
２　本年度重点項目

(1)特定非営利活動に係る事業

①闘病児及び家族の支援施設の整備及び運営事業
  ア　患者家族滞在施設「リラのいえ」運営事業

内　容： 闘病児及び家族の支援施設の整備及び運営事業。滞在施設を適正に運営し、法人の責任
を保ち、利用者が気持ちにゆとりを持って看病に専念できるよう最適な環境を提供す
る。利用者の経済的負担を軽減するため、利用料金の引き下げを行う。施設長候補を複
数人選定し、新体制への移行を進める。来年度に控える15周年記念事業として、施設外
周整備のためのクラウドファンディングを行う。

運営期間: 通年
従事者： 約70名
対象者： 病児とその家族
場　所： 横浜市南区「リラのいえ」

②家族の交流の場の提供事業
　ア　コンサートホールで生の音楽を聴くことのできない子どものための音楽会の開催

内　容： 神奈川県内の特別支援学校の児童・生徒・卒業生を中心とした、障害のある子どもと家
族のための音楽会を開催する。新型コロナウィルスの影響を考慮し、オンライン配信の
活用を企画する。

開催予定: 8月13日・14日
従事者： 約30名
対象者： 障害のある子どもとその家族
場　所： 横浜ラポールシアター

　イ　バザー開催
内　容： バザー開催による地域との交流・広報活動
開催予定: 10月23日
従事者： 約30名
対象者： 近隣地域の方・支援者・一般市民
場　所： 横浜市南区「リラのいえ」

③保育事業
　ア　リラのいえきょうだい児保育(横浜市の認可外保育施設として認証)

内　容： 医療センターへ入通院する病児のきょうだい児を保育士が預かり、保育する。きょうだ
い児が安全で楽しい時間を過ごし、病児家族が安心して病院へ向かえるようにする。感
染症の影響が長引く中、利用回数が増加する家族の負担を軽減するため利用料の引き下
げを継続する。

運営期間: 通年
従事者： 約10名
対象者： 病児のきょうだいとその家族
場　所： 横浜市南区「リラのいえ」

2022度事業計画書

自2022年4月1日　至2023年3月31日

特定非営利活動法人　スマイル　オブ　キッズ
１　事業活動方針

３　事業内容

闘病中の子どもたちの基本的人権が尊重され、最善の医療を受け日々の生活の質を向上させることができるよ
う、本人及び家族に精神的、物質的な支援をするとともに、闘病中の子どもたちの現状を広く社会に伝え、社
会全体の子育て環境の改善に寄与する。

　・患者家族滞在施設運営事業(①)
　　感染症の拡大防止に努め、利用者が安心・安全に過ごすことのできる環境を提供する。
　　利用者の経済的負担の軽減のため、利用料金を引き下げる。
　・保育事業(③)
　　研修会の参加や他団体との連携強化より、親と子双方が安心できる保育を実施する。
　・難病の子ども達の課題を解決して行く為の支援事業(④)
　　きょうだい児支援に関するシンポジウムを開催し、支援の社会的周知と他団体との連携を図る。



内　容： 他団体が主催の、病児の家族や小児医療に関心のある方を対象とした研修会等で実施さ
れる預かり保育に保育士を派遣する。

従事者： 約10名

対象者： 病児とその家族・一般市民
場　所： 神奈川県立こども医療センターほか

④難病の子ども達の課題を解決していくための支援事業
　ア　重症心身障がい児と家族への音楽支援

内　容： 重症心身障がい児及び家族に対する支援事業として、本人家族が楽しめる機会を提供す
るために、コンサートの出張事業を行う。

開催予定: 年2回
従事者： 約5名
対象者： 重症心身障がい児とその家族
場　所： 神奈川県立こども医療センターほか

　イ　チャリティーコンサートの開催
内　容： 小児医療を取り巻く環境で必要な支援をアピールするためのコンサートを開催する。来

場者に活動現場の様子をお伝えするため、リラのいえ利用家族の声を紹介する。

開催予定: 7月18日
従事者： 約30名
対象者： 一般市民
場　所： はまぎんホールヴィアマーレ

　ウ　病気や障害のある子どものきょうだい児支援事業

内　容： きょうだい児を取り巻く環境や課題、必要な支援についての社会的周知、支援者同士の
交流を目的としたシンポジウムの開催。リラのいえを配信拠点としてオンラインで行
う。

