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平成 29 年度 事業計画 

自 平成 29年 4月 1日 

至 平成 30年 3月 31日 

 

 

 

【事業名】子育て情報発信サイト 「あいちかすがいっこ広場」 

（１）事業内容・目的 

春日井市には 40団体以上の子育て支援団体があるが、その団体の活動情報を発信する場所がありませんでした。 

孤独育児・引きこもり育児をしている母親を救済するためにも、情報の収集と発信を行い、母親のはじめの一歩を応援する

ためにＷｅｂサイト「あいちかすがいっこ広場」で、情報の発信を行っていきます。 

（２）更新予定日時 

 平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月まで （毎月 1・10・20日に更新） 

（３）実施予定場所 

 法人事務所 

（４）従事者の予定人数 

 当法人 1名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 目標会員数 1,000 名  

（６）収益見込み額 

 0（千円） 

（７）費用見込み額  

 36,000(円) 

  管理費 3,000円×12 カ月＝36,000円 

 

【事業名】プチサミット 

（１）事業内容・目的 

 春日井市内を中心に活動する支援団体が、その他の地域やジャンルで活動している団体とつながり、意見交換ができる場づくり

 として、プチサミット（意見交換会議）を開催しています。また、支援団体同士の連携を図る環境づくりや、支援者側の困りごと

 などの共有をして、活動しやすい環境をサポートします。 

開催日時  

 第 17 回 から 第 21 回を開催予定 

（２）実施予定場所 

 大和エネルフ㈱カスタマーセンター 

（４）従事者の予定人数 

 本法人 2名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

①子育て支援情報の循環整理事業 
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 子育て支援活動を行う方、ならびに興味を持っている方 

（６）収益見込み額 

 0（円） 

（７）費用見込み額  

 0(円) 

 

 

【事業名】子育て支援者養成講座 

（１）事業内容・目的 

 この講座は現在子育てしているかどうかに関わらず、子育て支援に興味のあるすべての人を対象としています。また、学んだこと

 を現場で「実践」します。 

 修了時には「修了証」を発行していますが、この修了証が、個人の自信や社会とのつながりを強化するものにしていき、同時に 

 ボランティア不足問題の解決につなげたいです。 

 

  講座名・研修内容 講師 内容 

1回 子育て環境を知る」 
NPO法人あっとわん 

代表理事 河野 弓子氏 

社会のしくみや制度について学び、共通知識にする。昔と現在

の子育て環境の違いを知る。 

2回 「子育てについて」（予定） 

刈谷ゆめの樹保育園園

長 豊田市男性保育士

連盟会長 今津 太陽氏 

子育てについて、様々な知識を知る。 

3回 「子どもの成長」 
かすがい☆ｽｷﾝｼｯﾌﾟたいむ  

小菅 祐美氏 
子どもの心の成長や身体の成長について知る。 

4回 「子どもと社会の問題」 
コーチングマーム 

代表 三浦 真弓氏 
子どもの社会に関わる様々な問題について知る。 

5回 「救命講習」 
 

春日井市消防署 

 

心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、 

応急手当を習得。 

6回 「シミュレーション」 実行委員会 スタッフ全体ミーティングと役割分担 

7回 実践 子育て支援団体 等 
市内の子育て支援センターやサークル、 

または現場体験（ママの文化祭等）をする。 

8回 子育て支援者とは 
ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ 

代表理事 内田 朋代氏 
講座のふりかえり。修了式 修了書を発行する。 

（１）実施予定日時 

 平成 29 年 10 月から平成 30 年 2 月まで 

（３）実施予定場所 

 大和エネルフ㈱カスタマーセンター または 春日井市内の施設 

（４）従事者の予定人数 

 講師 6 名（内 3 名は会員外の外部講師） 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 子育て支援に興味のある市民 30名 

