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令和２年度第２回第 10期国分寺市立子ども家庭支援センター運営協議会 

 

日 時：令和３年３月 13日（土） 午前 10時～正午 

場 所：いずみプラザ２階講座室 

出席委員：辻，谷垣，村松，山本，工藤，小林，中島，小池(途中参加)，片岡，井原 

事 務 局：坂本，杉野，主代，齊藤 

 

事 務 局：大変お待たせいたしました。定刻を少し過ぎましたが，お時間になりましたの

でこれより協議会を始めさせていただきたいと思います。 

      本日は足元の悪い中を運営協議会にご出席いただきまして，ありがとうござ

います。それでは，お願いいたします。 

会  長：皆様，改めましてよろしくお願いいたします。第２回の運営協議会を始めてい

きたいと思います。コロナの関連で緊急事態宣言が再延長されて，まだ下げ止

まりの状況でこれからどうなるかというところですが，今日は時間 12時までを

予定しておりますので，よろしくお願いしたいと思います。 

      まず，本会の成立状況及び参加委員の状況について，齊藤さんのほうからご

説明をお願いします。 

事 務 局：事務局です。本協議会は本日，５号委員がご欠席のご連絡を頂いております。

また，７号委員が本日，ご家庭のご事情で遅れて参加するとお話を伺っており

ます。会場にいらっしゃるか，もしくはオンラインでご参加されるということ

でご連絡を頂いております。 

      また，本日オンラインという形で，２号委員，３号委員委員がオンラインに

て参加をされていらっしゃいます。よって，11 名のうち本日現在９名の参加が

あり，過半数ということでございますので，国分寺市立子ども家庭支援セン

ター運営協議会設置条例第６条第２項に基づきまして，本日の国分寺市立子ど

も家庭支援センター運営協議会を開催できることを確認しております。 

会  長：ありがとうございます。それでは，本日配布の資料の確認を事務局のほうでお

願いいたします。 

事 務 局：事務局でございます。事前に郵送にて資料 10から 15までを配布させていただ

いております。次第の裏面に資料一覧という形で載せさせていただいておりま

す。資料 10につきましては，「相談受付経路内訳及び新規受理件数内訳」。資

料 11，「諮問の趣旨」。資料 12，「新規相談フローチャート」。資料 13，

「職員の資格一覧」。資料 14，「相談受入れ機関一覧(国分寺市実施)」。資料

15，「人口動態等統計」。事前に配布させていただきました資料は，以上 10か

ら 15の６点となります。 

      また，当日配布資料といたしまして，資料 14－２という形で，「相談受入れ

機関一覧(東京都実施)」というものを配付させていただいております。 
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会  長：趣旨の説明をということで，前回口頭でのやり取りでしたけれども，改めて文

章でということでお示しいただいたのが資料ナンバー11でございます。それぞ

れご確認いただきながら，また事務局より説明をお願いいたします。 

事 務 局：事務局の主代です。本日はよろしくお願いいたします。諮問の趣旨につきまし

て，箇条書きで示させていただきましたので，ご説明のほうをさせていただき

ます。 

      現状と課題に分けて，今の子ども家庭支援センター相談担当の状況について

記載をさせていただいているところです。詳しい内容はお読みいただければと

思うのですが，現状につきましては，現在の相談の状況というところで，こち

らのほうで書かせていただいております。相談されている家庭の状況ですと

か，関係機関との関わり，あとは相談を受けている状況，時間等を書かせてい

ただいているのが現状となっております。その現状によって，今どんな課題が

あるかというところを書かせていただいております。 

      課題につきましては，読ませていただければと思います。今，子ども家庭支

援センターにおきましては，虐待対応をする場所という認識が市民のほうから

強くイメージを持たれているのではないかなと思っております。ですので，親

子ひろば等という形でお子さんたちがたくさんお越しいただいているところは

あるのですが，気軽に相談に行く場所ではないという声があって，敷居が高い

イメージが持たれているような状況がございます。 

      ２つ目としましては，他機関，主に関係機関，連携を取らせていただいてい

る機関につきましては，月曜日から金曜日が開館となっている勤務の場所がと

ても多くて，子ども家庭支援センターは火曜日から土曜日の勤務となっており

ますので，ケース会議や電話での連携等を図る際に，すぐに連絡や会議調整が

取れない場合もございます。 

      また，虐待相談などが突然立て続けに入るということもございまして，そう

いった場合，調査などに時間と人手を取られることになりますので，ほかに受

けていかなければならない相談などが少し後回しになっていたりとか，すぐに

対応できずにいるということがございます。 

      最後に，同じ家庭の相談を受けている他機関，同じような年齢の同じような

相談という状況で受けている機関が多数ございますので，そういった機関と役

割分担などを会議等で決めている状況ではあるのですが，市民の方にはこちら

の役割分担とか，いつどの相談をどの機関にすればいいのかというところ，子

ども家庭支援センターと他機関との役割の違いということがなかなか理解いた

だくのが難しい状況になっておりまして，市民の方としましては，たくさんの

場所に同じことを伝えなければいけないのかという必要性の困難さを訴えられ

ることがあるという現状がございます。 

      以上の課題につきまして，市民に身近で市民が相談しやすい，また関係機関
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との連携をより密に効率的に行えるようになるための対応策について，ご意見

を頂きたいということで書かせていただいております。よろしくお願いいたし

ます。 

会  長：ご説明いただき，ありがとうございます。実は，前回もご説明いただきました

けれども，諮問を受けて１年でまず答申を立てていかなければいけないという

ことで，実質的な審議に充てられる時間，確保できるのは今回，そして次回が

審議をメインにということになって，それ以降は答申案の細部の検討を含めて

いくということで，今回，そして次回はできるだけ密に議論を行っていきたい

と考えております。それで積極的なご発言を頂きたいというところですけれど

も，まず，今日お示しいただきました課題，資料ナンバー11のところですね。

敷居をいかに低くしていくかというところ，どう利用につなげられるようにし

ていくかというところと，もう１つは，つながった後にどう対応していくかと

いうところに少し線引きを置いて，前半ではいかに利用しやすくするのか。先

ほど，相談の内容と相談先のところがなかなか区分けが難しいという話もあり

ましたけれども，敷居をどう下げていくのかというところ。そこに前半力を注

いでいただいて，後半は受入れた後，相談していただいた後の対応について皆

様のご意見を賜ればと思っております。 

      Ｚｏｏｍでご参加の方は挙手か，あるいはマイクのミュートをオフにしてご

発言いただければと思います。それでは，時間も限られておりますので，早

速，いかにこの敷居を下げていくことができるのか，あるいは気軽に相談をし

ていただきたいというところと，この相談はここでいいのかなという不安を

持っておられる方も多いかなと思います。そういったところをどう解消してい

くことができるか，皆様のご意見を頂戴できればと思っております。というこ

とで早速，審議に移りたいと思いますが，いかがでしょうか。 

事 務 局：ご発言の際は私がマイクをお持ちいたしますので，インタビュー形式のような

形でお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

副 会 長：片岡です。今，会長の発言を頂いたところですけれど，まず，どんなところを，

相談するときの敷居とは何だろうという。皆さんが感じられている，これがあ

るとちょっと相談しにくいよねという，躊躇するようないろいろな事情を感じ

られるところをお教えいただけばと思っています。いかがでしょうか。 

委員：私自身の個人的な感覚の話になるのですが，まず私自身が国分寺に来たのが，

結婚を機に転居という形です。全く知人もいない，親族もいない，どこに何が

あるのかも知らない，何なら市役所の場所すら分からないという状況で暮らし

ていて，妊娠して出産しました。そこでまず，どうやって子どものことを相談

するのだろうとか，どこに聞けば何が分かるのだろうというのを教えてくだ

さったきっかけが国分寺助産師会さんがやっていらっしゃった事業で，国分寺

の助産師さんとつながったことがきっかけでした。それは新生児訪問でもなく
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て，たまたま助産師会さんとつながれる事業があったというところがきっかけ

です。正直，新生児訪問は体重を測ってもらったり，定型的な質疑応答みたい

な形で終わって，だからこれから先どうしようというところまでは，その時点

では頭が行かないのですね。自分自身，目の前のことに必死で。そこから子育

てのステップが自分の中で１つ上がった段階，さあ子どもを外に連れて行こう，

何かちょっと触れさせたほうがいいのではないか，そういう意識が１段階上

がったときにつながる先はどこなのだろう，誰に頼ればいいのだろうという発

想に行きました。ですので，妊娠中の母親学級での働きかけ，それも大事だと

思うのですけど，正直聞き流してしまいます，今の自分に関係ないので。です

ので，子どもが生まれた，新生児期を過ぎた，外に連れて行けるというその段

階で情報をキャッチできるタイミングがどれだけあるか。例えば親子ひろばに

行くにしても，まず子どもを１人で連れて行くこと自体，自分の中でちょっと

躊躇する気持ちが芽生えてしまうので，そこを解消する何か，お友達のつなが

り，助産師会の場合だったら助産師会さんとのつながり。そういったものが１

つ欲しいなというのが正直なところです。そこで，例えば子育ての相談だった

らここに行くといい，何か発達の不安があるとここに聞くといいみたいなイエ

ス・ノーのフローチャートみたいなところで，はい・いいえで答えていくと問

合せ先が見つかるみたいな紙が１枚ぺらっとあれば，もうそれだけで母親とし

ては，あっ，ここに頼ればいいのかな，あっ，ここに行けるのかな，というの

が明らかになって，後は自分で動けるようになるのではないかなと思います。 

会  長：ありがとうございます。ちなみに，その助産師会の活動というのは，そういっ

た取組というのは具体的に何かあるのですか。 

委員：初回，自己紹介のときにお話しさせていただいた，当時，結ぼっこという事業

があって，今はもう終了してしまって助産師会さん独自の取組になってしまっ

ているのですけど，当時は東京都の助成事業でしていただいていたものです。 

会  長：ありがとうございます。そうですね，転居をして社会資源等がなかなか分から

ない状態であれば。 

委員：おはようございます。すみません，Ｚｏｏｍからで。今，結ぼっこのことを

言っていただいたのですが，今は有料で少し事業はちょっと継続しているので

すが，以前は助成金を頂いていたので，少し安いお金で産前から助産師が関

わって産後まで訪問等を通じて妊産婦さんを支援するという事業をやっており

ました。ですので，妊娠中からの関わりの中でいろいろな情報をお伝えしたり

とか，もちろん体のこともそうですし，育児のこともそうですし，地域の情報

などもそこでお伝えすることができていて，なおかつ継続的に関わるので，い

ろいろ信頼関係もできた中でお話しする情報というのがお母さんには届きやす

いということがあったのかなとは思います。そんな事業をやっていたのです

が，ちょっと今は助成金がなくなって，細々と有料でやっています。母と子の
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サロンというところと，国分寺助産師会がタッグを組んでやっている感じに

