
神奈川県子ども子育て支援 奨励賞受賞 
 

浜銀総研ビジネスウーマンアワード 初代大賞受賞 
 

横浜市男女共同参画貢献表彰 推進賞受賞 
 

子供と家族・若者応援団表彰 内閣特命担当大臣賞受賞 
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認定NPO法人あっとほーむの活動を続けてきた中で、「自分の地域にもあっとほーむの

ようなところがほしい」という働く女性の意見と、「自分もあっとほーむのようなと

ころを立ち上げたい」という起業希望者からの相談が多くありました。個人だけでな

く、多くの企業や団体からの相談も受けてきましたが、一つ一つ相談に乗ることに限

界を感じました。 

そこで、あっとほーむに共感し、「自分もあっとほーむのようなところを立ち上げた

い」という想いを持つ方に対し、私たちが長年培ってきたスキルやノウハウを伝える

ことにしました。それが、あっとほーむカレッジです。 

 

あっとほーむカレッジは、起業経験があったり、事業計画や予算を立てられる人では

なく、「自信もないし経験もないけれど、あっとほーむのように地域の子どもたちの

居場所を作りたい」「自分ができる範囲で地域の親子の支援をしたい」という方を対

象として、起業までの支援をするものです。 

  

私たちは、あっとほーむのコピーを作るのではなく、あっとほーむをお手本に、自分

らしい子育て支援事業、地域のニーズに合った事業を立ち上げるためのお手伝いをし

ます。一人でも多くの方に、地域で活躍する子育て支援事業を立ち上げていただきた

いと考え、「基礎クラス」「応用クラス」を設定しました。また、オープンカレッジ

としてあっとほーむカレッジ入学を検討している方を対象とした「オープンカレッ

ジ」、在学中と卒業生を対象とした「ゼミ」を設定しています。 

 

あっとほーむカレッジを始めた理由 

1 

あっとほーむとは・・・ 

1998年から働く女性のためにお迎え付き夜間保育を開始しまし
た。地域で子育てを支援し、働く親と子どもが楽しく笑顔で過
ごせる場所を提供しています。保育に加え、親向けサロンや起
業者へのコーチングなどを行い、高く評価されています。 
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概要 

起業例 

子育て広場 子育て相談
窓口 

夜間保育 学童保育 
親子カフェ 

修了後の事業継続支援
を行います。 

※会員向けサービスとして、 

① 交流・相談の場の提供 

② 開業支援者としての機会の提供 

③ 事業継続支援サービスの提供 

などがあります。 

※下記条件をすべて満たした方は、『おうち保育園®』の商標を 

ご利用いただけます。 

① 自宅またはそれに準ずる施設で保育を行うこと 

② 概ね20人以内の少人数保育を行うこと 

③ 未就学児～小学生の保育を行うこと 

基礎クラス 

応用クラス 

開業までに必要なこと 

をお伝えします。 

オープンキャンパス 
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授業内容 

9:30～ 受付 

10:00～12:00 
 

事業がうまくいく人、いかない人 ～成功者の共通点教えます～ 
 
担当：阿部依里子             参加費 ¥5,000 

12:30～13:30 
認定ＮＰＯ法人あっとほーむの見学と説明 
 
担当：小栗宏之               参加費 ¥1,000 

14:00～16:00 
起業に役立つコミュニケーションスキル ～信頼を得る方法～ 

 
担当：小栗ショウコ             参加費 ¥12,000 

3 

オープンカレッジのご案内 

オープンカレッジ [ 各回2時間～4時間 ] 

あっとほーむカレッジ入学前に、体験学習ができます。 

ピン！と来た授業をいくつでも選択できますので、起業するしないに関わらず、これからの生き方、

働き方を見直す機会にしてください。 

オープンカレッジ終了後は、基礎クラスへ進むことができます。 

 

 

 

 あっとほーむカレッジの体験ができます 

 起業に必要なスキルを1つずつお伝えします。 

 毎日の生活や仕事に役立つスキルをお伝えします。 

オープンカレッジの事例  

 

※一日通してご参加の方は、¥15,000となります。あっとほーむの見学と説明に参加されない方
は、一旦退出願います。 
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日程 内容 

1日目 誰を対象にするのかを明確にします 

2日目 何をどの程度まで行うのか決定します 

3日目 どのような方法で、いつ、どこで行うのかを決定し事業骨子を策定します 

4日目 
明確にした目標を人に伝えられるようにします 
《受講者内プレゼン発表》《ゲスト特別講座含》 

3 

基礎クラスのご案内 

基礎クラス  [ 4時間×4回（全4日間） ] 

