
 

 

 

平成３０年度 

 

 

 

 

事 業 報 告 書  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 自  平成３０年４月 １日 

  至  平成３１年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人えどがわボランティアセンター 

東京都江戸川区松島１－３８－１ 

 



 

事業の状況 

 
1.事業運営の概要 

 

当法人はこれまで、地域の様々な課題について自ら考えて行動し、地域に貢献する区

民の育成及びボランティア活動が活発に展開されることを目指し、ボランティアの普

及・啓発やボランティアに関する相談、紹介、情報提供、災害時におけるボランティア

の活動拠点の整備等の事業を推進してきました。 

平成３０年度は、特に高齢化や国際化の進展などボランティアを取り巻く社会状況の

変化を踏まえ、区が進める「ボランティア立区」の実現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 「ボランティアをしたい」、「ボランティアの力を借りたい」など、ボランティアに

関する相談に対し、活動先の紹介やボランティアの紹介・募集などに努めました。 

② 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。 

③ ボランティアフェスティバルの開催や区民まつりへの参加、パラリンピック 2 年前

イベントへの協力等を通じてボランティアの普及、啓発に努めました。 

④ 今後もニーズが見込まれる傾聴ボランティア、在住外国人の日本語学習を支援する

ボランティアの養成に引き続き取組みました。 

⑤ 「災害時、誰もとり残されない地域を目指して」と題して、登録団体を対象に「ボ

ランティア交流会」を開催しました。 

⑥ 助成金情報の積極的な提供とともに、団体への活動費助成や活動場所の提供等の支

援を行いました。 

⑦ 「登録災害時ボランティア研修会」や社会福祉協議会と連携して「災害ボランティ

アセンター運営訓練」に取組みました。 

 

(２)公益財団法人の運営 
 

公益財団法人として、法令を遵守し信頼される法人を目指し、財務・会計処理や個人

情報の保護など適正な法人運営に努めました。 
 

参考：平成３１年３月末現在 登録数  ２１４団体  ６，２８３名 



 

(３)事業の総括 
 

 平成３０年度は、これまでの事業に加え以下の新規、拡充に取組むことができました。 

「ボランティアセンターだより」は、町会・自治会の回覧を基本に、公共施設等に配

架依頼しているが、新たに公衆浴場３５施設にも配架いただけることとなりました。 

区災害ボランティアセンター関連の事業では、災害時、地域の中で一般ボランティア

の活動がより効果的に展開されるよう、地域向け防災講座「防災ふらっと・カフェ」を、

町会・自治会、ボランティア等と連携、協力して開催することができました。 

また、助成金情報の提供や団体のボランティア（会員）募集、団体主催のイベント情

報等をホームページに掲載するなど活動への側面的な支援に努めました。 

さらに、日本語学習を支援するボランティアのスキルアップも求められていることか

ら、新たに「ボランティアのための日本語講座」を開催することができました。 

一方、なごみの家など関係団体、機関との連携やネットワーク化などは、今後さらに

検討を進め取組んでまいります。 

 

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に努めました。 
 

① 相談窓口の開設 

事業内容 相談内容 相談件数（前年度） 備 考 

相談・問合せ 

(来所・電話） 

活動相談    756件 （ 868件）  

依頼相談    180件 （192件）  

情報提供 2,063件（2,058件）  

募集・紹介   318件 （ 344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 24,000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 
メール配信システ
ムの構築 

 



 

(２) ボランティアの普及・啓発事業 
 

① ボランティアフェスティバル（第 18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 8日（日） 
95団体 
(90団体) 

入場者 5,000人 
(4,800人) 

 

② まつり等への参加 

 

 
 

 
 

(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 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 30名（30名） 毎週火曜日 

10～2月 30名（30名） 毎週土曜日 

音訳講座（10日コース） 9月～11月 17名（19名）  

ﾃﾞｲｼﾞｰ録音図書製作講座 2月 10名（4名） （2日コース） 
 

② 出前ボランティア体験 

事業内容 実施回数 体験者 備 考 

出前ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験 
小中学校 29回（38回） 3,459名（4,870名） 

車いす、視
覚・聴覚体
験、障がい当
事者の講話 

高校一般 6回（ 8回）   711名（986名） 
 

③ 夏のボランティア体験 

事業内容 開催月 体験者 備 考 

夏のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験 夏休み期間中  183名（149名） 受入 176(183) 

 

④ 日本語ボランティア入門講座 
 

 

 

 

 

事業内容 出展先 参加者 備 考 

普及・啓発活動 
区民まつり 1,485名(1,723名) 10月 

ﾊﾟﾗ 2年前ｲﾍﾞﾝﾄ ３７９名 8月 

事業内容 開催月 受講者 備考 

在住外国人の日本語学習を支援

するボランティアの養成 
11月～12月 34名（30名）  



⑤ ボランティアのための日本語講座（新） 

 
 
 
 

 

⑥ はじめての傾聴（傾聴入門講座） 
 

 
 

 
 
 
 

⑦ はじめませんか、ボランティア（新） 

 

 

(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更なる充実とネットワーク化を目的に「交流会」を開催しまし

た。また、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 
 2月 9日（土） 

(2月 24日（土)） 

95名 

(63名) 