なっております。 

      もう１点，そのままよろしいでしょうか。こちらの資料 11の課題のところに，

子ども家庭支援センターは虐待対応をする場所という認識が強く書いてあった

と思うのですが，その声というのは実際にはどういった方からそんなふうに声

が届いているのかなと思いまして。今，私が地域でいろいろ母子支援をしてい

る中で，虐待支援というよりも，そもそも子ども家庭支援センターが何をする

ところかというところから分からないという方が多いのではないかなと思うの

で，虐待というイメージにつながっている人はどんな感じでいるのかなと思い

まして。実際にそういう声というのはどんなふうに届いたのかというのを

ちょっと知りたいなと思いました。 

会  長：ありがとうございます。それでは，この資料をおまとめいただいた事務局のほ

うから，どういうところから声が出てきているのか，ご説明を頂けますでしょ

うか。 

事 務 局：事務局です。この１点目の課題につきましては，実際に私たちのほうで相談を

受けさせていただいている市民の方から，実は敷居が高かったのだというご意

見をいただいたりとか，実際に虐待対応として訪問に行かせていただくときも

あるのですけど，そういったときに，ああ，やはり虐待対応する場所だよね，

みたいなご意見を頂いたりというところの声から，こういった課題があるので

はないかということで抽出させていただきました。 

委員：ということは，そもそも相談に来られた方の声と考えていいのでしょうか。子

ども家庭支援センターに相談する前の段階の方たちが，虐待の対応をする場所

だから自分には関係ないと思っているということではないと捉えてよろしいで

しょうか。 

会  長：事後的なイメージなのか，事前にどう思われていたのかというところでいけ

ば，この課題で出されているのは事後的なイメージとして散布されたものでは

ないかというご意見ですかね。 

委員：はい。ふだん，私が関わっている親子の方たちが，あまり子ども家庭支援セン

ターが虐待対応をする場所だから自分たちに関係ないと思っているわけではな

いような気がするので。相談に実際に来られた方が特にそう思っていて，相談

の必要がないと自分で感じている方たちにとっては，もうちょっと子ども家庭

支援センターの捉え方というのが逆に曖昧なのかなという感想を私自身は持っ

ているので，どの辺りからその虐待という言葉が来たのかなというのが疑問に

思ったので質問したところです。 

会  長：ありがとうございます。続けて私から少し伺ってもよろしいですか。 

委員：はい。 

会  長：産前に関わっておられるというところで，妊娠をされている方が子育てに関す
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る相談をどういうところでしていらっしゃるのか，あるいはどういうイメージ

を持っておられるのかというところがまず１点と，子家センの認識度というの

はどんなものなのかというのを，感覚的なものでよろしいので教えていただけ

ないでしょうか。 

委員：私のいつも関わっている方たちのいろいろ反応を伺っていると，まず妊娠中の

方が抱く疑問としては，やはり出産までというのがすごく大きな課題なので，

産後のことというのはなかなかイメージがつきにくいですし，そこまで想像が

つかないというのが実際のところだと思います。妊婦検診を受けたりする中で，

お体のことだとか赤ちゃんのことというのは基本的にはそれを質問できる環境

にあるとは思うのですけれども，病院によってはそれこそ本当に３分診療みた

いな感じで，ご自身の疑問をなかなか解消することができないという方も実際

は多くいらっしゃいます。市でも健康推進課でやっている両親学級等々でもい

ろいろな情報を受けられたりとか，あとは今，ゆりかごこくぶんじという事業

がありまして，妊婦さんが母子手帳をもらうときに，もしくはもらった後に助

産師と面談をしていろいろな市のサービスだとかいろいろな悩み事だとかの相

談をしたりとか，そうやって産前から行政のほうにもつながるという事業があ

るので，少しそういったことで子ども家庭支援センターだとか産後の親子ひろ

ばの認識というのは，前に比べると多少早い段階から皆さん情報を得てくだ

さっているのかなと思います。 

      でも，実際に産んでみると違うとか，産んでみた後にいろいろな悩みが出て

くるということがあって，その新生児訪問で助産師だとか保健師さんが自宅の

ほうに訪問していろいろな情報をお伝えするときに，体重を測ったりとかお体

のこと，赤ちゃんの育児のことだとかをインタビューしたりとかいろいろなこ

とをする中で，本当だと地域の……なんかをお伝えていただいて，今，親子ひ

ろばで助産師相談を受けて，そこでここの広場のことを聞いたよということで

利用される方もすごくたくさんいます。ですので，新生児訪問がうまく機能す

れば，そういった形での子ども家庭支援センターだとか親子ひろば事業なんか

の認識は高くなるのかなとは思っているところです。 

      あと，子ども家庭支援センターのイメージとしては，ゆりかごがあることで

今，産前産後のヘルパー事業というのもありまして，産後の３カ月間かな，サ

ポートがないという方に関してはヘルパーを派遣しますという事業がありまし

て，そういったものの窓口にも今，子家センがなっているので，そういうとこ

ろから子家センの存在を知ったりということもあるのかなと思います。 

      相談自体は，何か不安があったら相談をするというところに子家センが最初

に来るというのは，産後すぐというのはなかなかちょっと難しいかもしれませ

ん。今まで健康推進課のほうでのゆりかご事業があったりするので，そちらの

窓口のほうのイメージが強いので，子どものことだとか体のことというのは保
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健師さんに相談するというイメージのほうがもしかしたら強いかもしれないで

すね。育児に関しては，というところでだんだん生活が広がってきて，親子ひ

ろばなんかを利用していただくと，子ども家庭支援センターのことも近くなる

ようなイメージが皆さんの反応を見ていると，そんなふうに思ったりします。

お答えになっているか分かりませんが，すみません。 

会  長：ありがとうございます。認知がないわけではないけれども，どうつながってい

くのかというところがなかなか難しいかなというところですかね。そのために

も新生児訪問とか，既存の事業を有効に活用していけば子家センにつながりや

すいのではないかというところでございました。 

      そのほか，いかがでしょうか。 

委員：私も子ども家庭支援センターはよく利用させていただいているのですけれど

も，気軽に相談しやすいかという前に，気軽に行きやすいかというと，私は気

軽に行きやすかったと思っています。私は北町親子ひろばをよく利用していた

のですけれども，そこで子ども家庭支援センターのイベントの案内とかカレン

ダーを一緒に頂いて行ってみようかなと思ったり。当時，何年か前なのですけ

れども，齊藤さんが巡回されていて北町親子ひろばでお話しできることもあっ

たり，子どもを見てくださることもあって，男性なのにうちの人見知りをする

娘が全然泣かなくてなつこい，安心して相談できる方だなと感じたり，身近に

感じることができました。 

      個人的になのですけれども，相談する相手，どの人に相談しようかというと，

私は顔が見える人に相談したいなと思うのですね。顔が見えないほうが安心と

いう方も匿名とかでいらっしゃるかもしれないのですけれども，私の場合は例

えばトイレトレーニングとか離乳食とか一般的な相談だと，どんな方でも顔が

見えない方でも相談できるのですけれども，込み入ったプライベートな家庭の

こととかそういうのはやはり自分のこととか自分の子どものこととかを知って

くださっている方に相談したいなという気持ちがあります。家庭支援センター

の親子ひろばに行ったときにわざわざ男性目線ではどうかなと相談したいこと

があって，齊藤さんを呼び出して相談させてもらったこととかもあって。 

      そういうこともあったのですけれども，ただ，それ以外の場合ですね。子ど

もを遊ばせに行ったときに，それから相談につながるといいなと思うのですけ

れども，入った入り口のところに名前を書いたりする場所があるのですけど，

そこで事務所の中を見ると，すごく忙しそうにされているイメージがあるので

すね。ハード面ではなくて，すごく個人的な経験の話になってしまうのですけ

れども。すごく忙しそうにされて，すごく下を向いてお仕事をされていて，何

かもしかしてそこで目が合ってこんにちはとか挨拶ができたら，やはりちょっ

と話してみようかなという気持ちにもしかしたらなったのかなと思うことはあ

りますが，この後も多分あると思うのですけれども，お仕事内容が多分すごく
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多い，前期の運営協議会に参加させてもらって思ったのですけれども，すごく

