
山本由美子 yumiko  yamamoto
ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめ　代表理事

1991年結婚と同時に松山へ。1993年に長男が誕生し、相談相手もなく悶々
とした子育てがスタート。育児サークルに出会い、子育て仲間に支えられ
てＮＰＯ法人化を決意。乳幼児親子の居場所づくりを使命と感じている。
現在、愛媛県子育てサポートコーディネーター、愛媛県社会教育委員　　
松山市市民活動推進委員など。

コロナ禍での新たな「挑戦」

　2021 年度も新型コロナウィルス感染症に振り回される毎日が続きました。

そんな今だからこそ、新たな「挑戦」が必要なのではないか、夢をカタチにできる

のでないかと思いました。ピンチをチャンスにできるのか！？

　精いっぱいの気持ちを込めて、企業主導型保育園へのチャレンジでした。膨大な

書類に、苦しみましたが、やればできるものです。2021 年 10 月に内定通知が届い

たのです。

　2022 年 3 月下旬「えるむの木保育園」が誕生しました。これまでの活動から学ん

だことを活かしながら、しっかり運営をしていきたいと思います。

　引き続き応援をよろしくお願いします。

活動報告2021年度
特定非営利活動法人（NPO法人）子育てネットワークえひめ
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コンセプトは
「もうひとつのお家」

地域子育て支援拠点事業

少子化・核家族化で身近に相談相手がいない方が増えていま
す。子どもとふれあう機会が少ないまま大人になり、親になっ
て先を見通した子育てが難しくなっています。そんな時代に、
子育ての「ちょっとした疑問」を気軽に話せる親子の居場所
は重要な役割を担っています。

786名888名 408名 79名 26名 1,979名 4,166名

子育てひろばくーふぁん　　松山市安城寺571-1　tel.089 (989) 0390　【開設日時】月曜～土曜　10：00～16：00（有料）　

　コロナ禍での活動でしたが、毎週火曜日にあかちゃ
ん DAY を設けたことで初めてのあかちゃんも安心して
過ごせるようになりました。３月にリニューアルし、
これからもママたちに寄り添っていきたいと思います。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

新規登録 190名 会員数 326名 感染症対策利用休止

改装工事のため休館

4月 9日～ 5月 31 日
8月 20 日～ 9月 30 日

1月 4日～ 2月 28 日

2021 年利用者実績

【施設長】松原幸子

4 月 9 日～ 5月 31 日
8月 20 日～ 9月 30 日

新規登録 158名 会員数 315名 感染症対策利用休止

子育てひろばくりっぷ　　松山市南吉田町596-2　tel.089 (994) 6922　【開設日時】月曜～土曜　10：00～16：00（有料）　　　

　コロナ禍で人数制限のある中ですが、ネット利用予約
システムも利用者の方たちに定着し、今年度も多くの方
に利用して頂けました。親子が安心安全にのびのび楽し
く過ごせるように今後も心掛けていきたいと思います。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

1,075名1,119名 626名 466名 51名 2,552名 5,889名

2021 年利用者実績

【施設長】絹笠映子

新規登録 114名 会員数 322名 感染症対策利用休止 ８月 16 日～ 10 月 18 日
１月 31 日～  ３月 21 日

子育てひろばラトル　新居浜市新須賀町2-10-7　tel.0897 (47) 6690　【開設日時】月曜～金曜　10：00～16：00（ 無料）　

　友だちづくりが苦手な保護者が増えている中で、「利
用者と利用者をつなぎ、支えあう仲間づくり」を意識し
て運営しています。今年度は、子どもの体験の場として、
年齢別のプログラムを実施しました。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

719名605名 358名 18名 12名 1,643名 3,355名

2021 年利用者実績

【施設長】亀井静

4 月 9 日～ 5月 31 日
8月 20 日～ 9月 30 日

新規登録 975名 会員数　　1,623名 感染症対策利用休止

子育てひろばToiToiToi　松山市湊町７丁目５　tel.089 (909) 4540　【開設日時】火曜～日曜　10：00～16：00（ 無料）

　入館制限の中でも多くの方に利用していただきました。
予約制プログラムを通じて、親子のふれあいや仲間づく
り、学びの場も提供することができました。今後も、安
心安全なひろばの運営に心がけていきたいと思います。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

2,907名1,860名 1,403名 713名 350名 6,778名 14,011名

2021 年利用者実績

【施設長】宮田由美

子育てひろばの活動を発信中！
HPからアクセスしてください。
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02 ひとりで抱え込まないで

