NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 27 年度事業計画書
（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

１．住友生命「未来を強くする子育てプロジェクト」助成事業
（１）啓発フォーラムの開催
●目的：地域子育て支援拠点事業を核とした「利用者支援事業」について周知し、地域づくりに
ついて考える。
●対象：地域子育て支援拠点事業および利用者支援事業の実践者および行政、市民活動団体
●会場：東京ウィメンズプラザ B1 ホール
●日程：平成 28 年１月 24 日（日）13：30～16：30
●定員：200 名

（２）調査研究事業～地域子育て支援拠点事業の効果について
地域子育て支援拠点事業の効果について検証するために、利用者に対するアンケート調査を実施
する。
●調査対象：地域子育て支援拠点の利用者
●調査手法：量的調査
●調査時期：平成 27 年度内

（３）利用者支援事業に関する書籍の執筆
●タイトル案
「利用者支援事業のための実践ガイド～地域子育て支援拠点事業で始める（仮）」
●出版の目的
・実施主体となる基礎自治体をはじめとして、事業を推進する立場の方の理解を促進する。
・先駆的事例を用いて、実践者が利用者支援事業の役割や位置づけを具体的に理解できるものと
する。
●販売対象：事業実施自治体・利用者支援事業の実践者およびこの事業に関心のある方
●発行時期：平成 27 年度末までに発行
●ページ数：約 120 ページ
●執筆者：橋本真紀先生（関西学院大学 教授）
、ひろば全協理事ほか
●編集：NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会

（４）ひろばコンサルテーション事業
会員団体のひろばの課題にそって、ひろば全協の理事がコンサルテーションを行う。実践者のニーズに即し
たコンサルティングを受けることで、日頃気づきにくい視点を得たり、他のスタッフの考え方を知る機会とする。
●対象：ひろば全協会員
●開催時期：平成 27 年 7 月～平成 27 年 10 月
●開催箇所数：10 ひろば
●形態：1 か所 20 名程度・3 時間以内
●講師：ひろば全協理事、研修担当者（講師は 1 か所 1 人）
●講師旅費と講師謝金の一部を事業負担。団体側で講師謝金の一部 15,000 円を負担
●申込締切：平成 27 年 5 月 22 日（金）

（５）子育て支援コーディネーター

フォローアップ講座検討委員会

平成 26 年度の子育て支援コーディネーター養成講座修了者を対象に実施するフォローアップ講座の
内容（講師・プログラム・事例等）を検討。27 年度は２つのテーマで東京・大阪で講座を実施する。
●検討委員・主任委員 橋本真紀先生（関西学院大学教育学部 教授）
・委員（五十音順・敬称略）
奥山千鶴子（NPO 法人びーのびーの 理事長・ひろば全協 理事長）
坂本純子 （NPO 法人新座子育てネットワーク 代表理事・ひろば全協 副理事長）
新澤拓治 （社会福祉法人雲柱社 施設長）
松田妙子 （NPO 法人せたがや子育てネット 代表理事・ひろば全協 理事）

（６）地域子育て支援士一種養成講座

検討委員会

平成 26 年度プログラム開発し、モデル実施を行った「地域子育て支援士一種養成講座」のプロ
グラムの検討および内容の確定を行う。
●プログラム検討委員
・主任委員 渡辺顕一郎先生（日本福祉大学子ども発達学部 教授）
・委員（五十音順）岡本聡子 （NPO 法人ふらっとスペース金剛 代表理事・ひろば全協 理事）
奥山千鶴子（NPO 法人びーのびーの 理事長・ひろば全協 理事長）
中橋惠美子（NPO 法人わははネット 理事長・ひろば全協 理事）
野口比呂美（NPO 法人やまがた育児サークルランド・ひろば全協 理事）
安田典子 （NPO 法人くすくす 理事長・ひろば全協 理事）

２．自治体等受託事業
（１）地域子育て支援拠点従事者のための基礎研修・応用研修等 12 自治体で実施予定
（２）民間団体からの受託事業
・
「ユニセフ東日本大震災被災父子家庭支援プロジェクトから学ぶ
地域子育て支援拠点における父親支援の重要性」
（東京開催・大阪開催）など

