
ＮＰＯ法人チャイルドヘルプラインＭＩＥネットワーク

18才までの子ども専用電話「チャイルドライン」を通して、子どもがエンパワメントし、主体が確立されることを目指します。

また、子どもの声を社会発信することにより、子どもとおとながパートナーとなって、子どもの権利が保障される

社会づくりを目的とした事業を実施しました。

２　事業実施に関する事項

　(1)　特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 事業目的 実施日時
実施
場所

従事者
の数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額（円）

（１）「チャイルドラインMIE」の実施、人材育成、広報・啓発、基盤整備事業
チャイルドラインＭＩＥ
全国統一ダイヤル実
施

全国統一ダイヤル
実施（毎日16:00～
21:00）に参加　チャ
イルドラインMIEの実
施、ボランティアス
タッフ（受け手・支え
手・担当スタッフ）の
調整、データの入
力・管理、ネット電話
への対応準備（ネッ
ト回線）

子どもが安全に安心して健
やかに育つ地域社会づくり

2021年4月～2022年3月（年末年始を
除く）毎日実施
その内、チャイルドヘルプラインMIE
ネットワークは、年間186日、233クー
ル、512時間実施
年間　8,089件受信 県内

7地域
173人

全国の18歳以
下の子ども

三重県の子ど
もからの電話
の発信数1,732
件、内チャイル
ドヘルプライン
MIEの受信数
465件。受信率
26.8％

607,166

告知事業 カード、ポスター等
学校・コンビニ・塾等
における子どもへの
配布および大人へ
の広報啓発、メディ
アを使った広報

チャイルドラインＭＩＥ・オンラ
イン相談・子ども専用メー
ル・MIEちゃんに聞いてみよ
う告知

通年
2021年5月、11月　告知カード配布

県内 220人

子どもに関す
る団体、一般
県内の18歳以
下の子ども24
万人×2回

731,254

ホームページ更新 子どもに関する情報
受発信
子どもからのアクセ
スを増やすためのリ
ニューアル

チャイルドラインＭＩＥ・オンラ
イン相談・子ども専用メー
ル・MIEちゃんに聞いてみよ
うの告知、社会的認識を高
める、子どもに関する情報
の発信

通年
スマホバージョンリニューアル

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

786,041

メールマガジン送付 子どもに関する情報
の発信

チャイルドラインＭＩＥ・オンラ
イン相談・子ども専用メー
ル・MIEちゃんに聞いてみよ
うの告知、社会的認識を高
める、子どもに関する情報
の発信

毎月1日

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

378,484

受け手養成のための
講習会

チャイルドライン
MIE・こどもほっとダ
イヤル受け手支え
手養成のための講
習会等

受け手支え手スタッフ等の
養成・資質向上、地域の子
ども支援者の資質向上

子ども支援者養成講座
【リアル講座】2021年6月27日、7月3
日、10日、11日、18日、25日
32人受講、新受け手登録21人

【オンライン講座】2021年8月16日～
2022年3月31日　60人受講

【地域ビデオ講座】県内8地域にて97
回開催

県内 25人

ボランティアス
タッフ、一般

836,488

新支え手研修会 チャイルドライン
MIE・こどもほっとダ
イヤル新支え手研
修会

新支え手養成 新支え手研修：2021年5月12日

県内 12人

新支え手候補

378,484

2021年度　事業報告書
（2021年4月1日～2022年3月31日）

１　事業実施の方針



事業名 事業内容 事業目的 実施日時
実施
場所

従事者
の数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額（円）

受け手支え手資質向
上研修会

オンラインチャット研
修、セキュリティ研
修、アドボカシー研
修、里親シンポジウ
ム、思春期保健指
導セミナー等

受け手・支え手　資質向上 オンラインチャット研修担当者向け研
修（オンライン）：2021年9月4日
オンラインチャット研修会：2021年10
月10日、2022年2月6日、地域別実施
研修：2022年2月12日、16日、17日、
20日、24日、3月19日、20日