お仕事内容が多くて，呼び出して相談するとかいうのはちょっと気が引けるな

と思った経験はありました。もちろん相談すると親身になっていただいてすご

くありがたいのですけど，入り口の部分としてちょっとハードルが高いと感じ

ることはありました。 

      もう１点なのですけれども，かるがも相談を受けたことがありまして。娘が

ちょっと気難しいというか手がかかるところがあって，それを相談させても

らったのですけれども，そのときに相談する場所が別室だったので。別室とい

うのは，子どもと相談する親が別の部屋という形だったので，人見知りをする

子どもを別室に置いて，泣かせながら自分が別室に行って相談をするというの

が私にとってはちょっとハードルが高いことで，なかなか継続するのが，もう

１回相談に行こうかなというときにちょっとハードルが高いと感じたことがあ

りました。以上です。 

会  長：ありがとうございます。 

副 会 長：今お話しいただいた，北町親子ひろばが行きやすかったとおっしゃっていただ

いて，幾つかその後も話していただいたのですけど，それは場所的なもの，先

ほどの齊藤さんの人的なもの。どんな理由が一番大きかったのですかね。行き

やすかったのか。 

委員：子ども家庭支援センターに行きやすかった理由ですか。 

副 会 長：北町親子ひろばになじんだ理由というか。 

委員：北町親子ひろばは，まず歩いて行けて近いところ。双子のベビーカーを押して

行っていたのですけれども，ベビーカーで前まで行けて，ベビーカーを畳まず

にそのまま入れて，スタッフの方が入るときに手伝ってくださるのですね，１

人だと２人一遍に抱っこはちょっときついので。やはりスタッフの方の対応と

いうところで，私の大変な部分を分かっていただいて，そこに手を差し伸べて

くださるという対応，それですごく居心地がよかったと思っています。 

副 会 長：ありがとうございます。 

委員：子ども家庭支援センターの行きやすかった点もちょっとあるのですけれども。

もちろん，おもちゃとか遊ばせられるところがたくさんあるというのもあるの

ですけど，もう１つ，図書の貸し出しをしてくださっていて，子どもがちょっ

と大きくなってきて，そこにあるおもちゃで遊ぶにはちょっともう年齢が上か

なと感じたときでも，その本を借りに行くという利用の仕方もあったので，そ

ういう意味では行ってちょっと話ができるというきっかけにもなったので，よ

かったと思っています。 

会  長：親御さんだけではなくて，子ども自身もそこに向かう，一緒に行こうと声をか

けやすいということですかね。 

委員：そうですね。親だけで行くということはなかなかないので，子どもも一緒に行
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きやすいというのはポイントかと思います。 

会  長：ありがとうございます。よろしいですか。それでは，ほかにいかがでしょうか。 

委員：私は逆に全く利用せずに，今，ちょっと何か後悔を感じているほうです。保育

園にすぐ預けてしまったので，やはり保育士さんとの関わりのほうというか，

相談する先は保育士さんだったりというのが多かった。でも，その中で多分気

になるところがある，パンフレットとか見ていた，置いてあったような気はし

たのですけれども，平日はもう朝７時に預けて，夜帰ってくるのは時短使って

も 18時みたいな感じだったので，もう全然センターが運営されている時間に

かぶっていない生活パターンだったので。そういうお母さんが多いと思うので

す。一定の期間までは子どものそばにいて，保育園に預けて社会に戻ってしま

うということを考えたときに，やはり社会での自分の生活を立てることで精

いっぱいで，子どもとどうやって向き合ったらいいのだろうとか，自分の子育

てが合っているのかなというところが，忙しさに忙殺されているお母さんとか

きっといるのかなという認識で，お父さんに相談したいけど，というのを逆に

どうかなとか。お父さんも考えているけど，お母さんと話し合う時間がうまく

取れていない家庭も多いと思うので，敷居が高いというか，敷居を下げるには

やはり認知度を上げるしかないと思っています。 

      今の課題は，敷居が高いところなのであれば，敷居を下げる活動を増やすの

が一番かなと。利用されている方の声を聞いたら，ああ，そうなのだ，もっと

私も使ったらよかったなと今，素直に思ったので。そこに気がついた人は利用

できると思うのですけど，気がつかないままで私みたいにのほほんと過ぎてし

まった人がまだいっぱいいらっしゃって，でもやはりあのときちょっと悩んで

いたよなというのも感じるので，そういう方たちにも分かりやすいというか，

……するのは時間のこともあると思います，土曜日，日曜日ということもある

と思います。 

      誰に話したらいいか分からないというところに関しても，総合のコンシェル

ジュみたいなところが必要なのかなと。相談を１本で受けられるところ，そこ

から振り分ける。個人で支援センターを使って振り分けていくというのも大事

ですけど，やはり大もとになる窓口というのが一本化されていないと，このと

きもここで，あのときもここで話したのですよとなってしまうので，あっ，こ

こでお話しされていた件ですねとつながっていくところが大事なのかなと思い

ます。敷居に関してはそういうふうに私は感じましたし，正直なところ利用す

ればよかったなというところが。あのとき結構いろいろ悩んでいたけど，保育

園があるしと，何となく終わらせてしまったというところがあったので，今，

ちょうど保育園とか小さいお子さんを抱えているお母さん方にもっと分かって

もらうには，もっともっと認知度を上げないといけないのかなと感じました。

以上です。 
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会  長：ありがとうございます。ちょっとよろしいですか。授業でしゃべっていると，

学生に話をするのは，最近の我々の世代もそうですし，親世代，なかなか外に

相談すること自体を躊躇してしまう。相談していいのだろうかというところで

悩んでいる方が多いというお話をするのです。悩んではいるのだけど，そもそ

もこの関連を相談していいのか，家族外に相談していいのかという課題も一方

ではあるのかなと私自身は感じています。やはり孤立のところですね。最初ご

発言いただいた山本委員，転居後なかなか１人で親子ひろば等に行きづらいと

いうお話もありましたけれども，どうつながっていくか。子家センだけではな

いですけれども，そういった課題も……あるのかなと感じるところです。 

      ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

委員：今，お話を伺って思ったのは，会長さんのお話ですと，相談していいのかどう

かという辺りが私もやはり一番気になるところです。相談していいのかと悩み

ながら相談しないままで終わってしまうのではなくて，どこかにそのときに相

談ができれば，それが子ども家庭支援センターでなくても，取りあえずその方

にとってはよかったのではないかなと思うところです。それについては，さっ

きおっしゃっていらしたように，今，何が一番自分にとって大変なのか，関心

があるのかという辺りで相談先というのが多分様々分かれるのではないかと思

うときに，助産師会の方に相談できたことはよかったですし，あるいは赤ちゃ

ん訪問の助産師さんや保健師さんでもいいのかなと思うと，子ども家庭支援セ

ンターが開いているときには，ニーズがそこにあっての相談の成立なのかなと

は１つ思います。 

      ただ，一方でやはり知らないで，認知されないで，子ども家庭支援センター

に相談すればよかったなという今のお話もあると，やはり認知度を上げてい

く，周知していくところは必要なのかなと思います。まずは相談者に相談でき

る場所があるということと，それから子ども家庭支援センターの認知度を上げ

ていくという２つの必要な課題が見えてくるのではないかなと感じています。 

会  長：ありがとうございます。 

副 会 長：ちょうど数日前ですかね，最新の虐待の件数が発表されたりして，その中で件

数的にいえばやはり 10代の前半が多いみたいな話があって。ちょっと今までの

話と少し時期を上げて，小学校，中学校とかのお子さんを育てていると。どう

やらもう大変だと，手を上げてしまうことがあるようなそのぐらいの年代のお

父さん，お母さんがどんな人につながっているのかについては，何かお知恵は

ありますかね。その人たちの相談先として子家センがどう機能していくかとい

うところについて，何かちょっとこうしないといけないみたいな。逆に助産師

さんとか小さいときにいろいろな相談が外から入ってくるのと違って，小学

校，中学校になると学校というものはあるのですけど，ちょっとほかの支援と

どうつながっているかというのは課題だろうと思っていて，その辺りで何か情
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報，感じること，お知恵があればと思っています。 

会  長：ではお願いします。 

委員：すみません。小学校，中学校に行っているお子さんの相談というのは，どうし

ても子家センだとか親子ひろばではなかなか聞かないのですが，私自身，自分

の子どもが小学校，中学校，高校生がいるのですが，そういったときの相談は

やはりスクールカウンセラーの先生に相談をすることが多かったなと自分の経

験上，思っています。 

      下にお子さんがいて親子ひろばを利用されたりとかする方というのは，そう

いったところで相談ということではなくて，たまたま利用して来られたときに

スタッフだとか助産師相談で私たちがいると，そこで会話の中からいろいろな

ことが出てきたりするということも，それは小学生，中学生にかかわらずです

けれども，多いなと思っているので。相談するという自分から自主的にいろい

ろな行動を起こすということはすごく難しいことだと思うのですけれども，新

生児訪問で助産師さん，保健師さんが行ったりとか，親子ひろばにそういうつ

もりではなくて来たのだけれども，たまたま会話していたらそういうことだっ

たらこういうところに相談したらいいよという道筋が立ったりとか。何か，そ

ういうつもりではなくても，いろいろな人と関わることによってそこが開けて

くることはあるのかなと思うので，私たちの仕事としてはそういったところを

広げていきたいと思いながら，普段の私たちの仕事場である助産院だとか病院

だとか地域の活動の中で，行政のこういう相談機関というのを紹介したりして

いるのですが，やはりこの相談はどこにするべきなのかというのは，市民，利

用者の立場から選ぶというのは難しいこともあると思うので，先ほどおっ

しゃったコンシェルジュ的なところがあるのはすごくいいなと思っているので

すね。 

      本当は，包括支援センターでやっていただきたいとすごく思っているのです

けれども，今，国分寺市で包括支援センターがそういった立場の場所にはなっ

ていないように感じているので。本来ならば，窓口が１つその包括支援セン

ターにつながることによって，その先は，これは子ども家庭支援センターのこ

ういうところに相談しましょうとかという割り振りをそこでしてもらえると，

すごく市民としては利用しやすいですし，相談にもつながりやすいなとは感じ

ています。 

会  長：ありがとうございます。４号委員，地域の家庭に関わっていく中で小，中とか，

要対協で引き続きの課題もあるでしょうし，小，中で出てくる課題等もあると

思いますので，その辺いかがでしょうか。 

委員：本当に重要な立場にいるのかなと感じながら，なかなか活動としてどうなのだ

ろうと日々悩んでいるところです。ただ，地域にこういう民生児童委員がいる

ということで，例えば東元町一丁目に住んでいるのですが，夜回りという見守
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りの自治会が定期的にやっている，そこにたまたま夜の時間帯に回っていたら

