
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
ネットワーク事業運営の
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

11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

775,854

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）

子どもの自己肯定感の
向上と学習権の保障

学習支援：2018年4月23日～
2019年3月22日（土・日・祝を除
く）
学びサポーターふりかえり：各地
域通年
学びサポーター研修会：①西田
寿美先生2018年9月16日、②増
田和正先生2019年2月16日
三重県児童養護施設協会三役
との事業ふりかえり会議：2019
年3月5日
三重県児童養護施設協会との
連絡会議:：2019年3月14日
新学びサポーター研修会＆オリ
エンテーション：①2018年8月5日
（面接8月19日）、②2019年2月
24日（面接3月3日）

県内児童養
護施設12施
設

103人

県内12の児童養護施設の
小学生121人
学びサポーター89人

6,668,939

■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

津子どもNPOセンターの実施サ
ポート　2018年12月～2019年2
月（終了4月予定）

県内

11人

妊娠8か月前後の母親と
パートナー

817,110

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

2019年2月15日「リスクマネジメ
ント（組織・事業・防災・防犯）

津市内

11人

団体正会員9団体

775,854

桑名市ファミリーサポー
トセンター事業

通年
活動件数：3,821件/年

桑名市内

8人

利用会員620人、援助会員
103人、両方会員32人、会
員合計755人及び一般

8,539,940

朝日町・木曽岬町ファミ
リーサポートセンター事
業

通年
活動件数：朝日町184件/年
　　　　　　 木曽岬町2件/年

朝日町・木
曽岬町内

7人

○朝日町：利用会員75人、
サポート会員32人、両方会
員9人、会員合計116人及び
一般
○木曽岬町：利用会員23
人、サポート会員25人、両
方会員3人、会員合計51人
及び一般

3,650,864

2018年度　事業報告書
（2018年4月1日～2019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。
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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）

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

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
活動件数：度会町0件/年
　　　　　　 大台町0件/年
　　　　　　 南伊勢町7件/年
　　　　　　 大紀町0件/年
　　　　　　 玉城町11件/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15人、
サポート会員19人、両方会
員2人、会員合計36人及び
一般
○大台町：利用会員53人、
サポート会員43人、両方会
員7人、会員合計103人及び
一般
○南伊勢町：利用会員12
人、サポート会員14人、両
方会員1人、会員合計27人
及び一般
○大紀町：利用会員10人、
サポート会員22人、両方会
員2人、会員合計34人及び
一般
○玉城町：利用会員104
人、サポート会員46人、両
方会員5人、会員合計155
人及び一般

5,264,240

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
活動件数：13件/年
のべ148日

県内病院

54人

児童相談所、児童養護施設
などから依頼された要保護
の子ども　のべ13人
サポーター40人

4,042,527

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

通年
保育園モニター：のべ12回/年
小学校モニター：のべ8回/年
家庭訪問：のべ44回/年

津市内

21人

○モニタリング
・保育園：3園、対象児3名、
　年4回のべ12回
・小学校：2校、対象児2名、
　年4回のべ8回
○要支援家庭訪問3家庭
　対象児6人、44回
サポーター13人

1,987,533

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

通年
活動件数：185回/年

松阪市内

30人

要支援家庭訪問10家庭、対
象児21人
サポーター17人 2,256,066

■文化事業

子どもの文化芸術体
験事業

華のん企画子供のため
のシェイクスピア「冬物
語」名古屋公演鑑賞協
力

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
団体正会員組織支援

2018年8月28日、29日 名古屋市名
東文化小劇
場他

11人

子ども、子ども支援者、一
般199人

776,502

■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

798,128

要支援家庭サポート
ネットワーク事業
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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）

■協働・ネットワーク事業

里親シンポジウム「ぼく
の親は、里親～子ども
の立場から「里親制度」
を考える～」

2018年10月28日

三重県人権
センター

16
里親、行政（県市町）、関係
団体、一般 346人

専門里親更新研修

2018年12月23日、
補講2019年1月21日、2月14日 津市たるみ

子育て交流
館、児童相
談センター

16 専門里親19人

○みえさとちゃん啓発グッズの
作成と普及活動　通年
みえさとちゃん着ぐるみ/みえさ
とちゃん顔出しパネル/みえさと
ちゃんぬいぐるみ/みえさとちゃ
ん啓発バック/みえさとちゃんの
うた/みえさとちゃんダンス/里親
リーフレット/里親啓発動画/
ホームページ/チラシ

○啓発イベント
・イオンモール鈴鹿
　　　　　　　　　2018年10月8日、
・あいあい祭り2018年10月21日
・ヒューマンフェスタn亀山
　　　　　　　　　2018年12月8日

里親、行政（県市町）、関係
団体、一般

・啓発イベント参加者
  イオンモール鈴鹿 約1000
人
  あいあい祭り 約1,500人
  ヒューマンフェスタ亀山
                        約400人

○里親体験発表会
①2018年11月5日、②11月18
日、③④11月22日午後・夜、⑤
11月26日、⑥12月9日、⑦12月
13日、⑧12月14日、⑨12月25
日、2019年⑩1月13日、⑪1月18
日、⑫1月20日、⑬1月24日

○体験発表里親打ち合わせ
①2018年10月20日、②10月22
日、③10月26日、④10月31日、
⑤11月9日、⑥11月11日、⑦11
月30日、⑧12月27日、⑨2019年
1月10日

・里親体験発表会参加者：
307人

○連絡会議2018年①6月19日、
②7月13日、③7月30日、④8月8
日、⑤8月16日、⑥9月10日、⑦9
月14日、⑧9月18日、⑨10月4
日、⑩10月15日、⑪11月19日、
⑫12月10日、2019年⑬1月18
日、⑭2月25日

○編集会議2018年①7月18日、
②8月5日、③8月29日、④9月13
日、⑤9月19日、⑥10月2日、⑦
10月25日、⑧11月12日、⑨11月
27日、⑩12月5日、⑪12月21日、
2019年⑫1月9日、⑬1月31日

○地域実行委員会2018年①7月
9日、②7月22日、③8月15日、④
9月3日、⑤9月24日、⑥10月11
日、⑦10月31日、⑧11月14日、
⑨12月3日、2019年⑩1月29日

2,776,091鈴鹿市、
亀山市

フォスタリング事業

家庭的養護プロモー
ション事業
（里親啓発）

NPO・行政との協働で取
り組むことにより、社会
的養護のネットワークづ
くりを進める
フォスタリング機関設立
に向けて
里親制度の啓発とリク
ルート等

29人

- 3 -