セキュリティ研修会（オンライン）：
2021年12月18日

子どもの権利研修会（オンライン）：
2022年3月19日

里親シンポジウム：2021年10月31
日、後日オンライン配信（2021年11
月15日～30日）

ネットシンポジウム「子どもたちの
今」：収録2022年1月10日、
2022年3月10日～YouTubeにてオー
プン配信

子どもアドボカシー研修会（オンライ
ン受講）：2022年2月20日

思春期保健指導セミナー
（オンライン受講）：2022年2月11日
後日YouTube受講：2月15日～2月28
日

「性被害防止対策研修」及び「地域
別性教育講座」（オンライン受講）：
2021年9月2日、9日、12日

県内 17人

ボランティアス
タッフ、一般

378,484

受け手・支え手地域
ふりかえり研修

チャイルドラインＭＩ
Ｅ・こどもほっとダイ
ヤル受け手・支え手
の地域毎のふりか
えり会議

受け手・支え手　資質向上 県内7地域で2ヶ月毎開催
2021年5月、7月、9月、11月、2022年
1月、3月 県内 17人

受け手・支え手
149人

386,664

支え手全県ふりかえ
り研修

チャイルドラインＭＩ
Ｅ・こどもほっとダイ
ヤル支え手のふり
かえり会議

支え手　資質向上 3ヶ月毎開催
2021年7月4日、11月21日、2022年3
月20日
（地域開催）2021年9月22日（2）、9月
26日、9月28日、10月8日、10月27
日、11月5日

県内 17人

支え手45人

378,514

オンライン相談
オンラインチャット

オンライン相談・オン
ラインチャットの研修
及び常設実施

子どもが安全に安心して健
やかに育つ地域社会づくり
子どもの権利保障

オンライン相談実施（2021年4月～10
月末）
毎週土曜日19：00～21：00
　　60時間実施14件

チャイルドライン全国キャンペーン
　2021年11月6日、13日

オンラインチャット実施（2022年1月～
3月）
毎週土曜日16：00～21：00
　　70時間実施195件受信

県内 17人

全国の18歳以
下の子ども

807,977

子ども専用メール 子どもの声をメール
で受け止める子ども
専用メールの実施と
分析

子どもが安全に安心して健
やかに育つ地域社会づくり
子どもの権利保障

通年
年間　33件

県内 17人

県内18歳未満
の子ども

378,484

LIFE BUOY　プロジェ
クト

「MIEちゃんに聞いて
みよう」等子どもたち
からのアクセスに対
するホームページを
通した子どもたちへ
のメッセージの発信
ホームページのリ
ニューアル

子どもが安全に安心して健
やかに育つ地域社会づくり
子どもの権利保障

年間　5通更新
年間　101件受信

県内 17人

県内18歳未満
の子ども

378,484



事業名 事業内容 事業目的 実施日時
実施
場所

従事者
の数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額（円）

基盤整備 支援会員の拡大。
みえ子どもファンド
の推進、その他資金
づくりおよびその開
発、助成金申請

財政基盤の確立社会整備
の整備、組織の確立、資質
向上研修

通年

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

378,484

施策提言 年次報告書の作
成、講演会活動、施
策に関する各種委
員活動等

子どもの声の社会化、社会
発信、施策提言

2020年度年次報告編集会議：2021
年4月9日
2021年度年次報告編集会議：2021
年12月14日、2022年1月19日、2月8
日、3月1日、3月15日、3月28日
分析会議：2022年2月26日、3月12
日、3月20日
事務局スタッフ会議：2022年2月27
日、3月17日、3月31日

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

1,520,367

子どもの心を受け止
めるネットワークみえ
ファシリテート

チャイルドライン
MIE、こどもほっとダ
イヤルの実施から
得られたデータや活
動を通してみえてき
た子どもの状況を分
析し「子どもの心を
受け止めるネット
ワークみえ」に報
告、提言。子ども支
援に関わる団体の
ネットワーキング

子どもにやさしいまちづくり
の推進
子ども支援のネットワークづ
くり

ネットワーク会議：2021年6月22日、
12月14日、2022年3月15日

県内 17人

一般・子どもに
関する団体・行
政

380,744

子どもの権利条例づ
くり

県内全市町での子
どもの権利条例づく
り

子どもにやさしいまちづくり
の推進、子どもの権利保障

通年

県内 17人

一般・子どもに
関する団体・行
政 378,484

「こどもほっとダイヤ
ル」実施

こどもほっとダイヤ
ル及び子ども家庭
相談の実施、ボラン
ティアスタッフ（受け
手・支え手・担当ス
タッフ）の調整、デー
タの入力・管理
運営会議、関係機
関連絡会議の実施

