
令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

　平成１６年８月２日に登記完了をした特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンターは、設立１２年目を迎えた平成２７年１２月

１８日に、川崎市より、「特定非営利活動促進法第４９条第１項」の規程により、以後５年間にわたり、「認定　特定非営利活動法人」

として指定を受けました。令和２年１２月には、更新の手続きも無事終了し、さらに５年間の延長が認められました。

　今年度は、一昨年度からの新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、一部の事業

が縮小されましたが、関係諸機関との連絡を密にし、「子たちに力を！」の法人設立の理念に基づき、定款に定められた９つの事業を推

進することができました。

「子たちに力を」の法人設立の理念に基づき、各事業が効果的に活動できるよう組織機能の一層の充実を図る。

①　 基礎基本を重視した学習支援により学力の充実を図る。また、様々な体験活動を通して、学校復帰や社会への参加促進を

支援する。

②　 家庭・学校・地域および関係機関等との連携を深め、相談活動を中心とした社会福祉活動の充実を支援する。

③　 一人ひとりの児童生徒が自立し、心豊かに生きていく力を身につけられるよう支援する。

① 教育･福祉に係る相談等支援に関する事業

ア 教育・福祉相談事業【自主事業】

・ 内　容 不登校やいじめ、発達上の課題、学習に関するj児童生徒やその保護者の相談に応じ、学校生活への適応等に

向けた助言等の支援を行った。

相談担当者7名が１日２名体制でシフトを組み、相談活動にあたった。

　　　　　　＊ 学習支援者との連携　　　　　学習・相談担当者会　　毎月第３月曜日　10時～12時

　　　　　　　　　　　　学習支援・相談担当者全体会議　年３回　　　4/26   　9/27(書面）　 　2/7

＊ 他機関との連携

　　　　高津区要保護児童対策地域協議会実務者会議　　7／27(中止）　  12/6　

　　　　神奈川県不登校相談会・進路情報説明会　　9／18（総合教育センター）

　　　　市総合教育センター主催不登校対策連携会議　　　6／17    1/27(書面）

開室日時　 年間　２４０日（月～金　週５日　９：００～１７：００）

相談件数　　新規相談受付　８４件、　新規相談 ５８件、　延べ相談件数  ６３０件

対象者

イ 支援を必要とする子の保護者の会事業【自主事業】

・ 内　容　　　 不登校やいじめ、発達上の課題、学習に関する相談に応じ、学校生活への適応等に向けた助言などを行った。

　　　　　　　＊支援を必要とする子どもの保護者の会（全３回）

　　　　　　　　　　　第１回　　　日時　　　8/29（土）　13:30～15:30　　　　場所　　宮ノ下　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者　　１３人（保護者OB２人を含む）　　　　　従事者　８人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対象者　　こども宮ノ下に登録している子どもの保護者

　　　　　　　　　　　　第２回　　　日時　　　10/16 (土）PM　　　　　場所　　教育会館

　　　　　　　　　　　 参加者　　２０人（保護者OB２人を含む）　　　　　　従事者　９人

　　　　　　　　　　 対象者　　全市の小中高生の保護者

　第３回　　 日時　　　1/22 （土）AM　　　　　　場所　てくのかわさき

　　　　　　　　　 参加者　　２２人（体験者１人を含む）　　　　　　　　従事者　８人

　　　　　　　　　 対象者　　全市の小中高生の保護者

・ 対象者　　 支援を必要とする子どもの保護者

・ 従事者　　 ６人

従事者　　　　相談担当者　７人、学習支援者　３７人（含む相談担当者）

　第１回　　　日時　　　7/17(土）　PM　　　　　場所　　宮ノ下こどもサポート

令和３年度　　事　業　報　告

【活動方針】

【事業内容】

不登校や特別な支援を必要とする児童生徒及びその保護者、教職員等
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令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

