
特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター

1.事業実施の方針

2.事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 事業目的 実施日時 実施場所
従事者
の数

受益対象者の範囲及び人
数

支出額(円）

■子ども支援事業

チャイルドライン

チャイルドラインＭＩＥお
よびこどもほっとダイヤ
ルの実施・研修・広報・
ファンド・施策提言・協働
推進等のサポート、子ど
もの心を受け止めるネッ
トワークみえへの加盟参
画、ＮＰＯ法人チャイルド
ラインＭＩＥネットワーク
事務局受託

子どもが安全で安心して
健やかにかつ全人的に
育つ社会づくり　子ども
に関するネットワークづ
くりおよび子どもの社会
参画づくり

■こどもほっとダイヤル：359
日　(718クール)　2856時間実
施
■チャイルドラインMIE：:201
日（249クール）566時間実施.
■受け手養成のための講習
会：1回（6日間10講座）
■地域ふりかえり：8地域（46
回）
■全県支え手ふりかえり：5回
■資質向上研修：1回
■告知カード配布：2回（5月、
11月）
■平成25､26年度年次報告
編纂
■子どもの心を受け止める
ネットワークみえネットワーク
会議開催4回）等

県内 18人 全国及び三重県内の子ども
（18才まで）、子どもに関わる
団体・個人、行政、企業等

7,980,000

児童養護施設入所児
童への学習支援事業

県内児童養護施設の子
どもたちへの学習支援

子どもの学習権の保障 長期休みを除く月曜日～金
曜日、4665回・4520時間実施

県内児童養
護施設12施
設

104人
県内12の児童養護施設の小
学生約136人 6,599,250

県センター学習支援
事業

県センター独自の児童
養護施設等の子ども達
への学習支援事業及び
その開拓

子どもの学習権の保障 実施なし

県内 11人 なし 0

■サポート事業

ハローベビープログ
ラム

ハローベビープログラム
の試行実施

試行実施を通したプログ
ラムの普及、検証
子育て子育ち支援

三重みなみ子どもネットワー
ク実施：①9月27日②10月4日
③11月1日④12月13日⑤3月
20日　　（平成27年度⑤4月25
日予定）

県内 11人
妊娠8か月前後（幅を持って）
の母親とパートナー 59,181

県セミナー
団体正会員を対象とし
た県セミナーの開催

団体正会員の組織運営
強化

実施なし
津市内 11人 団体正会員10団体 0

津市子育て支援緊急サ
ポートネットワーク事業

通年

津市内 5人
利用会員1157人、サポート会
員110人、両方会員30人及び
一般 162件

1,612,340

桑名市ファミリーサポー
トセンター事業

通年

桑名市内 13人
利用会員451人、援助会員
130人、両方会員63人及び一
般  5017件

6,323,168

朝日町・木曽岬町ファミ
リーサポートセンター事
業

通年

朝日町・木曽
岬町内

10人

朝日町：利用会員59人、サ
ポート会員32人、両方会員6
人及び一般 133件
木曽岬町：利用会員27人、サ
ポート会員33人、両方会員3
人及び一般 297件

2,891,028

度会町・大台町・南伊勢
町・大紀町・玉城町ファミ
リーサポートセンター事
業

通年

度会町・大台
町・南伊勢
町・大紀町・
玉城町内

10人

度会町：利用会員32人、サ
ポート会員14人、両方会員5
人及び一般 14件
大台町：利用会員53人、サ
ポート会員47人、両方会員8
人及び一般 0件
南伊勢町：利用会員11人、サ
ポート会員13人、両方会員1
人及び一般 4件
大紀町：利用会員14人、サ
ポート会員18人、両方会員1
人及び一般 0件
玉城町：利用会員119人、サ
ポート会員40人、両方会員6
人及び一般 649件

4,180,000

県センター「みえ子育て
支援緊急サポートネット
ワーク事業」

通年　年間20件、150日実施

県内病院 36人
児童相談所、児童養護施設
より依頼された子どものべ20
人、サポートのべ245人

3,850,461

平成26年度三重県ファミ
リー・サポート・センター
アドバイザー、サブリー
ダー研修会

実施なし

県内 11人
県内ファミリー・サポート・セン
ター　アドバイザー、サブリー
ダー、県市町行政担当者

0

平成２６年度　事業報告書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

子どもの基本的人権を保障する基盤整備及び、子どもの社会参画の拡充を図ることにより、子どもが安全で安心して全人的に育つ社会づくりを目指します。また、行政、企
業、NPO等の協働を推進し、公共サービスの担い手となり、子どもに関する諸団体のサポート、ネットワークづくりなどを目的として、子ども支援、子どもに関する諸団体のサ
ポート事業、文化事業、広報活動、協働・ネットワーク事業等を行いました。