子どもの権利保障
三重県子ども条例の実現
三重県との協働によるチャ
イルドヘルプラインの実施
（委託事業）

2021年4月1日～2022年3月31日（年
末年始を除く）13：00～21:00、359
日、2,872時間実施
こどもほっとダイヤル：
　　　年間　1,026件受信
子ども家庭相談：年間　308件受信
運営会議：2021年7月14日
関係機関連絡会議：2022年1月11
日、3月22日

県内 107人

三重県内の子
ども(18歳未
満）

4,021,017

「こどもほっとダイヤ
ル」告知事業

カード、ポスター等
学校・コンビニ・塾等
における子どもへの
配布および大人へ
の広報啓発、メディ
アを使った広報

こどもほっとダイヤルの告知 通年
2021年5月、11月　告知カード配布

県内 220人

県内の18歳以
下の子ども24
万人×2回

731,254

「こどもほっとダイヤ
ル」ホームページ更
新

子どもに関する情報
受発信
子どもからのアクセ
スを増やすためのリ
ニューアル

こどもほっとダイヤルの告
知、社会的認識を高める、
子どもに関する情報の発信

通年
スマホバージョンリニューアル

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

785,158

「こどもほっとダイヤ
ル」メールマガジン送
付

子どもに関する情報
受発信

こどもほっとダイヤルの告
知、社会的認識を高める、
子どもに関する情報の発信

毎月1日配信

県内 17人

子どもに関す
る団体、一般

378,484

（５）子どもの権利保障事業

（２）子どもの声の社会化事業

（３）子ども支援のネットワークづくり事業

（４）子どもにやさしい地域づくり事業



事業名 事業内容 事業目的 実施日時
実施
場所

従事者
の数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額（円）

「こどもほっとダイヤ
ル」受け手養成のた
めの講習会

チャイルドライン
MIE・こどもほっとダ
イヤル受け手支え
手養成のための講
習会等

受け手支え手スタッフ等の
養成・資質向上、地域の子
ども支援者の資質向上

子ども支援者養成講座
【リアル講座】2021年6月27日、7月3
日、10日、11日、18日、25日
32人受講、新受け手登録21人

【オンライン講座】2021年8月16日～
2022年3月31日　60人受講

【地域ビデオ講座】県内8地域にて97
回開催

県内 25人

ボランティアス
タッフ、一般

774,210

「こどもほっとダイヤ
ル」新支え手研修会

チャイルドライン
MIE・こどもほっとダ
イヤル新支え手研
修会

新支え手養成 新支え手研修：2021年5月12日

県内 12人

新支え手候補

378,484

「こどもほっとダイヤ
ル」受け手支え手資
質向上研修会

里親シンポジウム、
学習支援事業学び
サポーター研修会、
思春期保健指導セミ
ナー等

受け手・支え手　資質向上 里親シンポジウム：2021年10月31
日、後日オンライン配信（2021年11
月15日～30日）

ネットシンポジウム「子どもたちの
今」：収録2022年1月10日、
2022年3月10日～YouTubeにてオー
プン配信

子どもアドボカシー研修会（オンライ
ン受講）：2022年2月20日
子どもの権利研修会（オンライン受
講）：2022年3月19日

思春期保健指導セミナー（オンライン
受講）：2022年2月11日
後日YouTube受講：2月15日～2月28
日

「性被害防止対策研修」及び「地域
別性教育講座」（オンライン受講）：
2021年9月2日、9日、12日

県内 17人

ボランティアス
タッフ、一般

378,484

「こどもほっとダイヤ
ル」受け手・支え手地
域ふりかえり研修

チャイルドラインＭＩ
Ｅ・こどもほっとダイ
ヤル受け手・支え手
の地域毎のふりか
えり会議

受け手・支え手　資質向上 県内7地域で2ヶ月毎開催
2021年5月、7月、9月、11月、2022年
1月、3月

県内 17人

受け手・支え手
149人

386,664

「こどもほっとダイヤ
ル」支え手全県ふり
かえり研修

チャイルドラインＭＩ
Ｅ・こどもほっとダイ
ヤル支え手のふり
かえり会議

支え手　資質向上 3ヶ月毎開催
2021年7月4日、11月21日、2022年3
月20日
（地域開催）2021年9月22日（伊勢、
熊野）、9月26日（四日市北部・川越・
朝日）、9月28日（鈴鹿）、10月8日
（津）、10月27日（四日市中南部・菰
野）、11月5日（松阪）

