本当に子育てしやすい社会を目指して 10 年！
こんな活動を行っています。
子どもや子育てに

関心をもってもらう
ホームページによる普及啓発及び
サポーター宣言を集めています。

子育てを

応援する方法を考える

サポーターのみなさまから
の声を企画委員が各方面へ
届けます。

めざせ！100 万人！

セミナー・シンポジウム

を開催する

様々な業界の方を巻き込んで、子
育てしやすいにっぽんを考えます。
「子育て応援フォーラム」と題し
て各種セミナー・シンポジウムを
開催します。

企業、政府、政党などへの

提案活動を行なう

2016 年 7 月

本当に「愛をつむぐ」子ども・子育て支援を実現させる
ための財源確保を求める

緊急アピールを実施、各政党、厚生労働大臣、少子化担当大臣、
文部科学大臣、地方創生大臣に提言しました。
＜にっぽん子ども・子育て応援団の考える目標＞
すべての子どもたちが家族の愛情に育まれ、
また、子ども同士の積極的な関わり合いの中で、
そして、地域や社会の多くの大人の慈しみの中で、
心豊かに成長出来る環境を保障すること。

NEW!

セミナー、研修会などの
講師派遣をお引き受け致します！
お問い合わせ先：info@nippon-kosodate.jp

企画した人
○渥美雅子
○奥山千鶴子
○倉田 薫
○小室淑恵
◎樋口恵子
○椋野美智子
○柳澤正義
○吉田恒雄

2014 年 11 月、子ども・子育て支援新制度を円滑にスタートするため
の財源確保に関する緊急アピールを、みなさまの声とともに国会議員
に届けました。

政党や自治体、市民団体とともに

調査・研究を行なう

2009 年 7 月、2010 年 7 月、2012 年 12 月、2013 年 7 月、
2014 年 12 月、2016 年 7 月、2017 年 10 月、国政選挙の都度、
国会の各政党へ政策アンケートを実施しました。
2010 年度、2011 年度、2012 年度の 3 年間と 2015 年度、主
要自治体の子育て分野における NPO・市民活動団体との連携に
関する調査を実施、2014 年度は自治体予算調査と自治体子ども・
子育て支援事業計画策定進捗状況調査を実施しました。
2018 年度から 3 カ年計画で、自治体へのヒアリング調査と交
流会開催による第 2 期地域まるごとケア・プロジェクトを進めて
います。

地方版子ども・子育て会議の活用を

情報発信に努めます

子ども・子育て支援新制度が 2015 年 4 月に本格スタート。地
方版子ども・子育て会議での協議は事業計画の推進と点検・評価
へと移りました。
当事者の声が反映される仕組みの実現に向けては、実施主体の
地方自治体での子ども・子育て会議の活用がカギ。各種調査や
メールマガジンなどを通じた情報発信に努めます。

本当に子育てしやすい
にっぽんに変えよう！

http://nippon-kosodate.jp/
にっぽん子ども・子育て応援団事務局
info@nippon-kosodate.jp

◎ ･･･ 応援団長（共同代表）

弁護士
◎安藤哲也
NPO 法人ファザーリング・ジャパン代表理事
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事長                ◎勝間和代
経済評論家
前池田市長
        ○神津里季生
日本労働組合総連合会会長
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長              ○林文子
横浜市長
NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事長
◎堀田力
公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士
松山大学特任教授
○村木厚子
津田塾大学総合政策学部客員教授
独立行政法人成育医療研究センター名誉総長・小児科医    ○山田正人
「経産省の山田課長補佐、ただいま育休中」著者
認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長
         
（令和元年 6 月現在）
運営委員は、企画委員・事務局・各種プロジェクトチーム構成員から構成します。
事務局：松田・小原・青木・當間 ほか、多くの市民活動団体・ボランティアで支えています。

