
平成30年度事業計画(案)

この法人は、子育て孫育てに関わる全ての人の「はじめの一歩」

を助長し、「助け合う」「支え合う」「認め合う」「見守る」

地域づくりを基本理念とし、地域と連携をはかり、

繋がる・広がるネットワークづくりに関する事業を行い、

子どもと大人、個と社会それぞれが、互いに

「支え合い･助け合う」ことが自然にできる環境を

目指すことを目的とする。



⑴子育て支援情報の循環整理事業
【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
あいちかすがいっこ広場は「ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ」の行うイベントや事
業についての広報ツールとして情報を発信します。
（２）更新予定日時
随時更新・メールマガジンは毎月1日発信（イベント時は臨時配信）
（３）実施予定場所
当法人事務所
（４）従事者の予定人数
当法人より1名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
企業会員および、子育てに関わる全ての人
（６）収益見込み
０（千円）
（７）費用見込み
管理費 4,000円×12カ月＝48,000円

【事業名】プチサミット
（１）事業内容・目的
支援団体の情報交流と、子育て中のママの「今」の問題や現状の交流を
意見交換できる会議です。
（２）開催予定時期
第19回～第21回を開催
第19回は7月25日（水）を予定
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
子育て支援事業に従事している関係者
（６）収益見込み
０（円）
（７）費用見込み
印刷費程度

【事業名】春日井の子育て情報発信サイト「ハッピーマムズ」
（１）事業内容・目的
このサイトは春日井市の委託を受けて管理運営しています。
昨今の雑多な情報に子育て世代（特に0歳児のママ）が必要な情報を探せるサイトを
目指します。
（２）実施予定時期
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで（年度更新）
（３）実施予定場所
サイト管理：当法人事務所
情報収集：春日井市内支援センタ―及び子育て世代の集う場所
（４）従事者の予定人数
サイト管理：当法人より1～2名
情報収取：当法人ママスタッフを中心に2名
（５）受益対象者
0歳児および未就園児の保護者
（６）収益見込み
管理費 30,000円×12カ月＝360,000（円）
（７）費用見込み
情報収集に伴うスタッフ派遣 （1,000円/回×２）×12カ月＝24,000（円）



⑴子育て支援情報の循環整理事業



（2）次世代育成事業

【事業名】ソーシャルペアレント講座
（１）事業内容・目的
この講座は乳幼児の子育て中の母親向けの講座です。母親が世間一般の子育て情報に
振り回されず、子どもの基本的な発達を知り、社会の一員として、子どもとの向き合
い方や育児に活かせる内容を知ることで、安心して子育てできることを目的としてい
ます。
（２）実施時期
平成30年6月13・20・27日（水）
１．子どもとわたしの未来を思い描いてみよう
２．発達のキホンを知ることでわたしの子育ての軸を持とう
３．「よのなか」のお作法を知ると、より子育てが楽になります。

そして、わたしのことも考えてみよう。
（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定の人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
0歳～3歳の子どもを持つ母親
（６）収益見込み
50,000（円） 10,000円×5名
（７）費用見込み
17,000（円）
託児費 800円／2時間×5人×3日＝12,000円
会場費 1,000円×3回＝3,000円
消耗品、コピー代等 2,000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
ながりを強化することを目的としています。
（２）実施予定時期（案）
平成30年10月～予定

講座名・研修内容 講師 内容

1回 「子育て環境を知る」
NPO法人あいちかすがいっこ

代表理事 松元 永己
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 「子どもを育てるということ」 玉葉会 乳児院 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

思春期時期の子どもと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 または
日本赤十字

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 実践
0歳児の親子広場 「なないろ広場」の参加・見学
または、ママの文化祭の託児室及び、見守り隊（仮）

7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 松元 永己 講座のふりかえり。修了式 修了書を発行する。



【事業名】子育て支援者養成講座 続き

（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内 及び 実習はそれに付随する会場
（４）従事者の予定人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
子育て支援に興味のある市民（20名）
（６）収益見込み
60,000（円）
一般 30,000（円） 3,000円×10名
企業 30,000（円） 10,000円×3名
（７）費用見込み
40,000（円）
印刷費等実費
講師謝礼 10,000円×4名＝40,000円

