
平 成 ２７ 年 度 事 業 報  告  書 
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

                 特定非営利活動法人 こまちぷらす  

I 事業の成果 

法人化して３年目の年を迎え、人材育成、他団体との連携、経営基盤の安定化や事業の横展

開等に力を入れた一年となりました。特に人材育成においては、毎月の研修に加えて実行委

員会形式でのイベント企画等、部門横断で取り組むことに力を入れました。これまでの組織

づくりが評価され、NPO 法人 CR ファクトリー発行の「NPO の組織マネジメントノウハウコレ

クション」にその取り組みを掲載いただき、２月に都内にて過去の取り組みを発表しまし

た。また、日々のカフェの運営の中で、リーダー・サブリーダー一人一人が主体的に研修や

面談、フォローの方法を考え、３か月にわたる研修プログラムを組み立てました。新しい人

材の発掘や子育て真っ最中の人材が関われる土台づくりという課題から、新しくパートナー

制度等を年度後半から取り入れ現在も試行錯誤を重ねています。 

また、他団体との連携においては、横浜コミュニティカフェネットワークの世話人として、

他コミュニティカフェと連携をしながらカフェの中間支援の役割について整理、２月にはコ

ミュニティカフェフォーラム２０１６にてこまちカフェの日々の取り組みを発表しました。

さらに、市内当事者団体とネットワークを組み「ワイワイ会議」という名のもと、横浜の子

育てを当事者で語り考える場づくりを仕掛けました。市内各所にて様々な「想いを言語化す

る場」をつくることができました。また、ウェルカムベビープロジェクトの事務局をヤマト

運輸株式会社神奈川主管とともにつとめ、日本初官民住民連携で出産祝いを届け、「子ども

の誕生、子育てを歓迎する文化の醸成」に向けて動き始めました。この中で戸塚区内の連合

町内会や区の商店会の連合等、地縁のネットワークをひろげることができました。 

経営基盤の安定化においては、カフェ事業におけるカフェタイムの充実、haco+の事業展開

や法人事業の強化に力を入れました。法人事業においては、東戸塚の子育てまち情報の発信

等の事業も始まり、区内の魅力をママさん記者が取材し発信するという取り組みも実施しま

した。講演もお母さんたちが企画したものから厚生労働省・神奈川県主催のものまで幅広く

お声かけいただけるようになり、テーマも働き方からカフェについて等広がってきました。 

最後に、事業の横展開においては、戸塚区社会福祉協議会や今までお世話になってきたたく

さんの方々の多大な力をいただきながら、こまちぷらすの軌跡についての冊子化も実現でき

ました。全国どこでも「ひろばカフェ」をつくり・継続ができるよう、「孤立しない子育

て」の輪が更に広がるよう今後も注力をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



＜事業内容＞ 

Ⅰ 情報事業： 子育て情報の提供  

１． 地域子育てカレンダー等、地域の子育て関係のイベントや情報を発信 

① 地域子育てカレンダー事業 

・内容：WEB 上での地域子育て情報の発信。特に戸塚区内にて紙媒体で発信されている 

   チラシ情報をデータ化して 5 秒で検索できるように発信。 

・日時：通年 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区内 

・従事者人員：3 人 

・受益対象者：区内外不特定多数 

・支出額：７０，６６９円 

 

② 「とつかの子育て応援ルームとことこ」 情報スペース運営事業 

・内容：戸塚区役所３階 「とつかの子育て応援ルームとことこ」における情報スペースの

運営。 

・日時：通年 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区 （以下、区役所住所） 

・従事者人員：４人 

・受益対象者：区内外の母子中心に約１０，０００人程度 

・支出額：１，６５９，７４５円 

 

③ フェイスブックにおける子育て街情報の発信 

・内容：フェイスブックにおいて東戸塚の街情報の発信 

・日時：１０月～３月 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区 

・従事者人員：３人 

・受益対象者：区内外の母子中心に約５０００人程度 

・支出額：１４７，９７５円 

 

④ 東戸塚の子育て街情報の発信イベント 

・内容：東戸塚の子育て街情報についての講演及びイベント企画・コーディネート 

・日時：12 月 20 日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区 

・従事者人員：２５人 

・受益対象者：５００人 

・支出額：１，１３０，５０５円 

 



 

II.子育てをしている人、子ども、支援したい人が集う場づくり 

１． 孤立しない子育て環境をつくるために、子育て中の母子及びそれをささえる地域の人々の 

居場所運営 

① こまちカフェ 

・内容：「こまちカフェ」の運営 

・日時：通年 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：５０人 

・受益対象者：区内外の母子中心に８，０００人 

・支出額：１０，９８７，９８７円 

 

