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第３号議案 第 19 年度（2022 年度）事業計画（案） 

１．子どもにやさしいまちづくりネットワーキング事業 

 

１）目的・目標 

目的：「子どもの権利条約」に則り、「子どもにやさしいまち」の実現というのが長期的な目的であるこ

とは間違いないのだが、その実現に際して1個人1団体の力では実現することはできない。故の「子どもに

やさしいまちづくりネットワーキング」事業ではあるが、コロナ禍において運営形態の変更を余儀なくされ

ている。これまでの「広める、広がる」ネットワークから「深まり、深化する」ネットワークへの昇華を事

業全体の目的とする。 

目標：団体の根幹事業としての位置づけと考えるが、事業範囲は広く人員の増強が必要と考え

る。またネットワークは「善意の集合体」とも言え、採算性が極めて低い。 

この二点を考慮し、以下のイメージ図を参照に事業の整理を今年度の目標とする。 
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【各部門について】 

◆ネットワーク事業 

前述の通り、ネットワーク事業は、当団体に限らず、どの団体も採算性が低い。事業としてこの点は改善

点と言えるが早期の改善は見込めない。会費寄付金増収の窓口機能を果たす意味でも、これまでの会員分

析、ネットワーク登録会員（法人会員と別）との関係性の再構築といった点を徹底する。 

◆こまちひろば運営 

オンライン主体となり、これまで参加し難かった方の参加はあるものの明らかに参加者数は減少している。 

これまでの「学ぶ場を提供する」形だけでは、参加者数の改善は見込めない。「学び合い楽しむ」形での

企画を検討し、新しいこまちひろばを構築することを目的とする。 

◆市民フォーラム運営 

前年度、新たな形で市民フォーラムに特化した実行委員体制を構築し、新たな人財の参加が見受けられた

点は今後も継続したい。とは言え、こまちひろばとの連動制が低かった点は反省点として残る。参加型企

画（子ども若者参加と子ども NPO センター以外の個人団体参加）を中心に 6 月には実行委員会を発足さ

せる。今年度は例年の 12 月開催ではなく、3 月開催を予定している。 

◆ツール開発普及 

前年度作成のツールに関して、より活かす手法を構築する 

 

２）事業計画 

  計画については部門ごとにまとめる。 

（1）ネットワーク事業 

法人会員とネットワーク登録会員の差別化を明確にするフライヤーの作成・・・夏頃を目安現

行の会員分析とネットワーク登録団体の種別差異の把握と共有・・・同上 

ネットワーク登録団体の困りごと＆出来ることシートの作成と共有・・・秋口に各団体が記入

できるよう準備 

 

（2）こまちひろば運営 

６月に今年度の方針会議をおこない、７月から再開できるように検討 

※大きく転換する部分なので、これまでの参加人数、内容の精査を同時に進めていく。 

 

（3）市民フォーラム企画運営 

前述の通り、今年度は3月の開催を予定（12月は日本子ども虐待防止学会ふくおか大会開催）。

６月から実行委員を立ち上げ、企画を検討していく。10回程度の実行委員会の開催は昨年度

の倍以上の時間を掛けることが出来る。年内を目途に企画を固め、2か月前にはチラシを用い

ての広報がスタート出来る体制を構築する。現時点で、昨年度子ども若者座談会から、若者

が主体的に関わりたいとの意見も出ているので、そこを活かす企画を構築する 

（4）ツール開発 

上村以外の担当を配置。現時点では佐伯氏に継続して依頼。昨年作成したツール普及に努め

る。  
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２．子どもや家庭の孤立に働きかける地域づくり事業 

２－１．里親養育支援共働事業（福岡市委託事業） 

 

１）目的・目標 

 目的： 

里親制度の普及・啓発を図るとともに、里親制度への理解を深める。 

里親・里子世帯の支援策として、里親の負担軽減につながるよう養育補助などが可能な人材の

発掘、登録を行う。里親CAFEを通して里親同士の相互交流の促進を行う。里親カレッジに里

親制度に関心のある方への参加をよびかける。 

里親委託等推進委員会を設置し、関係機関との連携を図るとともに、子どもに関わる幅広い団

体や専門家で実行委員会を構成し、事業を推進する。 

里子と実親の面会交流を安全・円滑に行うための交流支援を行う。 

 