ウ 神奈川県「フリースペース等事業費補助」の事業【神奈川県青少年センター補助事業】

・ 内　容 不登校や特別な教育的支援を必要とする児童生徒及びその保護者への相談をはじめとする支援事業を行った。

・ 相談件数 延べ　６３０件 ・ 場所 こどもサポート宮ノ下

・ 対象者

・ 従事者

② 適応指導に関する事業

ア こどもサポート南野川事業（子ども包括支援事業）【宮前区役所保健福祉センター受託事業】

・ 内　容 不登校の子どもたちの学習支援・居場所、保護者等の相談（川崎市立南野川小学校第4校舎）

・学習内容 教科の学習、体験活動（栽培・調理・自然観察、卓球等）、ソーシャルスキルトレーニング、各種行事他

畑作業（草取り、野菜の種まき・苗植え・間引き・収穫など

・宮前区役所地域みまもり支援センター等関係機関との連携、及び保護者の会の開催

・ 開室日時　　 （火・水・木・金の週４日）　９：００～１６：００

・ 対象者 不登校の児童生徒及びその保護者、教職員

・ 児童・生徒等利用数

登録数 利用延数 登録数 利用延数 登録数 利用延数 登録数 利用延数 新規 延べ回数

５人 １０３人 ２２人 ９５９人 ３人 １７５人 ３０人 １２３７人 ２３人 ２３１回

・ 従事者 ６人

イ こどもサポート旭町事業（地域における子ども支援と拠点づくり事業）【川崎区役所保健福祉センター受託事業】

・ 内　容 不登校の子どもたちの学習支援・居場所、保護者等の相談対応（旭町こども文化センタ―３階）

・学習内容 教科の学習、体験活動（スポーツ・遊び）

ボランテイア講師による読み聞かせ（年０回）、茶道（年０回）、調理（年１回）

・川崎区役所地域みまもり支援センター等関係機関との連携及び保護者の会

①地域みまもり支援センター定例会議（５回） ４／３０、６／２５、９／１７、１２／２４、２／１８

②川崎区不登校等保護者の会　　　　（中止） →電話による個別相談を実施

・ 開室日時　　（月・火・水・木の週４日）　１０：００～１６：００

・ 対象者 不登校、問題行動等に悩む児童生徒及びその保護者、教職員

児童・生徒等利用数

登録数 利用延数 登録数 利用延数 登録数 利用延数 登録数 利用延数 保護者 関係者 相談

７人 ２４３人 ２９人 ５３８人 １１人 １０１人 ４７人 ８８２人 ２９人 １１３人 １８８人

・ 従事者 ６人

③ 学習支援に関する事業

ア 学習支援事業（こどもサポート宮ノ下：地域子ども子育て活動支援助成）【補助事業】

・ 内　容 不登校や特別な教育的支援を必要とする子どもたちへの教育相談・学習支援

・ 開室日時　　平日（月・火・水・木・金の週５日）　９：００～１８：００　　＊月曜午前は学習支援なし

・ 対象者 こどもサポート宮ノ下に通う児童生徒

通所者 登校支援 特別支援 学習支援 相談 計（人）

小学生 19 2 3 10 34

中学生 28 2 3 24 57

高校生 2 1 4 8 15

その他 0 0 0 0 0

小計 49 5 10 42 106

・ 従事者 ３７人

学校関係

26

23

中学生

相談件数（件）

高校生以上 合計

不登校

特別支援

行動性格

26児童福祉

524

計

その他

中学生小学生

高校生以上

不登校や特別な支援を必要とする児童生徒及びその保護者、教職員等

小学生

７人（こどもサポート宮ノ下の相談員）

合計

内容別

26

5

630

その他

相談

青少年センターが主催する研修会への参加。
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令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

