

○長期休暇               

○その他 

 

●運営にあたって大切にしていること                         

 ○子どもたちに対して 

  ファミリーサポートセンターが、直接子どもと関わることはない。 

  子どもと提供会員の関係においては、お預かりする子どもの安心、安全を第一に考えて 

いる。依頼会員の子どもの年齢、特性などを考慮して、子どもに合った提供会員を紹介 

している。 

提供会員には、研修会への参加を積極的に促し、スキルアップを図っている。 

 ○保護者に対して 

  保護者と提供会員の関係が良好に保てるように配慮している。サポート内容を確認し、 

要望を丁寧に聞き取り、なるべく依頼会員の意に添える形でサポート活動ができるよう 

に、提供会員を紹介している。（例えば、自宅近くの方、職場近くの方、保育施設近くの 

方を、希望により紹介） 

○職員に対して 

  ①依頼会員の要望を丁寧に聞き取り、サポートをスムーズに行えるようにすること 

  ②市子育て支援課との連携を密に図る 

  ③研修会への積極的な参加 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                  

 ・病児を預かってほしい。          ＊周南市では病児の預かりはしていない 

 ・利用したい時に、すぐ、いつでも対応してほしい。 

             ＊事前登録、提供会員との事前打ち合わせが必要なため難しい 

・保育所 幼稚園 小学校 児童クラブで過ごす子どももいれば、家
庭で過ごす子どももいる。 

・子育て交流センター、子育て支援センター（親子の遊び場）を親子
で利用する。 
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●地域のシニアが協力して関わる活動がありますか                   

 提供会員として活動されている６０～７０歳くらいまでのシニア層が多くいる。 

 子どもの預かり、車での送迎、地区のリーダーとしてイベントのお手伝いなど。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 ・子育てに関する講習会や、子育て世帯が参加する交流会に参加して、ファミリーサポー 

トセンターの活動・役割を知ってもらうとともに、多様な価値観が認められる現代の子 

ども、子育てについて知った上で、子どもと積極的に関わってほしい。 

・健康であること。 

 

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか 

○体験・経験を活かした具体的な内容 

自然活動（草花・生き物にふれる）や創作活動（野菜栽培、木工、手芸、料理）など、 

親子に教えてほしい。 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

企業等で定年退職をむかえる方に、地域の子育て支援の内容について知ってもらう機会 

の提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：國廣真由美、西山香代子、吉冨崇子 

空いた時間に子育ての経験を活かしたお手伝いをしたい方、子どもに手がかから

なくなり、地域で子育ての応援をしていただける方、提供会員として援助活動を

してみませんか。 

≪地域の皆様へ≫ 
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 放課後児童クラブ    

わいわい子どもセンター 油谷児童クラブ 
    

キャッチフレーズ 

 一人ひとりの子どもの気持ちを大切に！ 

所 在 地 

〒759-4503  長門市油谷新別名６７２－１ YY子どもセンター内 

ＴＥＬ ０８３７－３２－１１３７ 

組織・運営 

 職員数 常勤（３人）非常勤（２人） 

児童数 ２５人（１年生～６年生） 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

下校時から１９時        

下校時、職員二人が学校まで迎えに行く。校舎から道路を挟んだ高台に YYセンターがあ 

り、横断歩道がないので横断する時に事故のないように、注意をしている。 

宿題が終わるとおやつの時間。その後は自由遊び。部外活動（バレー・そろばん・習字 

等）の子どもはその都度帰る。（親の同意書） 

○長期休暇（職員は午前・午後の交代制） 

  ８時から１９時 子どもの来る時間はまちまちである。全員がそろうのは１０時。 

  １０時  点呼・ラジオ体操・外遊び 

  １２時  昼食（お弁当持参）午後自由遊び（オセロ・トランプ・しょうぎ） 

  今後は、地域の力をお借りしたい。 

 ○その他 

  折り紙がブームで、児童クラブの中には様々な折り紙 

  が飾られている。 

  職員の中に上手な人がいて、子どもはすぐにマスターした。 

     

                                

●運営にあたって大切にしていること                         

 ○子どもたちに対して    

  子どもの話をよく聴く。健康面にも配慮し、元気がない時は健康状態をチェックする。 

  一人ひとりの子どもに声をかけ、安心して過ごせるように配慮している。 

 ○保護者に対して 

  同じ言葉に対しても、親によって受け取り方が違うので、言葉には気を付けている。 

  何か問題があっても、傷つけないように細かいことは言わないようにしている。 

  子どものけんかの場合は、両方の言い分をよく聞いて不公平の無いようにしている。 

 

 

（夏休みの折り紙作品） 
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 ○職員に対して 

  子どもが来るまでの間、ミーティングをする。 

  保護者からの連絡や、当日のスケジュールを念入りにチェックするようにしている。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                  

