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これまでも、これからも
つなげよう、支援の輪と心。
当財団は、子どもを生み育てやすい環境づくりの

一層の推進を図るため、平成8年に設立され、

以来、さまざまな方に支えられながら、

家庭と地域、企業、行政をつなぐため

多くの先駆的事業に取り組んできました。

これからも、出会いから結婚、出産、子育てまでを

トータルでサポートができる、

石川県ならではの取り組みを

積極的に展開していきます。

2	 みんなでふれあい、つながりをはぐくむ
	 しあわせのいえ

3	 出会い、結婚を応援
	 いしかわ結婚支援センター

6	 地域も企業もみんなで子育て
	 子育て支援メッセ開催事業

7	 多子世帯の必需品！
	 プレミアム･パスポート事業

10	 赤ちゃんと一緒に学校へ行こう！
	 赤ちゃん登校日／親子交流授業

12	 役立つ情報満載！
	 子どもと親のためのコミュニティ広場
	 いしかわおやコミ！.net／貸し出し&ライブラリー

13	 子どもの夢をもっともっと大きく
	 いしかわ子ども交流センター

14	 みんなで元気を分け合って
	 親支援プログラム（NPプログラム／BPプログラム）
	 育児用品リサイクルショップ
	 お孫カフェ

15	 支える／育てる
	 各種助成・支援事業
	 育児サポーター派遣事業
	 子ども･子育て支援に関する人材の育成

しあわせのいえでは、伝承料理教室
や離乳食教室といった食育企画を
はじめ、ハロウィンパーティーやクリス
マスパーティーなどの季節イベント、
ママ向けや祖父母向け講座などさま
ざまな企画・教室を開催しています。

※この施設は、平成28年3月、
　クマリフト株式会社より寄贈されました。

■開館日時
火曜日から土曜日
午前9時から午後5時まで
（祝日、年末年始を除く）
※食育ランチは火曜日から金曜日

〒923-0833 石川県小松市八幡106
TEL/FAX：(0761)47-0309

みんなでふれあい、
　　 つながりをはぐくむ

子どもから、子育て世代、祖父母世代
まで、誰もが気軽に利用でき、さまざま
なイベントを通して、多世代間のふれ
あい・つながりを育んでいます。

県内の著名人等が
結婚を応援！

「いしかわ縁結び応援隊」

子どもの結婚を応援したい親御さんのための
「結婚応援セミナー」&「良縁カフェ」

石川県で結婚を希望する方を応援するため、いしかわ
縁結び応援隊の皆さんに石川県・いしかわ結婚支援
センターの結婚支援施策の広報・PRにご協力いただい
ています。

我が子の幸せを願う親御さんのための「結婚応援セミナー」と
悩みを気軽に相談できる「良縁カフェ」を開催しています。
令和元年度は第1部「結婚応援セミナー」として『我が子の結婚

のために、いま、親ができること』と題し、NPO法人花婿学校代表
大橋清朗氏の講演を、第2部「良縁カフェ」では参加者同士の交流
や「縁結びist」への個別相談を行いました。

｢いしかわ縁結び応援隊」
委嘱状交付式を開催しました！

令和元年７月１７日、石川県住みます芸人のぶんぶんボウル、月亭方気さんや
県内のスポーツチームなど11組に「いしかわ縁結び応援隊」を委嘱しました。

⃝「縁結びist」の仲介による
　成婚者（2名）
⃝ぶんぶんボウル
⃝月亭方気
⃝ツエーゲン金沢
⃝石川ミリオンスターズ
⃝金沢武士団（サムライズ）
⃝北國銀行ハンドボール部
　Honey Bee
⃝PFUブルーキャッツ
⃝金沢学院クラブ
⃝ヴィンセドール白山

7月28日（日）	 石川県地場産業振興センター	
参加者　延べ77名
10月26日（土）	小松市民センター	
参加者　延べ58名
11月2日（土）	 能登空港ターミナルビル	
参加者　延べ33名
11月9日（土）	 JA志賀本店	
参加者　延べ38名
12月1日（日）	 白山市民交流センター	
参加者　延べ59名

「結婚応援セミナー」&「良縁カフェ」
令和元年度 開催実績

いしかわ
婚活応援
企業

縁結びist 婚カフェ
いしかわ

ときめき
婚活
スクール

婚活
イベント

若者向け
ライフプラン
セミナー

婚パス

働く方の
出会いを応援

結婚パートナーを
探したい

結婚について
相談したい

スキルアップ
したい

出会いを
求めている

早い時期から
ライフプランを考える

たくさんのお得で
結婚を祝福

いしかわ結婚支援センターは、市町や企業と連携して結婚支援を推進する拠点！
結婚を希望する独身男女に出会いの機会の提供をはじめとするさまざまな支援を行っています。

いしかわ結婚支援センター

結婚準備や新生活を応援する
石川しあわせ婚応援パスポート「婚パス」
｢婚パス｣を協賛店舗で提示すると、割引など、さまざまな特典サービスが

受けられます。

この
ステッカーが
目印

多世代交流拠点
しあわせのいえ

利用対象者
●結婚を予定しているカップル
　（1年以内に婚姻届提出予定）
　有効期限／「婚パス」発行日から1年
●新婚夫婦（婚姻届提出後1年以内）
　有効期限／婚姻届提出日から1年
※詳しくはホームページへ