イ 日本語支援　東小倉（幸区地域課題対応事業）【幸区まちづくり推進部受託事業】

・ 内　容 外国につながる児童・生徒への、日本語及び学習の支援と居場所の提供を行う。

・ 開室日時　　 令和３年４月１４日～令和４年3月1６日（毎週水曜日）　１５：００～１７：００

・ 開室回数　　 ３３回　　（８月と９月、６回の予定は緊急事態宣言のため閉室となる）

・ 対象者 外国につながる児童生徒とその保護者

・ 登録者数 ２３人 ・ 出席延べ人数 児童・生徒２０４人、保護者３８人

・ 従事者 ２人（市民サポーター９人）

　 ・ その他 ８月１１日　外国につながるこども夏休み宿題教室　　参加人数２人

ウ 学習支援　川崎教室（学習支援・居場所づくり事業）【川崎市健康福祉局・子ども未来局受託事業】

・ 内容 生活困窮世帯やひとり親家庭の小・中学生への学習支援と居場所を提供することにより、高校進学や

社会的自立を支援する。

・ 開室日時　　（火・木の週２日）　 小学生（５・６年生）１６：００～１８：００　中学生１８：００～２１：００　

・ 開催回数 小学生８８回　中学生８８回

・ 対象者 川崎区内小・中学校に在籍する生活困窮世帯の小・中学生（ひとり親家庭を含む）

・ 登録者数 小学生６人、中学生３０人 ・ 出席延人数 小学生３２３人、中学生９５８人

中学３年生９人　　＜進路先＞公立高全日制５人、定時制２人　私立高全日制１人　その他１人

・ 従事者 ５人（学習サポーター１４人）

エ 学習支援　幸教室・日吉教室（学習支援・居場所づくり事業）【川崎市健康福祉局・子ども未来局受託事業】

・ 内容 生活困窮世帯やひとり親家庭の小・中学生への学習支援と居場所を提供することにより、高校進学や

社会的自立を支援する。

・ 開室日時　　（水・金の週２日）　　小学生（５・６年生）１６：００～１８：００　中学生１８：００～２１：００

・ 開催回数 小学生８８回　中学生８８回

・ 対象者 幸区内小・中学校に在籍する生活困窮世帯の小・中学生（ひとり親家庭を含む）

・ 登録者数 小学生１９人、中学生５６人 ・ 出席延人数 小学生４８８人、中学生１６４５人

中学３年生２３人　　＜進路先＞公立高全日制１７人、定時制２人　私立高全日制４人

・ 従事者 ６人（学習サポーター２２人）

オ たのしいキッズセミナー【公益財団法人川崎市生涯学習財団受託事業】

・ 内　容 子どもたちの学習意欲を喚起し、基礎学習、発展学習、体験学習、実験などを取り入れ支援する。

・ 日　時　　　 ７月１９日（月）～７月２２日（木）の４日間　１０時～１５時　

・ 場所 川崎市生涯学習プラザ、大山街道ふるさと館

・ 対象者 川崎市内小学３年生から６年生

・ 応募者数　３１８人、参加延人数　６６４人

講座種類 国語関係 算数関係 図工関係 英語関係 社会関係 理科関係 音楽関係 PC関係 計

参加人数 24 122 106 58 24 232 18 80 664

・ 従事者 ３人

カ サイエンス・キッズ事業【東京応化科学技術振興財団助成補助事業】

・ 内　容 身近な現象等を題材に、実験・体験を通して理科の楽しさが味わえるようにする。

・ 日　時　  １月１５日（土）～ １月３０日（日）  （ 土・日　午前１０時～１２時 ）

・ 開催回数 全６回 ・ 出席延べ人数 ６０人

・ 対象者 川崎市内小学３年生から５年生

・ 従事者 ２人

＊ 「出前科学教室」（サイエンスキッズ関連事業）

・ 内　容 学校や施設に出向き、実験や物づくりを通して理科学習の楽しさを味わえるよう支援する。

・ 開催回数 全１回実施

・ 実施報告 １１月２４日（水）　東住吉小でクラブの時間に１回　　参加人数２５人

・ 対象者 川崎市内３年生から６年生まで ・ 従事者 ２人
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令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

キ 地域の寺子屋事業「寺子屋　上作延」（川崎市立上作延小学校）【川崎市生涯学習推進課受託事業】

・ 日　時　

・ 内　容

◯体験活動

・ 対象者 川崎市立上作延小学校児童、保護者、地域住民

・ 出席延べ人数

・ 従事者 ３人

ク  地域の寺子屋事業「寺子屋　さぎぬま」（川崎市立鷺沼小学校）　【川崎市生涯学習推進課受託事業】

・ 日　時

・ 内　容 ◯学習活動 開催回数（６月１日～２月１５日　１９回）

◯体験活動 開催回数（各月１回　計５回）

マジック教室、書道ハガキ作り、作って遊ぼう、ペンシルロケット、野球体験教室

・ 対象者 川崎市立鷺沼小学校児童、保護者、地域住民

・ 出席延べ人数 学習教室　５９８人　　体験活動　３５７人

・ 従事者

ケ  地域の寺子屋事業「寺子屋　富士見っ子」（川崎市立富士見台小学校）　【川崎市生涯学習推進課受託事業】

・ 日　時　

・ 内　容 ◯学習活動 開催回数（６月２日～１月１９日　計１３回）　予定では１８回実施

◯体験活動 開催回数４回　

・ 対象者 川崎市立富士見台小学校児童、保護者、地域住民

・ 出席延べ人数 学習教室２５５人　　体験活動９８人

＊コロナ禍による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、学校と相談の上、断続で実施。実施回数も予定を下回った。

