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NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 29年度 事業計画書 
 

平成 29年 4 月 1日～平成 30 年 3月 31日 

（2017年 4月 1 日～2018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：10,260,000円 

開催名 日程 会場 開催地事務局 

高知開催 

（全国セミナー） 

12月 2日（土） 

3日 (日)  

高知市文化プラザ 

（高知県高知市九反田 2-1） 
NPO法人わははネット 

福島開催 9月 10日（日） 
ミューカルがくと館 

（福島県郡山市開成一丁目 1番 1号） 
NPO法人子育て支援コミュニティプチママン  

石川開催 10月 14日（土） 
石川県地場産業振興センター 

（石川県金沢市鞍月２丁目１番地） 
認定 NPO法人親子の広場あさがお 

愛知開催 11月 3日（金・祝） 
ウィルあいち  

（愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地） 
NPO法人子育て支援の NPO まめっこ 

東京開催 

（中堅支援者向け） 
1月 28日（日） 

東京ウィメンズプラザ 

（東京都渋谷区神宮前 5-53-67） 
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 

＊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高知県高知市で実施。中堅支援者向けを東京で実施。 

＊特に経験年数を問わない地方開催を福島県郡山市、石川県金沢市、愛知県名古屋市で実施する。 

＊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）子育てひろばのエッセイ＆フォト集の作成 

子育てひろばエッセイ＆フォト～あたたかな「つながり」がアウェイをホームに 

 

2015年・2016年度に実施した「地域子育て支援拠点事業における『つながり』に関する調査研究事業」では、地域子

育て支援拠点で生まれるつながりが、親子の自己肯定感を育み、家庭を超えた広がりを持ち、地域社会の一員とし

て、生涯にわたり、安心と信頼に基づくあたたかい関係性の連鎖を自ら紡ぎだす一歩となることが検証された。この結

果をふまえ、子育てひろばの交流の場で日々繰り広げられている出会いやつながりから具体的に広がりを持ってあ

たたかい関係性の連鎖を感じられる生活風景を描いたエッセイや一瞬一瞬を切り取った写真を募集する。審査で選

ばれた作品を印刷物や WEB で発表することにより、これまでの調査研究で明らかにしてきた子育てひろばにおける

つながりの大切さや喜びを広くより具体的に社会に伝え、地域子育て支援拠点の役割を可視化していきたい。 

 

●募集内容 

子育てひろばでの出会いから広がるつながりの具体的な様子について日常の風景を描いたエッセイや一瞬

一瞬を切り取った写真とエピソードを募集。 

エッセイ部門・・・・400～1000字 

フォト部門・・・・・写真１点と写真にまつわる 200字以内のエピソード 
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●広報・募集方法 

・チラシ 40,000枚を地域子育て支援拠点約 7000か所、ひろば全協の全会員、マスコミ等関係機関に送付 

・ホームページ上で告知を行うほか、ひろば全協の会員向けメールニュースで広報。 

◆応募締切 2017年 10月 2日（月）消印有効 

◆内  容 子育て支援センター・子育てひろば等に関わりのある「エッセイ」または「写真とエピソード」 

◆対  象 利用者や職員を含めて、どなたでも応募可能 

◆応募方法 WEBより応募または郵送 

◆審査委員 

・土谷みち子 さん（関東学院大学 教育学部こども発達学科 教授） 

・新沢としひこ さん（シンガーソングライター） 

・のぶみ さん（絵本作家） 

・坂本純子 （NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 副理事長）     

●掲載方法・作品集の広報 

2018年 2月発行予定。エッセイとフォトの作品集を 9,000部発行。ホームページにも入選全作品掲載予定。 

 

 
（２）ひろばコンサルテーション事業 

●趣旨・目的 
講師が会員団体の拠点に直接伺うことにより、団体構成員が揃って学びの場に参加することができ、

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にもなる。地域子育て支援拠点ガ

イドライン改訂版をもとにした講義を通して、地域子育て支援拠点の意義や役割、支援者に必要なス

キルを共有すると共に自己評価表や利用者アンケートの継続的活用によるPDCAサイクルの取り組みを

学ぶことができる。 

・対象：同一運営主体（法人・団体）であれば複数のひろばから参加可能だが、会員番号を保有

しているひろばのスタッフやボランティアであること 

・開催時期：平成 29年 7月～平成 29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（事前打ち合わせ 30分含む） 

・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 

・配布資料：地域子育て支援拠点事業における活動の指標ガイドライン（改訂版） 

 

（３）地域子育て支援拠点ガイドラインの手引改訂・研修プログラムの改訂 

地域子育て支援拠点事業の活動の指標「ガイドライン」改訂に伴い、基礎研修、応用研修のテキスト

として活用してきた「地域子育て支援拠点ガイドラインの手引」も改訂を検討する。 

 

●「地域子育て支援拠点ガイドラインの手引の第２版」執筆者（敬称略・五十音順） 

・大豆生田啓友（玉川大学教授） 
・奥山千鶴子  （NPO法人びーのびーの理事長） 

・金山美和子  （長野県短期大学専任講師） 

・坂本純子    （NPO法人新座子育てネットワーク代表理事） 

・新澤拓治    （社会福祉法人雲柱社施設長） 

・橋本真紀    （関西学院大学教授）  

・渡辺顕一郎  （日本福祉大学教授） 
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「地域子育て支援拠点従事者のための基礎研修・応用研修」の検討 