②次世代育成事業 
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（６）収益見込み額  

 500,000（円） 

  助成金等 500,000円 

  ただし、助成金獲得に至らに場合は自主開催をします。 

（７）費用見込み額 

 500,000（円） 

  託児料 30,000円/回×6回＝180,000円 

  講師謝金 20,000 円×4 名＝80,000 円 

  会場費 10,000 円/回×7 回＝70,000 円 

  人件費 1,000 円/時×3 時間×7 回＝21,000円 

        21,000円/人×5名＝105,000 円 

  消耗品費 等 65,000 円 

 

 

【事業名】～みつかる つながる ママのネットワーク～ 第 5回ママの文化祭® 

（１）事業内容・目的 

 このイベントは、～地域を巻き込み、みんなで子育て～をテーマに、ママが主役の地域が元気になるイベントです。 

 「ママ・パパ×学生×企業×子育て支援団体×地域×行政」それぞれが、必要な人とつながれる場を提供します。 

（２）実施予定日時 

 平成 30 年１月予定 

（３）実施予定場所 

 春日井市総合体育館 

（４）従事者の予定人数 

 ママの文化祭 実行委員会 50 名（平成 29 年 6 月～募集開始 8 月キックオフ） 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 春日井市内及び近郊にすむ市民 特に母親や子どもを対象 3,500 名 

（６）収益見込み額 

 3,490,000（円） 

 ・出展料 企業ブース 50,000円×30ブース＝1,500,000円 

 ・出展料 企業ミニブース 25,000円×30ブース＝750,000円 

 ・協賛企業 100,000円×5社＝500,000円 

 ・プチ協賛 5,000円×100口＝500,000円 

 ・ママブース 4,000円×60ブース＝240,000円 

（７）費用見込み額  

 2,700,000(円) 

 ・会場使用料 700,000 円 

 ・備品消耗品費 200,000 円 

 ・外注費 1,000,000 円 

 ・警備費 500,000 円 

 ・広告宣伝費 300,000 円 

③地域交流・活性化に伴うイベント事業 
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【事業名】ちょっと小さなママの文化祭® 

（１）事業内容・目的 

 開催地区は春日井市内に限らず、「ママのはじめの一歩」を助長するイベントとして、 

 「 ～みつかる つながる ママのネットワーク～ ちょっと小さなママの文化祭® 」を開催します。 

 また、地元企業とその地域で活動するサークル等の連携を図り、新たな関係を築く機会を作っています。 

（２）実施予定日時 

 年間 2 回～5 回開催予定 

（４）実施予定場所 

 未定 

（４）従事者の予定人数 

 未定 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 来場予定 300 名 

（６）収益見込み額 

 500,000（円） 

 企画料 100,000 円×5 社 

（７）費用見込み額 

 125,000（円） 

 ・業務委託費（地元支援団体に共催依頼） 25,000円×5 社 

 

【事業名】ネピア春日井ブランド化推進プロジェクト 

（１）事業内容・目的  

ネピア春日井ブランド商品を市民の方に購入してもらう。 

 前年度より、ネピア春日井ブランド化推進プロジェクトの一員となり、活動してきました。 

 今年度は、”ｎｅｐｉａ”ブランド製品を市民の方に触れていただく機会を設け、また、継続してサンプリング・広報活動を行うことで 

 春日井市内の売り上げの向上を図る。 

（２）実施予定日時 

 11月（工場見学・座談会）・3月（工場見学・座談会） 

（３）実施予定場所 

 工場見学 王子ネピア（株）名古屋工場 座談会 ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ事務所 

（４）従事者の予定人数 

 工場見学・座談会 あいちかすがいっこより 2名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

春日井市近郊に住む子育て世代者 12 名 

（6）収益見込み額 

588,800（円） 

 工場見学や商品開発部（年 2回開催） 

 ・200,000円 × １回/年 ＝200,000円 

 ※その他 あいちかすがいっこ活動拠点でのディスプレイ（通年） 

 ・32,400円 × 12ヶ月 ＝388,800円 
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（７）費用見込み額 

 0円 

 