目標： 

・里親カレッジ 4 回、新しい絆フォーラム 2 回を関連するフォスタリング機関等と連携しな

がら企画・実施、里親制度の普及啓発を行うとともに、里親制度を支える基盤づくりに生か

していく。 

・里親CAFE を 6 回開催し、アンケートや振り返りによって参加者の満足度を高める。 

・里親家庭の学習支援や交流支援を担う「里親サポーター」の開拓を進める。交流支援を円滑

に実施するための「交流支援の手引き」を作成・活用し、年度内に 5 名以上のサポーター

登録を目指す。 

 

２）事業計画 

・ファミリーシップ実行委員会の開催（年 5 回～6 回程度） 

・里親委託等推進委員会の開催（年 2 回） 

・新しい絆フォーラムの開催（年 2 回） 

・里親カレッジの開催（年 4 回） 

・里親CAFE の開催（年 6 回） 

・交流支援の実施（対応ケースはえがお館と協議） 

・「里親サポーター」の開拓・広報・研修 

・上記の取り組みを通して、関連するフォスタリング機関と連携や課題の共有を行う 
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２－２．ネクストダイアローグ・プロジェクト事業 

 

１）目的・目標 

目的： 

児童福祉施設および里親家庭で暮らす子どもたちおよび支援者のオンラインにおける「対話」

や「デジタルリテラシーの向上」を促し、子どもの権利や最善の利益の保障、ひいてはシティ

ズンシップの醸成に貢献すること 

 

目標： 

・里親養育支援・交流事業におけるオンライン交流の活用事例の創出 

・タブレットの貸し出し延べ日数：500 日 

・里親家庭等における相談支援事例：10 件 

・児童福祉施設および里親家庭を対象にしたデジタルリテラシー向上に関する研修：1 件 

 

２）事業計画 

◎オンライン対話事業 

・里親家庭等に対するタブレットの貸し出しと運用 

・オンライン環境やデジタルリテラシーの醸成を目指した里親家庭の相談支援 

・児童福祉施設および里親家庭を対象にしたデジタルリテラシー向上に関する研修事業 

◎COVID-19感染予防事業 

・COVID-19に関する情報ポータルサイト「さぽころ」の運用 

・株式会社cotreeとの協働による相談窓口の運用 

・コロナ禍における児童福祉施設および里親家庭の緊急支援 

◎他事業との連携 

・本法人の他事業（里親養育支援や子どもの権利にかかる事業）と連携した研修等 
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３．子どもの居場所づくり事業 

 

３－１．居場所人材養成事業 

 

１）目的・目標  

目的： 

子ども・若者の居場所づくりを担う人材の養成   

目標： 

・子ども・若者の居場所づくり講座、交流会の実施 参加者 50 名  

・居場所を実施する団体、グループの交流。現状把握と共有 

・子ども・若者の居場所を拡げていくための広報 オンライン、SNS の活用 

  

２）事業計画 

（1）居場所づくりを担う人材の養成  

  地域の居場所づくりを行う団体や個人の学習と交流を行う。  

・2021 年度作成「子ども・若者の居場所のつくりかた」を活用して地域や、子どもに関わ

る団体等を対象とした研修会等を行う。（3 回、福岡市からの依頼含む） 

・子ども・若者の実態を知り、居場所に関わるスタッフの適切な対応のための研修会を実施

する。（1 回）  

・「ふくおか子どもの居場所ネットワーク」会議を、新たな参加団体を募集し、7 月から奇

数月に開催。（5 回） 

  

（2）若者の居場所を拡げていくための広報・啓発活動 

居場所を利用する中高生に居場所の存在を知らせること。地域に「フリースペースてぃ～ん

ず」をはじめ、若者の居場所の必要性を知らせるための広報を行う。 

・「フリースペースてぃ～んず」のリーフレット、ポスターを作成し配布する。 

・研修会のまとめとして「子ども・若者の居場所をつづけるために（仮称）」を作成する。 

・「ふくおか子どもの居場所ネットワーク」のオンライン上のグループを立ち上げ、公開す

ると共に、意見交換、交流を行う。 

・福岡市内外の居場所の状況を把握しアンケート等を通じて実態を把握、ネットワークを拡

げる（2023 年度まで 2 か年計画）。 
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３－２．若者のぷらっとホームサポート事業（福岡市委託事業） 

 

１）目的・目標  

目的：  

 社会生活を営む上で困難を有する若者を含む、中高生を中心とした若者を支援し、若者の自

律心や社会性の醸成と健全な育成を図る。同時に居場所づくりを担う人材育成に取り組む。  

① 若者の不安や悩みの軽減を目指す 

② コミュニケーションの楽しさを提供する 

③ 若者の主体的活動の支援 

④ 不登校・ひきこもり傾向にある若者の支援 

目標： 

フリースペースてぃ～んず 平均利用者数 10 名/回  

  