② 認知症カフェ「えんがわ」 

・内容：企業・地元ラジオ局・キャラバンメイトとともに認知症カフェを実施。 

    この認知症カフェを通して多世代が集う仕掛けをつくり、 

また、子育て中の親やその子どもたちと交わる機会をつくる 

 ・日時：平成２７年４月７日２１日、５月１９日、６月２日１６日３０日、７月７日２１日、

  ８月４日１８日、９月１５日、１０月６日、１１月１７日、１２月１日１５日、 

  平成２８年１月１９日、２月２日１６日、３月１日１５日２９日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：１０人 

・受益対象者：２０９人 

・支出額：３５，８７６円 

 

２． 子育て中の母が特技を活かし、生きがい及び仲間づくりのために作成した飲食物・てづくり品

の販売 

・内容：小箱ショップにおけるてづくり品の販売 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・日時：通年 

・従事者人員：４０人 

・受益対象者:１，８００人  

・支出額：１，８５０，２５０円 

 

 

 

 

 



III.子どもの発達に疑問を感じる親の学びあい事業 

１． 発達障がいをもつこどもの親を対象に情報発信・イベント実施 

・内容：こまちカフェにおいて、発達障がいをもつこどもの親が話す場を提供、専門家や 

先輩母親を招き、交流できる機会を創出。講演会の実施。 

・日時：平成２７年４月３日、５月１日、６月５日、７月３日、８月７日、９月４日、 

    １０月２日、１１月６日、１２月４日、講演会１１月２８日 

    平成２８年１月８日、２月５日、３月４日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：５人 

・受益対象者：区内外の母子中心に７９組、講演会１４１人 

・支出額：２７９，２００円 

 

IV.子育てをしている人などが社会とつながるためのチャレンジ事業 

１． 特技を活かし、地域に貢献を考える子育て中の母親に対するサポート事業 

① レンタルスペースの貸出 

・内容：イベントスペース・レンタルキッチン・工房の貸出を通して教室開業等起業支援。 

・日時：通年 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：５名 

・受益対象者：２，７２２人       

・支出額：１，１４３，１５４円 

 

② 聞こえないママ×まちプロジェクト 

・内容：聞こえない母親同士が集い仲間づくり、情報交換をし、まちづくりにどのように 

貢献できるか考える会。 

・日時：平成２７年４月１４日、５月１２日、６月９日、７月１４日、８月１１日、９月８日、

  １０月１３日、１１月１０日、１１月１１日、１２月８日、平成２８年１月１２日、

  ２月９日、３月８日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：２人 

・受益者対象者：６６組 

・支出額：１２，４３１円 

 

 

 

 

 



２． 子育て中の母親が働き方・社会との関わり方について模索する機会づくり事業 

① マザーズハローワーク 

・内容：マザーズハローワークとのコラボレーションにより、働きたいけれども働けない母親 

が知識を得て、働き方や子育てとのバランスを考える場 

・日時：平成２７年４月２０日、８月３日、９月７日、１２月７日、 

    平成２８年１月１８日、２月１５日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：２名 

・受益者対象者：４６名 

・支出額：０円 

 

② 育休後カフェ 

・内容：育休後コンサルタント山口理栄氏とコラボをし、復職後もしくは育休中の方同士の情報

   交換の場をつくる。 

・日時：平成２７年４月１８日、５月１６日、６月１３日、７月４日、８月８日、９月１２日、  

   １０月１７日、１１月１４日、１２月１９日、平成２８年２月２０日、３月１２日 

・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

・従事者人員：３名 

・受益対象者：４９名 

・支出額：９０，９８７円 

 

３．仲間づくりの機会をつくるサポート事業 

  ①トツキトウカ交流会事業（産前産後母親対象） 

  ・内容：トツキトウカ及び NPO 法人子どもと未来とコラボをし、産前産後の母親を対象に仲間 

    づくり・相談の機会をつくる。 

  ・日時：平成２７年４月２７日、５月１８日、６月２２日、７月２７日、８月２４日、 

    ９月２８日、１０月２６日、１１月３０日、１２月２８日、平成２８年１月２５日、 

    ２月２２日、３月２８日 

  ・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

  ・従事者人員：２人 

  ・受益対象者： ２０８組 

  ・支出額：６０，０００円 

 

 

 

 

 



V.子どもを生み育てやすいまちづくり・啓発・提言事業 

１．講演やコラム発信等、起業への働きかけを実施 

  講演を通して、カフェづくりや法人運営についてノウハウを広め、「ひろばカフェ」を広げる 

  活動を実施。「まちづくりドリームマップづくり」等新しいテーマをも取り扱い、カフェづくり     

  のみならず母親たちがどのようにまちづくりに関わるかそのきっかけづくりにも携わった。 

 

