2017 年度事業計画書
特定非営利活動法人トイボックス

【事業実施の方針】
人口減少が急速に進む中、多くの自治体が従来の価値観からの転換、社会システムの再構
築に迫られています。人口ビジョンや地方創生計画の策定を通じ、まちづくりや子育て支援
施策の重要性にあらためて気付き取組もうとするものの、行政だけでは解決しきれない大き
な課題を前に、有効な施策を立案実現できない自治体も多くあります。
こういった状況のもと、「こどもとちいき」をテーマに、10 年以上に亘る活動実績を持つ
本法人には、行政からの協働の依頼が多くあります。
本法人は昨年、2025 年までの中期計画「social works for kids」を発表しました。その
中で、2025 年までに 10 の自治体と連携し、100 万人に多様性を認めあい生活できる社会イ
ンフラを提供することを目標としています。2017 年度は、４つの自治体との連携を深め、自
治体との連携の芽となる２つの事業、１つの就労支援事業を実施します。
【組織運営】
中期目標の達成に向け、組織の基盤力強化を行ないます。
１）事業部＞プロジェクト体制の整理。プロジェクト単位での効果測定、採算性の判断の
徹底。
２）スタッフの採用方法・育成方法の見直し。
３）ソーシャルサービスのソリューションの更なる向上、サービス提供規模に見合う管理
体制の強化
【事業の種類】
こども達・若者達が一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会の実現を目指した事業を
実施します。
１）こどもや若者の直接的支援に関する事業を実施します。
（定款第５条(1),(2),(3),(6),(7),(10),(11)に規定する事業）
２）こどもや若者のための地域環境づくりに関する事業を実施します。
（定款第５条(3),(4),(5),(7),(8),(9),(10),(11),(12)に規定する事業）
【事業の内容】
１）スマイルファクトリー事業
（地 域）大阪府池田市及び周辺地域
（内 容）１．不登校や発達障がいのあるこども達を支援する以下の事業。
・ フリースクール運営および技能連携校（ハイスクール）運営事業
・ 教育相談事業
・ 不登校や発達障がいに関する指導員の育成
・ 教育や発達障害に関する研究・発表・講演等の事業
・ 子ども・若者自立支援センターの運営
・ 児童発達支援事業および放課後等デイサービス事業
・ 池田市の地域創生に関する事業及び子育て支援に関する事業

２．池田市伏尾台地域の「子育て支援のまち」としての地域創生の事業。
・ まちづくりの基本計画の策定
・ 地域住民を主体としたコミュニティ・ビジネスの立上げ支援
・ まちづくりの方向性に係る調査・研究
・ 活動組織の構築及び運営の支援
３．池田市の子育て支援に関する事業
・子育て支援のイベント等の開催
・子育て支援の Web サイトの運営
（実施日時） 毎日（スクーリング事業、児童発達支援事業および放課後等デイサービ
ス事業については、毎週水〜土）
（事業の対象者） 小中学生、15 歳〜39 歳の課題を抱える青少年、地域住民
（収
入） 54,030 千円
内訳；委託料 36,330 千円、相談料・授業料等 12,200 千円、障害児
通所給付費 5,500 千円
（支
出） 54,000 千円
内訳；人件費 37,500 千円、業務委託費 8,000 千円、交通費・通信費・
消耗品費等 4,000 千円、広報・事務運営費 4,500 千円

２）福島県南相馬市における被災地のこども達の支援事業
（地 域）福島県南相馬市
（内 容）１．被災地のこども達への支援活動。発達障がいや災害・原発事故を要因と
する心理的課題、コミュニケーション力に課題を抱えるこども達に、居場所
づくりと訓練の環境をサポートする以下の事業。
・ 発達障がい児を中心としたこどもたちの居場所づくりおよび相談活動
・ 支援センター（みなみそうまラーニングセンター）の運営
・ こども達を支援する支援員の育成活動
・ 継続的な支援の仕組みの構築のための活動
２．被災地の子育て環境の向上に関する事業
・ 小規模保育所（原町にこにこ保育園）の開設と運営
・ 乳幼児の支援、乳幼児の家族の支援
・ 保育士の養成
（実施日時） 毎週月〜土。
（事業の対象者） 発達障がい等の課題を抱える南相馬市の小中学生とその家族
（収
入） 53,000 千円
内訳；助成金 42,000 千円、寄付金 5,000 千円、給付金 6,000 円
（支
出） 53,000 千円
内訳；人件費 30,000 千円、施設運営費 8,000 千円、業務委託費 8,800
千円、交通費・通信費・消耗品費等 3,000 千円、広報・事務運営費 3,200
千円

