
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 28年度事業計画書 
 

（平成 28年 4月 1 日～平成 29 年 3月 31 日） 

 

１.厚生労働省委託事業～地域の人材による子育て支援活動強化研修    
受託金額：10,456,000円 

開催名 日程 会場 開催地事務局 

長野開催 

（全国セミナー） 

10月 29日（土） 

30日 (日)  

ＪＡ長野県ビル 

（長野市大字南長野北石堂町 1173-3） 

NPO 法人ながのこどもの城いきいきプロ

ジェクト 

大阪開催 

（中堅支援者向け） 
10月 9日（日） 

エル・おおさか 
（大阪府立労働センター） 

（大阪市中央区北浜東 3-14） 

NPO法人ふらっとスペース金剛  

東京開催 

（中堅支援者向け） 
1月 28日（土） 

ヒューリックカンファレンス 

（東京都台東区浅草橋 1-22-16-3F） 
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 

北海道開催 
9月 22日（木・祝） 

北海道大学 

（北海道札幌市北区北 8条西 5丁目） 
NPO法人子育て応援かざぐるま 

福岡開催 
11月 12日（土） 

西南学院大学 

（福岡市早良区西新 6-2-92） 

地域ぐるみの子育てをすすめるひだまり

の会 

＊地域のバランスを考え全国 5か所で実施する。 

＊大規模開催を全国セミナーとして長野県長野市で実施。中堅支援者向けを大阪と東京で実施。 

＊特に経験年数を問わない地方開催を北海道札幌市と福岡県福岡市で実施する。 

＊申し込み方法、締切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。 

 

２．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）地域子育て支援拠点事業に関するアンケート調査 2016 

地域子育て支援拠点における「つながり」に関する調査研究事業 

平成 27 年度はアンケート調査を実施し、1175 人の利用者と、172 団体から回答を得た。平成 27 年度は、

利用者に対する量的調査結果を概要版として発表したが、平成 28年度は、さらに団体の取り組みと母親の拠点

利用後の変化との関係を分析することで、拠点の質的向上のための手がかりとしたい。 

 

A.アンケートの分析 

 

B.追加聞き取り調査 

高い効果をあげていることが確認できた拠点や、特徴的な取り組みをしている拠点を抽出し、追加の聞き取り調査

を行う。いくつかの拠点については実地調査も検討する。それをもとに、拠点の取り組みが利用者と地域との「つなが

り」づくりにどのような効果を及ぼしているか、ケーススタディも含めて分析する。 

 

C.拠点の役割と可能性の立論 

拠点が利用者と地域との「つながり」づくりに果たす役割、さらには「アウェイ育児」に悩む母親の負担を軽減するた

めに果たす役割について、分析を加え拠点の可能性について提起する。 
◆調査研究委員：岡本聡子、奥山千鶴子、山田智子、中條美奈子、安田典子 

◆調査研究委員会：全 4回予定 

 



（２）地域子育て支援拠点の評価指標作成検討委員会 

地域子育て支援拠点（団体、ひろば）の評価指標を作成し、地域子育て支援拠点の質的向上に寄与で

きるようにする。評価指標を普及させることで利用者のサービス選択及び事業の透明性の確保を目指す。 

 

◆検討委員会：全 5 回予定 

◆委員：渡辺顕一郎先生（日本福祉大学 教授) 

奥山千鶴子・坂本純子・中橋恵美子・野口比呂美・松田妙子（ひろば全協 理事） 

 

（３）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 28年 7月～平成 28年 10月 

・開催箇所数：11 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(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 

 

（４）研修紹介パンフレット作成 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う子育て支援員研修事業等に対応するため、主に自治体向けに

研修案内パンフレットを制作し、基礎研修、応用研修、地域子育て支援士二種・一種、子育て支援コー

ディネーター養成講座、ひろばコンサルテーション、講義型研修等、ひろば全協が提供できる研修プロ

グラムを紹介する。 

 

３．自治体等受託事業 
地域子育て支援拠点従事者のための基礎研修・応用研修、子育て支援コーディネーター養成講座、 

地域子育て支援士二種養成講座、講義型研修を 23 自治体で実施予定 

 

