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２０２０年度（2020年 4月 1日～2021年 3月 31日） 

事業報告書 

特定非営利活動法人ままとんきっず 

  

事業の成果 

１．事業計画に基づき、会員がそれぞれの関心や得意分野に応じて役割を分担し、運営の担い手

として積極的に活動に参加した。 

２．長年にわたる子育てに関わる活動をより充実し、継続して地域に根ざした市民活動の展開を

推進した。 

３．行政との連携による子育てまつりなどの事業を計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止。 

４．地域コミュニティを活性化する場、個を重視した居場所として、ままとんサロンを開催した。 

５．川崎市の委託事業としての産前産後家庭支援ヘルパー事業、ままとんきっず自主事業として

のママサポート事業を行い、利用者のニーズに応じた支援活動を提供した。 

６．子育てをともに担える家族または支援者のいない場合の未就園児をもつ親への支援として、

一時預かり保育を提供した。子ども同士の集団遊びと母子分離の機会を提供するため、グル

ープ保育を実施した。 

７．川崎市の委託事業として、南菅、錦ヶ丘、中野島、枡形各こども文化センターにおいて、地

域子育て支援センター(連携型)の運営を行い、地域の親子への支援に務めた。 

８．川崎市の委託事業として、多摩区子育て BOOK、子育て web、子育てアプリの改定を行い、地

域情報の拡充に務めた。 

９．川崎市の委託事業として、多摩区子育て支援者養成講座（保育付き会場受講・録画配信受講）

および子育てひろば「びいだま」を運営し、子育て支援者の養成に務めた。 

10．妊婦体験・赤ちゃんとのふれあい体験事業を多摩区、麻生区、中原区の小中学校で実施した。 

11．「川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業」としてままとんスペシャル講座、新米ママの

ための子育て講座（全 5回）を開催した。 

12. 川崎市の委託事業として、東菅小学校、登戸小学校において地域の寺子屋事業を行い、地域

ぐるみで子どもたちの教育や学習のサポートを行った。 

13．学校、企業、行政からの研修、インターンシップの受け入れ、調査協力を、通年で行なった。 

14．各要請に応じ、講座講師、講演会講師、委員会委員を務めた。 

15．通年でスタッフ研修、スキルアップ研修を行なった。 
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事業内容 

Ⅰ 特定非営利活動に係る事業 

１．子育てに関する情報収集と提供事業 

神奈川県、川崎市、横浜市、稲城市を中心に各地域で随時情報提供実施 

（１）企画制作発行 

「ままとんきっず通信」の制作発行  年 5回隔月発行 

活動場所  事務所 

従事者   10名 

対象者   ままとんくらぶ会員、情報希望者、子育て支援者・関連団体など 

 

（２）情報発信 

①多摩区地域子育て情報 BOOK 改訂版作成、 

子育て web更新、子育てアプリ更新（川崎市委託事業） 

     活動場所  事務所など 

     従事者   5名 

     対象者   不特定多数の利用者 

②ままとんきっず ＨＰ管理更新、ツイッターの更新 

活動場所  事務所など 

従事者   5名 

対象者   不特定多数の利用者 

 

（３）原稿執筆など 

神奈川県社会福祉協議会「福祉タイムズ」等原稿執筆 年 3回担当 

活動場所  事務所、各取材地 

従事者   2名 

対象者   情報希望者、子育て中の親、子育て支援者・関連団体 

 

以上合計支出額   779,486円 その他共通部門に含む 

 

 

２．子育てに関する相談事業 

（１）事務所、運営する各子育て支援センター、サロン内での相談受付 

活動場所  事務所、各子育て支援センター 

従事者   30名 

対象者   不特定多数の利用者 
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３．親子のつどいの広場事業 

（１）ままとんサロン  水・金曜日 10:30～12:00 および 13:00～14:30（定員４組予約制） 

            月曜日   10:30～12:00 および 13:00～14:30（1月より中止） 

 活動場所  事務所 

 従事者   10名 

 対象者   延べ 312組 

※感染症拡大防止対策のため４月１日～６月２２日は中止 

 

（２）川崎市地域子育て支援センター（連携型）運営委託事業 各週 3回・3時間 

 活動場所  南菅・錦ヶ丘・中野島・枡形の各こども文化センター 

 従事者   24名 

 対象者   延べ 南菅 1826名、錦ケ丘 1563名、中野島 3265名、枡形 2251名 

※感染症拡大防止対策のため４月１日～５月３１日は中止 

 

以上合計支出額   5,604,865円 その他共通部門に含む 

 

 

４．子育て支援に関する講座・研修等の企画運営事業 

（１）みんなの講座（サロン内で実施） 保育付き講座 

4月のみ 

ベビーマッサージ・リフレッシュ・ヨガは緊急事態宣言発出のため中止 

 

（２）その他 

  川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業 

スペシャル講座（６回計画）            実施 3回 (受講者延べ 10組) 

