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１. 第39回サマーショートボランティア活動計画事業

Ⅰ. 次代を担う青少年の育成事業の取り組み

2020（令和2）年度事業報告

（静岡県共同募金配分金事業・静岡県議会ボランティア推進議員連盟助成事業）

毎年夏休みに福祉施設や社会教育施設でボランティアを体験する本事業は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受け、感染症予防に使える簡易防護服（ビニールガウン・ビニールエ
プロン）づくりに活動内容を変更して実施した。製作にあたっては、NPO法人笑顔と健康づ
くりShizuokaにご指導いただいた。
参加者は、感染症のリスクや不安を抱えて仕事をする医療機関や福祉施設で働く人に思いを

馳せ、自宅や学校で活動に取り組んだ。

参加者数
【申込書数】1,217名
【完成数】エプロン3,754着、ガウン6,220着

ボランティアと施設がこれまでのように活動
できない中でも、参加者が気持ちを届ける・現
場にエールを送ることができた。大変な思いを
している現場を応援したいと考える参加者と、
感染のリスクにさらされ不安を感じている現場
の方との気持ちをつなぐことができた。

２. 青少年の異文化交流体験事業
ボランティア活動に学ぶ高校生スタディツアーINアジア

（静岡リバティライオンズクラブ共催事業）

高校生スタディツアーは、文化・生活様式の異なるタイの農村やバンコクで、同世代の青年
たちと交流し、その国や人々の抱える様々な問題を自分達を含め地球市民のすべての問題をし
て捉え、「ボランティア」「国際交流」「国際協力」のあり方を学ぶ機会としてきた。しかし
ながら、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないため今年の実施は見合わせた。



「ケアする人のケア」を学ぶ会2020

2020（令和2）年度事業報告

（静岡県共同募金使いみちを選べる赤い羽根募金助成事業）

◇事業の目的
私たちの身の周りにある「偏見や差別」「貧困」「人間関係の悩み」等を共に考え、“学び

の機会”としていくよう、地域共生フォーラムを開催した。ゲストの渡部さんがこれまで経験
してきたこと、出会ってきた人たちの話を通して「難民」と呼ばれている人たちが、日本国内
においてどのような状況に置かれているのかを理解することができた。特に、日本の場合は、
難民認定率が極めて低く、難民認定を求め日本に入国したものの、難民認定をされず厳しい生
活におかれたままの人たちが数多くいること。難民の話が、遠い国の話ではなく、身近な日本
国内で生活している外国籍の人たちのことに、関心を持ってほしいというお話を通して、共生
社会を考えるヒントを得る内容となった。コロナ禍において感染防止対策に十分配慮のうえで
開催することができた。

開催日時：1月10日 13時～16時30分
開催場所：静岡県総合社会福祉会館7階703会議室
講師：渡部カンコロンゴ清花さん

（NPO法人Welgee代表理事）
講演タイトル「いまを一生懸命に生きる」
参加人数：20名（スタッフを除く）

◇事業の成果
①ゲストの渡部カンコロンゴ清花さんと参加者のつながりが持てたこと。
②紛争や内戦など様々な事情で祖国を離れ、日本国内に滞在している外国人が、日本での難
民認定申請をしても容易には難民として認定されない実情を知りえたこと。

③難民認定を求める外国人の中には、優秀な人材が多いという話であり、有能な人材が企業
やNPOの世界で活かされるためには、どのようなことをしていけばよいのかを考える機
会になったこと。

④ゲストと参加した高校生、大学生が、自由に英語を操り自由に話す場面もあり、参加者た
ちの国際感覚を感じられる場面があった。

Ⅱ. ケアの文化を社会に浸透させていく取り組み

３. 高校生・大学生と共に創る「地域共生フォーラム」

（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）



１. ふじのくに国際災害ボランティア支援ネットワーク事業

Ⅲ. 大規模災害に備えたボランティア活動体制を整備するの取り組み

2020（令和2）年度事業報告

さまざまな困難を抱えた人たちへのケアと、その人たちを支える側にいる“ケアする人”へ
のケアの実践やアイディアを学び、みんなで支え合う地域や社会づくりを考えることを目的に
開催した。（公財）静岡県労働者福祉基金協会との共催事業。

【第1回】開催日：10月10日（土）
会 場：ALWFロッキーセンター大会議室
講 師：牧秀一さん（（特活）阪神淡路大震災よろず相談室前理事長）
内 容：「人は人によってのみ救うことができる

～阪神淡路大震災25年間の活動から～」
参加者：29名

【第2回】開催日：1月16日（土）
会 場：ALWFロッキーセンター大会議室及びオンライン（Zoom）
講 師：内藤いづみさん（ふじ内科クリニック院長）
内 容：「みんなが安堵の時にむかって」
参加者：39名

【第3回】＊TOMOSHIBIプロジェクトとのコラボ企画として実施
開催日：3月6日（土）
会 場：静岡県男女共同参画センターあざれあ大ホール
内 容：映画「風の電話」上映

ビデオメッセージ 佐々木格さん（「風の電話」ベルガーディア鯨山主宰）
参加者：167名（TOMOSHIBI参加者を含む）

本事業の参加者は、医療現場や家庭、講師と参加者が
作り出すあたたかな会場の雰囲気も含めて「ケアする人
のケア」を学ぶ場、参加者自身が癒される場でもあるこ
とが本講座の大きな特色であり、大事にしていることで
もある。コロナ禍の中での開催となったが、従来どおり
の会場型で実施した1回目も、初めてオンラインを使っ
た2回目も、その点が大きく損なわれることはなかった。
講師の力によるところが大きいが、ひとつの成果とした
い。3回目は、TOMOSHIBIプロジェクトとのコラボ企
画として映画「風の電話」上映会を企画した。風の電話
の主宰者である佐々木格氏にはビデオメッセージをいた
だき、映画の内容をより深く理解することにつながった。

