
孤独・孤立を抱える親子を支える
新しい都市の創設に向けて

認定NPO法人フローレンス

「ポストコロナ社会を見据えた都市のあり方検討会議」
 第４回 ひとづくり（子育て・少子化・人材育成等）
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■ 2004年にNPO法人フローレンスを設立し、日本初の「共済型・訪問型」の病児保育

サービスを開始。その後も、小規模保育事業、障害児保育事業など社会問題を解決

するための新しい事業モデルを構築。

■ 現在、内閣府「子ども・子育て会議」委員などを務める。

駒崎弘樹
認定NPO法人フローレンス 　　代表理事

一般社団法人こども宅食応援団 代表理事
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みんなで子どもたちを抱きしめ、 
子育てとともに何でも挑戦でき、 

いろんな家族の笑顔があふれる社会 

Vision

目指す社会像
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Mission

果たす使命

親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する 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待機児童問題

赤ちゃん
虐待死問題

子どもの
貧困問題

障害児
保育問題

病児保育問題
ひとり親の
貧困問題

私たちの
取り組む
社会問題
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P.14- こども宅食について

P.26- デジタルソーシャルワークについて

P.43- 保育園をみんなのものへ
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コロナ禍で進む親子の困窮、孤立
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児童虐待、過去最多
2020年度は過去最多の20万件 前年度より5.8%増 
相談の経路は「学校」が6・7%と前年度から0・5ポイント減っており、厚労省は「新型コロナウイルスの感染拡大による休校が影響し
た可能性がある」としており、虐待の見落としが懸念される。（朝日新聞　2021年8月27日） 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https://www.asahi.com/articles/ASP8W2JPNP8TUTFL007.html


全国各地で聞かれる、親子の声、切実な実態・・・
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困難を抱える家庭であっても支援サービスの利用率は低く、

こども宅食の利用家庭では8割の人が利用していないのが現状。
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なぜなら、支援が届きにくい様々な制約や障壁が存在するから

心理的な障壁 周囲のまなざし

物理的な制約 情報の伝達

プライドなのかもしれないけど、貧しい、

生活が苦しいというのは周りに知られたく

なくて。

家計も赤字だし、子育てもうまくできて

いないし、人に知られたら「親として失

格」と思われるのでは

仕事を掛け持ちしながら子育て。

平日に窓口に行く余裕がない。

とにかく自治体の支援の情報もこちらから

調べないと分からない。
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国の基本方針でも、「支援が届いていない、又は届きにくい子供・家庭に配慮して

対策を推進する」ことを基本的方針として明記している

※子どもの貧困対策大綱（令和元年11月29日閣議決定）
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金沢市の子どもの貧困対策基本計画でも「孤立している家庭」や

「支援や情報が届きにくい家庭」の課題が指摘されています。

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/26086/6/keikaku.pdf?20210404174542
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https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/26086/6/keikaku.pdf?20210404174542


　解決策１　こども宅食
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25地域

応援団が連携して

こども宅食が始まった

都道府県

応援団が連携している

こども宅食を

実施している団体数

56 団体

こども宅食を

利用している世帯数

8,500 家庭
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全国への事業の普及が進んでいます



金沢市でも国の予算を活用し昨年から

食材提供をツールとした「こども見守り事業」が開始された

市内の児童

約60名が対象

行政と民間3団体が

連携し、
地域の見守りネット

ワークが強化
される
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こども宅食の成果 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金沢市：宅食型「こども見守り事業」の成果
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①課題を抱える家庭の発見
課題を抱えるが行政が把握できていなかった子育て家庭でも、民間団体が接点を持っている。

こども宅食により、行政が家庭を発見できるアンテナが増えた。

②家庭との関係構築
こども宅食で訪問を重ねることで顔見知りになり、徐々に関係ができる。

その中で、家庭のほうから困りごと等を話してくれることも。

③家庭内の様子の把握、相談や支援へのつなぎ
こども宅食を通じて家の中の片付け等が難しい様子が分かった家庭に、

行政の事業を案内。家事支援につなげられた。

金沢市の子育て

支援課に教えて

頂きました！



　全国調査で分かった成果

　課題を抱える家庭の発見

https://hiromare-takushoku.jp/2021/09/22/3738/
22

https://hiromare-takushoku.jp/2021/09/22/3738/


　全国調査で分かった成果

　家庭との関係構築、利用家庭の気持の変化
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https://hiromare-takushoku.jp/2021/09/22/3738/