協賛店舗・特典サービス
●店舗例／結婚式場、ホテル、旅館、
旅行、貸衣装、金融、住宅、買物、
飲食など

　（620店舗	平成31年3月末現在）
●特典サービス例／割引、ポイント
付与、記念品プレゼント等

婚パスの
取得は

こちらから

協賛店舗の
最新情報は
こちらから

応援隊の
情報は
こちらから

 ☎	076-255-1535
	 076-255-1544
	 https://www.i-oyacomi.net/	
	 konpass/
	 konpass@i-oyacomi.net

URL
FAX
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高校生に結婚を含めた今後の人生設計を考えてもらうセミ
ナーを開催しています。参加者にはセミナーを通じて、自分の
存在・命の大切さを知った上で、恋愛や結婚、出産、子育て、
仕事など今後実現したい人生について生徒一人ひとりに考えて
もらいます。

「若者向けライフプランセミナー」で
早い時期からライフプランを考える

婚活中の独身男女無	料

婚活のなやみは一人ひとり違うもの。
「婚カフェいしかわ」では、結婚に関するさまざまな
相談に専任の相談員がマンツーマンで対応して
います。お気軽にお問合わせください。

「婚カフェいしかわ」へようこそ

●火〜木曜日	9：30〜13：00／土曜日	9：30〜13：30（第１土曜日を除く）

●いしかわ結婚支援センター

ご相談の
流れ

相談料 対象

お問合わせ

相談日時

場所

https://www.i-oyacomi.net/kekkon/cafe/entry/
cafe@i-oyacomi.net

下記の場所でも出張相談を承ります｡（実施日は予約時にご確認ください。）
●サテライト七尾（のとしん国分センター）　●サテライト小松（いしかわ子ども交流センター	小松館）

婚活イベントの開催をサポート

「ときめき婚活スクール」では、自信を持って婚活に向き合うこと
ができるよう、様々なスキルを学びます。外見や服装といった身
だしなみや会話などでのコミュニケーションの取り方、異性の心理
など、毎回異なるテーマで講座を開催しています。令和元年度は
全６回の講座を行い、延べ239人の参加がありました。今後も、
多彩な内容で開催していきます。

「ときめき婚活スクール」でスキルUP ときめき婚活スクール
開催実績

若者向けライフプラン
セミナー 開催実績

婚活イベント 開催実績

URL

電話または
ホームページ

メールで
お問合わせ

相談日を予約 相談･アドバイス

☎ ０７６-２５５-１５０８

年度 開催回数 参加者数 カップル	
平成

17〜30年度 全196回 8,829名 866組

令和元年度 全17回 622名 77組

年度 開催回数 参加者数
平成

24〜30年度 全50回 3,167名

令和元年度 全6回 239名

年度 開催回数 参加者数
平成

27〜30年度 全9回 1,453名

令和元年度 全3回 668名

県内で独身男女を対象とした婚活イベントを企画・実施する団体等に対し、その開催費用の
助成を行うとともに、イベント情報をポータルサイトやメールマガジンに掲載するなど、広報・PRを
行っています。

いしかわ結婚支援センターポータルサイトをご利用ください。
いしかわ結婚支援センターのポー

タルサイトには市町などが主催する
県内各地のイベントのご案内など、
婚活に役立つ情報が満載です。

婚活に役立つ最新の情報をお届けします。（新着の婚活イベント、婚活スクールのご案内 など）
登録はこちらから（無料）https://www.i-oyacomi.net/kekkon/newsletter/

メールマガジン登録者募集中

いしかわ結婚支援センター　☎	076-255-1535　FAX	076-255-1544
	 https://www.i-oyacomi.net/kekkon/
	 konkatsu@i-oyacomi.net
ポータルサイト

一般社団法人 結婚・婚活応援プロジェクト（東京都港区）が主催
する「結婚・婚活応援アワード２０１９ 自治体部門」において、石川県の
結婚支援の取組が表彰され、令和元年12月5日に開催された表彰
式に、石川県から森田少子化対策監が出席しました。今後とも県・当
財団が連携して石川県の結婚支援の取組を一層推進して参ります。

※「結婚・婚活応援アワード	2019」について
　一般社団法人	結婚・婚活応援プロジェクト（代表
理事：佐藤茂（株）パートナーエージェント代表取締役
社長、２９社が参加※12/5現在）がポジティブな結婚観
を広め、少子化対策にも貢献することを目的に、他の
団体の参考となる結婚・婚活支援を行っている自治
体や企業・団体を表彰するもの。平成２８年から実施。

石川県が「結婚・婚活応援アワード２０１９ 自治体部門」を受賞

「いしかわ婚活応援企業」は、企業・団体内で結婚支援のご担当者（いしかわ企業版
しあわせアドバイザー）を選任いただき、希望する独身社員の方に、県・財団の婚活事業の
情報提供や参加の呼びかけなどを行う、社員の出会いと結婚を応援する企業・団体です。

企業・団体が社員の出会いと結婚を応援する
「いしかわ婚活応援企業」

受賞企業と｢縁結びist」の皆さん
社会福祉法人いしかわ福祉会	幼保連携型認定こども園いしかわこども園、
株式会社オトムラ、株式会社クロダハウス、株式会社サンレー、
志賀農業協同組合、株式会社スギヨ、
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	金沢支店、医療法人社団田谷会、
白山商工会議所、株式会社北國銀行、みづほ工業株式会社
縁結びist	2名	荒井宏晃、村端はるみ

