
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 20 年度事業報告 

（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

1.子育てひろば研修セミナー  *財団法人こども未来財団委託事業 委託額：16,000,000 円 

主催：財団法人こども未来財団・NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 

後援：厚生労働省・全国社会福祉協議会・各開催地市町村など 

総参加人数：1,876 名 （のべ 2,219 名）名（全 10 ヵ所） 

 

（１）ネットワーク形成のためのセミナー（全国 8 ヵ所） 1,312 名参加 
＊開催趣旨 

平成 19 年度より、つどいの広場事業、地域子育て支援センター事業を統合し、児童館などのスペースも活用し

ながら、地域子育て支援拠点事業（ひろば型、センター型、児童館型)が新たに再編された。そこで、行政とと

もに地域における子育て支援拠点間のネットワークを図りながら、子育てひろばの意義と役割を検証すると共に

ひろばスタッフ一人ひとりが日頃の活動を振り返り、見識を深め、スキルアップに寄与することを目的とした。 

＊プログラム構成 

地域子育て支援拠点事業の概要と展望／行政・ＮＰＯ間の連携･協働／運営者向け、スタッフ向けの目的別研修

／参加型ワークショップなど 

＊対象者 

地域子育て支援拠点事業や、場を持つ子育て支援に関わる実践者･スタッフ・行政担当者・研究者など 

 

 徳島開催  白老開催 茨城開催 奈良開催 

開 催 地 徳島県徳島市 北海道白老町 茨城県つくば市 奈良県奈良市 

日  程 7/13（日） 9/20（土） 10/4（土） 10/25（土） 

会  場 フレアとくしま 
白老町中央公民館 
(コミュニティーセンター) 

つくば国際会議場 
（エポカルつくば） 

奈良市男女共同参画センタ
ーあすなら 

テーマ 
地域にあったひろばのあり方
や子育て支援を見つけよう 

みんなでつくろう！ 
ひろげよう！子どもが育
ち・親がいやされ・地域が
つながる子育てひろば 

ひろばがつなぐ、 
いばらきの子育て 

ひとを育てるひと育て、 
子育て環境日本一をめざして 

開催地 
団体 

NPO 法人子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 
とくしま 

ＮＰＯ法人お助けネット NPO 法人ままとーん NPO 法人奈良NPO センター 

担当理事 中橋恵美子 山田智子 坂本純子 岡本瑞子 

参加人数 

178（男性 34 女性 144） 
●行政 62  
●NPO・任意団体 53  
●その他団体/企業 29  
●その他 34 

151（男性 20 女性 131）
●行政 52 
●NPO・任意団体 64 
●その他団体/企業 18 
●その他 17 

134（男性 11 女性 123） 
●行政 34 
●ＮＰＯ・任意団体 34  
●その他団体/企業 51  
●その他 15 

138（男性23 女性115） 
●行政 24  
●ＮＰＯ・任意団体 66 
●その他団体/企業 12 
●その他 36 

 

 広島開催 熊本開催 岩手開催 上越開催 

開 催 地 広島県広島市 熊本県熊本市 岩手県盛岡市 新潟県上越市 

日  程 11/8（土） 11/23（日） 12/6（土） 12/13（土） 

会  場 広島国際会議場 
熊本県民交流館 

パレア 
アイーナ（いわて県民情
報交流センター） 

上越市市民プラザ 

テーマ 
親育ち、子育ちを支える 
さまざまなひろばのカ・タ・チ 

一緒に子育てするばい、熊
本で！～出会い つながり 
育ちあい～ 

子育てが楽しくなる！ 
ひろばから始まる、地域の
未来づくり 

広いぞ 新潟！ 
めざそう、地域が求める 
子育てひろば 

開催地 
団体 

子育て応援ネットワーク 
子育ておたがいさま～ズ 

NPO 法人子育て談話室 NPO 法人矢巾ゆりかご NP０法人マミーズ・ネット

担当理事 篠田絵里 奥山千鶴子 野口比呂美 橘 薫 

参加人数 

175（男性 18 女性 157） 
●行政 56  
●ＮＰＯ・任意団体 61  
●その他団体/企業 3 
●その他 23 

240（男性 18 女性 222） 
●行政 63  
●ＮＰＯ/任意団体 57  
●その他団体/企業 94
●その他 26 

144（男性 21 女性 123） 
●行政 31 
●ＮＰＯ・任意団体 59 
●その他団体/企業 20 
●その他 34 

152（男性 18 女性 134） 
●行政 72 
●ＮＰＯ・任意団体 49 
●その他団体/企業 10 
●その他 21 
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（２）立ち上げ支援セミナー（全国２ヶ所） 564 名参加  
＊開催趣旨 

