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特定非営利活動法人 子育て支援 ぽけっと 

Ⅰ 事業の実施方針 

設立 9 期目にあたり、法人としての組織基盤の強化及び、情報発信や団体の

情報開示（ＨＰ・ブログ・ＣＡＮＰＡＮなど）だけでなく、諸団体との事業の

協働やネットワークづくりを積極的行い、受益者と特に支援者の拡大を目指す。 

また、前期より新たな事業として、ぽけっと子育て支援ワーカーの育成を本格

始動し、行政の養育支援事業などに育成されたワーカーが参画したが、自主事

業として地域の子育て世帯に対して、効果的な支援を始動させる。 

特定非営利活動に係わる事業については、行政より男女共同参画事業の委託を

受け、こどもの育ちを支える事業「松原こども探検隊」のシリーズとして、男

女共同参画推進の視点にたった防災探検隊の実施を行う。 

また、安全安心な食(地産地消）親子クッキング（全 2 回）を開催する。 

前年度より行政との協働事業・委託事業として実施しているが、次年度以降も

継続事業として開催できるよう、ニーズに応え開催し、その結果をまた啓発し

ていくことにも重点をおいて取り組む。 

 

広場事業では、阿保地区福祉委員会との方針の違いから、前年度 12 月より、

月 2 回開催されていた広場が中止になった。今年度は、他地域の地区福祉委員

会へ、出前広場の広報をさらに積極的に行い、開催地域を増やし、月 1 回の出

前広場の開催を目指す。 

また、助成金事業ではいずみ市民生協と松原社会福祉協議会と当法人の 3 団

体協働でそれぞれの専門性や強みを活かした「乳幼児の子育て・食育を通して、

虐待予防を!テーマ型の子育ての広場」を月 2 回以上開催する。3 団体の子育て

支援者のスキルアップの研修や会議を執り行い、地域の子育て力の向上をめざ

す。 

 

一時保育事業においては、親の就労形態のニーズに柔軟に答え、土日祝日の

一時預かりなど積極的に広報してきた結果、受益者も増え、身近に頼れる場所

があるということからの育児不安の解消や、親の社会参加のきっかけとなって

いる。様々な状況における緊急時の SOS に対応する緊急 SOS の受容を拡大して

いく。また、今年度も必要機関(行政）への橋渡しを行い連携をとり、地域の親

子にとって最善の環境に結びつくように活動を実施する。前年度より生後 75 日

から乳児の受け入れも増え、専門職（保育士・看護師・管理栄養士など）のボ

ランティアスタッフの拡充に努める。 

 

行政からの一時保育派遣調整業務（受諾事業）も 5 期目となり、地域支援者



 

（保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）とのつながりを構築もできてきたが、地域支援者のライフステ

ージ（孫が生まれる…就職するなど）の変化により減少したが、新しい地域子

育て支援者の育成・増員に取り組む。今年度も 2 歳児、2 歳 6 ヶ月の歯科健診へ

の派遣も実施。母親の健診時の負担の軽減と、現場専門スタッフからも負担軽

減になり専門的な支援を提供できるようボランティア間の連携をとれるように

チームの強化をはかる。 

 

子ども自身の生きる力の再生、家庭の子育て力の再生、子どもと家族を支え

る地域の力の再生を目指し、活動を実施する。前年度は、住友ゴム CSR 基金助

成事業が決定し、身近に利用でき孤立した親を支える為の子育て支援充実の為

の支援者養成事業として、効果的な子育て支援のスキルを備えた、ぽけっとワ

ーカーの育成を行い、さらに地域の子育て課題の解決へ取り組んだが今年度も

さらにスキルアップと実際の支援活動を展開していく。 

 

また、こどもの育ちを支える事業では、男女共同参画推進事業を受諾し前年度

は「防災探検隊」を実施したが、引き続き第 4 回松原こども探検隊 防災探検

隊②として地域の機関や市民の参画を募り実施する。 

 

