
まずは、新型コロナウイルス感染症により困難を余儀なくされ

た方々やそのご家族に、心よりお見舞い申し上げます。

第11期は当法人もコロナ禍に終始しましたが、その中でも、

私たちは子どもと保護者への支援を途切れることなく継続するこ

とができました。これは、法人としての方針を早い時期に固め、

各拠点のマネージャーが中心となってスタッフ一人ひとりが試行

錯誤を重ねた結果だと思います。

また、多くの方々から寄付等のご支援を例年以上に頂き、つら

い時期を支えて頂けたことに、心より感謝いたします。

頂いた寄付金、ご寄贈品は、ITインフラの設備投資と事業開発

に活用させていただきしました。おかげ様で、テレビ会議システ

ムをフル活用した「こっこリモート支援」やコンサル事業の完全

オンライン対応を実現することができました。

オンラインでの支援は現在も実施して

おり、事業開発は継続しています。私た

ちの支援をより効果的・効率的に全国に

届ける、大きな転機になりました。

全国の子どもたちのために、これから

も皆様の温かなご支援をよろしくお願い

いたします。

認定NPO法人発達わんぱく会

理事長 小田知宏

2020年4月1日～2021年3月31日

ご寄付・ご支援のお願い
発達わんぱく会がこれからも子ども・保護者・地域に貢献していくた
めのご支援をお願いいたします。

同封の振込依頼書にご記入の上、郵便局の窓口にてお手続きく
ださい。

銀行振込、クレジットカードでのご寄付

※クレジットカードの場合、毎月もしくは毎年の自動継続寄付の仕組みも
ご利用いただけます。

https://wanpaku.secure.force.com/

郵便局からのお振込みでのご寄付

500円からのご寄付が可能です。Webページより「支援・寄付」
を選択して案内に従ってください。

余っているTポイントでご寄付

つながる募金サイトより案内に従ってください。

https://ent.mb.softbank.jp/apl/charity/sp/careerSelect.jsp?corp=459

11期を振り返って

活動計算書
自 令和2年 4月 1日至 令和3年 3月31日 （単位:円）

科目 金額

Ⅰ 経常収益

1.NPO事業

受取会費 340,000

受取寄付金 31,982,376 32,322,376

2.給付事業

児童発達支援 137,043,419

相談支援 6,154,396

その他 0 143,197,815

3.委託事業

巡回支援 27,279,989

相談支援（委託） 33,279,989 60,559,978

4.その他

コンサルティング事業 15,779,779

講師派遣事業 0

休眠預金等交付金 6,554,400 22,334,179

経常収益計 258,414,348

Ⅱ 経常費用

1.事業費

(1)人件費

人件費計 172,152,616

（2）その他経費

その他の経費計 28,096,639

事業費計 200,249,255

2.管理費

(1)人件費

人件費計 24,000,994

（2）その他経費

その他経費計 2,415,123

管理費計 26,416,117

経常費用計 226,665,372

当期経常増減額 31,748,976

Ⅲ 経常外収益

受取利息 1678
受取配当金 239
雑収益 409,179 411096

経常外収益計 411,096

Ⅳ 経常外費用

経常外費用計 0

Ⅴ 特別利益

国庫補助金収入等 0

雑収入 1,252,157 1,252,157

特別利益計 1,252,157

Ⅵ 特別損失

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 33,412,229

法 人 税 ･ 住 民 税 及 び 事 業 税 140,000

当 期 正 味 財 産 増 減 額 33,272,229

前 期 繰 越 正 味 財 産 額 88,249,855

次 期 繰 越 正 味 財 産 額 121,522,084

貸借対照表
令和3年 3月31日現在 （単位:円）

科目 金額

Ⅰ資産の部

1.流動資産

流動資産合計 212,623,987

2.固定資産

(1)有形固定資産

有形固定資産合計 4,917,879

(2)投資その他の資産

投資その他の資産計 3,406,651

固定資産合計 8,324,530

資産の部合計 220,948,517

Ⅱ負債の部

(1)流動負債

流動負債合計 23,280,433

(2)固定負債

固定負債合計 76,146,000

負債の部合計 99,426,433

Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産 88,249,855

当期正味財産増減額 33,272,229

正味財産合計 121,522,084

負債及び正味財産合計 220,948,517



パブリックリソース財団様より「子ども支援団体の組織基盤強化プログラ
ム」に採択され、20年度から３年間にわたり療育部門の組織基盤強化プロ
ジェクトを進めています。

