NPO 法人 子育てひろば全国連絡協議会 2021 年度 事業計画書
2021 年 4 月 1 日～2022 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）
「予防型プログラム」の普及・啓発
◆「予防型プログラム」発行記念フォーラム（オンライン開催）
「予防型プログラム 地域子育て支援拠点職員が実施するための手引」の発行を記念して、脳科学の
視点から子どもの発達に関する診療・研究・教育をされている友田明美先生をお招きし、オンラインで
フォーラムを開催する。
●開催日時：8 月 25 日（水）13：30～15：00 ＊13：00 受付開始（オンライン開催/ウェビナー）
●講師：友田明美先生 福井大学子どものこころ発達研究センター 教授
●講演テーマ：脳科学からのアプローチ「マルトリ予防」と「とも育て」
●トークセッション：
「とも育て」に予防型プログラムを活用する
話し手：中條美奈子（ひろば全協 理事・認定 NPO 法人マミーズ・ネット 理事長）
松田妙子（ひろば全協 理事・NPO 法人せたがや子育てネット 代表理事）
安田典子（ひろば全協 理事・NPO 法人くすくす 理事長）
コメンテーター：友田明美先生
コーディネーター：奥山千鶴子（ひろば全協 理事長・認定 NPO 法人びーのびーの 理事長）
●参加費：無料

◆「予防型プログラム」研修（オンライン開催）
2020 年度に発行した「予防型プログラム 地域子育て支援拠点職員が実施するための手引」について
は、全国の地域子育て支援拠点に発送し、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、利用者が子育てのヒントを得る機会として現場で活用したいという声をたく
さんいただいた。2021 年度は、利用者参加型のグループワークを活用したプログラムの実施経験が浅い
職員のための初任者講座を開発し、利用者が自分なりの子育てを見出し肯定的な養育イメージが得られ
る「予防型プログラム」への理解を深め、実践力をつけるための研修機会を提供する。
●対象：利用者参加型のグループワークを活用したプログラムの実施経験が浅い職員
●定員：25 名/1 回
●参加費：無料
●所要時間：120 分
●講師：1 名（ひろば全協理事）

開催日

時間

協力

1

10/1(金）

13:30～15:30(13:00 受付開始)

認定 NPO 法人びーのびーの

2

11/8(月)

13:30～15:30(13:00 受付開始)

NPO 法人くすくす

3

12/6(月)

13:30～15:30(13:00 受付開始)

認定 NPO 法人マミーズ・ネット

4

2022/2/18(金)

13:30～15:30(13:00 受付開始)

NPO 法人せたがや子育てネット
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（２）
「オンライン子育て支援」入門講座（オンライン開催）

住友生命様からの「新型コロナウイルス感染拡大に伴う寄付金」をもとに 2020 年度に作成した「オ
ンライン子育て支援のヒント集」のホームページを基に、これからオンライン子育て支援に取り組んで
みたい団体のスタッフを対象にした入門講座を開催する。
●対象：オンライン会議システムの活用を計画している方（会員のみ）
●定員：20 名/1 回
●参加費：無料
●所要時間：120 分
●コーディネーター：３名（ひろば全協理事）
開催日

時間

定員

6/21(月)

14：00～16：00 （13：30 受付開始）

20

（３）プレママ・プレパパ応援プロジェクト

2021 年度プレママ・プレパパ向け講座のためのワークショップ（オンライン開催）
2020 年度に引き続き 2021 年度についても、妊娠期から子育て家庭が地域とつながり、安心して子育て
できる社会を目指すため、厚生労働省の後援を得て「プレママ・プレパパ応援プロジェクト 2021」とし
て、拠点でできるプレママ・プレパパ支援を広めるためのワークショップを開催する。
NO

開催日

時間

定員

1

11/15（月）

14：00～16：00(13：30 受付開始)

２０

2

2022/2/11（金・祝）

10：00～12：00(9：30 受付開始)

20

●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
●講義内容：「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」
●受講要件：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
●参加費：無料
●所要時間：約 120 分
●コーディネーター：１名（ひろば全協理事）

（４）ひろばコンサルテーション
『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を設定するとともに、講師が運営ひろばの課題について一緒に
考える。また、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。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。

●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。
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：1 名（ひろば全協理事）
●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）
＊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。
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（５）ブロック別交流会（オンライン開催）
◆ブロック別交流会
●参加要件：ひろば全協の会員・1 会員番号 1 名のみ、活動ひろばの対象都道府県の開催への参加
●開催時間：90 分
●参加費：無料
●コーディネーター：ひろば全協理事
NO

