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令和3（2021）年度 事業報告書 

令和2（2020）年11月１日から令和3（2021）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 

・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。 

 ・ノエビアグリーン財団の助成を受けてコロナ禍における病児の遊び（ホスピタル・プレ 

イ）支援を守り促進するための取り組みとしてツール開発およびシンポジウム・セミナ 

ー開催の準備等を行なった。 

・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

実施期間：令和2年11月～令和3年10月 

・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2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2年11月～令和3年10月 

・訪問先：群馬、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 13 回HPS国際シンポジウム・研究大会を開催した。 

テーマ：「コロナ時代の子ども、医療そして遊びと支援  

－連携を通して新たな道を切り拓こう－」 

・実 施 日：令和3年2月10日（土）～16日（日） 
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・実施場所：オンデマンド開催 

・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）277名 

 

    

 

   

HPS国際シンポジウム・研究大会の様子（オンデマンド） 

 

② 具体的な事業内容 

静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科地域経営研究センターの依頼を

受け、社会人学習講座を開催した。 

・テ ー マ：「コロナ時代の子どもと支援 Part2～ハイリスク児を援助する遊び 

と方法～」 

・実 施 日：令和3年2月6日（土） 

・実施場所：静岡県立大学（オンライン講座） 

・参 加 者：23名 

 

講座の様子 

 

   

③ 具体的な事業内容 

HPS養成講座応募説明相談会として、HPSから学ぶ ホスピタル・プレイの基礎講座

を開催した。 

・テ ー マ：「治療を受ける子どもの気持ちの理解と不安感や恐怖心の解消のため 

に」 

・実 施 日：令和3年8月7日（土） 

・実施場所：静岡県立大学短期大学部（オンライン開催） 

・参 加 者：保育士、看護師、学生など41名 
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④ 具体的な事業内容 

静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科地域経営研究センターの依頼を

受け、社会人学習講座を開催した。 

・テ ー マ：「コロナ禍の子どもと遊び支援の方法を学ぶ」 

・実 施 日：令和3年9月25日（土） 

・実施場所：静岡県立大学（オンライン開催） 

   

講座の様子 

 

⑤ 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 養成週末講座の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。感染対策型講座としてZoom等を用いて行なった。 

・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～順次修了 

受講生数：9名 

・令和2年度 HPS養成講座 第16クール 

開催時期：令和2年10月～順次修了 

受講生数：9名 

・令和3年度 HPS養成週末講座 第6クール 

開催時期：令和3年7月～令和4年6月（修了予定） 

受講生数：13名 

・令和3年度HPS養成講座 第17クール 

開催時期：令和3年10月～令和4年3月（修了予定） 

受講生数：6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 

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 

① 具体的な事業内容 

沼津工業高等専門学校からの依頼を受け、専攻科 医療福祉機器開発工学コースの

コース実験への協力をした。 
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・実施期間：令和3年6月～令和3年9月 

・実施場所：愛知 

・従事者数：3名 

 

② 具体的な事業内容 

静岡キワニスクラブよりキワニスドール100体の寄贈を受け、静岡県立こども病院、

静岡済生会総合病院へ配布した。 

また、当法人として、県内在住の医療的ケア児への在宅訪問、被虐待児へのプレイ

セラピーでも活用した。 

  

贈呈式の様子 



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
　2.会費収入
　　正会員会費収入 1,174,000 1,174,000
　　賛助会員会費収入
　3.事業収入
　　静岡県県立短大養成週末講座 4,943,930 4,943,930
　　静岡県立短大国際シンポ 691,670 691,670
　　ホスピタルプレイ講座 35,000 35,000
　4.補助金収入
　　木製メディカルキット 94,335 94,335
　5.寄付金収入
　　ソフトバンク 11,787 11,787
　　募金収入 100,000 100,000
　6.雑収入
　　雑収入 333,031 333,031
　経常収益計 1,713,153 5,670,600 7,383,753
Ⅱ 経常費用
　１.事業費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,819,930 1,819,930
　　　　　臨時雇賃金 572,465 572,465
　　　　　人件費計 0 2,392,395 2,392,395
 　　（2）その他経費
          材料費 122,167 53,990 176,157
　　　　　印刷製本費 17,519 17,519
　　　　　旅費交通費 900 51,480 52,380
　　　　　通信運搬費 1,463 724,598 726,061
　　　　　消耗品費 10,114 84,705 94,819
　　　　　会議費 9,016 9,016
　　　　　保険料 1,000 63,290 64,290
　　　　　諸謝金 4,778 1,612,687 1,617,465
　　　　　租税公課 2,000 2,000
　　　　　研修費 19,393 19,393
　　　　　支払手数料 1,540 18,399 19,939
　　　　　会場費 15,000 275,100 290,100
　　　　　雑費 140 140
　　　　　その他経費計 156,962 2,932,317 3,089,279
　 　事業費計 156,962 5,324,712 5,481,674
　２.管理費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 600,000 600,000 1,200,000
　　　　　法定福利費 12,292 12,293 24,585
　　　　　福利厚生費 17,220 17,220 34,440
　　　　　人件費計 629,512 629,513 1,259,025
 　　（2）その他経費
　　　　　旅費交通費 1,546 1,547 3,093
　　　　　交際費 7,387 7,387
　　　　　通信運搬費 52,758 52,758 105,516
　　　　　消耗品費 32,837 32,838 65,675
　　　　　印刷製本費 163,555 163,555
　　　　　諸謝金 57,750 57,750 115,500
　　　　　諸会費 43,802 43,802
　　　　　租税公課 500 500

 活 動 計 算 書 

令和2年11月1日から令和3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2年11月1日から令和3年10月31日まで

