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1. 平成２１年度 実行委員会 参加団体
以下の１５団体が実行委員に参加。新規団体も３団体あり、現役保護者による支援グループも参加する
など、参加団体にも広がりが出てきている。
今後も引き続き参加団体の拡大につとめると共に、現役保護者や、浦安市で実施している「子育て・家
族支援者養成講座」の修了生など幅広い層に参画してもらえる体制を整えていきたい。
NO

メッセ役員

1

2

会員名称

備考

浦安市 こども部 こども家庭課

副委員長

子どもの健全育成 ・学術・文化・芸術・スポーツ
の振興 0 才～大人までの親子が集まり、プロによる
舞台劇・人形劇・演奏会と「遊び」を知恵を出し合
い企画・運営しています。
子どもと本をつなぐことを主目的にした諸活動、各
講座、おはなし会、各ワークショップ等々。
子どもの遊びや遊び場の重要性について、地域に広
め、子どもが自分の責任で自由に遊ぶことのできる
遊び場（プレパーク）を運営します。

浦安子ども劇場

3

浦安おはなしの会

4

浦安プレーパークの会

5

副委員長

保育サークルチャチャチャ

6

会計監査

特定非営利活動法人『みんなのおう
ち』

7

8

9

10

会計監査

11

委員長

12

副委員長

13

14

15

共催

行政情報

公民館、公共施設にてお子さんの集団託児。

高齢者と乳幼児の異世代交流、成長に即したプログ
ラムイベント、家庭訪問による子育て相談・心のお
勉強
障がい者・高齢者の就労支援をしています。主な活
特定非営利活動法人タオ
動は就労相談・訓練・一般向けに障がい者の正しい
理解の講演会など。
住み慣れた地域で人権を守られ、その人らしく輝い
て生きることができるように、障がいのある方とそ
浦安市障がい児・者総合相談センター
のご家族の相談や、情報提供、利用・申請の援助な
どを行います。
相談窓口の事業所として子どもからお年寄りの総合
中核地域生活支援ｾﾝﾀｰ がじゅまる
相談、権利擁護、地域のネットワーク作りなど。
浦安の街づくりを考える。
“境川イキイキ大作戦”で
元町・中町・新町を水上交通で結ぶと同時に境川の
海･まち・デザイン
自然をよみがえらせ、住民が楽しめる水辺をつくり
だす。海川に囲まれた浦安らしい住まい、暮らしを
考え提案する。
（１）乳幼児と保護者のための子育てサロン
明海つどいの広場子育てテラスふら
（２）未就学児を対象とした一時預かり
っと（NPO 法人 i-net）
の運営を通じて乳幼児期の子育てを応援します
ママによる子育て支援ボランティアグループ「MY 浦
MY 浦安（NPO 法人 i-net）
安」
（1）子育ての不安や心配ごと、夫婦関係、家族関係、
自分自身の生き方、神経症、うつ病、DV、虐待等ス
トレスを抱えるママやパパへの心理カウンセリング
家族・子育て相談室 ゆずり葉
と情報提供など。
（2） 「お得な子育て法」ワークショップの開催な
ど
EXTRAL SHINE

子育て支援など

全国友の会 浦安方面

家庭経営の基礎（衣、食、住、家計、子どものこと）
、
バランスの良い食べ方（乳幼児、成長期、高年）
、乳
幼児をもつお母さんの為の講習会、公民館の依頼講
習、家庭教育学級の講座、子どもの食育、手作りお
やつ

財団法人浦安市施設利用振興公社

市内各文化施設及び体育施設他、管理運営。
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2. 事業概要