県内 17人

支え手45人

378,514

フォスタリング事業

里親シンポジウム・
養育里親更新研修
の企画実施
フォスタリングのあ
り方の検討

NPO・行政との協働で取り組
むことにより、社会的養護の
ネットワークづくりを進める
フォスタリングのあり方の検
討
里親制度の広報啓発及び研
修等

里親シンポジウム：2021年10月31日
「豊かな子ども時代を過ごすために」
養育里親更新研修：①2021年11月
20日、②12月9日、補講2022年2月3
日
養子縁組里親更新研修：①2021年
11月23日、②12月2日、③12月19
日、補講2022年2月3日

県内 17人

里親、行政（県
市町）、関係団
体、一般

378,484

（６）子ども・ユースの社会参画事業

（７）その他、この組織の目的を達成するために必要な事業



2021年4月1日から2022年3月31日まで
NPO法人チャイルドヘルプラインMIEネットワーク

　　　(単位：円）

科　　目

Ⅰ　経常収益

　　　1　受取会費　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　1）個人正会員受取会費 111,000

　　　　　2）団体正会員受取会費 85,000

　　　　　3）個人支援会員受取会費 1,760,000

　　　　　4）団体支援会員受取会費 600,000 2,556,000

　　　2　受取寄付金

　　　　　1）受取寄付金 5,350,848

　　　　　2）募金 1,608,126

　　　　　3）ボランティア受入評価益 0 6,958,974

　　　3　受取助成金等

　　　　　1）受取民間助成金 1,102,000

　　　　　2）受取補助金 0 1,102,000

　　　4　事業収益

　　　　　1）チャイルドラインMIE事業収益 1,351,390

　　　　　2）声の社会化事業収益 0

　　　　　3）ネットワークづくり事業収益 0

　　　　　4）地域づくり事業収益 0

　　　　　5）権利保障事業収益 8,297,300

　　　　　6）社会参画事業収益 0 9,648,690

　　　5　その他収益

　　　　　1）受取利息 28

　　　　　2）雑収入 0 28

　　経常収益計 20,265,692

Ⅱ　経常費用

　　　1　事業費　

　　　　　１）人件費

　　　　　　　給料手当 7,181,980

　　　　　　　法定福利費 488,150

　　　　　　　福利厚生費 74,802

　　　　　　　人件費計 7,744,932

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　謝金 578,700

　　　　　　　印刷製本費 1,541,840

　　　　　　　会議費 109,044

　　　　　　　対外拠出費 109,538

　　　　　　　旅費交通費 3,848,116

　　　　　　　通信運搬費 730,581

　　　　　　　消耗品費 803,437

　　　　　　　会場費 170,410

　　　　　　　租税公課 520

　　　　　　　事務所維持費 323,986

　　　　　　　雑費 884

　　　　　　　事業諸経費 1,033,000

　　　　　　　ネットワーク運営費 323,986

　　　　　　　本部運営費 323,986

　　　　　　　ファンド活動運営費 32,396

　　　　　　　その他経費計 9,930,424

　　　　　事業費計 17,675,356

活　動　計　算　書

金　　額



科　　目 金　　額

　　　２　管理費

          1)人件費 

　　　　　　　役員報酬 1,200,000

　　　　　　　給与手当 798,020

　　　　　　　法定福利費 54,267

　　　　　　　福利厚生費 8,323

　　　　　　　人件費計 2,060,610

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　会議費 12,142

　　　　　　　対外拠出費 12,173

　　　　　　　旅費交通費 40,334

　　　　　　　通信運搬費 15,667

　　　　　　　消耗品費 40,834

　　　　　　　租税公課 80

　　　　　　　事務所維持費 36,014

　　　　　　　雑費 116

　　　　　　　支払寄付金 0

　　　　　　　支払報酬 55,000

　　　　　　　ネットワーク運営費 36,014

　　　　　　　本部運営費 36,014

　　　　　　　ファンド活動運営費 3,604

　　　　　　　その他経費計 287,992

　　　　　管理費計 2,348,602

　　経常費用計 20,023,958

　　　　　　当期正味財産増減額 241,734

　　　　　　前期繰越正味財産額 4,592,330
　　　　　　次期繰越正味財産額 4,834,064



2022年3月31日現在
NPO法人チャイルドヘルプラインMIEネットワーク

　　(単位：円）
　　　　　　　　　科目
Ⅰ資産の部
　　1．.流動資産
　　　　現金預金 3,864,448
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払金 48,444
　　　　未収入金 2,092,325
　　　　流動資産合計 6,010,917
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 6,010,917
Ⅱ負債の部
　１．流動負債
      未払費用 1,100,850
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 0
　　　前受金 0
　　　預り金 76,003
　　  流動負債合計 1,176,853
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債合計 1,176,853
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 4,592,330
　　　当期正味財産増減額 241,734
　正味財産合計 4,834,064
　負債及び正味財産合計 6,010,917

