
☆ 平成 2７年度事業計画 ☆ 
≪年間活動テーマ≫  

  「妊娠・出産から子育てまでの日本型の子ども・子育て支援システムの構築」 

全国セミナー 

名称：第 6回 子育て支援センター全国セミナー２０１５ in 東京          

テーマ：「広げよう、深めよう、伝えよう、そして今、私たちができることを始めよう！」 

～“妊娠・出産から子育てまで 切れ目のない子育て支援”の創造 ～ 

日 程：平成 27年 10月 14 日（水）～ 15日（木） 

会 場：TOC 有明 東京都江東区有明 3-5-7 交流会会場：有明ワシントンホテル 

実践交流セミナー 

テーマ：「未定」  期日：平成 28 年 2 月  場所： 未定 

関東ブロック子ども支援専門職セミナー  

   テーマ：「子どもの発達支援における専門職の役割について」 

～乳幼児期の体力・食・歯科調査（ネクストⅡ）を踏まえて～ 

期日：平成 27 年７月１１日（土曜日）午後 1 時 場所：明海大学キャンパス（千葉県浦安市） 

支援担当者研修会・養成講座 

   認定子どもとメディアアドバイザー（乳幼児コース）養成講座 平成 27 年 11 月ごろ 

（NPO 法人子どもとメディア協力事業） 

役 員 会 

第１回役員会 平成２７年 ４月１７日（金）開催場所：東京都 TOC 有明 

第２回役員会 平成２７年１０月１４日（水）開催場所：東京都 TOC 有明 

第３回役員会 平成２８年 １月  日ごろ 開催場所： 

全国セミナー２０１５実行準備会 

第 ７回～第１２回 必要に応じて実行準備会を開催  

全国セミナー２０１６実行委員会 

第 １回 実行準備会 平成２８年 １月 ごろ    場所：浦安市 

テーマ案「地域の手・地域の資源がつながった子ども・子育て支援」、 

広報・出版・会報発行事業  

  ・ホームページの充実 

 ・会員向けニューズレターの発行（郵送をしないでメールだけにしてみてはいかがか 検討） 

・子育て支援事業チェックリスト作成（新澤誠治先生・中川浩一先生依頼） 

・日本版子ども子育て新システム（日本版子どもネウボラ）の提案・構築実践マニュアル作成 

 ・子どもの育ち支援プロジェクトの企画・実施 

組織充実・拡大委員会 

・子育て支援推進議員及び行政との連絡会 

  ・会員募集 未加入地域への勧誘 

研究・調査体制の充実強化 

   ・（仮称）子ども（発達）手帳の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの育ちを支える日本子ども子育てネット  

ニューズレター ■ＶＯＬ：２（２０１５／６／１） 

ここネット通信 
 

 日本子ども子育て支援センター連絡協議会（日本子ども子育てネット）は 

 日本の子どもが遊びながら豊かに育つことのできる社会の実現と 

 日本の文化と命をつなぐ子育てを支えていく活動をしている団体です。 

  

「広げよう、深めよう、伝えよう、 

そして今、私たちができることを始めよう！」  

子どもが育ちにくい、子育てしにくい時代にあって、それに対応するために「子ども・

子育て支援新制度」が今年度からスタートすることになりました。 

 この大きな変革の年に、各地の理事や事務局、関東周辺の協力者の努力で、東京におい

て「子育て支援センター全国セミナーin東京」が実施できることになりました。  

 テーマを「広げよう、深めよう、伝えよう、そして今、私たちができることを始めよう！」

―“妊娠・出産から子育てまで 切れ目のない子育て支援”の創造―とし、子育て支援に

関わるものすべてが、その心を一つにして推進していこうという決意が込められています。 

 その内容にふさわしい講師陣やシンポジュウム、分科会、セッションなどが決まり、ま

た、厚生労働省や自治体、各団体の後援も受けられ、課題であった補助金も理事、企画、

準備委員の努力で受けることができそうです。みなさんの努力に心から感謝したいと思い

ます。 

 「日本子ども・子育て支援センター連絡協議会」が結成されて２年目になりますが、セ

ミナーをステップにして、一層、前進することができたらと思います。 

会の設立当初の目的である「地域の子どもの育ちに貢献する」「実践者の自己研鑽」「全

国のネットワーの構築」「現場からの政策提言」をより具体化していけたらと願います。 

 

日本子ども子育て支援センター連絡協議会 

会長 新澤誠治 

 

           役員会開催報告 

役員会の開催報告をいたします。平成２７年４月１７日（金）東京都 TOC有明会議室

において役員会が開催されました。会場の TOC有明は全国セミナーが開催される施設で

あり、会場下見・打ち合わせも同時に実施されました。 

会議では以下の通り平成 26年度の事業報告・決算報告、平成 27年度事業計画が審議さ

れ決定しました。 

 

事務局便り 【竹の秋】 

ニューズレターの第 2号をお届けします。 

木々が新緑に光っているこの時期に竹林では葉が黄色くなって落ち、新しい葉っぱに生え変わりま

す。この時期は麦が「麦秋」というように、竹は「竹の秋」と言われます。さらに筍が大きくなるのに

合わせたように枯れてきます。それはまるで子どもを育てた親の竹が、筍に養分を取られて疲れて枯れ

ていくようにも見えます。親からすると子どもへの思いと努力に対するある種の感情を親竹に重ねたく

もなりますね。季節の移ろいとともに子ども達が着実に育ってくれることを祈ります。 

日本子ども子育て支援センター連絡協議会（日本子ども子育てネット）  事務局 村上千幸 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