・ 従事者 ２人（スタッフを含めると１２人）

コ  地域の寺子屋事業「寺子屋　ハッピータウン分教室」（川崎市立幸町小学校）　

【寺子屋ハッピータウン実行委員会との共同運営事業】

・ 日　時　 令和３年４月～令和４年３月の土曜日２回、幸町小学校・幸市民館において、延べ２０回実施

・ 内　容 外国につながる小学生への日本語・学習支援

・ 対象者 川崎市立幸町小学校周辺の児童

・ 登録者数 ２３人（うち３人中学生） ・ 出席延べ人数 ２０９人

・ 従事者 ２人（ほかコーディネーター１人、寺子屋先生　８人）

④ 特別支援教育に関する事業

ア 中原区保護者ミーティング（中原区子どもの発達支援事業）【中原区役所地域みまもり支援センター受託事業】

・ 内　容

・ 日　時　　　 　５月１８日（火）～２月１５日（火）全７回 １０時～１１時３０分

月日 5月18日 6月8日 7月6日 9月14日 11月16日 12月14日 2月15日

参加人数 20人 17人 1６人 15人 12人 19人 10人

・ 対象者 中原区内小・中学校在籍児童生徒の保護者

・ 従事者 ４人

学習教室（児童２７８人）　　　　　　　　　　　　　　　

１人　(コーディネーター３人　寺子屋先生７人）

学習活動：令和３年６月２日（水）～令和４年２月９日（水）

学習活動：令和３年６月１日（火）～令和４年３月８日（火）

特別な教育的支援が必要な子どものための就学児童生徒保護者ミーティング

・木の枝で鉛筆と鉛筆立てを作ろう　　・ペンシルロケット　　・ちぎり絵

体験活動：月に一回実施。メタリックスライム・竹とんぼ・ホバークラフト・水バブル

体験活動：令和３年６月１９日（土）から開始、月１回土曜日午前中に実施

（スタッフを含めると７人）

◯学習教室

体験活動 ： 令和３年６月１９日（土）、１１月１４日（日）、１２月１１日（土）に実施

学習教室 Ａ ： 令和３年６月３日（木）～令和３年１２月２３日（木）

学習教室 Ｂ ： 令和３年６月１０日（木）～令和４年１月１３日（木）

体験活動（児童６２人、保護者４３人）

開催回数  Ａ８回、Ｂ８回　計１６回

開催回数  ３回
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令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

⑤ 体験活動等に関する事業

ア ふれあい体験活動事業【自主事業】

・ 第１回担当者会 ６月　５日（水）１３時～ 今年度の活動について

・ 第２回担当者会

〇

イ 「のびのびファーム」事業（適応指導教室あさお体験広場に係る運営管理業務）【川崎市総合教育センター受託事業】

・ 内　容 地域の農業ボランティアの協力を得て、運営する農場での農業体験を通して近隣小中学校児童生徒の

食育の一端を担う。各学校の年間計画に沿って、農業体験活動を行う。

運営会議 5月２7日（木）、２月２５日（金）（書面で実施）

農業体験活動 毎週水曜日１時限 5/25,26、6/18、10/12,26,29、11/11,12、12/14,15,20,22

・ 対象者 川崎市立麻生小学校・柿生小学校児童、麻生中学校生徒

・ 出席延べ人数 ９００人 ・ 従事者 １人

⑥ 研究研修等に関する事業

ア 自主研究[自主事業]

