
 

（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 22 年度 事業計画書 

１．住友生命保険相互会社創業 100 周年記念事業～未来を築く子育てプロジェクト～ 

平成 22年度研修プログラム年間計画  ◆助成額：7,000,000円 

（１）ひろばコンサルテーション事業  

・対象：ひろば全協会員 

・実施：6月～10月 

・参加者は 1か所 20名程度。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 15000円を負担。 

（２）基礎研修 （４か所） 受講者：20～24名  会場：開催地事務局会議室等 

 基礎研修① 基礎研修② 基礎研修③ 基礎研修④ 

開催都市 熊本県熊本市 大阪府高槻市 大阪府富田林市 千葉県松戸市 

事務局 
NPO法人 

子育て談話室 

NPO法人高槻子育て支援 
ネットワークティピー 

NPO法人ふらっと 
スペース金剛 

NPO法人松戸子育てサ
ポートハーモニー 

基礎研修 H22 年 7月 31日（土） 

（熊本県民交流館パレア ） 

H22年 8月 29日（日） 
（総合市民交流センター） 

H23年1月30日（日） 
（ビッグアイ） 

H22年 10月 18日（月） 

（調整中） 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

研修 

H22 年 8月 28日（土） 

（熊本県総合福祉センター） 

H22年 9月 26日(日) 

（総合市民交流センター） 

H23年2月19日（土） 
（ビッグアイ） 

H22年 11月 29日（月） 

（調整中） 

講師 奥山千鶴子 山田智子 原美紀 野口比呂美 

後援 熊本県 ― ― ― 

    

（３）ファシリテーター養成講座 

・日時場所：6月 26日（土）・27 日（日） ももちパレス・ももち文化センター（福岡市） 

・講師：渡辺顕一郎先生 日本福祉大学教授  受講者：10名 

 

（４）応用研修 （２か所）  

 応用研修① 応用研修② 

開催都市 東京 岡山 

基礎研修 H22年 8月 22日（日） H23 年 1月 22日（土） 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修     H22年 9月 23日（木・祝） H23 年 2月 19日（土） 

対象 21 年度の横浜・埼玉の基礎研修参加者 21 年度の岡山・香川の基礎研修参加者 

講師 渡辺顕一郎 渡辺顕一郎 

 

（５）22年度 基礎研修の振り返りミーティング 

・講師、グループファシリテーターで基礎研修の課題を検討し、ワークの修正点や最新情報を共有する。 

 

（６）情報紙 「子育てひろば」 発行 年 2 回（夏号、冬号） 

・メールや HP を見ることができる人に限らず、紙媒体を発行することで、より広い層に情報を提供する。 
 

（７）研修部会(全 5回)の実施 

第 1 回：5 月 15 日  第 2 回：9 月 23 日  第 3 回：10 月 31 日  第 4 回：2 月 19 日  第 5 回：日時調整中 



 

２．「子育てひろば０１２３育ちの詩」事業  

WAM（独立行政法人福祉医療機構）社会福祉振興助成事業【先進的・独創的活動支援事業】 

◆助成額：7,608,000 円 

事業目的 

地域子育て支援拠点事業の機能、役割、内容について、利用者・スタッフ・ボランティア等が感じる子育てひろば・支援セ

ンターに対する想い、またはひろば・センターで育まれたエピソードを物語（育ちの詩）という形で集め作品集を作成する。

地域子育て支援拠点事業は、身近な場所に量的にも拡充することが求められているが、質的評価の計測方法がまだ確立

していない。そこで、社会的な啓発の意味も込めて、万人に理解しやすい作品集の作成・配布を行い、地域子育て支援拠

点事業の質的な評価、機能、役割の普及・啓発に寄与することを目的とする。 

平成 22 年度は 2 年目となるが、単年度発行で終わるのではなく、継続して広報、発行することが地域子育て支援拠点事

業の周知と啓蒙につながると考えられる。 
 

内容（第 1 回審査委員会で募集要項詳細は確定） 

A.ひろば物語（400～800字のショートストーリー）30点募集 

B.フォトひろば物語（写真と 200 字の写真にまつわるコメント）20点募集 

C．ひろばの詩（歌詞部門を新設。ただし補作とし全作品をモチーフに新沢としひこさんに作詞・作曲を依頼） 

 

（１）審査委員会の開催 

第１回：募集内容検討（5月）第２回：審査・決定（11月中旬）第３回：振り返り、次年度への協議（2月） 

審査委員 ６名 

●審査委員長 

新澤 誠治さん     子育て支援推進センターみずべの会代表 

●審査委員 

柴田 愛子さん     りんごの木子どもクラブ代表、絵本作家 

おち とよこさん   ジャーナリスト、作家、高齢問題研究家 

新沢 としひこさん    シンガーソングライター 

きたやま ようこさん   絵本作家 

中橋 惠美子さん ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事 
 

（２）作品募集（募集方法・締切） 

・7月募集開始～締め切り（10月 12日） 

・地域子育て支援拠点事業の実施場所 約 5,000か所にチラシを配布して募集。 

・メールニュースや HPでも募集を行う。 

 

（３）審査（11 月中旬） 

・事務局で規定等に照らし合わせて絞り込み、審査委員に事前に送付。（10月下旬）  

・第２回の審査委員会で審査・入選作品決定。 

 