〒861-0123 熊本県熊本市北区植木町有泉 829 

TEL:096-272-0673(山東こども園）  096-272-0699（子育て支援センター） FAX:096-273-3322 

 【メール】info@ kokonet.jp  【ホームページ】 http://kokonet.jp 

TEL:096-272-0673(山東こども園
http://kokonet.jp/


☆ 平成 26 年度事業・決算報告 ☆ 
≪平成 26 年度活動総括≫  

平成 26年度４月に日本子ども子育てネットが全国組織としてスタートした。組織の運営については

手探りの状態であり、組織人員・体制の未整備に加えて、事業の計画・準備ができていなかったために

十分な事業の実施ができなかった。事業としては全国セミナーの開催、実践交流セミナーの開催、理事

会役員会の開催、全国セミナー2015 in 東京の企画を実施した。事業活動についての情報提供はホ

ームページを立ち上げて全国セミナー2014 in 熊本の事業報告並びに理事役員会の報告を掲載し

た。その他、ニューズレター第 1 号を 3月に発行した。      （文責 事務局長・村上） 

 

全国セミナー開催 

名 称：子育て支援センター全国セミナー２０１４ in 熊本 

テーマ： 「ともに創ろう！新しい時代の子育て支援センター」 

― 私たちの持つ子育て支援の総合力をもっと活用しよう！― 

日 程：平成 26年 8月 28 日（木）～ 29日（金）2日間 

場 所：ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

 

実践交流セミナー開催 

テーマ：「子育て支援の原点から明日を目指して・新しい子育て支援制度の構築」 

期 日：平成２７年２月２６日（木）・２７日（金） 

場 所：大妻女子大学 千代田校舎（市ヶ谷）東京都千代田区三番町１２ 

 

理事役員会 

第１回理事会 平成２６年４月１９日 開催場所：東京都 

第２回役員会 平成２６年８月２９日（金）開催場所：熊本市 

         第 6回全国セミナー開催について 東京での開催を決定 

第３回役員会 平成２６年１０月１６日（木）開催場所：東京都 

①第 5回全国セミナーの総括 

②次回開催へのロードマップの作成 

③実行委員会の結成と委嘱 

④日本子ども子育てネットの今後の事業について 

 

全国セミナー実行準備会 

第１回 準備会 平成２６年１１月１９日（水） 場所：東京都日本保育協会会議室 

第２回 実行準備会及びネウボラ研修会 平成２６年１２月１５日（月）場所：東京都日保協 

第３回 実行準備会 平成２６年１２月１５日（月）   場所：東京都日本保育協会会議室 

第４回 実行準備会 平成２７年１月２３日（金）    場所：東京都日本保育協会会議室 

第５回 実行準備会 平成２７年２月１０日（火）    場所：東京都日本保育協会会議室 

第６回 実行準備会 平成２７年３月１７日（火）    場所：東京都日本保育協会会議室 

 

情報提供・広報活動 

ホームページの開設（http://kokonet.jp/contents/） 事業の報告及び開催案内掲示 

ニューズレター発行（第１号） 平成 27年３月 2６日 

別紙 2     H26 年度 歳入歳出決算書 

 

 
 

日本子ども子育て支援センター連絡協議会 

歳入の部 
  

項    目  金   額  備    考 

会費     464,000    

子育て支援実践交流会より     200,000    

熊本県より助成金   4,000,000    

受取利子           119  
 

      

合計   4,664,119    

   歳出の部 
  

項    目  金   額  備    考 

ホームページ製作費       38,000    

全国セミナー    1,150,230  謝金・手数料  

全国セミナー   2,849,770  会場費他 

全国セミナー郵送費        3,280    

研修費        2,580  講師謝礼 

郵送費       18,696  ニューズレターNo1 

入会申込書印刷代     151,200    

実行準備会会議費 10,000   

      

合計   4,223,756    

     （総収入）       （総支出）       （平成 27 年度へ繰越） 

 4,664,119 円  － 4,223,756 円 ＝ 440,363 円  

上記のとおり報告します。                                                                                                                                                                                                                                

事務局長 村上千幸 

   監査の結果、上記の決算書は適正と認める。 

平成 27 年 4 月 17 日 

監事    国 重 俊 克   印     監事    森 田 正   印 

☆会員区分別状況 

会員区分 加入数 

組織会員 147 

施設会員 52 

個人会員 5 

協賛会員 1 

合計 205 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=N8gShO9V3igq5xDB2mxc8_Bdaw1D1XlQ5556zONL8Dq5boCJgdNPjxkCPIH8FTuzTdtKOHOegaFKtEvK4dSqBd5AUICn2rJ7hEL66oeXW8ivFoYy8rT.2nLhAWb_9jhpJ8mGWJJSXHmsqmUV_sbJ8K1UsYgr6XatQZR2V2J3gBnN9eEpNxsynkm3fiXh8rQAT.DO8_0FZmsslsY-/_ylt=A8vY8wZyknpTYJ8AvBqDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11jm3cnve/EXP=1400642610/**http%3A/anacpkumamotonewsky.com/
http://kokonet.jp/contents/

