平成 28 年度事業報告
➢ 自主事業（村尾・浪越・近藤）
１．子育て情報誌「おやこＤＥわはは」
２．わははメール
３．バナー広告
４．サポーターズ・クラブ
５．ママ∞フェスタ 2017

➢ 受託事業（中橋）
１．高松市子育て支援総合情報発信事業
２．まんのう町子育て支援読本作成事業
３．ガイドブック用データ作成業務
４．香川県 子育て支援人材養成事業
５．子育てパパ応援事業
６．高松市 中学生と乳幼児のふれあい事業
７．香川県 「イクケン香川」子育てカレッジ事業

➢ 地域子育て支援拠点事業
・わはは・ひろば坂出（三谷）
・わはは・ひろば高松（鏡原）
・わはは・ひろば香西（郡）
・たかまつ地域子育て支援コーディネーター事業（前田）
・指定管理事業「まろっ子ひろば」
（さかいで子育て支援センター）
・事務（成合）
・地域子育て支援拠点（金﨑）
・利用者支援（常田）

➢

自主事業（媒体・イベント）
１-1，情報誌『おやこＤＥわはは』

66～71 号 （28 年度）

特 集

66 号
（5/10）

その他

子どもの食事をもっと楽しく！おいしく！
■協力：すくすくクリニックこにし
【モニター】先輩ママの工夫

●街あるき琴平町
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！

まろっ子ひろば紹介
子育て支援拠点と利用者支援情報

67 号
（7/11）

68 号
（9/9）

69 号
（11/10）

夏休み親子体験特集
東かがわ市／高松市 塩江／三豊市
体験メニューと近くの遊び場、飲食店やお土
産など

●お金の話全労済
●夏のイベント情報
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！
子育て美容 eki 講習会、ママフェス報告、坂出 ・子育て支援員研修
ひろば移転

七五三

体験談 4 家族、3 歳の七五三成 ●街あるき 宇多津
功のヒント、写真撮影のコツ、写真スタジオコ ●子どもの園えらび

レクション
【モニター】体験談と写真
子育てカレッジ、ママフェス受付開始、子育て
美容-eki 講習会、わははネットの活動報告

＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！

●住宅ローンソニー生命

家族と過ごすマイホーム
【モニター】体験談 2 家族、各社からの情報提
供、お金の話、家づくり Q&A

●香川で子育てして良かったア
ンケート結果
●子育てするなら高松市緊急フ
ォーラム
●財務省×FJ ロールモデルカ
フェ

子育てカレッジ／モニター座談会／子ども未
来館完成！アンケート結果ママモニター座談
会報告

70 号
（1/10）

71 号
（3/10）

＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！

営業

食品の宅配サービス、
アレルギー食品
達成率 101.1％
七五三前撮り
ママフェスお礼営業
ホクトきのこ体操キャラバン
キャンプ場
達成率 93.9％

写真スタジオ、住宅
ママ∞フェスタ 2017 受付開始

達成率 93.9％
四国ガスモニター体験会、住
宅特集にからめて住宅建設業
者、インテリア・家具 タクシー
会社の新企画

達成率 119.1％

わはは 15 周年＆70 号企画
●15 周年記念座談会★
【モニター】初夏に出産した 3 家族を追跡取材、 ママトーク
●ノロウィルス二次感染
宅配サービス、イクケン香川アンケート結果
予防
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！
子育てカレッジ報告

読者プレゼント提供依頼、
宅配サービス、家具、スマホ、
格安スマホ

はじめての習い事
【モニター】４家族 教室の体験記事
県内教室一覧８２枠

習い事、整体院の体験記事、
ママ∞フェスタ営業先、ドコモ
子育て応援プログラム、コープ
の宅配

●ママフェスポスター
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！

ママ∞フェスタ 2017 協賛広告、子育て美容
-eki 認定店舗、子育てカレッジ

達成率 117.3％

達成率 119.6％
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重点実行項目
■70 号記念号企画を実施
1、読者プレゼント ➡20 種類 合計 90 名様にプレゼント＞依頼した 20 社すべてが商品提供
➡応募条件に「わははメール」登録＞登録者増加
２、わははネット法人設立 15 周年を盛り上げる企画
➡ひろば利用者さん、先輩ママさんと、理事長との わははの活動を振り返る座談会
➡わははネット 1998 年～2017 年の活動の歩み

■取材と営業のリンクを高め、いろいろな人を巻き込んでいく
・制作しながら次々号の取材にとりかかり、協賛企業とのからみを増やす。
・特集テーマに合わせて、地域の資源や専門家を生かす。
➡食事特集では、子どもの発達と食事について小児科の先生に取材協力していただいた。
➡住宅特集では、住宅建築業の各社に取材にご協力いただき、内容充実。

■わはは☆ママモニターを継続して活用
・モニター座談会を 9 月 2 日国分寺会館にて開催

モニター5 人＋子ども 3 人が参加

・毎号(67 号を除く)、モニターが登場して習い事の体験、整体院の体験、マイホーム施工体験談、ガスショールーム体
験など。
・70 号では、出産前から出産後まで、3 家族を追跡。
（28 年 3 月第 2 子の出産前に依頼→5・6 月出産→出産後に取材→29 年１月掲載）

1-2,

情報誌の配本

◆配本箇所の増加
現在、県内約 1,200 か所 （うち送付 722 件）
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1-3,

情報誌の営業 実施項目と実績報告

■年間スケジュールと特集をリンク、出したくなるタイミングでの声かけ
・66 号（食）
≫エンチュレーアレルギー対応食品専門店、おおたアレルギークリニック
・67 号（おでかけ）夏休み前イベント、夏期講習
≫e-とぴあ・かがわ、大滝山県民いこいの森、浅野塾
・69 号（住まい）
≫旺建、コラボハウス、中庭住宅、かがわの家.com、日進堂）
・70 号（2 人目出産）宅配サービス
≫コープかがわ
・71 号（ならいごと）
≫原内道場、ケビンズイングリッシュハウス、カマタマーレスポーツクラブ