３．自主事業
（１）地域子育て支援士二種 養成講座
日時・会場等の詳細は決定次第、順次、メールニュースやホームページで告知。
開催地

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

大阪府
枚方市
長野県
諏訪郡
富士見町
新潟県
長岡市
広島県
広島市
神奈川県
横浜市
北海道
札幌市
香川県
高松市
東京都
大分県
豊後高田市
大阪府
大阪市
岐阜県
岐阜市

開催日

会場

協力団体

(社福）大阪水上隣保館 子ども家庭支援センター

4/15(水）

枚方市市民会館

5/16(土）

富士見町コミュニティ･プラザ

NPO 法人ふじみ子育てネットワーク

6/20(土）

まちなかキャンパス長岡

NPO 法人多世代交流館になニーナ

9/10(木）

広島市中区内

NPO 法人ひろしま NPO センター

7/2(木）

ウィリング横浜

NPO 法人びーのびーの

8/29(土)

かでる２・７

NPO 法人子育て応援かざぐるま

9/11(金）

高松テルサ

かがわ子育てひろば連絡協議会

9/27(日）

東京ボランティア・市民活動センター

NPO 法人せたがや子育てネット

10/6(火）

健康交流センター花いろ

NPO 法人アンジュ・ママン

10/31(土）

ドーンセンター

NPO 法人ふらっとスペース金剛

12/15 火）

ふれあい福寿会館

NPO 法人くすくす

ファミリーポートひらかた

（２）地域子育て支援士一種 養成講座
開催地

開催日

会場

東京都

8/29(土）～8/31（月）

定員

国立オリンピック記念青少年総合センター

30 名

講師

渡辺顕一郎先生
奥山千鶴子

（宿泊型ではありません）

（３）子育て支援コーディネーター養成講座
日時・会場等の詳細は決定次第、順次、メールニュース、ホームページで告知。
開催地

１
２
３
４

岡山県
岡山市
香川県
高松市
東京都
大阪府
大阪市

開催日

7/17（金）
7/24（金）

会場

岡山県生涯学習センター
丸亀市保健福祉センター
（ひまわりセンター）

9/12(土)

東京ウィメンズプラザ

10/3(土)

ドーンセンター

協力

定員

おかやま地域子育て支援拠点ネットワーク

30

かがわ子育てひろば連絡協議会

35

―
NPO 法人ふらっとスペース金剛

35

35

（４）子育て支援コーディネーター

フォローアップ講座

①（面接技術）
「子育て支援コーディネーターが取り組む援助関係の形成」
開催地

開催日

会場

1 東京

5/24(日）

あすか会議室

2 大阪

7/19(日）

新大阪丸ビル別館

講師

倉石哲也先生
（武庫川女子大学教授）

進行

定員(人）

奥山千鶴子

30

坂本純子

30

②（相談記録）
「子育て支援コーディネーターの記録のあり方を考える」
開催地

3 東京
4 大阪

開催日

10/24(土）
12/12(土）

会場

講師

ハロー会議室五反田駅前
エル・おおさか

新澤拓治氏

進行

定員(人）

松田妙子

30

坂本純子

30

（社会福祉法人雲柱社

（大阪府立労働センター）

施設長）

（５）会員ブロック別交流会
平成 27 年度より施行された子ども・子育て支援新制度や、地域子育て支援拠点事業の現状など
についての情報交換、またひろばや地域特有の課題などについて話し合う場として、全国 10 か所
でブロック別のひろば全協会員の交流会を実施する。

（６）リーダー研修
ひろば活動を行っている団体の運営のスキルアップや次世代リーダー育成にも活用できる研修の機
会とする。組織経営、組織運営、会議ファシリテーション、人材育成、マネジメントなど、リーダー
に求められる役割や要素を会員同士で一緒に学び、語りあう機会を設定する。
●日時：平成 27 年 7 月 5 日（土）13：00 開始／7 月 6 日（日）12：00 終了
●会場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟
●参加費：28,000 円 （税・サ込 1 泊 2 日 2 食付）

