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」

全国子育てひろば実践交流セミナー

広島

オンライン開催版
ピンチをチャンスに！
ひとりじゃないけぇ 今こそみんなでつながろうやぁ
地域子育て支援拠点として、

人と人の触れ合いや支え合いを大切にしてきた日常が一変！

今までの常識を大きく変えた生活スタイルを目指していくには？
地域の子育て環境はどう変わるのか、

変わらないこと、大切にしたいことはどんなこと？

これからの子育て支援を「新しい常識」に照らし

支援者魂溢れる広島で様々な方向性から考えてみましょう！

2020年
定員：300名
参加費・資料代：無料

12/ 12
13:00〜17:30

13

・

9:00〜12:30

オンライン開催に変更しました

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、「オンライン開催」に切り替えることを
決定いたしました。募集期間中での変更となりましたことをお詫び申し上げます。
主催： NPO法人子育てひろば全国連絡協議会
後援：広島県、広島市、
（社福）全国社会福祉協議会、公益財団法人ひろしまこども夢財団
運営協力 ：全国子育てひろば実践交流セミナー in 広島実行委員会
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12/ 12 土

日目

全体会

12:00

受付

13:00〜13:15

開会挨拶・来賓挨拶

13:15〜13:55

行政説明

国際ホールヒマワリ

地域の子育て支援に関する施策の現状

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
コーディネーター NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長 奥山千鶴子
説

明

基調講演

13:55〜14:55

子育てしやすい社会へ 官民挙げての子育て支援をいま

就職氷河期、団塊ジュニア・ポスト団塊ジュニアの未婚化が進む中、結婚・出産のハードルを越えてき
た家庭への支援は、これまで通りという訳にはいきません。新型コロナウイルスの感染拡大によって、
親子の交流の場が閉鎖される状況が起こり、否応なく地域での子育て支援のあり方が問われています。
横浜副市長時代に、行政側から見た地域子育て支援の視点と一貫して少子化、子育てを研究してきた
お立場から、これからの市民協働、地域子育て支援拠点事業への期待を語っていただきます。
講

師

甲南大学マネジメント創造学部 教授

14:55〜15:15

休憩

15:15〜17:30

パネルディスカッション

前田正子さん

地域子育て支援拠点の新たな可能性

新型コロナウイルス感染拡大防止のため全国的に地域子育て支援拠点の臨時休館等の措置が行わ
れました。外出自粛で見えてきた子育て家庭の課題と子育て支援拠点の必要性が再確認されました。
そのような中、拠点を中心に、親子とのつながりが途切れることのないようオンラインを活用した広
島県の取り組みを伺いながら、これからのさらなる拠点の可能性について考えたいと思います。
パ ネ リスト

広島大学大学院人間社会科学研究科 教授
広島県健康福祉局子供未来応援課長
NPO法人e子育てセンター 代表理事

コーディネーター NPO法人わははネット 理事長
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七木田敦さん
梅田真紀さん
森崎智美さん
中橋惠美子さん

（広島県広島市）
（香川県高松市）

12/ 13 日 分科会

日目

8: 30〜

受付

9:00〜11:30

分科会

第１分科会

予防型支援の体制づくりに拠点が果たす役割

児童虐待防止法改正も踏まえ、予防型支援の視点で、地域子育て支援拠点に求められている役割を考えて
いくとともに、実践事例をもとに地域子育て支援拠点が果たす役割について皆さんと一緒に考えていきます。
講

師

話題提供
コーディネーター

関西大学人間健康学部 教授
NPO法人はぴままクローバー 代表理事
NPO 法人アンジュ・ママン 施設長

山縣文治さん
木村順子さん
小川由美さん

（広島県尾道市）
（大分県豊後高田市）

第２分科会

多様なニーズに応えるために地域子育て支援拠点にできること

発達の不安や貧困など子育て家庭が抱えるニーズは様々です。日々の生活の中で、
「助けて」が言え
ない、言葉にできない親子の不安、困り感に、地域子育て支援拠点が応えるためにできることをみな
さんと一緒に考えます。
講

