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

➢ 受託事業（中橋）
【自治体より受託事業】６月現在
1．高松市 子育て支援総合情報発信事業（継続）
「子育てハンドブックたかまつらっこ（改訂）
」
「らっこネット」
「ひとり親ハンドブック（改訂）
」
「ひとり親ネット」
2．高松市 中学生と乳幼児のふれあい事業
3．子育て支援人材養成
【かがわ子育て支援県民会議】
・子育て美容―eki 事業

➢ 地域子育て支援拠点事業
・わはは・ひろば坂出（三野）
・わはは・ひろば高松（鏡原）
・わはは・ひろば香西（郡）
・地域子育て支援拠点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）
1.自主事業（西川）
2.「まろっ子ひろば」子育てひろば（横田）
3．
「まろっ子ひろば」子育て相談（古谷）

➢

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 年間企画

特 集

66 号
（5/10）

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
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）

子どもと一緒に ものづくり体験
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
イベント情報（なるほどワクチン、子育て美
容 eki 講習会、生命大躍進・チケットプレゼ
ントなど）

68 号
（9/9）

その他

●街あるき琴平町
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！

●お金の話全労済
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！
・子育て支援員研修

七五三

七五三のいわれ、お参りの仕方
／・家族でのお祝い・食事会

●街あるき 宇多津

■協力：神社、写真スタジオ
【モニター】体験談と写真

＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！
・子育てカレッジ

幼稚園、ママの育休復帰、再就職

営業

食品の宅配サービス、アレルギ
ー食品
習い事、住宅、保険
七五三前撮り、ママフェスお礼営
業、東かがわ市と三豊市へ新規
営業、幼稚園

習い事、住宅、保険

写真スタジオ、神社、美容室、衣
裳、ホテル、幼稚園
ママ∞フェスタ 2017 受付開始
習い事、住宅、保険

住宅

69 号
（11/10）

マイホーム購入
体験談、工務店との関係づくり、成功例
●お金の話ソニー生命
防災 ハザードマップの見方、家の立地
と備え
子ども未来館完成！アンケート結果／70
号記念企画の予告／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！
・子育てカレッジ
習い事、住宅、保険

出産おめでとう企画
初夏に出産した【モニター】を追跡。家族の ●街あるき 三木町
物語、子ども 2 人を育てる毎日の工夫を紹
＊投稿写真館
介 ■わははメール
＊ひろばにおいで！
・子育てカレッジ
★70 号記念企画・わはは 15 周年アニバー
サリー
はじめての習い事
【ママ☆モニター】習い事体験談
県内教室一覧
ママ∞フェスタ 2017 出典内容

ママ∞フェスタ 2017 の営業と合
わせて、住宅メーカー、インテリ
ア・家具

産婦人科医院、ママ∞フェスタ
2017 の営業先

習い事、住宅、保険

●お金の話 JA 共済
◎わはは☆ママモニ
ター活動報告
＊投稿写真館
＊ひろばにおいで！
・子育てカレッジ
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習い事教室、ママ∞フェスタ 2017
の営業先

住宅、保険

重点実行項目
■70 号記念号企画を実施
・読者プレゼント を 協賛企業へ提供呼びかけ
・わははネット法人設立 15 周年の盛り上げ
・アニバーサリー感を演出♪

■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。
・健康、体験、住宅、防災などのテーマに合わせて、地域の資源や専門家を生かす。

■わはは☆ママモニターを継続して活用
・70 号に向けて出産前から出産後まで追跡（3 月依頼→5・6 月出産→取材→１月掲載）
・モニター座談会を 9 月上旬に開催予定

1-2,

情報誌 営業の重点実施項目
■特集テーマと営業先をリンク
・新規営業…次々号を見越した声かけを行い、わははネットの周知とお知らせを行う
・定期掲載…タイミングを合わせた早めの声かけ