テーマ　 「子どもの安心感の意義を考える～不登校の子どもの実践事例を通して～」

研究部会（全１２回） 第１水曜日９時３０分～１２時

4/7、5/12、6/2、7/7、8/4、9/8、10/6、11/10、12/1、1/6、1/26、3/2

研究協議会（全４回） １４時～１７時 6／4、10／22、12/17、3/18

研究報告会リハーサル 令和４年２月７日（月）１４時～１６時　 高津市民館　→中止

研究報告会 令和４年２月１１日（金）１４時～１６時 川崎市総合教育センター　→中止

・ 対象者 川崎市立学校教職員、保護者、市民

・ 従事者 １２人

イ 川崎市教育会館（研修センター等）運営管理業務【川崎市総合教育センター受託事業】

・ 内容 ○教育会館の管理運営

○現職教職員への研修会の企画・運営（年３回）

　　６月２６日　教育課題研修会（会場　総合教育センター）　　　　　　　→  延べ参加者数　１０８人

　１０月　９日　不登校シンポジウム（会場　総合教育センター）　　 　　→　延べ参加者数　　９８人

　１２月１１日　文化講演会（会場　総合教育センター）　 →　延べ参加者数　　９８人

○不登校やいじめ、学校・学級経営に関する教員からの相談

・ 利用者数 　　利用団体数　２２１団体　　　　　利用者数　７６９４人　　　 　　相談件数　４２件

・ 対象者 　　川崎市立学校教職員

・ 従事者 　　５人

⑦ 青少年の健全育成を図るための環境整備に関する事業

ア 臨時的任用教員等研修指導員配置事業【川崎市教育委員会職員部教職員人事課受託事業】

・ 内　容 各学校に巡回指導員を配置することにより、臨時的任用教員等の資質の向上を図る。

授業参観と指導助言を年４回を基本として行う。

・臨時的任用教員等研修指導員連絡協議会（全３回） ５／２０（木）、１０／１４（木）、３／１７（木）

・ 対象者 令和３年度任用で１年目の臨時的任用教員、任期付教員、教科一人配置教諭

（小３７名、中４５名、高５名、特別支援３９名、養護４名　　計１３０名）

・ 従事者 担当者２人 巡回指導員数４１人（巡回指導計　延べ４８７回実施）

イ サポーター配置事業

・ 内　容 各学校への学校サポーター（教育活動サポーター、特別支援教育サポーター）の配置

・ サポーター登録者 ７１９名 （内訳　　大学生等３２９人、教員経験者２２４人、地域協力者１４９人）

・ サポーター研修会 ６／２１（月）、２９（火）　→　代替研修　６／２６（土）、１０／９（土）

１１/２５（木）、２６（金）、２９（月）、３０（火）

９月２７日（月） 講師（石田彰一氏）との事前打ち合わせ

　　　　　　　　　　　　　　内容：ものづくり体験（つくって、あそんで、たのしもう）

　　　　　　　　　　　　　　講師：石田彰一氏

ふれあい体験活動　　１１月６日（土）PM　　　　場所：こどもサポート宮ノ下　　　　　従事者：８名　　

　　　　　　　　　　　　　　参加者：子ども１０名（小　６名、中　３名、未就学児　１名）　　　大人（保護者）４名

5 / 8 



令和３年度 認定特定非営利活動法人

　教育活動総合サポートセンター

Ａ 教育活動サポーター配置事業　【川崎市教育委員会学校教育部受託事業】　　　

活動人数 配置回数 活動人数 配置回数 活動人数 配置回数

1045 3254 405 1381 1450 4635

Ｂ 特別支援教育サポート事業【川崎市教育委員会学校教育部受託事業】　

活動人数 配置回数 活動人数 配置回数 活動人数 配置回数

3245 13945 1241 5385 4486 19330

・ 対象者 川崎市立学校に在籍する児童生徒及び教員

・ 従事者 ５人

ウ 営繕業務委託【公益財団法人かわさき市民活動センター委託事業】　

・ 内　容 放課後、こども文化センターを利用する子どもたちへの安全な環境の確保

・ 日　時

・ 作業場所    高津区・宮前区・多摩区・麻生区各こども文化センター

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 小計

作業日数 1 5 9 7 1 8 31 日

作業延人数 3 15 29 21 3 31 102 人

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 小計 合計

作業日数 10 11 7 12 10 0 50 81 日

作業延人数 19 20 13 12 19 0 83 185 人

・ 対象者 こども文化センターに通う幼児、児童生徒

・ 従事者 ２人（作業従事者３人）

⑧ 講演会等の企画運営に関する事業

ア 文化講演会事業【自主事業】

・ 内　容 青少年の教育・福祉に関わる諸問題の解決に向け、学校・家庭・地域と連携を図りながら、幅広い視野のもと、

市民と共に、青少年の健全育成を目指す講演会を企画・実施する。

・ 日　時 令和３年１２月１１日（土）１４時～１６時　　　 ・ 会　場 川崎市総合教育センター

テ ー マ

講　師

・ 対象者 川崎市立学校教職員、保護者、市民 ・ 参加者　９８人

・ 従事者 ６人

⑨ 文化・スポーツ活動の推進に関する事業

ア 川崎市大山街道ふるさと館管理運営業務（公益財団法人川崎市生涯学習財団との共同運営事業）

・ 内　容 大山街道や二ｹ領用水など郷土に関する資料や美術品の展示活動、文化事業などを通して、

郷土理解や地域連携の充実を図る。

＊新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴い3月22日から4月１0日まで開館時間を２１時までに短縮。

＊さらに新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴い４月１１日から5月１1日まで開館時間を２０時までに短縮。

○ 博物館事業

（ア）常設展 ３月6日～６月１３日　　　３月５日～６月上旬

（イ）企画展　　　

第１回企画展 ６月１１日～1３日　「ふれあいクラブ高津　趣味の作品展」　　　　中止

　　 第２回企画展 ６月１８日～９月２６日　「絵図・絵葉書・雑誌にみる高津」

記念講演会 ７月１０日　「行楽地としての多摩川ー多摩川・花見・音頭」　

　　講師：鈴木勇一郎氏(市民ミュージアム学芸員）　　　　

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のために参加者半数で募集。参加者３４人　　　　

第３回企画展　　　　　　　１0月１日～１１月２８日「給水開始１００年ー近代川崎を切り拓いた水道ー」

記念講演会 １０月３１日　「近代水道が作った都市・川崎」

　　講師：松本洋幸氏(大正大学文学部歴史学科准教授）

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のために参加者半数で募集。参加者２９人　　　　

中学・高等学校等 合計

小学校 中学・高等学校等 合計

「地域とともに歩むスポーツ～サッカーを通じて学んだこと」

小学校

中西哲生さん（スポーツジャーナリスト／パーソナルコーチ）

作業日は年間を通し､週１～２回　打合せ日は年間１０回　
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第４回企画展　　　　　　　１２月４日～２月２３日「二子・溝口と多摩川ー生活・産業・治水」