金銭出納帳、領収書、および通帳等の関係書類を精査照合しました結果、
適正に運営されていることを認めます。

2022年5月14日

　　　　　　　監　　事 石川　正浩

出丸　朝代

貸　借　対　照　表

金　　額



2022年3月31日現在
NPO法人チャイルドヘルプラインMIEネットワーク

　　(単位：円）
　　　　　　　　　科目 金　　額
Ⅰ資産の部
　　1．.流動資産
　　　　現金　手許有高　 1,300,230
　　　　普通預金三十三銀行1 2,262,076
　　　　普通預金三十三銀行2 300,233
　　　　普通預金JA 25
　　　　郵便貯金 1,884
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払金
　　　　　チャモ使用料 48,444
　　　　未収入金
　　　　  こどもほっとダイヤル委託費 2,074,325
　　　　  2021年度会費 18,000
　　　　流動資産合計 6,010,917
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 6,010,917
Ⅱ負債の部
　１．流動負債
      未払費用
      　　こどもほっとダイヤル交通費 294,000
      　　年次報告書作成費 577,500
      　　年次報告書概要版 229,350
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 0
　　　前受金 0
　　　預り金
　　　　　給与源泉預り金 25,660
　　　　　報酬源泉預り金 8,168
　　　　　社会保険料預り金 42,175
　　  流動負債合計 1,176,853
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債の部合計 1,176,853

　正味財産合計 4,834,064

財　産　目　録



１．重要な会計方針

　　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準

　　協議会）によっています。

　（1）消費税等の会計処理

　　 　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

　（2）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

　　　　施設の提供等の物的サービスの受入れはありましたが、そのサービスに関する会計上の処理は行なわず、

　　　　財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

　（3）ボランティアによる役務の提供の会計処理

　　 　ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行なわず、財務

　　　　諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

2.事業費の内訳

事業費の区分は次の通りです。

（単位：円）

科目
チャイルドライ
ンMIE事業費

声の社会化
事業費

ネットワークづ
くり事業費

地域づくり
事業費

権利保障
事業費

合計

　（１）人件費

　　 　給料手当 3,590,990 276,230 276,230 276,230 2,762,300 7,181,980

　　 　法定福利費 244,075 18,775 18,775 18,775 187,750 488,150

　　 　福利厚生費 37,401 2,877 2,877 2,877 28,770 74,802

　　 　人件費計 3,872,466 297,882 297,882 297,882 2,978,820 7,744,932

　(2)その他経費

　　　　謝金 244,350 90,000 0 0 244,350 578,700

　　　　印刷製本費 367,495 806,850 0 0 367,495 1,541,840

　　　　会議費 54,522 4,194 4,194 4,194 41,940 109,044

　　　　対外拠出費 54,769 4,213 4,213 4,213 42,130 109,538

　　　　旅費交通費 234,383 22,911 14,361 13,961 3,562,500 3,848,116

　　　　通信運搬費 400,406 7,293 5,423 5,423 312,036 730,581

　　　　消耗品費 513,728 66,481 14,128 14,128 194,972 803,437

　　　　会場費 108,510 51,860 1,860 0 8,180 170,410

　　　　租税公課 260 20 20 20 200 520

　　　　事務所維持費 161,993 12,461 12,461 12,461 124,610 323,986

　　　　雑費 442 34 34 34 340 884

　　　　事業諸経費 451,500 130,000 0 0 451,500 1,033,000

　　　　ネットワーク運営費 161,993 12,461 12,461 12,461 124,610 323,986

　　　　本部運営費 161,993 12,461 12,461 12,461 124,610 323,986

　　　　ファンド活動運営費 16,198 1,246 1,246 1,246 12,460 32,396

　　 　その他経費計 2,932,542 1,222,485 82,862 80,602 5,611,933 9,930,424

合計 6,805,008 1,520,367 380,744 378,484 8,590,753 17,675,356

財　務　諸　表　の　注　記