３）門真市文化振興と生涯学習によるまちづくり事業
（地 域）大阪府門真市
（内 容）１．ルミエールホールの指定管理者としての活動を通じ、門真市の文化振興・
生涯学習に関する以下の事業を行う。
・ 公共施設の管理運営（指定管理者）
・ 人材育成やまちの活性化を目的としたイベントの開催
・ 市民活動の支援

・
・
・
・
・
・
・

市内小学校と連携した文化振興、アウトリーチ事業
カルチャースクールの運営
アーティストの活動支援
自治体主催の文化事業の企画運営
地域の事業所、経済団体と連携してのまちづくりの事業
市民協働のプラットフォーム開発事業
障がい者の就労の場づくりや障がい者の創作活動の発表の場づくりの活
動
・ その他自治体と連携してのキャンペーン、社会啓発活動
２．中塚荘の指定管理者としての活動を通じ、門真市の生涯学習や市民活動
の拡充に関する以下の事業を行う。
・ 公共施設の管理運営（指定管理者）
・ 地域団体等による事業の支援
・ 生涯学習活動の実施および市民活動の支援
（実施日） 火曜日、年末年始以外の毎日
（事業の対象者）両施設の利用者年間のべ 300,000 人、門真市民 130,000 人
（収
入） 241,870 千円
内訳；指定管理料 131,770 千円、利用料会館事業収入等 110,100 千円
（支
出） 241,8700 千円
内訳；人件費 45,000 千円、光熱水費 40,500 千円、業務委託費
128,600 千円、交通費・通信費・消耗品費等 10,470 千円、事業運営費
17,300 千円

４）まちづくり・子育て支援カフェの運営と商店街活性化事業
（地 域）大阪市大正区、西区
（内 容）１．ソーシャルビジネスのプラットフォームとなるまちづくり・子育て支援
カフェ LOBBY 大正の運営を通じ、コミュニティの活性化事業を行う。
・ まちづくり・子育て支援カフェの運営
・ まちづくり・商店街活性化事業の実施
・ こども食堂の実施
・ こども達への学習支援事業「宿題カフェ」の実施
２．商店街の活性化事業を実施し、子育て世代にとって魅力あるコミュニテ
ィを創出する。
・ 大阪市西区きらら九条商店街の活性化事業
・ 大阪市大正区平尾商店街の活性化事業
（実施日時） 随時
（事業の対象者） LOBBY の利用者年間 6,000 人、西区、大正区の商店街近隣エリアの
住民 110,000 人
（収
入） 11,000 千円
内訳；委託料 1,000 千円、助成金 6,400 千円、事業収益 3,600 千円
（支
出） 9,215 千円
内訳；人件費 4,360 千円、賃料 1,555 千円、交通費・通信費・消耗
品費等 1,500 千円、広報・事務運営費 1,800 千円

５）こどもの相対的貧困の連鎖防止事業
（地 域）大阪府箕面市
（内 容）１．相対的に貧困状態にあるこども達に対し、行政・日本財団と連携し、貧

困の連鎖を防ぐための以下の事業を行う。
・ 放課後の居場所となる施設の運営
・ 学習支援、SST の提供
・ 食事の提供事業
・ 家庭に対する相談支援事業
（実施日時） 随時
（事業の対象者） 箕面市の小学校低学年で相対的貧困状態にあるこども 30 人
（収
入） 35,000 千円
内訳；委託費 35,000 千円
（支
出） 35,000 千円
内訳；施設整備費 15,000 千円、人件費 14,000 千円、交通費・通信
費・消耗品費等 4,200 千円、広報・事務運営費 1,800 千円

６）木津川遊歩空間の開発と市民協働のプラットフォームの構築
（地 域）大阪市西区
（内 容）１．公共工事に伴う市民協働のプラットフォームの開発事業のモデル事業と
して、以下の事業を行う。
・ こどもを中心にした体験学習イベント「木津川水辺のがっこう」の実施。
・ まちづくりカフェの設立準備
（実施日時） 随時
（事業の対象者） 近隣エリアの住民 50,000 人
（収
入） 1,500 千円
内訳；助成金 1,500 千円
（支
出） 1,500 千円
内訳；人件費 800 千円、交通費・通信費・消耗品費等 7,000 千円

７）障がい者の就労支援事業
（地 域）大阪市内
（内 容）１．企業と連携し、ダウン症等の障がいのある若者の就労支援を行う。
・ 就労のマッチング支援事業
・ 就労の継続支援事業
（実施日時） 月〜金
（事業の対象者） 障がいのある若者 10 人
（収
入） 10,800 千円
内訳；委託料 10,800 千円
（支
出） 10,800 千円
内訳；人件費 8,000 千円 事務管理費 2,800 千円