あなたがやりたいことは何か、事業の軸となるビジョンを明確にするところから始り、誰に、何を、ど

のようにして提供していくのか、事業骨子と具体的な目標を立てていきます。 

また、それを人に伝える基本的なスキルを学んだ上で、最終日にプレゼン発表を行います。 

 あなたのやりたいことが明確になります 

 人生ビジョンにあった事業骨子を策定する事ができます 

 これらを人に伝えられるようになります 

基礎クラス 十期 

1日目 2日目 3日目 4日目 

4/23(日曜) 5/21(日曜) 6/18(日曜) 7/16(日曜) 

開催日程のご案内  

 

※ 講座は、13：00～17：00で行います。 

  (受講人数が少ない日は、早めに講座が終了する場合があります。) 

※ 日程・時間は、当協会の都合により予告無く変更する場合があります。 

基礎クラスの開催日に参加できない場合は、振り替えが可能です。 

振り替えは基本的に平日午前中になりますので、参加できない場合は事前に希望日をお知らせく

ださい。 
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※ 講座は、13：00～17：00で行います。 

※ 4回目は、10：00～17：00となります。 

  (受講人数が少ない日は、早めに講座が終了する場合があります。) 

※ 日程・時間は、当協会の都合により予告無く変更する場合があります。 

4 

応用クラスのご案内 

あっとほーむのような、自宅又はそれに準ずる施設で、未就学児～小学生の少人数保育を行い

たい方に、開業までの具体的なスキル・ノウハウと継続経営のコツを習得します。 

「基礎クラス」で策定した事業骨子に収支計画なども加え、より具体的な事業計画（経営計画）を

立て、開業まで伴走します。開業に必須である書類の作成や手続きの方法なども習得しますので、

講座終了後は、即開業（最短３ヶ月程）も可能です。 

応用クラス[ 4時間×3回、 6時間×1回（全4日間） ] 

 

日程 内容 

1日目 あっとほーむの実績を参考に、料金設定、予算書を作成します 

2日目 開業までの手続きを知り、規約を作成します《専門家講座含》 

3日目 事業を継続するために必要なことを学びます 

4日目 事業開始の宣言をします《一般プレゼン発表》 

開催日程のご案内  

 

応用クラス 十期 

1日目 2日目 3日目 4日目 

9/17(日曜) 10/15(日曜) 11/19(日曜) 12/17(日曜) 

基礎クラス終了後、一年以内に受講してください。一年経過後は再度基礎クラスから受講となります。 

応用クラスの開催日に参加できない場合は、振り替えが可能です。 

振り替えは基本的に平日午前中になりますので、参加できない場合は事前に希望日をお知らせください。 
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受講までの流れ 

１ 説明会に参加する 

 認定ＮＰＯ法人あっとほーむの事業内容及びあっとほーむカレッジの詳細についてご説明します。 

 あっとほーむもご見学頂けます。 

２ 入学を決める 

 ご都合の良い日程をお選び頂き、あっとほーむ事務局までメールでご連絡下さい。 

［   ouchi-hoikuen@npoathome.com  ］ 

携帯メールは、@npoathome.com 受信設定お願いします。 

３ 授業料を払う 

 必要書類の提出、授業料のお支払をもって正式なお申込みと致します。 

 ※ お支払完了時点でお席を確保いたします。 

授業料のご案内 

基礎クラス（全4日間）    ¥80,000（税込） 

応用クラス（全4日間）   ¥100,000（税込） 

授業開始 

【早期お申込み特典】 

以下の条件を満たした方は、早期お申込み特典として授業料を10％引きいたします。 
 

  授業開始日より1ヶ月前までに「基礎クラス」と「応用クラス」を同時にお申込みされ 

  授業料を一括でお支払いされる方 
 

【参考】 基礎クラス(（80,000円） ＋ 応用クラス（100,000円）) ー 10％ ＝ 162,000円(税込) 
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ゼミのご案内 

販促ゼミ  [ 1日4時間 ] 

「応用クラス」を受講された方（されている方）のゼミです。 

保育事業に関わらず、商品やサービスが売れない時代です。開業講座で設定した料金が値下げ

競争にさらされないために、保育事業者としての販促ノウハウを習得します。 

 

あっとほーむのホームページ、ＳＮＳ、チラシの活用法を参考に、自分の事業にどう活かしていく

のかポイントをお伝えします。特にパソコンスキルがない方、インターネット環境に自信がない方

に受講をお勧めします。 

 

 

 

販促ゼミ（講師付き）                  ¥30,000（税込） 

販促個別コンサルティング（90分）         ¥5,000（税込） 

            

      

開催スケジュールについては、あっとほーむ事務局まで、メールでお問合わせ下さい。 
 

 ［   ouchi-hoikuen@npoathome.com  ］ 

経営ゼミ  [ 1日4時間程度 ] 