【事業名】あいち防災プロジェクト
（１）事業内容・目的
28年度より開始した事業「つながり」の強化を図り発災時に生きる連携を図
れる仕組みづくりを行います。
（２）開催予定時期
平成30年9月8日（土）・9月11日（火）・平成31年1月23日（水）
（３）実施予定場所
9月8日（土）
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
9月11日（火）
小野小学校
1月23日（水）
美園幼稚園
（４）従事者の予定人数
当法人より1名・プロジェクト実行委員 計2名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
9月8日 興味のある市民
9月11日・1月23日 その小学校や幼稚園に通う保護者
（６）収益見込み
30,000（円） 15,000円×2校
（７）費用見込み
印刷費等実費

【事業名】ママフレ会員
（１）事業内容・目的
この講座はハンドメイドやお教室運営をはじめて間もない、子育て中の母親
向けの講座です。「家族」を大切に「私」らしく動いていきたいという共通
の活動スタイルを持ち合わせた仲間と、共に学び考え実践し振り返ることで、
自身のスキルアップとファン拡大につなげていきます。
（２）実施時期
平成30年4月～平成31年2月

（2）次世代育成事業



（３）実施予定場所
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（４）従事者の予定の人数
当法人より2名
（５）受益対象者の範囲
ハンドメイド・お教室運営をはじめて間もない母親
（６）収益見込み
75,000円
A 42,000円 7,000円×6人=42,000円
B 15,000円 15,000円×1人＝15,000円
エネルフ 18,000円 3,000円×6人＝18,000円
（７）費用見込み
79,080（円）
講師謝礼 15,000円×2日＝30,000円

5,000円×1日＝5,000円
会場費 3,240円×8回＝25,920円

2,160円×1回＝2,160円
託児費 1,000円／２時間×2人×8日＝16,000円
消耗品、コピー代等

（2）次世代育成事業

A:ママフレ　メンバーシップ B:ママフレ　スクール開校 講師

4月20日（金） 説明会・登録会 説明会・登録会

5月21日（月） ヒアリング・技術交換会 ヒアリング

6月13日（水） ソーシャルペアレント講座 ソーシャルペアレント講座

7月10日（火） セルフブランディング講座 セルフブランディング講座 ママライフデザイン研究所　田口さおり

8月

9月19日（水） ママライフエキスポ見学会・意見交換会

10月10日（水）ディスプレイ実践レクチャー・撮影 ママライフデザイン研究所　田口さおり

11月

12月

1月17日（木） ディスプレイフォローアップ ママライフデザイン研究所　田口さおり

2月20日（水） 振り返り会・交流会 振り返り会・交流会



（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業

【事業名】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）実施日時
平成31年1月18日（金） 10:00～15:00

（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 7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住む市民 特に母親や子どもを対象 4,000名
（６）収益見込み額
3,500,000（円）
・出展料 企業ブース 2,000,000円

50,000円・100,000円・150,000円 トータル35ブース
企業ミニブース 400,000円

27,000円×15ブース
ママブース 400,000円

4,000円・8,000円 トータル80ブース
・協賛企業 400,000円
・共催企画 300,000円
（７）費用見込み額
1,700,000(円)

・会場使用料 700,000円
・備品消耗品費 200,000円
・外注費 700,000円
・広告宣伝費 100,000円

【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。開催地域の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）実施予定日時及び実施場所
平成30年4月28日 ナゴヤハウジングセンター春日井会場
平成30年9月15日16日 豊橋（検討中）
平成30年9月22日 ナゴヤハウジングセンター春日井会場
平成30年10月 一宮市
平成31年3月 大和エネルフ㈱カスタマーセンター
（３）従事者の予定人数
未定
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
来場予定 300名
（５）収益見込み額
300,000（円）
企画料・運営費等
（６）費用見込み額
当法人人件費等



（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業

【事業名】「ネピア」ブランド化推進プロジェックト
（１）事業内容・目的
ネピア春日井ブランド商品を市民が購入することにより、その売り上げの一部が
今年度は交通児童遊園(春日井市弥生町)の自転車の購入等に利用されます。
当法人は、”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
を図ります。
（２）実施予定日時及び開催時期
①春日井市子育て子育ち総合支援館にて0歳児の広場 月1回×11カ月
②春日井市外イベントでのＰＲ 年間3回開催
③当法人にて月刊はるるの誌面作成・サンプル管理
（３）従事者の予定人数
各回当法人より1名または2名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
①各回約70名×11カ月 770名
②500名前後×4回 2,000人
（５）収益見込み
・出展料・人件費等
510,000（円）
50,000円×3回＝150,000（円）
30,000円×12カ月＝360,000（円）
（６）費用見込み額
42,000（円）
・旅費交通費
3,000円×4回＝12,000（円）
・人件費
10,000円×3回＝30,000（円）