対象都道府県

開催日

時間

協力団体

1 北海道

8/23(月)

15：00～16：30

NPO法人子育て応援かざぐるま

2 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島

7/1（木）

13：30～15：00

NPO法人やまがた育児サークルランド

3 茨城・千葉・栃木・群馬・埼玉

6/25（金）

13：30～15：00

NPO法人松戸子育てさぽーとハーモニー

4 東京・神奈川

2022/1/20（木）

14：00～15：30

NPO法人せたがや子育てネット

5 新潟・長野・山梨・富山・石川

6/28（月）

14：00～15：30

認定NPO法人マミーズ・ネット

6 福井・岐阜・静岡・愛知・三重

12/22(水)

14：00～15：30

NPO法人くすくす

7 滋賀・京都・大阪・奈良・兵庫・和歌山

9/6（月）

15：00～16：30

認定NPO法人びーのびーの

8 岡山・広島・山口・島根・鳥取・香川・愛媛・高知・徳島

7/7(水)

13：30～15：00

認定NPO法人わははネット

9 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

9/10（金）

10：30～12：00

NPO法人アンジュ・ママン

◆（特別編）テーマ別交流会
テーマ：拠点から始める！「いっしょに子育て」を考えよう
ヒト本来の子育ての有り様として、耳にすることが増えた「共同養育」にフォーカスし、子育ての始
まりを支援する私たちだからできる「いっしょに子育て」を考えましょう。
開催日

時間

定員

申込締切
＊定員になり次第締切

協力団体

9/1(水)

13：30～15：00

30

８/１０（火）

NPO 法人新座子育てネットワーク

●参加要件：ひろば全協の会員・1 会員番号 1 名のみ
●参加費：無料
●ファシリテーター：坂本純子（ひろば全協副理事長）

２．厚生労働省委託事業
開催地
全国セミナー

地域の人材による子育て支援活動強化研修
開催日時

会場

10/16（土）13：00～17：30
10/17（日）9：00～12：30

甲府記念日ホテル 1 階 昇仙閣
（山梨県甲府市湯村 3-2-30）

8/28（土）10：00～16：00

サンポートホール高松 第２小ホール、６１会議室
（香川県高松市サンポート 2-1）

山形県山形市

9/18（土）10：00～16：00

山形県生涯学習センター「遊学館」ホール
（山形県山形市緑町１丁目２−３６）

大分県大分市

11/23（火・祝）10:00～16:00

ホルトホール大分 大会議室
（大分県大分市金池南 1-5-1）

東京都渋谷区

2022 年
1/30（日）10:00～16:00

東京ウィメンズプラザ ホール
（東京都渋谷区神宮前 5-53-67）

山梨県甲府市
香川県高松市
【中堅従事者向け】

地方セミナー

●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。
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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 11 自治体等で実施予定。

４．自主事業
（１）地域子育て支援拠点等 初任者研修

（オンライン開催）

NO

開催日

1

13：30～15：30 (受付開始 13：00)

6

4/12(月)
4/27(火)
5/12(水)
5/27(木)
6/17(木)
9/3(金)

7

10/5(火)

2
3
4
5

時間

申込締切（＊定員になり次第締切）

10：00～12：00 (受付開始 9：30)
13：30～15：30 (受付開始 13：00)

3/22(月)
4/6(火)
4/21(水)

10：00～12：00 (受付開始 9：30)

5/6(木)

10：00～12：00 (受付開始 9：30)

5/25(火)

13：30～15：30 (受付開始 13：00)

8/15(日)

10：00～12：00 (受付開始 9：30)

9/14(火)

●所要時間：約 120 分
●講師:1 名（ひろば全協理事）
●受講料：3,000 円（税込）
●受講対象：地域子育て支援拠点等の初任者、ボランティアスタッフなど
●受講要件：PC 等（1 名 1 台）で顔を表示して受講できること
●最少催行人員：25 名

（２）地域子育て支援士二種 養成講座 （オンライン開催）
NO

開催日

時間

申込締切
＊定員になり次第締切

協力団体

1

6/25(金)

9：30～16：45(受付開始 9：00)

5/17(月)

NPO 法人新座子育てネットワーク

2

8/21(土)

9：30～16：45(受付開始 9：00)