「応用クラス」終了後おうち保育園®協会に加入し、起業した方のゼミです。 

あっとほーむ代表・小栗ショウコ又はゲスト講師を招いて開催する経営ゼミです。 

地域や事業の規模ごとに少人数で開催しますので、具体的な悩みや経営内容を持ち寄り、 

意見を出し合うボードミーティングとして活用していただけます。 

 

 

 経営ゼミ                    ¥5,000～（税込）                         

経営個別コンサルティング（90分）       ¥5,000～（税込） 

                       ゲスト講師・地域により異なります 

       

                

      



Presented by 8 

コンサルティングのご案内 

コンサルティング 

基礎クラス、応用クラスの開催日程に関わらず、認定ＮＰＯ法人あっとほーむ代表・小栗ショウコか

ら個別にコンサルティングを受けられます。 

 

1）すでにある程度の事業構想がある・保育事業に関わらず、事業経験のある方 

又は 

2）新規プロジェクトとして立ち上げたい企業 

 

内容 

1. カウンセリング＋目標設定  

2. カウンセリング結果に基づき、必要なスキルとノウハウの提供  

3. 現地視察と視察先での指導（2名分の交通費、宿泊費を別途ご負担ください） 

4. 目標達成までの経営・運営指導 

 

 

 

 

内容 1 2 3 4 金額 

10時間コース 

（約2か月） 

○ 

4H 

○ 

6H  
¥180,000 

20時間コース 

（約3か月） 

○ 

4H 

○ 

12H 

○ 

4H 
¥250,000 

30時間コース 

（約6か月） 

○ 

4H 

○ 

16H 

○ 

4H 

○ 

6H 
¥350,000 

※あっとほーむ以外で行う場合は、別途交通費と遠隔地の場合は宿泊費のご負担をお願いいたします。 

※例えば、10時間コースをお申し込み後、20時間コース、30時間コースへ移行する場合は、差額をお支払いいただければ、使用した

時間数を除き、追加でご利用できます。 

 

 

 

 

Ｈ＝時間、税込 

応募方法 

1. 説明会にご参加の上、申込書・現時点での企画書をお送りください  

2. 審査 （内容・条件等により、審査に通らない場合もございます） 

3. 契約 コンサルティング開始 

 

※経営状況の向上、利益増加を約束したものではありません。経営者のメンターとしてアドバイスを行います。 

※審査に通らなかった場合は、応募書類を返却いたします。  
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あっとほーむカレッジ卒業後のご案内 

 

 

 

あっとほーむカレッジを卒業された皆さんには、おうち保育園®協会への入会をお勧めしています。 

事業継続支援と会員同士の交流を促進する様々なサポート体制で、卒業生の皆さんを、これからもバッ

クアップしていきます。 

会員入会の特典 

入会頂いた方には、下記を満たして頂いた上で、「おうち保育園®」の商標をご利用頂けます。 

  自宅またはそれに準ずる施設で保育を行うこと 

  概ね20人以内の少人数保育を行うこと 

  未就学児～小学生の保育を行うこと 

 

会員向け提供サービス 

①. 交流 ・ 相談の場の提供 ③. 事業継続支援サービスの提供 

②. 起業支援者としての機会の提供 

お申込みと会費について 

卒業生には、事務局より加入の有無を確認させて頂きます。ご検討下さい。 

＜会費＞ 2千円 / 月 （年間契約です。お支払いは年一括となります。） 

定期会員ミーティング開催（2,3ヶ月毎） 

会員同士が近況・相談事項を共有します 

総会開催（年1回） 

特別セミナー、表彰会等を行います 

各種優待価格で支援します。 

講座再受講 ［ 5千円 ～ / 1日 ］ 

開業前支援 ［ 5千円 ～ ］ 

施設選び、届出手続 等 

各種セミナー受講 ［ 30～70％割引 ］ 

法務・労務関連、営業・販促・IT関連 等 

個人相談 ［ 5千円 / 2時間 ］ 

専門家相談会のご案内 

起業講座講師登用制度 

セミナー・イベント企画の機会の提供 

ご質問・ご不明点は、あっとほーむ事務局まで、メールでお問合わせ下さい。 
 

 ［   ouchi-hoikuen@npoathome.com  ］ 
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アンケートにご協力ください 

あなた様のご意見をお聞かせ頂き今後の活動に反映したいと考えております。良かったこと嬉しかった

こと、どのような些細なことでも結構です。是非、ご協力よろしくお願いします。（以下、「あっとほーむカ

レッジ」無料説明会とトークサロンを併せて“無料説明会”と記します。） 

 

Q1: 今回の無料説明会に参加する前にどんな事で悩んでいましたか？ 

 

 

 

 

