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特定非営利活動法人ほっぺについて

About NPO Hoppe

2016

2017

2018

2019

2020

任意団体「子育て交流の広場ほっぺ」として発足

年間利用者数のべ7000人

NPO法人として活動を開始

ＷＡＭ助成（社会福祉振興助成事業）を受託

2021 ＷＡＭ助成（社会福祉振興助成事業）を受託決定

第１回・２回「ほっぺのわくわくカーニバル」開催

第3回「ほっぺのわくわくカーニバル」開催

年間利用者数のべ8000人

ほっぺの歩み

保育２人で立ち上げた任意団体でしたが、
利用者である母親たちがスタッフとして
加わりNPO法人へと組織化。
現在は、関連企業や地域の方 に々支えられ、
活動をつづけています。2020年度にWAM
助成団体として選ばれました。

Pickup！

すべての母親が
産んでよかったと
思える地域社会に
なるように

親子のための
居場所づくり

イベント

託児

母親支援

子育て
講演

すべての母親に対し「いつ来てもいいんです。いつ来ても誰かがいるんです。
いつでもほっぺでお待ちしています。」をモットーに、いつでもだれでもが「ほっ」と
できる温かい居場所を作り、すべての母親が「産んでよかった」と思える地域社会
の実現に寄与することを目的として活動しています。

Our 
Goal



コロナ禍での対応

With COVID-19
コロナ禍での対応

新型コロナに対する対応
生活様式の変化に強いストレスを抱える母親が増加しており、2020年1月～6月に児童相談所が対応
した児童虐待は9万８千件で過去最多となりました。緊急の対応が必要な社会課題となっています。
NPO法人ほっぺとしても、緊急的に様 な々活動をおこないました。

また、拠点再開後は換気・消毒・体温測定・マスク着用などを基本とし、イベントの人数制限などを行いながら安心安全に利用していただけるよう環境を整えました。

神戸新聞に
オンラインひろばの
様子が掲載！オンラインでつながるひろばを開催

4月～５月の自粛期間に、いち早く活動をはじめたひろばです。LINEアプリで
始め、その後zoomアプリで開催しました。手遊びやうた、会話などでつながりを
感じられるようにしました。

おうちでほっぺの提案

手遊びや読み聞かせ動画や印刷して使える
塗り絵を配信するなど、おうち時間を楽しめる
コンテンツを提供しました。

みんなで歌おう

「こいのぼり」や「にじ」を歌う動画を利用者
さんに撮ってもらい、合成して合唱に。
離れていてもつながっているという気持ちを
感じてもらえるように活動しました。

★自粛期間中も活動を続けたことで地域の方に対しても「子育ての大切さ」「母親の孤立感」「子育て支援拠点の重要性」などを伝えることができました
★先にオンラインで繋がりを持ち、後に拠点への来所のハードルが下がった方がいました　★遠方へ引っ越してしまった方とも一緒に楽しめました
★スタッフのオンラインに対する知識が充実しました　

成果



コロナ禍での対応

プレパパママへの教育

柱立て１

妊娠期からの切れ目のない支援
今年度の重点施策として、妊娠中からの切れ目のない支援を打ち出しました。バブリーたまみさんの
トークライブや音声配信、広報活動などを行い、妊娠中からのつながりの重要性伝える活動を行いました。
計画していた市内中学校への訪問はコロナの影響で中止となりました。

バブリーたまみさんのトークライブ
ママ界のエンターテイナー

妊婦さん向けのチラシ配布活動

9月9日、オンラインと会場のハイブリッド講演で開催しました。
第２子を出産されたばかりのバブリーたまみさんから、産後の
リアルな気持ちや、ママが笑顔でいられる環境を作ることの
大切さを伝えていただきました。

子育て情報　音声配信の開始
子育ての“いま”や“リアル”にふれながら、
情報を共有。毎週月曜夜9時にYouTube
やInstagram IGTVによる音声で配信。
子育て世代だけでなく、地域の皆様にも
子育ての“いま”にふれていただけるよう
配信しています。

妊娠中の子育て支援拠点見学の重要性を訴えたチラシを
3500部配布しました。三木、小野市の子育て支援課や健康
福祉課、近隣地区の産婦人科などに設置を依頼しました。
このチラシ作成に際し、子育てひろば全国連絡協議会の
オンラインセミナーに2名のスタッフが参加しました。 



柱立て２

居場所づくり事業 自由来所の子育て親子の居場所づくり
通常、三木市内で開催を続けてる居場所づくりですが、新型コロナの影響で閉鎖せざるを得ない
時期もありました。しかしながら、こうした環境下でも安心して支援を受けられる居場所へのニーズも
高まっています。再開後には感染対策を十分に行った上で開催ができました。　

加佐ほっぺ
(ハートフルプラザ)

203回

青山ほっぺ
(青山公民館)

34回

コープ志染
(店舗内)

2回

コープ
三木緑が丘

0回

※コロナ前の写真です。

5323人 411人 9人

5993人

利用者数

開催数 開催数 開催数 開催数

利用者数 利用者数

のべ のべ のべ

のべ

※全拠点+その他の会場の利用者総数

緊急事態宣言下の
４・５月には閉鎖とな
りましたが、子育て
中の母親の孤立を
防ぐため、できる限
り開所しました。再
開時には多くの利用
者さんから「待って
たよ」という声をい
ただきました。