■新規 OPEN の営業＆耳より取材からの営業で、出すなら今でしょ！のもう 1 プッシュ。
・66 号
≫むらかわクリニック（新規開院）
・69 号
≫平成レッグス（新規事業スタート）
・70 号
≫ドコモショップ（子育て家庭向けの新サービススタート）
≫STNet（子育て家庭向けに格安スマホの PR 拡大）
・71 号
≫きずな整体院（新店舗を OPEN、耳より）

■問合せあり＝広告おすすめのタイミング
・66 号～≫クリエ・ロジプラス
・68 号（七五三）≫福家スタジオ、おはな整骨院

■企業とコラボ型の提案営業
・従来どおり、取材に＋αで広告掲載の形となった。
■受注実績一覧 （表まわり、1 ページ広告、新規分のみ抜粋）
66 号
67 号
68 号

69 号

70 号

71 号

表まわり広告

表４
表２

表４
表２

表４
表２

表４
表２

表４
表２

表４
表２

1P 広告

3件

３件

３件

５件

４件

５件

新規・復活

５件

３件

４件

５件

７件

６件

➢

ママ∞フェスタ協賛広告 ３件（新規１件：タマホーム ブース出展もあり）
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2,

わははメール

会員登録者数

2,579 名 （2017 年 5 月 23 日現在） 昨年同月比＋２３１名

わははメールに登録することを、
読者プレゼントの応募条件に。
登録者数が激増。
（＋121 名）

■コンテンツの整理・見直し
１．子育てメッセージ

文章の見直し≫時代の変化とともに変わる部分を見直し、一部修正

ex.）働くママの現状に合わせて、幼稚園情報、保育園情報の表記、離乳食を与える時期、表記等修正
２．子育てイエローページのコンテンツを整理
３．誕生日メッセージの一部リニューアル

■アンケートの実施、リアルママの声を収集
◎香川の子育てに関するアンケート
◎子どもと暮らす家アンケート
◎子どもの食事に関するアンケート

・広告実績 １１件
内訳・・・住宅メーカー、各種教室、ママの再就職、イベント周知等など

3,

バナー広告

■受注実績一覧

【わははネット HP】
●新規１件：株式会社ビーグル（ママ向け内職：初回 3 か月
●継続５件：学研ほっぺんくらぶ、ジェムスクール、
株式会社アイネクスト、ホテルセカンドステージ、
田中工務店、吉田建設（代理店経由）
●短期１件：人形のあづま、

4,

サポーターズ・クラブ
現在２０件 H28 年度新規入会：いいむら整骨院、エーム商事㈱サンテ・ペアーレ
検討中 1 社

5,

ラジオ DE わはは
毎週金曜 14:30～FM 香川「ウィークエンドシャトル」の１コーナー。
県内のイベント・講座、わははネットの事業（子育てカレッジ等）
、情報誌発行等
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6,ママ∞フェスタ 2017 （6 回目）

－平成 29 年度実施報告－

■開催概要と実績
➢

日

時

平成 29 年 5 月 14 日（日）「母の日」 10:00～16:00

➢

場

所

サンメッセ香川 大展示場 全面、第 1 屋外展示場

➢

来場者数

のべ 8，000 名

➢

設営・撤去

・設営業務全般 ： レントオール高松（株） ・清掃業務 ： ハウス美装

➢

出展団体

・企業 45 社 55 ブース（36 社 39 ブース）

* （

）内は昨年度

・ママ 21 団体 25 ブース（19 団体 20 ブース） ・ステージ 5 ステージ（7 ステージ）
・同梱サービス 7 社（6 社） ・広告協賛 3 社（4 社） ・○×クイズ賞品提供 9 社

新規出展 ： 企業 13 社、ママブース 12 団体、 ステージ 2 ステージ
■重点実施項目と結果

①テーマを掲げることでテーマに沿った会場作り
テーマ ： つながり・つながる・わははの輪
◆ スタンプラリーの開催
企業 ⇋ 来場者
◆ わははの部屋（わははツアー）
◆ わたしの夢

わはは ⇋ 来場者

来場者 ⇋ 未来

②わははネット 15 周年特別企画との連動
・15 周年を迎えたことを来場者にお知らせをするとともにわははネットを知ってもらう機会にする。
わははの部屋の設置、特別ステージの開催
◆ わははの部屋

わははネットの 15 年の歩み、スタッフ紹介、遊び場マップ、県内子育て支援情報
→ ひろばのことを知り遊びに来てくれた親子もいた
さぬきおやじ連合様による「むかし遊びコーナー」
→子どもの年齢に関わらず、親世代にも楽しんでもらえた

◆ 特別ステージ

わははの歌披露、○×クイズ、うどん県の中心で愛を叫ぶ
→ ○×クイズ…わははネットに関するもの、香川県内の子育て情報
（わははネットが関連しているもの）に関する内容をクイズで出題
最終 5 名の正解者に企業様提供の賞品詰め合わせをプレゼント（9 社より提供）
→うどん県の中心で愛を叫ぶ…午前午後 2 回の開催で 14 名の夫が愛を叫んだ
日本愛妻家協会の小菅さんからアドバイス、香川カーネーション協会様からは
プレゼント用の花束を提供していただいた。

③営業
子育て家庭のニーズに合った企業の開拓・営業のために県内外約 150 社に営業。前回、出展を見送っていた企業に対しても再
アプローチを行った。
・写真スタジオ(4)、リラクゼーション(3)が新規出展

・2 企業が再出展

④会場、開催時間の見直し
・周年祭との連動ということで会場を広くし、開催時間も 1 時間延長することで特別感を演出。
開催時間については過去開催時に企業様、来場者の方からの要望もあった。
・会場レイアウトの見直し（ママブース、ステージ）
ママブースは通路を広くしたことで商品を見やすかったと出展者、来場者ともに好評だった。
・飲食、休憩スペースを広く設置した。
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ママ∞フェスタ 2017 収支決算
収入
2016 年度
協賛広告

