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理事長　：

副理事長　：

理事　：

監事　：

松下　祥貴
　・元児童養護施設勤務
　・元阿倍野区行政委託事業
　　こどもの『生きる力』を育む事業管理責任者
　・保育士・中学社会科教員免許保持

小澤　信太郎

稲垣　洋子　

林　昌子
　・医師

Overview

ろーたすの活動を支えて下さっているスポ
ンサー企業の皆様をご紹介致します。
日頃から多大なお力添えを頂き、誠に有難
うございます。
ご支援頂きました御寄附は、子ども達のた
め、大切に大切に使わせて頂いております。

また、ここに掲載していない企業の皆様か
らも様々な角度からご支援を頂戴しており
ます。 ・社会福祉法人　大阪福祉事業財団高鷲学園

・社会福祉法人　大阪福祉事業財団

・くるみ乳児院

ろーたすを応援頂ける企業・個人様を募集しております。
私たちは寄附・寄贈を「社会課題へアプローチするための
投資」であると考えております。
社会課題へのアプローチを任せて頂いた身として、当法人
は更に精進してまいります。　

あなたのサポートが力になります！

Supporters
ご支援ありがとうございます
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特定非営利活動法人
不登校・病児自立支援事業　ろーたす

▲イメージ動画

▲ホームページ



支援機関等の対応への評価学校を多く休んだことに対する感想

不登校の背景学校に行けない要因は？

不登校傾向にある生徒を
合わせると10人に1人

小・中学校における不登校の児童生徒数は19万6,127
人と過去最多。小1から中3へと学年があがるほど、不登
校の児童生徒の数が増加。

出典：　文部科学省 令和2年度児童生徒の問題行動・
　　　  不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

前年比

出典：　文部科学省　令和２年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要

出典：　文部科学省　令和２年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要 出典：　文部科学省　令和２年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要

出典：　日本財団 不登校傾向にある子どもの実態

出典：　日本財団 不登校傾向にある子どもの実態調査

不登校傾向にある中学生33万人。全中学生約325万人
の10.2%。文部科学省が調査した不登校中学生の数の
約3倍。約10人に1人が不登校傾向。

子供の生育環境と不登校は密接に関わっている。

勉強が分からない
生活リズムの乱れ
友達のこと

中学生の回答

（親が）
離婚歴がある

（親が）小・中・高校
生時代に不登校に
なった経験がある

不登校傾向にある子供
不登校傾向に非該当

（親が）就学援助費
を受給している

小学生からの回答では、「もっと登校すればよかったと
思っている」が25％。中学生からの回答では、「もっと登
校すればよかったと思っている」は30％。

「もっと登校すれば
　よかったと思っている」

不登校状態にある、小学生児童の約45％が、フリース
クールなどの民間施設を「利用できる環境にない」と
回答。中学生生徒になるとその割合は約40％である。

不登校数が増加

196,127人
2020年

Circumstances

理事長あいさつ

私たちは、理念『1人1人の自己実現』を掲げ、子ども達が各々の可能性を最大限に発揮できる環境の
提供を目指しています。また、私たちの目指したい社会像を、“ミッション”としておき、『多様な価値観
を認め合い、1人1人が自信を持って、自己実現できる社会を目指す』との共通認識のもと、子どもたち
へのアプローチだけではなく、保護者のケアや地域活動にも力を注いできました。また、スタッフ間
で行動指針を策定し、日々確認し合いながら、ろーたすという『チーム』がレベルアップできるよう各々
が努力しています。

　依然、日本社会は新型コロナウイルスの影
響により、行動が制限されています。この行動
制限は、経済的影響だけではなく、心身の不調
という部分にも深く影響しており、子ども達も
その例外ではありません。
　ろーたすへの相談で『コロナの時期から行
けなくなった』という相談も跡を絶ちません。
コロナ禍での行動制限や、不安定な社会の雰
囲気によって、不登校の児童生徒は増える一
方です。
　子どもが不登校になることで、ご家族は不安
を抱え、その不安がまた子どもの気持ちを落
ち込ませる。といった悪循環が、至るところで
現在起きています。

