
ＮＰＯ法人チャイルドライン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。

　(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）

#REF!

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～土曜日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

平成28年4月～平成29年3月、年間191日、215クール、483時間程度実施
県内
7地域

173人 全国の18歳以下の子ども #REF!

オンライン相談

子ども専用メール試行
オンライン相談準備
オンライン相談直前研修
オンライン相談（チャット）第1回試行実施

子どものコミュニケーションツールの変化に対応し
ていくため、子ども専用メール試行、オンライン相
談（チャット）試行等を通してオンライン相談の準
備を進める

子ども専用メール試行　通年
オンライン相談（チャット）地域練習：①平成28年9月20日、②9月21日、③④⑤9月22日、⑥⑦9
月26日、⑧9月28日
オンライン相談直前研修：平成28年12月11日
オンライン相談（チャット）第1回試行：平成28年12月23日、24日

県内 17人
オンライン相談　13件
子ども専用メール　県内34
件、県外9件

#REF!

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（子ども専用メール試行含
む）及びこどもほっとダイヤルの告知

平成28年5月、11月 県内 208人
県内の18歳以下の子ども24
万人×2回 #REF!

ホームページ更新 子どもに関する情報受発信
チャイルドラインＭＩＥの告知、社会的認識を高め
る、子どもに関する団体の情報受発信

通年 県内 17人 子どもに関する団体、一般 #REF!

メールマガジン送付 子どもに関する情報受発信
チャイルドラインＭＩＥの告知、社会的認識を高め
る、子どもに関する団体の情報受発信

毎月1日 県内 17人 子どもに関する団体、一般 #REF!

受け手養成のための講習会 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　平成28年6月12日、18日、19日、26日、7月2日、3日
子ども支援者養成講座～ネットを利用した相談をめざして～　平成28年9月10日、11日、17
日、24日、25日、9月19日、9月22日、10月2日

県内 27人 ボランティアスタッフ、一般 #REF!

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 平成28年9月22日 県内 11人 新支え手候補者 #REF!

資質向上研修会「ロールプレイ」 ロールプレイ 受け手・支え手　資質向上 実施なし 県内 #REF!

受け手支え手資質向上研修会
子どものためのシェイクスピア「オセロー」、里親シンポジウム、平成
28年度思春期保健指導セミナー等

受け手・支え手　資質向上
子供のためのシェイクスピア「オセロー」 平成28年8月6日
里親シンポジウム平成28年10月8日
思春期保健指導セミナー平成29年2月11日

県内 17人 ボランティアスタッフ、一般 #REF!

受け手・支え手地域ふりかえり
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
平成28年5月、7月、9月、12月、平成29年1月、3月

県内 17人 受け手・支え手145人 #REF!

支え手全県ふりかえり
チャイルドラインＭＩＥ・こどもほっとダイヤル支え手のふりかえり会
議

受け手・支え手　資質向上 平成28年6月12日、10月23日、平成29年1月8日 県内 17人 支え手47人 #REF!

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 #REF!

#REF!

施策提言
年次報告書の作成、子ども条例・子どもの権利条例制定に向けて
の活動、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
平成27年度年次報告編集会議：平成28年4月8日
平成28年度年次報告編集会議：平成29年1月13日、2月9日、2月27日、3月17日、3月28日
平成28年度年次報告分析会議：平成29年3月7日、3月11日、3月15日、3月23日

県内 17人 子どもに関する団体、一般 #REF!

#REF!

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：平成28年6月27日、9月27日、12月12日、平成29年3月6日 県内 17人
一般・子どもに関する団体・
行政 #REF!

#REF!

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

子どもの権利を考える会打ち合わせ：4月11日・4月28日・5月21日・7月16日・8月10日
同役員会：9月12日・9月28日・11月2日・12月18日・1月14日・1月23日・3月8日・3月20日
同活動日：4月17日・5月1日・7月10日・10月1日・2月12日
子どもの権利を考える中高生フォーラム：シーズン１③5月22日・シーズン２④10月23日⑤11月
12日⑥1月15日
定例フォーラム：7月17日・8月11日

県内 17人
一般・子どもに関する団体・
行政 #REF!

#REF!

チャイルドヘルプライン「こどもほっ
とダイヤル」

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）

子どもの権利保障
こどもほっとダイヤル実施：毎日13：00～21:00（年末年始を除く）
運営会議：平成28年7月1日、平成29年3月8日
関係機関会議：平成28年8月3日、平成29年年3月17日

県内 99人
三重県内の子ども(18歳未
満） #REF!

「社会的養護の社会化」フォーラム
に向けての取り組み

三重県子どもNPOサポートセンターと共に、平成29年度フォーラム
開催に向けて実行委員会を組織し事務局を担い、行政（県市町）及
び企業、NPO等関係団体と社会的養護のあり方を考え合い取り組
んでいく

子どもの権利保障
準備会：平成28年8月2日、8月29日、9月15日、10月22日
実行委員会：平成28年11月17日、12月19日、平成29日1月19日、2月22日、3月22日

県内 17人
行政（市町）、関係団体、一
般 #REF!