創立10年を迎え、これまで蓄積してきた療育における暗黙知

を言語化し、療育のまとめ・療育スタッフ育成の道筋のまと

めを行います。

外出自粛をしていて、家族以外の人と
関わることが無かったから、リモート
で家族以外の人との関わりが持てて良
かったです。

67%11%

2%

21%

東野校 浦安駅前校 葛西校 西葛西校 合計

１歳児 ０名 ０名 ２名 １名 ３名

２歳児 ４名 ５名 ７名 ３名 １９名

３歳児 １１名 １１名 １０名 ９名 ４１名

４歳児 ９名 １４名 １５名 １０名 ４８名

５歳児 ８名 １５名 １１名 １０名 ４４名

合計 ３２名 ４５名 ４５名 ３３名 １５５名

こころとことばの教室こっこ

各教室の利用人数 ※2021年3月現在

千葉県浦安市と東京都江戸川区に教室を展開し、毎日1歳半～未就学の
子どもに「音と色の療育」「個別療育」「グループ療育」「おやこっこルー
ム」の4種類のプログラムを、子どもそれぞれの発達段階・特性に合わせ
て提供しています。

Q. 現在受けている療育の満足度

55%

47%

56%

61%

38%

38%

32%

31%

4%

12%

12%

5%

3…

3…

3…

とても満足 満足 やや満足 やや不満 不満 とても不満
※「利用していない」という回答は省略

※保護者からの要望等の聞き取り結果より抜粋

「こどものひろば」は「こころとことばの教室こっこ」の一部の時間を自由
な遊び場として無料開放しています。専門のスタッフが常駐するので、保護
者も安心して過ごせ、専門家に相談するほどではないちょっとした疑問や気
になることをその場で相談できます。また、予約制で無料での発達相談も受
け付けています。

こどものひろば

相談支援事業は専門資格を持ったスタッフが、発達障害やその他の障害を持つ
子どもとその家族に対して発達の特性や家庭のニーズ・状況に合わせた支援方
法を計画・立案する、児童福祉法に基づいた事業です。子どもだけでなく家
庭全体の支援をしています。

事業名 顧客数 給付対象実施回数

千葉県 浦安市相談支援 86 ケース 309 回

東京都 中央区相談支援 120 ケース 371 回

Q. 相談員のアドバイスは
役立っていますか？

中央区の保育園へ発達の専門員が巡回し、保育士への助言を通して子どもた
ちへ間接的に支援を届けています。発達に課題がある子どもの適切な理解を園
で深めて、早期発見・早期支援に繋げることもこの事業の目的の一つです。

11期は、延べ118件、31,857,260円ものご寄付と、その他多数の
寄贈品を頂きました。コロナ渦で複数法人様より大口の寄付を頂いたこと、ま
たクラウドファンディングプラットフォームで立ち上がった3つの基金に採択
され助成を受けたこと、個人支援者様の数も大きく増えたことが特徴的でした
。頂いた寄付金は、「こっこリモート支援」やスタッフの在宅勤務の為のIT
インフラ整備、教室改修、教材、消毒液等に利用させて頂きます。

神奈川県
２件

2件

東京都
17件

６件

千葉県
３件

5件

これまでの当法人の10年に及ぶ様々なノウ
ハウを活かし、これから児童発達支援事業
を行おうと考えている方々を支援します。
支援を必要としているすべての子どもに療
育の提供を行うことができる社会の実現す
るための事業です。