決算
60,000

45,000

2,403,200

3,360,400

ステージＰＲ

105,000

75,000

ママブース

106,000

147,000

同梱サービス

90,000

105,000

食ブース

64,600

69,600

備品

47800

70,600

224960

298,592

3,101,560

4,171,192

ブース出展

消費税
合計

支出
2016 年度

決算

設営

810,000

1,661,040

清掃

37,800

54,000

520,200

1,351,730

広告宣伝費

23,470

23,761

保険料

39,000

65,000

通信費

21,310

22,230

消耗品費

20,440

18,821

5,000

3,580

0

45,900

企画運営費

1,624,340

925,130

合計

3,101,560

4,171,192

会場費

雑費（振込手数料等）
ノベルティ
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➢ 受託事業
事業名

１【高松市委託事業】高松子育て支援総合情報発信事業

事業内容

子育て支援総合情報サイトの管理、スマホ対応・
「らっこ」改訂増刷作業 7,000 部増刷、ひ
とり親サイトの管理、冊子改訂増刷作業 6,800 部増刷

実施日時

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

実施場所

わははネット事務局

従事者の人数

5人

受益対象者の範囲及

高松市内の子育て家庭に向けて

び人数

支出額

￥４，０１７，１０２

事業名

２【まんのう町委託事業】まんのう町子育て支援読本作成業務

事業内容

平成 27 年 3 月発行の『まんのう町子育て情報 BOOK 』をもとに、掲載内容の変更および、改
訂を行い、最新版を作成する
・A5 版（32 ページ 表紙 4ｐ＋本文 28ｐ） フルカラー 500 部発行

実施日時

平成 29 年 1 月 10 日～平成 29 年 3 月 25 日

実施場所

わははネット事務局

従事者の人数

3人

受益対象者の範囲及

まんのう町内の子育て家庭に向けて

び人数

支出額

￥５０７，６００

事業名

３【特定非営利活動法人 香川県社会就労センター協議会】ガイドブック用データ作成業務

事業内容

障がいのある人の生活に必要な情報を入手しやすい環境づくりの一環として発行している障
がい者のためのガイドブックについて、制度改正に伴い掲載内容が変更となったものについ
て、修正及びレイアウト編集作業を実施する。
・高松市障がい者ガイドブック、発達障がい児のためのガイドブック（H28 年度版改訂データ作成）

実施日時

平成 28 年 12 月 27 日～平成 29 年 2 月 28 日

実施場所

わははネット事務局

従事者の人数

３人

受益対象者の範囲及

高松市内の障害のある家庭に向けて

び人数

支出額

￥６４２，０６０
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事業名

４【香川県委託事業】子育て支援人材養成事業

事業内容

地域の子育て支援に取り組む人材を養成する研修を実施し、研修を修了した者を「子育て支
援員」及び「放課後児童支援員」として認定する。

実施日時

平成 28 年 6 月 6 日～平成 29 年 3 月３１日

実施場所

わははネット事務局

従事者の人数

3人

受益対象者の範囲及

県内の子育て支援の仕事に関心が持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望す

び人数

るもので受講申し込みをした者。のべ５４５名。

支出額

￥１０，７２７，６９７

事業名

５【高松市委託事業】子育てパパ応援事業「父親手帳」制作業務

事業内容

子育てに関する行政情報をはじめ、民間・地域情報や子育て家庭のニーズを反映した情報を
掲載し、父親が積極的に子育てして参加しやすくなるよう工夫された企画・編集の手帳（ハ
ンドブック）を 5000 部製作。

実施日時

平成 28 年 11 月 24 日～平成 29 年 3 月 24 日

実施場所

わははネット事務局

従事者の人数

3人

受益対象者の範囲及

高松市内の子育て家庭に向けて

び人数

支出額

￥１，２００，０００

事業名

６【高松市委託事業】中学生と乳幼児のふれあい事業

事業内容

中学生と乳幼児の親子がふれあう中で、中学生がこれからの将来の像を描いたり、自分が生まれて
からこれまでを振り返ったりすることができる経験をする。乳幼児の親子は、自分の育児経験を中
学生に話すことで役立ち感を感じたり、自分の子育てを客観的にみつめる機会をもつ。

実施日時

平成 28 年 5 月 10 日～平成 29 年 3 月 31 日

実施場所

高松市内の中学校 2 校

従事者の人数

5人

受益対象者の範

高松市内の中学校 2 校の生徒及び、参加親子

紫雲中学校、勝賀中学校

囲及び人数
支出額

￥３２０，０００

事業名

７【香川県委託事業】
『イクケン香川』子育てカレッジ事業業務

事業内容

子育て家庭の子育てに関する不安や孤立感を解消し、時代を担う子どもたちを安心して生み、健や
かに育てることができる環境を整えることを目的に、主に子育て中の保護者を対象に、子育てに関
する正しい知識や情報を提供し、さらに地域の子育て支援事業につながるきっかけとする。

実施日時

平成 28 年 6 月 22 日～平成 29 年 3 月 17 日

実施場所

香川県内

従事者の人数

５人

受益対象者の範囲及

香川県内の子育て家庭に向けて

び人数

支出額

￥６，７５０，０００
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➢ 地域子育て支援拠点事業

【わはは・ひろば坂出】
1.

『目標』つながりづくり～うれしいを増やそう！～
◆情報提供：うれしいが増える情報を提供。
・ひろば内掲示板を趣味や特技を活かした掲示板へとリニューアルした。
【効果】利用者同士がつながるきっかけとなり相
談したり、情報交換ができるようになった。(ひろばを利用している理由のアンケート項目のうち、 大人がうれしいと
感じている 27 年度 29％→28 年度 33％)
・HP１日１回以上毎日更新を続けた。内容もひろばのことがよくわかるように、移転のお知らせや、イベント予告、開催
時の様子などひろばに来るきっかけになるような内容にした。
【効果】ひろばを知ったきっかけで HP が前年度より増え
た。(ひろばを知った理由のアンケート項目のうち HP が 27 年度 7％→28 年度 12％)
◆スタッフのかかわり：スタッフのチームワーク向上へ。
・丁寧な振り返り、ミーティングを行い、危険箇所の見直しやテキストをもちいてみんなで考え、スタッフ
の共通理解につなげた。