（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

（５）子どもの権利保障事業

（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

平成28年度　事業報告書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

１　事業実施の方針

２　事業実施に関する事項

（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

（２）子どもの声の社会化事業



平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
NPO法人チャイルドライン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 123,000

　　　　　2）団体正会員受取会費 95,000

　　　　　3）個人支援会員受取会費 1,899,000

　　　　　4）団体支援会員受取会費 610,000 2,727,000

　　　2　受取寄付金

　　　　　1）受取寄付金 6,413,315

　　　　　2）募金 1,427,687

　　　　　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 7,841,002

　　　3　受取助成金等

　　　　　1）受取民間助成金 1,200,000

　　　　　2）受取補助金 0 1,200,000

　　　4　事業収益

　　　　　1）チャイルドラインMIE事業収益 1,949,803

　　　　　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 9,461,880

　　　　　6）社会参画事業収益 0 11,411,683

　　　5　その他収益

　　　　　1）受取利息 76

　　　　　2）雑収入 0 76

　　経常収益計 23,179,761

Ⅱ　経常費用

　　　1　事業費　

　　　　　１）人件費

　　　　　　　給料手当 7,182,000

　　　　　　　法定福利費 175,328

　　　　　　　福利厚生費 59,968

　　　　　　　人件費計 7,417,296

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　印刷製本費 1,330,314

　　　　　　　会議費 108,608

　　　　　　　旅費交通費 6,452,606

　　　　　　　通信運搬費 560,750

　　　　　　　消耗品費 440,835

　　　　　　　謝金 1,045,900

　　　　　　　会場費 66,730

　　　　　　　支払助成金 2,524,080

　　　　　　　事業諸経費 1,236,307

　　　　　　　その他経費計 13,766,130

　　　　　事業費計 21,183,426

活　動　計　算　書

金　　額



科　　目 金　　額

　　　２　管理費

          1)人件費 

　　　　　　　役員報酬 1,320,000

　　　　　　　給与手当 798,000

　　　　　　　法定福利費 19,497

　　　　　　　福利厚生費 6,664

　　　　　　　人件費計 2,144,161

　　　　　２）その他経費

　　　　　　　通信運搬費 10,385

　　　　　　　消耗品費 41,303

　　　　　　　委託金 0

　　　　　　　租税公課 37,916

　　　　　　　旅費交通費 35,394

　　　　　　　会議費 12,085

　　　　　　　事務所維持費 36,098

　　　　　　　対外拠出費 14,847

　　　　　　　印刷製本費 0

　　　　　　　雑費 48

　　　　　　　支払報酬 54,000

　　　　　　　その他経費計 242,076

　　　　　管理費計 2,386,237

　　経常費用計 23,569,663

　　　　　　当期正味財産増減額 △ 389,902

　　　　　　前期繰越正味財産額 4,765,039

　　　　　　次期繰越正味財産額 4,375,137



平成29年3月31日現在
NPO法人チャイルドライン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 3,459,747
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払費用 3,650
　　　　未収入金 2,369,880
　　　　仮払金 62,540
　　　　流動資産合計 5,901,517
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 5,901,517
Ⅱ負債の部
　１．流動負債
      未払費用 928,500
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 379,100
　　　前受金 142,000
　　　預り金 76,780
　　  流動負債合計 1,526,380
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債合計 1,526,380
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 4,765,039
　　　当期正味財産増減額 △ 389,902
　正味財産合計 4,375,137
　負債及び正味財産合計 5,901,517

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。

平成29年5月21日

　　　　　　　監　　事 石川　正浩

出丸　朝代

貸　借　対　照　表

金　　額



平成29年3月31日現在
NPO法人チャイルドライン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　 2,925,489
　　　　普通預金三重銀行 291,070
　　　　普通預金三重銀行2 198,723
　　　　普通預金JA 25
　　　　郵便貯金 44,440
　　　　貯蔵品 5,700
　　　　前払費用
　　　　  会場費 3,650
　　　　未収入金
　　　　  こどもほっとダイヤル委託費 2,366,880
　　　　  2016年度会費 3,000
　　　　仮払金
　　　　  特許申請料 62,540
　　　　流動資産合計 5,901,517
　　２．固定資産
　　　　備品 0
　　　　保証金 0
　　　　固定資産合計 0
　資産合計 5,901,517
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 442,500
      　　年次報告書作成費 486,000
　　  未払法人税等 0
　　　未払消費税 379,100
　　　前受金
　　　　　会費 142,000
　　　預り金
　　　　　給与源泉預り金 30,367
　　　　　報酬源泉預り金 5,105
　　　　　社会保険料預り金 41,308
　　  流動負債合計 1,526,380
　２．固定負債
　　　借入金 0
　　　固定負債合計 0
　負債の部合計 1,526,380

　正味財産合計 4,375,137

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 4,937,625 448,875 448,875 448,875 897,750 7,182,000

　　 　法定福利費 120,538 10,958 10,958 10,958 21,916 175,328

　　 　福利厚生費 41,228 3,748 3,748 3,748 7,496 59,968

　　 　人件費計 5,099,391 463,581 463,581 463,581 927,162 7,417,296

　(2)その他経費

　　　 印刷製本費 843,874 486,440 0 0 0 1,330,314

       会議費 74,668 6,788 6,788 6,788 13,576 108,608

　　　 旅費交通費 710,076 19,906 19,906 19,906 5,682,812 6,452,606

       通信運搬費 498,826 5,840 5,840 5,840 44,404 560,750

       消耗品費 321,950 23,226 23,226 23,226 49,207 440,835

　　 　謝金 1,045,900 0 0 0 0 1,045,900

　　　 寄付金 0 0 0 0 0 0

　　　 雑費 0 0 0 0 0 0

　　　 会場費 54,730 0 0 0 12,000 66,730

　　　 租税公課 0 0 0 0 0 0

　　　 支払助成金 2,524,080 0 0 0 0 2,524,080

　　　 事業諸経費 983,831 50,195 49,995 49,995 102,291 1,236,307

　　 　その他経費計 7,057,935 592,395 105,755 105,755 5,904,290 13,766,130

合計 12,157,326 1,055,976 569,336 569,336 6,831,452 21,183,426

財　務　諸　表　の　注　記