 保護者からのアンケートで、時間延長の希望が多く１９時までに延長された。 

 おやつ代も１５００円が高いという事で、１０００円になった。 

     

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                  

 ４月から今の施設に入ったばかりで、模索中である。 

 絵本の読み聞かせなど、油谷の「おしかけふれあい塾」にも協力を依頼しようかと思って 

いる。 

「ラポールゆや」の図書室を利用することもある。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか      

 双方があいさつや言葉づかいに留意し、感謝の気持ちを伝えあうこと。子どもたちにお手 

 本になるような言葉づかいを教えて欲しい。 

 気になるこどももいるので、守秘義務等、共通のルールをつくり活動していただきたい。 

 

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか    

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

    子どもといっしょに遊んでもらう。たとえば、かるた（言葉の中に教訓等があり、体験 

談も入れた話に広がっていく）や、昔話・戦争の話等。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  シニアから一方的に教えてあげるのではなく、子どもの持っている素晴らしいものを 

  引き出してほしい。子どもの自尊感情を高めて、自分に自信が持てるようにする。 

  地元には経験豊富な方が多いので、子どもたちの活動を温かく応援していただくよう、 

  今後取り組みたい。  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   取材：金折美津子、西山香代子、橋本芙由子、藤田千勢 

応援よろしくお願いします。 

（前列左から 藤本指導員、坂倉指導員） 

≪地域の皆様へ≫ 
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宇部市社会福祉協議会 小羽山学童保育クラブ  

    

キャッチフレーズ 

 話を聞こう、仲良くしよう、片づけをしよう、挨拶をしよう、決まりを守ろう 

所 在 地 

〒755-0081  宇部市北小羽山町２－６－５０ 

ＴＥＬ ０８３６－３１－３８９０ 

ＦＡＸ ０８３６－３１－３８９０ 

組織・運営 

 職員数 常勤（７人） 

児童数 ５５人（１年生～６年生） 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

・１５時過ぎに下校して来るので、地域の見守り隊や支援員が途中で迎え「お帰りなさ 

い」「ただいま」の挨拶からスタートする。１年から６年の受け入れ体制ではあるが、 

主に１・２年生が多い。 

  ・宿題の後に、自由遊び（外遊び「虫取り・ホッピング・フラフープ・運動等」、室内遊 

び「ままごと・読書、ゲーム等」）を同学年、異学年が男子女子仲良く過ごしている。 

   受け入れ時間は保護者の要望により１８時３０分までとする。 

 ○長期休暇（夏休み・冬休み・春休み等） 

  時間は８時から１８時３０分。長期休暇のみの児童も数名いる。 

  主な日程：９時３０分迄学習時間（読書も含む）９時３０分：ラジオ体操、掃除。その 

       後自由遊び。 

       １２時:お弁当（持参）、読書（本読みカードを作成し、読書感想を書く。 

お友だちに本を紹介しよう！！）、地域のボランティアによる読み聞かせ。 

１３時３０分:自由遊び。プールを利用する時は、社会福祉協議会の職員に監 

視の応援を依頼する。地域の方によるイベント行事もある。 

 ○その他 

  比較的同学年の子どもは仲良し。時に上級生と下級生との間でのけんかもある。 

  こんなときは、館長さんの存在は大きい。（子どもが引き締まる。） 

 

●運営にあたって大切にしていること                           

 ○子どもたちに対して    

  子どもたち一人ひとりの配慮を大切にしている。気になる子ども（仲間はずれ、元気の 

  ない子等）には声かけをし、子どもとのコミュニケーションを大切にしている。 

  年１回、学校の教員（１から３年生担当）との情報交換会もしている。小羽山ふれあい 

  センターの館長さんとも情報共有をしている。低学年の子どもたちは、時々支援員にも 

甘えてくることがある。子どものストレスを受け入れている。 

 ○保護者に対して 

  送迎時に双方がお互いに必要に応じて情報交換をしている。体調、友だちとの関係等を 



聞き取り調査           「シニアの社会貢献と地域コミュニティを豊かにする世代間交流のあり方」 

 

― 21 ― 

 

  伝える時には、ストレートに伝えるのではなく言葉に配慮して親が不安にならないように 

伝える。保護者会を開き、個人の相談も受けている。「学童保育クラブだより」を毎月発行。 

○職員に対して 

  月に 1回、ミーティングを開き、情報の共有化を図っている。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                

 子どもたちは、親の前よりか支援員の前で、ストレートに気持ちを表現することが多い。 

 親からは、友だちとの関係について、学童保育で配慮してほしいと云う相談がある。この 

様に保護者とのコミュニケーションを大切にし、気になることは伝えあうよう努めている。 

 保育時間を延長してほしいと云う依頼が多い。その為、これまでの１８時までの時間を要 

望により１８時３０分に延長した。  

  