◆イベント：利用者がつながり、うれしいが増えるイベントへ。
・職場復帰した利用者の話を聞く会の実施。
【効果】卒ひろばした利用者に来てもらうことで今後の利用者同士のつなが
りになったと同時に生活のイメージができやすくなった。コーディネーターによる新制度の情報提供を会の中に入れた
ことで、現状知らなかったことが知れてよかったとの声があった。
・父親がひろばに来やすくなるよう通信でお知らせ、また普段からの声掛けに力を入れた。
【効果】お知らせがきっかけと
なり夫婦で来館。その後父親だけの利用につながった。
◆地域連携：利用者と地域をつなぐ。
・高齢者との交流を月１回以上開催し、認知症カフェも利用者と一緒に利用した。
【効果】交流することに意味をもち、毎
回参加する利用者が出てきた。らくだやスタッフとも日常的に交流するようになった。
◆広報活動：７月以降、引越しも踏まえひろばを知ってもらうためにひろば紹介ボードを商店街に面した場所に設置。

・お誕生日会
月 1 回 ／計 12 回 ・赤ちゃんひろば 月 2 回／計 24 回
・ツインズデー 月１回／計 12 回 ・わんぱくひろば 月 1 回／計 12 回
① 子育て親子の交 ・らくだや交流ひろば 7 回
流の場の提供と ひろば開館中は、親子が孤立しないようにスタッフが十分配慮し、自由に交流ができるようにして
いる。同じ月齢の子どもを持つ親同士や多胎児の親同士が出会える場を作り、より交流が進むきっ
交流の促進
かけづくりをしている。異年齢交流や父親の交流にもつながるよう、土曜日もしくは日曜日(月 1 回
程度)も開館している。
② 子育て等に関す スタッフは一緒に子育てを考え、見守る姿勢を前提に、情報提供や必要であれば専門機関を紹介
る相談・援助の実 ・助産師相談 ・子どもの不思議?!Q&A（臨床発達心理士参加）
・保健師さんと座談会
施
・ひろばに情報コーナーを設置し、市役所、図書館などから得た子育て情報をいつでも見られるよ
うに整理・配置しておく。
③ 地域の子育て関 ・口コミ掲示板を設置し、利用者相互の情報交換が図れるようにしている。
・サークル、子育て支援拠点などの情報をわかりやすく整理する。
連情報の提供
・わははひろば専用ホームページの運営。その他、本体 NPO で収集した情報を携帯メール、インタ
ーネット、情報誌等で提供。
④ 子育ておよび子 救命救急講座（1 回／年）
、子どもの不思議?!Q&A（3 回／年）
、わらべうたあそびの
育て支援に関す 講座（12 回／年）
、防災講座（11 回/年）
、手あそび、絵本読み聞かせ（随時）他、ツインズデーや
赤ちゃんひろばなど、同じ立場や同年代の人が集まれる機会を設けている。
る講習等の実施

9

平成 28 年度 わはは・ひろば坂出

寒い時期は外遊びが難しいのか若干増加しているがほ
とんど月別に大差なく横ばい。
新規、更新者数ともに増加しているが、利用につなが
っていないのが課題。

ＨＰの内容工夫、毎日更新や広報活動の強化をしたが
新規、更新ともに減少した。
更なる改革が課題。

0 歳が半数以上、
0～1 歳を合わせると役80％にのぼる。
赤ちゃんひろばの充実や赤ちゃんひろばから普段のひ
ろばへの移行ができたことが考えられる。
3 か月健康健診での通信配布や、市の育児サークルで
の利用者の口コミをきっかけにひろばを利用されるか
たも増えてきている。
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【わはは・ひろば高松】
『目標』安心・安全のひろばづくり
◆情報提供…情報ファイル・iPad の内容をスタッフが共有する。 ひろば掲示で地域の情報などをいち早くお知らせする。
【効果】利用者さんが記入してくれた口コミファイルや情報ファイルをイベントで活用することで転勤で高松に来たばかりの方
への情報提供につながった。(アンケート項目:必要な情報は得られたか？そう思う H27：72％→H28:78%)
◆スタッフのかかわり…日々の振り返り項目を細かく行うことで、情報共有、意識の統一させる。
個人情報について確認し、利用者にとって安心して利用でき、気軽に相談できるようにした。
【効果】コーディネーターと連携をとりながら、一人一人に寄り添った対応を心掛けることで、ひろばアンケートの結果から、
ひろば満足度が前期より 10％上がった。
（前期 80％→後期 89％）
◆イベント…プレママ＆ねんねちゃんの会を予約をとらずに開催し、近い月齢を持つ母同士が出会える場を提供する。
【効果】予約を取らないことで、参加率(前期 33.8％→後期 39.6％)が上がった。参加人数が多い時は月齢別に分け環境設定し
たことで、交流がより深まった。先輩ママに会に参加してもらい経験談を聞くことで生活のイメージができ、縦のつながり
ができた。
◆利用者の力…利用者の力を活かせる機会を作り役立ち感につなげる。おたすけスタッフさんに積極的にイベントに参加し経験
談を話してもらう。その後、参加した利用者さんの声をフィードバックする。
【効果】新規のお助けの増加(11→15 名)。積極的な意見出しにつながり従来のイベント内容をより利用者目線のものへ工夫さ
れた。普段のひろばの中でも、初めてひろばを利用する母に積極的に声をかける場面が増え、その後の交流につながった。