： 今年度、実行委員会では、以下の（ア）～（キ）の７事業に取り組みました。

(ア)「事務局」の設置・運営 （添付資料１）
（添付資料２）
年間を通じて円滑な事業推進を図れるよう事務局を設置し、運営する。
事務局には役員ならびに事務局アルバイトが参加。今年度は、当初想定した以上の稼動が必要な状
況となり事務局アルバイトの人件費が予算を超える状況となった点は大きな反省点である。
しかし、今までは役員やアルバイト、ボランティアが各自作業していた部分も、固定の事務局アル
バイトが通年で対応できたことにより、事業全体の把握や業務整理も可能となった。今年度の実績
を踏まえ、次年度以降、事業全般の内容・規模の見直しをしていきたい。
① 開設目的：本事業の推進を着実に行うために、実行委員長・副実行委員長・事務局スタッフに
よる事務局を開設し、円滑な事業の推進を図ります。
② 対象人員：以下の7 名により運営
1. 役員 4 名（実行委員長１名・副実行委員長３名）
2. 事務局アルバイト３名（会計担当１名・事業担当２名）
③ 開設期間：２００９年４月～２０１０年３月（通年）
④ 開設場所：NPO 法人 i-net 事務所内
⑤ 運営内容：
1. 役員会
役員＋事業局アルバイトにより年 8 回、事業全体の進捗管理、状況把握等を行う。
2. 実行委員会運営支援
実行委員会開催のための調整・準備、ならびに実行委員会で確定した各種作業の実施。
3. 子育て応援メッセ・イベント出展団体・協賛企業等との連絡・調整
出展団体・企画等の調整、イベント運営管理等
4. 子育てガイドブック制作
子育て情報の収集・確認・制作委託先との調整等
5. 本事業全体にかかる広報活動
6. その他実行委員会運営に関する業務全般
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(イ)実行委員による「定例会」の開催 （添付資料３）
年間１０回の開催であった。各回の実行委員の参加率も高く、活発な意見交換のもと事業の推進が
できた。また、今年度から、会議内で活動紹介の時間を設けたことで、今まで以上に参加団体相互
の活動への理解が深まり、相互交流がすすんだ。次年度以降も引き続き定例会を開催し、円滑な事
業推進を図るとともに、地域の子育て力アップに繋がるよう実行委員間の意見交換等を進めていき
たい。
① 実施目的：定期的に会議を開催することで、本事業の円滑な推進を図ると同時に、実行委員相
互の活動理解・連携を図ることを目的とし開催。
② 参加対象：実行委員会参加団体、共催：浦安市施設利用振興公社
③ 実施期間：２００９年４月～２０１０年３月
④ 実施場所：浦安市市民プラザWave101
⑤ 実施回数：年間１０回
⑥ 開催内容：
1. イベントやガイドブック発行等の事業推進に関する検討・調整・決定
2. 各団体の子育て支援に関する取り組みの紹介
定例会の様子