２）事業計画  

中高生を中心とした居場所「フリースペースてぃ～んず」の開設 

日時：毎週日曜日 13：00～18：00  51 回 

   10 月～平日 17：00～20：00  10 回 

 

会場：レンタルスペース 学び舎 しおらぼ （事業内容によって玉川公民館） 

・青年スタッフや参加者同士が交流する場、安心して自分を表現できる場をつくる。 

・若者が自主的にやりたいと思う気持ちを尊重しながら、青年スタッフと共に体験交流活

動を企画、運営する。 

・青年スタッフ、現場責任者の採用にあたっては面談と研修を位置づける。また「子ど

も・若者の居場所づくり研修会（仮称）」への積極的参加を位置づける。  

・毎月スタッフ会議を行い、課題解決にむけて取り組みの検証を行う。  
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４．Children’s Rights Share Project（CRSP） （日本財団助成） 

～子どもの権利シェアプロジェクト～ 

 

１）目的・目標 

アドボカシーの概念を多方面に平易に伝え、権利意識の浸透を図る。また、その過程で得ら

れる人との繋がりを活用し、ともにアドボカシーの普及・実践を目指す。また、わかりやすさ

とさまざまな立場の人たちにフィットした内容で「福岡方式実践モデル（仮称）（３つの養成講

座と、子ども向けワークショップ開発）」を確立する。 

・フォーマル・インフォーマル・ピアそれぞれの分野の人たちを対象に、各分野において子ど

もの権利尊重の有用性をシェアできる人材育成のための「養成講座」を行う。 

・養成講座受講者を対象に、アドボカシー出前講座の話し手養成を行う。 

・講座の内容・資料・実施方法・動画等を集約したパッケージにし、「子どもの権利の普及」

のための平易で基礎的なシステムを構築する。 

 

２）事業計画 

(1)子ども（ピアアドボケイト）向けワークショップ 

対象：子ども、日程：8 月 29 日 

(2)子どもの権利とインフルエンサーの養成講座 

対象：フォーマルアドボケイト、インフォーマルアドボケイト 

日程：10 月 1 日～16 日 

オンライン講座、動画講座、対面講座を組み合わせて、基礎的概念から日常での実践までを網

羅した学びを実現する。また、受講者のうち希望者を対象に、同様の講座を実施するためのノ

ウハウを共有し、より広範な地域でのアドボカシーの実践を目指す。 

(3)子どもアドボカシー出前講座 

対象：官公庁、児童福祉施設、学校などの団体組織 

アドボカシーの概念を知る入り口として、様々な場所で基礎的な知識を伝える 

年間 30 回程度（予定）。 

(4)子どもの権利啓発のためのシンポジウム  

対象：一般、日程：3 月 対面型シンポジウム（予定） 

 

３）次年度への展望 

(1)人材のネットワーク構築 

国内でアドボカシーについて話す人材のネットワークを構築する。 

(2)パッケージの普及 

県内で子どもに関わる事業を行っている団体と協力し、アドボカシーを伝えるツールを共有

する。さらには全国の団体との連携につなげる。 
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５．子ども・NPO 調査研究・子ども白書編纂事業 

 

１）目的・目標 

     目的：  

 子どもの現状、NPO の実態などの調査研究を進め、子どもやNPO のニーズを把握して諸

事業に反映させるとともに、ふくおか子ども白書の作成やアドボカシー活動に資することをめ

ざす。  

  

  目標：  

①調査研究部会の開催 

 子どもアドボカシーの視点から、子ども自身の権利に関する意識や大人の子ども観などの

実態を把握して、今後のアドボカシー活動の一助とする（NPO 法人子どもアドボカシーセ

ンターと連携）。  

②子ども白書 2024 の作成に向けて 

 上記調査研究部会で子どもに関する実態調査を実施して、今後の子ども白書作成の基礎デ

ータおよび資料を蓄積する。 

  

２）事業計画 

 定期的に調査研究部会を開催して、子どもアドボカシーの視点から子ども自身の権利に関す

る意識や大人の子ども観などの実態調査を行う。また調査研究部会を組織し、子ども白書

2024 の作成に向けて基礎データ、資料等の収集を行う。 

 

 

  


