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NPO 法人ファミリ－ステーションＲｉｎ 

2018 年度事業計画（案） 
 

１ 事業実施の方針 

子育て中の親子が、子育て中の不安や不便さを解消し、地域の中で豊かな親子関係を育ん

でいけるように、側面的援助を目的とした下記の事業を計画実施する。 

具体的には、当法人の定款第 5 条第１項第 2 号子どもの健全育成に関する事業として、親

子で集う場を提供するため「つどいのひろば」事業を行う。 

第１項第 1 号多様な家族支援事業については、ステップハウスの管理事業を引き続き行う

とともに、2017 年度に引き続き産後サポート事業を行う。 

第１項第 4 号養成・研修事業として、支援者の増員と質的向上をはかるために「産前産後・

子育てサポーター養成講座」を行う。 

また、にっしん子育て総合支援センター指定管理事業は、3 期 12 年目の管理運営を行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1)特定非営利活動に係る事業 

ア つどいのひろば事業  2018 年 4 月～2019 年 3 月 

乳幼児の親子を対象に、自由に親子でつどう場を設ける。利用者間の情報交換、交流の場とすると

ともに、親の学びの場やリフレッシュの機会、社会参加の機会を作る。  

事業内容  実施予定日 主な場所 従事者数 収入額（円） 支出額（円） 

➀自由利用 1～2 日/月  

Rin のおうち 

※1 

 

特定非営利活動法人 

LIBERAS 事務

所  

 

他 

スタッフ 

※2 

 

6 人 

760,000 円 745,400 円 

➁ミニイベント 2～3 日/月 

➂おしゃべりカフェ 6～7 回/年 

➃Ma-Rin CLUB 
年間 30 回 

（3 回/月）  

➄地域交流イベント 

(1) 夏祭り 

(2) リフレッシュイベント 

(3) 交流会 

 

(1)8 月下旬 

(2)4 回/年 

(3)10 月末 

➅ひろば DE 託児 随時 

➆サークル支援 随時 

➇ぼらりん企画 

(1)託児ボランティア 

(2)ぼらりんのいる日 

(1)随時 

(2)9 回/年 

➈地域活動への参加 

市民活動祭等 
随時 指定場所 

⑩つどいのひろば 

ミーティング  
年 3 回 Rin のおうち 

※１Rin のおうち：当法人事務所「Rin のおうち」、 ※２スタッフ：当法人のスタッフ 

【事業内容説明】 

➀自由利用…開所時間 10：00～15：00 は、「Rin のおうち」を「つどいのひろば」として、子育

て中の乳幼児の親子が集う場として提供する 

➁ミニイベント…開所時間内に、スタッフがミニイベントを企画実施する 

➂おしゃべりカフェ…開所時間内にカフェ形式で講師を囲んで子育てについて語る機会を設ける
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➃Ma-Rin CLUB…親子教室と、ママのための講座を交替託児で行う 

➄交流イベント 

（１）夏祭り…Rin のおうちにて、利用者や子育て中の親子を対象に実施 

（２）リフレッシュイベント…世代を問わず、参加者が没頭して参加できる講座を実施。託児有。 

（３）交流会…主に賛助会員をはじめとした支援者や利用者を対象に実施 

➅ひろば DE 託児…会員限定の一時預かりサービス 

➆サークル支援…会員限定で、Rin のおうちでのサークル活動を支援 

➇ぼらりん企画 

（１）託児ボランティア…Rin や支援センターのイベント等で託児が必要な場合に託児を実施する 

（２）「ぼらりんのいる日」…ぼらりんが主体となりつどいのひろばの運営にかかわる日 

 

イ 多様な家族支援事業 ステップハウス管理事業 

DV 被害者母子の自立支援のためにステップハウスの管理運営を行う。 

事業内容 実施予定日 主な場所 従事者数 収入額（円） 支出額（円） 

ステップハウス 

「ミモザ」の管理運営 

2018年4月 

～ 

2019年3月 

ステップハウス 

「ミモザ」 

スタッフ 

２人 
0 円 174,000 円 

 

ウ 多様な家族支援事業 産後サポート事業  

 家庭訪問型家事育児支援サービス「りんりん」を実施する。 

養育支援訪問事業については、日進市の指定管理事業としてサポーターを派遣調整する他、他市町

の訪問依頼にも対応する。支援内容の充実のために継続的なスタッフ教育を行う他、利用促進のた

めの広報活動、財政基盤整備のための活動も行う。 

 