令和元年度
「いしかわ婚活応援優秀企業知事表彰式」
「『縁結びist』感謝状贈呈式」
「『いしかわ婚活応援企業』認定書交付式」
を開催しました。

お問合わせ･
面談予約

「縁結びist」 活動実績

「縁結びｉｓｔ」とは、独身男女の結婚相談やお見合い
のお世話（仲人役）をボランティアでサポートするよき
理解者であり、心強い相談役です。活動開始から15年
を経過し、そのお世話による成婚数は884組（平成31年
3月末現在）と、着実に成果をあげています。

無	料（相談・登録及び年会費）
※必要書類などについてはお問合わせください。

面 談 日●毎週金曜日・土曜日
時　　間●9：30〜13：00（祝日・年末年始除く）
会　　場●いしかわ結婚支援センター

受 付 日●毎週	月〜土曜日
受付時間●9：00〜17：00（祝日・年末年始除く）
	 https://www.i-oyacomi.net/kekkon/happy/entry/
	 salon@i-oyacomi.net

●縁結びist　500人
●利用登録者（独身者）数
　南加賀198人／石川中央1,071人／
　能登中部93人／能登北部37人／
　県外85人　計1,484人
●活動実績（開始からの累計）
　お見合い設定　19,567組	
　交際に進んだ事例　6,960組
　成婚　884組	 （平成31年3月末現在）

ご利用の
流れ

相談・登録料 面談日･場所

☎ ０７６-２５５-１５０８

電話または
ホームページ

メールで
お問合わせ

面　談 登　録 お見合い 交際 ・ 成婚

「縁結びist」制度を利用してみませんか？

「縁
え ん む す び す と

結びist」が結婚に向けてサポートします

▲
面談日
を予約

下記の場所でも面談を受けることができます。（実施日は、左記問合わせ先まで）
●サテライト小松（いしかわ子ども交流センター	小松館）
●サテライト七尾（のとしん国分センター）
●サテライト輪島（石川県奥能登総合事務所）

URL
お気軽に
お問合わせ
ください

令和元年11月26日「いしかわ婚活応援優秀企業知事表彰式」 「『縁結びist』感謝状
贈呈式」 「『いしかわ婚活応援企業』認定書交付式」を開催しました。

第3回目となる表彰式では、認定企業のうち結婚支援に特に積極的に取り組み、他の
模範となる11社・団体に、谷本石川県知事から表彰状が授与されました。

また、認定書交付式では、新たに27社・団体に認定書が交付され、200社以上の皆様に
結婚支援に取り組んでいただいております。

県内の市町職員等を対象に、「いしかわ結婚支援セミナー」を市町の結婚支援の取組を促進
する目的で開催しています。
令和元年9月5日に山梨県の婚活de八ヶ岳推進委員会の皆様を講師として、受講者が独身

男女になりきり疑似体験を行う等、婚活イベントの企画作りのコツなどを学びました。

市町向け「いしかわ結婚支援セミナー」

 ☎	076-255-1535
	 076-255-1544
	 https://www.i-oyacomi.net/
	 kekkon/group/
	 konkatsu@i-oyacomi.net

お申し込み・お問合わせ

URL
FAX
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子 育 て 支 援 メ ッ セ
い し か わ 2 0 1 9恒例の人気イベント「子育て支援メッセ」。

令 和 元 年 度 も 行 楽 の 秋 の 一 日 、石 川
県産業展示館4号館（金沢市）を舞台に
開催し、およそ9,000人の家族連れで
賑わいました。

多彩な分野が大集合
「子育て支援メッセいしかわ2019」を

10月20日（日）に開催。89のＰＲブースや
イベントステージなどが設けられ、教育・
福祉・医療から食品・レジャー・金融など
多種多様な企業・団体・NPOが日頃の子育て
支援活動の紹介や情報を提供。会場では
終日さまざまな催しが繰り広げられました。

親子が楽しめる企画が目白押し
特に子どもたちに人気が高かったのが

体験型のコーナー。消防車、パトカー、白バイ
との写真撮影や、和菓子づくり、ミニプラ
ネタリウムなど、普段はなかなかできない体
験に子どもたちは歓声をあげていました。
また、ダンボール迷路も初登場。赤ちゃん
のハイハイレースも大変盛り上がり、子ども
たちの健やかな成長を喜び合いました。

一方、おとな（親）は、各種無料相談コー
ナーや、ママ向けマッサ ージ、育児用品
リサイクルショップなどに長い行列ができ
るなど大好評。

ステージでは、子どもたちのダンスや
吹奏楽の演奏なども行われ、多くの学生さん
にもご協力いただき、お楽しみ企画満載の
一日となりました。

開催実績

「子育て支援メッセ」は、子育て中の家庭を応援
するだけでなく、子育てを支援する企業や団体間の
ネットワークづくりをめざして毎年開催しています。

子育て支援メッセの詳細はこちら >>>

子育て支援メッセ開催事業

第18回 子育て支援メッセいしかわ2019
◦開催日／令和元年10月20日（日）
◦会場／石川県産業展示館	4号館（金沢市）
◦来場者数／9,000人

「子どもがたくさんいる家庭の経済的負担
を減らしたい」との思いから、全国に先駆けて
スタートしたプレミアム・パスポート（通称
プレパス）事業は、現在、協賛店数も約2,800
店舗と、多くのご協力をいただいています。

