
       ２０１９年度（平成３１年度）事業計画

１ 事業計画の方針

 講座、セミナー、カウンセリング、家族支援等を実施し、地域住民のよりよい生活、よりよい人間関係の構築に役立つ

よう事業展開を行なう。

事業の実施に関する事項

　(1)特定非営利活動に関る事業

事業区分 事業名・事業内容
実施予定

日時

実施予定

場所

従業者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び

予定人数

生活に活かせるカウンセリング入門講座　（３９期） ４月～６月 前橋市 ２５名
県民一般

１６名

　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（４０期） １０月～１２月 前橋市 ２５名
県民一般

２５名

　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（１７期） ６月～８月 太田市 ２０名
県民一般

２５名

　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（１７期） ９月～11月 伊勢崎市 ２０名
県民一般

２５名

　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（１７期） ２月～３月 館林市 １０名
県民一般

２５名

生活に活かせるカウンセリング入門講座・ぷれ講座  ３月, ９月 前橋市 ２０名
県民一般

２５名

サマンサペアレント・トレーニング講座   　  （３期） 11月～２月 前橋市 1５名
県民一般

５名

メンタルサポートルーム ４月～３月 前橋市 １2名 県民一般

ハートフル・すわん相談室 ４月～３月 館林市 ４名 住民一般

ハートフル・すわん訪問傾聴 ４月～３月 館林市 ４名 住民一般

訪問リスナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老人

福祉センター（おおとも・ひろせ・かすかわ・しきしま）
４月～３月 前橋市 ２5名 住民一般

在宅訪問リスナー ４月～３月 前橋市 ４名 住民一般

出前「くらら」 ４月～３月 太田市 １２名 住民一般

セルフヘルプ・グループ・スペイス

（不登校・引きこもりからの脱出のための親支援）
４月～３月 前橋市 １０名 住民一般

子育て相談室（サマンサ）　 ４月～３月 前橋市 1３名 住民一般

子育て相談室　(くらら）　　 ４月～３月 太田市 １８名 住民一般

RCCP事業
リカバリ-・カレッジ‐小神明‐プロジェクト　　　　　　（不

登校・引きこもり支援）
４月～３月 前橋市 ２５名 住民一般

「歌とアコーディオンのコンサート」

ソプラノ歌手：河本慶子様

アコーディオン奏者：福田真由子様

　　 公開講座 未定 前橋市 ２0名
県民一般

1００名

　「ＰＴから学ぶ親子関係と、子どもの発達成長」

CCM　 代表　山本　泉
２月 太田市 ２０名 住民一般

           特定非営利活動法人

           カウンセリング＆コミュニケーション・μ

講座事業

相談事業

子育て支援事業

研修育成事業

（講演会）

4月29日 前橋市 １４名 会　員



区分 事業名・事業内容
実施予定

日時

実施予定

場所

従業者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び

予定人数

CCMグループ別勉強会 ４月～３月
県内

各地区
１名 会員１６0名

メンタルサポート事例検討会 ４月～３月 前橋市 １名 会員１2名

生涯学習センターいずみの会 ４月～３月 前橋市 １名 １０名

PTスタッフ養成講座 ７月～８月 前橋市 １名 会員

CCM初級・中級認定相談員・認定試験　　　

CCM初級・中級認定相談員・更新認定試験　　　

CCM上級認定相談員・認定試験　　　

オープンドアサポート事業 ２8名
前橋市立

中学校　21校

卒業生支援隊 １0名 中学校卒業生

20名 高校中退者

20名 中学卒業生

太田 ペアレント・トレーニング講座           （５期） ４月～６月 太田市 １５名
市民一般

５名

太田 ペアレント・トレーニング講座           （６期） ９月～１１月 太田市 １５名
市民一般

５名

関係機関との

連携
前橋社会福祉協議会との打ち合わせ会議 ４月～３月 前橋市 １0名 関係者

CCM全体支援会議
４月～３月の

偶数月
前橋市 １名 会員４３名

CCM理事会 4月29日 前橋市
＿

理事

CCM総会 4月29日 前橋市
＿

会員

スポレク 太田市スポレク祭参加 10月26日 太田市 10名 市民一般

赤い羽根共募 赤い羽根共同募金活動参加 未定 県内 20名 県民一般

諸会議

9名
対象地区

中学生15名

高校中退者等訪問支援業務 ４月～３月 県内

太田市子ども

課からの

委託事業

前橋市教育委

員会からの委

託事業

４月～３月 前橋市

群馬県子ども

未来部からの

委託事業

子どもの生活・学習支援事業 ４月～３月

千代田町

明和町

板倉町

研修育成事業

（研修会）

研修育成事業

（認定会）
11月17日 前橋市 ４名 該当会員



【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 480,000 

    受取入会金 50,000 530,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 100,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金 1,365,000 

  【事業収益】

    自主事業収益 750,000 

    受託事業収益 27,447,000 

    事 業 収 益 28,197,000 

  【その他収益】

    受取  利息 40 

    雑  収  益 200,000 200,040 

        経常収益  計 30,392,040 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給 与 手 当 24,000,000 

      スタッフ手当 1,800,000 

      人 件 費 計 25,800,000 

    （その他経費）

      諸  謝  金 450,000 

      会場使用料 60,000 

      印刷製本費 200,000 

      会  議  費 240,000 

      旅費交通費 200,000 

      通信運搬費 760,000 

      消 耗 品 費 660,000 

      交　際　費 165,000 

      事務用品費 550,000 

      広告宣伝費 100,000 

      水道光熱費 200,000 

      設　備　費 100,000 

      保  険  料 60,000 

      諸  会  費 4,000 

      租税  公課 3,000 

      支払手数料 2,000 

      雑      費 50,032 

      消　費　税 1,000,000 

        その他経費計 4,804,032 

          事業費  計 30,604,032 

  【管理費】

    （人件費）

      人 件 費 計 0 

    （その他経費）

      印刷製本費 8,000 

      諸　謝　金 35,000 

      会場使用料 15,000 

      会  議  費 20,000 

      交　際　費 3,500 

        その他経費計 81,500 

          管理費  計 81,500 

            経常費用  計 30,685,532 

              当期経常増減額        △293,492

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 　　 　△293,492

          当期正味財産増減額        △293,492

          前期繰越正味財産額 293,492 

          次期繰越正味財産額 0 

　　　　　　　　　　活　動　予　算　書
（単位：円）

カウンセリング＆コミュニケーション・ミュ― 自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日


	1
	2
	3

