
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2018 年度事業計画書 
2018年 4月 1日～2019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)「拠点におけるプレママ・プレパパ支援」啓発事業

地域子育て支援拠点で取り組むプレママ・プレパパ支援充実のためのツール作成

趣旨・目的 

地域子育て支援拠点（以下拠点）が、出産前から地域における子育て支援の情報を得たり、出産後すぐに

子育て支援を得るために利用可能な場であることを PR するため、拠点利用促進のためのリーフレット・冊

子を作成し、広報を行う。紙媒体と並行して HPからもダウンロード可能とし、SNS等を通じても広報を行う。 

事業概要 
① 検討委員会

下記のリーフレット・冊子の作成について内容を検討する。

②ポスター・冊子・リーフレットの作成

Ａ.「プレママ、プレパパ向け」の拠点紹介ポスター

目的：子育て期から身近な場所として利用できる拠点の役割を紹介する 

対象：出産を控えた父母（プレパパ・プレママ） 

部数：20,000部 

配布先：子育て世代包括支援センター、自治体担当課、産婦人科、助産院、保健所、拠点等 

Ｂ.「実践者向け」の冊子 

目的：地域子育て支援拠点で取り組む産前からの支援や受け入れ態勢を推進する(支援のあり方･プロ

グラム等） 

対象：拠点の実践者 

部数：10,000部 

配布先：地域子育て支援拠点、自治体担当課 

Ｃ.「企業向け」の拠点紹介リーフレット 

目的：安心して子育てができることがスムーズな職場復帰につながるため、人事担当者、社会保険労 

務士等に地域子育て支援拠点をＰＲし、拠点を育休取得者に紹介していただく。 

対象：企業の人事担当・社会保険労務士等 

部数：50,000部 

配布先：育児休業制度を取得している率が高い両立支援に積極的な企業・社会保険労務士会等 

（２）ひろばコンサルテーション事業

趣旨・目的 

・講師（ひろば全協理事）が、会員団体のひろばに直接伺うことにより、団体の構成員が揃って学び

の場に参加することができる。

・講師は、事前に団体や参加者の状況をヒアリングした上で、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行い、質疑応答など学びを深める場面も設定する。

・実践者は、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
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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：2018年 7月～10 月

◆開催か所数：11団体

◆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）

２．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 12自治体等で実施予定 

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 開催日 会場 協力団体 

1 埼玉 5/13（日） にいざほっとぷらざ NPO 法人新座子育てネットワーク 

2 神奈川 6/30（土） 交流スペース ココファン横浜鶴見 NPO 法人びーのびーの 

3 東京（１） 7/1(日) 発明会館 NPO 法人せたがや子育てネット 

4 仙台 7/23(月) 仙台市民活動サポートセンター 一般社団法人マザー・ウイング 

5 北海道 8/10(金) 札幌エルプラザ NPO 法人子育て応援かざぐるま 

6 香川 9/7（金） 高松市内 NPO 法人わははネット 

７ 千葉 9/28（金） コーププラザ千葉 生活協同組合コープみらい 

8 大阪 9/29（土） 大阪大谷大学 
大阪大谷大学  
ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛 

9 石川 11/10（土） 石川県地場産業振興センター 認定 NPO 法人おやこの広場あさがお 

10 長崎 11/25（日） 長崎市内 NPO 法人インフィーニティ― 

11 東京（２） 12/15（土） 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 

大阪 
8／25(土)～ 27(月) 

10：00～17：20 

新大阪丸ビル別館 
（大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 36 

2



（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 

東京 9/1（土） 9：30～18：30 発明会館 7F 大会議室 35 

大阪 9/15（土） 9：30～18：30 
エル・おおさか(大阪府立労働センター）
7F 708 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

●テーマ：ピアスーパービジョンを活用した「事例検討と記録」

●講師：新澤拓治さん （社福）雲柱社 施設長

●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：2018年 7月 28日（土）13：00～18:30 ／ 7月 29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

（６）会員ブロック別交流会

最新の制度に関する情報や、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、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。 

（７）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３版）の販売。

開催地 開催日 会場 定員 

東京 10／28（日）11:00～16:30 ヒューリックカンファレンス 3F Room3 35 

大阪 11／25（日）11:00～16:30 新大阪丸ビル別館 3階 3-5 号室 35 
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（８）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（2018 年 4月 1日午後 4時～2019 年 4月 1日午後 4時まで）

※約定履行費用保険のみ、2018 年 4月 1日午前 0時～2019年 3月 31日午後 12時

●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

※今年度より一時預かり事業を地域密着Ⅱ型にて行う場合も補償

（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.17…2018年 8月、 vol.18…2019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）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
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５．後援事業・委員委嘱 
＜後援名義＞

①第 28 回全国病児保育研究大会 in かがわ

・日程 2018 年 7 月 15 日（日）・16 日（月・祝）

・会場 かがわ国際会議場、サンポートホール高松

・主催 一般社団法人 全国病児保育協議会

＜委員委嘱＞

①内閣府・子ども・子育て会議委員 奥山千鶴子

②内閣府 少子化克服戦略会議 構成員 奥山千鶴子

③内閣府 子供の未来応援運動発起人 奥山千鶴子

④厚生労働省 社会保障審議会児童部会委員 松田妙子

⑤厚生労働省 児童虐待防止対策協議会委員 坂本純子

⑥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

⑦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

⑧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

⑨静岡県ふじさんっこ応援隊大賞審査員 奥山千鶴子

⑩東京都商品等安全対策協議会 特別委員 松田妙子

⑪京都府子育て支援団体認証制度検討委員会委員 岡本聡子

⑫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

⑬「広がれ、こども食堂の輪！」推進委員会 委員 坂本純子

⑭日本規格協会 授乳室図記号に関する委員会（勉強会） 委員 松田妙子
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