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NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2020年度事業計画書 

2020 年 4 月 1 日～2021 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）利用者向けプログラム（講座・講習）手引書作成 

◆趣旨・目的 

2020年 4月から適用される改正児童福祉法、改正児童虐待防止法等により、児童相談所の機能強化や保護者に

よる子どもへの体罰が禁止される。しかし、核家族や少子化、親自身が育った地域で子育てできない「アウェイ育児」

等を背景に、子育てのサポートが得られにくい現状では、子育て不安や孤立した家庭が増え続けている現状である。

地域子育て支援拠点事業は、親子の交流の場の提供、子育て情報の提供、相談支援に加えて、保護者や地域に

対する講座や講習等の実施を通じて、児童虐待等を未然に予防する予防型支援の機能が求められている。そこで、

孤立や子育て不安等を背景とした保護者のストレスが子どもに向かうことがないよう、利用者向けのプログラム（講座

や講習）に活用できる手引書の作成を行い、全国の地域子育て支援拠点のスタッフが活用できるものを提供する。 

 

①プログラム開発検討委員会による検討 

検討委員：ひろば全協理事で検討委員を構成。有識者に助言をもらう。 

検討内容：利用者向けプログラム（講座・講習）手引書の作成 

②プログラム実施のための広報物作成 

利用者向けプログラム（講座・講習）手引書を作成し、会員ほか研修等で配布し利用者向けの講座や講習に活用い

ただく。 

 

（２）プレママ・プレパパ応援プロジェクト 2020 

①ワークショップ「プレママ・プレパパ向け講座を開催しよう！」 

 拠点でできるプレママ・プレパパ支援を広めるため、全国10か所でワークショップを開催し、講座

を開催するために必要なアドバイス等を行う。 

◆対象：地域子育て支援拠点等でプレママ・プレパパ向け講座の開催を希望する団体に所属する方 

◆内容：「これからママ・パパになる人のために 地域子育て支援拠点ができること」を活用した講義とワーク 

 

開催地 開催日 会場 協力団体 

北海道 8/29(土） 帯広市民文化ホール 
認定 NPO法人子どもと文化のひろば 
ぷれいおん･とかち 

秋田 9/6(日） 秋田県青少年交流センター ユースパル NPO法人子育て応援 Seed 

埼玉 2021年１月 
With you さいたま 
埼玉県男女共同参画推進センター 

NPO法人新座子育てネットワーク 

東京 12/15(火) 東京ボランティアセンター NPO法人せたがや子育てネット 

神奈川 8/1(土) 
港北区地域子育て支援拠点どろっぷ 
サテライト 

認定 NPO法人びーのびーの 

石川 10/17（土） 白山市松任文化会館 ピーノ 認定 NPO法人おやこの広場あさがお 

大阪 2021/1/17(日) エル大阪 NPO法人ふらっとスペース金剛 

三重 9/13(日) 桑名市陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」 NPO法人ネットワークくわっこ 

徳島 調整中 調整中 NPO法人子育て支援ネットワークとくしま 

長崎 9/12(土) 長崎シビックホール NPO法人インフィーニティー 
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②プレママ・プレパパ向け「地域子育て支援拠点紹介動画」の広報 
 昨年度作成した動画「ようこそ地域子育て支援拠点へ プレママ編」を活用し、地域子育て支援拠点

等の一層周知のため、引き続き広報を行う。 
 

（３）ひろばコンサルテーション            

◆趣旨・目的 

・講師が会員団体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や課題をヒアリングした上で、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）をもとにした講義やワークを行い、質疑応答など学びを深める場面

も設定する。 

・参加者は、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。 

・コンサルテーションによって、運営ひろばの課題解決のためのヒントを提供する。 

◆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 

◆開催か所数：10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．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 

・全国規模の研修を 1回、地方ブロック規模の研修を 4回実施する。 

・中堅従事者向けを北海道、東京で実施。 

 

◆対象者 

・地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業の従事者または従事予定の方 

・行政の事業担当者 

・地域において、子育て支援に従事している方 

 

◆広報 

申し込み方法、締切等の詳細は、順次、メールニュースやホームページで告知。 

開催名 開催日 会場 協力団体 

広島開催 

(全国セミナー) 

12/12（土） 

13（日） 

広島国際会議場 

広島県広島市中区中島町 1 番 5 号 

平和記念公園内 

NPO 法人子どもコミュニティネットひろしま

公益財団法人ひろしまこども夢財団 

北海道開催 

(中堅従事者向け) 
10/3（土） 

北海道大学  

北海道札幌市北区北 10 条西 7 丁目 
NPO法人子育て応援かざぐるま 

静岡開催 11/7（土） 
静岡商工会議所 

静岡市葵区黒金町 20-8 
NPO 法人くすくす 

京都開催 
2021/ 

1/24（日） 

ハートピア京都 

京都市中京区竹屋町通烏丸東入る

清水町 375 番地 

NPO 法人子育てを楽しむ会 

東京開催 

(中堅従事者向け) 