Q2: 何がきっかけで、この無料説明会を知りましたか？ネットの場合、検索キーワードもお書き下さい。 

 

 

 

 

Q3: この無料説明会を知って直ぐに申込みましたか？しなかったとしたらなぜですか？ 

 

 

 

 

Q4: 何が決め手となってこの無料説明会に参加しましたか？ 

 

 

 

 

Q5: 実際に無料説明会に参加してみていかがですか？ 

 

 

 

 

※上記のお声についてお願いがあります。インターネットや印刷物などに掲載させて頂いて 
 宜しいでしょうか？下記の中から○印をお付け下さい。NGの方は、×をお付け下さい。 
 
（ ）名前を出しても良い。（ ）イニシャルなら出しても良い。（ ）名無しなら出しても良い。 
 

ご協力誠にありがとうございました。 
当アンケートで取得したお客様の個人情報は厳正に管理致します。 

お名前：                メールアドレス： 

メルマガ登録（ ）OK （ ）NG   携帯メールは、@npoathome.com 受信設定お願いします。 



甲（お申込者）は、下記の記載事項について承諾した上で、乙である特定非営利活動法人あっとほーむが開催する講座に 

申し込みます                                平成   年   月   日 

 

 

 

甲
（
お
申
込
者
） 

お名前 

又は企業名 

 

                              印 

自署にて印鑑の代わりとします 

同行者 
 

 

生年月日 

又は設立日 

昭和 ・ 平成     年     月     日 

住所 
〒 

 

電話番号 

FAX 

ご自宅又は企業先 

 

携帯 

e-mail 

病歴・持病 

アレルギー 

喫煙 □なし       □あり ※喫煙する方は受講できません 

資格 □保育士     □幼稚園教諭     □その他（              ） 

希望日程 

基礎クラス 

平成  年  期 以下日にちご記入ください 

1日目：      3日目： 

2日目：      4日目： 

応用クラス 

平成  年  期 以下日にちご記入ください 

1日目：       3日目： 

2日目：       4日目： 

コンサル
ティング 

10時間コース 

（約2か月） 

20時間コース 

（約3か月） 

30時間コース 

（約6か月） 

支払い方法 

※お支払が完了した時点で、お席を確保いたします。 

※振込手数料はお申込者でご負担ください 

※振込用紙が領収証としてご利用いただけます。領収証の発行はいたしません。 

※代金返却はいかなる場合でもいたしません。 

 

★三井住友銀行 港北ニュータウン支店 普通 0365271  

★三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店 普通 0622222 

★ゆうちょ銀行 10900-1934141 

いずれも名義は 「特定非営利活動法人あっとほーむ」 

契約解除 

以下にあてはまる方は、お申込みできません。 

受講中に以下にあてはまると乙が判断した場合は受講をお断りいたします。 

また被った損害の賠償を請求することがあります。 

・申請内容に虚偽がある場合 

・内容漏洩目的等、お申込者の起業や事業継続目的以外での受講であると乙が判断した場合 

・他の受講者に迷惑を行う危険性、又は行ったと乙が判断した場合 

その他 

受講中のけがや事故に関しての補償はいたしません。 

基本的に半径２キロ圏内に１つのおうち保育園®設立となります。 

２キロ圏内又は周辺で開業される場合は、すでに起業しているおうち保育園®と友好関係を
結ぶことを条件とし、トラブルが発生した場合は乙の判断でいずれかのおうち保育園®の登
録抹消を検討します。また、被った損害の賠償を請求することがあります。 

講座資料及び講座内容は乙の著作物です。転売や無断で複製することを禁止します。 

免責事項 
本講座の受講は、甲の開業を保証するものではありません。 

当団体は、甲の開業に関わる全てについて一切の責任を負いません。 

その他の提出書類                           乙 ： 特定非営利活動法人あっとほーむ 

□履歴書    □身分証明書のコピー                     事務局長 小栗宏之   印 

 

〒224-0015 横浜市都筑区牛久保西3-2-7  TEL 045-911-9502 

Email  ouchi-hoikuen@npoathome.com 

※ 携帯メールは、@npoathome.com 受信設定お願いします。 

あっとほーむカレッジ エントリーシート 



Q1. あっとほーむのどのような所に共感していますか？ 

Q2. 子育て中の親に対して、どのような考えをお持ちですか？ 

   何かエピソードがあれば教えて下さい。 

Q3. ご自身は、これからどういう生活をして、どのような人生を過ごしたいですか？ 

あっとほーむカレッジ エントリーシート 

ご記入いただき、ありがとうございました。 

厳正な審査の上、あっとほーむカレッジへ入学選考の合否をお知らせいたします。尚、合否に関わる選考
内容はお伝えいたしませんのであらかじめご了承ください。 