利用者
●家族それぞれで使いたい
➡プレパス交付枚数を1世帯2枚から大人の
人数分（6枚限度）まで交付可能に

　（平成23年〜）

●妊娠時からも使えるようにしてほしい
➡プレパス交付対象を第3子妊娠中からに
拡大（平成23年〜）

●もっと協賛店を増やしてほしい
➡より協賛しやすいよう協賛金を廃止
　（平成24年〜）

●対象世帯を増やしてほしい
➡プレパス交付世帯を第2子妊娠中からに
拡大（平成29年〜）

●協賛店の新しい情報を知りたい
➡プレパスLINE公式アカウントで情報発信
開始（令和元年〜）

協賛企業（店舗）
●もっと利用してほしい
➡県民どなたでも協賛店3店舗分のレシート
で応募でき、抽選で協賛店の商品がもら
える「お店めぐりキャンペーン」を実施
　（平成19年〜）

●もっとPRしてほしい
➡利用者の投票によって選ばれた協賛店を
子育てにやさしい店として表彰

　（平成18年〜）
➡プレパス商店街でネット販売可能
　（平成21年〜）
➡協賛店のイベントやセール情報をメール
マガジンで配信
　（平成23年〜）
➡協賛店を地図情報を含め検索できるサイト
「子育て便利MAP」の運用開始
　（平成23年〜／平成26年〜一部リニュー
アル）
➡｢プレパスクーポン｣システムの運用開始
　（平成31年〜）

●不正使用がないようにしてほしい
➡プレパスに使用者の写真を貼付
　（平成23年〜）

これまでの主な改善点

おむつ替えや授乳などで、誰でも利用できる「赤ちゃんの駅」設置
推進のため、施設の整備に対して助成を行っています。

赤ちゃんの駅
推進事業

｢いしかわエンゼルマーク運動｣は、子育てに役立つさまざま
なサービスを提供している企業・団体を｢いしかわエンゼル
マークの店｣として認定し、すべての子育て家庭を応援する
取り組みです。

県 内で利 用できるお 店は次 頁 の ｢ いしかわ子 育て便 利
MAP｣で確認できます。

また、この取り組みは平成28年4月1日から、全国共通展開が
始まり、平成29年4月からは全47都道府県で利用できるよう
になりました。

協力企業
（順不同）

いしかわエンゼルマーク運動

プレパスLINEでお得な情報を発信！

エンゼル・サポート事業

プレミアム・パスポート事業は、子育てを社会
全体で支えることを目的に、妊娠中の子を含めて
2人以上のお子さん(満18歳未満)がいる石川県
内のご家族を協賛企業が支援する制度です。

プレミアム・パスポート事業

プレパスの公式LINEアカウントが令和元年10月17日から
スタートしました。

プレパスLINEでは、新規協賛店情報や協賛店・事務局から
のお知らせなど、いろんな情報を発信します。

また、今使えるプレパスクーポン情報や
お店の検索もLINE画面から簡単にアクセス
できます。

現在、お友だち募集中です。

2子
世帯用

3子以上
世帯用

ますます広がる！
進化する！
多子世帯の必需品！

県民のみなさんに気軽に子育てを応援していただけるように、募金やポイント
サービスなど、協力企業がさまざまな形で寄付金を取りまとめ、「子育てにやさしい
企業推進協議会」を通じて子育て支援活動に役立てています。協力企業は随時募集
中です。

※都道府県や協賛店舗によって、対象世帯、サービス内容、店頭における本人確認方法、パスポートの形態が異なり
ますので、ご利用の際は各都道府県のホームページをご参照ください。

のと共栄信用金庫
サントリービバレッジサービス株式会社
株式会社大和
株式会社アイ・イー・パートナーズ 

イオンリテール株式会社
山成商事株式会社
アルビス株式会社
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●特典
お店ごとにさまざまな特典が用意され

ています。特典内容は、ホームページから
確認できます。
＜特典例＞
・お買い上げ金額の5％割引
・スタンプやポイントを通常の2倍進呈
・学習塾の入会金無料　　など

●利用できる店舗
スーパーやドラッグストア、飲食店はもち

ろん、住宅メーカーや銀行など、利用できる
場所がどんどん増えています。使えるお店
はホームページにて、ジャンルや現在地から
検索できます。
＜協賛店ジャンル＞
買物／飲食／アミューズメント／宿泊・温泉／
習い事／金融・保険／交通・燃料／理容・美容／
写真／清掃・クリーニング／住宅／その他

●プレパスクーポン
スマートフォンで発行されたクーポン画

面をお店に提示すると、通常のプレパス特
典とは別に、期間限定でお得な特典をご利
用いただけます。使えるクーポンはプレパス
ホームページで確認できます。

●お店めぐりキャンペーン
協賛店では、プレパスを持たない方で

も参加できるキャンペーンを実施してい
ます。期間中、協賛店のレシート3枚（異
なる3店舗で計2,000円分以上）を一口
として応募すると、抽選で協賛店の商品
などが当たります。