開催予定: 10月1日
従事者： 約10名
対象者： 一般市民
場　所： リラのいえ

　エ　病児家族へのミールサポート事業
内　容： リラのいえ利用者に栄養バランスの取れた食事を届ける。近隣の飲食店が配達する弁

当、または、リラのいえで調理した食事を提供する。調理には飲食店店員とリラのいえ
ボランティアが携わる。

開催予定: 通年(月3回)
従事者： 各回約5名
対象者： 病児とその家族
場　所： リラのいえ

⑤その他、本会の目的を達成するために必要な事業
　ア　組織基盤強化事業

内　容： 中期的な事業戦略策定のため、団体の置かれた事業環境を分析する。支援者、利用者等
にアンケートやインタビュー調査を行い、活動がどのように受け止められているか客観
的に把握し評価を行う。

従事者： 約10名

(かながわボランタリー活動推進基金21助成事業)

　イ　研修会等への保育士派遣



特定非営利活動法人の名称

Ⅰ 収入の部
1 会費収入 760,000               
2 寄付金収入 14,000,000           
3 助成金収入

公益財団法人神奈川心身障害児福祉基金財団助成金他 50,000                 
横浜市市民活動推進ファンド 1,000,000             
かながわ県立病院小児医療基金事業助成金 3,000,000             
公益財団法人日本おもちゃ図書館財団 200,000               
かながわボランタリー活動推進基金21 161,000               

4 チャリティーコンサート収入 605,000               
5 バザーに関する事業収入 160,000               
6 滞在施設利用料収入 2,800,000             
7 保育事業収入 650,000               
8 協賛金収入 120,000               
9 雑収入

研修・講義謝金 87,000                 
物品販売手数料他 35,000                 

10 受取利息収入 -
11 前受金収入 -                        
12 預り金収入 -                        

当期収入合計（Ａ） 23,628,000           
前期繰越収支差額 194,458,404          

収入合計（Ｂ） 218,086,404          218,086,404          

Ⅱ 支出の部

１ 事業費
①闘病児及び家族の支援施設の整備及び運営事業

給料手当 1,410,000             
福利厚生費 210,000               
交際費 20,000                 
通信交通費 1,540,000             
消耗品費 400,000               
修繕費 450,000               
水道光熱費 1,679,000             
印刷費 20,000                 
支払手数料 2,000                   
リネン費 538,000               
保険料 30,000                 
雑費 264,000               
建物修繕建築用特定資産繰入 4,500,000             11,063,000            

②家族の交流の場の提供事業
福利厚生費 50,000                 
通信交通費 100,000               
消耗品費 6,000                   
印刷費 7,000                   
支払手数料 1,000                   
諸謝金 50,000                 
会場費 471,000               685,000                

③保育事業
給料手当 4,450,000             
福利厚生費 20,000                 
通信交通費 480,000               
消耗品費 170,000               
修繕費 10,000                 
印刷費 10,000                 
新聞図書費 10,000                 
保険料 30,000                 
諸謝金 10,000                 
雑費 1,000                   5,191,000             

④難病の子ども達の課題を解決していくための支援事業
福利厚生費 18,000                 
通信交通費 322,000               
消耗品費 10,000                 
印刷費 20,000                 
新聞図書費 5,000                   
支払手数料 4,000                   
諸謝金 680,000               
会場費 200,000               
ミールサポート事業費 300,000               1,559,000             

⑤その他の事業
通信交通費 10,000                 

　　　　　　　　　　　　　2 0 2 2 年  度 　収　支　予　算　書

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

科　　　　　　　　　　目 2022年度予算額

（特定非営利活動に係る事業会計）

特定非営利活動法人　スマイル　オブ　キッズ



印刷費 20,000                 
支払手数料 3,000                   
諸謝金 700,000               733,000                

２ 管理費
役員報酬 1,200,000             
給与手当 3,210,000             
法定福利費 424,000               
広告宣伝費 20,000                 
交際費 30,000                 
会議費 12,000                 
通信交通費 1,150,000             
ホームページ管理費 184,000               
消耗品費 460,000               
印刷費 73,000                 
新聞図書費 20,000                 
諸会費 10,000                 
支払手数料 265,000               
保険料 250,000               
支払報酬料 704,000               
諸謝金 260,000               
利用料補助金 200,000               
租税公課 400,000               
雑費 3,000                   8,875,000             

当期支出合計（Ｃ） 28,106,000            

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） -4,478,000            

次年度繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 189,980,404          