記念講演会 １月２２日　「水害伝承からみる多摩川」

　　講師：林　花音氏(川崎市市民ミュージアム学芸員）

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のために参加者半数で募集。参加者２５人　　　　

第５回企画展　　　　　　　２月２６日～３月３日「地域が創出するカルチャー展」 　　　６団体

○ ミニ企画展「大山街道宿場めぐり」・「ミニ市民ギャラり－」（スロープで）

３月　３日～４月３０日　　「大山街道の宿場めぐり④　二子・溝口」

５月　１日～６月３０日　　「切り絵シリーズ⑭心にのこったものたち」　　出展：青木幸夫氏

７月　１日～８月３１日　　「市民作品展」書画教室の美保じぞう己書道場作品　

９月　1日～１０月３１日　　「大山街道の宿場めぐり⑤　荏田～長津田」

１１月1日～１２月２７日　　「切り絵シリーズ⑯心にのこった花たち～散歩道で」　　　出展：青木幸夫　氏

１月　５日～1月２２日 　　　 「高津区を走る田園都市線の日常」の写真作品展示

１月２３日～２月１５日 　　　「高津の星空２」の写真作品展示  

２月１６日～２月２８日　　　「高津パステルの会」絵画作品展示

○  歴史文化探求事業

（ア）ふるさと町歩き講座　　　　　　　　

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上半期は実施せず（昨年は５月と１１月に２回の講座を行ったが）

第１回 １２月４日　「新編武蔵風土記稿でたどる -下作延-」 　　参加者25人

　　　　 講師：佐藤忠氏（高津シルバーガイドの会会長）　

第２回 ３月８日　　（新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴い令和4年5月に延期）

（イ）ふるさと子ども出前授業　　　

7月12日 東高津小学校3年生社会科　　　参加児童１８２人

3月12日 高津小学校3年生社会科　　　　参加児童１８１人

＊例年、他に久地小、坂戸小、久本小も７月から２月頃まで出前授業を実施していたが、

　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見合わせ。

（ウ）ふるさと探究講座

第１回 １１月３日　「県央地域の大山街道～海老名を中心に」　参加者３６人　　　　　

講師：片山兵衛氏（海老名市文化財保護審議委員会委員）　

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のために参加者半数で募集。　　

第２回 １１月２８日　「溝口村の水騒動」　　　　　　　　　参加者３４人　　

講師：落合　功 氏（　青山学院大学経済学部教授）　　　　　

第３回 １２月１８日　「幕末期、大山街道沿いの歌人たち」　　　　　　参加者２９人　

講師：相澤　雅雄 氏（地域史研究家）

（エ）子ども大山街道探険クラブ              毎月１回（７、８月は２回）　参加者１３人

＊小学３年生以上を対象としたクラブ員を近隣小学校から募集し、５月から３月まで１３回を予定したが、　　　　

　　新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴い、12回目の２月と13回目の3月は中止とした。

第１回 　５月１９日　「大山街道の探検①」　　　 講師：スタッフ 参加２３人

第２回 6月16日 「二ヶ領用水・円筒分水の探検」雨天室内 講師：竹内ふみ子・高橋和一 参加２1人

第３回 7月21日 「自由研究の取り組み１」 講師：スタッフ 参加1８人

第４回 7月28日 「自由研究の取り組み２」 参加1５人

第５回 8月4日 「自由研究の取り組み３」 参加1０人

第５回 8月18日 「自由研究の取り組み４」 参加９人

第６回 9月15日 「二ヶ領用水用水をきれいにしよう」 講師：二ヶ領用水ウォッチングフォーラム　

参加１６人

第７回 10月20日 「ふるさと館周辺の地形図を作ろう」 講師：田中艸太郎 参加１４人

第８回 11月17日 「大山街道の探検②～秘密の場所・エコステーションモデル駅の武蔵溝ノ口駅探検」　

参加１５人

第９回 12月17日 「岡本太郎ワークショップ」講師：橋本文惠氏（前岡本太郎美術館スタッフ）　参加１７人

第１０回 1月19日 「アユの絵付けをしよう」　 講師：「あゆ」プロジェクト　　　　　 参加１６人

（オ）街道学習講座　

　春： 第1回 4月23日（金）　春季第１回街道学習講座「石倉橋～大山ケーブル駅」　　参加者17人

5月21日（金）　春季第２回街道学習講座

⇒まん延防止重点措置により6月25日（予備日7月9日）に延期
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第２回　　　　6月25日（金）　春季第２回街道学習講座「大山ケーブル駅～大山阿夫利神社・大山寺」　　