【事業名】nepia Ｇｅｎｋｉ！サンプル配付 

（１）事業内容・目的 

 地域イベントに参加し、「ネピア」春日井ブランド化推進プロジェクトのＰＲ活動を通じて、地元ブランドを地元以外の方に知っていただ

くため。 

（２）実施予定日時 

 年間 3 回～5 回、開催予定 

（３）実施予定場所 

 愛知県下及び近郊のママ向けイベント開催地 

（４）従事者の予定人数 

  未定 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

  6 月 28 日 約 1,000人 

  6 月 29 日 約 2,000人 

 10 月 15日・16日 約 2440,000 人（2日間） 

（６）収益見込み額 

200,000（円） 

6 月 28 日 25,000（円） 

 9 月 13 日 25,000（円） 

 10 月 15・16 日 150,000（円） 

（７）費用見込み額 

46,000（円） 

 ・旅費交通費 

  6月 28日 5,000円×1回＝5,000（円）・当日搬入 

  9月 13日 2500円×2回＝5,000（円）・前日搬入 

 ・人件費 

  10月 15日・16日 5,000円×4名＝20,000円/2日間 4,000円×4名＝16,000円/2日間 

 

【事業名】4か月児健康診査サンプリング 

（１）事業内容・目的 

 春日井市子ども政策課が行う、「4か月児健康診査」において、ネピア春日井ブランド化推進プロジェクトの一環として、 

 ｎｅｐｉａ商品でもある紙オムツ「Ｇｅｎｋｉ！」のサンプリングを 4か月児健康診査受診者に向けて行います。 

（２）実施予定日時 

未定。年間 60回（予定） 

（３）実施場所 

 保健医療センター 春日井市鷹来町 1-1-1 0568-84-3060  

 保健センター 春日井市中央台 1丁目 1-7 0568-91-3755  
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（４）従事者の予定人数 

 ママスタッフ 2 名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 4か月健康診査を受信する、春日井市民の赤ちゃん 約 3000 人 

（６）収益見込み額 

 600,000（円） 

 ・事業費 10,000円×5回/月×12 ヶ月＝600,000円 

（７）費用見込み額 

 180,000（円） 

 ・人件費 3,000円×5回/月×12 カ月＝180,000円 

 

 

 

【事業名】親子広場～なないろ広場～ 

（１）事業内容 

 春日井市子育て子育ち総合支援館（げんきっ子センター）にて毎月開催される 0 歳児（～8 ヶ月まで）の教室を企画していま

す。 

（２）実施予定日時 

 未定（年間 11 回を予定） 

（３）実施予定場所 

 春日井市子育て子育ち総合支援館（げんきっ子センター） 

（４）従事者の予定人数 

 あいちかすがいっこより 1 名、  子育て支援団体より 1 名～3 名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 8 ヶ月までのお子様をお持ちの親子 約 50 組 

（６）収益見込み額  

 0（円） 

（７）費用見込み額  

 ７２０（円） 

 印刷製本費 60 円/月×12 カ月＝720 円 

 

 

【事業名】ノックノックホームサポート事業 

（１）事業内容 

 春日井市からの委託事業として、「子育て家庭訪問支援事業」を受託。 

 子ども（特に乳児）に対する虐待の防止や、母親の孤独育児からの救済として行います。 

（２）実施予定日時 

 平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月まで 

（３）実施予定場所 

 【訪問員研修】未定 

④子育て世代の交流・居場所を作る事業 

⑤母親の社会復帰を応援する事業 
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 【訪問先】春日井市内の依頼者の自宅 

（４）従事者の予定人数 

【訪問員研修】講師 5 名 

 【訪問員】最大 20 名募集 

 あいちかすがいっこより 2 名・ママスタッフ 2 名以上 20 名未満 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 春日井市内に在住する 0 歳から 6 歳の子どもを持つ母親 

（６）収益見込み額及び業務委託費 

 400,000（円） 

（７）費用見込み額 

 400,000（円） 

 研修費 20,000 円×5 講座＝100,000 円 

 訪問費 250,000 円 

 傷害保健等 50,000 円 

 