＜講演会＞ 

・「"地域"や"まち"を舞台に挑戦するキャリアと学生時代に経験すべきこと」 

（平成２７年６月１３日 受益対象者：６０名 主催：特定非営利活動法人 ETIC） 

・子育て中の人のネットワーク交流会「アイディアを形にするヒント」（平成２７年１０月８日  

 受益対象者：２０名 主催：神奈川区地域子育て支援拠点「かなーちぇ」） 

・健やか親子２１全国大会「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」シンポジウム 

（平成２７年１０月９日 受益対象者：２０名 主催：厚生労働省、神奈川県、横浜市、川崎市、 

 相模原市、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、一般社団法人日本家族計画協会、 

 公益社団法人母子保健推進会議） 

・社会起業スクール「私の“困った”から始まる女性のための社会起業スクール」事務局補佐委託 

 （平成２７年１１月６日・１３日・２０日、１２月４日・１８日 受益対象者：２０名  

  主催：横浜市男女参画センター横浜） 

・社会起業スクール「私の“困った”から始まる女性のための社会起業スクール」 

 （平成２７年１１月２０日 受益対象者：２０名 主催：横浜市男女参画センター横浜） 

・旭区子育てママ応援講座（平成２７年１２月３日・１０日 受益対象者：２６名   

  主催：旭区市民活動支援センター「みなくる」 

・仕事と家庭の両立を考えるセミナー＆交流会「パパママ体験＆わくわく育児セミナー」 

 （平成２７年１２月１２日 受益対象者：６名 主催：株式会社キャリアネットワーク  

  神奈川県委託事業・若者のための働き方を考える交流会業務委託） 

・保土ヶ谷区民企画型講座「コミュニティカフェをやろう！～コミュニティカフェを知りたい人、 

 やってみたい人集まれ！～」第三回、コミュニティカフェもいろいろ 講演＆ワークショップ 

（平成２８年２月５日 受益対象者：２０名 主催：保土ヶ谷区地域振興課生涯学習支援係） 

・コミュニティーカフェフォーラム 2016 「みんなで語ろう、コミュニティカフェはまちを育てる

か？」  

  （平成２８年２月１４日 受益対象者：８０名 主催：横浜コミュニティカフェネットワーク） 

・「コミュニティフォーラム２０１６」-強くあたたかい組織を社旗に増やすために- 

（平成２８年２月２０日 受益対象者：２００名 主催 NPO 法人 CR ファクトリー） 

・女性の再就職支援事業検討会「既存の枠にとらわれない働き方の実例と可能性」 

 （平成２８年３月４日 受益対象者：５名 主催：男女共同参画センター横浜北） 

・さかえ小町会 学びと交流の場 

 （平成２８年３月８日 受益対象者：２２名 主催：栄区区政推進課） 



 

＜委員会＞  

・横浜市子ども・子育て会議（平成２７年５月２２日。７月１０日（部会）、１０月３０日、 

 平成２８年１月２１日 主催：横浜市青少年局） 

・地域子育て支援拠点の利用者支援事業のあり方検討会 

（平成２７年７月１０日 主催：横浜市青少年局） 

 

＜調査＞ 

・地域のまちづくり活動でつくられたカフェや講演・広場の利用に関する調査 

 （平成２７年１０月 主催：横浜市都市整備局） 

 

合計支出額：１５３，７１６円 

 

２．カフェをつくろう 

 ・内容：居場所づくりがどこでもできるよう、ノウハウを伝え、それぞれにとってのやり方を 

  見つけられるようにする。 

 ・日時：平成２７年４月１７日、５月１５日、７月１７日、８月２８日、９月２５日、 

     １０月３０日、１１月２７日、１２月１８日、平成２８年１月２２日、２月２６日、 

     ３月２５日 

 ・場所：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 

 ・従業者人員：３人 

 ・受益対象者：３３人 

 ・支出額：１８，３１９円 

 

３．こまちカフェの変遷の冊子化・書籍化 

  ・内容：親子の居場所や親子カフェ、コミュニティカフェを運営・継続したいと考えている方

    に、「こまちカフェ」の変遷や運営方法をまとめて開示することで、全国に親子が集い、 

      憩う「場」ができることに寄与する内容を作成。 

  ・日時：通年 

  ・場所：神奈川県横浜市戸塚区 

  ・従事者：３人 

  ・受益対象者；２００人 

  ・支出額：５６６，３９１円 

 

 

 

 



 

４．ウェルカムベビープロジェクト事務局 

  ・内容：ウェルカムベビープロジェクトの事務局を通して「子どもの誕生・子育てを歓迎する文化の 

            醸成」を育む事業を実施 

  ・日時：通年 

  ・場所：神奈川県横浜市  

  ・従事者人員：３人 

  ・受益対象者：２，４００人 

  ・支出見込み額：８４８，１４８円 

 


