
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（月曜日～日曜
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

子どもが安全に安心して健
やかに育つ地域社会づくり

2018年4月～2019年3月、年間
188日、234クール、525時間実
施、年間7876件受信

県内
7地域

162人

全国の18歳以
下の子ども

574,403

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
2018年5月、11月　告知カード配
布

県内 207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

688,121

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
スを増やすための工
夫

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

県内 17人

子どもに関する
団体、一般

537,249

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

376,676

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
2018年6月23日、24日、30日、
7月7日、8日、14日

県内 27人

ボランティアス
タッフ、一般

748,041

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 通年

県内 11人

新支え手候補
者

376,676

受け手支え手資質向
上研修会

里親シンポジウム、
2018年度思春期保
健指導セミナー、学
習支援資質向上研
修等

受け手・支え手　資質向上 里親シンポジウム
　2018年10月28日
思春期保健指導セミナー
　2019年2月10日
学習支援事業学びサポーター研
修会
①西田寿美先生2018年9月16日
②増田和正先生2019年2月16日

県内 17人

ボランティアス
タッフ、一般

376,676

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
2018年5月、7月、9月、11月、
2019年1月、3月

県内 17人

受け手・支え手
133人

388,726

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 2018年6月10日、9月9日、12月2
日、2019年3月23日

県内 17人

支え手50人

382,749

2018年度　事業報告書
（2018年4月1日～2019年3月31日）

１　事業実施の方針
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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）

オンライン相談 オンライン相談
（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

通年
オンライン相談（チャット）常設
12月1日～毎週土曜日19：00～
21：00　年間27件
オンライン相談直前研修：
2018年11月4日、24日、25日、
補習：2019年1月24日、3月13
日、15日、17日

県内 17人

全国の18歳以
下の子ども

412,260

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26件

県内 17人

県内18歳未満
の子ども

376,676

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

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

県内 17人

県内18歳未満
の子ども

376,676

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

376,676

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

2017年度年次報告編集会議：
2018年4月5日
2017年度年次報告分析会議：
2018年4月2日

2018年度年次報告編集会議：
2019年1月7日、1月22日、2月4
日、2月26日、3月14日（4月4日）
分析会議：2019年1月28日、2月
13日、2月19日、3月5日、3月23
日

県内 17人 子どもに関する
団体、一般

1,099,656

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：2018年6月26
日、9月25日、12月18日、2019年
3月19日

県内 17人 一般・子どもに
関する団体・行
政

381,476

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

376,676

（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
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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」実施

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「こど
もほっとダイヤル」の
実施（委託事業）、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

子どもの権利保障 2018年4月～2019年3月（年末年
始を除く）毎日13：00～21:00
こどもほっとダイヤル：
　　　　年間848件受信
子ども家庭相談：
　　　　年間214件受信

運営会議：2018年7月2日
関係機関連絡会議：2018年
8月23日、2019年3月28日

県内 97人 三重県内の子
ども(18歳未
満）

4,124,897

「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 県内 207人 県内の18歳以
下の子ども24
万人×2回

688,121

「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

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 県内 17人 子どもに関する
団体、一般

537,249

「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 県内 17人 子どもに関する
団体、一般

376,676

「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
2018年6月23日、24日、30日、
7月7日、8日、14日

県内 27人 ボランティアス
タッフ、一般

748,041

「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

受け手・支え手　資質向上 通年 県内 11人 新支え手候補
者

376,676

「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、
2018年度思春期保
健指導セミナー、学
習支援資質向上研
修等

受け手・支え手　資質向上 里親シンポジウム
　2018年10月28日
思春期保健指導セミナー
　2019年2月10日
学習支援事業学びサポーター研
修会
①西田寿美先生2018年9月16日
②増田和正先生2019年2月16日

県内 17人 ボランティアス
タッフ、一般

376,676

「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
2018年5月、7月、9月、11月、
2019年1月、3月

県内 17人 受け手・支え手
133人

388,726

「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 2018年6月10日、9月9日、12月2
日、2019年3月23日

県内 17人 支え手50人

382,749

（５）子どもの権利保障事業
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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）

里親シンポジウム
「ぼくの親は、里親
～子どもの立場から
「里親制度」を考える
～」

2018年10月28日

三重県
人権セ
ンター

16人

里親、行政（県
市町）、関係団
体、一般 346
人

○みえさとちゃん啓発グッズの作
成　通年
みえさとちゃん着ぐるみ/みえさと
ちゃん顔出しパネル/みえさと
ちゃんぬいぐるみ/みえさとちゃ
ん啓発バック/みえさとちゃんの
うた/みえさとちゃんダンス/里親
リーフレット/里親啓発動画/ホー
ムページ/チラシ

○啓発イベント
・イオンモール鈴鹿
　　2018年10月8日
・あいあい祭り
　　2018年10月21日
・ヒューマンフェスタin亀山
    2018年12月8日

里親、行政（県
市町）、関係団
体、一般

・啓発イベント
参加者
  イオンモール
鈴鹿 約1000人
  あいあい祭り
      約1,500人
  ヒューマンフェ
スタin亀山
        約400人

○里親体験発表会
①2018年11月5日、②11月18
日、③④11月22日午後・夜、⑤
11月26日、⑥12月9日、⑦12月
13日、⑧12月14日、⑨12月25
日、2019年⑩1月13日、⑪1月18
日、⑫1月20日、⑬1月24日

○体験発表里親打ち合わせ
①2018年10月20日、②10月22
日、③10月26日、④10月31日、
⑤11月9日、⑥11月11日、⑦11
月30日、⑧12月27日、⑨2019年
1月10日

