
（単位：円）

1.　事業の実施方針

2.　事業の実施に関する事項

【定款の事業名】 （１） 小児がん分野におけるQOLの向上に関する研究事業

【事業内容（１）－１】

【実施日時】 ２０１１年５月〜２０１２年９月

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 152,000

大阪商工信金社会福祉賞金 152,000

支出 719,000

諸謝金 210,000

旅費交通費 60,000

消耗品費 20,604

印刷費 102,679

通信費 33,160

賃借料 240,000

雑費 52,557

【事業内容（１）－２】

【実施日時】 ２０１１年１１月〜２０１２年１０月

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 0

支出 1,079,000

人件費 300,000

交通費 129,000

委託費 132,300

諸謝金 380,000

印刷費 137,700

小児がんの子どもと家族の苦痛を和らげる便利グッズの研究、開発と治療ツール
の紹介

医療、福祉、教育関係者による小児がんの社会生活をサポートするための研究
およびガイドブックの作成

２０１２年度事業報告書　
（２０１２年４月１日〜２０１３年３月３１日）

小児がん患児、患児家族、医療関係者、院内支援者、デザイナー、チャイルド・ケ
モ・ハウス支援者、ファッション関係等の専門学生、医療系企業等約５０名

２０１２年度は、｢チャイルド・ケモ・ハウス｣の運営において、小児がん患児と家族の生活をサ
ポートできる体制づくりを検討した。また、昨年度に引き続き啓発活動や募金活動を行い、持続
可能な活動を行うため広く一般の方々に活動の周知を行った。

医療関係者、福祉関係者、小児がん患児、患児家族、院内支援者



【事業内容（１）－３】

【実施日時】 ２０１３年１月〜２０１３年１２月

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 1,500,000

ノバルティスファーマ助成金 1,500,000

支出 73,000

人件費 60,000

交通費 13,000

【定款の事業名】

【事業内容（２）－１】

【実施日時】 ２０１２年６月３０日

【従業者の人員】 ６名

【事業の対象者】

収入 30,000

　　イベント当日募金　 30,000

支出 470,000

人件費 120,000

会議費 64,653

消耗品費 15,992

印刷費 9,140

通信費 32,670

交通費 47,440

諸謝金 180,000

支払手数料 105

【事業内容（２）－２】

【実施日時】 ２０１２年８月（２回）

【実施場所】 大阪府内

【従業者の人員】 約５名

一般人　約１００名

収入 161,398

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾚｯｼﾞｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 3,856