科目 収益事業 合計

　　　　　支払手数料 236,515 236,515
　　　　　雑費 129 129
　　　　　その他経費計 596,779 144,893 741,672
　 　管理費計 1,226,291 774,406 2,000,697
　 経常費用計 1,383,253 6,099,118 7,482,371
　　 当期経常増減額 329,900 -428,518 -98,618
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 329,900 -428,518 -98,618
　　　前期繰越正味財産額 948,885 716,899 1,665,784
　　　次期繰越正味財産額 1,278,785 288,381 1,567,166
（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) 51,559
　　　現金(名古屋) 20,786
　　　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 2,918,369
　　　普通預金 1,101,048
 　　流動資産合計 4,219,310
　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 4,219,310
Ⅱ 負債の部
　１.流動負債
　　　前受金 1,550,000
 　　短期借入金 1,084,107
 　　預り金 18,037
 　　流動負債合計 2,652,144
　2.固定負債
 　　固定負債合計 0
　 負債合計 2,652,144
Ⅲ 正味財産の部
　１.正味財産
　　 前期繰越正味財産 1,665,784
　　 当期正味財産増減額 -98,618
　 正味財産合計 1,567,166
　 負債及び正味財産合計 4,219,310

 貸 借 対 照 表 

令和3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

　2.会費収入
　　正会員会費収入 1,174,000
　　賛助会員会費収入

1,174,000
　3.事業収入
　　静岡県県立短大養成週末講座 4,943,930
　　静岡県立短大国際シンポ 691,670
　　ホスピタルプレイ講座 35,000

5,670,600
　4.補助金収入
　　木製メディカルキット 94,335

94,335
　5.寄付金収入
　　ソフトバンク 11,787
　　募金収入 100,000

111,787
　6.雑収入
　　雑収入 333,031

333,031
　経常収益計 7,383,753
Ⅱ 経常費用
　１.事業費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,819,930
　　　　　臨時雇賃金 572,465
　　　　　人件費計 2,392,395
 　　（2）その他経費
          材料費 176,157
　　　　　印刷製本費 17,519
　　　　　旅費交通費 52,380
　　　　　通信運搬費 726,061
　　　　　消耗品費 94,819
　　　　　会議費 9,016
　　　　　保険料 64,290
　　　　　諸謝金 1,617,465
　　　　　租税公課 2,000
　　　　　研修費 19,393
　　　　　支払手数料 19,939
　　　　　会場費 290,100
　　　　　雑費 140
　　　　　その他経費計 3,089,279
　 　事業費計 5,481,674
　２.管理費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,200,000
　　　　　法定福利費 24,585
　　　　　福利厚生費 34,440
　　　　　人件費計 1,259,025
 　　（2）その他経費
　　　　　旅費交通費 3,093
　　　　　交際費 7,387

 活 動 計 算 書 

令和2年11月1日から令和3年10月31日まで

科目 金額



全体

（単位：円）

 活 動 計 算 書 

令和2年11月1日から令和3年10月31日まで

科目 金額

　　　　　通信運搬費 105,516
　　　　　消耗品費 65,675
　　　　　印刷製本費 163,555
　　　　　諸謝金 115,500
　　　　　諸会費 43,802
　　　　　租税公課 500
　　　　　支払手数料 236,515
　　　　　雑費 129
　　　　　その他経費計 741,672
　 　管理費計 2,000,697
　 経常費用計 7,482,371
　　 当期経常増減額 -98,618
Ⅲ 経常外収益
　経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用
　経常外費用計 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 -98,618
　　　前期繰越正味財産額 1,665,784
　　　次期繰越正味財産額 1,567,166
（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。



収益事業

（単位：円）

Ⅰ 経常収益
　1.事業収入
　　静岡県県立短大養成週末講座 4,943,930
　　静岡県立短大国際シンポ 691,670
　　ホスピタルプレイ講座 35,000

5,670,600
　2.雑収入
　　雑収入

　経常収益計 5,670,600
Ⅱ 経常費用
　１.事業費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 1,819,930
　　　　　臨時雇賃金 572,465
　　　　　人件費計 2,392,395
 　　（2）その他経費
          材料費 53,990
　　　　　印刷製本費 17,519
　　　　　旅費交通費 51,480
　　　　　通信運搬費 724,598
　　　　　消耗品費 84,705
　　　　　会議費 9,016
　　　　　保険料 63,290
　　　　　諸謝金 1,612,687
　　　　　租税公課 2,000
　　　　　研修費 19,393
　　　　　支払手数料 18,399
　　　　　会場費 275,100
　　　　　雑費 140
　　　　　その他経費計 2,932,317
　 　事業費計 5,324,712
　２.管理費
 　　（1）人件費
　　　　　給料手当 600,000
　　　　　法定福利費 12,293
　　　　　福利厚生費 17,220
　　　　　人件費計 629,513
 　　（2）その他経費
　　　　　旅費交通費 1,547
　　　　　通信運搬費 52,758
　　　　　消耗品費 32,838
　　　　　諸謝金 57,750
　　　　　その他経費計 144,893
　 　管理費計 774,406
　 経常費用計 6,099,118
　　 当期経常増減額 -428,518
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 -428,518
　　　前期繰越正味財産額 716,899
　　　次期繰越正味財産額 288,381
（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。

 活 動 計 算 書 

令和2年11月1日から令和3年10月31日まで

科目 金額


	R3_2021事業報告書.pdf
	NPO法人会計基準(様式１～５）HPS 令和3年
	様式1（活動計算書） (5)
	様式2（貸借対照表） (2)
	様式1（活動計算書） (3)
	様式1（活動計算書） (2)