① 子育て親子の交流 ・誕生日会：月 1 回 /12 回 ・ﾌﾟﾚﾏﾏ&ねんねちゃんの会：月 1 回/12 回
の場の提供と交流 ・ﾂｲﾝｽﾞﾃﾞｰ：月１回/12 回 ・26 年度生まれの会：月 1 回/12 回
・27 年度生まれの会：月 1 回/12 回・ひろばデビューDAY:月 1 回/12 回
の促進
ひろば開館中は、親子が孤立しないようにスタッフが十分配慮し、自由に交流ができるようにし
ている。同じ月齢の子どもを持つ親同士や多胎児の親同士が出会える場を作り、より交流が進む
きっかけづくりをしている。異年齢交流や父親の交流にもつながるよう、土曜日もしくは日曜日
(月 1 回程度)も開館している。
② 子育て等に関する ・ｽﾀｯﾌは一緒に子育てを考え、見守る姿勢を前提に、情報提供や必要であれば専門機関を紹介。
・ﾌﾟﾚﾏﾏ&ねんねちゃんの会 ・子育て座談会（臨床発達心理士参加）
相談・援助の実施
・ひろばに情報ｺｰﾅｰを設置し、行政情報のﾁﾗｼ、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等で集めた子育て情報を提供。
・最新の幼稚園、保育所、遊び場などを分かりやすくﾌｧｲﾙや iPad に整理。
・子育てに関する新聞記事や講座などの資料を掲示している。
③ 地域の子育て関連
・ｸﾁｺﾐ情報交換ﾉｰﾄやﾏｯﾌﾟを作り、自由に子育て情報を交換できるように管理。
情報の提供
・わははひろば専用ｻｲﾄの運営。その他、本体 NPO で収集した情報を携帯ﾒｰﾙ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、情報誌等
で提供。
・乳幼児のための救命講習（2 回/年）
、わらべうたあそびの講座（3 回/年）
、
防災ﾃﾞｰ、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの日（2 回/月）
・音楽ひろば・ﾂｲﾝｽﾞﾃﾞｰ・ﾌﾟﾚﾏﾏ＆ねんねちゃんの会など、同じ立場や同年代の人が集まれる機会
を設けた。
・本の貸し出し、絵本の読み聞かせの場を提供。ひろば内で絵本の紹介をする。貸し出し用の本
④ 子育ておよび子育
の管理・食事の前や閉館前などに絵本の読み聞かせを行う。随時本の貸し出し。
て支援に関する講 ・学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの日常的な受入・養成を行う取り組み
・利用者がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして日常のひろばやｲﾍﾞﾝﾄの手伝いに参加しやすいよう配慮。
習等の実施
・学生実習の受け入れ、卒業研究の協力。休日・長期休暇における、学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ。
・地域との交流の継続的な実施
・父親ｻｰｸﾙの育成など促進する継続的な取り組みの実施
・土曜ひろばを開催。普段のひろばを楽しみながら、お父さん同士の交流もできるように配慮
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平成 28 年度 わはは・ひろば高松
26～28 年度 月別利用者数平均

27 年度は 転勤の時期に登録数が増えたと考え
られる。今年度は、前年度に合わせて
極端に寒い時期や、風邪などの病気の流行時期に
は利用が少なかったが、その他は平均的に利用が
多かった。

前年度と変わらず新規利用者が 3 分の 2 を占め
ている。
ひろばの特徴として転勤族が多いので更新され

26～28 年度登録利用者数

る方が少ないと考えられる。

前年度と変わらず0～１歳の利用が6 割を占めて
いる。ﾌﾟﾚﾏﾏ＆ねんねちゃんや、年度生まれの会
を充実させたため、継続利用が多いのが理由だ
と考えられる。2.3 歳になるとお外遊びや、他の
支援センターにに行くなどしているようだが、
おたすけスタッフさん主催の外に行くイベント
や工作などには大きい子の参加も多く見られ
た。
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【わはは・ひろば香西】
『目標』つながりづくり ～親子がつながり支え合うひろばづくり～
◆情報提供…利用者ニーズを把握し、地域の情報の収集・提供をしていく。
・地域の情報収集に努め、利用者のニーズに合わせて整理した。
【効果】情報取得件数 105 件(H27)→168 件(H28)に増
加。利用者同士での情報交換が盛んになり、前年比 3 割増加。
◆スタッフのかかわり…安心してひろばを利用できるようにかかわる。
・振り返りやミーティングでひろばの様子や利用者の状況を共有した。
【効果】より多面的に利用者を知ることができ、
コーディネーター相談・座談会参加などにもつながった。
・利用者同士の交流の機会となるように意識してスタッフがかかわった。
【効果】共通の話題などから交流が広がり、
子どもの見守りやイベント参加などひろば内外での支え合いが見られた。
◆イベントと利用者の活躍…子育ての仲間やお互いのつながりができるイベントを中心に企画する。
・プレママ＆ねんねちゃんの会を予約なし・交流中心で開催。
【効果】積極的な参加が多く、利用者からも気軽に参加
しやすくなったと好評。平均 6 組参加。
（H27 年度予約 平均 4 組）
・利用者主体のイベント(フリマ、遠足)を企画。
【効果】利用者が役立ち感を感じ、ひろばに積極的に意見を出すきっ
かけになった。どの利用者も楽しみながら参加できる雰囲気作りがあった。
◆地域とのつながり…利用者が地域とつながるイベントや情報収集・広報をしていく。
・地域の方とのふれあいイベント開催。お茶会、シオンの丘訪問など【効果】利用者と地域の方が知り合い、また地域
の方とひろばとの継続的な関係作りの機会となった。
・ひろば OB 参加座談会企画。
【効果】卒業した利用者との継続的なつながりのきっかけとなった。
《ひろばを知ったきっかけ》
1.紹介 21％ 2.HP 19％ 3.4 ヶ月児相談 17％ 4.通信 15％ 5.情報誌 11％ 他ひろば利用

① 子育て親子の
交流の場の提
供と交流の促
進

②子育て等に関す
る相談・援助の実
施

③地域の子育て関
連情報の提供

④子育ておよび子
育て支援に関す
る講習等の実施

・誕生会 月 1 回/計 12 回
・プレママ&ねんねの会 月 2 回/計 24 回
・ツインズデー月 1 回/計 12 回・土曜ひろば月 1 回/計 12 回・わんぱくあそび月 1 回/計 12 回
・遠足 年１回(当日雨天)・わはは DE フリママ年 1 回 ・お茶会 年 2 回
親子が安心して利用できるようにスタッフが配慮し、親子同士が十分交流できるようにしていった。
同じ月齢の子どもを持つ親同士や多胎児の親同士が集まるイベントを企画し、ひろばを通して親子が
出会えるきっかけとなるようにした。休日に開館日を設け、異年齢交流や父親の交流がしやすい環境
を作った。近隣の高齢者施設との交流・地域の方を招いてのイベントなどを通して、幅広い年齢の地
域を交えて親子が交流できる機会を作った。
ひろば内での相談、また必要に応じて個別相談ができるように配慮していった。
スタッフは、当事者の目線で一緒に子育てを考え、寄り添う姿勢を大切にしながら、必要な情報を提
供し、状況に応じて専門機関とつながれるようコーディネーターと連携していった。
・プレママ&ねんねの会 ・ツインズデー・子育て座談会（臨床発達心理士参加）
【連携機関】こだま学園、勝賀保健ステーション、地域子育て支援コーディネーター
・ひろばに情報コーナーを設置し、市役所、コミュニティーセンターなどの子育て情報をいつでも見
られるように整理・配置した。
・最新の幼稚園・保育所・あそび場、サークル、子育て支援拠点などの情報を必要なときにすくに手
に取れるように整理していった。
・子育てに関する新聞記事、イベント・講座などの情報を掲示。
・クチコミ情報掲示板や地域情報マップを作り、利用者から情報発信できるようにした。
・わはは・ひろば専用サイトの運営。その他、本体ＮＰＯで収集した情報を携帯メール、インターネ
ット、情報誌等で提供。
・防災講座 計 5 回 ・乳幼児のための救命講座 2 回/年・新生活座談会・幼稚園座談会
・子育て座談会 年 4 回・絵本の読み聞かせ・ふれあい遊び（毎日）
・プレママ＆ねんねちゃんの会・ツインズデー
親子または保護者が様々な講習や座談会に参加できる機会を設け、子育ての悩みの軽減につなげた
り、同じ立場や同年代の子どもをもつ人と交流をしたりできるようにした。
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平成 28 年度 わはは・ひろば香西
利用人数が前年度よりやや減少している。
利用