（７）公開セミナー
●日時：平成27年6月７日（日）14：30～16：30
●会場：全国町村会館 ホール(東京都千代田区永田町1-11-35)
●対象：子育てひろばに関わる実践者・行政担当者・研究者等
●テーマ：「地域子育て支援拠点事業の質の向上を考える」
【講演】 （14:30～15:10）
「子ども・子育て支援新制度の概要と地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業への期待」
・長田 浩志氏
内閣府子ども・子育て本部 参事官（子ども・子育て支援担当）
・竹林 悟史氏
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 総務課 少子化対策企画室長
【パネルディスカッション】 （15:10～16:30）
「地域子育て支援拠点事業の質の向上を考える」
パネリスト
・大豆生田 啓友氏
玉川大学 教育学部 乳幼児発達学科 教授
・岡本 聡子
NPO 法人ふらっとスペース金剛 代表理事・ひろば全協 理事
・松田 妙子
NPO 法人せたがや子育てネット 代表理事・ひろば全協 理事
コーディネーター
・奥山 千鶴子
NPO 法人びーのびーの 理事長・ひろば全協 理事長

（８）書籍販売
「詳解

地域子育て支援拠点ガイドラインの手引」（第 2 版）の販売。

（９）子育てひろば総合補償制度の拡充
＊引き受け保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

ひろば全協の会員限定の補償制度で、任意加入である補償制度の更なる普及を目指す。また、事
故申請の内容を確認し、各ひろばへの情報還元を行うなど、ひろばでの事故予防にも努める。
●対象となる会員：「子育てひろば」もしくは類似の事業を実施されている会員の方
●保険期間：１年間（平成 27 年 4 月 1 日午後 4 時～平成 28 年 4 月 1 日午後 4 時まで）
●概要：（１）賠償責任補償制度 （２）ひろば施設内参加者傷害見舞金制度
（３）近隣活動・移動中傷害見舞金制度（４）ひろば職員傷害見舞金制度
（５）個人情報漏えい保険

４．情報提供・収集活動
（１）情報紙「子育てひろば」発行
●メールニュースやホームページをご覧いただけない方にも情報が行き届くよう、情報紙を発行。
●発行予定時期：vol.11:平成 27 年 7 月、vol.12:平成 28 年 3 月

（２）ホームページによる情報提供
●各地のひろば（ホームページ掲載可とした会員団体のリンク。情報交流、ネットワーク形成のきっ
かけとする。
）
●研修セミナーの広報と開催報告、厚生労働省等からの情報提供書類の掲載など。

（３）メールニュース配信
各種研修事業の案内や国の制度など最新情報を提供。会員限定・月 1 回定期配信。

（４）電話相談対応
立ち上げ・運営にあたっての情報紹介等

（５）新聞等メディア対応
（６）その他情報提供事業

５．後援事業・委員委嘱
＜後援事業＞
① 日本子ども家庭福祉学会 第 16 回全国大会シンポジウム
・子ども家庭相談体制の再構築と人材育成に向けて～児童相談所、市町村、地域の連携と協力～
・日程：平成 27 年 6 月 6 日（土）7 日（日）
・会場：関西学院大学 上ケ原キャンパス G 号館
・主催：日本子ども家庭福祉学会 第 16 回全国大会実行委員会
②日本多胎支援協会 第 6 回全国研修会
・子ども・子育て支援新制度がひらく地域子育て支援拠点、利用者支援の可能性～多胎育児家庭のニーズを例に
・日時：平成 27 年 6 月 28 日（日）13:30～16：00
・会場：埼玉会館

７B 会議室

・主催：一般社団法人日本多胎支援協会

＜委員等委嘱＞
①厚生労働省 社会保障審議会児童部会委員 奥山千鶴子
②厚生労働省 児童虐待防止対策協議会委員 坂本純子
③内閣府・子ども・子育て会議委員 奥山千鶴子
④厚生労働省児童福祉問題調査研究事業企画評価委員会委員 奥山千鶴子
⑤内閣府 「子ども･子育て支援新制度」普及･啓発人材育成業務企画委員 奥山千鶴子 松田妙子
⑥内閣府 子供の未来応援国民運動発起人 奥山千鶴子
⑦国土交通省 社会資本整備審議会住宅宅地分科会委員 奥山千鶴子
⑧東京都商品等安全対策協議会委員 松田妙子
⑨横浜市親と子のつどいの広場事業運営団体選定委員会委員 釘町千明