■エリア別ローラー営業（新規）
・67 号：東かがわ市、三豊市へ特集取材に行く日に合わせて、営業しました。

■広告主情報の発信
・情報誌広告に掲載のイベントをピックアップ、わはは HP の耳よりママニュース、
わははメールのママのまちナビやイベント情報へ掲載。

■企業とコラボ型の提案営業 （NEW）
住宅メーカーや保険会社、習い事教室などとコラボして、わはは × ◎◎の講座・イベントなどの企画、提案。

2, わははメール
■コンテンツの更新
・ママのまちナビに、随時新しい情報が入るように。
・定番の歯科医院、子育てタクシーの情報は別フォルダを作成して掲載。

■わははメールの魅力
◎毎週 1 回の配信だから、今すぐ！PR したい企業の情報を、ママの手元まで届けることができる！
◎集客：子育て中の家庭に向けたイベントやキャンペーン実施の集客ツールとして
◎リサーチ：リアルママ voice（生活者としての生の声）を収集できる！
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3, サポーターズ・クラブ
ホームページ内にコンテンツを設け、随時サポーターズ・クラブの会員を紹介。個別 HP へリンク。

H28 年度入会≫いいむら整骨院（牟礼町）

4, 【29 年度計画】ママ∞フェスタ 2017（6 回目）
【開催概要】

➢
➢

日
場

時
所

平成 29 年 5 月１４日（日）「母の日」 10:00～15:00
サンメッセ香川 大展示場 A・B 面、屋外展示場

【事業スケジュール】
7 月上旬～

出展実績のある企業 先行申込受付スタート

9 月 10 日～
1 月 31 日

『おやこ DE わはは』68 号（9 月 10 日発行）、一般申込受付スタート
申込締切

3 月 10 日

『おやこ DE わはは』71 号（3 月 10 日発行）協賛広告掲載、ポスター各所へ貼り出し
Facebook で、出展者を巻き込んで周知をはかり、盛り上げていく。

4 月初旬

チラシ配布、プレスリリース開始、わははメール・ホームページでの情報発信
ＦＭラジオ「ラジオ DE わはは」PR 告知

■重点実行項目
①営業
・子育て家庭のニーズに合った企業の開拓・営業
・一度出展を見送っている企業に対しての再アプローチ
・収益の目標値を明確に立てることで向上心を高める
②会場レイアウト、料金設定の見直し
・アンケート結果を踏まえた会場レイアウトの見直し（ママブース、ステージ）
・料金、ブースサイズの設定検討
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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・
「らっこ」改訂増刷作業 10,000 部増刷
ひとり親サイトの構築、冊子改訂増刷作業 2,000 部増刷

実施予定日時

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

予算額

￥4,000,000

事業名

２【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持つ。

実施予定日時

平成 27 年 5 月中旬～平成 27 年 3 月 31 日

実施場所

紫雲中学校、勝賀中学校

従事者の人数

5人

受益対象者の範囲及

上記 2 か所の中学生及び参加親子

び人数

予算額

￥320,000

事業名

３【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月上旬～平成２８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
び人数

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
を希望するもので受講申し込みをする者。

予算額

￥10,233,000
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➢ 地域子育て支援拠点事業
【わはは・ひろば坂出】
目標：つながりづくり ～うれしいを増やそう！～
◎事業計画
◆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。卒ひろばした利用者とのつながりを見出すことに加え、職場復帰への不
安解消につなげる。また、同じ時期に保育所入所する利用者の横のつながりも意識していく。
・土曜ひろばにテーマを設け、父親がひろばに来やすくなるようにする。
・子ども同士のかかわり、こどもが親以外の人とかかわりが持てる機会を作っていく。
・日々の中で利用者同士がかかわり支え合う作り、イベントだけでない交流につなげていく。
◆情報提供：うれしいが増える情報を提供。
・掲示版をリニューアルし、趣味や特技を活かし利用者同士で情報交換ができるようにする。
・HP 更新の継続や Facebook の活用など、インターネットツールを活かした情報提供にも力を入れる。
◆スタッフのかかわり：スタッフのチームワーク向上へ。
・利用者の気持ちに寄り添い、安心して過ごせるひろばづくりを心掛ける。
・スタッフ間で丁寧な振り返り・ミーティングを行い、利用者の理解へつなげていく。
・安全面などスタッフの共通理解に努め、チームワークを高めていく。
◆地域連携：利用者と地域をつなぐ。
・商店街の八日市、第 4 土曜デー、秋祭り太鼓台など商店街や地域の行事に利用者とともに参加し、利
用者と地域をつないでいく。
・より地域の方々との交流を意識し、地域に根付いた活動を続けていく。