26～28 年度 月別利用者平均

者からは、ひろば以外のあそび場（親子サーク
ル、園庭解放など）の利用が 多く聞かれ、
利用者の活動の範囲が広がっていることがう
かがえる。

26～28 年度登録利用者数
新規登録のきっかけとなるように 4 か月相談
訪問時に年齢に合わせたイベントを紹介した
通信を発行した。
また、
新パンフレットを利用者の知り合いに手
渡ししてもらうなどの協力が得られ、
新規登録
につながった。

0～1 歳の登録が 75 パーセントを超えている。
特に 0 歳での登録が多く、近年継続している 4
か月児相談訪問やひろばデビューデー、
プレマ
マ＆ねんねちゃんの会の効果と言える。
一方、2 歳以上の登録が少なく、わんぱくあそ
びなどの 2～3 歳向けの楽しい遊びを取り入れ
ていった。今後は、地域の親子サークルなどの
訪問も積極的に行い、
地域の子育て家庭にひろ
ばを周知できるように努めていきたい。
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【高松市子育て支援コーディネーター事業】
目標：関係機関との細やかな情報共有・連携。外に出られない人への情報提供を行う。
『取組結果』
○定期訪問先でのスタッフとのミーティングやケース会議をもち役割分担を明確にし、利用者に合った支援につなげられた。
28 年度は、6 か所（わはは・ひろば香西、4 ヶ月相談（勝賀・中央）
、おひさまひろば、もこもこ、はなのみや）定期訪問を
行った。
○4 ヶ月児相談でコーディネーターの周知を行い、その後拠点へつながるなどの効果がある。
○コミュニティセンターでのサークル活動や担当エリアの小児科(へいわこどもクリニック)へ訪問し、コーディネーターの周
知や利用者からの相談を受けている。
○28 年度は、コーディネーターの日に情報提供した内容を HP に載せるなど、外に出られない人のためにも、情報発信するよ
うにした。
【相談件数・内容】
・情報提供内容の割合は、保育園・幼稚園に関してが全体の 6 割となっている。27 年度までは、9.10 月に集中して多かったが、
昨年度は 1 年を通しての相談があった。理由としては認知が広がったことと待機児童の増加により早くから対策をとろうと動
いている事が考えらる。
・継続支援内容は子どもの発達、続いて育児不安となっている。これは、27 年度と変わらない。発達に関しては常田先生の個
人相談・市の相談機関につないだ。その後、母の精神面での支援や普段の親子の関わり方の支援をひろばと連携しながら行っ
ている。
・その他の内容は継続支援でも幼稚園・保育所相談が多く、一時預かりなどで少し子どもを預けて離れたいとの相談もあった。