【事業名】会員獲得活動 

（１）事業内容 

 現在、ママの文化祭®にご出展いただきます企業様に対し、『出展申込み⇒ご出展⇒終了』という状態になっており、 

 継続的にその他の事業等で繋がっていません。そこで、2017年 1月１８日に開催された「第 3回ママの文化祭®」より、出展いただ

 く企業様に対しサービスを提供し、継続的な関係を築きます。 

 ◆ニーズ調査 

 業種によって、ニーズが異なりますが、「主婦目線」でのマーケティングや商品開発、また、働き方や職場環境の提案 

 など行っていきます。 

 ◆会員内容 

 企業様会員年間 30,000円をご案内 

 【会員特典】 

 ①ママの文化祭®への先行案内とブース配置の優遇 

 ②会員向けセミナーの開催 

 ③オフィシャルブログで企業紹介 

 ④会社訪問しママ目線診断やイベントレポート 

（２）実施予定日時 

 平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月まで 

（３）実施予定場所 

 内容により異なります 

（４）従事者の予定人数 

 あいちかすがいっこより 2 名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 会員企業様の消費者となりうる、あいちかすがいっこの情報提供者 
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（６）収益見込み額 

 450,000（円） 

 ・1 口 30,000 円×15 社＝450,000 円 

（７）費用見込み額 

 7,500（円） 

 ・交通費 500 円×15 社＝7500 円 

 

【事業名】大和エネルフ㈱カスタマーセンターの管理業務 

（１）事業内容 

 大和エネルフ㈱カスタマーセンター、3 階 4 階部分の貸館業務を委託されています。この売り上げは、当法人の収益になります。

 週に1度の清掃も『ママの雇用』につなげることができるよう、利用者の拡大と、法人様に向けた利用促進していき、収益向上

 につなげていきたいです。 

（２）実施予定日時 

 平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月まで 

（３）実施予定場所 

 大和エネルフ㈱カスタマーセンター 

（４）従事者の予定人数 

 あいちかすがいっこより１名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 団体登録した団体及び関係者 1,000 人 

（６）収益見込み額 

 300,000（円） 

（７）費用見込み額 

 ０（円） 

※参照 会場利用料  

 会場名 午前（9：00～12：00） 午後（12：00～17：00） 

3階 

エネルフホール 2,160円 3,240円 

社員研修スペース 1,080円 1,620円 

中会議室 1,080円 1,620円 

4階 

中ホール 1,080円 1,620円 

大会議室 1,620円 2,160円 

多目的ルーム（和室） 1,080円 1,620円 

6階 屋上パノラマｶﾞｰﾃﾞﾝ 2,160円 3,240円 

団体登録料 無料 
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（１）事業内容 

 未婚・既婚問わず、女性が生きるための力を養うために、結婚するということ・子どもができるということ・母親になるということなど 

を学生でもわかりやすく、そして「希望・期待」を持てるような後押しをする講座を開催する。 

1講座：2テーマ（90 分×2 回）×2 日間 

（２）実施予定日時 

 平成 29 年 6 月 

（３）実施予定場所 

 【講師】助産師・フィナンシャルプランナー・保育士・保健師として現役で活躍している講師  

 【会場】大和エネルフ㈱カスタマーセンター 

（４）従事者の予定人数 

【講師】各講座 1 名 

 【受講人数】最大 10名募集 

 【スタッフ】あいちかすがいっこより 1 名・ママスタッフ 1 名 

（５）受益対象者の範囲及び予定人数 

 春日井市内外問わず、女性で今後結婚出産を検討している女性 

（７）収益見込み額及び業務委託費 

 120,000（円） 

 ・受講料 3,000円×20名＝60,000円/回 

  60,000円×2日＝120,000円 

（７）費用見込み額 

 70,800(円) 

 ・講師謝金 15,000円×4名＝60,000円 

 ・会場費 5,400円×2回＝10,800円 

 

 

 

本年度は実施しない。 

 

以上 

⑥女性のライフスタイルに関わる事業 

⑦その他この法人の目的を達成するために必要な事業 


