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事業の状況 

 
1.事業運営の概要 

 

当法人は、平成２５年４月より公益財団法人として再スタートして以来、区民が共

に支え合う地域社会づくりを目指し、ボランティアの育成やボランティア活動への支

援、ボランティア団体間の交流促進、災害時の活動拠点の整備等の事業を推進してま

いりました。 

平成２７年度は、これまでの活動実績を踏まえ、江戸川区が進めてきた「ボランテ

ィア立区」に向けた取り組みを更に推進するため、以下の事業に取組みました。 

 

(１)公益目的事業の取り組み 
 

① ボランティア活動を希望する方や興味がある方々、ボランティアを必要とする

方々からの相談に対し、活動先の情報提供やボランティアの募集、紹介などに努

めるとともに、ホームページやフェイスブック、センターだより等を通してボラ

ンティアに関する様々な情報提供に努めました。 

② ボランティアフェスティバルの開催や地域イベントへの参加を通して、ボランテ

ィアの普及、啓発に努めました。 

③ ボランティア人材を育成するため、講座・講習、体験事業等を開催いたしました。 

④ ボランティア相互の交流促進と活動の更なる可能性を図り、「災害時、ボランティ

アにできること」をテーマに、「第 1回ボランティア交流会」を開催しました。 

⑤ ボランティア活動への支援の一環として、ボランティア団体への活動費の助成や

活動場所の提供などを行いました。 

⑥ 区社会福祉協議会とともにワーキングチームを設置し、「災害時の一般ボランティ

ア活動支援に関する協定」や「江戸川区災害ボランティアセンター運営マニュア

ル」の再確認及び課題の整理を行うと共に、課題解決に向けて区危機管理室と協

議の場を設け関係者の共通認識を深めました。 

⑦ 職員のスキルアップとセンター運営の参考とするため、研修や各種会議に職員を

積極的に派遣すると共に、都内外のボランティアセンター７か所を視察しました。 

 

(２)公益財団法人の運営 
 

公益財団法人として、法令を遵守し区民の皆様から信頼され、愛される法人となる

よう、当法人監事の指導・助言の下、適正な会計処理、個人情報の保護などに努めま

した。 
 

平成２８年４月１日現在 登録数  １９２団体 ６，００２名 
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２．事業別実績 
 

(１) ボランティア活動の相談・紹介・情報提供事業 

   ボランティアをしたい、ボランティアの力を借りたいなどの相談及び紹介、各

種ボランティアに関する情報提供を行いました。 
 

① 相談窓口の開設 

事業内容 相談内容 相談件数 備 考 

相談・問合せ 

(来所・電話） 

活動相談 884件  

依頼相談 134件   

情報提供 1,448件   

ボランティアの

募集・紹介 
  417件  

 

② ボランティアセンターだよりの発行  

事業内容 発行回数 発行数 備 考 

機関紙の発行 年 6回 各 22,500部 町会・自治会回覧等 
 

③ ホームページ等による情報提供 

事業内容 掲載内容 備 考 

ホームページ、フェイ

スブックの運用 
活動先紹介、各種講座情報など  

 

(２) ボランティアの普及・啓発事業 

ボランティアの普及、啓発のために以下の事業を実施しました。 
 

① ボランティアフェスティバル（第 15回） 

事業内容 開催月 参加団体 備 考 

活動内容の紹介・発

表・体験、交流など 
7月 12日（日） 75団体 入場者 4,600人 

 

② 地域まつりへの参加 

事業内容 出展先 参加者 備 考 

普及・啓発活動 
中央地域まつり 992名 5月 

区民まつり 1,009名 10月 
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(３) ボランティア人材の育成 
 

ボランティアのきっかけづくり、ボランティア活動のための知識や技能の習

得の機会を提供するための講座、体験事業を実施しました。 
 

① 入門講座 

 

 

 

 

 

 

② 初級講座 

事業内容 開催月 受講者数 備 考 

手話入門講座 

（15日コース） 

5～9月 35名 週１回 火曜日 

10～2月 35名 週１回 土曜日 

点字講座(10日コース) 9月～11月 9名  

音訳講座（10日コース） 9月～11月 20名  

デイジー録音図書製作

講座 （2日コース） 
3月 16名  

 

③ 出前ボランティア体験 

事業内容 実施回数 体験者 備 考 

出前ボランティア体験 

（随 時） 

37回(小中学校) 4,740名 車いすや視覚、聴

覚障がい等の体

験、障がい者の講

話など。 

9 回(高校・一

般) 
2,123名 

1回(区役所）   127名 

 

④ 夏のボランティア体験 

事業内容 開催月 体験者 備 考 

夏のボランティア体験 夏休み期間中   371名 受入 166施設 

 

 

