
令和３年（第１７期）事業報告書

  特定非営利活動法人こども医療ネットワーク

１．事業の成果 

 平令和３年（第 17 期）も前年に続き新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミッ

ク(Covid-19)によって、全国的に緊急事態宣言や蔓延防止措置が発令され、国民・県民

に活動制限が求められたため対外的な活動はできなかった。鹿児島大学病院で入院治療

していた徳之島町の難病児が終末期を迎え、コロナ禍で離島との自由な行き来が妨げら

れて家族との面会もできないため、会員医師等が自宅近くの診療所に搬送し、自宅近く

で終末期医療を受けられるよう支援した。

その他、例年のサポート事業として 27 名の離島在住登録患者に通院交通費支援金を

支給した。また、鹿児島ファミリーハウスの利用者は 48 名で、合計 451 泊の利用であ

った。いずれも例年よりは少ないが、新型コロナウイルス感染症第 5 波による移動制限

を含め、受診回数減少の影響によるものであった。

 小児がん経験者のサポートを主目的にした「NPO 法人にこスマ九州」（福岡市）との協

力で実施しているチャリティーカレンダー作成事業は、例年同様に闘病中の患児が絵を描

き NPO 法人にこスマ九州に提供して作成した。鹿児島大学病院に入院中の患児の作品も

数多く掲載でき、入院外来とわず患児・家族へ配布した。

 計画に上げていたスマイルキャンプや子ども相談会などは、COVID -19 の影響で実

施していない。南日本新聞の「あんしん救急箱」には、285~296 の 12 回を投稿して広

報した。令和 2 年に改定したホームページ（URL: https://kodomoiryo.jp）は随時新規

情報に更新した。

「こども救急箱」としてこれまでに発刊した冊子は、患者・家族、小児医療機関など

は随時多方面に贈呈し、小児医療の啓発を行った。 

 種々の制限の中でも年間を通じてホームページによる広報活動を続け、第 17 期の寄付

総額は 594,411 円になった。基本的な方針を「継続的にできることを行う」としている

ので、今後も少額の寄付者の拡大を目指している。 



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 

事業名 事業内容 実施日時 実施場所 
従業者
の人数 

受益対象者
の範囲およ
び人数 

事業費の金額
（円） 

患者の生活や

治療のサポー

ト事業 

受診のための交通

費支援 
10 月 

鹿児島大学

病院小児科 
10 名 26 名 

3,177,877

ファミリーハウス

の維持 
通年 

ファミリー

ハウス 3室 
2 名 451 泊 

チャリティカレン

ダー作成（NPO 法

人にこスマ九州と

協働） 

11 月 
鹿児島大学

病院小児科 
3 名 100 名 

各種相談事業 実施せず     - 

研修事業 実施せず     - 

講演会、コン

サート等、福

祉活動の啓発

に係る事業 

ホームページ運営 通年 全国 10 名 不特定多数 

60,264こねっと通信（春

号） 
5 月 

鹿児島大学

病院小児科 
3 名 

会員、寄付

者 

（２）その他の事業 

実施せず



第１７期　活動計算書
令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで

特定非営利活動法人こども医療ネットワーク

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 282,000
賛助会員(個人）受取会費 432,000
賛助会員(団体）受取会費 1,320,000 2,034,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 594,411 594,411

３．事業収益
患者の生活や治療のサポート事業 457,000
各種相談事業 0
研修事業 0
福祉活動の啓発に係る事業 79,200 536,200

４．その他収益
受取利息 56 56

経常収益計 3,164,667
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
役員報酬 0
給料手当 247,800
法定福利費 600
人件費計 248,400
その他経費
外注費 553,705
旅費交通費 0
通信費 56,906
寄付金 0
地代家賃 396,000
保険料 21,930
修繕費 0
水道光熱費 268,412
消耗品費 19,690
事務用品費 11,000
支払手数料 36,068
支援金 1,626,030
その他経費計 2,989,741

事業費計 3,238,141
２．管理費

人件費
役員報酬 0
給料手当 578,141
法定福利費 1,326
人件費計 579,467
その他経費
外注費 9,900
通信費 40,398
地代家賃 7,480
租税公課 0
支払手数料 7,709
その他経費計 65,487

管理費計 644,954
経常費用計 3,883,095

当期経常増減額 △ 718,428
Ⅲ 経常外収益

0
経常外収益計 0 0

Ⅳ 経常外費用
0

経常外費用計 0 0
当期正味財産増減額 △ 718,428
前期繰越正味財産額 9,769,319
次期繰越正味財産額 9,050,891

※　今年度はその他の事業を実施していません。

金額（単位：円）

（１）

（２）

（１）

（２）



特定非営利活動法人こども医療ネットワーク

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

現金預金 8,858,784

その他 211,000

流動資産合計 9,069,784

２．固定資産 0

固定資産合計 0

資産合計 9,069,784

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

前受金 3,000

仮受金 3,000

預り金 12,893

流動負債合計 18,893

２．固定負債

0

固定負債合計 0

負債合計 18,893

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産 9,769,319

当期正味財産増減額 △ 718,428

正味財産合計 9,050,891

負債及び正味財産合計 9,069,784

第１7期　貸借対照表
令和３年１２月３１日現在

科　　目 金　　額　（単位：円）