ちょっと泣き声とお母さんの怒鳴り声がしたよという辺りをこちらに連絡いた

だいて，子ども家庭支援センターにつないだという経験はあります。 

      あと，地域の読み聞かせ文庫の方がお母さんから相談を受けて，こういうお

子さんがいるというところから，また私がお会いしたこともあったり。何かそ

ういう，役立つよと大きく言うのではなくて，何となく草の根の知り合いの知

り合いのネットワークから漏れ伝え聞くような，そういったところでこういっ

た悩みの相談というのが徐々に専門機関につながっていくのではないかなとい

うことを感じています。ということは，私もやはりもっと知り合いを増やして

いくか，営業活動しなければいけないなと思うのですけれども，やはり相性と

かタイミングとかいろいろな部分を考えると，日々の暮らしの中で顔見知りを

増やしていく。さっきおっしゃったように，顔の知った方に相談ができるとこ

ろにつないでいきたいなと感じています。 

会  長：ありがとうございます。１号委員，一番小，中，高に近い方ですけど，ご自身

の経験，あるいは大学での学びを踏まえて，この乳児期から上のところでどう

つながっていくか。あるいは，身近でこういう人がいたよとか，そういうこと

があればお話しいただけるとありがたいのですが，いかがでしょうか。 

委員：自分のまず経験になってしまうのですけど，そもそも子育て支援から直接子ど

も家庭支援センター，そういった場所につながるというのがなかなか難しいと

いうのが現状でして，どうしてもまず１回，学校の先生だったりスクールカウ

ンセラーに話すというのが一般的でして。ただ，なかなかそこから子ども家庭

支援センターにつながるという方法がないというか，感じられなくて。やはり

学校側との連携の強化というのも１つ課題として挙げられるのかなというのは

ありまして。 

      あともう１点，別の視点なのですけど，今の 10代とかですと，特に皆さん

が思っている以上に電話というものに対するツールを使わないのです。ですの

で，そこのハードルが非常に高くて，なかなか直接面接であったり電話という

ツールだと，なかなかやはりハードルが高いと感じられて。できればＬＩＮＥ

だったりＳＮＳツール，もしくはメールだったり，の手段が選ばれるとより入

り口として広がるかなとは感じております。以上です。 

会  長：ありがとうございます。電話は使わないツールになりつつあるのですね。公衆

電話もなくなりつつありますし。なかなか小，中，あるいは高校を含めてつな

がれればいいのでしょうけれども，そこを具体的にこちらがどうアプローチし

ているかというところですね。本人としては，相談はするのだけど，相談先に

なかなか行かないというところですかね。あと，そのためにももう少しアクセ

スしやすいツールというものを開発する必要があるというところでしょうか。 

      そのほか，いかがでしょうか。 
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委員：大分，私が経験したことと違う……。私自身，中学のときいじめられたことが

あるのですよ，１度。目立ち過ぎだと言ってボコボコにやられているのですけ

れども。当然，先生に相談しますよね。先生はそのときにきちんと対応してい

ただいたので，それ以上の話はなかったのですけれども。多分何かいろいろ

あったときに子ども家庭支援センターに行かないというか，その場面に一番近

い，頼りになる人を頼るのだと思うのですよ。そこから必要な，そこで必要性

を見極めて支援センターにつながるとか児童相談所につながるとか，いろいろ

なつながり方があるのですけれども。どうなのでしょうかね，起こったところ

からのつながり方というのは結構多いのだと思うのですね。そこを効率化して

いくということと，それからいきなりこういうところにコンタクトするのにつ

いては，どこに相談したらいいのだということがまずあって。さっきおっ

しゃっていますけれども，コンシェルジュ的な，あるいはワンストップサービ

ス的な，取りあえずここに連絡して振り分けてもらってというものがもう

ちょっと前面に出てくれば，誰でもそういうところにコンタクトしやすくなる

と思ったのです。そういう意味では知名度を上げていくとか，取りあえず何か

あったらここに連絡してというものを，包括的なものをやっていくとか，そこ

からきちんと専門部署につないでいくとか，そういうどこかできちんと認知を

上げてもらうということが必要なのではないかなと。もちろん，逆ケースがあ

るのですよ。例えば私がいじめられたときも学校からこういうところに来るの

かもしれないですけど，そういうこともあるのですけれども。いろいろあろう

かと思います。 

      それから，私事ではやはり孫ができましたので，……でいうと，やはりどう

しても高血圧でずっと病院にかかっていまして，違う市なのですけれども，保

健師さんに産後検診ですぐに病院から連絡が行ったと聞いて，そんなことが

……そういうネットワークというのですか。私は古い人間ですけど，今のネッ

トワークのつながり方はすごいなと思ったことがあります。 

      ですので，そういう専門，専門のところできちんと分かっている，例えば病

院からどこから，保育所だとか，そういうのはあるとは思うのですけれども，

そういう整理と，もう１つはコンシェルジュサービスといいますか，ワンス

トップサービスといいますか，としての機能を子ども家庭支援センターとして

整理していけば，もうちょっとつながりやすい。その手段としては，最終的に

は私はやはり１対１で話すというのを，古い人間ですから好むのですけれども，

入り口としてはＬＩＮＥであれ，メールであれ何であれ，間口を広げるという

ことはやはり大事なのかなと。その希望に応じて，やはり最終的には信頼する

人と顔を合わせながら相談していくというスタイルに持っていければ，何とな

くいいような気がします。 

会  長：ありがとうございます。入り口のところでいろいろご意見を頂きましたけれど
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も，産前産後から乳幼児，小，中，高と少しフローチャートで見ていくと，ま

ず産前産後で関われるところがあるというところは大きな力かなと思いますけ

れども，社会的な移動ですね，転居だとかをした場合，孤立をしやすい。そも

そも資源が分からないという方にどうアプローチをしていくか。それは助産師

会含めて母子保健の役割が多いのかなと思いますし，その意味では母子包括の

役割というのが期待されるところですけれども，そういった課題があると。 

      いざ子どもが生まれて子育てを始めた後でも，専業主婦と言われている世帯

の方，あるいは共働き世帯の方，保育所を利用する方が子家センにアクセスす

るときの課題というのは違うのかなというところですね。そこをもう少し峻別

しながらいくというところが必要かなと。継続的に関われるように産前から継

続していく。その後，ご自身で家庭で育てられている方と日中は働いていてな

かなかアクセスできない方，その方がアクセスしやすいようにというところ

で，大人もそうだけれども，子ども自身も一緒に行こうとついてきてくれるよ

うな環境があるというところ。あとは地理的な問題も含めてそういった課題は

出てくるのかなと思います。 

      あと，一度相談してほかに行けと言われたら，なかなか次にもう１回行こう

かというと，気力の持っていき方というのもなかなかしんどいものだと思いま

すので，そこを受けた窓口がしっかりつなげていく。初回だけではなく，引継

ぎだとか申し送りだとかをしていくというのは，これは子家センだけではなく

て関係機関含めて必要な課題かなと思います。 

      では，いざ相談する中で窓口として直接来所していくところもあるし，ＳＮ

Ｓ等そういったところからアクセスできる。現代的なネットワークだけではな

くて，草の根の顔の見える関係の中でいろいろ情報がつながっていくこともあ

ります。そういったところですね。 

      あと，私も授業の準備をする中で資料を，ゲスト講師の話か何かの話の中で

うまい言い方をするなと思ったのが，福祉関係の人というのは支援したいので

すよね，やはり。何か助けてあげたい。そういうものが全面に出てくると，支

援臭がすると言うのですね。ああ，うまいなと思って，そういう支援臭がある

人というのは，なかなか行きづらいとお話しをされていて，ああ，そうかと

思って。やはり相談というのが最初に来てしまうと，なかなかハードルが上

がってしまうけど，そこの相談ではないところを取っかかりにしていく。いろ

いろな事業を含めて，保護者団体，図書団体，ひろばだったり，そういったと

ころをきっかけにしていく必要がやはりあるのかなというところですかね。 

      そのほか，地域の活動を含めて情報が流れてくるように。やはり乳幼児期は

それでも比較的整備はされているけれども，小，中，高以降ですね。その後ど

うつながっていくのかというのがまだブラックボックスというか，抜け落ちて

いるようなところで見えているのかなと。学校からつながれればいいのでしょ
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うけれども，そこ以降，学童保育とかでもそれなりに活動はされていると思い