継続支援内容

相談件数

① 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・
保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施に関すること。
○電話相談、予約による来所相談を受け付ける。
○担当エリアの地域子育て支援拠に出向きの利用者からの相談を受け付ける。
・わはは・ひろば高松 (月 1 回)
・わはは・ひろば香西 (月 2 回)
・もこもこ(月 1 回)
・支援センター はなのみや (年 6 回)
・おひさまひろば (月 1 回)
・夢てらす（8 月まで月 2 回）
○担当エリアのコミュニティセンターに出向き利用者からの相談を受け付ける。
・栗林コミュニティセンター ほのぼのひろば(2 ヵ月に 1 回)、プレママひろば(年 2 回)
○担当エリアの小児科に出向き、コーディネーターの周知活動と利用者からの相談を受ける。
・へいわこどもクリニック 赤ちゃんカフェ（年 6 回）
○相談内容からの連携・情報収集
高松市 保健師・子ども女性相談室・こども園運営課・障がい福祉課・市民課・国分寺包括支援センター・こだ
ま学園・ファミリーサポートセンター・ほっと助産室・香川県社会福祉協議会・高松市社会福祉協議会・聴覚障
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害者福祉センター・他拠点コーディネーター・認可外施設・恵生産婦人科・他県地域子育て支援拠点・他県保育・
幼稚園課
○当法人へのメールでの情報提供。
② 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを
行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。
○担当地域の幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点等に出向き、現状や連携について確認する。
○利用相談や幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点等の訪問で出た課題について、高松市地域子育て支援コーディネ
ート事業を担当する 4 拠点と高松市との連絡会で共有する。
○担当地域の保健センターの乳児健診に出向き、保健師と顔の見える関係の構築に努める。
○ファミリーサポートセンターとの連携。
・ファミサポ会員の問い合わせへの相談・情報提供を行う。
○こども未来ネットワーク会議参加
○香川東部地区虐待ケース検討会参加
○関係機関への視察・事業についての情報収集。コーディネーターの事業説明連携調整を行う。
高松市社会福祉協議会・高松市子育て支援課
こども未来館整備室・新塩屋町コミセンすくすく・市内産婦人科・高松聖ヤコブ幼稚園
○ハローワーク・マザーズコーナーへの認可外施設の情報提供
○高松市保健師の拠点事業視察対応。拠点・コーディネーター事業の現状説明。
③ 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサー
ビス利用者に周知に関すること。
○4 拠点合同のリーフレットを作成、市内で配布。
○香川県内に無料配布されている子育て情報誌「おやこ DE わはは」
、わははメール、わははひろば高松通信にて子育
て支援コーディネーターについて掲載。
○わはは・ひろば高松(月 1 回)、わはは・ひろば香西（月 2 回）にて「コーディネーターの日」を開催し、コーディ
ネーター事業や新制度について利用者へ情報提供を行う。
○わははネットＨＰにてコーディネーター事業の周知を行う。
○コミュニティセンターや桜町・勝賀の保健センターへ毎月出向き、コーディネーター事業についての説明を行う。
○さくらんぼ教室にてコーディネーター事業の周知を行う。(6/1・10/12・3/2)
④ その他事業を円滑にするための必要な諸業務に関すること。
○月 1 回、4 拠点が主催の、連絡会を開催。
○4 拠点合同で研修会を行う。研修会の講師に地域の関係機関の実務者を迎え、顔の見える関係を構築する。
○スーパーバイザーを迎え、事例検討会、拠点でのスーパーバイズを行う。
○関係機関合同でのケース会議出席(子ども女性相談室・保健師)
【研修】
・子育て支援員研修
・子育て支援員フォローアップ研修
・発達障がい児・者サポーター養成講座
・ひろば全協 子育て支援コーディネーター養成講座
・ひろば全協 子育て支援コーディネーターフォローアップ研修
・ひろば全協 全国子育てひろば実践交流セミナーｉｎながの
・ひろば全協 中堅者研修
・多胎児研修
・ひとり親家庭について
・コーディネーターと保健師の連携（講師：常田美穂先生）
・地域子育て支援拠点における利用者支援事業の展開
・保健センター 保健師研修会
・こども食堂全国ツアー
・ダブルケア研修
・イクケン香川 子育てカレッジ
・ひろばミーティング（週 1 回 スタッフ対象）
・スタッフ研修 月 1 回
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【まろっ子ひろば】
指定管理事業「まろっ子ひろば」
（さかいで子育て支援センター）
目標：①安心・安全の確保（安心して生み育て、健やかに守られて育つ環境）
②利用者の視点（子ども・保護者・地域）にたった運営
③連携機能の強化（妊娠期から切れ目ない支援実施のため各所と連携）
④民間ならではの柔軟で機動性のある運営
28 年度の目標に対する成果と課題
目標①に関しては、毎月の施設内安全点検に加え、火災・地震を想定した避難訓練を実施することで、
不測の事態に備えた体制づくりを行った。また、一人ひとりの利用者に対してひろばスタッフが日々丁寧
に接することにより、安心して子育てできる環境を提供することができた（次頁アンケート結果参照）
。
一方、28 年度はセンター内の体制づくりに終始し、目標②③④については十分な実施はできなかったた
め、今後の課題として残された。その中でも、さかいで子育てフェスティバルの開催や保健師・栄養士を
招いての座談会実施を通じて近隣関連施設との連携は図ることができた。
・安全・安心の確保及び不測の事態に備えた体制づくり、内部連絡系統の徹底：坂出市消防本部
消防署消防士を招き、ひろば利用親子も参加しての防災訓練を 10 月 27 日・2 月 28 日に行った。
地震を想定した避難訓練を 7 月 7 日に実施した。
・利用規約の徹底：どの利用者も気持ちよく
センターを利用できるように、会員登録時に利用規約を読み上げ、利用者とともに確認した。
・危険個所整備や見回り等：毎月の安全点検を実施した。不備が見つかった大型遊具は業者に連
① センターの管理
絡し、補修を行った。
業務
・掃除・整理・整頓の徹底：担当箇所を決め毎朝の清掃を丁寧に行った。
・利用者の声が聞ける対策：利用者アンケートを行った（実施期間：平成 28 年 7 月、平成 29 年
3 月）
。
・利用者の登録・管理：会員名簿を作成・管理した。
・苦情解決窓口の設置：
「みんなの声」
（ご意見箱）を入り口付近に設置した。
・9 月 19 日実施。市内の子育て支援関係団体 5 団体にブース出展してもらい、子育て支援活動
PR や親子遊びを提供してもらった。
② さかいで子育て
フェスティバル ・まろっ子ひろば全館を活用して親子とも遊びに来て楽しめるイベントを実施できた。
・実行委員会形式でイベント内容を考え、地域の団体との交流を深めることができた。
・子育て支援座談会（5/15、9/4、11/11、1/31 実施）
・さかいで子育てネットワーク会議（さかいで子育てフェスティバル実行委員会）
（5/23、6/23、
8/18 開催）
③ ネットワーク・
・まろっ子リサイクルデー（6/12〜17 日、11/1〜8 実施）
。
研修等事業
・子育て支援活動人材養成講座（3/15、3/22 開催）
・まろっこひろばの紹介サイトを開設した。
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２．
「まろっ子ひろば」地域子育て支援拠点
目標：まろっ子ひろばの周知
◎事業計画
◆イベント…広さやスタッフの特技を活かしたイベントを開催。
屋外ひろばを利用しての水遊びや音楽ひろばを実施。
【効果】
「まろっ子ひろば」に来るきっかけとなり、来館者
が増えた。
◆情報提供…地域の情報をわかりやすく、ひろばから発信していく。
ひろば内に情報コーナーを設置し、情報を常に最新のものにするよう気をつけた。
【効果】坂出だけでなく、高松
を始め県内広域の最新の情報が利用者の手に届くようになった。
◆スタッフのかかわり… 誰でも来れるひろばを意識し、スタッフで連携を図る。
毎日の振り返りを丁寧に行った。
【効果】スタッフが利用者親子一人ひとりを知り、親しみを持って関わることが
できた。
◆地域連携…祖父母、地域の方との交流をおこなう。
SAKAIDE 防災フェスタの実施。ファミサポさんとあそぼう実施。
【効果】イベントを通して、利用者が地域にどの
ような人がいるのかを知り、地域のつながりの中で子育てをしている実感をもつことができた。
・要綱以上の職員配置し、いつ来ても馴染みの職員に見守られる安心感を提供できるよう心がけた。
・昼食時間を設け、食事を共にすることで交流を促進した。
⑤ 子育て親子の交流の
場の提供と交流の促
進