新米ママのための子育て講座（全 5回)２期計画   実施１期  (受講者延べ 10組) 

活動場所    事務所・おでんせ貸ルーム・中野島会館 

従事者     8名（講師）・10名（講座ＭＣ・保育） 

 

（３）その他の講座 保育付き講座 

①多摩区子育て支援者養成講座（川崎市多摩区委託事業） 9回（びいだま６回） 

活動場所  川崎市多摩区役所 

従事者   5名（講座関係）・15名（保育）・4名(びいだま) 

対象者   講座受講者  会場受講：公募による 14名 

             録画配信受講：延べ 342名 

      びいだま(子育て広場)  延べ 24名 
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②地域の寺子屋事業（川崎市教育委員会） 

活動場所  東菅小学校・登戸小学校 

従事者   10名（寺子屋先生）・14名 

対象者   学習教室登録者 東菅 22名・登戸 28名 

      体験教室 ４回 参加者 東菅延べ 44組の親子・登戸延べ 54組の親子 

※感染症拡大防止対策のため６月～９月は中止 

 

③「妊婦体験・赤ちゃんとのふれあい体験事業」（自主事業） 

活動場所  多摩区、麻生区、宮前区の 4中学校 1小学校 

従事者   1名（講師）・11名 

対象者   約 500名の児童・生徒 

※感染症拡大防止対策のため乳幼児親子とのふれあい、手遊び講習は中止、 

助産師講演はテレビ配信や録画配信で対応した学校もあり 

 

（４）スタッフ研修 

①産後ヘルパー研修  

②保育スタッフ研修  

③サロンスタッフ研修 

④スタッフ研修 「こどもの発達について」 

活動場所  事務所、各開催場所 

従事者   2名（講師）・2名 

対象者   スタッフ及びスタッフ希望者 

 

以上合計支出額   2,771,787円 その他共通部門に含む 

 

 

５．子育て関連サポート事業 

（１）産前産後ヘルパーサポート（川崎市産前産後家庭支援ヘルパー派遣事業認定事業者） 

活動場所  事務所、依頼者より指定された居宅 

従事者   3名（ヘルパー）・2名 

対象者   21名 延べ 161回 

 

（２）ママサポート 

活動場所  事務所、依頼者より指定された居宅 

従事者   3名（ヘルパー）・2名 

対象者   13名 延べ平日 504時間、休日 47時間 
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（３）一時預かり保育 

   活動場所  事務所 

     従事者   5名 

     対象者   延べ 22件 

 

（４）グループ保育とんとん（２歳児）・プレとんとん（１歳児） 

   活動場所  事務所、近隣公園 

     従事者   6名   

     対象者   18名 延べ 67回 

 

（５）グループ保育まいまい （2021年 1月スタート）、０歳児、１歳児対象 

   活動場所  事務所、近隣公園 

     従事者   5名 

     対象者   6名 延べ 10回 

 

（６）保育サポートびいんず 

  ①錦ヶ丘こども文化センター・ヨガ教室(3/10,24) 

活動場所  錦ヶ丘こども文化センター 

     従事者   1名 

     対象者   主催者に申し込んだ保育希望児 

 

以上合計支出額   2,616,878円 その他共通部門に含む 

 

 

６．講師等派遣事業 

（１）各種講座講師派遣 

   １２月１３日（日）川崎市教育委員会主催 「地域の寺子屋推進フォーラム」 

 寺子屋コーディネーターとしてトークセッションに参加 

（２）各種委員会 

① 川崎市「多摩区支え合いのまちづくり推進会議」委員 

② 川崎市「たまたま子育てまつり実行委員会」委員 

③ 川崎市「社会教育委員会」委員 

④ 川崎市「多摩区子どもの外遊び交流委員会」委員 

⑤ 川崎市「青少年科学館専門部会」委員 

⑥ 川崎市「民家園専門部会」委員 
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⑦ 川崎市「生田緑地マネジメント会議」委員 

⑧ 川崎市「フロンタウン生田浄水場運営委協議会」委員 

⑨ 「南菅こども文化センター運営協議会」委員 

 

 

７．子育てに関する調査研究・啓発事業 

    なし 

 

 

８．子育てに関するネットワーク運動への参加事業 

（１）多摩区の各子育て支援ネットワークに参加し、連携を取りながら情報交換、調査事業を行

った。 

  ①多摩区子育て支援会議       年１回（2回中止） 

  ②多摩区こども総合支援連携会議   年３回（書面会議含む） 

 

（２）その他協働事業 

①たまたま子育てまつり 

 ※感染症拡大防止対策のため中止 

②川崎市子どもの権利の日市民事業 

なかのしま子ども応援ネットワークとして「なかのしま子ども応援まつり」を企画し

たが感染症拡大防止対策のため中止 

 

以上合計支出額   9,600円 その他共通部門に含む 

 

 

 

以上 