　２０２１年度は、依然コロナ禍での活動を余儀なくされました。学
校では行事も無く、食事は黙食。部活動も制限され、ただただ授業
をこなすだけの学校生活を送った子も少なくはなかったと思います。
ろーたすの子ども達にとって、行動制限を行うことは、ある意味で積
み上げてきたものが『リセット』されるデメリットをはらみます。そのた
め、私たちはできる限り予定通りの日程で２０２１年度の活動を行い
ました。勇気を持って、日々の活動に取り組んでくれたスタッフ・ボラ
ンティアの方々 には深く感謝申し上げます。
　暗く、どんよりした社会情勢の中でしたが、ろーたすは沢山の方々
の支えのお陰で、ようやく団体として形になってきたと感じます。マン
スリーサポーターも９０人が目前（２０２２年5月時点）となりました。
在籍児童生徒は50名になり、ろーたすを利用する子どもが多くなれ
ばなるほど複雑な気持ちになることに変わりありませんが、「目の前
の１人」のために、２０２２年度もろーたすは、頑張ります！今後とも
何卒宜しくお願い申し上げます。

Principle
ろーたすは、1人1人がイキイキと
暮らせる社会を目指します！

子どもたちを取り巻く環境

8.2%増加

　　42%
  35%
33%

小学校
中学校

と回答した割合 フリースクールなどの民間施設を
「利用できる環境にない」 と回答した割合

25%
      30%

小学校
中学校

　　45%
40%

13.3%

39.4%

4.5%

34.4%

8.0%

29.3%

理事長　松下　祥貴



在籍する児童数

新規の面談数

2021年の振り返り
Activity Report

フリースクール事業
“ほぼ男子校”だったろーたすに女子児童生徒
が増え、一気に華やか且つ賑やかに！
体験活動も行事も学習も、それぞれに全力で
挑戦！
各々の課題に積極的に取り組みました。

委託事業
2022年度より日本財団から『子ども
第三の居場所』事業を受託。更には
通信制高校ID学園のサポート校事業
も任せて頂く運びとなりました。

地域活動
Instagramにて住吉区の広報を行ったり、地域
の方々と一緒に清掃活動を行いました。また、
住吉区社会福祉協議会の畑の一画をお借りし
ての農作業。地域のシニア世代の方々と子ど
も達の貴重な交流の場となっています。

その他の活動
【学習アセスメント事業】
特別支援教育に精通した講師の方が、子ども
の学習課題を発見し、解決にむけてアドバイ
スを行います。

【ろーたす子育て塾】
医師や大学教授の方々をお招きして開催した
保護者向け講座です。今年度は新たな形で実
施予定！

2021年12月頃から、新規利用の申し込みが増
加し、年間で30件の新規面談数がありました。

新規面談のうち21名が新たに利用を開始。
年度終了時点(２０２２年３月)には
在籍児童生徒が５０名に。ろーたすの課題で
あった、『女子生徒の定着』も達成し、ろーたす
が今まで以上に明るい雰囲気になりました。

マンスリーサポーター

ろーたすでは、マンスリーサポーターとして沢
山の方々からご支援を頂いています。2022年
３月終了時点で、個人75人、企業スポンサーと
して3社からご支援を頂戴しています。

子ども達から人気だった行事をご紹介！

保護者アンケートを実施
ろーたすでは毎年度末、保護者の皆さんへア
ンケートを実施。前年度より満足度が向上し、
90％に到達。曜日別プログラムが好評でした。
学習面へのアプローチの強化を希望する保護
者の方々が多かったため、2022年度より『学習
進行表』を作成し、子ども達の学習到達度を見
える化。更には保護者の方々お1人お1人と密
に連携し、子どもの支援計画を協同で作成し
ています。

21名増加

30件

50名

75名
3社

キャンプ
文化祭
乗馬＆BBQ

56%32%
大変満足
満足
普通
あまり満足していない
不満

2021年度満足度調査

12%

人気行事ベスト3



いつもろーたすを支えて下さり本当に有難うございます！
まずは簡単なプロフィールを教えて下さい。
大阪府出身で、大学では教育学(健康スポーツ)を専攻し
ました。大学の教授からろーたすを紹介頂き、勤務し始め
ました。