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                 

 小羽山地区の「あゆみの会」の皆様が、年間、定期的に様々なボランティアのイベントを 

開催してくださる。 

 「あゆみの会」の活動：①お月見会（一緒にお団子づくり） ②そうめん流し ③茶道（礼 

 儀作法）また、地域の有志がボランティアにより、（さつま芋の植えつけ、草刈り、収穫、 

焼き芋にして食べる。）収穫体験を行っている。 

  

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか      

 地域の皆様が、いつも子どもたちに声かけしてくださる。特に見守り隊の方々の声かけは 

温かく安心して児童クラブに帰ってくる。 

 これから共働き世帯も増えて、地域での子ども会活動を維持することが難しくなる。地域 

のシニアの皆様には、地域での子どもの活動について、どの子も参加できるよう応援して 

ほしい。     

 

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか     

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

  これまで良くしていただき、今のままで充分。 

  地域では、イベント・遊びの中でさりげなく家庭教育の支援をしていただきたい。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  核家族が増え、学童保育のニーズは高まると思いますが、子どもは常に親のお迎えを待 

  っている。 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：西山香代子、藤本米子 

地域の皆さんと小羽山の子どもたちがもっと

遊べる機会が増えたら嬉しいです。 

（右 清水支援員） 

≪地域の皆様へ≫ 
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 井関にこにこクラブ 

    

キャッチフレーズ 

子どもたちに生きる力を！地域は子育て応援団！ 

所 在 地 

〒754-1277  山口市阿知須１６３９（井関小学校内） 

ＴＥＬ ０８３６－６６－２０００ 

ＦＡＸ ０８３６－６６－０００３ 

組織・運営 

 職員数 常勤（１人）非常勤（５人） 

児童数 ４１人（１年生～６年生） 

 

●子どもたちの日常の活動                              

 ○平日：下校時から１８時 

  「ただいま」「おかえり」からスタート。 始めの会「3つのお約束」唱和。ラジオ体操、

カードリレー（持久力をつける）、運動（ストレッチ、マット運動・跳び箱・大縄跳び 

等 の チ ー ム 戦 ） の 後 、 ド リ ル （ オ リ ジ ナ ル の 百 ま す ド リ ル ）・ 採 点 、             

宿題、おやつ。その後自由時間、１７時から全員で掃除。その後へび鬼ゲーム、論語カ

ルタ等、保護者のお迎えまで。月１回は、阿知須地域更生保護女性会の応援がある。 

おやつは支援員による「おにぎり」。 

 ○長期休暇   

平成１９年から、夏休みの毎日午前中を利用して、地域で活躍されている方やボランテ 

  ィア団体の皆さんの応援をいただき、「夏休み井関元気塾」を開催。学童保育に教育的な 

プログラムを取り入れることにより、協力・耐性・規律が生まれた。発表会には地域・ 

学校・保護者が参加され、はつらつとした子どもの姿に満足されている。 

 ○その他 

  学校敷地内にあるので、学校の理解や協力を得ることができ、また、地域の皆さんが気 

  軽に関わる環境にある。学校行事があるときは、託児室として開放する。学校と連携し 

た関わりをもつ。     

 

●運営にあたって大切にしていること                          

 ○子どもたちに対して    

  性差・能力等の決めつけをしない。「３つのお約束」を守る。一人ひとりの子どもの力を 

引き出すことを大切にしている。 

 ○保護者に対して 

  励ます態度で接してほしいと伝えている。 

  支援員と保護者とのコミュニケーションを重視している。その日の問題はその日のうち 

  に解決するようにしている。保護者会は、毎年３月に開催する。 

 ○職員に対して 

  情報交換・共有の徹底。学校・保護者・地域・支援員のつながりを大切にしている。 

  子どもに対しての言い方、態度の統一。 

「井関にこにこクラブ３つの約束」 

１．礼儀と決まりを守り、指導者の 

   指導にしたがいます 

 ２．何ごとも、みんなで助け合って 

   協力します 

３．何ごとにも好き嫌いを言わず、 

  進んで挑戦します 
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●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                

 普段から、コミュニケーションを大切にしている。広い視野から双方が子どもを見ている。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                

 毎月１回、お世話になっている。（阿知須地域更生保護女性会） 

 老人クラブ（年末のしめ縄づくり） 食推（料理） 読み聞かせの会、俳句の会、避難訓 

練、裁縫、音楽。阿知須地域更生保護女性会の皆様には、地域のネットワークから講師の 

紹介をお願している。 

逆に、いきいきサロンに子どもたちが「長州ファイブの朗唱」等の出前発表を行うことも 

ある。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか     

 ボランティア保険の加入をお願いしている。叱る事も必要。叱る時理由をはっきり伝えて 

ほしい。支援員の指導方針に協力してほしい。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか    

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

  子どもたちに、必要な知識・体験を指導してほしい。（傘のたたみ方、靴の揃え方等） 

  些細なことでも教えて欲しい。宿題補助、学習補助、環境整備の方法等お願いしたい。 

○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  学校の敷地内にあり、学校の協力体制があるのでとても運営しやすい。また、地域の方々 