これから新たにひろば型子育て支援拠点を立ち上げる団体や関心のある団体･個人にむけて、ひろば型子育て支

援拠点の意義と役割、実践例を紹介し、事業立ち上げの支援に寄与することを目的とした。 

＊プログラム構成 

地域子育て支援拠点事業の概要と展望／行事例報告／行政との関係づくり／運営者向け、スタッフ向けの目的別

研修／近隣の子育てひろば、支援センターの実践見学会 

＊対象者 

地域子育て支援拠点事業や、場を持つ子育て支援に関わる実践者･スタッフ・行政担当者・研究者など 

開催地 東京 大阪 

開催時期 9/23（祝）・24（木） 平成21 年 １/28（水）・29（木） 

会場 昭和女子大学グリーンホール 大阪府立女性総合センター 

テーマ 支えあいの子育て支援拠点をわが町にもつくろう 支えあいの子育て支援拠点をわが町にもつくろう 

開催地事務局 NPO 法人びーのびーの NPO 法人関西こども文化協会 

担当理事 奥山千鶴子・千葉勝惠 中橋恵美子・安孫子浩子 

参加人数 
248（男性 32 女性 216） （のべ 403） 

●行政 63         ●ＮＰＯ・任意団体 126
●その他団体/企業 27 ●その他 32 

316（男性 46 女性 270） （のべ 504） 
●行政 74           ●NPO・任意団体 124
●その他団体/企業 53  ●その他 65 

 

 

２．住友生命創業 100 周年記念事業 ～未来を築く子育てプロジェクト～        

（１）コンサルテーション事業 （会員向け）  

会員団体のひろばの課題にそって、ひろば全協の理事・研修担当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によって、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できる。 

（１）スタッフの学びあいの場をつくる。 

（２）ひろば運営の悩み・課題解決のヒントを提供する。 

（３）参加者の主体性を大切にする。 

（４）ひろばの実践の場を活用しながら実施する。 

●広報：会員団体が運営するひろばに対して、テーマ別のコンサルテーション事業の実施を広報。 

募集は平成 20 年 6 月と 9月。応募 15 団体に対して、11 団体を決定。 

●事業実施：平成 20 年 9月～平成 21 年 1 月 （会場確保・集客は研修実施団体で実施） 

 

<実施団体> （会員が参加者、会場・保育者は参加団体が確保、３時間以内、20名以内）   

実施団体 都市 課題 担当 日程 

育児ひろばアプリコット 
（育児ひろばアプリコット） 

滋賀県 

甲賀市 

①商店街の空き店舗での親子カフェ風ひろば。補助金＋自主

財源での運営のアドバイスをいただきたい。②ひろばを開始し

て3年。毎日10組程の利用があり順調。初めての方も気軽に来

てもらえる場、人材育成について知りたい。 

＊渡辺 9/25 

NPO 法人自然育児友の会 
（子育てひろばＢａｂｙ Ｃａｆｅ） 

東京都 

府中市 

市の助成金で駅近空き店舗で開設。・スペースが狭い・限られ

た予算で 2 名のスタッフを確保・ボランティアスタッフを取り入れ

ることが課題①スタッフの連携②日報など記録の取り方③スペ

ースを有効に使うひろば運営④商店街･地域とのつながり 

＊坂本 

土屋 
9/29 

NPO 法人燦燦ライフ 
（いずみ・エンゼルハウス北松尾） 

大阪府 

和泉市 

スタッフの役割 、かかわり方、コミュニケーションの取り方。 ＊岡本 

土屋 
10/2 

NPO 法人 WAC わかやま 
（もうひとつのさとポピンズ） 

和歌山県

和歌山市

ひろばを開設して 1 年 4 ヶ月。お母さんとのコミュニケーションの

とり方、大人数の参加の時の子どもたちの活動、ひろばの中で

の遊びなどについて知りたい。 

＊山田 

安孫子 
10/27

NPO 法人子育てネットゆめもくば 
（キッズプラザひがしひろしまゆめもくば） 

広島県 

東広島市

①イベントの位置づけ②大勢のスタッフの意思疎通③支援する

側の理念と利用者のニーズのマッチング④スタッフの声を利用

者に届けるには⑤親への対応のしかた⑥行政の求めるひろば

と、NPO の理念のすり合わせ方 

＊篠田 

野口 
10/30
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善行あいの会 
（子育てひろばあいうえお） 