「災害時、誰もとり残さ

れない地域を目指して」 
 

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 

活動費の助成 登録団体  108団体（105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 3,838名（3,979名）  
 

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 331件（382件）  

清新町都営住宅 205件（215件）  

事業内容 開催月 受講者 備 考 

区内で外国人の日本語学習を支

援するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る 
3月（2日間） 延べ 77名  

事業内容 開催月 受講者 備 考 

施設や個人宅でのお話し相手ボ

ランティアの基礎を学ぶ 
11月（2日間） 延べ 70名  

事業内容 開催月 受講者 備 考 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関心がある方を対象

にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとは、経験者の話など 
3月 10人  



 

(５)災害ボランティアセンター関連事業 

災害時の一般ボランティアの活動がスムーズに行われるよう、区災害ボランティア

センターの設置・運営のための環境整備に努めました。 
 

① 災害ボランティアセンター設置運営のための環境整備 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

② 災害ボランティアセンターのＰＲと連携 

 

③ 防災講座（災害ボランティアセンタースタッフの養成、地域防災力の向上） 

大災害、その時あなた

は、家族は、地域は 

 5～ 6月(初級) 20名（23名） 7日ｺｰｽ 

10～11月(初級) 19名（7名） 7日ｺｰｽ 

2～ 3月(中級) 26名（17名） 5日ｺｰｽ 

地域防災講座 

「防災ふらっとｶﾌｪ」 

（新） 

6月 災害時のﾄｲﾚ 

9月 女性と防災 

12月 広域避難 

 60名 

 61名 

 51名 

東部区民館 

  
④ 外国人・障がい者の災害体験（福祉ボランティア団体協議会と共催） 

事業内容 実施 説  明 

災害ボランティ

アセンターの設

置運営に向けた

取組み 

4月～ 
災害ボランティアセンターＰＴ会議の設置・開催 

（事業推進のための協議） 

11月 登録 災害時ボランティア研修会の開催 

1月 発災時 職員の初動訓練 

2月 
区災害ボランティアセンター運営訓練 

（ボランティア：46名、職員：31名） 

3月 熊本県 熊本市・益城町へ職員を視察派遣 

事業内容 実施 説  明 

災害ボラセンのＰＲ 

広域連携 

7月 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、総合防災訓練会場でのＰＲ 

2月 城東ブロック災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ連携会議 

3月 都災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ担当者会議 

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 16日(日) 
（9月 24日(日)） 

108名 
（127名） 

語学ボラ参加 
（中国語、英語） 



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、法令及び定款の定めるところにより、その

業務を執行する。 

      理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執

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  事務局長、所長、副所長、職員  

職員数  ８名（固有職員 5名、区派遣職員 3名） 
 

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 30年 5月 17日（水）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２９年度事業報告について(可決) 

② 平成２９年度決算について(可決) 

③ 任期満了に伴う理事・監事の選任について(可決) 
 

第１回臨時評議員会 

日時 平成 31年 3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３１年度事業計画について(可決) 

② 平成３１年度収支予算について(可決) 

③ 平成３１年度資金調達・設備投資の見込みについて(可決)             

④ 公益財団法人えどがわボランティアセンター就業規程の一部改正 



について(可決) 

⑤ 公益財団法人えどがわボランティアセンター給与規程の一部改正 

について(可決) 

報告事項 

平成３１年度第１回定時評議員会の議題及び開催日程について 
 
 

（２）理事会 
 
第１回通常理事会 

日時 平成 30年 4月 26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２９年度事業報告について(可決) 

② 平成２９年度決算報告について(可決) 

③ 平成３０年度第２回通常理事会の開催日程について(可決) 

④ 代表理事の職務執行状況の報告について 

 

  第 1回臨時理事会 

日時 平成 30年 5月 17日（水）午後 4時 45分 

会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項 

① 代表理事の選定について(可決) 
 

  第２回通常理事会 

日時 平成 30年 9月 18日（火）午後 4時 00分 

会場  グリーンパレス 4階 集会室 405 

決議事項 

① 平成３０年度上期（4月～8月）事業実績について(可決) 

② 平成３０年度第３回通常理事会の開催日程について(可決) 

③ 代表理事の職務執行状況の報告について 
 

第３回通常理事会 

日時 平成 30年 12月 12日（水）午後 4時 30分 

会場  区役所 南棟 4階 401会議室 

決議事項 

① 平成３０年度中間決算について(可決) 

② 平成３０年度第４回通常理事会の開催日程について(可決) 

③ 平成３０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) 

④ 代表理事の職務執行状況の報告について 
 

第４回通常理事会 

日時 平成 31年 3月 15日（金）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３１年度事業計画（案）について(可決) 

② 平成３１年度収支予算（案）について（可決） 

③ 平成３１年度資金調達・設備投資の見込（案）について（可決） 

④ 公益財団法人えどがわボランティアセンター就業規程の一部改正（案）に

ついて（可決） 

⑤ 公益財団法人えどがわボランティアセンター給与規程の一部改正（案）に

ついて（可決） 

⑥ 平成３１年度第 1 回通常理事会及び平成３１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） 

⑦ 代表理事の職務執行状況の報告について 