とれとれ市　 157,542

支出 3,360

交通費 1,000

雑費 2,360

【事業の受益対象者
の範囲及び人数】

医療関係者、院内支援者、患児の家族、患児、チャイルド・ケモ・ハウス支援者
等、  約１６０名

小児がんのQOLについて考えるシンポジウムvol.5「小児がんの子どもと家族を支
えるスタッフとチャイルド・ケモ・ハウスの人材育成」を開催

小児がん経験者、患児家族、医療関係者、教育者、社会福祉士、保育士、デザイ
ナー、約３０名

１５才以上の小児がん経験者の生活、就労、心理、コミュニケーションをサポート
するための環境づくり

（２）小児がんに対する正しい知識の普及を目的としたイベントの企画、運
営と普及啓発事業

ボランティアの参加によるバザー用品の作成と各種イベントなどでの販売と啓発
活動の実施



【事業内容（２）－３】

【実施日時】 ２０１３年４月

【実施場所】 兵庫県下

【従業者の人員】 ６名

【事業の対象者】

収入 500,000

大阪薬業クラブ助成 500,000

支出 117,060

人件費 100,000

印刷費 9,400

交通費 7,660

【定款の事業名】

【事業内容（３）－１】

【実施日時】 通年

【実施場所】 兵庫県下、大阪府内

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 6,382,850

個人・団体寄付 5,066,946

イベント寄付 817,027

ジャストギビング 48,877

MDRT助成金 300,000

毎日新聞小児がん征圧募金 150,000

支出 10,113,445

人件費 1,100,000

交通費 320,230

光熱水料費 50,000

通信費 153,394

賃借料 238,500

印刷費 40,425

交際費 4,416

会議費 4,808

支払手数料 42,462

消耗品費 5,010

広報費 4,200

寄付金支出 8,150,000

【事業内容（３）－２】

【実施日時】 通年

【実施場所】 兵庫県下、大阪府内

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 0

支出 0

小児がん患児、家族の闘病生活支援、小児がん闘病生活のQOL向上を目指す
団体への支援を行う為の準備と実施

ハウスで働くスタッフおよびボランティア、将来の施設利用者（小児がん患児とそ
の家族）約２００名／年

（３）小児がんに関わる全ての人への支援事業　小児がん患児、家族の闘
病生活支援、小児がん闘病生活のQOL向上を目指す団体への支援

医療関係者、院内支援者、患児家族、患児、チャイルド・ケモ・ハウス支援者等、
約２００名

小児がんのQOLについて考えるシンポジウムvol.6　「チャイルド・ケモ・ハウスが
目指す小児がんの子どもと家族へのサポートについて」実施の準備

ハウスで働くスタッフおよびボランティア、将来の施設利用者（小児がん患児とそ
の家族）約１００名／年

２０１３年春オープンの小児がん専門施設におけるハウス内での患児、家族の闘
病生活および教育のサポートを行う体制づくり



【事業内容（３）－３】 夢の自動販売機　夢の自動販売機の設置の普及

【実施日時】 通年

【実施場所】 日本全国

【従業者の人員】 ２０名

【事業の対象者】 当団体支援者、一般人約２００名

収入 1,320,084

支出 29,750

通信費 29,750

【事業内容（３）－４】

【実施日時】 通年

【実施場所】 日本全国

【従業者の人員】 ２０名

【事業の対象者】 当団体支援者、一般人約２００名

収入 198,299

支出 10,000

通信費 10,000

【事業内容（３）－５】 夢の病院をつくろうプロジェクト

【実施日時】 通年

【実施場所】 インターネット上

【従業者の人員】 ８名

【事業の対象者】 約１００名／日

収入 818,000

夢の病院をつくろうプロジェクト 818,000

支出 27,224

ドメイン使用料 950

クレジット手数料 26,274

【事業内容（３）－６】

【実施日時】 通年

【実施場所】 兵庫県下、大阪府内

【従業者の人員】 １０名

【事業の対象者】

収入 0

支出 0

【定款の事業名】

【事業内容（４）－１】

【実施日時】 ２０１２年８月から２０１３年７月　

【実施場所】 大阪府内、兵庫県下

【従業者の人員】 約１０名

【事業の対象者】 医療関係者、院内支援者、福祉関係者、教育関係者、患児家族、患児等　

収入 980,000

ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ｹﾓ・ｻﾎﾟｰﾄ基金助成金 600,000

阪急阪神未来のゆめまち基金助成 380,000

支出 707,404

人件費 400,000

諸謝金 30,000

交通費 133,080

会議費 4,324

賃借料 140,000

募金箱プロジェクト　募金箱設置の普及、募金の回収

思春期の小児がん患児のサポート内容の研究とボランティアの育成

寄付専用ホームページの運営と実現したアイテムの紹介

医療、福祉、教育関係者による小児がんの社会生活サポート事業の立ち上げ

医療、福祉、教育関係者、ハウスで働くスタッフ及びボランティア、将来の施設利
用者（小児がん患児とその家族）約２００/年

（４）小児がん分野における医療者及び支援者の人材育成事業



【事業内容（４）－２】

【実施日時】 ２０１２年４月～２０１３年３月

【実施場所】 大阪府内、兵庫県下

【従業者の人員】 ８名

【事業の対象者】

収入 300,000

近畿ろうきんＮＰＯアワード 300,000

支出 300,000

人件費 240,000

交通費 48,000

会議費 2,819

印刷費 9,181

【定款の事業名】

【事業内容（５）－１】

【実施日時】 通年

【実施場所】 インターネット上

【従業者の人員】 ５名

約３００名／日

収入 200,000

茨木市提案公募型公益活動支援事業 200,000

支出 200,000

広報費 200,000

【事業内容（５）－２】

【従業者の人員】 ３名

約３０００名

収入 450,000

阪急阪神未来のゆめまち基金助成 120,000

大阪商工信金社会福祉賞金 330,000

支出 424,920

委託費 80,000

印刷費 130,725

通信費 212,515

支払手数料 1,680

発行物の作成　（チャイケモつうしん　年２回発行）

【事業の受益対象者
の範囲及び人数】

小児がん専門施設におけるボランティアプログラムの作成

ボランティアコーディネートを行うスタッフ、医療関係者、MSW、教育関係者、患児
家族ボランティア希望者等

（５）その他目的を達成するために必要な事業

チャイルド・ケモ・ハウスのブログ、ホームページ、ツイッター、フェイスブックによる
情報の発信

【事業の受益対象者
の範囲及び人数】


