
（法人の名称：特定非営利活動法人すくすく子育てファミリー）

１  事業実施の方針

２  事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業

【ファミリーサポートセンター】

ファミリーサポート事業
(A)当該事業の実施予定日時 (D)受益対象者の範囲

(B)当該事業の実施予定場所 (E)予定人数 Remark

(C)従事者の予定人数

家庭での一時預かり (A)通年
(D)子どもを預けようとする養育者と

預かる人
サポート活動報酬

緊急預かり
(B)事業協力者（協力会員）宅または依頼者(依

頼会員)宅での乳幼児・児童預かり
(E)20人 保険料

病児預かり (C)4人らい 女性労働協会会費

通信費

(A)24時間(7日間)を1クールとして年3回
(D)子どもを預かりたい人、事業協力

者（協力会員）
外部講師料等

(B)子育て支援センター/軽井沢町中央公民館 (E)20人 100,000X2人

(C)6人くらい

(A)6月と2月 (D)ファミリーサポート会員

(B)軽井沢町中央公民館 又は事務所 (E)20人 10,000 5,000X2

(C)2人

子育て情報誌の発行 (A)各月 (D) 乳児、幼児児童、保護者、里親

HPでの情報発信 (B)軽井沢町教育機関、里親登録者 (E)500人 30,000 500枚X10円

里親だよりの配布 (C)5人

子育て支援に関する後援会 (A)年1回 (D) 子育て支援に関心のある町民

町、社協等、関係機関との共催 (B)軽井沢町教育機関/木もれ陽の里 (E)50人 10,000

(C)6人

広報・会員募集活動 (A)通年 (D) 子育て支援に関心のある町民

タウン誌、フリーペーパー、子育て情報誌への

提載

10,000

関係期間へのPR活動 (C)3人

養育者への集いの場の提供 (A)隔月 (D)0〜1才の赤ちゃんとその養育者

赤ちゃんサロン (B)事務所 (E)10組くらい 10,000

(C)2人

養育者への集いの場の提供 (A)隔月 (D)1〜3才位の子どもとその養育者

子育てサロン (B)事務所 (E)10組 10,000

(C)2人

養育者社会参加の場の提供 (A)年3回

赤ちゃんとその養育者の出張授業 (B)軽井沢町　学校3回程度

(C)2人程度

小計 1,780,000

里親事業

１、里親制度普及啓発事業
里親啓発ポスター作成、及び、配布 (A)通年 (D)一般市民向け 31,000

(B)佐久市 (E)１万人

　軽井沢町

(C)5人

FM軽井沢、FMさくだいらへのラジオ出演 (A)通年 (D)一般市民向け 2,000

(B) 佐久市 (E)１万人

　軽井沢町

(C)5人

mamamo、月刊ぷらざ、信濃毎日新聞等地元

広報誌への投稿

(A) 通年 (D) 一般市民向け 2,000

(B)東信地域 (E)１万人

(C)5人

小計 35,000

2、里親研修事業
軽井沢町役場、佐久市役所での啓発活動 (A)  通年 (D) 軽井沢町 10,000

・ 里親制度説明ポスターを掲示させてもらい、

里親の新規開拓を行う

(B)  佐久市、軽井沢町 佐久市役所職員

・ 役所職員に向けて啓発活動を行う（職員対

象の里親制度に関する説明会を行う）

(C)  5人 (E) 軽井沢町職員数約200人

佐久市職員数約700名

子育て支援団体との連携 (A)通年 (D) 長野県内の 10,000

・情報交換により、里親家庭への理解の促進を

図る

(B)長野県全域 里親支援に関する

・県内初の里親支援機関として、取り組み状況

を積極的に情報発信するとともに、関係団体と

の連携作りに努める。

(C)5人 担当課職員、

児童相談所及び、

福祉事務所職員、

民間団体職員、

長野県里親会役員等

(E)50人

ホームページ、 (A)通年 (D)一般市民、 5,000

facebook、SNSを使い里親支援に関する (B)全圏域 里親、

各情報をタイムリーに発信 (C)5人 子育て支援団体

長野県 (A)通年 (D) 県民 50,000

子どもの居場所づくりプラットフォーム参加 (B)長野県内 (E) 200人

(C)2人

(A)通年 (D)子ども支援に関係ある団体、個人 25,000

各地域での居場所づくりに参加 (B)長野県内 (E)200人

(C)2人

研修会 (A)年2回 (D)里親、会員 100,000

里親制度について (B)佐久 里親に興味がある方

(C)5人 子育て中の保護者

行政

(E)20人、50人

家庭訪問 (A)通年 (D) 里親 30,000

各家庭における、悩みや相談を受け情報収集

を行い、委託状況の把握

(B)佐久地区 (E)2人

(C)2人

小計 230,000

3、里親委託支援事業
児童福祉施設の行事参加 A) 年2回 (D)里親、里子 10,000

(B) 軽井沢学園

(C) 2人
(E)20人、10人

(A)年3回 (D)里親、里子 10,000

(B)主に児童相談所 (E)２0人、10人

(C)3人

小計 20,000

4、里親委託推進事業
各専門家の意見を元に、長野県における里親

委託推進について協議する

(A)随時 (D)長野県子ども家庭課課長、課長補

佐、佐久児童相談所長、長野県里親

会会長、佐久市福祉部子育て支援

課、子ども児童養護施設沓掛学荘施

設長、児童相談所広域支援センター

10,000

(B)軽井沢町 (E)3人

(C)6人

※望まれない妊娠の匿名相談 (A)随時、子ども支援センターが休みの日など

優先的に実施

5000

匿名で相談を受け児童相談所と連携し特別養

子縁組を促進する。

(B)佐久地区 (D) 乳児、幼児児童、保護者

(C)5人 里親

(E)0人

※子育て情報誌の発行 (A)各月 (D)0〜1才の赤ちゃんとその養育者 20,000

(B)軽井沢町教育機関 (E)10組

おひさま通信印刷、配布 　里親会登録者

里親だよりの配布 (C)5人

※養育者への集いの場の提供 (A)毎週 (D)1〜3才位の子どもとその養育者 10,000

赤ちゃんサロン (B)事務所 (E)10組

※養育者への集いの場の提供 (A)毎週 (D)乳児・保護者 10,000

子育てサロン (B)事務所 (E)60人

(C)2人

※養育者社会参加の場の提供 (A)年3回 10,000

赤ちゃんとその養育者の出張授業 (B)軽井沢町

学校3回程度

(C)2人程度

小計 65,000

里親事業　合計 350,000

ファミリーサポートセンター　総合計 2,130,000

（軽井沢学園の１２月クリスマス会、８月BBQ）

２９年度事業計画書
(２９年　　４月　　１日)から　　(３０年　　３月　　３１日)まで

今日の児童を取り巻く環境や家庭養育における現状に関心を持ってもらうことから開始し、
家庭養育、施設入所がもたらす子どもへの影響などついて啓蒙活動をする。
事務所を拠点とし、乳幼児連れの養育者に大いに利用してもらうよう工夫をする。

具体的な事業内容 事業費の予算額

里親サロンの開催

1,500,000

子育てサポート養成講習会 200,000

交流会


