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令和2（2020）年度 事業報告書 

令和元（2019）年11月１日から令和2（2020）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 

・第8回日本小児診療多職種研究会を開催した。 

・静岡県立大学短期大学部の協力要請により社会人専門講座HPS 養成講座および HPS 養 

成週末講座の開講に助言指導を行なった。 

 ・NHK歳末たすけあいの助成を受けて病院に入院している子どもや在宅で過ごす医療的ケア 

児とそのきょうだいへの遊び支援を行なった。 

・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：令和元年11月～令和2 年 10 月 

・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 

間：令和元年 11 月（13 回） 

遊び支援を受けた人数：86 名（子ども、保護者と教職員） 

・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：令和元年 12 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 

具体的な事業内容 

①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：令和元年11月～令和2 年 10 月 

・訪問先：神奈川、静岡、愛知、大阪在住の 17 名の子どもときょうだい、家族 

 

（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 

静岡県立大学短期大学部と共催で第8回日本小児診療多職種研究会を開催した。 

・テ ー マ：「Every Child Matters すべては子どものために、すべての子どもの 

ために ―共通のことばを探そう 同じプラットフォームに立とう―」 
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・実 施 日：令和2年2月1日（土）～2日（日） 

・実施場所：静岡県立大学短期大学部 

・従事者数：53名 

・参 加 者：HPS、小児医療、児童福祉、特別支援教育関係者（学生を含む）581名 

 

当日の様子 

  

   

 

   

 

② 具体的な事業内容 

静岡県立大学短期大学部より協力要請を受け、社会人専門講座 HPS 養成講座および  

HPS 養成週末講座（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）を開催に助言を行なった。実施場所は両講座とも静岡県立大学短期大学

部。令和2年3月以降は感染対策型講座としてZoom等を用いて行なった。 

・令和元年度 HPS養成週末講座 第4クール 

開催時期：平成31年4月～令和2年5月 

受講生数：11名 

・令和元年度HPS養成講座 第14クール 

開催時期：令和元年10月～令和2年5月 

受講生数：10名 

・令和2年度 HPS養成週末講座 第5クール 

開催時期：令和2年7月～令和3年6月（修了予定） 

受講生数：9名 

・平成30年度 HPS養成講座 第15クール 

開催時期：令和年10月～令和3年3月（修了予定） 

受講生数：9名 
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講座の様子   

    
         令和元年度HPS養成（週末）講座 合同講義  令和2年度HPS養成講座（感染対策型） 

 

（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HPS第8回スキルアップ講座を開催した。 

・テーマ「医療的ケア児との25年間‐プレイ・スペシャリストとしての未来を考え 

る」（参加者90名） 

・実施日：令和2年1月31日（土） 

・実施場所：静岡県立大学短期大学部 

・従事者数：9名 

・参加者数：HPS、CLS、小児医療、児童福祉、特別支援教育関係者（英国・米国からの 

参加、学生を含む）90名 

 
当日の様子 

   
講師：Carol Taylor          講座内でのワークショップ 

 

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１～２回程度） 

・実施場所：静岡、関東（群馬）、関西（大阪・神戸他）、愛知 

・従事者数：各回平均２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 

  当法人会員に対し、コロナ禍における子どもへの遊び支援についてのセミナー「コロナ 

時代のホスピタル・プレイ」を開催した。 

・実施日時：令和2年6月28日（日）10：00～12：00 
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・実施場所：Zoomによる遠隔セミナー 

・従事者数：2名 

・参 加 者：HPS養成（週末）講座 修了生 

・参加者数：6名 



全体

（単位：円）
特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
　1.入会金収入
　　入会金収入 5,000 5,000
　2.会費収入
　　正会員会費収入 953,000 953,000
　　賛助会員会費収入 25,000 25,000
　3.事業収入
　　静岡県県立短大養成週末講座 4,902,700 4,902,700
　　静岡県立短大国際シンポ 261,000 261,000
　　日本小児診療多職種研究会 5,072,583 5,072,583
　4.地方公共団体助成金収入
　　日本小児診療多職種研究会 339,000 339,000
　5.寄付金収入
　　ソフトバンク 10,812 10,812
　　募金収入 100,000 100,000
　6.雑収入
　　雑収入 2,397,309 2,397,309
　経常収益計 1,432,812 12,633,592 14,066,404
Ⅱ 経常費用
　１.事業費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,650,127 1,650,127
　　　　　臨時雇賃金 1,141,336 1,141,336
　　　　　人件費計 0 2,791,463 2,791,463
 　　（2）その他経費
          材料費 315,533 315,533
　　　　　委託費 2,731,327 2,731,327
　　　　　諸謝金 2,188,939 2,188,939
　　　　　印刷製本費 83,022 83,022
　　　　　会議費 161,599 161,599
　　　　　旅費交通費 981,350 981,350
　　　　　通信運搬費 474,175 474,175
　　　　　消耗品費 319,729 319,729
　　　　　賃借料 25,190 25,190
　　　　　会場費 287,951 287,951
　　　　　保険料 51,000 51,000
　　　　　租税公課 1,000 1,000
　　　　　研修費 50,274 50,274
　　　　　支払手数料 23,708 23,708
　　　　　雑費 180,102 180,102
　　　　　その他経費計 0 7,874,899 7,874,899
　 　事業費計 0 10,666,362 10,666,362
　２.管理費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 565,000 565,000 1,130,000
　　　　　法定福利費 10,912 10,912
　　　　　福利厚生費 187,665 187,665 375,330
　　　　　人件費計 763,577 752,665 1,516,242
 　　（2）その他経費
　　　　　会議費 5,053 5,053
　　　　　旅費交通費 25,845 25,845 51,690
　　　　　交際費 4,968 4,968
　　　　　通信運搬費 57,058 57,058 114,116
　　　　　消耗品費 113,324 113,324 226,648
　　　　　印刷製本費 219,153 219,153 438,306