　全国調査で分かった成果

　相談・支援へのつなぎ
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https://hiromare-takushoku.jp/2021/09/22/3738/

https://hiromare-takushoku.jp/2021/09/22/3738/


　この他、先進事例の成果として、

　民間団体と行政や要対協との協働・連携の促進も挙げられている

　静岡県浜松市の事例
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https://hiromare-takushoku.jp/siryou/hamamatsu/kr



解決策２：デジタルソーシャルワーク
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行政・地域団体だけではリーチできない家庭に
デジタルを活用してつながり、支援につなげていく
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デジタルソーシャルワークとは

宅食等の支援を届けながら、オンラインで継続的に声かけ、
ゆるやかに雑談・相談を受け、情報提供・支援へつなぐ

デジタル
ソーシャルワー

カー子育て家庭

宅食届きました！ありがと
うございます。子どもも大
喜びです。

最近寒いですね。ところ
で、XXについて聞いても
良いですか？

今日はとても疲れました。
実はXXXでとても悩んで
いて…。

無事に届いてよかったで
す！ぜひお子さんと楽し
んでください。

寒いですね＞＜暖かくお
過ごしください。XXについ
て、ぜひご質問ください。

お仕事お疲れさまです。
XXXに関するイベントが
お近くであるようなのです
が、ご興味ありますか？
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事例．兵庫県神戸市
「おやこよりそいチャット」
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運営団体 特定非営利活動法人フローレンス

サービス内容

LINEを使った
デジタルソーシャルワークの提供
（相談支援＆リモートサポート）

サービス提供対象
(2021年8月時点)

神戸市在住者
※今後、順次、エリア拡大予定

サービス開始日 2021年8月2日

運営体制
(2021年8月時点)

事業推進1名＋利用者対応統括1名＋
デジタルソーシャルワーカー4名

（社会福祉士等の有資格者による）

「おやこよりそいチャット」概要
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神戸市・地元団体・フローレンスの3者で連携
フローレンスが利用者対応・相談支援を担っている

神戸市が対象者へのチラ
シ配布を全面協力
(児童扶養手当の現況届
けへの同梱、SSWへの配
布など)
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サービス開始1ヶ月後の状況
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有効な友だち　3,788人(2021/9/9時点)

※ターゲットリーチ数とは、ブロックやLINEアカウント削除を除いた、ターゲティングメッセージが配信可能な対象数

開始から2日で
神戸市公式「ひとり親家庭支援センター」のLINE登録者数（1,809人）を超えた
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神戸こども宅食申し込み時のアンケート結果

約9割が特定の支援サービスをまだ利用できていない家庭
外出困難な家庭も多く、地域支援を利用しづらい家庭が多くいることが明らかに

状態 人数 割合

現在、日常的に利用している支援・サービスはない 2,723 86%

これまで申請手続きがむずかしくて、
地域・行政の支援サービスの利用をあきらめたことがある

770 24%

子育て・生活等について気軽に相談できる相手 (場所)がおらずほしい 589 19%

外出が困難になるような障害・疾病がある 444 14%

直近3ヶ月で電気ガス水道等の料金を支払えないことがあった  381 12%

来月、収入の見込みがない 364 11% 36



LINEやり取り　約1ヶ月で400件以上

※緊急相談は、命に関わるようなケース。期間中は希死念慮の訴えが1件発生し、神戸市に情報提供した。

平均10件/日程度
情報提供を一斉配信すると反応が増え、40件以上になる日も
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デジタルソーシャルワーカー体制

全国（埼玉/神奈川/静岡/愛知/兵庫/徳島etc.）から参画する
100%有資格者かつ相談実務・福祉現場等の経験者によるチーム体制

デジタルソーシャルワーカーの保有資格（一部）

社会福祉士・児童指導員・保健師・看護師
保育士・認定心理士・キャリアコンサルタント

デジタルソーシャルワーカーの実務経験（一部）

医療機関・通所介護・学童保育・依存症回復施設・社会
福祉士養成の専門学校・児童相談所一時保護所・デイ
サービス相談員・MSW・就労継続支援・生活訓練・子育
て電話相談員・更生保護施設・保育施設・障害児通所支
援事業・厚労省外郭財団・学校法人・サポステ・行政等