　　講師：對馬醇一 氏（郷土史研究家）　　　　　 参加1４人　

（カ）中学生のためのふるさと発見講座

８月２日（月） 中学生のためのふるさと発見講座「探ろう、大山街道の歴史」　　

法政第２中学校１年生１人、森村学園１年生１人、渋谷教育学園中等部２年生１人、

東高津中２年生１人、西高津中２年生１人、計５人参加

＊大山街道や周辺の歴史や文化等を学習した後、実際に街道を歩き史跡見学をした。

○ 地域連携事業、自主事業

（ア）　ふるさと館まつり

５月　春のふるさと館まつり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施せず。

１２月　冬のふるさと館まつりの打合せを４回行ったが、新型コロナウイルス感染状況が改善せずに中止。

（イ）　街のマイスター体験講座　　

実施予定であったが、コロナウイルスの感染拡大防止のために実施検討し、本年度は見合わせた。

（ウ）　ぶらり散歩・老舗訪問

ぶらり散歩「二子散策と老舗料亭やよい訪問」

講師：山本喜美枝　氏（料亭やよい三代目女将）　　参加者２４人

（エ）　寄席・落語膝栗毛

第１回 ４月１０日（土）　 参加者３４人

第２回 ８月２２日（日） 参加者４４人

第３回 １２月１８日（土）　 参加者４５人

（オ）　キッズセミナー

「社会科ふしぎ発見　久地円筒分水の模型を作ろう」　　　　 参加者延べ　２４人（保護者11人）

第１回 7月20日 （午前・午後）二ヶ領用水と円筒分水の概要を知り、円筒分水の模型作り

第２回 7月21日 （午前）円筒分水の模型作り

第３回 １２月１８日 （午前）円筒分水の模型完成

講師：竹内ふみ子　氏（二ヶ領用水ウォッチングフォーラム）　　

（カ）　川崎ウォーキングクラブとの連携による「ウォーキングステーション」 　利用者延べ１８００人

・ 対象者 児童生徒及びその保護者、市民

・ 従事者 ８人

⑩ その他の事業

ア サポートセンターの「基金」を活用する事業

・ 内容 サポートセンターの事業に係わる児童生徒及びその保護者、サポートセンター関係者に、緊急事態が発生し、

サポートセンターの支援が必要となった場合に、「基金」を活用して、必要な諸対策を実施する。

・ 日時 本年度該当事業なし

・ 対象者 サポートセンターの事業に係わる児童生徒及びその保護者、サポートセンター関係者

１１月１３日
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特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター
(単位：円)

Ⅰ経常収益
　１．特定資産運用益
　　　　特定資産受取利息 126 126
　２．受取会費
　　　　正会員受取会費 1,176,000 1,176,000
　３．受取寄付金
　　　　受取寄付金 6,595,000
　　　　受取賛助金 11,325,000 17,920,000
　４．事業収益
　　　受取受託金 69,119,204
　　　受取参加･資料費 50,000
　　　受取補助金 1,948,000 71,117,204
　５．その他収益
　　　受取利息 452
　　　雑収益 2,078,698 2,079,150
　経常収益計 92,292,480
Ⅱ経常費用
　１．事業費
　　　(1)人件費

給料手当 55,728,019
人件費計 55,728,019

　　　(2)その他経費
旅費交通費 6,454,916
通信運搬費 988,177
減価償却費 234,083
消耗品費 3,418,505
印刷製本費 204,578
会議費　　 768,089
水道光熱費 395,784
賃借料 1,741,566
保険料 1,066,335
諸謝金 1,135,528
事務経費 5,883,613
材料・教材費 2,284,854
雑費 2,393,585
その他経費計 26,969,613

　 　事業費計 82,697,632

活　　動　　計　　算　　書

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額



　２．管理費
　　　(1)人件費

給料手当 2,441,357
人件費計 2,441,357

　　　(2)その他経費
旅費交通費 446,320
通信費 12,099
交際費 169,870
減価償却費 234,084
賃借料 57,382
水道光熱費 4,569
消耗品費 1,248
修繕費 207,735
租税公課 17,800
印刷製本費 56,760
委託費 46,448
新聞図書費 2,246
保険料　　　　　　 80,453
雑費 231,010
その他経費計 1,568,024