・お誕生日会 月 1 回 ／計 12 回
・赤ちゃんひろば 月 2 回／計 24 回
① 子育て親子の交流の ・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
場の提供と交流の促 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する。
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
進
くりをしていく。異年齢交流や父親の交流にもつながるよう、土曜日(月 1 回程度)開館する。
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す
② 子育て等に関する相 る。
・助産師相談 ・子どもの不思議?!Q&A（臨床発達心理士参加）
談・援助の実施
・保健師さんと座談会
・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・
配置している。
・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。
③ 地域の子育て関連情 ・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している。
・香川ケーブルテレビ発行の冊子「ＫＢＮnow」に、わはは・ひろば特設コーナーを設け、地域に
報の提供
広く子育て情報をお知らせしている。(4・6 月の予定)
・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 子育ておよび子育て
支援に関する講習等
の実施

救命救急講座、子どもの不思議?!Q&A、わらべうたあそびの講座、防災講座、
おやつについての講座、おもちゃ講座、育児講座、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る。また、利用者
の得意分野を活かした講座を実施し、役立ち感にもつなげていく。
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【わはは・ひろば高松】
目標：安全・安心のひろばづくり
◎事業計画
◆環境設定…ひろば内の安全点検を定期的に行う。
・おもちゃの破損、紛失の点検を毎日行う。
・ひろば内の危険箇所をスタッフが認識し、利用者への声掛け、スタッフを配置するなど、ケガの予防に努める。
・イベントの時など、人数に応じて模様替えをする。大きい子と小さい子の住み分け等をし、安心に
つなげる。
◆情報提供…情報ファイル・iPad の内容をスタッフが共有する。
・週 1 のミーティングで、情報の共有や iPad の使い方などを確認する。
◆スタッフの関わり…日々の振り返りを丁寧に行い、スタッフ間で意識を統一させる。
・個人情報について確認し、利用者にとって安心できる場にする。
◆イベント…定期的にプレママ＆ねんねの会は予約をとらずに開催し、近い月齢を持つ母同士が
出会える場をつくる。
◆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。
・おたすけさんに先輩ママとして日々のイベントに参加してもらう。
・役立ち感を感じられるように、おたすけさんにフィードバックする。

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

・誕生日会：月 1 回 /12 回
・プレママ&ねんねちゃんの会：月 1 回/12 回
・ツインズデー：月１回/12 回
・先輩ママ主催の工作・お出かけイベント(4 回/年)
・音楽ひろば 月 1 回/計 12 回
・土曜ひろば 月 1 回/計 12 回
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。安心して出産、育児ができるようにプレママと先輩ママの交流も定期的に開催。ま
た、父親が参加できるイベントを休日に開催予定。
ひろば内で相談、またはスタッフと個人で相談ができるように個別の部屋・時間の選択ができるようにし
ている。
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
紹介する。
・プレママ&ねんねちゃんの会 ・子育て座談会（臨床発達心理士参加）
・コーディネーターによる幼稚園・保育所情報会(2 回/月程度)
【連携機関】こだま学園、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、市役所からの情報のチラシ、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。
・クチコミ情報交換ノートを作り、自由に子育て情報を交換できるように管理。
・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。
・最新の情報を収集できるように、ひろばに iPad を設置。
・利用者からの情報提供を募る。
・乳幼児のための救命講習（1 回/年）
、 子育て座談会(5 回/年)・わらべうたあそびの講座（3 回/年）
防災講座(2 回/年)、ファミサポ登録会(2 回/年)、おもちゃの話(1 回/年)、
・工作あそび、手あそび、絵本の読み聞かせ(随時)ツインズデーやプレママ＆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ている。
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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～
◎事業計画
◆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。
・拠点周辺地域の子育て支援情報（コミセンだより、園庭開放など）を中心に集める。
・利用者が主体的に情報を得られるように iＰad や情報ファイルの設置の仕方を工夫する。
・利用者が持っている情報が発信できるような場づくり（掲示板、地域マップ）を継続して運営し、情報交
換をすることで利用者がつながるきっかけを作っていく。
◆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を行い。ひろばの様子や利用者の状況をスタッフ間で共有する。
・必要に応じてスタッフが入りながら、利用者同士が交流できるようにしていく。
◆イベントと利用者の活躍･･･子育て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&ねんねちゃんの会の見直し 昨年度の交流中心の内容を続けながら、より参加しやすい会とな
るよう予約なしとする。
･ 2～3 歳児親子の交流の場づくりとしてわんぱくあそびイベントを企画する。あそびの内容や
全体
の流れを工夫し、親子同士のつながりができる場となるようにする。
・利用者と開催するイベントを企画。利用者が楽しみながら役立ち感を得られるようにし、次の利用者につ
ながる循環ができるようにする。
（フリマ、遠足）
◆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・広報を継続していく。
・シオンの丘訪問 年 1 回→3 回程度 ふれあいお茶会 年 2 回継続。
保健師さんと座談会 年 1 回 4 か月児相談訪問 毎月
・地域の施設や店舗へ通信設置・ポスター掲示協力を通して交流し、ひろばの広報に努める。