ますけど，抜けているところなのかなというところですか。 

      そのほか，入り口のところで何かお気づきの点があれば。 

委員：実は前期の途中からの参加で，いろいろと情報を集めて会に参加することがで

きなかったのですけれども，そのときに議論の中で１つ気づいたのが，不安の

高い方というのはなかなか相談に行きづらい。言いたいこと，言い足りないこ

とはたくさんあるのだけど，不満のある方はそれこそ親子ひろばで発言したり

とか相談したりとかするけれども，不安の高い，特に子育て中の方というのは

なかなか親子ひろばにも相談のきっかけといいますか，一歩踏み出すことがで

きないというのとか。前期のテーマがたまたま親子ひろばだったので，そのと

きにいろいろ情報を遅ればせながら集めたときにそういった文章に出会って。

ですので，不安が高くてなかなか相談ができない人を発掘していくというのは，

もう１つ必要なことではないかなと感じました。 

会  長：ありがとうございます。そうですね。もしかして虐待なのではないかと不安に

思っておられる方は相談すると怒られるとか，そういったイメージをやはり

持っておられて。これはやはり報道の在り方にもよるのかなと思いますけれど

も，不安があるからこそ行けないというところもあるというところです。 

      情報提供をいろいろなところでされていますけれども，そのチラシが事後

残っていかないというか，何かあったときにその情報が活用できる情報の残り

方というか，そういったことも課題なのかなというところでしょうか。 

      そのほか，いかがでしょうか。取りあえず入り口のところは。 

副 会 長：小，中の高年齢の子については学校なのかなと皆さんの話を聞いていて再確認

したところなのですが，資料 10で，相談の入り口，受付経路をまとめてくだ

さっているのですが，数字上だけで見ると小学校，中学校，もともと結構件数

があったのが何となく減ってきているなと見えるのですけど，事務局さんのほ

うで何かちょっと原因分析とか体感とかであったりはありますでしょうか。 

事 務 局：事務局です。体感というほどでもないのですけど，小学校，中学校で私たちの

ほうが民生委員さんと連絡会をさせていただいたりとか，巡回相談というとこ

ろで連携を取らせていただいて，学校さんのほうから上がってきたお子さんに

ついて受付をさせていただくという状況があるのですが，連絡会を例えば一中

さんと四中さんは毎月学校側と子家のほうが入ってやっているという状況が

あったりします。そういった連携がかなり密になってきたことで，こういった

人もいるよ，こういった人もいるよ，という相談を毎回受けなくても，こちら

のほうで把握できているという状況があるので，これは受付なので，その後対

応したかどうかというのはまた別問題にはなると思うのですけれども，受付し

たお子さんに対しての人数，特に中学校さんとかは連絡会を始めてから毎回毎

回そういった受付を取っていたのを，もう一度聞いた方については受付として



16 

取らないようにしようという形をしているので，それで人数として減っている

という印象があります。決して連携のほうがすごく減っているとか，そういう

ことではないのかなという印象です。 

副 会 長：むしろ，……日頃の話が入るようになってきたということですね。分かりまし

た。ありがとうございます。 

会  長：ありがとうございます。前回の議論ではその相談する時間，先ほど平日と午前

中の話もありましたけれども，平日の夜間帯とか夕方以降の課題，電話相談を

しやすい時間帯になかなか使えないという課題も出ていたかなと思います。 

      いろいろ課題が見えてきて，これがどう整理されるのかちょっと不透明です

が，まず幾つか課題は見えてきたかなというところです。 

      では，時間も残り半分になりましたので，後半の課題に移ってもよろしいで

しょうか。では，１回受付をした後，つながった後どう対応していくのかとい

うところでございます。諮問の資料 11では，連絡とか，あるいはケース数が多

くてなかなか１つの件数にしっかりかかることができづらいと，そういったこ

とが掲げられております。相談のところでは，間口が広く，この対応のところ

でいくといきなり虐待というものが焦点化されやすいのですけれども，それ以

外にもやはりあるというところで，子育て相談を広くどう対応できるかという

ところでございます。 

      先ほど，事務局と少しお話しさせていただいたら，相談員１人当たり大体 30

から 40 ケースぐらいの対応というところで，それを月に割るとどれだけ忙しい

かというのが容易にお分かりいただけるかなと思いますし，ケースによっては

さらに濃密に関わっていかなければいけないケースもあるというところで，そ

の負担の状況というのがお分かりいただけるかなと思いますが，そういったこ

とも前提にしながら，どう対応していくことができるのかというところでご発

言を頂けると助かります。いかがでしょうか。今日，提示された資料ナンバー

13 に職員の資格一覧等が出てきております。いろいろな資格をお持ちの方，そ

れを支えているスーパーバイズをする弁護士，あるいは精神科医というのも配

置されています。 

委員：資料 11の諮問の趣旨を拝見していて感じたところなのですが，単純な疑問な

のですけれども，地区担当のケースワーカーの人数が令和元年度で１名増と

なって７人に増えたとあるのですが，それによって負担は多少なりとも軽減し

たのでしょうか，どうでしょうかという点が１つ気になったのと，その続いて

書かれている地区担当制を取っていて，相談内容を担当では分けていないとあ

るのですが，これは逆に相談内容別のほうが，対応がスムーズになるというこ

とがあったりするのか，どうなのでしょうか。教えていただきたいと思ってい

ます。 

会  長：それでは，事務局からお願いします。 
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事 務 局：事務局です。６名から７名へ増えたというところにつきましては，負担感につ

いてはその時期とかその状況と相談させていただいている市民の方にもよるの

ですけれども，対応する単純にケース数としては減りましたというところは事

実としてあります。 

      もう１点の地区担当制というところで，相談内容別に分けているという他市

さんも確かにございます。虐待相談という形と子育て相談というのを担当で分

けているという市もあるのですけど，当市におきましては，その地区で受けて

いる相談というところは例えば障害福祉課さん，健康推進課さんとか生活福祉

課さんというのも全て地区で担当しているので，その地区に同じように相談を

その他部署で受けている方と連携がとても取りやすかったりというところもあ

りますし，あと何よりも市民の方から，この地区はこの人なのだなというの

を，顔の見えるというか，人で覚えていただけるというメリットも高いと感じ

ておりまして。国分寺市では他部署も含めて地区担当制を取っているというと

ころが多くて，数年前から子ども家庭支援センターも地区担当制という形で入

らせていただいているところでございます。 

副 会 長：ありがとうございます。今のお話に関連して，地区担当，先ほどお１人 30件

から 40件とお話しされましたが，地区によっては結構件数に大分差があるとい

う現状ではないということなのでしょうか。 

事 務 局：まず，０歳から 18歳の児童人口と，あと今現状のこちらのほうで相談を受けさ

せていただいている状況というのを加味して地区の割り振りというのを決めて

いるところがありますので，今現在では抱えている数につきましては，ばらつ

きはございません。 

会  長：そのほか，いかがでしょうか。 

委員：１つご質問なのですけど，関連機関との連携の中で，例えば現状として個別の

ケースに関して１つ１つ関係機関と情報を共有しながらやっているのか，それ

とも何か共通のデータベースなどからアクセスしながらやっているのかとい

う。現状としてどういう形で連携を持っているかというのを少し教えていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

会  長：それでは，事務局のほうからお願いします。 

事 務 局：事務局です。情報のやり取りにつきましては，電話や実際に会ってというとこ

ろがほとんどです。ただ，やはり相談の迅速性や事務の効率性というのを考え

て，例えば住基ですとか生活保護の動きがあるのかどうなのかとか，そういっ

たところは少しシステムを使って情報として見られるところはあるのですけど，

全てではもちろんなくて，こちらのほうで虐待として要保護児童対策地域協議

会に登録した方のみという縛りがございますので，ほとんど多くの情報としま

しては，その関係機関に連絡を取ってやり取りをさせていただくという状況に

なっております。 
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      また，勝手に連絡することはもちろんできないことになっておりますので，

市民の同意を得て，この方，この機関とやり取りをしてよいかという同意を得

て行っているというのが実情でございます。 

      すみません。住基につきまして補足で説明させていただきます。住民基本台

帳に載っている名前とか生年月日，住所という形になります。 

会  長：先ほど 30 から 40 というお話をしましたが，その中にはいろいろなケースが含

まれているというところもお含みいただいて，今は複合的に連携するというと

ころで議論が進んでおりますが，まずこの連携のところでポイントが今できて

おりますので，連携に関して皆様からご意見等ありましたら，お願いをいたし

ます。 

委員：相談を受け付けてから虐待ケースなどだと，いろいろな虐待の行為をしてしま

いそうだというときというのは，昼でも夜でもお休みの日でも，ということが

あると思うのですけれども，火曜日から土曜日の子家センが開いている日は火

曜日から土曜日で，時間的にも５時ぐらいまでというところで，その時間外の

対応というのは関係機関としてはどういうところに連携を求めているのかなと

いうのが１点。 

      あと虐待ケースの場合には，相談を受けながら改善していけばいいのですけ

れども，そういったときの親御さん，保護者の方の治療だとかペアレントト

レーニング的なそういった道というのもすごく必要になることも多いかと思う

のですけど，こういったときには国分寺市としては，どういったところにつな

がっているのかなというのが分かれば教えていただきたいなと思ったのですけ

れども。 

会  長：では，事務局からお答えいただいてということでお願いします。 

事 務 局：事務局です。時間外のそういった気になるお子さんのご相談というところは，

全国共通ダイヤル 189というのがございますので，そちらのほうで相談を受け

ているというのが現状であると思っております。 

      すみません，もう１点については。 

委員：虐待ケースの場合に，児相ケースのもうちょっと前のケースは子家センで抱え

ているケースだと思うのですけれども，実際に虐待行為がある方もいらっ

しゃったりすると思うのですが，そういった方の場合には相談ということだけ

ではなくて，治療的な必要がある方とか，ペアレントトレーニングみたいな，

そういったカウンセリングだとかそういう医療的な措置が必要な方もいらっ

しゃると思うのですけれども，そこはどういったところに。関係機関として，

国分寺市としては具体的にどういったところにつながっているのかなというの

をお伺いしたかったです。 

事 務 局：すみません，ありがとうございます。事務局です。保護者の方もしくはお子様

の方で，こちらのほうで相談を受けさせていただく中で，やはり治療の必要性
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があると判断させていただいたら，まず，もちろんその相談を受けた個人だけ

で決めるというのではなく，係内もしくはスーパーバイズの先生にご相談させ

ていただきながら方針を決めているという現状がございますが，治療につきま

しては精神科のほうにお勧めするというところなのですけれども，やはりここ

と１カ所で決めることはもちろんできないので，こういったところがあります

というところで，こちらのほうで連携を取らせていただいているクリニックで

すとか，あとは男女とかやっている時間とか，どういった先生をお好みかとい

うところでご紹介という現状がございます。 

      ペアレントトレーニングという形につきましては，実際にペアレントトレー

ニングという状況ではないのですけど，グループ支援というところで母子保健

のところで健康推進課さんのほうがグループ支援をしていたりとか。あとは実

際に虐待が起きています，自分もやめられなくて苦しんでいますという形です

と，児童相談所のほうでグループ支援を行っているので，こちらから児童相談

所のほうに援助の依頼をさせていただいて，そういった支援につながる方など

もいらっしゃいます。 

      あとはお子さんの例えば発達の特性とかでそれがお母さんの育てにくさ，お

父さんの育てにくさにつながっているという状況ですと，大きいお子さんだと

教育相談室のプレイセラピーとかにつながる状況だったりという形で連携を取

らせていただいております。 

委員：ありがとうございました。 

副 会 長：ご質問と意見も含んでということで，先ほど委員からシステム共有の仕方はど

うでしょうかというご質問を頂いて，なるほどと思って聞いていたのですが，

恐らく関係機関の相談が動き始めた後の対応の重要な点はやはりタイムリーに

情報共有するということだと思っていて，恐らく今の 20代の感覚だとクラウド

上で共有できないのかとかいうように多分感じられるのかな，なんて思って聞

いていました。少なくとも要保護児童対策地域協議会のメンバー内で，そうい

う住基のような基本的なこと以外に日常の動きについてもタイムリーに共有す

るような方向になればいいと思っております。それについて，他市も含めて何

かそういう試みをしているということで，何か把握されていることはあります

かね。 

会  長：事務局よりお願いします。 

事 務 局：ありがとうございます。事務局です。やはりタイムリーさというのは他市さん

もかなり感じていて，システムのほうがかなり盛んに，いろいろな児童相談シ

ステムがいろいろな業者さんから出ているという状況になっております。です

ので，他市のほうでも，いろいろな相談を抱えている部署の情報を閲覧できる

システムが入っているという話は他市さんから聞いております。 

      ただ，やはり今現状としては個人情報というところの壁がどうしても大きい
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ので，要対協の調整担当である子ども家庭支援センターでは見られるけど，他