法人スタッフの子育ての専門性の向上と事務局の NPO の専門性のスキルアッ

プとして、法人の運営と、市内の中間支援センターにおける、ＮＰＯの相談業

務を受諾し地域のＮＰＯ活動の活性を目指す。 

 

様々な事業をとおして市民活動団体との協力関係を構築し、子どもの育ちを支

え、だれもが輝くまちづくりに邁進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 事業の実施に関する事項 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

(1) 一時保育事業 

①事業所における一時保育事業 

【内   容】 育児疲れのリフレッシュ、急な冠婚葬祭、幼稚園・学校行

事の際、乳幼児の一時保育を行う。専門職（保育士、看護

士、管理栄養士）などによる育児相談を随時行う。 

【実 施 場 所】 大阪府松原市阿保 2 丁目 43 番の 2  

【実 施 日 時】 通年 午前 8：30～18：30（日曜日・祝日も含む） 

【事業の対象者】 就学前の乳幼児とその保護者 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

②事業所外における一時保育事業 

【内   容】 講演会、研修会などの会場いおいて一時保育を行う 

【実 施 場 所】 大阪府下の講演・研修会場 

【実 施 日 時】 依頼を頂いた日時 （年 5 回程度） 

【事業の対象者】 講演会、研修会に参加する保護者の乳幼児 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

(2) 親子が気軽に集える広場事業 

  （出前ぽけっと広場） 

【内   容】 乳幼児とその保護者が気軽に集い交流を図り、語り合って 

子育ての不安を解消する場を地域福祉委員と連携をとり提供す

る事業。手作り絵本や親子クッキングなどを実施の他、絵本読み聞

かせ、エプロンシアター、小麦粉粘土、みそづくりなども実施して

いく。また専門職（保育士、管理栄養士など）による育児相談や子

育て講座などを行う。 

 

【実 施 場 所】 地域の公民館や集会所 

【実 施 日 時】 依頼を頂いた日時 （年 12 回程度） 

【事業の対象者】 乳幼児とその保護者 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

 

 

 



 

(3) 育児講座事業 

              （食育実践講座） 

【内   容】 安全安心な食を選択し、自己肯定感を育む季節の野菜を使

った親子クッキングの開催 

【実 施 場 所】 行政機関調理室 

【実 施 日 時】 6 月 1 月 

【事業の対象者】 児童期の子どもと保護者 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

 

(4) 子どもの育ちを支える事業（松原市より受諾事業） 

【内   容】 男女共同参画推進事業 高齢者・男性・こどもの男女共同

参画に視点に防災を取り入れこども探検隊の実施（8 月下

旬）そのための、ボランティアの育成、ルート行程作成会

議などを、地域団体と開催までに 5 回実施。 

【実 施 場 所】 男女共同参画センター 「はーとビュー」  

          阪南大学南キャンパス 

【実 施 日 時】 4 月 1 日～11 月末日  

こども探検隊の実施は 8 月下旬 

【事業の対象者】 児童期の子どもと保護者 地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  

地域支援者 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

 

(5) 保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣調整業務（松原市より受諾事業） 

【内   容】 行政主催の保育付き講座、歯科健診への保育ボランティア

派遣調整及び研修会の実施 

保育実施の際の設営 開催を行う。 

【実 施 場 所】 市役所及び公民館、保健センターなどの行政関連施設 

【実 施 日 時】 派遣調整業務（4 月～3 月）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修 2 回  

【事業の対象者】 講座参加する親子と、歯科健診を受ける親子 

保育ボランティア 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

(6) NPO 設立相談事業（市民活動支援事業） 

【内   容】 NPO 設立にまつわる相談や市民活動の活性化のための交流



 

事業・相談事業の実施 

【実 施 場 所】 松原市民活動サポートサロン 

      松原市役所会議室 

【実 施 日 時】 会議：毎月１回  

          設立相談：随時 

【事業の対象者】 NPO 法人の設立を考えている個人や団体 

市民活動に参画しようとする個人 

【収   入】 活動予算書 注記の通り 

【支   出】 活動予算書 注記の通り 

 

 

 

 

 ２ その他の事業 

事業予定なし 

 