神奈川県

藤沢市 

藤沢市の委託で運営。スタッフ、ボランティア、一緒に研修を受

けたい。ひろばでの私たちの役割、かかわり方等、ひろば事業

の初歩的なことから勉強したい。 

＊土屋 

千葉 
11/13

佐賀市社会福祉協議会 
（地域子育て支援センターふれあい広場） 

佐賀県 

佐賀市 

サポーターの関わり、声かけが課題。スタッフやボランティアな

どのサポーターが関わり、暖かな支援をしたい。年齢差のある

子が母子で集まってくるので、大切なところだと感じている。 

＊奥山 

中橋 
11/10

芳賀町子育て支援センターあっとほーむ 
（子育てひろばぴよぴよ） 

栃木県 

芳賀郡 

芳賀町 

ひろばでのスタッフの役割、子連れママ・スタッフの場合の仕事

の仕方、ひろばと同室で一時預かりをする場合の方法、職員研

修、スタッフ養成講座について。 

＊千葉 

奥山 
12/17

ＮＰＯ法人志木子育てネットワーク 
（志木西原子育て支援センター） 

埼玉県 

志木市 

志木市より委託で支援センターを運営。市の職員が所長（管理

職）。10 名の NPO のスタッフ（半分が有資格者）で 1 日 2 名～3

名でシフト。ひろばでのスタッフの役割の確認、スタッフ同士の

意見交換の時間の確保。地域の方や利用者さんが参画できる

イベント等のしかけについて。 

＊新澤 1/6 

NPO 法人ふじみ子育てネットワーク 
（子育てひろば「AiAｉ」） 

長野県 

諏訪郡 

富士見町

富士見町の委託。Ａ）大人も子どもも育ちあうＢ）地域の多くの

方に関わってもらうＣ）世代間交流のあり方Ｄ）今の子育て世代

が、将来子育てを支える立場へと育つために。NPO によるひろ

ば運営は近隣になく、孤立しがち。セミナーも遠いので全員は

参加できない。 

＊橘 

野口 
1/9 

ＮＰＯ法人かもママ 
（親子つどいの広場まんま） 

石川県 

加賀市 

・新しいスタッフに対するスタッフの役割や心構えの浸透につい

て。スタッフ間のコミュニケーションについて。 

・スタッフが育てばもう 1 ヶ所開設が可能。出張型（補助金なし）

で 1 ヶ所週 4 回開設している。 

＊渡辺 

丸山 
1/10 

    
 
（２）基礎研修 ２か所  

平成 19 年度に作成した「子育てひろばスタッフ研修テキスト」をもとに、地域子育て支援拠点事業においてス

タッフの方々に持ってほしい基礎的な知識・技術を育成するための基礎研修を実施。参加者にアンケートをとる

など、研修内容や方法について検討しながら実施した。  
１．香川県善通寺市 
○開催日：平成 20 年６月 22 日（日）10：00～16：30 基礎研修 

     平成 20 年７月 20 日（日）10：00～12：30 フォローアップ研修 

○会場：善通寺子ども家庭支援センター 

○参加人数：18 名 

○講師：渡辺顕一郎、ファシリテーター：野口、新澤、草薙、奥山 （敬称略） 

２．山形県山形市 

○日程：平成 21 年 2月 8日（日）10：00～16：00 基礎研修   

平成 21 年 3 月 8日（日）10：00～12：30 フォローアップ研修   

○会場：山形国際ホテル     

○参加人数：20 名 

○講師：渡辺顕一郎  ファシリテーター：山田、奥山、原、木村 オブザーバー：野口 （敬称略） 

 
（３）ファシリテーター養成講座  

子育てひろばの実践に携わる方々にとって基礎となる効果的な研修プログラム「基礎研修」のファシリテーター

を養成する。その第 1回目の講座として実施した。 

○日程：9月 6日（土）13：00～18：00 (ﾅｲﾄｾｯｼｮﾝ 19：00～21：00 )・9 月 7 日（日）10：00～14：00 

○会場：加瀬ビル会議室（横浜市）   

○講師：渡辺顕一郎先生 

○受講者：10 名  

 

（４）「子育てひろば従事者のための基礎研修ファシリテーターマニュアル」の作成 

2色刷・42 ページ・200 部印刷。ファシリテーター養成講座を進めて行く上での共通理解となるマニュアルを作成した。 



３．20 年度会員データ報告（平成 21 年 3 月 31 日現在） 会員総数 500 （前年より128増加） 
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４．情報提供・収集活動 

（１）ホームページによる情報提供 

平成 20 年 4 月 1日～平成 21 年 3月 31 日 約 29100 アクセス （約 2425/月） 

・新たに、調査研究事業やコンサルテーション事業などについてホームページを再編して紹介した。 

・各地のひろばリンク集（ひろば全協会員の中でリンク可とした団体。情報交換、ネットワーク形成を促す。） 

・子育てひろば研修セミナーの広報と開催地報告 

・厚労省等からの情報提供書類の提供 

（２）メールニュース配信（会員限定）：13 回（平成 20 年 4月～平成 21 年 3月）（臨時配信１回含む） 

（３）メーリングリストの運営：子育てひろば研修セミナーの各開催地事務局 10 ヵ所との連携を行う。 

（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）マスコミ等やその他機関への情報提供事業 

 