 活 動 計 算 書 

令和1年11月　1日から令和2年10月31日まで

科目 収益事業 合計



全体

（単位：円）
特定非営利活動
に係る事業

 活 動 計 算 書 

令和1年11月　1日から令和2年10月31日まで

科目 収益事業 合計

　　　　　諸謝金 92,388 92,387 184,775
　　　　　諸会費 112,198 112,198
　　　　　租税公課 500 500
　　　　　支払手数料 240,317 240,317
　　　　　雑費 26,580 26,580
　　　　　その他経費計 897,384 507,767 1,405,151
　 　管理費計 1,660,961 1,260,432 2,921,393
　 経常費用計 1,660,961 11,926,794 13,587,755
　　 当期経常増減額 -228,149 706,798 478,649
Ⅲ 経常外収益
　経常外収益計 0 0 0
Ⅳ 経常外費用
　経常外費用計 0 0 0
Ⅴ 経理区分振替額
　 　経理区分振替額
　　　当期正味財産増減額 -228,149 706,798 478,649
　　　前期繰越正味財産額 1,177,034 10,101 1,187,135
　　　次期繰越正味財産額 948,885 716,899 1,665,784
（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。



全体

（単位：円）

Ⅰ 資産の部
　１.流動資産
　　　現金(静岡) 32,062
　　　現金(名古屋) 154,607
　　　現金(関東ブロック) 27,374
　　　現金(関西ブロック) 45,140
　　　現金(静岡ブロック) 28,034
　　　現金(名古屋ブロック) 27,000
　　　当座預金 1,495,552
　　　普通預金 1,081,655
 　　流動資産合計 2,891,424
　２.固定資産
　　 （1）有形固定資産
　　　　　有形固定資産計 0
　　 （2）無形固定資産
　　　　　無形固定資産計 0
　　 （3）投資その他の資産
　　　　　投資その他の資産計 0
　　 固定資産合計 0
　 資産合計 2,891,424
Ⅱ 負債の部
　１.流動負債
 　　短期借入金 1,084,107
 　　預り金 141,533
 　　流動負債合計 1,225,640
　2.固定負債
 　　固定負債合計 0
　 負債合計 1,225,640
Ⅲ 正味財産の部
　１.正味財産
　　 前期繰越正味財産 1,187,135
　　 当期正味財産増減額 478,649
　 正味財産合計 1,665,784
　 負債及び正味財産合計 2,891,424

 貸 借 対 照 表 

令和2年10月31日現在

科目 金額



全体

（単位：円）

Ⅰ 経常収益
　1.入会金収入
　　入会金収入 5,000

5,000
　2.会費収入
　　正会員会費収入 953,000
　　賛助会員会費収入 25,000

978,000
　3.事業収入
　　静岡県県立短大養成週末講座 4,902,700
　　静岡県立短大国際シンポ 261,000
　　日本小児診療多職種研究会 5,072,583

10,236,283
　4.地方公共団体助成金収入
　　日本小児診療多職種研究会 339,000

339,000
　5.民間補助金収入

0
0

　6.寄付金収入
　　ソフトバンク 10,812
　　募金収入 100,000

110,812
　7.雑収入
　　雑収入 2,397,309

2,397,309
　経常収益計 14,066,404
Ⅱ 経常費用
　１.事業費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,650,127
　　　　　臨時雇賃金 1,141,336
　　　　　人件費計 2,791,463
 　　（2）その他経費
          材料費 315,533
　　　　　委託費 2,731,327
　　　　　諸謝金 2,188,939
　　　　　印刷製本費 83,022
　　　　　会議費 161,599
　　　　　旅費交通費 981,350
　　　　　通信運搬費 474,175
　　　　　消耗品費 319,729
　　　　　賃借料 25,190
　　　　　会場費 287,951
　　　　　保険料 51,000
　　　　　租税公課 1,000
　　　　　研修費 50,274
　　　　　支払手数料 23,708
　　　　　雑費 180,102
　　　　　その他経費計 7,874,899
　 　事業費計 10,666,362
　２.管理費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,130,000
　　　　　法定福利費 10,912

 活 動 計 算 書 

令和1年11月　1日から令和2年10月31日まで

科目 金額



全体

（単位：円）

 活 動 計 算 書 

令和1年11月　1日から令和2年10月31日まで

科目 金額

　　　　　福利厚生費 375,330
　　　　　人件費計 1,516,242
 　　（2）その他経費
　　　　　会議費 5,053
　　　　　旅費交通費 51,690
　　　　　交際費 4,968
　　　　　通信運搬費 114,116
　　　　　消耗品費 226,648
　　　　　印刷製本費 438,306
　　　　　諸謝金 184,775
　　　　　諸会費 112,198
　　　　　租税公課 500
　　　　　支払手数料 240,317
　　　　　雑費 26,580
　　　　　その他経費計 1,405,151
　 　管理費計 2,921,393
　 経常費用計 13,587,755
　　 当期経常増減額 478,649
Ⅲ 経常外収益
　経常外収益計 0 0
Ⅳ 経常外費用
　経常外費用計 0 0
Ⅴ 経理区分振替額
　 　経理区分振替額
　　　当期正味財産増減額 478,649
　　　前期繰越正味財産額 1,187,135
　　　次期繰越正味財産額 1,665,784
（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。


	②R2_2020 事業報告書.pdf
	（４）HPS 有資格者へのキャリアアップ支援活動

	令和2年収支報告_全体
	様式1（活動計算書） (4)
	様式2（貸借対照表） (2)
	様式1（活動計算書） (3)