【事業名】ネピアブランド化推進プロジェクト ～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「Ｇｅｎｋ
ｉ！」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
1カ月5回×12カ月 年間60回開催
（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
（４）従事者の予定人数
当法人より1名（固定）・ママ応援会員1名
（５）受益対象者の範囲及び予定人数
4か月健康診査を受診する、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
費用見込み額
180,000（円）
・人件費 3,000円×5回/月×12カ月＝180,000円



（3）地域交流・活性化に伴うイベント事業

【事業名】春日井市制75周年記念事業
（１）事業内容・目的
春日井市制75周年記念事業で行った今回の表題は「今私たちがすべきことは」を
考えました。
今回は､企業やＮＰＯが総働で社会責任を果たす力を高めるために全国各地で活動さ
れているＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所］川北秀人（かわきたひで
と）代表をお招きし､『春日井市の今とこれから』そして｢私たちが中間組織として
子育て世代と取り組むべき課題と解決方法｣に気付く機会を設けます｡
（２）実施予定日時及び開催時期
平成30年5月24日（木）10:00～12:00

グリーンパレス春日井 第1会議室
（３）従事者の予定人数
当法人より 8名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
90名
（0歳児連れのママから、市議会議員
近隣の市より（10名前後）

（５）収益見込み
200,000（円）
75周年記念事業助成金
（６）費用見込み額
200,000（円）
会場費・講師謝礼・人件費
印刷製本費・雑費等



（4）子育て世代の交流・居場所を作る事業

【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）の教室を企画し運営も行います。
（２）実施予定日時
1月1回・年間11回開催（8月は夏休みのためお休み）
（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
収益見込み額
（６）業務委託費
22,000（円）：支援団体に対して（1回2,000（円）×11回）
（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】ママと赤ちゃんのお部屋
（１）事業内容・目的
当法人が直接主催運営を行う気軽に集える場所を開催します。
座談会や親子のふれあい遊びなどを行い、“気軽に来れる場所”を提供いたします。
（２）実施予定日時及び実施場所
平成30年4月より月始めに1回開催
大和エネルフ㈱カスタマーセンター内
（３）従事者の予定人数
当法人より1名～3名
（４）受益対象者の範囲及び予定人数
0歳児のママとそのお子様
（５）収益見込み額
0（円）
（６）費用見込み額
12,000円
ママスタッフ謝礼 1回1,000（円）×12回

（5）母親の社会復帰を応援する事業
【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、当法人の事業収益になるため、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ます。
（２）実施予定日時
平成30年4月から平成31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
360,000（円）月利用額30,000（円）の場合
（７）費用見込み額
清掃道具・備品等 30,000（円）



（5）母親の社会復帰を応援する事業

【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30年4月から平成31年3月まで
（３）実施予定場所
【訪問員研修】春日井市役所庁舎内
【訪問先】春日井市内の依頼者の自宅
【支援員数】20名
（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
297,212（円）管理費一式
74,303円×4半期 + 訪問費用は別途精算
（７）費用見込み額
傷害保険等 30,000円/年

【事業名】会員獲得活動
（１）事業内容・目的
当法人の事業に共感してくださる企業様と、継続的に関わる機会を設けることで、
地域・企業の活性化を図ります。
～企業会員特典～
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
～ママ応援会員特典～
①イベント情報の先行案内
②ネピア製品プレゼント
③ネピアプロジェクトＰＲ業務のご案内
（２）実施予定日時及び実施場所
平成30年4月より平成31年3月を年度とする
（３）従事者の予定人数
当法人1名
（４）受益対象者の範囲
子育て支援を行う個人及び企業
子育て世代をサポートを希望する個人及び企業
当法人を支持・支援してくださる個人及び企業
（５）収益見込み額
480,000（円）
◆企業会員◆30,000（円）× 3社＝90,000（円）/10,000（円）×5社＝50,000（円）
◆ママ応援会員◆ 1,000（円）× 5名＝5,000（円）
（６）費用見込み額
会員サービスに伴う諸経費