どうして「ろーたすで働こう」と思ったのですか？
私は元々教員を目指しており、「子どもたちと一緒に考え
て、挑戦していくことができる先生になりたい」という思い
から大学では教育学について学んでいました。そのような
思いを持ち日々過ごす中でろーたすに出会い、子どもたち
との、『心の距離が近い』ということに惹かれ、ろーたす
で働くことを決めました。

学校に行けなくなったきっかけは？
中学1年の6月頃から起立性調節障害になり朝が起きれな
くなり学校を休んでいました。

ろーたすではどのように過ごしていましたか？
ろーたすではのスタッフの方や他の生徒達とゲームをして
過ごしたり一日数時間の勉強をしていました。その日に「今
日はしんどいから勉強がしたくない」、「今日はやる気があ
るから勉強いっぱいする」、「普通に勉強したくない」とかそ
の日の自分のやる気や体調に合わせてスケジュールが調
節できるのは良かったと思います。

ろーたすで楽しかったことは？
友達とゲームをしている時と行事の時です。学校行ってな
い時は友達と喋りながらゲームすることがまず無かったの
でとても楽しかったのを覚えています。ろーたすでは行事が
いっぱいあって、月に1回程少し大きめの行事があったと思
います。しかも普通はあまり体験出来ない様なことも沢山
あったのでとても楽しかったと思います。特に1月の餅つき
が楽しかったです。餅つきは地域の行事とかでしか体験出
来ないと思うのでとても貴重な体験だったと思います。

高校生活はどうですか？
高校生活はとても楽しくで充実してると思います。最初は
登校できるか、友達ができるかがとても心配でした。確かに
「心配」もありましたがそれよりも「楽しみ！」の方が勝って
いて最初は楽に登校出来ました。友達は片っ端から席周り
の人に喋りかけにいって何人か友達が出来ました。
高校で今クラスの委員長をやっており、委員長になってか

ら友達と喋る機会が増えてきたと思います。最初は自分か
ら行かないと喋れなかったけど、今は友達から自分のとこ
に来てくれることが多くなりとても良かったです。

これからの目標はありますか？
高校生活ではとにかく楽しんで学校に行くということを目
標に頑張っています！学校に行ってなかった人が急に学校
に行きだしたらさすがにきついですが、学校が楽しいので
最近は苦じゃなくなって来ました。これからはとにかく勉強
を頑張りたいと思ってます。僕は大学に行きたいので自分
の目指してる大学に向けて少し無理をしてでもテスト対策
をしてしっかり勉強を頑張りたいと思います。

ろーたすでの“やりがい”は？
子どもたちの「できた！」がとて
も嬉しいです。ろーたすが掲げる
『私たちの行動指針』にもある
ように、子どもたちと日々関わる
中で、私も子どもたちと一緒に共
育していきたいと思います。

簡単なプロフィールを教えて下さい。
現在は、アメリカ創価大学というアメリカのカリフォルニ
ア州にある4年制の大学に通っています。現在、生徒自治
会の委員長（高校でいう生徒会長のようなもの）もさせて
いただいています！

どうして「ろーたすでボランティアをしよう！」と思ったの
ですか？
以前は塾で働いていたのですが、学校に行っていても喜び
を感じていない生徒達を目の当たりにしました。この状況
を何とかできることはないかと模索していた中、ろーたす
でボランティアをさせていただこうと決めました。

ボランティア活動で感じた
“やりがい”は？
どんな境遇にあっても、その
生徒にしかない才能があり
可能性があることを、日々の
関わりを通して学びました。
あと、スタッフの皆さんがと
ても主体的で、そして優しく
て、毎日大感動でした！

子どもたちの「できた！」が嬉しい！

自分のやる気や体調にあわせて取り組める！　貴重な体験ができた！

その生徒にしかない可能性がある！

スタッフと利用者の声 財務諸表
Interview Finance

財務の振り返り

2021年度
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

ろーたす　スタッフ

ろーたす　卒業生

ボランティア参加者

インタビュアー
（単位：円）

（単位：円）

2021年度は、寄附金と助成金に支えて頂
いた1年となりました。寄附金と助成金の
おかげで、翌年度への資金の確保に繋
がっています。助成金に頼る財源の確保
は不安定な経営に繋がるため、現在法
人の中で取り組んでいるマンスリーサポ
ーターの増加をはかり、2022年度は、法
人の運営基盤の強化に努めて参ります。