【対象】
石川県内にお住まいで、妊娠中の子ど
もも含めて2人以上のお子さん（満18
歳未満）をお持ちのご家庭

【交付枚数】
申請のご家族のうち、プレパスを希望す
る大人（18歳以上）の方の人数分を発
行。1世帯6枚まで。変更（無料）・再発行

（有料）もできます。

【申請方法】
申請書（市役所・町役場窓口、またはプレ
パスホームページからダウンロード）に
記入の上、住民票などの必要書類を添
えて下記のいずれかの方法で申請して
ください。
■持参の場合
◦市役所・町役場窓口
◦県庁健康福祉部少子化対策監室
◦子育てにやさしい企業推進協議会
◦いしかわ就職･定住総合サポートセンター

■郵送の場合（送料自己負担）
　〒920-8201金沢市鞍月東２丁目１番地
　子育てにやさしい企業推進協議会

プレパス申請

★協賛店のイベントやセールなどのおトクな情報
が入手できます。（登録無料）

新規協賛店の紹介・プレパスクーポン・協議会か
らのお知らせ・イベント情報などの情報が入手で
きます。

★協賛店、エンゼルマーク運動協力店、赤ちゃん
の駅など、子育て家庭に役立つ情報が掲載され
ています。

メールマガジン【毎月19日（県民育児

プレパスLINEはじめました！

子育て家庭
（利用者） プレパスでこんなに便利・おトク！

協賛企業（店舗）お申し込み
【対象】
石川県内に事業所のある企業、団体など

【協賛金】
無料

【受付】
年間を通して受付（特に申出がない限り継続）
※企業（店舗）情報や特典内容の変更も随時受付

【特典設定】
プレパスを提示された際の割引などの
特典を協賛企業（店舗）で独自に設定

【申込方法】
■ホームページからの場合

プレパス協賛募集ページの「申し込み
フォーム」より必要事項を入力の上、送信
ください。

■郵送の場合（送料自己負担）
プレパス協賛募集ページから「申込書」
をダウンロードし、必要事項を記入の
上、店舗写真を同封して下記までお送り
ください。
〒920-8201金沢市鞍月東２丁目１番地
子育てにやさしい企業推進協議会

●シンボルマーク／ステッカー
ホームページやチラシなどに「プレパス

シンボルマーク」をご利用いただき、子育
てにやさしい企業で
あることをアピール
できます。また、店
頭表示用のシンボ
ルマークステッカー
もお渡しします。

●ホームページでお店のPR
プレパスホームページの「協賛店舗から

のお知らせ」で、お店のイベントやセール、
商品情報などを、無料で掲載できます。

●赤ちゃんの駅 
　推進事業補助金

企業が「赤ちゃんの
駅（授乳やおむつ替
えなどが気軽にでき
る場所）」を新たに設
ける場合、補助金の交
付が受けられます。

いしかわ子育て便利MAP

L INEの「お友だち追加」から
「QRコード」または「ID検索」で
登録してください。

ID:@prepass

★お店のイベントやセール情報を無料でメルマガ
登録者にお知らせすることができます。

★協賛店の情報を掲載。お店がどこにあるのか、
どんな特典を提供しているのか、などを地図情報
も含めて無料で掲載します。

の日）】の配信

お友だち募集中！

子育てにやさしい企業推進協議会
（財団法人いしかわ子育て支援財団）

BABY*STATION

赤ちゃんの駅

い

しかわ子育て支

援

授乳
おむつ
替え

協賛企業
（店舗）子育てにやさしい企業でイメージアップ！
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人との関わりが薄れつつある今、お互いの気持ちを
理解し合おうとする姿勢や力（コミュニケーション力）
の育成がより一層求められています。
「赤ちゃん登校日」は、赤ちゃんらと触れあうことで、

身近な人との関わり方を再考するプログラム。
初対面となる赤ちゃんやそのお母さん・お父さんとの

ゼロからの信頼関係づくりに挑みながら、クラスメイト
や家族をはじめとする身近な人との接し方、関わる
姿勢などについて、児童・生徒に再考してもらうことが
狙いです。

令和元年度は白山市立湊小学校（5年生）で実施し
ました。

少子化や核家族化が進み、地域社会のつながり
が希薄化している中、「親子交流授業」は、高校生が
乳幼児との触れ合いや、その親との交流により命の
大切さを学ぶとともに、「次の世代を育てる意識を
持った大人」になってもらうことを目指す「親(世代)
準備授業」です。

参加のママからは「リフレッシュできた」との声も。
令和元年度はファミリーバンク（下記参照）に登録

いただいているご家族を中心とした、延べ約1,100
名の親子の協力を得て、19校2,800名の生徒が
この授業を体験しました。

白山市　湊小学校
令和元年度　5年生24名	親子17組

令和元年度 実施校 これまでの実施推移

ファミリーバンクとは、児童や生徒との交流活動（学校
授業）に、お子さんを伴って参加していただけるお母さん・
お父さん方の協力家庭グループのことです。

募集要項
◇対象　乳児～未就園児のお子さんとその保護者
※お子さんの年齢等、参加の条件は交流活動の内容により変

わります。
※活動に際しては傷害保険に加入します｡但し、来校途上の

自動車事故は、その対象に含まれませんのでご了承くだ
さい。

登録すると・・・
◇授業の実施情報が届きます。
◇募集状況を簡単に確認できるうえ、申し込みも
　ボタンひとつで簡単に。
◇マイページでご自分の参加予定や学校への
　アクセスマップも確認できます。