部署の方が他部署の情報というのはやはりすごくハードルが高くて，同意に基

づいて，例えば保育課さんが保育料算定のために税情報を同意書に基づいて見

られるというのはシステム内でできたり，という場所はさせていますが，あく

までもそういった情報のみで，実際にどんな相談が行われているのか，この方

自身が相談をしているのかどうなのかという情報を調整担当以外の部署で見ら

れるというのは，他市さんから聞いていない状況でございます。 

副 会 長：個人情報保護の形をどう守りながら，どうやっていくかということで，ちょっ

と考えたいと思っています。 

会  長：そのほか，いかがでしょうか。連携のところでいえば，継続して関わっている

ケースの他機関との連携ですね，今焦点が当たっているのは。それともう１つ

は，先ほどの議論にもありましたけど，他市からの転入あるいは転出もありま

すので，そこを特に受入れ側が受け入れた後にどうしていくのか。最初の

ファーストコンタクト以降，そこも１つポイントかなとは思います。 

      そのほか，連携にかかわらずいかがでしょうか。 

副 会 長：ちょっと皆さんにまたご意見をお聞きしたいなと思っている点なのですけど，

恐らく相談に入った後，相談をうまく継続して困っている方とつながっていく

かというところが大事だろうと思っていて。恐らく難しいケースでは，児相さ

んが訪問しても会えないというのと同じように，子家センのほうから連絡をし

ても電話に出ない，対応がない，訪問しても出ません，玄関先で追い返されて

しまうということが困難ケース，特に気になるケースであるのかなと思ってい

ます。そのときにちょっと私のイメージだけでは追いつかないので，皆さんに

もイメージを膨らませていただきたいのですが，自分がちょっと手を上げてし

まったことが外に知れてしまったと。ただ，相談で外から関わってくる人，来

てくれる人たちがいるというときに，どういう形。先ほど来から出ている，も

うちょっと少し普通の生活の場に近いところから何か入って行くようなところ

もイメージとしてあるのかなと思いつつ，どうやってこの困っている側の人た

ちから，そういうものに応えていこうかという気持ちになっていけるかという

ところについて，ちょっとそこも含めて感覚的なところでお聞きできたらと

思っているのですけど。 

会  長：委員がご参加のようです。声，聞こえてますでしょうか。 

委員：すみません，遅れまして。大丈夫です。卒園式が終わりました。 

会  長：今は議論としては，子家センが相談を受けて，その後どう対応していくかとい

うところで，１つは連携の在り方がまずポイントだろうというところと，今話

題になっているのが利用者さんのほうから，相談された人が，あるいは紹介を

された人がどういうふうにモチベーションを作っていくかというところですか

ね。 
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副 会 長：外からの連絡を受けたり，解決に向かっていくために外とつながることに対し

て，何を取っ払ってあげたらここが入りやすくなるのだろうか，というところ

の悩みです。 

委員：承知しました。ありがとうございます。すみません，遅れてきて申し訳ありま

せん。私も保育園の立場で，ちょっと前回の協議会に出た後に保育園とか保護

者会で情報共有して，少しでも役に立てることをちょっと聞いてきたので，１

つ紹介させていただいてもよろしいでしょうか。 

会  長：はい，お願いします。 

委員：前回，結構虐待相談のほうで保育園からの相談の割合というのが多いという話

もあって。その中で私は恋ヶ窪保育園に行っているのですけど，そこの園長先

生たちと，あとは保護者会の中で情報共有しています。やはり虐待は重たい問

題なので，ぜひ少しでも協力できることがという話がありまして，１つできる

こととして保育園でメーリングリストがあるのですけれども，そこで子ども家

庭支援センターの情報を流すというのは１つ可能なのではないかなという話が

出ています。先ほど話していた相談のハードルが保護者のほうで低くなるかと

いうのは分からないのですけど，何回も情報に触れることで何か問題があった

ときに少しでも相談できる方向にそういうのが進めばいいなと思っているとこ

ろです。 

      実際に保育園にも子ども家庭支援センターのパンフレット置き場があるので

すけれども，なかなか保護者の方は朝行くときも迎えも忙しくて，やはり見れ

てない状況で，そんな中で保育園名義からの情報が来るとメールであれば一度

は目を通してくれるはすなので，そういったところから徐々に情報を少しでも

触れる回数が増えるといいのではないかなというのが１つあります。ですの

で，１つすぐできそうなことはそれで，ちょっと我々の保育園だけではなく

て，保護者会連合会というのに出ているのですけど，そこの加盟園にもそうい

う連絡網はあると聞いているので，そういうところから子ども家庭支援セン

ターのほうから親に直接流せるルートというのを作るのも１ついいのではない

かなと思っているところです。 

      あとはもうちょっと別の観点で，結構保育園側でも虐待の問題でいろいろ

やっていきたいとか，今までやってきた活動があるのですけれども，その中の

課題があればこういう場でそこの苦労点とかも出せたらなという話も伺ってい

るので，そこはちょっと次回以降の協議会でもし出せれば，紹介させていただ

ければなと思います。すみません，簡単ですが以上になります。 

会  長：ありがとうございます。保育園のほうにあるツールを積極的に使っていくこと

の可能性をご提起いただきました。 

      先ほど夜回り等での気づきがあってというようなところがつながっていっ

て，その後どう関わっていくのかといったところがありましたら，お話しいた
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だければと思います。 

委員：民生委員の立場としては，やはりピンポンして困っていませんかみたいな，そ

ういった活動はやはり一応立場上できないところになっています。ただ一方で，

何とかつながれないかというところは私たちも日々模索しているところで，お

子さんと仲よくしてとか，学童や親子ひろばに訪問して面識，顔なじみになっ

ていくというのは１つ私たちの中ではやっていきたいねと試みている点です。

ただ，毎月の子ども家庭支援センターとの情報共有の中で，やはり児相の定期

的な訪問にも，子ども家庭支援センターの職員の方の訪問にもなかなか応じて

くださらないご家庭があるというのはお聞きしておりまして，そこについては

本当に。私たちももうなかなかいいアイデアがなくて，何かその地域でつなが

りを，というのは日々考えているのですけど，今のところ打開策というのが思

い浮かばないような状況です。申し訳ないです。 

会  長：ありがとうございます。そのほか，いかがでしょうか。 

      先ほどから顔の見えるとか，あるいはつながれるというところが１つキー

ワードとして出てきていますけれども，つながることで逆に自分が関わられて

いるということが分かってしまうと，それが逆にバリアになってきてしまうと

ころがあるので，どうつながっていくかというところがなかなか歯がゆいとこ

ろかなとは思います。 

      ６号委員，いかがでしょうか。子育てをされて，保育所を終えてということ

で今いらっしゃいますけれども，継続的に関わるということ，あるいは関わっ

た後のバリアを取っ払って，関われるような仕組みを作っていくところで何か

ありますでしょうか。 

委員：そうですね。私も確かに顔が見えて相談したい，相談したい方は多分，顔を見

て相談したいのだけど，相談をしようか悩んでいる人というか，もしかしたら

顔が見えないほうが気楽，少し下がる場合もあるのかなと。相手が人な以上，

１個の答えが正解というのはないではないかなというのがありまして，ですの

で訪問だったりお手紙だったり，そういう……出たときにちょっと立ち話をす

るのか，例えば学校の教諭だったりとか。というところでいろいろなパターン

の引き出しをどれだけ用意が，パターンを皆さんが持っているかなのかなと感

じました。やはり押して駄目なら引くではないですけれども，顔が見えないよ

うなら手紙なのか，もしくはメールだったりとか，こういうものがありますと

か。学校のほうから，では先生からちょっとコンタクトしてもらったらどうな

のかなとか。いろいろなパターンが，その人に合ったパターンを，この人はこ

のパターンだねというのを共有してもらいたい。情報とかの共有に，例えば電

話を何度もかけてそこに時間を使われるのではなくて，情報は情報でもう書い

てあることはそれなので，そういう共有は時間を省く方向という，そういうソ

フトを使うなり何なり，システムを使うという方法も検討に入れてもらいたい
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ですし。ただ，その人に合った方法は何なのだろうねというところの相談を連