2021/ 

2/7（日） 

東京ウィメンズプラザ 

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 
NPO法人せたがや子育てネット 
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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、中堅者向け研修、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 15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 仙台 7/13(月) 
仙台市市民活動サポートセンター 

（仙台市青葉区一番町四丁目 1-3） 
一般社団法人マザー・ウイング  

2 佐賀 7/26(日) 
アバンセ佐賀  

（佐賀市天神三丁目 2-11 どんどんどんの森内) 
NPO 法人アンジュ・ママン   

3 神奈川 9/12(土) 
（株）セブン＆アイ・ホールディングス伊藤研修センター

（横浜市港北区新横浜 2-19-1） 
認定 NPO 法人びーのびーの 

4 大阪 10/10(土) 
大阪大谷大学 

（富田林市錦織北 3丁目 11番 1号） 

大阪大谷大学・ 

NPO 法人ふらっとスペース金剛 

5 東京 10/18(日) 
東京ボランティア・市民活動センター 

（新宿区神楽河岸 1-1飯田橋セントラルプラザ 10階） 
NPO 法人せたがや子育てネット 

6 千葉 11/29（日） 市川市内 NPO 法人いちかわ子育てネットワーク 

7 愛知 2021年 1月予定 名古屋市内 NPO 法人子育て支援の NPO まめっこ 

8 福井 2021/2/27(土) 福井市内 
NPO 法人子育てサポートセンター 

きらきらくらぶ 

9 山口 2021/2/28(日) 
山口県教育会館 5階 

（山口市大手町 2-18） 
NPO 法人あっと  

10 北海道 調整中   NPO 法人子育て応援かざぐるま 

●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（10：00～17：20） 

●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：51,000円（税込） 

 

（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 協力 定員 

東京 11/1（日） 
ヒューリックカンファレンス 

（東京都台東区浅草橋 1-22-16-3F） 
 35 

大阪 11/14（土） 
新大阪丸ビル別館 

（大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 
NPO 法人ふらっとスペース金剛 35 

●所要時間：約 9時間（休憩含む）（9：30～18：30） 

●講師：2名（ひろば全協理事）  

●受講料：26,000円（税込） 

開催地 開催日 会場 定員 

大阪 8/22(土)～24(月) 
新大阪丸ビル別館 

（大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 
36 
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（４）利用者支援スキルアップ講座 

 

●所要時間：5時間 30分（休憩含む）（11:00～16:30） 

●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 

●受講料：16,000円（税込）  

 

 

（５）書籍販売 

「詳解 地域子育て支援拠点ガイドラインの手引 第 3版子ども家庭福祉の制度・実践をふまえて」の販売。 

 

「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。 

 
 
（６）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（2020年 4月 1日午後 4時～2021年 4月 1日午後 4時まで） 

 ※約定履行費用保険のみ、2020年 4月 1日午前 0時～2021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  

    （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.21…2020年 8月、 vol.22…2021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。  

 

開催地 開催日 会場 協力 定員 

東京 調整中   35 

大阪 調整中  NPO 法人ふらっとスペース金剛 35 
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（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、新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止による休業・運営等の相談対応、各種情報提供。 

 

（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、中堅者向け研修、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。 

 
 
６．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 第 4次少子化社会大綱策定のための検討会委員 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内閣府 地方創生×少子化対策検討委員会 奥山千鶴子 

⑤厚生労働省 成育医療等協議会委員 奥山千鶴子 

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 社会保障審議会児童部会委員 松田妙子 

⑧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 

⑨厚生労働省 児童虐待防止対策協議会委員 坂本純子  

⑩国土交通省 子育てにやさしい移動に関する協議会委員 松田妙子 

⑪国土交通省 社会資本整備審議会住宅宅地分科会 奥山千鶴子 

⑫経済産業省 子どもの特性に基づく人間中心設計に関する国際標準化における委員会委員 松田妙子 

⑬文部科学省 「家庭教育支援チーム」の活動の推進に係る文部科学大臣表彰審査委員 奥山千鶴子 

⑭北海道 子どもの未来づくり審議会委員 山田智子  

⑮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 

⑯東京都 商品等安全対策協議会特別委員 松田妙子 

⑰静岡県 ふじさんっこ応援隊大賞審査員 奥山千鶴子 

⑱高知県 ネウボラ推進会議アドバイザー 中橋惠美子 

⑲「広がれ、こども食堂の輪！」推進会議委員 坂本純子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