「地域子育て支援拠点ガイドラインの手引」の改訂に伴い、そのテキストを使用して実施している「地

域子育て支援拠点事業スタッフ向け基礎研修・応用研修」のプログラム内容についても見直しを行う。 

●研修プログラム検討委員会（敬称略） 

・渡辺顕一郎（日本福祉大学教授） 

・新澤拓治  （社会福祉法人雲柱社施設長） 

・松田妙子  （ひろば全協理事） 

・中條美奈子（ひろば全協理事） 

・奥山千鶴子（ひろば全協理事長） 

 
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 17自治体等で実施予定 

 

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 横浜  7／1（土） 加瀬の貸し会議室鶴見駅前ホール  NPO法人びーのびーの 

2 長野 7／1（土） 長野市生涯学習センター NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト 

3 東京 7／9（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 

4 飯田 8／5（土） 飯田女子短期大学 地域響流館 飯田女子短期大学 

5 札幌 8／20（日） 札幌エルプラザ NPO法人子育て応援かざぐるま 

6 兵庫 9／10（日） 尼崎市総合文化センター 特定非営利活動法人やんちゃんこ 

7 大阪 10／28（土） 大阪大谷大学 ※学生対象 ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛 

8 福岡 11／18（土） エイムアテイン博多駅前貸会議室 地域ぐるみの子育てをすすめるひだまりの会 

9 東京 12／17（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 

●所要時間：約 7時間 15分（休憩含む） 

●講師:1名（ひろば全協理事） 

●受講料：9,000円（税込） 

 
 
（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（休憩含む）×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（税込） 

開催地 開催日 会場 定員 

東京 
8／26(土)～ 28(月) 

10：00～17：20 

島根イン青山 パインコート 
（東京都港区南青山 7丁目 1番 5号） 36 
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（３）子育て支援コーディネーター養成講座  

 

開催地 日程 会場 定員 

東京 9／30（土）9：30～18：30 発明会館 7階大会議室 35 

大阪 10／21（土）9：50～18：50 ドーンセンター 4F大会議室３ 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）利用者支援スキルアップ講座 

これまで「子育て支援コーディネーター養成講座修了者」に対して実施してきたフォローアップ講

座の名称をあらため、利用者支援スキルアップ講座として実施する。対象者も広げ、子育て支援コー

ディネーター養成講座修了者または利用者支援事業現任者およびそれらに準ずる方も参加できるこ

ととする。 

 

テーマ「利用者支援事業における対人援助スキルアップ」 

講師：倉石哲也先生（武庫川女子大学教授） 

コーディネーター：ひろば全協理事 

●対象：子育て支援コーディネーター養成講座の修了者または利用者支援事業現任者およびそれらに準ずる者 

●受講料：15,000円（税込）  

●所要時間：5時間 30分（休憩含む）  

 

 

 

 

 

 
 

（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：2017年 7月 29日（土）13：00～18:30 ／ 7月 30日（日）9:00～12：00 

●会場：横浜ワールドポーターズ 6F イベントホール B（横浜市中区新港 2-2-1） 

●講師：ひろば全協理事 

●参加費：20,000円（税込） 

●定員：45名 

 

 

 

 

 

開催地 開催日 会場 定員 

東京 11／11（土）11:00～16:30 アリアル会議室 ANNEX A会場 35 

大阪 11／19（日）11:00～16:30 ドーンセンター 5F 大会議室２ 35 
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（６）10周年記念公開セミナー 

●日時： 2017年 6月 9日（金）15：15～17：15 

●会場：TKPガーデンシティ PREMIUM神保町 プレミアムボールルーム 

●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 記念講演『子どもが育つ・親も育つ～次世代の心を育む「環境」について考える』  

      明和政子先生 京都大学大学院教育学研究科 教授 

 第２部 記念トーク「未来のひろばを語ろう！」 

      汐見稔幸先生 白梅学園大学 学長・東京大学 名誉教授 

      明和政子先生 京都大学大学院教育学研究科 教授  

      奥山千鶴子   ひろば全協 理事長 

  第３部 リレートーク「私も言いたい！未来のひろば」 

 

（７）会員ブロック別交流会 

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、ブロック別のひろば全協会員の交流会を実

施する。 

 

（８）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。 

 
 
（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（2017年 4月 1日午後 4時～2018年 4月 1日午後 4時まで） 

●概要：（１）賠償責任補償制度  

（２）ひろば施設内利用者傷害見舞金制度  

（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.15…平成 29年 8月、 vol.16…平成 30年 3月  

 

 

http://kosodatehiroba.com/anniversary.html


 - 6 - 

（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）研修紹介パンフレット作成 

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。 

 

（７）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 子ども・子育て支援推進調査研究事業評価委員会 委員 奥山千鶴子 

⑤内閣府 家族や地域の大切さに関する作品コンクール 審査員 奥山千鶴子 松田妙子 

⑥内閣府 子供の未来応援運動 発起人 奥山千鶴子 

⑦東京都商品等安全対策協議会 特別委員 松田妙子 

⑧京都府子育て支援団体認証制度検討委員会 委員 岡本聡子 

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 

⑩厚生労働省 市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ 構成員 奥山千鶴子 

⑪北海道子どもの未来づくり審議会 委員・子ども・子育て支援部会 委員 山田智子 

⑫厚生労働省「健やか親子21」の評価等に関する検討会 委員 奥山千鶴子  

⑬「広がれ、こども食堂の輪！」推進委員会 委員 坂本純子 

⑭厚生労働省 科学研究費 成育疾患等次世代育成基盤研究事業 分担研究者 松田妙子 

⑮交通エコロジー・モビリティ財団バリアフリー整備ガイドライン改訂検討委員会 委員 

 

 

 

http://kosodatehiroba.com/new_files/pdf/jichitai-pamphlet.pdf