携してもらいたい。情報の共有に連携するのではなくて，情報の共有はシステ

ムにアクセスできることなので，その人に合った形を探るというところにお時

間がかかっていくところだと思うので，そこは多分やってもらったほうがもし

かしたらよくなるというところを思いました。 

      やはり小学校でも気になるなというお母さん，お父さん，やはり保護者会と

かにはお越しになられなかったりするのですよね。そういうときは地域の仲い

い方から話してもらったりということをしたり，子どもさん同士で仲よかった

りというところからつながりを求めたりということは，ＰＴＡのほうでも話の

中でそういう相談したいことがあったり，気になる方というのはアプローチを

したりしています。内容がちょっと個人のことに関わることなので，逆に顔が

見えなくて相談できるところ……なる先生が増えていたりとか，どこかでヒッ

トするところがきっとあると思うので，そこを探すというところに注力したほ

うがいいのではないかなと感じました。 

      いつもだったら見落とす仕事のＰＲメールみたいなやつが，たまたま自分が

そのとき思っていたものに引っかかるときは，ふだんだったら見落とすけど，

メールで来ていて，これ私が今考えていたこととちょうど当たるときに，人は

……アクセスするというのがあるので，この時間がいいとかこの時間が駄目と

いうのはその人によって違うから，帰りの時間帯でその情報を発信するという

のは大事なのかなと感じました。以上です。 

会  長：ありがとうございます。私も福祉の大学で福祉を教えているので，まず練習で

何をやるかというと，面談なのですよね。必ず顔と顔が突き合わされた状況で。

多分，１号委員もやられていると思いますけど。面談の練習されますでしょう。

ですので，基本的に対面を想定しているのですよね。ですので，匿名性を維持

することと，あとその匿名性を維持しながら継続性を確保していくこと。この

ところですね。不安定だけれども，そのほうがつながりやすいのであれば，そ

ういう可能性も探るというところも１つ視野に入れる必要があるかなと思いま

す。ハンドルネームみたいな形でお名前を作っていただいて，特定できないけ

ど継続して関わっていくというところもあり得るのかなと思います。先ほど引

き出しの多さというお話を頂きましたけれども，対応の仕方，ツールの多さと

いうところもポイントかなと思います。ありがとうございました。 

      そのほか，いかがでしょうか。あとは夫婦間の情報の認識の差みたいなもの

も多分あるかなと思いますけれども。お母さんは相談しに行きたいけど，お父

さんが駄目とか，逆のパターンももちろんあるでしょうし。そういったときに

つながるところ，その時間帯，ツールというところなのかなと思います。 

委員：すみません。今の夫婦間の情報共有の点で，自分の身も反省点はいっぱいある

のですけど。資料を頂いて，資料の 14 ですかね。14 ぐらいに相談窓口が 24 個
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ぐらいいろいろあるという資料を頂いて，恥ずかしながら数個しか知らないと

いう。私も保育園関係のところで聞いたことはあるのですけど，知らなかった

のですけれども，奥さんに聞いたら結構ほぼほぼ知っていたのですね。奥さん

には市報とか見ていたら分かるよと言われたのですけど，正直僕は分かってい

なくて。24 個あって，連絡先だと 12 個ぐらいの電話番号が載っているのです

けれども，窓口がすごく多いのを何か一元化したら少しよくなったりしないの

かなというのはちょっと思ったのです。また窓口を作ると新しい人が必要とか

になってしまうかもしれないですけれども，例えば年代別で３つだけにしてお

いて，取りあえず何でもいいから相談してねというのが，気軽に相談できるの

につながるのであれば１案かなとは思いつつ。ただ，さっきも出ているように

自分に関わるところでなければ全部知っていなくてもいいと思うので，一元化

の方向がいいのか，このバラの方向がいいのかというのはあるのですけど。か

なり多岐にある中で相談しやすいために窓口を減らすというのも検討してみて

もいいのかなという印象がありました。ちょっと簡単な意見なのですが，以上

です。 

会  長：ありがとうございます。私のほうから，先ほど地区担当制の話もありましたけ

れども，今日お示しいただきました資料ナンバー13 ですね。地区担当ケース

ワーカーの資格というところ，一応皆さん虐待対策ワーカー等の認定をお取り

いただいているところですけれども，資格の違いと担当のケースの特徴みたい

なところですね。そういったところのマッチングの課題が，この地区担当ケー

スにするとなかなかやりづらいということで，ケースワーカーさんの標準化，

もちろん特徴を生かしながらですけれども，そういったところも１つ課題，地

区担当制を維持されるのであれば１つ課題かなと思います。介護のところでは

ケアマネさんと看護師といろいろな職種が集まってやっているところもありま

すし，そういった予算もありますので，その予算が生きるようなところで，地

区担当制を維持するのであれば協力していただきたいというところ。 

      あと，地区担当制のところで異動ですね。地区担当の異動はどういった頻度

で行われているのか，ちょっとご紹介いただけるとありがたいのですが。一度

決まったらそこを動かないとかあれば。よろしいでしょうか。 

事 務 局：事務局です。地区担当ケースワーカーの中に市の正規職員と呼ばれるものと，

月額会計年度任用職員という２種類の職員がおります。正規職員のほうは，異

動はございます。その人によって何年ぐらいでというのはないのですけど，異

動の……には載っているという状況でございます。 

      一方で月額の任用職員につきましては，子ども家庭支援センター所属という

形になりまして，毎年更新なのですけど，４回更新で５年間いられるというこ

とです。その方が継続を希望してまた再度試験を受けていただいたら，再度更

新できるという形になりますので，月額任用職員さんにつきましては，子ども
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家庭支援センターに長くいられることができるという状況になっております。 

会  長：ありがとうございます。基本的に担当を持たれる方は，５年ぐらいは持たれて

いるというところで，その間につながりができて顔の見える関係ができてくれ

ば，連携もそれなりにできてくるのかなと思いますが，その後の引継ぎ等も絡

んでくるということになるかなと思います。 

副 会 長：今のことに少し関連して，諮問の趣旨で現状の最後に書いていただいている，

毎週１回定期会議を実施し，支援方針を検討しているというのは，これはケー

スワーカーさんが皆さん集まられてということなのか，ちょっとどの方が出席

されて，どんな内容をお話しされているのかというのをご説明いただければと

思います。 

事 務 局：事務局です。子ども家庭支援センターの相談担当の職員が時間額任用職員を除

くと 11 名おりまして，その 11 名が全員参加して定期会議というものを行って

おります。その中に地区担当になっているケースワーカーと係長と，あと相談

サービス調整担当という職員全て参加しまして，支援方針というものを実施し

ている状況になっております。 

副 会 長：そのときに全ケースについて，ちょっと確認するということなのでしょうか。 

事 務 局：定期会議で行っているのは，その前の週に受付をさせていただいた全ケースに

ついての方針を決めていくのとともに，あと今課題となっている状況がある市

民の方のケースに対して支援方針会議というのを行ったりとか，あとはサービ

ス調整をしたりというのはあるのですが，主に行っているのはその前の週の受

け付けした方の方針になっております。 

会  長：ありがとうございます。一般的なイメージとして，抱えている課題が重ければ

濃密に関わる，課題が低ければというのも変な話ですけれども，関わる機会が

少なくなっていく傾向にあるのかなと思いますが，諮問の趣旨の最後に，効率

的に，これは連携を指すのでしょうけれども，先ほどお話ししたケース数が多

くてなかなか関わり切れないケース，利用者の方もいらっしゃるというお話も

ありましたので，そういったところ。どこもそうだと思うのですけど，気にな

る人に対しては注意をするのだけれども，なかなか落ちてしまいやすいケース

というのも中にはあるというところで，そこが落ちないように。虐待関係でよ

く言われるのは，最初は一般的な相談だと入ってきて，そのイメージで最後ま

でそのケースが把握され続けて結局虐待ケースとして把握されなかったと，そ

ういったケースもありますので，この認識をどう精度を高めていくということ

と，関わりを継続的に行っていくところも必要かなと思います。 

      時間も残り少なくなってきましたので，皆様，いかがでしょうか。 

委員：相談を受け付けて，その後の継続に関してモチベーションをどう保っていくか

というところでいうと，利用者さん，相談者さんが相談してよかったと思えば，

多分次につながると思うのですけど，相談してもあまり効果がなかったとか，
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逆に相談したことで傷ついてしまったとか，そういったことがあるとそこから

脱落してしまうということがすごく大きいのではないかと思うのですが。職員

の方の資格とか，そういったバックボーンというのは示していただきましたけ

ど，その相談の内容というか，質を保つために職員の方たちで研修をしたりと

か，何かそういったことはふだんどうされているのかなというのを質問させて

いただきたいと思いました。 

会  長：ありがとうございます。研修体制等ですね。その辺いかがかというところで事

務局よりお願いします。 

事 務 局：事務局です。研修体制につきましては，現状の３つ目のところにも軽く触れさ

せていただいているのですが，まず，虐待対策ワーカーという認定を取るため

に東京都のほうで実施している研修を受けなければならないというのがあるの

で，社会福祉士は既に資格を取る際に勉強している内容をほかの資格で入って

きた者について研修をまず取っております。それ以外にも東京都のほうで実施

している研修や，予算を取らせていただいて子どもの虹情報研修センターのほ

うに行かせていただくこともしております。また，庁内研修という形で子ども

家庭支援センターのほうで主催させていただいている研修も年１回行わせてい

ただいております。そちらにつきましても，毎回テーマを決めて講師をお願い

いたしまして，研修という形でスキルアップを図っているという現状がござい

ます。以上です。 

会  長：総合的な対応力というところでいけば，個々のケースワーカーさんの力量を上

げていただくというところと，子家センの組織として対応力を上げていく，そ

して外部との連携で対応力を上げていくところがあるかなと思いますが，先ほ

ど３号委員がおっしゃっていた相談の有用性みたいなところですね。よかった

なと思ってもらえるところが実際に次の継続性につながっていくのかなと思い

ますが，３号委員も相談を受けると思いますけれども，どういうふうに利用者

さん，相談をされた方に伝えようと努力されていますか。あるいは，工夫など

があれば。 

委員：その相談自体で解決できる問題もあるのですけれども，お話を聞くだけでその

方にとってある意味，……というか，寄り添うことができることによってその

次の段階までの目標ができたりということもあるので，まずは私たちが努力し

ているのは，否定をしないということをまず大前提にしております。相談をさ

れる方が何をされていても，その気持ちを受け止めて否定をしないということ

をまずさせていただいて，その後，その方が何に今苦しんでいるかとか，何を

つらいと思っているかというところから１つずつというか，ちょっとずつ。全

部のことを解決しようと思わずに，ちょっとずつ目標を決めたりとかする中で，

例えば次のとき，ここでまた会おうねとか約束を決めて，そこまでにこんなこ

とができたらいいな，それまでにつらかったら，ではこうしてねとか，何か具
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体的につらくなったときにどうするかという道筋を立てつつ，何か少しずつ前