Ⅰ経常収益    
　１．受取会費   
　　　正会員受取会費   
　　　賛助会員受取会費   
　２．受取寄附金   
　　　受取寄附金　　   
　　　施設等受入評価益   
　３．受取助成金等   
　　　受取民間助成金   
　４．事業収益   
　　　フリースクール事業   
　　　定員制個別指導塾事業   
　　　カウンセリング支援事業   
　　　訪問支援事業   
　　　オンライン支援事業   
　５．その他収益   
　　　受取利息   
　　　雑収益   
　　経常収益計    
Ⅱ経常費用    
　１．事業費   
　　　（１） 人件費 
 給料手当 
 法定福利費 
 福利厚生費 
 人件費計 
　　　（２）その他経費 
 会議費 
 通信費 
 地代・家賃 
 交通費 
 消耗品費 
 光熱水費 
 教材費 
 行事費 
 支払利息 
 車両費 
 外注費 
 修繕費 
 雑費 
 保険料 
 交際費 
 その他経費計 
　　事業費計   
　２．管理費   
　　　（１）人件費 
 役員報酬 
 給料手当 
 福利厚生費 
 人件費計 
　　　（２）その他経費 
 研修費 
 減価償却費 
 その他経費計 
　　管理費計   
　経常費用計    
　　当期経常増減額   
Ⅲ経常外収益    
　１．固定資産売却益   
　経常外収益計    
Ⅳ経常外費用    
　１．過年度損益修正損   
　経常外費用計    
　　税引前当期正味財産増減額   
　　法人税、住民税及び事業税   
　　当期正味財産増減額   
　　前期繰越正味財産額   
　　次期繰越正味財産額   

0
0

546,711

1,500,000

7,108,577

0

0
0

4,812,362
39,267

4,851,629

37,811
246,748
540,000
245,759
345,563
96,000
79,180
306,777
1,155
51,035
327,100
173,000
36,559
41,000
114,313
2,642,000

0
0
0
0
0

40,500

40,500

0

546,711

1,500,000

7,108,577

0

7,493,629

40,500

0

0

9,155,288

7,534,129
1,621,159

0

0
1,621,159

1,621,159
793,000
2,414,159

科目 金額

Ⅰ資産の部   

　1流動資産
　　現金預金
　　未収金
　　前払金
　　流動資産合計
　2固定資産
　　(1)有形固定資産
　　　 什器備品
　　　 有形固定資産計
         (2)無形固定資産
 　　　 ソフトウェア
　　　 無形固定資産計
　　　固定資産合計
　　　資産合計（Ａ）

Ⅱ負債の部 
　1流動負債
　　未払金
　　預り金
　　流動負債合計
　2固定負債
　　長期借入金
　　固定負債合計
　　　負債合計（Ｂ）
  
Ⅲ正味財産の部
　　前期繰越正味財産  

　　当期正味財産増加額（減少額）

4,374,159

0

0

1,960,000

4,374,159

0

0

1,960,000

793,000
1,621,159

4,374,159

1,960,000

2,414,159
4,374,159

科目 金額

Ⅰ資産の部 
　1流動資産
　　　現金預金
　　　流動資産合計
　2固定資産
　　　固定資産合計
　　　資産合計（Ａ）
Ⅱ負債の部
　1流動負債
　　　流動負債合計
　2固定負債
　　　長期借入金
　　　固定負債合計
　　　負債合計（Ｂ）
　　　正味財産（Ａ）－（Ｂ）

4,374,159

1,960,000

4,374,159

0

0

1,960,000

4,374,159

1,960,000
2,414,159

科目 金額

2021年度　活動計算書

（単位：円）

2021年度
特定非営利活動に係る事業会計財産目録


	A4冊子1P-P8表紙裏表紙
	A4冊子2P-P3
	A4冊子4P-P5 
	A4冊子6P-P7