師

話題提供

日本福祉大学子ども発達学部 教授
認定NPO法人ふれあい館ひろしま

コーディネーター NPO法人くすくす 理事長

第３分科会

渡辺顕一郎さん
岸本このみさん
安田典子さん

（広島県竹原市）
（岐阜県大垣市）

地域子育て支援拠点で実施する
利用者支援事業の効果と可能性

地域子育て支援拠点と利用者支援事業を一体的に運営することで可能になる、より深い家庭支援や、
地域の支援体制づくりの視点、可能性について考えます。
講

師

話題提供

武庫川女子大学文学部 教授
呉市すこやか子育て協会 子育て支援コーディネーター
認定NPO法人マミーズ・ネット 理事長

コーディネーター

第４分科会

NPO法人せたがや子育てネット 代表理事

倉石哲也さん
濵田奈波さん
中條美奈子さん
松田妙子さん

（広島県呉市）
（新潟県上越市）
（東京都世田谷区）

妊娠期から包括的に家庭を支えるために
母子保健と子育て支援の切れ目ない体制をどう作る？

妊娠期からの切れ目ない支援のために子育て世代包括支援センターの役割を理解し、地域子育て支援拠
点の機能を活用した具体的な取り組みについて話し合います。
講

師

話題提供

公益社団法人母子保健推進会議 会長
福山市ネウボラ推進部ネウボラ推進課
（社福）湯野福祉会こどもえんみどり、宮前保育所

コーディネーター

第５分科会

佐藤拓代さん

認定NPO法人びーのびーの 理事長

（広島県福山市）

木村真樹さん
奥山千鶴子さん

（広島県福山市）
（神奈川県横浜市）

“ 切れ目のない共働き子育て時代 ”の支援について、考えよう！

仕事と子育ての両立を目指す家族の時代に子育て支援に関わる人に期待されている支援について、
家族社会学の知見に学び、実践事例を持ち寄りながら参加者とともに考えます。
講

師

話題提供
コーディネーター

11:40〜12:30

立命館大学産業社会学部 教授
NPO法人子どもコミュニティネットひろしま 代表理事
NPO法人新座子育てネットワーク 代表理事

全体会

コーディネーター NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事
第１分科会

NPO法人アンジュ・ママン 施設長

第２分科会

NPO法人くすくす 理事長

第３分科会

NPO法人せたがや子育てネット 代表理事

第４分科会

認定NPO法人びーのびーの 理事長

第５分科会

NPO法人新座子育てネットワーク 代表理事

総

括

筒井淳也さん
小笠原由季恵さん（広島県広島市）
坂本純子さん （埼玉県新座市）

広島大学大学院人間社会科学研究科 教授

中橋惠美子
小川由美さん
安田典子さん
松田妙子さん
奥山千鶴子さん
坂本純子さん
七木田敦さん

WEBかFAXでお申込みください。
申込に
つ いて

① WEBの申込みフォームよりお申込み

https://kosodatehiroba.com/160hiroshima.html

申込締切
受付確認

② FAXにてお申込み

FAX : 045-512- 4971

11月 6 日（金） 先着順・定員になり次第締め切ります

12月1日（火）までに、ZoomウェビナーID・ミーティングIDおよび全体会・分科会の
セミナー資料（ダウンロードURL)をメールでご連絡いたします

◆オンライン開催方法◆
＊WEB 会議ツールZ oomを使用したオンラインでの開催です。
＊無線LANやWi -Fi環境でのご受講をお願いします。より安定した通信環境
での参加のためには、LANケーブルを使用した有線LAN接続を推奨しており
ます。
＊2日目の分科会は１デバイス（PC・タブレット・スマホ）につき1人の参
加でお願いします。
＊事前にPCでZoomの設定をお願いします。http s://z oom .us/test
＊2日目の分科会は1施設で5名以上お申し込みの場合、定員の関係で人数調
整をお願いする場合があることをご了承ください。
＊1日目と2日目の全体会は「登壇者のみ顔を表示する」Zoomウェビナー
とするため、参加者の皆様は顔は非表示での参加となります。
＊2日目の分科会は、参加者も顔を表示するZ oomミーティングとするた
め、ビデオ付き（参加者の顔を表示）での参加となります。
＊分科会でのご参加について、ビデオ付きでのご参加が難しい場合は申し訳
ございませんが分科会にお申込みできません。
＊厚生労働省のオンライン開催の規定より、セミナーの資料は全て参加者ご
自身でダウンロードし出力していただきますようお願いします。ダウンロー
ド用のURL（期間限定）は参加案内メールでご案内いたします。
＊お申込みからセミナー開催までのご連絡は、全てメールでのご案内となり
ます。メールアドレスに変更がありましたら必ずご連絡ください。
＊新たに作成したオンライン開催版のセミナー申込書をご利用ください。
https://kosodatehiroba.com/pdf/20box/2020hiroshimafax.pdf
【 問合せ先 】

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会
〒222-0037 横浜市港北区大倉山1-12-18-303
T E L ：045-531-2888・045-546-9970 FAX：045-512-4971
E-mail：seminar@kosodatehiroba.com
HP : https://kosodatehiroba.com
営業時間：9：00〜17：00（土日祝休業）