も入ってきやすい。 

   

■当日は、阿知須地域更生保護女性会の西村久美子さんが取材に駆けつけ、地域で出来る 

ことを模索し、地域の子どもたちが元気で過ごすことを大切に団体として応援してこら 

れたお話も伺った。地域貢献・生涯学習の学びを具体的に地域の方々と一緒に実践され 

ていることを伺い、今回の目的の先駆的な活動に勇気をいただく。 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材：西村久美子、西山香代子、林 園代 

これからも地域の皆さんのお力で子どもたち

の成長を応援してください。 

（左から 西村阿知須地域更生保護女性会会長、上野主任支援員、石川支援員、岡藤支援員、篠原支援員） 

≪地域の皆様へ≫ 
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放課後児童クラブ 島田第１サンホーム 

    

キャッチフレーズ 

明るく 笑顔で！ 

所 在 地 

〒743-0063  光市島田５－１５－１    光市立島田小学校内 

ＴＥＬ ０８３３－７１－０６００ 

ＦＡＸ ０８３３－７１－０６００ 

組織・運営 

 職員数 非常勤（３人）通常２名が勤務 

児童数 ３４人（1年生～６年生） 

 

●子どもたちの日常の活動                               

○平日 

  授業終了後から１８時迄。（但し、１９時迄延長可）島田小学校内に施設がある。 

  各学年ごとの下校時の時間差はあるが、それぞれが通所している。 

主に、宿題・勉強 ⇒ おやつ ⇒ 自由時間（室内や室外グラウンドで遊ぶ）を過ご 

している。保護者の迎えを待つ。 

 ○長期休暇 

  ８時から１８時迄。（但し、１９時迄延長可） 

  午前：勉強・自由遊び（室内・室外）昼食・休憩等で過ごす。 

  午後：自由遊び（室内・室外）・おやつ。 

 ○その他 

  学校内の敷地に施設があり、グラウンドが隣接している。 

  活発に屋外で遊ぶことが多い。 

   

●運営にあたって大切にしていること                          

 ○子どもたちに対して    

  男女異学年、様々な個性がある。其々の児童の成長を見守り、関わっている。 

  常に、目配り、気配りをしている。特に、健康・安全面に配慮し、事故・怪我のないよ 

  うに細心の注意を払っている。 

 ○保護者に対して 

  保護者との対応に関しては、職員として心がけながら職務遂行に心がけている。 

  児童・保護者・職員の意思の疎通が滞りなくスムーズにいき、より良い関係が保てるよ 

うに、言葉がけ等対応に配慮している。 

 ○職員に対して 

  業務日誌、報告など、日々常々連携をはかり、現場を重視して職員相互の理解を深め、 

職務にあたっている。 

 

●保護者からの子育て支援についての要望等がありますか                 

 発育や日常の健康について予め入所時に事前調査報告を受けている。非常にデリケートな 
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問題で、各児童・家庭の個人情報であるため、守秘しながらあたっている。 

通常生活においては、その都度、保護者から「お知らせ」として受けている。 

 

●地域のシニアが協力して関わっている活動がありますか                 

 年に２回程度、交流大会として、昔遊びやレクリエーション等、楽しくコミュニケーショ 

ンを深める場を計画している。輪投げ大会、グラウンドゴルフ大会は好評。 

 

●地域のシニアが関わる場合、どんなことに留意、あるいは配慮してほしいですか       

 無理のない日時や場所を設定する。お互いに安全に配慮し、怪我や事故のないよう配慮し 

たプログラムを組んでいる。 

     

●少子高齢社会の進展により、「仕事と家庭の両立」に向けての課題も見えてきます。    

 子どもたちの成長を温かく応援するため、地域のシニアの皆様に応援してほしいことがありますか 

 ○体験・経験を活かした具体的な内容 

世代間交流であるため、“高齢者”の存在そのものが、子どもたちにとっては格別の“ふ 

れあい”となっている。ご年配の方々から、色々な体験（遊び方）やお話しを聴いてみ 

たい。 

 ○どのような体制や仕組みがあれば利用しやすいですか 

  平日よりは土曜日、長期休暇（春・夏・冬）に、余裕のある時間帯にお願いしたい。 

仕組みとしては検討中。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 宮内指導員 ） 

 

取材：桑原芳晴、原田 浩 

これからもよろしくお願いいたします。 

≪地域の皆様へ≫ 