専門相談員　（保健師）　玉井弓子

　対面と LINE を併用しながら相談対応を行い、保護者の方
の不安や悩みに寄り添いました。、要望の多い離乳食相談は、
動画や写真を見せてもらいながら対応し、確認したり不安の
解消に努めました。

専門相談員　（保育士）　近藤直緒美

　子どもの成長を見守りながら、ママたちの気持ちに寄り
添って、一緒に考え、ママ自身が解決策を見つけられるよう
にお手伝いができればと思います。また、コロナ禍でも安心
して利用できるよう LINE での相談、通話のできる環境にし
ました。

松山市利用者支援事業

新居浜市利用者支援事業

基本的生活習慣 発達・発育 育児方法 ママの環境 身体の心配・病気 子育てサービス

2021 年利用者実績

面接相談 484名 電話相談 100名 LINE 相談　　　753名

1,246件 520件 647件 346件 342件 431件

相
談
内
容

離乳食講座
7 回

参加親子 29 名

赤ちゃん教室
8 回

参加親子 28 名

2021 年講座開催実績

基本的生活習慣 発達・発育 育児方法 ママの環境 身体の心配・病気 子育てサービス

2021 年利用者実績

面接相談 572名 電話相談 152名 メール相談 3名 LINE 相談 82名

460件 269件 339件 207件 58件 501件

相
談
内
容

2021 年講座開催実績

Project

03 木とふれあい、木に学ぶ

木育ひろば　木音（ころん）
新居浜市新田町１丁目8-56ワクリエ新居浜
tel.070(4493) 2794　水曜～日曜　10：00～16：00（有料）　

木育推進事業

　新居浜市は住友林業発祥の地で森林が豊富な
街です。新居浜の森林を守っていくため、生活
の中に木を取り入れて欲しいとの願いで木育を
推進していく「木音 （ころん）」が誕生しました。
赤ちゃんから 3 歳くらいまでのお子さんと保護
者が楽しめます。木の心地よい音♪をたくさん
の子どもたちに伝えていきたいと思います。

えるむの木保育園
松山市安城寺町571-1
tel.089(989) 1239　https://elm.conet-ehime.or.jp/

おうちと同じように、
温かい雰囲気で、安心して過ごす

　絵本にも登場する楡（にれ）の木。「にれ」は、
英語で elm( えるむ ) と言います。
子どもたちが、えるむの木のようにすくすくと
成長することを願っています。
　「くう・ねる・あそぶ」を育てる保育を目指し
ています。

企業主導型保育事業
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　県内の関係機関とのネットワークを活用して、
相談支援体制を拡充、相談・支援、人材の育成等、
官民一体となった支援体制の構築をしました。
　女性用品の「ひめはぴセット（6,000）」を県内
のNPO団体や施設を通して配布を行いました。

愛媛県女性相談支援事業

コロナ禍で影響を受ける
女性と社会との絆・つながりを支援

Project
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にぎにぎクラブ
16 回

参加親子 108 名

よちよちクラブ
15 回

参加親子 92 名

発達相談
5 回

参加親子 38 名



2021年

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅰ経常収益

1. 受取会費
2. 受取寄付金

3. 受取補助金
愛媛県女性相談支援事業
森林環境税補助金
松山市地域子育て支援拠点事業
新居浜市地域子育て支援拠点事業
愛媛県委託事業
愛媛県感染症対応 NPO 法人活動支援事業費
NPO 法人活動助成事業
託児ルーム事業
木育ひろば木音
えるむの木保育園
4. 事業収益
玩具販売収益
協賛広告収入
保育料収益
5. 負担金収入
6. その他の収益
受取利息
雑収入
経常収益計

  593,200
1,060,053

10,536,000
　  500,000
31,537,000
18,791,300
  3,291,100
     460,621
     250,000
     991,900 
  5,100,000 
  2,705,630 

　593,200
1,060,053

74,163,551 

  3,231,248
     405,840

        9,171
76,463,063

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅱ経常費用

1. 事業費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 諸手当
　　 賞与
　　 法定福利費　　　　　　　　     
                            人件費計

（２）その他の経費
　　 給食材料費
　　 保育材料費
　　 旅費交通費
　　 通信運搬費
　　 消耗什器備品費
　　 事務用消耗品費
　　 印刷製本費　
       賃借料
　　 保険料
　　 諸謝金
　　 水道光熱費
　　 業務委託費
　　 役務費
　　 減価償却費
       支払手数料
　　 支払利息
　　　　　　　 その他の経費計