みえ子育て支援ファ
ミリーサポート緊急サ
ポートネットワーク事
業

軽い病児や病後児のあ
ずかり、緊急時の一時
預かり、宿泊預かりを行
う。ファミリーサポート事
業とファミリーサポート事
業を補完する緊急サ
ポートネットワーク事業
を通して、仕事を持つ若
い家族をサポートする子
育ち・子育て支援、子ど
もが安全で安心して健
やかにかつ全人的に育
つ社会づくりを行う。



事業名 事業内容 事業目的 実施日時 実施場所
従事者
の数

受益対象者の範囲及び人
数

支出額(円）

津市養育支援訪問等事
業

軽度虐待の状況にある
家庭の保育園を通して
のモニタリング・地域の
子ども支援、子育て支援
活動による要支援家庭
のサポート

■モニター：5月、8・9月、12月
14ケース38回
■訪問：通年2ケース16回

津市内 13人
保育園でのモニタリング対象
児6園14人。
要支援家庭訪問：2ケース2人

634,104

松阪市養育支援訪問事
業

地域の子ども支援、子
育て支援活動による要
支援家庭のサポート

訪問：通年3ケース113回

松阪市内 25人 要支援家庭訪問：6ケース 958,448

里親事業

里親普及啓発事業・里
親フォローアップ研修事
業

社会的養護である里親
制度を市民へ普及啓発
し里親制度への理解を
深め、里親を増やしてい
く。また、里親の方々の
資質向上のための研修
を行い、今後の里親支
援のあり方に繋げてい
く。

■里親普及啓発事業「里親
説明会」：①②10月19日2地
域③10月31日④11月9日⑤
11月24日⑥1月16日⑦2月22
日
■「里親フォローアップ研
修」：①8月23日②9月6日③9
月14日④10月13日⑤11月1
日⑥11月8日⑦12月4日⑧12
月23日⑨1月31日

県内 11人

里親普及啓発事業「里親説
明会」県内7地域329人・「里
親フォローアップ研修」県内9
地域101人

551,826

プレイセンターニュー
ジーランド視察

キウィキッズ（保育園）、
プランケット（民間の育
児支援団体）、バーナー
ドゥ（民間の社会的子ど
も支援団体）、プレイセ
ンター（親たちによる幼
児教育の活動）、キンダ
―ガーデン（幼稚園）な
どの視察。

団体正会員のプレイセ
ンター開設支援

9月20日～25日

ニュージーラ
ンド

11人
団体正会員及び子育て・子育
ち支援者19人 0

■文化事業

子どもの文化芸術体
験事業　華のん企画
子どものためのシェ
イクスピア　「ハム
レット」
　心のケアのための
シアタースタート事業

文化芸術体験事業
　子どものためのシェイ
クスピア「ハムレット」の
舞台芸術鑑賞・わくわく
体験ツアー・表現ワーク
ショップ
　心のケアのためのシア
タースタート事業を児童
館2ｓｔ・病院2ｓｔ実施

子どものための優れた
舞台鑑賞機会の提供・
支援、子どもの文化芸
術体験、文化芸術の振
興

■ハムレット実行委員会（前
年度2回実施）③4月24日④5
月21日⑤6月17日⑥7月2日
⑦7月15日⑧8月4日
■ハムレット公演7月27日
■わくわく体験ツアー7月23日
2ST
■表現ワークショップ7月27日
午前
■シアタースタート:2月24日
（津市まん中こども館）、2月
26日（国立三重病院）

三重県総合
文化センター
中ホール、津
市まん中こど
も館、国立三
重病院等

26人

子ども、子ども支援者、一般
等約745人
わくわく体験ツアー  子ども59
人　ワークショップ14人
心のケアのためのシアタース
タート事業2月24日親子51人､
2月26日入院患者及び職員
56人

2,917,924

■広報事業

広報の発行/ホーム
ページの更新

ホームページの更新/子
ども・子育ち子育て支援
に関する情報発信/ミッ
ションパンフの作成

子どもに関する団体へ
の支援・ネットワークづく
り

通年

県内 11人 一般 22,382

東員町子どもの権利
条例づくり推進町民
委員会ファシリテート
事業

東員町子どもの権利条
例づくり推進町民委員会
のファシリテート

子どもの権利条例づくり
の推進
子どもにやさしいまちづ
くりの実現

■尾木直樹講演会＆条例づ
くり発表会8月30日
■田部講演会5月21日
■打ち合わせ4月4日、5月2
日
■町民会議4月17日、5月21
日、6月20日、7月18日、8月
11日、9月30日、12月5日、2
月10日
■子ども委員会4月12日、5月
10日、6月7日、7月5日、7月
21日、8月6日、8月24日、8月
30日、10月19日、11月1日、
12月6日、1月10日、2月7日
■アンケート分析委員会6月
13日、7月1日、7月11日、7月
28日、8月19日、9月1日、9月
22日

東員町 3人 東員町民 279,800

要支援家庭サポート
ネットワーク事業

■協働・ネットワーク事業