相談員、大学・研修講師
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DSWerのいる場所



金沢市様へのご提案
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行政・地域団体だけではリーチできない家庭に
デジタルを活用してつながり、

”誰一人取り残さない”支援を実現する
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おやこよりそいチャット金沢

行政・地域の支援情報（子ども食堂・居場所・学習支援等）をLINEで届け、
デジタルソーシャルワーカーが相談支援をしながら、行政・地域支援につないでいく

デジタル
ソーシャルワー

カー

金沢市

子育て家庭

行政・地域支援団体
（市社協等）

対象選定
・

案内

登録

情報提供・支援連携

情報提供・相談支援
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デジタルソーシャルワーカーは
支援が届きにくい家庭の様々な制約や障壁に向き合い、

よりそいながら、支援の利用をサポートします

心理的な障壁 周囲のまなざし

物理的な制約 情報の伝達

プライドなのかもしれないけど、貧しい、

生活が苦しいというのは周りに知られたく

なくて。

家計も赤字だし、子育てもうまくできて

いないし、人に知られたら「親として失

格」と思われるのでは

仕事を掛け持ちしながら子育て。

平日に窓口に行く余裕がない。

とにかく自治体の支援の情報もこちらから

調べないと分からない。
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第３の提案：保育園をみんなのものへ
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● 現行法上、専業主婦（夫）家庭や、労働時間が一定基準を満たさない保護者の場合、保育園
の利用が困難（※1）。

● 例えば、就職活動に取り組みたい場合や、心身の病を抱えている場合でも、やはり上記のよう
なケースでは預けることができない。このため、主な育児従事者に、過度な負担がかかってい
る。

● 保育園にも幼稚園にも預けられず、社会と接点を持たない児童は多くいる。3歳以上でも5万
人（右図 ※2）。北里大学医学部可知先生の研究によれば、3歳以降の未就園世帯は、低所
得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や、発達や健康の問題（早産、先天性疾患）
を抱えた子どもが多い傾向が明らか。

● これら「無園児」は、高い虐待リスクが指摘されているが、誰もそのリスクに気づくことができな
い。

● また、待機児童問題が解決されつつある現在、特に小規模保育園など、定員割れの状態が出
てきており、経営が困難になりつつある。

保育園を共働き家庭のものから、みんなのものへ

子どもを保育園に預けたいニーズがあるのに、「保育の必要性認定」があり、できない。

これが「孤育て」に繋がり、親にとって大きな負荷になっている。

児童虐待等のリスクが高まっても、社会的な繋がりがないから、誰も気付けない。

課題

※1：子ども・子育て支援法第19条第１項第２号・第３号、子ども・子育て支援法施行規則第１条の５
※2：厚生労働省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会（第１回）」資料3　https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000784219.pdf
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● 保育園や幼稚園は、子どもにとっては大きなセーフティネットとな
りえる。低所得世帯でも給食があることで栄養をカバーでき、ま
た、不適切養育世帯ならば、虐待やネグレクトの兆候を、いち早く
気づくことが可能。発達障害等の傾向も、毎日触れている専門職
の先生が気づき、適切な療育や支援に繋ぐことができる。

● よって、全ての親子が保育園を利用できるようにし、セーフティ
ネットの網の中に包摂されることを目指す。

● 利用者は、必ず週5通う、というわけではなく、週1日〜6日まで、
その家庭の事情に合わせた頻度で通園できるようにする。

● これにより、保育園は地域の親子の福祉拠点として、ポスト待機
児童時代において、新しい存在意義を示すことができるようにな
る

保育園を共働き家庭のものから、みんなのものへ

打ち手

共働き家庭だけでなく、専業主婦家庭も含め、全ての家庭が保育園を

利用できるようにする。週１日～６日まで、その家庭に合わせた頻度で

利用を可能とする。

※1：学校法人北里研究所、https://www.kitasato.ac.jp/jp/news/20190327-01.html?fbclid=IwAR2Yu9ghQdgf7zKDFXJTNStN1s997-jOStR69_yA6CShFXBdxmmLcPWia1E
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https://www.kitasato.ac.jp/jp/news/20190327-01.html?fbclid=IwAR2Yu9ghQdgf7zKDFXJTNStN1s997-jOStR69_yA6CShFXBdxmmLcPWia1E