46,880,302
  2,815,990
  2,950,000
  4,482,658
　　　

20,049,597

 -1,552,455
  7,947,532
  6,425,077

57,128,950

2. 管理費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 諸手当
　　　　　　　　　　人件費計

568,464
  26,000 
　　　     594,464

（２）その他の経費
　　 事務用消耗品費
　　 修繕費
　　 賃借料　
　　 保険料
       商品仕入
　　
　　　　　　　その他の経費計

経常費用計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

　  586,000
  1,275,670 
  1,030,681
     185,922
     134,234
  
　　　

　　  12,192
   　  31,867
　　347,310
　　155,933
　1,977,123
　5,662,342
　2,671,515
　6,817,105　　　
　  　33,400
   　446,800 
   　585,008
   　294,600 
      265,095
      108,283
      606,705
        34,319

受賞歴
松山市市民活動推進表彰
教育文化・社会福祉　奨励賞
子ども若者育成・子育て支援功労者表彰
内閣府特命担当大臣賞　など

団体概要 ● 私たち子育てネットワークえひめは、愛媛の「がんばるママの応援団」として子育てに 

　やさしいまちづくり・人づくりを目指しています。

● 子どもが誕生して、親子ともに育っていく姿を地域とともに見守りたいと思っています。

● 親子にとって必要な環境は何かを共に考え、共に成長できることがＮＰＯとしての使         

　命と考えています。

【設立】 2000年9月　　【代表理事】 山本由美子　　【副代表理事】 土居久美　　【職員】 37名

収支報告

   138,580 
3,070,088
     22,580
   405,840

3,212,507 
80,985,518 

             56
        9,115 

〒791-8006　愛媛県松山市安城寺町571-1
TEL　089-917-8211　FAX　089-917-8218
【e-mail】npo@conet-ehime.or.jp
【　HP　】https://www.conet-ehime.or.jp/

特定非営利活動法人（NPO法人）子育てネットワークえひめ

事務局
事務局

「えひめのびのび子育て応援隊」

ママ目線で
子育て情報発信

子育て情報発信事業

育児に関する情報はネットでもたくさんありますが、地域の
子育て情報誌は、地域のママたちが作るのが一番！
ママ目線で情報収集。ママ目線で編集。ママ目線で発信。

Googleplay ／ Appstore で無料配信中！

⬆

愛媛県受託事業
since 2015年

　県内のイベント・施設・店舗など、子育てに関する情報
を配信しています。情報の登録・更新作業や、内容充実の
ための取材・調査など、利用者数拡大を目指し作業を行っ
ています。

　子育てファミリーにやさしいサービスを提
供している県内の店舗・施設約 2,000 件を「き
らきらナビ」で紹介しています。さらに多く
の店舗にご協力いただけるよう、拡充活動に
も力を入れています。

愛媛県域版子育て情報誌
since 2018年

　愛媛に誕生する赤ちゃんを迎える家族の
「はじめのいっぽ（ippo）」を応援します。
※愛媛県内出生数約８千 /年
※協賛広告 15 社程度あり

Project
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新居浜市子育てサービス利用者
支援事業　since 2015年

　新居浜市の施策である「制度」
や「施設」「相談窓口」などを市と
協力してわかりやすくまとめ、
子育て真っ最中の世代に届けて
います。

きらきらナビ -❷
のぼり・パネル
を制作し、イベン
ト会場で周知活動
を行いました。
・やわたはま産業まつり
・子育て応援フェスタ
　in にいはま

きらきらナビ -❶
パンフレットの
第２版を発行し、
愛媛県子育て支援
課や当団体から子
育て家庭へ配布し
ています。

ippo-❶
創刊当時から反響のある「愛
ことば」をより多くの子育
て中の方に見てもらいたい
とスイング POP（300 枚）
を作成し、協賛企業や子育
て関連施設へ発送しました。

ippo-❷
ippo のインスタグラムを開
設し、コロナ禍でおうち時
間が長くなってしまった子
育て家庭を応援する企画を
行いました。

きらきらナビ -❸
応援隊の新規・更
新済みの登録店舗
をきらきらナビの
インスタグラムに
おすすめポイント
と合わせて紹介し
ています。

@ehime_ippo

まつやま子育て応援ブック
「まつトコ」2021

えひめ子育て応援ブック「ippo」2021

愛顔の子育て応援アプリ＆サイト
「きらきらナビ」

にいはま子育て応援ブック
「すくすく」2021

松山市補助事業
since 2014年

　松山市の施策である「制度」や
「施設」「相談窓口」などを子どもの
成長にあわせてわかりやすくまと
めています。協賛広告をいただき
発行しております。 （A５）9,000部

（A５）1,000部

（A４）15,000部

（A５）4,000部
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