（6）女性のライフスタイルに関わる事業

【事業名】大和エネルフ奨励金事業
「女性活躍社会の実現に向けたアクションプラン」
「ママが元気な街 春日井発信 子（個）と社会をつなげる人材を育てよう」

（１）事業内容
この事業は、これから3年先・5年先・10年先を見据え、子育て中の母親を対象に様々な
事業に取り組むあいちかすがいっこと、地元企業が連携し、この春日井市という地域サ
イズで女性が活躍しやすい社会（地域）の実現に向けたインタビューや座談会行います。
そしてその内容を元に「女性が子どもを出産しても自分のライフスタイルを創造しやす
くなるツール」を作成し、「子どもが産まれても繋がり続けられる社会の仕組みづく
り」の第一歩として行います。
（２）実施予定日時
平成30年4月から平成31年3月まで
（３）実施予定場所
春日井市内
（５）受益対象者の範囲
春日井市及び近郊の企業
ママの文化祭で関連する企業 等
（６）収益見込み額
奨励金1,000,000（円）
（７）費用見込み額
1,000,000（円）
人件費・広告宣伝費
印刷製本費 等

《今後の展望》
今回のこのツールは「女性編」
として、社会全体から「女性」
にフォーカスして内容を構成して
います。
『春日井で子育てするママが
当たり前のように将来をイメージ
しながら生きることができるようになれば』と、別紙で“（仮）わたしの未来予想図”を
作成し、「子どもがうまれて変化する家族の未来」をそれぞれの家族が考えられるよう
な地域になるよう母子手帳と同時配布を目指します。
そして、次の展開として「男性編」を予定。

例えば子育て世代のママの口から耳にすることの多い「私は頑張っているのに、パパは
何もしてくれない」の『何も』は、本当に『何も』なのか？『縁の下の力持ち』なの
か？口下手な男性に変わって、男性が「パパ」をやりやすくなるようなツールを作成し
ます。
例えば、企業の取り組みとして「家族参観日」があります。その取り組みを行う企業

を取材し、『パパがハタラク姿を子ども達に見せることの家庭への効果』をミエルカし
したり、なかなかフォーカスされていない男性の働く姿や、「女性活躍」を国が推奨す
ることで見えなくなってしまった「男性の役割」「男性だからできること」などを、私
たち女性が発信します。
『子はかすがい』：子が夫婦の縁を保ってくれるということ
増加傾向にある離婚ですが、今回の女性編・制作予定の「男性編」それぞれの冊子をお
互いが目にして、相手を「知る」ことで、それぞれの生き方・働き方を考える“きっか
け”作りを目指します。



（6）女性のライフスタイルに関わる事業

【事業名】Myスタイル起業 構成機関

（１）事業内容
「Ｍｙスタイル起業」とは経済産業省が、女性の起業を支援するため、地域の金融機関
や産業・創業支援機関等を中心とした女性起業家等支援ネットワークを全国10箇所に形
成し、様々な支援機関や女性起業家のネットワークが有機的に連携することにより、起
業を志すあらゆる段階にいる女性や、事業成長に課題を抱える創業間もない女性起業家
を確実にフォローできる体制をネットワーク内において構築します。その1か所として、
現在中部（愛知・岐阜・三重）では、学び舎mom株式会社（旧名：株式会社グローバル
ママ・ゲートウェイ）が代表機関となり、金融機関や産業・創業支援機関のほか、男女
共同参画センターやNPO団体等によりネットワークを形成しています。
そのネットワークの1機関として、当法人も参画し「起業」により働きたいと考える女性
が、少し先いく先輩の姿を見ながら、 “わたしらしく働く”ことができるよう、一人一人
の女性のキャリア・経験、仕事・家庭との両立環境、起業目的に合った、伴走型、一気
通貫型の支援の実現を目指します。

（２）実施予定日時
平成30年6月から平成31年3月まで
（３）実施予定場所
春日井市内および近郊
（５）受益対象者の範囲
春日井市内で「起業」を考える女性
※次世代育成事業の「ママフレ会員」とのすみ分けは次年度に向けて検討
（６）収益見込み額
未定
（７）費用見込み額
20,000円
（交通費等）