(ウ)『子育て応援メッセ・プレイベント』の開催 （添付資料４）
９月のイベント本番を前に、当日展示活用するダンボールアート作品や掲示物を親子で作成するプ
レイベントを開催した。実行委員会で想定していた以上の参加があったことは周知広報の目的とし
ては良い結果であったが、一方で、展示作品を制作するという目的は達成できず、限られた人員に
よる運営であったため運営協力団体の負担や安全面で問題が残る結果となった。今回の反省を踏ま
え、次年度以降の実施について再検討する必要性を感じている。
① 実施目的：９月に開催する『子育て応援メッセ』の会場内で活用する展示作品・コーナーの作
成。９月のイベントの事前プロモーションを兼ねる。
② 事業名称：こどもと一緒にあそぼ
③ 実施日時：２００９年７月２９日１０時～１５時
④ 実施場所：浦安市市民プラザWave１０１ 市民ギャラリー
⑤ 参加人数：大人 167 名、子ども２４５名、計４１２名
⑥ 運営協力：浦安プレーパークの会、NPO 法人 i-net（MY 浦安）
、浦安市施設利用振興公社
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(エ)『子育て応援メッセ』の開催 （添付資料５）
今年度は「子育て・楽しもうこの瞬間！」をテーマに開催。
現役子育て世代や地域の子育てサポーター、行政、企業がそれぞれの立場から「子育て・楽しもう
この瞬間！」というテーマに即したワークショップや発表、ブース出展等を行うこと企画を展開す
ることで、このイベントの開催を通じて、子育て情報の提供、サポーターとの交流、子育て世代同
士の交流などを促します。
① 実施目的：市民団体、行政、企業と立場の異なる子育てサポーターが、同じ場所に集まり、そ
れぞれの立場から子育てを応援する企画を展開することで、子育て世代の育児不安･負担を軽
減すると同時に、この場を通じてそれぞれの子育てネットワークが広がり、浦安が「もっと子
どもを産み育てやすいまち」となることを目指して実施しています。
② 事業名称：子育て情報発信基地 子育て応援メッセ２００９
③ 実施日時：２００９年９月２６日（土）１１時～１８時
④ 実施場所：浦安市市民プラザWave１０１ 全施設
⑤ 参加対象：妊婦・未就園児を子育て中の市民・転入予定者、子育て支援関係者等
⑥ 参加料金：大人１名５００円・こども無料
⑦ 参加者数：１２４４名（成人男性１６４名・成人女性４９１名・子ども５８９名）
⑧ 実施企画：子育て応援講演会・各種団体企業による出展ブース、各種団体・企業による情報掲
示、ワークショップ、飲食コーナー、ファミリーライブ、託児等
⑨ 出展団体：５１団体
⑩ 協賛団体：３０団体・企業
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(オ)『子育て応援メッセ』における「自主企画」の開催
子育て応援メッセにおいては、実行委員会主導の運営ではなく、場の提供を行うことで多彩な支援
サービス・支援者を紹介する機会を提供しているが、その中においても、実行委員会でも自主企画
の出展をすることで、実行委員として子育て世代に伝えたいこと、提供したいことを形にした。
今年度は、昨年度からの引き続きである父親の育児参加を推進するための「パパトーク」
、子育て
世代を応援する「ファミリー・コンサート」
、障害児・健常児がともに活動する「チャレンジド・
ミュージカル」の活動発表を通じたノーマライゼイションの普及、来場者向け一時預かりの４つの
企画を行った。
① 隣のパパはどうしてる？パパの子育てトーク
1. 実施概要：進行係１名、現役パパ２名、現役ママ１名が登壇し、日頃の父親の育児参加の
状況や課題についてトークを繰り広げる。
2. 運営協力：家族・子育て相談室ゆずり葉、エキスト
ラルシャイン、うみ・まち・デザイン

② 虹の会・歌のファミリー・コンサート
1. 実施概要：元カズンのボーカルが主宰する音楽グループによる歌のコンサート
2. 運営協力：浦安市施設利用振興公社

③ チャレンジド・ミュージカル活動発表
1. 実施概要：市川市で活動する障害児・健常児によるミュージカル活動の紹介
2. 運営協力：中核支援センターがじゅまる・浦安市障
害児・者総合相談センター・みんなのおうち

④ 来場者向け一時預かりの実施
1. 実施概要：来場者のための子どもの一時預かりを実施
2. 運営協力：保育サークルちゃちゃちゃ

6/9

(カ)『子育て応援メッセ』における「アンケート」の実施 （添付資料６）
子育て応援メッセ来場者を対象に、記入式のアンケートを実
施。回答者にはハズレなしの三角くじに参加してもらうなど
し回収率アップに努めた結果２９６通の回答を得る。
子育て世代の現状や、ニーズを把握し、その結果を次年度以
降の検討材料として活かすことができた。