青山公民館の指針
に合わせる形での
開催となりました。
少ない人数制限を
行いながら、予約制
で開催しました。

コープこうべの方針
で少ない開催となり
ました。
再開後は、集会室で
の予約制、人数制
限ありで開催しまし
た。



柱立て２

居場所づくり事業 親子のためのひろば(小規模イベント)・ワークショップ
10組程度の小規模イベントは感染対策を行ったうえで通年通り開催しました（自粛期間中を除く）。
自粛期間中にはオンライン（zoomやLINE）でのひろばを開催したり、手遊びなどの動画を配信する
など、コロナ禍でも変わらず、親子の成長の場を提供することができました。

年間のべ　　　　　組の親子が参加しました。
特に0歳の子どもを持つ母親は家にいることも多くなりがちですが、
コロナ禍でさらにその傾向が高まっています。月2回のひろばでは
母親同士のトークタイムや母親向けの工作なども取り入れ母親が
リフレッシュできる機会を多く設けました。

開催数

開催数

開催数

19回

20回

39回

0.1さい親子

ぴよぴよほっぺ

リトミックほっぺ

よちよちほっぺ

にこにこほっぺ

1.2さい親子

2さい～親子

122

年間のべ　　　　　組の親子が参加しました。
1歳代の子どもたちは動きも活発になり、家に閉じこもる自粛生活は
子どもにとっても親にとっても、モヤモヤとした日が続きます。
月２回のひろばでは、身体を思いっきり動かせるプログラムも取り
入れ、親子で楽しみました。

年間のべ　　　　　組の親子が参加しました。
緊急事態宣言解除後、ひろばの中で最も早く再開しました。感染対策
として制限のある中でしたが、年間を通して親子で充実した保育を
受けられる環境を整えました。　　　　　　

103

306 年間のべ　　　　　組の親子が参加しました。
人数制限などの感染対策を行いながらでしたが、さまざまな親子向け
イベントを開催できました。「自然体験」は今年度初の試みでしたが、
三木市の地域性なども生かし、来年度も開催を増やしていきたいです。

174

6回
開催数

2回
開催数

音楽あそび

自然体験

10回
開催数

えいごでほっぺ9回
開催数
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2020年度 託児時間

乳幼児の日中一時預かり・託児
多くの方に利用していただくことができました。不定期のお仕事の方や通院のためなど理由は様々
ですが、今年度はコロナ禍で自粛続きの中、リフレッシュのための利用も増加傾向にありました。
ほっぺの託児の認知度も上がりつつあり、身近な存在として感じていただけるようになってきています。

575時間434時間

2020年度　託児時間

今年度は

今年度の託児の特色
コロナの影響が随所に見られました

託児の概念も変わってきたように感じられました。

自粛に疲れ、リフレッシュしたい
実家に頼れない

親の通院などに子どもを連れていけない

柱立て２

居場所づくり事業



季節行事や地域との多世代交流
例年行っている「ほっぺのわくわくカーニバル」は、中止となりましたが、コロナ禍でイベントの自粛が
相次ぐ中、何とか安全で楽しいイベントが開催できないか、試行錯誤しながら、予約制・人数制限を
設けてイベントを開催することができました。

年度前半はコロナの影響で
季節行事の開催を控えました

ハロウィン

クリスマス

フリマ ひなまつり

節分

22組
参加数

34組
参加数

30組
参加数

10組
参加数

7組
参加数

ハロウィンやクリスマスには地域のボランティアさんにもお手伝いしていただきました。
新型コロナ影響で地域との多世代交流は困難でしたが、拠点近くの老人介護施設へマスクをプレゼント
するなど、コロナ禍でもできること、コロナ禍だからこそできる交流を行いました。

柱立て２

居場所づくり事業

ハロウィン

クリスマス

節分



Activity Report
柱立て２＆社会周知活動

母親支援・社会への周知活動
コロナ禍で最も重要な活動でした。相談業務は、拠点で随時行いました。また、母親のリフレッシュ
ワークショップなどを行いました。社会への周知活動として重要な、講演活動なども少しずつですが、
増えてきました。

拠点にて随時相談を受けました。コロナ禍の影響で母親自身
のみならず、家族や環境による悩みに関する相談なども多く
ありました。今年度は三木市や小野市の行政、専門家などとも
密に連携を取り、対応できるようになってきています。今後も
連携を強めていきたいです。
また、次年度も引き続きオンライン相談もスムーズに対応できる
よう、しくみを整えていきたいです。

2020年の育児相談

レジンなどの工作、リフレッシュヨガ、座談会、カフェのお弁当
をみんなで食べる会など、母親向けのプログラムを開催しました。

母親向けプログラム

子育ての現状を伝える為に重要な活動です。ほっぺの認知度
が上がるにつれ、講演の依頼を頂くようになってきました。
次年度も、PRを積極的に行っていきたいです。

講演活動

1月29日の北播磨ソーシャルトーク「母親が産んでよかったと思える地域社会に」
にてゲストスピーカーとしてお話ししました。
北播磨地域の行政や教育に携わる方々、NPO、地域の方などに、子育ての現状や
WAMの助成事業についてお伝えしました。



コロナ禍での対応

スタッフ育成

柱立て３

子育て支援スタッフの育成・教育
専門家を招いたセミナーを実施しました。利用者と一緒に参加して学べるスタイルにし、利用者がどんな
ことで悩みを持つのか、声掛けのしかたなども同時に学べるようにしました。(年間9回）

子育てコーディネーター
「しつけってなに？」

臨床心理士
「アンガーマネジメント」

作業療法士
「動きの発達と遊び」

言語聴覚士
「子どもの発達に
あわせた関わり方」

保育士
「手遊び・ふれあい遊び」