　 　管理費計 4,009,381
　経常費用計 86,707,013
　当期経常増減額 5,585,467
Ⅲ経常外収益
　経常外収益計 0
Ⅳ経常外費用
　経常外費用計 0
　　 当期正味財産増減額 5,585,467
　　 前期繰越正味財産額 61,832,242
　　 次期繰越正味財産額 67,417,709



特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター

(単位：円)

令和３年度 令和２年度 増　　減

　Ⅰ　資　産　の　部
　　　流　動　資　産　

現　金　預　金 53,975,612 53,474,628 500,984
未　　収　　金 30,086,175 33,006,552 △ 2,920,377
前　　払　　金 40,899 0 40,899

　　　　流動資産合計　 84,102,686 86,481,180 △ 2,378,494
　　　固　定　資　産　

す　だ　ち　基　金 4,940,080 4,940,038 42
自　主　事　業　補　助　基　金 10,000,137 10,000,053 84
什　器　備　品 702,251 1,170,418 △ 468,167
差　入　保　証　金 500,000 500,000 0

　　　　固定資産合計　 16,142,468 16,610,509 △ 468,041

　　　資　産　合　計 100,245,154 103,091,689 △ 2,846,535

　Ⅱ　負　債　の　部
　　　流　動　負　債　

未　　払　　金 32,761,745 41,174,921 △ 8,413,176
預　　り　　金 65,700 84,526 △ 18,826

　　　　流動負債合計　 32,827,445 41,259,447 △ 8,432,002

　　　負　債　合　計　 32,827,445 41,259,447 △ 8,432,002

　Ⅲ　正　味　財　産　の　部
　　　一　般　正　味　財　産

正 味 財 産 合 計 67,417,709 61,832,242 5,585,467

負債及び正味財産合計 100,245,154 103,091,689 △ 2,846,535

貸　　借　　対　　照　　表

令和　４年３月３１日現在

科　　　　　　目



計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2011年11月20日　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

　 （１） 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産

定率法によっています。

　 （２） 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．事業別収支の状況
「事業別活動計算書総括表」によっています。

３．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は67,417,709円ですが、そのうち14,940,217円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は52,477,492円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

特定資産

すだち基金 4,940,038 42 0 4,940,080 緊急支援対策資金
自主事業補助基金 10,000,053 84 0 10,000,137

合計 14,940,091 126 0 14,940,217

４．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

什器備品 2,660,040 0 0 2,660,040 ▲ 1,957,789 702,251

無形固定資産 0 0 0 0 0 0

投資その他の資産

すだち基金 4,940,038 42 0 4,940,080 0 4,940,080

自主事業補助基金 10,000,053 84 0 10,000,137 0 10,000,137

敷金 500,000 0 0 500,000 0 500,000
合計 18,100,131 126 0 18,100,257 ▲ 1,957,789 16,142,468

（１）法人の資産、負債及び正味財産の状態ならびに正味財産の増減の状況は「財産目録」に記載しています。

（２）事業費と管理費の按分方法
各事業に共通する経費は従事割合に基づき按分しています。

（１）受託事業契約の区分
1　事業受託　　委託契約書により事業そのものを受託する。
2　事務受託　　委託契約書により事業にかかわる事務を受託する。

（２）受託金収入の区分
1　事業受託　　委託契約書による事業契約金を受託金収入とする。
2　事務受託　　委託契約書による事務代行契約金を受託金収入とする。

内容 備考

５．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項

６．その他



特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター

(単位：円)

金　　額

(流動資産)
　現　　金 手元現金 　運転資金 515,079
　普通預金 　横浜銀行溝口支店 　運転資金 625,961

　横浜銀行溝口支店 　運転資金 47,612,644
　川崎信用金庫高津支店 　運転資金 3,603,609
　ＪＡセレサ川崎宮崎支店 　運転資金 507,851
　川崎上作延郵便局 　運転資金 1,110,468

　未収金 　川崎市 　受託事業等未収金 30,086,175
　前払金 　チラシ印刷 　令和４年度分 40,899

　流動資産合計 84,102,686

(固定資産)
　すだち基金 　横浜銀行溝口支店 　緊急支援対策資金 4,940,080
　自主事業補助基金 　横浜銀行溝口支店 10,000,137
　什器備品

コピー機 　ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ本部 　事業等に使用 702,251
　差入保証金 　ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ本部 　建物賃借敷金 500,000

　固定資産合計 16,142,468

　資 産 合 計 100,245,154

(流動負債)
　未払金 　活動会員 　人件費未払分 32,761,745
　預り金 　源泉所得税預り金 　給与・報酬分 65,700

　流動負債合計 32,827,445

　負 債 合 計 32,827,445

　正 味 財 産 67,417,709

財　　産　　目　　録

令和　４年３月３１日現在

貸借対照表科目 場所・要件 使用目的
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