登録を含む

システム利用家庭は

約800家庭！
令和2年3月末現在https://www.i-oyacomi.net/familybank/

小・中・高校生との交流活動に
ママ・パパの力を貸してください！

ファミリーバンクに登録すると、各授業への
参加手続きがこんなにカンタンに！

TOPICS

登録
PC・スマホから手軽に

授業に参加
申し込み！

参加登録
（申し込み）

完了
連絡もメールで届く！

授業当日
学校へ

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

「ファミリーバンク」登録のお願い

赤ちゃんや、そのお母さん、お父さんとの交流
を通して、クラスメイトや家族等の身近な人との
関わり方や、コミュニケーションの意味について
再考を促し、子どもたちの「人間関係構築力」を
育みます。

赤ちゃんと一緒に学校へ行こう！
小・中・高校へ
行こう

高校へ
行こう

親世代を迎えるための意識を育む人間関係を築く力を育む

｢育てられる世代｣から｢育てる世代｣への転換
期を間近に迎える高校生に、乳幼児や、その親の
考えや気持ちに触れる機会を提供し、子どもや
子育てに対する関心を育み、親世代を迎える意識
の形成を図ります。

赤ちゃん登校日 親子交流授業

平成27年度 計23校 生徒3,706名 親子1,232名

平成28年度 計23校 生徒3,336名 親子1,340名

平成29年度 計25校 生徒3,827名 親子1,461名

平成30年度 計22校 生徒2,715名 親子1,142名

令和元年度 計19校 生徒2,800名 親子1,077名



いしかわ子ども交流センター

いしかわ子ども交流センター小松館

いしかわ子ども交流センター七尾館
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●財団概要
財団事業全体の概要を紹介。後援のほか、各種
申請書もここで入手できます。
事業概要／役員一覧／
各種申請書ダウンロード一覧 など

●子育て便利帳
県内の認定こども園・保育所・幼稚園などの
施設一覧を掲載した「子育て便利帳」の内容は、
このページでもご覧いただけます。（ダウン
ロードも可）
子育て便利帳／子育てナビ／支援者向け情報 など

●着ぐるみ
●トーンチャイム
●プレイバルーン
●積木セット
●子ども用調理器具
●参考図書、DVD
●大型絵本

●妊婦体験ジャケット
●乳児ケア訓練人形
●心肺蘇生訓練人形
●シャボン玉製造機
●移動式｢赤ちゃんの駅｣
　（テント）

公式Facebookページも
ご覧ください。

子どもも親も、すべての子育て家庭に毎日
を楽しく過ごしてもらうため、フェイスブック
ページでさまざまな子育て支援情報を発信し
ています。

https://www.facebook.com/
Ishikawakosodate/

イベントや講習会など
多彩なシーンで大活躍！

役立つ情報満載！	子どもと親のためのコミュニティ広場

「いしかわおやコミ！.net」が
より便利に！ より楽しく！ 使いやすく！子育て中やもうすぐ親になる人のためのコミュ

ニティサイト「おやコミ！.net」をリニューアル。
イベントカレンダー、メールマガジンの配信

などを用い、子育ち・子育てに関するさまざまな
情報を提供します。

育児教室やサークル活動、地域のイベ
ントなどに無料で貸し出します。お気軽に
ご利用ください。

また、おむつ替えや授乳を行うスペース
として、屋外のイベント会場で利用できる
テント｢移動式赤ちゃんの駅｣の貸し出し
も行っていますのでご利用ください。

いしかわおやコミ！.net

貸し出し＆ライブラリー

子育てに関するイベントやリサイ
クルショップの日程など、お役立ち
情報を紹介。

イベント情報の掲
載申し込みはホーム
ページ上からも行え
ます。

イベント情報

「いしかわおやコミ！.net」のデザ
インを一新しました。パソコンの他
にスマートフォンやタブレットからも、
快 適にご 利 用 い ただけるホーム
ぺージに！！ イベントカレンダーなど
のコンテンツも充実！ 育児情報や
不審者情報、交流やメール相談など
役立つ情報が満載です。

子育てに関するイベントやセミナー、お役立ち情報、感染症情報などをメールでお届け
しています。パソコンでもスマートフォンでもご利用いただけますので、ぜひご登録ください。

メールマガジン

イベント・セミナー・子育てに関する情報 ● 原則 毎月1回配信
感染症情報 ● 原則 毎週1回配信

金沢市犀川緑地に隣接する子ども交流
センターでは、手作りおもちゃ教室「あそ
びにコンビニ」等を体験できるほか、「わん
ぱくフェスティバル･春」など季節に応じた
イベントを開催しています。

また、プラネタリウムではアニメ番組のほか、家族でおしゃべりができる幼児向けの番組や、
星空解説などを行う一般向けの番組を投映するなど、幅広い年齢層が楽しめます。

緑豊かな都市公園（粟津公園）の一角にある
小松館では、旧尾小屋鉄道で使われていた「なか
よし鉄道」が、水・土・日・祝日運行しています。
このほか、さまざまな内容の行事や小学生を対象
とした会員制のクラブ活動、未就園児と母親を
対象とした子育て支援事業も行っています。