・里親体験発
表会参加者：
307人

（７）その他、この組織の目的を達成するために必要な事業

（６）子ども・ユースの社会参画事業

鈴鹿
市、
亀山
市

376,676里親支援事業

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
フォスタリング機関設立に向
けて里親制度の啓発とリク
ルート等

家庭的養護プロモー
ション事業（里親啓
発）

29人
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2018年4月1日から2019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 117,000

　　　　　2）団体正会員受取会費 85,000

　　　　　3）個人支援会員受取会費 1,784,000

　　　　　4）団体支援会員受取会費 600,000 2,586,000

　　　2　受取寄付金

　　　　　1）受取寄付金 6,733,605

　　　　　2）募金 1,579,245

　　　　　3）資産受贈益 0

　　　　　4）施設等受入評価益 0

　　　　　5）ボランティア受入評価益 0 8,312,850

　　　3　受取助成金等

　　　　　1）受取民間助成金 500,000

　　　　　2）受取補助金 0 500,000

　　　4　事業収益

　　　　　1）チャイルドラインMIE事業収益 1,175,825

　　　　　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 8,243,948

　　　　　6）社会参画事業収益 0 9,419,773

　　　5　その他収益

　　　　　1）受取利息 38

　　　　　2）雑収入 0 38

　　経常収益計 20,818,661

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 476,918

　　　　　　　福利厚生費 70,720

　　　　　　　人件費計 7,729,618

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　謝金 529,600

　　　　　　　印刷製本費 1,323,440

　　　　　　　会議費 111,974

　　　　　　　対外拠出費 173,264

　　　　　　　旅費交通費 4,248,520

　　　　　　　通信運搬費 531,867

　　　　　　　消耗品費 434,705

　　　　　　　会場費 71,730

　　　　　　　租税公課 315,900

　　　　　　　事務所維持費 330,798

　　　　　　　雑費 18,720

　　　　　　　事業諸経費 405,764

　　　　　　　その他経費計 8,496,282

　　　　　事業費計 16,225,900

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 53,016

　　　　　　　福利厚生費 7,875

　　　　　　　人件費計 2,058,911

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　会議費 12,426

　　　　　　　対外拠出費 19,272

　　　　　　　旅費交通費 69,550

　　　　　　　通信運搬費 10,013

　　　　　　　消耗品費 44,182

　　　　　　　租税公課 35,100

　　　　　　　事務所維持費 36,762

　　　　　　　雑費 2,080

　　　　　　　支払助成金 2,419,512

　　　　　　　支払報酬 54,000

　　　　　　　その他経費計 2,702,897

　　　　　管理費計 4,761,808

　　経常費用計 20,987,708

　　　　　　当期正味財産増減額 △ 169,047
　　　　　　前期繰越正味財産額 4,728,201
　　　　　　次期繰越正味財産額 4,559,154



2019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 3,875,275
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払金 107,568
　　　　未収入金 2,066,987
　　　　流動資産合計 6,055,530
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 6,055,530
Ⅱ負債の部
　１．流動負債
      未払費用 1,022,800
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 348,800
　　　前受金 11,000
　　　預り金 113,776
　　  流動負債合計 1,496,376
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債合計 1,496,376
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 4,728,201
　　　当期正味財産増減額 △ 169,047
　正味財産合計 4,559,154
　負債及び正味財産合計 6,055,530

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。

２０１９　年　５月　１２日

　　　　　　　監　　事 石川　正浩

出丸　朝代

貸　借　対　照　表

金　　額



2019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　 2,258,980
　　　　普通預金三重銀行 1,199,757
　　　　普通預金三重銀行2 277,618
　　　　普通預金JA 25
　　　　郵便貯金 138,895
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払金
　　　　　チャモ使用料 107,568
　　　　未収入金
　　　　  こどもほっとダイヤル委託費 2,060,987
　　　　  支援会費 6,000
　　　　流動資産合計 6,055,530
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 6,055,530
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 310,000
      　　年次報告書作成費 496,800
      　　年次報告書概要版 216,000
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 348,800
　　　前受金
　　　　　会費 11,000
　　　預り金
　　　　　給与源泉預り金 25,861
　　　　　報酬源泉預り金 5,105
　　　　　社会保険料預り金 82,810
　　  流動負債合計 1,496,376
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債の部合計 1,496,376

　正味財産合計 4,559,154

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 238,459 18,343 18,343 18,343 183,430 476,918

　　 　福利厚生費 35,360 2,720 2,720 2,720 27,200 70,720

　　 　人件費計 3,864,809 297,293 297,293 297,293 2,972,930 7,729,618

　(2)その他経費

　　　　謝金 264,800 0 0 0 264,800 529,600

　　　　印刷製本費 305,420 712,800 0 0 305,220 1,323,440

　　　　会議費 55,887 4,299 4,499 4,299 42,990 111,974

　　　　対外拠出費 86,632 6,664 6,664 6,664 66,640 173,264

　　　　旅費交通費 377,160 27,770 25,970 24,070 3,793,550 4,248,520

　　　　通信運搬費 249,300 4,545 3,465 3,465 271,092 531,867

　　　　消耗品費 217,352 15,292 15,292 15,292 171,477 434,705

　　　　会場費 28,780 5,400 2,700 0 34,850 71,730

　　　　租税公課 157,950 12,150 12,150 12,150 121,500 315,900

　　　　事務所維持費 165,399 12,723 12,723 12,723 127,230 330,798

　　　　雑費 9,360 720 720 720 7,200 18,720

　　　　事業諸経費 208,756 0 0 0 197,008 405,764

　　 　その他経費計 2,126,796 802,363 84,183 79,383 5,403,557 8,496,282

合計 5,991,605 1,099,656 381,476 376,676 8,376,487 16,225,900

財　務　諸　表　の　注　記