事業内容  開催月 受講者数 備 考 

入門講座 

（3回・4日コース） 

6月 43名  

10～11月 43名  

2～3月 64名  
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(４)ボランティア活動への支援・助成事業 

  ボランティア活動の充実と新たな可能性を探るため交流会を開催したほか、団体

への活動費の助成など、必要な支援に努めました。 
 

① ボランティア交流事業 

事業内容 開催月 参加者 備 考 

ボランティア交流会 3月 19日（土） 83名  
 

② ボランティア団体活動費の助成 

事業内容 対 象 助成団体数 備 考 

団体活動費の助成 登録団体  101団体  
 

③ ボランティア保険料の一部助成 

事業内容 対 象 助成件数 備 考 

保険料の一部助成 登録団体・個人 3,869名 １人 300円が上限 
 

④ ボランティア活動場所等の提供 

事業内容 場 所 利用件数 備  考 

活動室及び印刷機器の

無償利用 

グリーンパレス 580件  

清新町都営住宅 168件  

 

(５)災害ボランティアセンター関連事業 
 
① 災害ボランティアセンター ボランティアスタッフの養成 

災害時ボランティア養

成講座 

5～6月(初級) 15名 7日ｺｰｽ 

11月(中級) 19名 5日ｺｰｽ 
 

② 外国人・障がい者の災害体験 
 

 

 

 
 

 

③ 災害ボランティアセンター 

事業内容 実施 説  明 

災害ボランティアセ

ンターの条件整備 

(社協と協働) 

11月

～2月 

災害ボランティアセンター運営についてのワー

キングチームの立上げと区危機管理室との協議 

10月 

 3月 

災害時ボランティアセンターブロック会議 

（城東五区の相互協力について協議） 
 

事業内容 開催月 参加者 備 考 

消火、煙・起震車体験、

AEDの使用体験ほか 
9月 27日(日) 109名  
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３．えどがわボランティアセンターの組織 
 
(１) 法人の機構 
 

【役員】  理事：３名 

      理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。 

      理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 

      監事：１名 

      この法人の業務並びに財産及び会計の状況の監査等定款２４条に規定

する職務を行う。 

【理事会】 すべての理事をもって構成し、業務執行の決定、規程の制定及び改廃、

その他法人の運営に関する事項の決定等法令や定款で定められた職務

を行う。 

【評議員】 ３名 

【評議員会】すべての評議員をもって構成し、理事及び監事の選任又は解任、役員に

対する報酬等の額、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認、定款の

変更等法令又は定款で定められた事項を決議する。 
 

(２) 事務局組織 
組 織  所長、副所長、職員 

 職員数  ６名（法人固有職員 3名、区派遣職員 3名） 
      ※固有職員のうち２名は短時間(30時間)勤務職員。 

 

４．法人機関の活動 
 

（１）評議員会 
 

第１回定時評議員会 

日時 平成 27年 5月 15日（金）午後 4時 00分 

会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項 

① 平成２６年度事業報告について(可決) 

② 平成２６年度決算について(可決) 
 

第１回臨時評議員会 

日時 平成 28年 3月 17日（木）午後 4時 15分 

   会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項 

① 平成２８年度事業計画（案）について(可決) 

② 平成２８年度収支予算（案）について(可決) 

報告事項 

平成２８年度第１回定時評議委員会の議題及び開催日程について 
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（２）理事会 
 
第１回通常理事会 

日時 平成 27年 4月 28日（木）午後 1時 00分 

会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項  

① 平成２６年度事業報告について(可決) 

② 平成２６年度決算について(可決) 

③ 平成２７年度第２回通常理事会の開催日程について(可決) 
   

  第２回通常理事会 

日時 平成 27年 9月 9日（水）午後 4時 00分 

会場  区役所 西棟 2階 201会議室 

決議事項 

① 平成２７年度第３回通常理事会の開催日程について(可決) 

報告事項 

平成２７年度上期（４月～８月）事業実績について 
 

第３回通常理事会 

日時 平成 27年 12月 14日（月）午後 4時 00分 

会場  区役所 西棟 2階 201会議室 

決議事項 

① 平成２７年度中間決算報告(可決) 

② 個人情報保護規定の一部改正について(可決) 

③ 講座等の開催に伴う講師及び助手等への謝礼の一部改正について(可決) 

④ 平成２７年度第４回通常理事会及び平成２７年度第１回臨時評議員会の

議題及び開催日程について(可決) 
 

第４回通常理事会 

日時 平成 28年 3月 17日（木）午後 3時 00分 

会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項 

① 平成２８年度事業計画（案）について(可決) 

② 平成２８年度収支予算（案）について(可決) 

③ 平成２８年度第 1回定時評議員会の議題及び開催日程について（可決） 

 