・ひとり親＊多胎児＊妊婦＊父親＊祖父母等様々な利用者を温かく迎え入れ、利用を促進するよう
工夫した。
・はじめての人も来やすい（来館動機づけ）プログラム～様々なニーズに対応したプログラムを実
施した。
【提供プログラム】誕生会・赤ちゃんひろば・ツインズデー・防災デー・デビューデー・発達相談・
季節遊び
・専門家を交えた座談会式子育て相談を実施し、ニーズやケースに応じて相談室で個別相談に応じ
る等様々な形での相談体制を整えた。

⑥ 子育て等に関する相
談・援助の実施

・子どもの発達相談に応じるだけでなく、保護者の抱える課題やニーズを汲み、家族まるごとの支
援を行うよう心がけた。
・利用者との対等性を重視し、必要に応じて様々な機関と連携した。特に利用者支援事業との連携
を十分に測り、ワンストップで相談に対応した。

【連携機関】坂出市けんこう課、保健センター、臨床発達心理士
・情報コーナーを設置し、公的情報のみならずインフォーマルな子育て情報も提供した。また子育
てに限らず生活情報として必要な情報を提供するよう心がけた。
⑦ 地域の子育て関連情 ・最新の幼稚園、保育所、遊び場などを分かりやすくファイルに整理し、見やすく提供した。
・子育てに関する新聞記事や講座などの資料を掲示した。
報の提供
・わははひろば専用サイトの運営。その他、本体 NPO で収集した情報を携帯メール、インターネッ
ト、情報誌「おやこ DE わはは」
、Facebook 等で提供した。
・保護者のニーズを把握し希望の多い講習やプログラムを実施した（音楽ひろば）
。
⑧ 子育ておよび子育て
支援に関する講習等
の実施

・専門家（発達・医療・防災・子どもの遊び等）を招いて日常では聞けない講座等を開催した（助
産師による育児講座、栄養士による食育講座、臨床発達心理士による子育て座談会）
。
【地域連携】
・地域の小学校・中学校の職場体験、看護学校の実習を受け入れた。
・スタッフが地域の行事（林田小学校生活発表会）に参加した。
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平成 28 年度 まろっ子ひろば
他のひろばに比べると、まろっ子ひろばは、
毎月 1.5〜2 倍近い人数の利用がある。
登録者数は、4 月が最も多く 216 名、続いて
5 月に 106 名の登録があった。6 月以降、登録
は徐々に減ったが、最も少ない月でも 26 名の
登録があり、28 年度の登録者数合計は 857 名
であった。
登録者数が増えているのに対し、毎月の利用人
数が 30〜45 名と安定していることから、繰り返
しの利用は少ないものと考えられる。

屋外ひろばは、7 歳未満まで利用できるため、
4〜6 歳児の利用が 14％ある。また、2〜6 歳の利
用が約半数あり（43％）
、他のひろばと比べると
高い年齢の子どもの利用が多くなっている（屋内
ひろばの利用は 3 歳まで）
。
室内も広く、大きな年齢の子どもものびのび体
を動かして遊べるひろばの特徴が結果にも表れ
ていると言えよう。

29 年 3 月実施アンケートのデータから、施設
利用のきっかけ（利用したいと思った理由）と継
続利用の理由（利用している理由）を比較した。
「子どもが楽しめる」
「無料だから」
「自分の息抜
きができる」と思ったのが来所のきっかけだった
のに対し、継続利用の理由第 1〜3 位は「子ども
が楽しめる」
「スタッフに気軽に子育て相談がで
きる」
「屋外ひろばがある」であった。
結果から、まろっ子ひろばは、利用者の予想通
り子どもが楽しめる場となっており、スタッフの
対応も良いが、母親がほっと一息つける場の提供
はまだ十分にできていないことがわかる。
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３．さかいで子育て支援コーディネーター事業
目標：地域子育て支援拠点での利用者からの相談を受ける
①

利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・
保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施に関すること。

・電話相談、予約による来所相談を受け付けた。
・保健師と同行訪問し、子どもの育ちと相談者のフォローを役割分担し支援を継続して行っている。
・保健師・女性相談員・地域包括支援センター・こども課・民生委員とのケース会を持つ等、地域の他機関と連携し
相談者の支援を行った。
・幼稚園と連携して多方面の視点でかかわることを大切にし、相談者・園の先生・コーディネーターで様々な角度か
ら子どもの発達についての支援を行った。
② 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくり
を行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に関する
こと。
・子育て関係機関（認定こども園・サークル・保健センタ―等）への訪問挨拶・情報収集をした。
・3.4 ヵ月健診に出向き、保健師と顔の見える関係の構築に努めた。
・
「子ども子育て支援新制度説明会」及び個別相談会（お仕事準備座談会）を開催した（11/8 午前・午後、12/6 わは
はひろば坂出）
。
・
「認知症サポーター養成講座」を開催した（1/12 わははひろば坂出、2/10 まろっ子ひろば）
。
・常井廣美氏を講師に招き「ママの働き方講座」を開催した（10/24、まろっ子ひろば）
。
・講師として一般社団法人ダブルケアサポート（代表理事）東恵子氏、
（理事）植木美子氏を招いて「ダブルケア講
演会」及びダブルケア・カフェを開催した（3/27、四国交通共済会館 大ホール）
。
③

本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサ
ービス利用者に周知に関すること。

・リーフレットを作成し、3.4 ヵ月健診で配布、まろっ子通信配布箇所に配布した他、地域のイベントにおいても配
布した。
・香川県内に無料配布されている子育て情報誌「おやこ DE わはは」
、わははメール、まろっ子通信に子育て支援コー
ディネーターについて掲載した。
・3.4 ヶ月健診に出向き事業説明を行った。
・KBN ナウにて子育て支援コーディネーターについて掲載した。
・HP を作成し、子育て支援コーディネーター事業について説明した。
④

その他事業を円滑にするための必要な諸業務に関すること。

・スタッフ 1 名が、子育て支援員研修(利用者支援基本型)を受講した。
・臨床発達心理の先生にスーパーバイズをもらいながら支援を実施した。
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