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 ・プレママ&ねんねの会 月 2 回（午前・午後）
・わんぱくあそび 月 1 回
・ツインズデー月 1 回 ・土曜ひろば月 1 回 ・遠足 年１回 ・お茶会 年２回
・シオンの丘デイサービス訪問 年 3 回
ひろばにきた親子が孤立せずに心地よく過ごせるようにスタッフが配慮し、他の親子と十分交流できるように
する。同じ月齢の子どもをもつ親同士や多胎児の親同士が集まるイベントを企画し、ひろばを通して出会い、
交流が深まるきっかけとなるようにする。休日に開館日を設け、父親が参加しやすい環境を作る。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、利用親子が地域を身近に感じながら温かいが交
流できる機会を作る。
ひろば内での相談、必要に応じて個別相談ができるように配慮する。
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
況に応じて地域子育て支援コーディネーターと連携をとり専門機関を紹介する。
・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）
・保健師さんと座談会・子どもの育ち座談会（こだま学園）
【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。
・最新の幼稚園・保育所・子ども園・あそび場、サークル、子育て支援拠点の情報をわかりやすく整理する。
・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する。
・クチコミ情報掲示板や地域情報マップで自由に情報交換ができるようにする。
・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
報誌等で提供する。
・防災講座 ・乳幼児のための救急救命講習 ・子育て座談会 ・絵本の読み聞かせ・ふれあい遊び
（毎日）
・
おもちゃの話 ・保健師さんと座談会 ・ツインズデー・プレママ＆ねんねの会
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する。
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【高松市地域子育て支援拠点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。
【取組方法】
○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る。
○HP での情報提供。月 1 度の「コーディネーターの日」と同様の内容を掲載する。
・電話相談、予約による来所相談を受け付ける。
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
よう実施する。

・担当エリアの地域子育て全支援拠点出向き利用者からの相談を受け付ける。
・担当地域のコミュニティーセンターで開催されている育児サークルに出向き、参加者
からの相談を受ける。
・幼稚園 12 か所、保育所(園)20 か所、地域子育て支援拠点 6 か所、子育て支援に関す
る施設や事業や、医療・保健など、隣接する他領域の事業、地域のインフォーマルな取
り組みも含め、地域で子育て支援に関わる関係機関に訪問し、訪問シートに情報を記載。
市内全域の情報については利用者支援を担当する他 3 拠点とそれぞれの情報を共有し
て把握。

必
須
事
業

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。

・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。
・定期訪問先の地域子育て支援拠点にて個別支援についてのミーティングを行い、連携
し継続支援を行う。
・定期的に担当エリアを中心に訪問し日常的に関係を構築するように努める。
・4 拠点合同のリーフレットを作成、市内で配布。