① 実施目的：子育て応援メッセの取り組みを、子育て世代のニーズ・現状の把握することでより
よい活動とするため
② 実施日時：２００９年９月２６日（土）１２時～１８時
③ 実施方法：イベント会場内にアンケートコーナを設置し、その場でアンケートに回答・回収。
参加者はハズレなしの三角クジに参加できる。
④ 実施内容：以下の４項目について質問
1. 子育て応援メッセ・イベント全体について
2. 今年のテーマ「子育てを楽しもう この瞬間！」にちなんで
3. パパの子育てについて
4. 自分の時間について
⑤ 運営協力：うみ・まち・デザイン・東京学館インターアクト部
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(キ)『子育てガイドブック２０１０』の制作・発行 （添付資料７）
９月に実施した子育て応援メッセ当日集まった情報を基に浦安の子育て情報をまとめて紹介。民間
企業や団体による支援サービスも紹介することで幅広い子育て情報の発信を行うことができた。広
告出稿を受け付けることで協賛金を制作費の一部に充当することができ、より多くの部数が発行で
きた。
（特に今年度は協賛企業の費用負担により２０００部の増刷もあったため昨年の倍の発行部
数となった）
① 実施目的：９月に実施した子育て応援メッセの概要を紹介することで本事業の周知をすると同
時に、当日集まった情報を基に浦安の子育て情報をまとめて紹介した冊子とし、市内で配布す
ることで、当日参加できなかった方にも情報を届けることができ、情報の提供により子育て世
代の育児不安軽減を図る。
② 媒体概要：
1. 名
称：子育てガイドブック２０１０
2. 体
裁：A５サイズ・７６ページ・一部カラー
3. 主な内容：子育て応援メッセ紹介・子育てサロン・保育園・幼稚園・サークル・子育て相
談等
4. 発行時期：２０１０年３月１日
5. 発行部数：４０００部
③ 配布方法：市内子育て支援施設にて無償配布
④ 制作協力：ＮＰＯ法人i-net
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3. 事業実施スケジュール
全体

対外調整

備考

4/16 第 1 回
役員・予算・事業計画
応募ガイドの確認・決定
出展＆協賛募集方針

実施概要書配布
後援申請
4/16 応募ガイド完成
4/20 応募ガイド配布
応募ガイド受付開始

予算書
事業計画書
実施概要書
実行委員募集

出展団体
協賛募集開始

5/21 第２回
実行委員会企画決定
広報協力先調整
（3 役+事務局で企画選定）
6/04 第３回
6/18 第４回
応募企画の確定
実行委員企画検討
各団体の企画確定
7/16 第５回
実行委員企画検討
ガイドブック検討

5/31 企画応募〆
協賛依頼
広報うらやす掲載依頼
広報ツール手配
6/11 企画選定結果通知
パンフレット制作開始
6/18 出展説明会実施
6/20 プレ企画告知
6/30 企画詳細〆
7/1 サークル・幼保・教室
等情報提供依頼
7/15 告知協力・協賛依頼
-医師会・子育て支援施等
7/15 ミニコミ誌依頼
－企画別・出展団体
ガイドブック広告募集
8/1 ミニコミ誌掲載依頼
8/1 広報うらやす依頼

出展募集
協賛募集
ポスター手配

平成
２１年
４月

５月

実行委員会

実行委員募集

実施概要確定
６月

一般告知開始

７月

7/28 プレ企画実施
８月
9/01 前売開始
9/25 設営
9/26 メッセ開催
９月

9/3 第６回
当日スケ ジ ュー ル ・レ イ アウ ト 案検討
アンケート実施方法検討
当日・準備の役割確認
9/17 第７回
当日の役割分担最終確認
レイアウト最終確認

パンフ手配

パンフ配布

前売り券手配

前売り券販売開始
協力者等への招待状発送
当日スタッフの手配

10/15 第８回
メッセ反省会
アンケート報告
11/19 第９回
ガイドブック制作検討

１０月

１１月
１２月
平成
２１年
１月

ミニコミ誌依頼（ガイド）

ガイドブック配布依頼

２月

３月

ガイドブック発行
事業報告作成

3/11 第１０回
21 年度実施報告
22 年度検討

ガイドブック配布
後援行事実施報告提出
事業報告書提出
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収支報告書
事業報告書