応援団ですが、応援してください。
個人の皆さま

■ サポーター宣言をお願いします

＊私はこんなコトを心がけます、こんなニッポンになってほしい、そんな声を集めています。めざせ１００万人！

■ 賛同金で支えてください

＊にっぽん子ども・子育て応援団の活動（ホームページ・各種印刷物の制作、運営経費）は
皆様の賛同金でまかなわれています。

「１人ではできない、だけど誰かがやらなくては！」というこの活動を支えてください！
個人賛同
振込先

１口 1000 円～
郵便振替口座
ゆうちょ銀行

三菱 UFJ 銀行

００１１０－７－３１８４８１／にっぽん子育て応援団

０一九店（０１９）／当座０３１８４８１／にっぽん子育て応援団

赤坂支店／普通

００２１９２４／にっぽん子育て応援団

団長 樋口惠子

子ども・子育てに関わる NPO・市民活動団体の皆さま
■ NPO・市民活動団体登録をお願いします

＊ NPO・市民活動団体登録は無料です。登録団体のリンク集に掲載します。地域や活動ジャンルの枠を超え、

メーリングリストを通じて全国の団体で意見交換をすることにより、相互理解を深め、今後のお互いの活動に役立てていきます。

＊年会費一口 50,000 円で賛助いただく企業・団体サポーターの登録もございます。（内容については下記『企業の皆さま』を参照ください）

■ 団体の活動を通して普及啓発にご協力ください。講師派遣も致します。
＊このちらしを印刷・配布協力してくださると助かります。

■「わがまちの子ども・子育て会議 M Ｌ」への参加をお待ちしています（2013 年 4 月より）
＊全国の子ども・子育て会議関係者など５０２名が参加するメーリングリスト！

詳しくは HP・メールマガジンをご覧ください。

企業の皆さま
■ サポーター企業になってください

＊企業・団体サポーターのご登録は一口 50,000 円です。

＊登録していただいた企業は、HP にてご紹介いたします。

WLB、ダイバーシティーなどがテーマの講演会を兼ねたサポー
ター限定交流会に無料でご参加いただけます。

＊応援団各種イベントや調査・研究、ちらしなどへの協賛、講師
派遣の活用などを通じて、子育てに理解ある企業のイメージをア
ピールできます。

自治体の皆さま

○令和元年6月現在でご登録いただいているサポーター企業・団体の皆さま（順不同）

資生堂
株式会社コマーム
NPO 法人わははネット
医療法人愛和会 愛和病院
日本労働組合総連合会（連合）
株式会社ポピンズ
キリン株式会社
株式会社千趣会
全日本空輸株式会社
認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク
日本アイ・ビー・エム株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
住友生命保険相互会社
住友商事株式会社
全国電力関連産業労働組合総連合（電力総連） 情報産業労働組合連合会（情報労連）
全国子育てタクシー協会
日本生命保険相互会社
（学校法人渕野学園）幼保連携認定こども園
株式会社ほっこり〜のプラス
株式会社小学館集英社プロダクション
   富士見が丘幼稚園
株式会社マザープラネット
一般社団法人日本ベビーダンス協会
第一生命保険株式会社   
   日本航空株式会社
社会保険労務士法人とうかい
  医療法人レーニエ・川田じゅん子クリニック
株式会社 Fam's                      
         株式会社ウィズチャイルド
株式会社千葉銀行           
    
株式会社ジャックス
   （＊ HP でご紹介している企業・団体サポーターのみ掲載）

■ 自治体首長のサポーター宣言を募集しています

＊自治体首長のサポーター宣言の紹介は、年更新一口 10,000 円です。
＊わが都道府県・わが区市町村こそ子育て支援に力を入れています！
という自治体首長の宣言を HP でご紹介しています。

＊自治体主催のシンポジウム・普及啓発活動へ応援団が

お手伝いできることがありましたら、ご協力いたします。

○令和元年6月現在で宣言をいただいた自治体（順不同）
大分県知事
豊中市長               岐阜県知事
総社市長
兵庫県知事            高松市長
北九州市長
東大和市長            亀岡市長
妙高市長             墨田区長
山形県知事
越谷市長               袋井市長
奈良市長        
多摩市長               広島県知事
湖西市長     
相生市長   
福生市長
浜松市長

  石川県知事
横浜市長
遠野市長
臼杵市長
文京区長
三重県知知事
               

…》事務局ボランティア募集中

…》お問い合わせ

ホームページの更新作業や、イベントの際に受付やサポーター登録の受付などを
お手伝いしてくださる方の登録を募集しています。

にっぽん子ども・子育て応援団事務局
info@nippon-kosodate.jp

