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NPO法人ファミリ－ステーションＲｉｎ 

平成 28年度事業計画書（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、つ

どいのひろば事業、地域交流事業、サークル支援事業を行う。 
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、新規に起ち上げる産後サポート事業の実施準備を行う。 
第１項第 1号情報収集整備提供事業として、相談事業と日進市からの委託事業「ほっとサ

ポート事業」を引き続き行う。また、第 4号養成・研修事業として、「産後サポーター養成
講座」を支援者の増員と質的向上をはかるために行う。 
にっしん子育て総合支援センター指定管理事業は、2期 10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 

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つどいのひろば 

28年 4月 

～29年 3月 

10日/月 程度開催 

当法人事務所 

Rinのおうち 

 

特定非営利活動法人 

LIBERAS 事務所  

 

他 

スタッフ 

8人 
900,000 1,278,300 

➁ランチ 

5/13、6/3、7/1 

10/7、11/11、12/2 

2/3、3/3 

➂おしゃべりカフェ 
5/18、7/7、9/16 

11/16、1/19、3/10 

➃MaRin CLUB 

28年 5月 

～29年 3月 

3回/月 開催 

➄リフレッシュイベント 随時 

➅ひろば DE託児 随時 

※当法人事務所「Rinのおうち」（以下、Rin のおうち）、※当法人スタッフ（以下、スタッフ） 

 

イ 地域交流事業 

  地域の住民の方との関係作りを図り、乳幼児親子との異世代交流の機会を設ける。 

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夏祭り 7/23 
Rinのおうち 
特定非営利活動法人 

LIBERAS 事務所 

スタッフ 

８人 

ボランティア 

10人 
40,000 83,000 

➁お月見団子づくり 未定 Rinのおうち 
スタッフ 

４人 
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➂感謝祭 3/16 Rinのおうち 
スタッフ 

８人 

➃市民活動祭・ハーモニ 

ーフェスタへの出展 

未定 

12月中 
市民会館 

スタッフ 

８人 

ウ サークル支援事業 

子育て中の親の集まりの場所を提供する他、サークル運営のサポートを行う 

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）  

居場所提供等のサークル

活動の支援 
随時 Rinのおうち 

スタッフ

1人 
75,000 0 

 

エ 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 

28年 4月 

～ 

29年 3月 

ステップハウス 

「ミモザ」 

スタッフ

1人 
1,435,661 1,260,920 

 

オ 多様な家族支援事業 産後サポート事業 （助成事業：モリコロ基金他） 

 家庭訪問型家事育児支援の実施準備としてモニター家庭への訪問他、マニュアルなどの作成を行う。 

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） 

産後サポート事業 

起ち上げ準備事業 

28年 4月 

～ 

29年 3月 

・利用者の家庭 

・Rinのおうち 

スタッフ 

８人 
1,521,750 1,521,750 

 

カ 相談事業 

乳幼児の親に限らず、子育てに関する親からの相談に応じる。  

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） 

子育て相談 
火・金曜日 

予約日 
Rinのおうち 

スタッフ 

２人 
0 120,000 

 

キ ほっとサポート事業 （委託事業：日進市） 

 子育て関連情報の収集・整理を行い、それらを子育て中の親子を対象として、3つの方法で提供する。 

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） 

①子育て支援情報発信 

 

②子育て情報紙 月刊 

「ふぁまっぷ」発行業務   

28年 4月 

～ 

29年 3月 

・Rinのおうち 

・にぎわい交流館 

・市役所 

スタッフ 

２人 

ふぁまっぷ

編集ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

1,296,000 1,296,000 

①子育て情報発信業務  

・「子育て専用ホームページ、WEB版ふぁまっぷ」の運用管理 

  ・メールマガジン「ほっとサポート News」の配信 

②子育て情報紙 月刊「ふぁまっぷ」の発行  1500部/月  
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ク 支援者養成・研修事業 （助成事業：愛知コミュニティ財団ミエルカ基金） 

産後サポーターを養成するために、子育て経験者（専門職含む）を対象に、子育て支援者のための基

礎講座とサポーターのための専門講座を開催する。 

事業内容 実施予定時期 主な場所 従事者数 収入額（円） 支出額（円） 

産後サポーター養成講座 

28年 10月 

～29年 3月 

10回開催 

岩崎公民館 
スタッフ 

８名 
420,386 420,386 

ケ にっしん子育て総合支援センター指定管理事業計画 

 事業内容 主な場所 従事者数 実施期間 収入額 支出額 

１．維持管理運営事業 

２．受託事業 

３．自主事業 

子育て総合支

援センター 

スタッフ 

９人 

28年 4月 

～ 

29年 3月 

 

 

22,437,600円 

 

 

 

22,437,600円 

 

 

（ア） 事業内容 

１． 維持管理運営事業 

  にっしん子育て総合支援センターの施設の管理 

２． 受託事業 

     （１）支援センター業務 

      ・子育て相談 

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、栄養士による専門的な子育て相談・・・月 1回  

・子育て支援に関する情報の収集と提供 

センターだよりの発行・・・月 1回 

子育て情報の閲覧と HPによる情報提供・・・随時 

・子育て支援に関する講習会等の実施 

「あそびのひろば」・・・月～金曜日の毎日 

季節行事・・・年４回 

センターまつり・・・年 1回 

         親子教室の開催・・・年 6回  

         子育て講座の開催・・・年 3回 

・子育て支援グループの育成および活動の援助 

サークル情報交換会・・・年１回 

サークル PR・HP情報提供・・・随時 

 

（２）ファミリーサポートセンター業務 

   ・会員の募集・登録等・・・年 6回 

   ・会員相互援助活動の調整・・・随時 

   ・講習会・交流会の開催 

勉強会・・・年 3回 

   ・サブリーダーとの連絡調整・・・年１１回 

・通信の発行・・・随時 

       ・関係機関との連絡調整・・・年１回程度 

・会員に対する活動報告・会計報告・・・年１回 
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（３）ほっとサポート事業 

   ・コーディネーターによる出張相談及び情報提供 

・・・保健センター年１２回・ほっとサロン月１回・子育てサークル随時  

       ・子育て講座・勉強会の開催 

ほっとサロン・・・月１回 各地域 

親支援プログラム連続講座（BPプログラム）・・・年１回 

       ・保護者向けの交流会リフレッシュイベントの開催・・・年１回（拠点合同開催） 

   ・メールマガジンの会員登録の受付・・・随時 

 

    ３．自主事業 

（１）支援センター業務 

・読み聞かせ・・・月～金の毎日 

・赤ちゃんサロン・・・毎月 2回  

・父親参加の企画・・・毎週土曜日 

・子育てミニ講座・・・年 3回 

・地域交流・・・随時 

・ボランティア・学生の受入れ・・・随時 

・リサイクル・・・年１回 

       ・サークル訪問・・・随時 

       ・子育て相談（身体計測）・・・月１～2回 

 

（２）ファミリーサポートセンター業務 

・会員相互の交流会・・・年 3回 

   ・情報交換会・・・年 2回 

  ・出張登録会および仮登録・・・随時 

  ・障がい児支援スタッフ養成講座の開催 