事業内容  実施予定日 主な場所 従事者数 収入額（円） 支出額（円） 

産後サポート事業 

2018年 4月 

～ 

2019年 3月 

利用者の家庭 

Rin のおうち 

マネージャー 

３人 

サポーター

７人 

事務局１人 

1,520,000 円 2,370,000 円 

【事業内容説明】 

① 訪問型家事育児支援サービス「りんりん」 30 年 4 月～31 年 3 月 利用者の家庭、Rin 

② 産後サポート報告交流会         31 年 2 月末     にぎわい交流館   

③ ニーズ・認知度調査アンケート   2 回（6 月、2 月） Rin のおうち、子育て支援センター他 

④ケース会議   年 3 回 

⑤産サポ運営会議 月 1 回 

 

エ 支援者養成・研修事業  

子育て経験者（専門職含む）を対象に、支援者を養成するための専門講座を開催する。 

事業内容 実施予定日 主な場所 従事者数 収入額（円） 支出額（円） 

産前産後・子育てサポー

ター養成講座 

2018 年 

6 月～7 月 

にぎわい 

交流館他 
4 人 50,000 円 65,000 円 
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オ にっしん子育て総合支援センター指定管理事業 

 事業内容 主な場所 従事者数 実施期間 収入額（円） 支出額（円） 

１．維持管理運営 

２．子育て支援拠点  

３．出張ひろば 

４．ファミサポ 

５．利用者支援 

６．自主事業  

にっしん 

子育て総合 

支援センター 

スタッフ 

14 人 

2018年 4月 

～ 

2019年 3月 

29,393,800円 29,393,800円 

 

１．施設管理運営事業 

    にっしん子育て総合支援センターの施設の管理 

  

２．地域子育て支援拠点事業 

    ①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

・「あそびのひろば」・・・月～金曜日の毎日 

・季節行事・・・年５回 

    ②子育て等に関する相談、援助の実施 

     ・スタッフによる子育て相談（面談･電話）・・・月～土曜日の毎日  

・保健師または栄養士による専門的な子育て相談・・・年６回程度 

③地域の子育て関連情報の提供 

・センターだよりの発行 

・子育て情報の閲覧とHP による情報提供・・・随時 

    ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

     ・子育て講座の開催・・・年１１回 

     ・親支援プログラムの開催・・・ＢＰ連続４回講座年２回 

   ⑤養育支援訪問事業の実施 

     ・支援者による家庭訪問(家事援助等)・・・随時 

   ⑥地域支援 

・子育てサークル情報交換会・・・年１回 

・サークル PR・HP 情報提供・・・随時 

 

 ３．出張ひろばの開設 （毎週水曜日『Ｒｉｎのおうち』にて） 

・ほっとサロン・・・月２～３回 

      ・出張講座・・・月１回           

     ・子育てひろば・・月１回 

 

４．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

①会員の募集・登録その他の会員組織業務 

・登録講習会・・・年６回 

②援助活動の調整 

 ・援助依頼、事前打合せ等・・・随時 

③講習会・交流会の開催 

・勉強会・・・年３回 

・交流会・・・年３回 

④サブリーダーとの連絡調整 

・サブリーダー会・・・年１１回 

⑤広報紙の発行 

・通信の発行・・・随時 
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⑥関係機関との連絡調整 

      ・尾張地域連絡協議会情報交換会・・・年１回 

⑦会員に対する活動報告及び会計報告 

・総会・・・年１回  

⑧ひとり親家庭等の利用支援 

      ・援助活動の調整・・・随時 

 

５．利用者支援事業 

①個別のニーズに応じた子育て・子育て支援等の情報の提供及び相談支援 

・子育て支援コーディネーターによる情報提供及び相談支援 

・出張による情報提供及び相談支援 

・・・保健センター月１回・出張ひろば週１回・子育てサークル他、随時  

②関係機関との連絡・調整及び連携 

・利用者支援事業連絡会 

・養育支援調整会議 

・子育て支援ネットワーク会議 

③子育て情報の集約と発信 

・ふぁまっぷの編集及び発行・・・年４回 

・ＷＥＢ管理・更新・・・月１回 

・メールマガジンの配信・・・月３回 

④地域に展開する子育て支援資源の育成と社会資源の開発 

・子育て支援資源の育成と社会参加の機会の提供・・・月２回 

・就労支援・・・年４回 

  

  ６．地域子育て支援拠点事業における自主事業 

①読み聞かせ・・・月～金の毎日 

②赤ちゃんサロン・・・毎月２回  

③父親参加の企画・・・毎週土曜日 

④地域交流・・・随時 

⑤ボランティア・学生の受入れ・・・随時 

⑥リサイクル・・・年１回 

    ⑦子育て相談（身体計測）・・・月１～２回 

 

７．子育て援助活動支援事業における自主事業 

①おしゃべりサロン・・・年２回 

②出張登録会および仮登録・・・随時 

 

 