7/15(木)

認定 NPO 法人びーのびーの

3

10/2(土)

9：30～16：45(受付開始 9：00)

8/25(水)

認定 NPO 法人わははネット

4

11/30(火)

9：30～16：45(受付開始 9：00)

10/21(木)

NPO 法人アンジュ・ママン

5

2022/1/24(月)

9：30～16：45(受付開始 9：00)

12/13(月)

認定 NPO 法人マミーズ・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）
●受講要件
◆PC 等（1 名 1 台）で顔を表示して受講できること
◆次の①～④のいずれかにあてはまること
①地域子育て支援拠点等における活動者（有給の職員だけでなく継続的なボランティアも含む）
②大学・短大・専門学校等において保育士・社会福祉士・保健師 いずれかの養成課程に在籍する学生
その他、心理学を修める大学の学部・学科に在籍する学生
③保育士・社会福祉士・保健師のいずれかの資格取得者
④地域子育て支援拠点等におけるボランティア経験を有する者
●最少催行人員：30 名
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（３）子育て支援コーディネーター養成講座（オンライン開催）
NO

開催日

時間

申込締切（＊定員になり次第締切）

1

8/2(月)

9：30～18：30 (受付開始 9：00)

6/11(金)

2

10/20(水)

9：30～18：30 (受付開始 9：00)

8/27(金)

●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：26,000 円（税込）
●受講要件：① PC 等（1 名1 台）で顔を表示して受講できること
②地域子育て支援拠点など親子が継続的に利用できる施設で、概ね３年または通算 1,300 時間程度
の実践経験者、および、それらに準ずる者

●最少催行人員：15 名

（４）利用者支援スキルアップ講座（オンライン開催）
「子育て支援コーディネーター養成講座修了者」と、利用者支援事業現任者やそれに準ずる方にもご
参加いただける「利用者支援スキルアップ講座」をオンライン開催で実施する。
●テーマ：「利用者支援はオーダーメイド？～自由な枠組みを逆手に取ろう！」
●講師：新澤拓治先生（社会福祉法人雲柱社 施設長）
・コーディネーター：ひろば全協理事
●所要時間：約 4 時間
●受講料：12,000 円（税込）
開催日

時間

定員

11/21(日)

12：30～16：30(受付開始 12：00)

30

（５）リーダーシップ研修（オンライン開催）
1 日目は、求められているリーダーシップ像をイメージした上で、合意形成の在り方や決断力、子育てひろば
の SDGｓについて考える機会を設ける。2 日目は、コロナ禍や災害等の非常時における対応、次世代育成支援
対策推進法に基づく法定計画にも触れながら、新たなニーズに応えられるリーダーシップ像を探っていく。
●開催日時：2021 年 7 月 9 日（金）13:00～18:30／7 月 10 日（土）9：30～12：30（両日参加）
●参加費：21,000 円（税込）
●定員：45 名
●講師：ひろば全協理事

（６）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

（７）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

子育てひろばで発生しうる事故を想定して作られた総合補償制度。任意加入であるが、安心、安全の
ためにも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（2021 年 4 月 1 日午後 4 時～2022 年 4 月 1 日午後 4 時まで）
※約定履行費用保険のみ、2021 年 4 月 1 日午前 0 時～2022 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
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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.23…2021 年 8 月、 vol.24…2022 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、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厚生労働省 成育医療等協議会委員 奥山千鶴子
③厚生労働省 社会保障審議会児童部会委員 松田妙子
④厚生労働省 科学研究費 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業分担研究者 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 地域における保育所、保育士等の在り方に関する検討会（仮称）委員 坂本純子
⑦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
⑧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
⑨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
⑩文部科学省「教育と福祉の連携による家庭教育支援事業」事業選定・評価委員 奥山千鶴子
⑪北海道 子どもの未来づくり審議会委員 山田智子
⑫東京都 商品等安全対策協議会特別委員 松田妙子
⑬静岡県 ふじさんっこ応援隊大賞審査員 奥山千鶴子
⑭静岡県「ふじのくに少子化突破展開事業」選定審査委員 奥山千鶴子
⑮高知県 ネウボラ推進会議アドバイザー 中橋惠美子
⑯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
⑰武蔵野市 子どもと子育て支援のあり方検討委員会 松田妙子
⑱（一社）全国食支援活動協力会「広がれ、こども食堂の輪！」推進会議委員 坂本純子
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