七尾館ではお正月や節句など季節ごとの
子どもの年中行事をはじめ、自然に親しむ
体験教室やクラブ活動を毎月開催してい
ます。地域と連携した行事や、親子が交流
する子育て支援事業、高校生との交流事業
などの活動も行っています。

また、子どもに大人気のパトカーや消防車、
ミニ新幹線に乗れる子ども向けの行事も
実施しています。

◦学校など団体利用の場合、減免があります。
※プレパス所持者は中学生以下無料
※子どもの日（5月5日）、県民育児の日（毎月19日）
は中学生以下無料

■プラネタリウム投映時間
　　（各回30〜50分程度）

■料金

ウェブサイト
https://www.i-oyacomi.net/i-kodomo/

〒923-0302 小松市符津町念佛3-1
TEL：0761（43）1075　FAX：0761（43）1076

〒921-8101金沢市法島町11-8
TEL：076（243）6501　FAX：076（243）6774

〒926-0024 七尾市古屋敷町カ10-3
TEL：0767（53）3396　FAX：0767（53）3396

大人
高校生

幼児
(３歳以上)
小・中学生

幼児
（3歳未満）

個人 400円 100円 無 料

団体
(20人以上) 350円 80円 無 料

学校行事
など − 50円 −

区分 10：00～ 11：00～ 13：00～ 14：00～ 15：30～

平日 団体 団体 団体 団体 一般 
向け

土日祝 アニメ 幼児 
向け アニメ 一般 

向け
一般 
向け

●詳しくはホームページでご確認ください。

○夏休み期間など、投映時間や番組内容が変更とな
る場合があります。ホームページまたは月行事予
定などでご確認ください。

■休館日	 月曜日＊、年末年始
	 ＊国民の祝日法に規定する休日に
	 　あたる場合はその翌日

■座席	 150席

子どもの夢をもっともっと大きく
いしかわ子ども交流センターは、遊びと学びの

一大拠点。子どもたちの健やかな育ちを応援す
るために意欲的な取り組みが進められています。
お気軽にご利用ください。

いしかわ子ども交流センターリニューア
ル

しました！！

 https://www.i-oyacomi.net/



他の
ママ･パパにも
すすめたい！！
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※原則、申し込み方法や受付期間は、開催
毎に異なります。出店規約と合わせて下記
のwebサイトで必ずご確認ください。

●開催日
　原則 毎月第4木曜日 10：30～12：00
●会場
　いしかわ総合スポーツセンター １F
　マルチパーパスルーム
　（金沢市稚日野町北222）
※会場にはベビーカーを伴って入場できます。
※会場内は土足では入れません。履き物を入れるための袋を
ご持参ください。
※駐車場もございます。混雑する場合もありますので、マナーを
守ってご利用ください。
※対象となる物品は、衣類・玩具などの子ども用品のほか、マタニ
ティー関係のものに限ります。
　（飲食品や一般日用品、家電製品は対象外）

●内容
　講　話 ｢今どきの子育て傾向と
 子どもの育ち｣
　座談会 ｢祖父母の役割、
 楽しく子育て・孫育て｣
※「いしかわまご育てガイドブック」(平成29
年10月発行)を活用します。

●参加 無料
●講師 石川県助産師会 助産師
●対象 まご育て中の方、
 まご育てに関心のある方

●０～５才のお子さんを育児中のママ･パパ
●託児付　●全6回

０～５才のお子さんを育児中の親（ママ･パパ）
を対象としたプログラム。

子育ての悩みや関心事について、参加者同士
でテーマを決めて話し合いながら、自ら問題の
解決策を見出し、子育てや自分自身について見つめ
直します。

託児付なので、ゆっくりとお話ができます。

生後2～5ヶ月の第1子を育てているママのため
のプログラム。赤ちゃんと一緒に参加します。

育児の基礎的な知識の提供だけでなく、「親子の
絆」を深め、子どもの心に「心の安定根」を育んで
もらえるよう、ママが穏やかな安定した気持ちで
いられるよう支援します。

●2～5ヵ月の第1子を育児中のママ
●赤ちゃんと一緒に参加　●全4回

※それぞれ詳しくは
NPプログラム NPJapan http://np-j.kids.coocan.jp
 Nobody's Perfect 日本センター https://ccc-npnc.org/npnc/
BPプログラム 日本BPプログラムセンター http://www.akachangakita.com

育児用品リサイクルショップ
https://www.i-oyacomi.net/recycleshop/

※開催日時や会場が変更される場合が
ありますので、詳しくはwebサイトでご確認
ください。

出店の申し込みについては、下記のweb
サイトから申し込み専用ページにアクセス
して、お手続きください。
〈受付期限〉 前月開催日の翌日～
 当該月5日の17：00まで。

出店の申し込みは
webサイトから

開催概要

みんなの声

ＮＰプログラム

ノーバディーズ・パーフェクト
NPプログラム

親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”
BPプログラム

ＢＰプログラム

みんなで元気を分け合って、
「自分の子育て」「気の合う仲間」を見つける時間

高度専門人材派遣事業
子ども・子育て支援活動を専門的な知識や知見から支援

することを目的に、最新の情報や全国的な傾向等を熟知し、
幅広い知識や技術、経験を有する専門家の方々約50名を
高度専門人材バンクに登録し、県内の団体等が行う講演会・
研修会に派遣しています。

