
平成 29年度 事業報告書 

平成 29 年５月１日から平成 29年 10月 31日まで 

 

NPO法人 ホスピタル・プレイ協会 

  すべての子どもの遊びと支援を考える会 

 

１．事業の成果 

・ 日本財団 TOOTH FAIRY、NHK 歳末助け合い年末年始支援活動助成からの助成金を受けて、在宅や病

院で病児・障がい児への専門的な遊び支援を行った。 

・ タケダ・ウェルビーイング・プログラム 2016の助成を受けて、医療的ケア児へのホスピタル・プ

レイによる在宅支援システムの構築に取り組んだ。 

・ 静岡県立大学短期大学部の委託を受けて、HPS養成講座および HPS養成週末講座を開催した。 

・ 静岡県立大学で 5 件目、短期大学部としては初の大学発ベンチャーに認定された。ますます当法

人と大学との連携・協働が進み、HPS養成事業およびホスピタル・プレイの発展が期待できる。 

・ 第 6回健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）『すべての子どもにホスピタル・プレイを

届けるための HPS の取り組み』に対し厚生労働省子ども家庭局長 団体部門 優良賞および社会福

祉法人読売光と愛の事業団 第 15回読売福祉文化賞を受賞した。病児・障がい児への遊び支援に

ついて HPSの活動がふさわしい活動である同時にざらに HPSの役割への期待が予想される。 

・ その他、以下の事業を実施した。 

 

２．事業の実施に関する事項 

１）特定非営利活動に係る事業 

（１）病院や療育施設などに入院している子どもに遊びを届ける活動 

①具体的な事業内容： 

病院や療育施設などに入院している病児や障害児を訪問し、一緒に遊びを体験してもらう活動 

・静岡県内の児童福祉関係施設および関係機関等に入所している子どもへの遊び支援 

実施期間 ： 平成 29年５月～平成 29年 10月 

この活動は日本財団 TOOTH FAIRY の支援を受けて実施した。 

・静岡県立静岡南部特別支援学校に通学・訪問教育を受けている子どもへの遊び支援 

 実施期間 ： 平成 29年 11月（12回） 

 遊び支援を受けた人数 ： 86名（子どもと教職員） 

この活動は日本財団 TOOTH FAIRY の支援を受けて実施した。 

  ・静岡県立総合病院および静岡済生会総合病院に入院中の子どもときょうだい、家族に対し、遊育 

支援クリスマス・ワークショップを開催した 

   実施期間 ： 平成 28年 12月 22 日（金）、12月 25日（月） 

この事業は NHK歳末たすけあいの助成を受けて開催した。 

  

（２）在宅の子どもに遊びを届ける活動 

 ①具体的な事業内容： 

自宅など病院や療育施設以外で療養している病児や障害児を訪問し、病児や障害児およびそのき

ょうだいと一緒に遊びを体験してもらう活動 

実施期間： 平成 29 年５月～平成 29年 10月 

訪問先：横浜、静岡、愛知、大阪在住の 17名の子どもときょうだい、家族 

この活動はタケダ・ウェルビーイング・プログラム 2016 の支援を受けて実施した。 
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（３）ホスピタル・プレイを普及するための教育研究活動 

①具体的な事業内容 

 ホスピタル･プレイを普及するための教育活動 

 事業名：遊育サポーター育成講座 

静岡県立大学短期大学部より委託を受け、子どもの遊び支援について関心のある一般市民を対象 

とした講座を開催した。 

・開催時期 ： ７月 12日（水）、19日（水）、26日（水） 

・実施場所 ： 静岡県立大学短期大学部 

・参加者数 ： ３名 

 

  ②具体的な事業内容 

   静岡県立大学短期大学部より委託を受け、社会人専門講座 HPS養成講座および HPS養成週末講座 

を開講した。この講座は文部科学省 職業実践力育成プログラムおよび厚生労働省 教育給付金 

制度に認定されている。実施場所は両講座とも静岡県立大学短期大学部。 

HPS 養成週末講座 

   ・開催時期  平成 29年４月～平成 30年３月 

   ・受講生数  11名 

    HPS養成講座 

     ・開催時期  平成 29年 10月～平成 30年３月 

   ・受講生数  11名 

講座の様子 

  

 

③具体的な事業内容  

・ 実施日時  平成 29 年９月 24日（土）10:00～16:00 

・ 実施場所  静岡県立大学短期大学部 

・ 従事者数  ７名 

・ 参 加 者  医療・福祉関係者、HPS、遊び支援に関心のある方（学生を含む） 

・ 参加者数  37 名 

当日の様子 
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④具体的な事業内容 

  海外における優れた先進的な遊び支援の技術と実践の考察および検証 

    ・海外研修 

     日 程  10月９日から 10 月 22日まで 

       調 査 地   Association for Play Therapy主催 Annual APT International Conference（米 

国）、The Children’s Trust、Stanmore College およびノッテンガムこども病 

院（英国） 

参加者数  １名 

 

（４）HPS有資格者へのキャリアアップ支援活動 

 ①具体的な事業内容 

   HPS有資格者に対し、スキルアップのための以下の講座を開催した。 

 

実施日時 講座名 従事者数 参加者 参加者数 

5月 20日（土） HPS限定講座 

ﾎｽﾋﾟﾀﾙ･ﾌﾟﾚｲを教える人のための研修 

５名 HPS限定 33名 

7月 1日（土） 上級 HPS 講座 

ICT 救助隊 with HPS Japan 病児障が

い児ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座 

10名 HPS、小児医

療、児童福

祉、特別支

援教育関係 

39名 

9月 24日（日） HPS限定講座 

Terry Kottman 博士から親へのコンサ

ルテーションを学ぶ 

７名 HPS限定 47名 

実施場所はすべて静岡県立大学短期大学部 

 

当日の様子 

   

 

 

 

 

②具体的な事業内容 

病院や療育施設などに入院している病児や障害児に遊びを届ける活動への支援および在宅の

病児や障害児に遊びを届ける活動への支援 

・ 実施日時  随時（毎月１回程度） 

Terry Kottman 博士から親への 

コンサルテーションを学ぶ 

ICT救助隊 with HPS Japan  

病児障がい児ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座 
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・ 実施場所  静岡、関東（東京・横浜他）、関西（大阪・神戸他）、愛知 

・ 従事者数  各回 平均３名 

・ 参 加 者   HPS 養成（週末）講座 修了生 

・ 参加者数  各回 平均 15名 

 

（５）その他、目的を達成するために必要な事業 

具体的な事業内容   

病気や障害を持つ子どもときょうだい、家族に遊び支援のワークショップを開催する活動 

・事 業 名  休みの国 in 小牧あそぶ・まなぶワークショップ 

・実 施 日  ５月 14日（日） 

・実施場所  小牧市民会館 

・従事者数  3名 

・参 加 者  SMA（脊髄性筋萎縮症）など難病の子どもとその家族など 

※ この事業は日本財団 TOOTH FAIRY の支援を受けて開催した。 

 

・事 業 名  遊育支援ワークショップ in 鹿児島 

・実 施 日  平成 29年９月３日（日） 

・実施場所  鹿児島県姶良市文化会館 

・従事者数  20名 

・参 加 者  SMA（脊髄性筋萎縮症）など難病の子どもとその家族、作業療法士、教員、看護・ 

児童福祉を学ぶ学生など 130名 

※ この事業は日本財団 TOOTH FAIRY の支援を受けて開催した。 

 

当日の様子 

  

4