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。

・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。
・担当エリア子育て支援拠点にて「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。
・サークルの活動内容についての提案・相談・関係機関との調整を行う。
・担当エリア内の、4 ヶ月健診に出向き事業説明を行う。

・月 1 回、4 拠点が主催の、連絡会を開催。
④
・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
その他事業を円滑にするた
めの必要な諸業務に関する 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。
こと。
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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）
１．自主事業
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

◎事業計画
・安全・安心の確保：セキュリティや保険に万全を期す
利用方法・お約束事の徹底、危険個所整備や見回り等
・掃除・整理・整頓の徹底
① センターの管 ・不測の事態に備えた体制づくり。また内部連絡系統の徹底
理業務
・利用者の声が聞ける対策（利用者座談会・アンケート等）
・利用者の登録・管理
・インターネット等も活用した利用者の声を聞く機会の設定
・苦情解決窓口の設置
・市内の子育て支援関係団体１０団体程度にブース出展してもらい子育て支援活動 PR や親子
② さかいで子育てフ
ェスティバル

③ ネットワーク・
研修等事業

遊び等を展開する。
・子育て相談コーナーやファミサポ登録コーナーなども設置する。
・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内容とする。
・実行委員会形式で、地域の団体との交流を進めながら、イベントの内容もともに考え協力し
ながら進めていけるようにする
・さかいで子育てネットワーク会議開催 （年 3 回交流勉強会）
・子育てセミナー開催 年 4 回（7 月 9 月 11 月 2 月 日曜日午前開催）
・まろっ子リサイクルデー 7 月 11 月開催予定
・まろっこひろばの紹介サイト開設（4 月 1 日）
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２．
「まろっ子ひろば」子育てひろば
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。
◆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。
◆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。
◆地域連携…祖父母、地域の方との交流をおこなう。
・要綱以上の職員配置をし、いつ来ても馴染みの職員に見守られる安心感を提供。
・昼食時間を設け、食事を共にすることで交流を促進する。
① 子育て親子の交流の ・地域の異年齢のボランティアさん等を受入れる世代間交流を促進する。
場の提供と交流の促 ・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、利用促進の工夫。
進

・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提供
【プログラム】誕生会・プレママ&ねんねちゃんの会・ﾂｲﾝｽﾞﾃﾞｰ・防災デイ・デビューデー・発達
相談・季節遊び・ママ企画プログラム等
・拠点内で当事者同士を交えた相談会の実践（専門家を交えた座談会式子育て相談の輪など）ニー
ズやケースに応じて個室にて（場合によっては託児を付けるなどし）個別相談等様々な形での相

② 子育て等に関する相
談・援助の実施

談体制を整える。
・子どもの発達相談等のみならず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。
・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する。

【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。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。
・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。見やすく提供する。
③ 地域の子育て関連情
・子育てに関する新聞記事や講座などの資料を掲示。
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。
・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
④ 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
・ワークライフバランス等の講座や父親向け講座・祖父母向け講座等多様な対象者に実施
【地域連携】
・地域の中学校職場体験、看護学校等の実習受け入れ。
・地域の行事、イベントに参加。
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3．
「まろっ子ひろば」子育て相談
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る。
・幼稚園 12 か所、保育所(園)13 か所、地域子育て支援拠点 3 か所、認可外施設 1 か所、子育て支援に関する施設や
事業や、医療・保健など、隣接する他領域の事業、地域のインフォーマルな取り組みも含め、地域で子育て支援に関
わる関係機関に訪問し、訪問シートに情報を記載。
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（保育所・幼稚園・サークル・保健センタ―等）への訪問挨拶・情報収集
・市内の幼稚園、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。
・3.4 ヶ月健診に出向き、保健師と顔の見える関係の構築に努める。
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、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、まろっ子通信にて子育て支援コ
ーディネーターについて掲載。
・3.4 ヶ月健診に出向き事業説明を行う。
・KBN ナウにて子育て支援コーディネーターについて掲載。
・HP 作成、子育て支援コーディネーター事業説明。
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。
・子育て支援員研修(利用者支援基本型)受講
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