（４）作品集制作（7000 部）～配布（平成 23 年 2 月） 

・地域子育て支援拠点事業の実施場所約 5,000か所および掲載された本人、マスコミ、関係機関、有識者、研修

会場等で配布。 

 

（５）事業効果の確認と報告書作成 

・作品集のアンケートをとり、次年度に活かすとともに、HP等で拠点の有用性についてアピールを行う。 

・アンケート、応募作品、審査委員会などから事業を総括するとともに応募作品の分析を行い報告書を作成。 



 

（６）公開フォーラム開催 

作品集を通して見えてきたひろば・センターの利用者やスタッフの思いを審査委員や入選者とともにディ

スカッションし、今後の地域子育て支援拠点の意義や役割を参加者全員で共有する。 

・日時・場所：平成 22年 6月 13日（日）14：30～16：30 島根イン青山 

・テーマ「子育てひろば 0123育ちの詩」から見えてきたひろば・支援センターの可能性 

＜プログラム１＞ 入選者とひろばスタッフの声 

＜プログラム２＞ パネルディスカッション   パネリスト：新澤誠治さん・おちとよこさん・渡辺顕一郎さん 

 

３．情報提供・収集活動 

（１）ホームページによる情報提供 

   ・各地のひろば（HP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かっけとする。） 

・研修セミナーの広報と開催報告、厚労省等からの情報提供書類の掲載など 

（２）メールニュース配信：会員限定・月 1回定期+臨時号の発行 

（３）電話相談対応：立ち上げ・運営にあたっての情報紹介等 

（４）新聞等メディア対応 

（５）その他情報提供事業 

 

４．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 22年 4月 1日午後 4時～平成 23年 4月 1日午後 4時まで） 

【概要】下記の３つの組み合わせによる申請  

（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 

 

５．自主事業   

●研修事業の自治体営業の強化と収益事業の開始 

・基礎研修のプログラムを自治体等に積極的に紹介していく。 

・自主事業を実施・検証し、自立した収益事業の確立に向けて努力する。 

 

６． 後援事業   

●子育て講座「子育て楽しんでますか？」 

（１）日時：平成 22 年 4 月 4 日（日） 

（２）会場：神戸市勤労福祉会館講習室 

（３）主催：ラボ・パーティ 兵庫地区研究会 

 

● 第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin ほっかいどう  

（１）日時：平成 22 年 10 月 30 日（土）12:45～17:00・31（日）9:00～12:30 

（２）主催：北海道 

（３）企画運営：第 9 回全国子育てひろば実践交流セミナーin ほっかいどう実行委員会     

（４）後援：厚生労働省・ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会 

 



 

 

役職名 

任期満了に伴う役員改選の件 

 
定款の 15 条に基づいた役員の任期満了に伴い、役員候補者を以下のとおり提案します。 

                                   （敬称略） 

氏 名 所 属 

理事 奥山千鶴子 特定非営利活動法人びーのびーの 理事長 

理事 坂本純子 特定非営利活動法人新座子育てネットワーク 代表理事 

理事 野口比呂美 特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド 代表 

理事（新任） 岡本聡子 特定非営利活動法人ふらっとスペース金剛 代表理事 

理事（新任） 柴田恒美 NPO 法人子育て談話室 理事長 

理事（新任） 中條美奈子 特定非営利活動法人マミーズ・ネット 理事長 

理事 中橋惠美子 特定非営利活動法人わははネット 理事長 

理事（新任） 松田妙子 特定非営利活動法人せたがや子育てネット 代表理事 

理事（新任） 安田典子 特定非営利活動法人くすくす 理事長 

理事 山田智子 特定非営利活動法人子育て応援かざぐるま 代表理事 

監事 太田善朗 ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部 代表 

監事 滿島 章  

 

◆「専門アドバイザー」（敬称略・五十音順） 
ガイドライン委員会や研修部会で委員を担ってくださった方々に、今後も「専門アドバイザー」としてアドバイ

スいただきます。 
●大豆生田啓友   玉川大学 准教授 

●金山美和子    長野県短期大学 講師 

●新澤誠治     子育て支援推進センターみずべの会 代表 

●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 専任講師 

●渡辺顕一郎     日本福祉大学 教授 

 
◆協力アドバイザー（敬称略・五十音順） 
平成 22年総会をもって退任される理事の皆さんには、協力アドバイザーとして今後もひろば全協の事業に協力

いただきます。 

●安孫子浩子    特定非営利活動法人 Chacha-House 前代表理事  
●岡本瑞子     特定非営利活動法人子ども NPO和歌山県センター 理事長  
●篠田絵里     自治体職員    
●橘 薫      子育て生活応援団 団長  
●千葉勝惠        特定非営利活動法人手をつなご 理事長  
●土屋美惠子     特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ 元理事長  
●丸山政子       特定非営利活動法人子育て支援のＮＰ０まめっこ 理事長 



 

 

従たる事務所移転の件 

 

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会の従たる事務所 2か所（山形市・新座市）の市内での移転に伴い、 

平成 22年 6月 30日をもって、従たる事務所の住所変更登記を行います。 

 

＜従たる事務所の新住所＞ 

 

◆従たる事務所①（ＮＰＯ法人やまがた育児サークルランド内） 

山形県山形市七日町四丁目 7番 18号－1号 

 

◆従たる事務所②（ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク内） 

埼玉県新座市菅沢一丁目 4番 5号 

 
以上 