４．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 開催日 会場 協力団体 

１ 埼玉 5月 8日（日） にいざほっとぷらざ多目的室 1・2 NPO法人新座子育てネットワーク 

２ 福島 5月 21日（土） ミューカルがくと館中ホール NPO法人子育て支援コミュニティプチママン 

３ 長岡 6月 11日（土） 
長岡市シティホールプラザ「アオーレ長岡」西棟３Ｆ  
第１協働ルーム、第２協働ルーム、第３協働ルーム 

NPO法人多世代交流館になニーナ 

４ 上田 7月 9日（土） 
ひとまちげんき・健康プラザうえだ 2階 

多目的ホール 
認定 NPO法人マミーズ・ネット 

5 鶴岡 9月 3日（土） 庄内産業振興センター マリカ東館 第 1研修室 NPO法人明日のたね 

6 東京 9月 4日（日） 東京ボランティア・市民活動センター 会議室 A・B NPO法人せたがや子育てネット 

７ 札幌 10月 16日（日） 北海道立道民活動センター かでる２・７ 510 NPO法人子育て応援かざぐるま 

８ 神奈川 12月 5日（月） 
相模原市立 市民・大学交流センター  

(ユニコムプラザさがみはら セミナールーム２) 
NPO法人びーのびーの 

９ 大阪 12月 18日（日） エル・おおさか（大阪府立労働センター）研修室２ NPO法人ふらっとスペース金剛 

 
 



（２）地域子育て支援士一種 養成講座   

 

 

 

●所要時間：1日 7時間 20 分×3日間 

●講師:渡辺顕一郎先生（日本福祉大学 教授）・ひろば全協理事 

●受講料：50,000円 

 

 

（３）子育て支援コーディネーター養成講座  

開催地 開催日 会場 定員 

大阪 5月 28日（土） ドーンセンター 4F大会議室３ 35 

東京 7月 9日（土） 東京ウィメンズプラザ 1F 視聴覚室 35 

 

●所要時間：約 9時間（休憩含む） 

●講師 ：2名（ひろば全協理事）  

●受講料 25,000 円（税込） 

 

（４）子育て支援コーディネーター フォローアップ講座 

子育て支援コーディネーター養成講座の受講者を対象に、よりスキルアップするための講座を 

東京、大阪で実施する。 

 

●所要時間：約 5 時間（休憩含む）  

●講師 ：2名（有識者・ひろば全協理事）  

●受講料：15,000 円（税込）  

●テーマ「スーパーバイズの必要性とその視点～ピアスーパービジョンに活かす」 

メイン講師：常田美穂先生（香川短期大学 講師） 

 

 

 

 

 
 

（５）リーダーシップ研修  

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 28年 7月 23日（土）13：00～18:30 ／ 7月 24日（日）9:00～12：00 

●会場：横浜ワールドポーターズ 

●講師：ひろば全協理事 

●参加費：20,000 円（税込） 

●定員 ：40名 

開催地 開催日 会場 定員 

大阪 8月 27日(土)～ 29日(月) 新大阪丸ビル別館 ５階５‐１会議室  36 

開催地 開催日 会場 定員 

東京 10月 1日（土） あすか会議室 東京駅前八重洲口 303A 30 

大阪 12月 2日（金） 
エル・おおさか 
（大阪府立労働センター）7階 709 30 



（６）公開セミナー 

●日時：平成28年6月5日（日）14：30～16：30  

●会場：発明会館  地下2階ホール（東京都港区虎ノ門2-9-14） 

●主催：NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 

●対象：子育てひろばに関わる実践者・行政担当者・研究者など 

●定員：200名 

●プログラム 

第１部「行政説明」野村知司さん 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局総務課少子化総合対策室長  

第２部「調査研究事業の概要報告」岡本聡子 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事  

第３部「子育て家庭のはじまりを支えている確かな力、地域子育て支援拠点」 

＜パネリスト＞渡辺顕一郎さん 日本福祉大学 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 

＜コメンテーター＞野村知司さん 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局総務課少子化総合対策室長  

＜コーディネーター＞中條美奈子 認定 NPO法人マミーズ・ネット理事長・ひろば全協理事 

 

（７）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 11か所

のブロック別のひろば全協会員の交流会を実施する。 

 

（８）会員対象出前研修 

ひろば全協の理事が開催地に赴き、テーマにそった研修（講義）を行う。 

・開催時期：10月～2月 

・開催箇所数：10 件程度 

・形態：1か所 20 名程度・90分 

・講師：ひろば全協理事 

・講師旅費と講師謝金の一部をひろば全協で負担。団体側で講師謝金の一部 5,000円を負担。 

 
（９）書籍販売 

「地域子育て支援拠点で取り組む利用者支援事業のための実践ガイド」（初版）の販売。 

「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。 

 
 
（10）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 28年 4月 1日午後 4時～平成 29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 

 



５．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.13・・・平成 28年 8月、 vol.14・・・平成 29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 

会員、行政等からの問い合わせ対応、ひろば保険、拠点立ち上げ・運営に関する相談対応、情報提供。 

 

（５）新聞等メディア対応 

取材対応、取材対象先の情報提供など 

 

（６）その他情報提供事業 

 
 
６．委員委嘱 
＜委員委嘱＞ 
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 子供の未来応援運動発起人 奥山千鶴子  

⑥東京都商品等安全対策協議会 特別委員 松田妙子 

⑦子どもの安全性確保設計プロセス JIS素案作成委員会委員 松田妙子 

⑧文部科学省中央教育審議会専門委員 奥山千鶴子  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