令和元年度は県内2つの団体や企業に無料で専門家を
派遣しました。

子育て支援地域交流促進型協働事業
子育てしやすい環境づくりを推進するため、子育ち・

子育てに関する課題解決に向けた、地域グループ、NPO、
企業などが協働して取り組む活動を支援しています。

多胎家庭の育児不安解消のための活動や、各地域の
子育てを支援する団体等のネットワーク構築など、令和
元年度は計6事業を助成しました。

在宅育児家庭への支援事業
子どもの健やかな育ちには、家族や父親・母親同士の関係

が大きく影響します。そのコツはズバリコミュニケーション!
にあることは誰もがわかっているけれど、なかなかうまくいか
ないのも現実…。
「しあわせ家族のコミュニケーションレシピ」ではミニ

レクチャーやグループワークを通して、ギクシャクの原因を
振り返り、具体的対処法（レシピ）を提供。参加された9割
以上の方から「よかった！」の声を頂いています。

子育てマエストラ
「子育てマエストラ」は地域活動の指導者となる専門性

を持った人材のこと。保育士や看護師などの有資格者や
子育て支援の分野でめざましい活動実績のある方約30
名が、認定を受け活躍しています。

令和元年度は、専門性の向上を目指したフォローアップ
研修を行い地域の子育て支援力の向上を図りました。

保育士や幼稚園教諭、看護師などの
資格を持つ育児サポーター（いしかわ
結 婚・子 育て支 援 財 団 登 録 者 ）を各
事業の内容に応じて派遣します。

公益財団法人
いしかわ結婚・子育て支援財団まで
☎ 076-255-1543

わくわく子育て教室
認定こども園・保育所・幼稚園での 

育児教室のお手伝い

育児サークル支援
地域の自主的な育児サークルの

活動を支援

イベント保育室
臨時保育室を

開設する際に派遣

小児科病棟訪問
病院で過ごす子どもたちの

ために派遣

対人援助技術研修
地域の子育て支援者等を対象に、子どもや家族の抱える

課題を把握し、解決に導くために必要な技術向上を図る研修
を実施しました。3か所4回シリーズで、62名（延べ２０５名）が
参加しました。

傾聴力向上研修
地域の子育て支援者等を対象に、育児相談やカウンセ

リング等の面接技術に必要な傾聴力向上を図る技術研修
を実施しました。3回シリーズで27名（延べ71名）が参加
しました。

放課後児童支援員等研修
入所児童が増大し、ますます重要度を高めている放課

後児童クラブ。支援員の専門性を高めることを目的とした
研修や、資格を認定する研修を多数開催し、多くの支援員
が参加しました。

様々なアイデア
実現を
支援！

地域活動の
リーダーに

専門的な
知識を広める

参加者の9割以上が
「よかった！」と回答

育児サポーター派遣事業

子ども･子育て支援に関する人材の育成

保育所等嘱託医・幼稚園医等研修
小児の保健・福祉関係者のより一層の連携をめざして

毎年開催。令和元年度は子どもの人権や保育所における
事故防止と対応、発達障害(チック症)に関する講演が行わ
れました。

初対面同士でも自然に話し合えるような工夫が
されていて、子育てのスキルを学ぶだけでなく、
｢気の合う友達｣をひとりでもふたりでも見つけて
もらうことを願って実施しています。

祖父母世代の方が、最近の子育てについて学び、
互いに交流を深め、孫育て・子育て支援の不安を
解消するとともに、祖父母世代の地域の子育て
支援への参加促進を図るため、講話と座談会を
開催しています。

「大きくなったしウチの子にはもう使えないな…」
と思っても、他の家庭にとっては「欲しい！」という
モノがきっとあるはず。

資源の有効活用と育児費用の軽減、育児中の
親同士の交流を図ることを目的に開催している
のが育児用品リサイクルショップ。育児用品に
特化したフリーマーケットとして大好評です。

お問合わせ

同世代の
孫に対する思いや

日頃の思いを
聞くことができた。

今と昔の違いも
具体的に

知ることができた。

同じ世代の方々と
お話をすることで、

リフレッシュして楽しめました。

他の方の孫との関わり方や、
孫だけでなく嫁・娘との

関わり方などを知ることができた。
適度な距離感を持って、

孫に接することが
できるような気がします。

親支援プログラム

お孫カフェ

開催実績
令和元年度 6地区 参加者計61名

赤ちゃんと
過ごす時間を、
今まで以上に

大切にしようと思った。
（BP）

他のお母さんも
自分と同じ悩みを
持っていると知り、
安心できました。

（NP・BP)

子育ての仲間が
できました。
（NP・BP)

赤ちゃんがますます
かわいく思えるようになった。

（NP)

話すことが得意では
ないので不安だったけど、

ファシリテーターが
上手く取り持ってくれた。

雰囲気が良くてすぐに他の人とも
仲良くなれた。

（NP)

他の赤ちゃんと
接することが

できて良かった。
（BP）

完璧な子育ては
ないんだなと、

肩の力を抜くことができた。
（NP・BP)

4回のプログラムで
子どもの成長に

気付くことができました。
（BP）

育児用品リサイクルショップ



公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団
子育てにやさしい企業推進協議会
〒920-8201　金沢市鞍月東2丁目1番地（石川県立総合看護専門学校内）
TEL 076-255-1543　FAX 076-255-1544

おやコミトップページ

［おやコミnote］令和2年3月発行