黒…10年現在までの契約終了数
赤…11期の契約数（支援中含む）

北海道
１件

Q. 支援完了時のアンケート

開設支援 10件 運営支援 ６件 顧問契約 ５件

10期実績（現在支援継続中含む）

※2021年3月現在

発達や療育についての知識だけでなく、運営にあたってのキ
ャッシュフローや行政とのやり取り、事業所としての理念の
浸透など、スタートアップにおいて大切なことが丁寧に盛り
込まれており、療育以外の組織づくりにも通ずる内容でした
。

実践に使える具体的な内容と実践
を支える理論を体系的に研修して
頂きました。自分たちの経験から
これだけのノウハウを蓄積するだ
けの労力や時間を考えたら、非常
に費用対効果のある研修でした。

研修は充実していて、各項目で専門の経験豊富な講師による
実績に基づく内容でした。特に療育の指導については厚みが
あり、スタッフは今後の療育の実践に自信が持てたと思いま
す。帳票類についてもきめ細やかな工夫があちらこちらに有
り、そのまま使える内容でしたので非常に助かりました。

個別療育

グループ療育

音と色の療育

おやこっこ

愛知県

１件
和歌山県

１件

岡山県
１件

長野県
１件

埼玉県
5件

講演会依頼

開設・運営支援事業の一環として、講演のご依頼を受け付けております。

小田を始めとした各担当スタッフが、大学・高校など教育機関における

講義、行政や企業の研修、市民活動の場などで、キャリア・経験に基づ

いたお話をさせていただきます。

大変役に立つ
役に立つ
どちらでもない
役に立たない
未記入

講義・講演の種類 件数

大学での講義 ３件 （計 ５回）

行政機関の委員 ２件 （計１５回）

地方公共団体による依頼 ５件 （計１０回）

福祉団体・企業等による依頼 ３件 （計 ４回）

こどものひろば利用者

東野校：83名

今期は新型コロナウィルスの感染防止の
ため、東野校のみで行われました。
翌年度、利用者83名のうち6名が療育へ
と繋がり、うち5名がこっこに仲間入りし
ました。

※2021年3月現在

こっこ利用へ

5名

翌年から療育へ

６名

茨城県

1件

岐阜県

１件

京都府

１件

大阪府

１件

福岡県
１件

※レガロリーベ様への運営支援の様子

園種別 実施園数 実施回数

公立保育園 11 園 118 回

公設民営保育園 5 園 43 回

私立認可園 45 園 318 回

私立認証園 13 園 41 回

早期療育事業 計画相談支援事業

保育園巡回相談事業

寄付事業

開設・運営支援事業

巡回実施園数及び総回数

1コマ毎に全て消毒

（コロナ禍では）ほとんど家族としか
話さない状況なので、助かっている。

始めはあまり興味がなかったみたいだけど、回数を
重ねるうちにどんどん分かってきて積極的に参加す
るようになりました。

11期の発達わんぱく会は、新型コ
ロナウィルスへの対応に追われな
がらの年度開始となりました。

たくさんの助成金や寄付から急遽
リモート環境を整え、スタッフ一
同、保護者と連携を取りながら試
行錯誤する毎日でした。

寄付種別 金額

法人様からのご寄付 19,720,000円

コロナ関連基金からの助成金 3,930,000円

個人支援者様からのご寄付 7,867,260円

その他（正会員様の会費等） 340,000円

きょうだい児が体調不良などの際にリ
モートで実施してもらえて助かります。

コペルプラス様と千葉銀行
様からの寄贈品

ジョンソンエ
ンドジョンソ
ン様からの寄
贈品

休眠預金等に係る資金活用による助成事業

ご寄付の主な内訳



第11期年次報告動画

＜プログラム＞
1. 第11期各事業報告

（こっこリモート支援やリモート環境での事業活動の動画含む）
2. スタッフへの特別インタビュー

～勤続〇周年！スタッフが語る発達わんぱく会でのリアル～

以下のサイトよりアクセスください。
https://youtu.be/T5H4B0Jc73E

https://youtu.be/T5H4B0Jc73E