 

ひろば型

62%

（288）

補助なし

21%

（98）

自治体独自

7%（34）

センター型

6%（30）

その他

2%（10）

児童館型

1%（4）

商店街活性化

事業

1%（4）

運営主体（団体会員のみ・総数 468）

会員種別 （総数 500） 

正会員

（団体）

13%

（67）

正会員（個人）

5%

（23）

ひろば会員

79%

（394）

賛助会員（団体）

1% （7）

賛助会員（個人）

2% （9）

NPO/任意団体

57%（267）

行政

16%

（74）

社会福祉法人

9%（41）

学校法人

5%（21）

その他

4%（20）

社会福祉協議会

3%（15）

生協

3%（12）

企業

2%（10）

社団・財団

1%（6） 商店街振興組合

0%（2）

行政の補助・委託・助成金（団体会員のみ・総数468） 

合計 個人 団体 合計 個人 団体 合計 個人 団体

北海道 13 1 12 山梨 12 0 12 広島 10 1 9
青森 1 0 1 静岡 21 0 21 山口 9 1 8
山形 9 1 8 愛知 21 2 19 香川 13 0 13
秋田 2 0 2 岐阜 6 0 6 徳島 2 0 2
岩手 2 0 2 三重 2 0 2 高知 1 0 1
新潟 2 0 2 滋賀 5 0 5 愛媛 8 0 8
福島 5 0 5 大阪 63 4 59 福岡 16 1 15
宮城 4 0 4 京都 5 0 5 佐賀 1 0 1
東京 65 8 57 奈良 16 0 16 長崎 11 0 11
神奈川 31 2 29 和歌山 6 1 5 熊本 13 0 13
千葉 25 2 23 兵庫 10 0 10 大分 1 0 1
茨城 4 1 3 福井 8 0 8 宮崎 3 0 3
栃木 2 0 2 石川 7 2 5 鹿児島 6 0 6
埼玉 20 0 20 富山 1 1 0 沖縄 7 1 6
群馬 1 1 0 島根 1 0 1
長野 17 1 16 岡山 12 1 11

都道府県別（総数：個人 32・団体 468）
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５.子育てひろば総合補償制度の拡充 ＊自主事業（引き受け保険会社：東京海上日動火災保険株式会社） 

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会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 20 年 4 月 1日午後 4時～平成 21 年 4 月 1日午後 4時まで 

【概要】下記３つの中から組み合わせた申請  

（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 

 

 

６．自主事業  公開セミナーの開催 

テーマ：児童福祉法改正に伴い「地域子育て支援拠点事業」の自主ガイドラインづくりが始まります！   
 

地域子育て支援拠点事業が、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業と位置づけられる予定という段階での開催。

自主ガイドラインを作成するにあたって、ひろば事業が草の根からはじまった活動の良さを残しながら、責任あ

る事業として確立していくために必要な視点を専門家の皆さんから示唆していただいた。 

 

（１）日時：平成 20 年 6 月 8日（日） 14:30～16:30 

（２）場所：ホテルフロラシオン青山 

（３）プログラム 

＜パネリスト＞（五十音順）  

    ・朝川知昭氏  （厚生労働省少子化対策企画室 室長） 

    ・柏女霊峰氏  （淑徳大学 教授） 

    ・新澤誠治氏  （前東京家政大学 教授） 

    ・渡辺顕一郎氏  （日本福祉大学 教授） 

   ＜コーディネーター＞ 

    奥山千鶴子（NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長） 

（４）参加費：無料 

 

７． 後援事業 第７回全国子育てひろば実践交流セミナーin あいち 

「みつめよう ひろばを！地域を！」～子どもの笑顔でまちが変わる！～」 

（１）日時：平成 20 年 10 月 11 日（土）13：00～17：30（交流会終了 20：30）／12 日（日）9：30～13：20 

（２）会場：東建ホール ＫＫＲホテル名古屋 アイリス愛知 

（３）主催：愛知県   共催：名古屋市  後援：厚生労働省・ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会 

（４）企画運営：第７回全国子育てひろば実践交流セミナー実行委員会 

（５）参加人数：のべ約 700 名が参加 

 

８． 後援事業 第 13 回児童虐待防止シンポジウム 

 『虐待された子どもを支える－』 『施設、里親、地域、そして当事者の役割』 

ひろば全協は上記シンポジウムに後援をし、ひろば全協理事長の奥山千鶴子がパネリストとして登壇した。 

（１）日時：平成 20 年 5 月 31 日（土） 14:00～17:00 

（２）会場：全国社会福祉協議会・灘尾ホール 

（３）主催：NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク・（財）こども未来財団   


