
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

子どもが安全で安心して
全人的に育つ社会づくり
及び施策提言
子どもに関する団体の
協働・ネットワークの推
進
子どもの社会参画

通年 県内

10人

全国・三重県内の子ども
（18才以下）　約23万人。子
どもに関わる団体・個人、
行政、企業等

720,059

児童養護施設等入所
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
（三重県児童養護施設
協会より受託）
ファミリーホーム「名張」
入所児童への学習支援
（社会福祉法人名張厚
生協会より受託）

子どもの自己肯定感の
向上と学習権の保障

通年 県内児童養
護施設12施
設
ファミリー
ホーム「名
張」

114人

県内12の児童養護施設の
小学生約139人
ファミリーホーム「名張」の
小学生3人

7,140,574

■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

①6月25日、②7月9日、③7月30
日、④9月3日、⑤1月14日、⑥2
月24日

松阪市

10人

妊娠8か月前後の母親2人
とパートナー

796,608

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

開催なし
0

桑名市ファミリーサポー
トセンター事業

通年 桑名市内

8人

利用会員550人、援助会員
104人、両方会員43人、年
間3700件 7,458,984

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

7人

朝日町：利用会員73人、サ
ポート会員31人、両方会員
7人、年間69件
木曽岬町：利用会員27人、
サポート会員32人、両方会
員3人、0件

3,667,016

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

9人

度会町：利用会員21人、サ
ポート会員16人、両方会員
2人、0件
大台町：利用会員58人、サ
ポート会員47人、両方会員
8人、年間4件
南伊勢町：利用会員9人、
サポート会員9人、両方会
員1人、0件
大紀町：利用会員16人、サ
ポート会員25人、両方会員
1人、0件
玉城町：利用会員99人、サ
ポート会員52人、両方会員
7人、年間269件

5,038,059

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 県内病院

93人

児童相談所、児童養護施
設より依頼された子ども11
人、91日
サポーター58人

3,631,651

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・
要保護家庭のサポート

モニター：年4回、14ケースのべ
55日
訪問：4ケース56日

津市内

20人

保育園でのモニタリング7
園、対象児14人
要支援家庭4家庭訪問、対
象児9人
サポーター11人

1,959,545

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・要保護家庭
のサポート

訪問：6ケース、80日 松阪市内

20人

要支援家庭6家庭訪問、対
象児12人
サポーター15人 1,555,619

要支援家庭サポート
ネットワーク事業

平成２８年度　事業報告書
（平成２８年４月１日～平成２９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

子どもの一時的な預か
りや、保育所・学童など
への送迎を行う相互援
助活動を通して、子育
ち・子育て支援の充実を
図り、お互いに助け合う
地域の再構築を行う。
また様々な事情を抱え
た子どもをサポートし、
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）

里親支援事業

里親シンポジウム、里親
資質向上研修、里親制
度普及啓発

社会的養護である里親
制度を普及啓発し里親
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
う。更に、今後の里親支
援のあり方を検討してい
く。

答志島訪問：4月29日、30日

里親シンポジウム：10月8日

里親スキルアップ研修：①9月18
日、②10月2日、③11月5日、④
11月17日、⑤12月16日、⑥1月
15日(中止）、⑦1月28日、⑧2月
2日、⑨2月25日

答志島

里親シンポジ
ウム：玉城町

里親スキル
アップ研修：
①津市、
②熊野市、
③名張市、
④四日市市、
⑤津市、
⑥伊勢市中
止、
⑦四日市市、
⑧桑名市、
⑨松阪市

10人

里親制度普及啓発
・答志島訪問9人
・里親シンポジウム　約377
人

里親資質向上研修：里親69
人、子ども9人

1,302,204

レッジョ・エミリア視察

イタリア　レッジョ・エミリ
ア市の乳幼児教育の視
察

イタリア　レッジョ・エミリ
ア市の乳幼児教育の視
察により、ニュージーラ
ンド視察で学んだテ・ファ
リキの理念を更に深め
三重県における子ども
施策、事業に活かしてい
く。

11月21日～28日 イタリア　レッ
ジョ・エミリア
市

10人

子ども支援組織の代表等
19人

839,447

■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　「オセ
ロー」
　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　華
のん企画 「子どものた
めのシェイクスピア『オセ
ロー』」の舞台芸術鑑賞
の企画実施
わくわく体験ツアー・演
劇の手法を使った表現
ワークショップの企画実
施

子どもの権利条約第31
条の保障
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

オセロー実行委員会：②4月12
日、③5月11日、④6月15日、⑤
7月5日、⑥7月21日、⑦8月19日
オセロー公演：8月6日
リア王実行委員会：①2月15日、
②3月21日

劇場体験わくわくツアー・演劇の
手法を使った表現ワークショッ
プ：8月2日

心のケアのためのシアタース
タート事業の企画実施なし

三重県総合
文化センター
中ホール他

20人

オセロー：子ども、子ども支
援者、一般等　680人

わくわく体験ツアー：子ども
50人

演劇の手法を使った表現
ワークショップ  子ども8人 3,808,104

■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

10人

一般

742,333

■協働・ネットワーク事業

「社会的養護の社会
化」フォーラムに向け
ての取り組み

平成29年度フォーラム
開催に向けて実行委員
会を組織し、行政（県市
町）及び関係団体の皆さ
んと社会的養護のあり
方を考え合い取り組ん
でいく

フォーラムをNPO・行政
との協働で取り組むこと
により、制度改革と市民
の意識改革につなげて
いく
子どもの権利保障

準備会：平成28年8月2日、8月
29日、9月15日、10月17日
実行委員会：平成28年11月17
日、12月19日、平成29日1月19
日、2月22日、3月22日

県内

10人

行政（県市町）、関係団体
、一般

721,069