に進めればいいなというところは気をつけているところではあります。否定し

てしまうともう一気に終わってしまうので，何をしていてもそこは否定しない

ということだけはすごく注意をしているところです。 

会  長：ありがとうございます。残り１０分ございますね。 

委員：利用者目線のことなのですけれども，連携のことか分からないのですけれど

も，窓口がたくさんあるという話が先ほど出たのですけれども，利用者として

はどこに相談したらいいか分からないというよりは，私個人としてはいろいろ

なところに相談できる場所があるというのは心強くて，子育てはいろいろな見

方があると思うのですね。正解が１つではないこととかもあるので，同じ悩み

でも別のところに相談したらまた別の答えがもらえるかもしれないとか，また

違うところに相談したら新たなヒントがもらえるかもしれない。いろいろなヒ

ントを総合して最終的に自分で判断しようと思うと，いろいろな窓口があると

いうのはすごく心強く感じています。例えば１個のところで，相性とかももし

かしたらあるかもしれないので，そこで相性がもし合わなくても，ほかでまた

相談できる場所があるというのは，個人的にはいいことだと，利用者目線とし

てはいいかなと思っています。 

      １つ質問なのですけれども，資料ナンバー13で「職員資格一覧」というのを

頂いたのですけど。これは例えば心理支援対応の方は公認心理師さんと臨床心

理士さんなのですけれども，これは現職の方の資格ということで頂いたと思う

のですけも，この職に就くために必要な資格とされているのか，それとも現在

の職員の方がこの資格を持っているということで，別にこの資格がなくてもこ

の仕事をすることができるとなっているのか，それをお伺いしたいと思いまし

た。 

      ちょっと前期のことで申し訳ないのですけれども，平成 30年度の職員名簿

というのを前期で頂いたときには心理学専攻者と書いてあって。すみません，

今持っていらっしゃらないと思うのですけれども。心理学専攻者とお示しいた

だいていたので，それが変わったのか，その方が資格を新たに取られたのか，

条件が変わったのか，自分の中で理解が追いつかなかったので教えていただけ

ればと思いました。 

会  長：では，事務局よりお願いします。 

事 務 局：事務局です。委員のほうで言っていただいた前者のほうですね。臨床心理士の

資格を持って，職員としてこちらに入ってきているという職員が１名。あとこ

ちらのほうで，時間額任用職員で心理士として募集をして，こちらに来ていた

だいている方が今回公認心理師を取得したという形で公認心理師として書かせ

ていただいている方が１名の，２名になります。 

委員：それは，何か資格がないとこの仕事に就けないとかそういう条件があってとい
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うわけではなく，採用された方が持っていた資格の中にこういう資格がありま

したということで紹介してくださっているということでしょうか。 

事 務 局：事務局です。補足をさせていただきます。臨床心理士のほうは心理士として市

のほうで採用されているという状況なのですけど，先ほどもお伝えしたように

正規職員になりますので，現在は子ども家庭支援センターのほうで心理職資格

を持った職員が１名働いているという状況になるのですが，庁内で異動という

可能性がないわけではなくて，そうなった場合にはその方が別の部署に行くと

いう可能性もございます。 

委員：分かりました。そういうことだと，常に心理士の資格を持った方がいらっしゃ

るかどうかは分からないということですね。分かりました。心理士さんが２人

いらっしゃって安心だなと思ったので，もしぜひ，ずっと資格を持った方が対

応してくださると今後も安心だなと，利用者として感じました。以上です。 

会  長：すみません。子家センとして必ずしも心理職を前提として置くという状況では

ないということですかね。いろいろ採用の経緯はあったみたいですけど，市と

して採用して，その方が子家センに配属されて心理職という枠があるというと

ころでしょうか。補足がありましたらお願いします。 

事 務 局：事務局です。１回目のときに資料としてお配りをさせていただきました資料ナ

ンバー９の東京都の子ども家庭支援センター事業実施要綱というものがござい

ます。そちらの 25 ページですね，資料通し番号で言いますと。資料９の中では

５と振られているところ，第６ (６)心理相談支援員というものの配置というと

ころで，こちらを踏まえ国分寺市の子ども家庭支援センターについては，心理

を配置しているというのが経過だと思います。 

会  長：この方が異動されたらまた臨床心理士と心理資格を持った方を配置しなければ

いけないということで，常に子家センには何かしらの心理士の資格を持ってお

られる方が配属をされているというのが実施要綱上で定められているので，そ

の枠は出られないというところでしょうか。 

      委員のご意見，提起を受けて子家センが全て継続して関わっているだけがい

い支援ではないというところで，次につながっていく，そのつながった先で安

定して関わりが持てれば，その方にとってはこの相談というのは有効に機能し

たということなのかなと思いますけれども。そういったつながった後，どう

フォローしていくというか，情報を把握していくかというところも。つながっ

たからよかったよね，はいさようならではなくて，つながった先でもどういう

やり取りがあってというのを継続してどこかに蓄積をしていく，そういう意味

では情報の共有化とかそういったところにも関わってくるのかなと思いますが，

それぞれの課題によってその方にとって有用のある相談先になれる，それも１

つの在り方かなと受け取りました。 

      そろそろ，ご発言いただきたい方は，ぜひ。いかがでしょうか。それでは，
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よろしいですか。それでは，審議は，議事としてはここまでにして，そのほか

事務局より連絡事項等ございましたら，お願いします。 

事 務 局：ありがとうございました。事務局でございます。そうしましたら，次回の日程

につきまして検討させていただきたいと思います。本来，この第２回目の協議

会が先月２月に行われる予定でございましたが，１回延期とさせていただきま

して，第２回目が本日となっております。資料１を御覧いただければと思うの

ですが，本来，本日が第３回目になる予定だったところが２回目になっている

ということで，５回目，この７月という最終回については，できればこのとこ

ろで行いたいと思っておりますので。ちょっと連続してしまう形にはなるかな

と思いますが，年度の切替わりがございますので，委員の入替えというところ

がもしかしたらあるかもしれないというところで，次回５月で調整をさせてい

ただきたいと思っております。いかがでしょうか。候補日といたしましては，

本日が３月 13 日となりますので，５月で言いますと，連休明けの８，15，22。

ただ 22 とかまで伸ばしてしまうと，その後の６月，７月のスケジュールが詰

まってしまう可能性がございますので，８か 15 ぐらいでご予定いただければと

思っております。いかがでしょうか。 

会  長：皆様いかがでしょうか。何かもう既に予定が入っている等あれば，おっしゃっ

ていただければ，今であれば調整可能かなと思いますが，いかがですか。よろ

しいですか。あまり後ろにし過ぎると，次の６月の答申の案の検討までの時間

がないというところで，８か 15のどちらかかなと思いますが。事務局として都

合上いかがですか。 

事 務 局：ありがとうございます。事務局でございます。会場等の借用の都合で一旦，も

しよろしければ５月８日及び 15 日を押さえさせていただきまして（事務局追

記：５月８日にて開催を予定しております），調整次第，会場が押さえられ次

第，皆様にご連絡させていただければと思っておりますが，いかがでしょうか。

今回，オンライン版を開催させていただくに当たって，委員の皆様からメール

アドレスを頂戴しておりますので，決まり次第すぐにメールにて報告させてい

ただければと思っておりますが，いかがでございましょうか。 

会  長：時間はもうこの時間帯でいいですか，午前の時間帯で。 

事 務 局：皆さん，午前中でよろしいでしょうか。そうしましたら，今のところ５月８日

及び 15 日（事務局追記：５月８日にて開催を予定しております）の午前 10 時

から 12 時という形でご予定をお願いできればと思っております。よろしくお願

いいたします。事務局からは以上です。 

会  長：ありがとうございます。資料ナンバー１のところですね。次回，課題解決に向

けた取組の内容整理というところで，今日挙げていただいた入り口のところ

と，その後の対応のところ，これをどうしていくか。また議論の中でもう一度

この課題が出てくる場合もあるかと思いますけど，それはそのときに立ち戻り
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ながら検討していければなというところでございます。次回，皆様にご意見を

頂いて，それをたたき台として案を作成して細部を詰めていくという流れかな

と思いますが，事務局はそれでよろしいですか。イメージとしては。 

事 務 局：はい，よろしくお願いします。 

会  長：では，次回はいろいろな案が出されるところかなと思います。自由にご発言い

ただければと思います。 

      それでは，今日の会議は以上で予定していた議事を全て終わりにいたします。

Ｚｏｏｍの準備，ありがとうございます。また，途中でご参加いただき，あり

がとうございました。貴重な１日，お時間頂きました。皆さん，どうもありが

とうございました。お疲れさまです。 

事 務 局：すみません。事務局から１点だけ。今回オンライン版を開催させていただくに

当たりまして，１枚紙をオンライン版の希望フォームをお送りさせていただい

ております。申し訳ありませんが，あれは国分寺市の決まり上，毎回提出を頂

きたく思っております。また送付させていただきますので，紙をＰＤＦで送っ

ていただいてもよろしいですし，メールの本文でそのまま記載内容をお返しい

ただいても大丈夫かなと思っておりますので，お願いいたします。 

また，今回希望フォームの中で使用ソフトをＷｅｂｅｘと記載させていただ

いておりましたが，急遽Ｚｏｏｍを使用できるパソコンが市役所の中で増えま

して，今回Ｚｏｏｍにさせていただきました。直前の変更になり申し訳なかっ

たのですが，次回以降，こちらのＺｏｏｍもしくはＷｅｂｅｘという形で記載

させていただきたいと思いますので，もしオンライン版をご検討の方は両方と

もご準備をいただければと思います。再度の発言，失礼いたしました。ありが

とうございます。 

 

――了―― 