ネパール地震への対応として、平成28年度にネパール国パタン市に地震防災コミュニティ
センターを建設し、平成29年4月25日に同センター落成式への参加している。地震から3年が
経過した2018年4月、現地視察を実施した。この視察をきっかけにパタン市から建物の耐震技
術を学んでもらう新たなプロジェクトが動き、2019年度に人選された方が2021年4月に来日予
定となっているが、コロナ禍が続くため、残念ながら来日が実現していない。

（１）海外での大規模災害発生に伴う支援活動の継続
ネパール地震被災地へのかかわり
パタン市より建物の耐震技術を学んでもらうプロジェクトが動き、2021年4月、静
岡理工科大学で学ぶため来日予定。
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（２）東南アジア地域などで災害支援を行う、大規模災害は発生していない。
（３）本ネットワーク事業の委員会を開催することができておらず、課題となっている。

２. 南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク事業

東海地震を含む南海トラフを震源とする巨大地震等の大規模災害に備え、“支援から取り残
される地域をつくらない”ためのボランティア活動体制と広域連携のしくみを具体化させるこ
とを目的に事業を実施した。

（１）南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会

（静岡県労働者福祉基金協会助成事業）

大規模災害時のボランティア活動に関する受援体制づくりと広域連携のあり方について検討
し、平時の取り組みを具体化させていくことを目的に標記委員会を開催した。

委員数：23名（新任5名うち新規団体2名） ※他、事務局など
委員長：岩田孝仁氏（静岡大学防災総合センター教授）
会 場：静岡県総合社会福祉会館2階ボランティアビューロー、オンライン

【第1回】開催日：7月31日（金） 参加者：26名（会場18、オンライン8）

・「新型コロナウィルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・NPO等の災害対応

ガイドライン」について

説明：明城徹也氏（JVOAD事務局長・ネットワーク委員）

・「新型コロナウィルス感染防止を踏まえた静岡県災害ボランティア本部・情報センター及び

市町災害ボランティアセンター運営の考え方」について

【第2回】開催日：8月31日（月） 参加者：29名（会場19、オンライン10）

・新型コロナウィルス影響下の豪雨災害被災地で取り組まれている支援活動の事例から、受

援のあり方と静岡県内で必要な準備について考える

事例提供：村井雅清氏（被災地NGO恊働センター顧問）

【第3回】開催日：12月9日（月） 参加者：21名（会場13、オンライン8）

・災害ボランティアセンターにかかる費用の国庫負担について

・感染症が懸念される状況下における被災地支援活動のために必要な準備について考える

グループワーク

・「第16回図上訓練」の概要説明と意見交換

【第4回】開催日：1月27日（水） 参加者：18名（オンライン）

・「災害ボランティア連携・協働研修会～官民の多様な支援主体の連携・協働に向けて～」

への参加

【第5回】開催日：2月26日（金） 参加者：22名（オンライン）

・第16回図上訓練ワーキンググループとの顔合わせ、ワークプログラム検証への参加

・本年度のネットワーク委員会ふりかえり

コロナ禍中の災害ボランティア活動について多く
の事例や情報、ヒントや課題を共有することができ
た。また、感染症等防止を踏まえた県災害ボラン
ティア本部・情報センター運営の考え方や災害ボラ
ンティアセンターにかかる費用の国庫負担など、若
干ではあるが体制整備に関して具体的な検討ができ
た。
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１. 静岡県総合社会福祉会館ボランティアビューロー管理者としての活動

南海トラフ地震等により静岡県内の複数市町が被災すると、公助のみならず様々な立場の民
間組織等による支援活動が想定される。新型コロナ等感染症が懸念される中で被災したときに
は、県域を超える地域からの支援が得にくい状況になると考えらえることから、県外からの支
援にだけ頼るのではなく、改めて自らの地域を見直すためのワークショップ型訓練を計画した。
コロナ禍に鑑み「会場分散型」「オンライン併用」訓練の準備を進めていたが、コロナの感

染拡大により延期を決定し、本年度の実施は見合わせた。

（２）第16回静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練

【図上訓練企画ワーキンググループ会議の開催】

訓練実施に協力いただく企画ワーキンググループ(以下、WG)を設置。県内を中心に様々な分

野のメンバーが集まり、6回にわたりプログラムや実施方法などを検討した。会議にあたっては、

WG内に設けた企画チームが事前に打ち合わせ、内容や進め方などの準備を行った。WG会議・

企画チーム会議とも、会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催した。コロナ禍で訓練は

延期となったが、WGには次年度の実施に向けて引き続き協力いただく。

○メンバー：26名（県内 20名、県外 6名）、他ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ･協力者6名、事務局1名

○開催日：第1回…10月23日(金)、第2回…11月16日(月)、第3回…12月16日(水)、

第4回…1月18(月)、第5回…2月3日(水)、第6回…2月26日(水)

＊第6回はネットワーク委員にも参加いただき、次年度の訓練に向けたワークプログラム

の検証を行った。

【市町社協への図上訓練説明会】

「会場分散型」「オンライン併用」の訓練について、市町社協に対し県社協とともにオンライ

ンで説明会を行った。

賀茂地区：12月10日（木）、東部地区：12月15日（火）

中部地区：12月15日（火）、西部地区：12月14日（月）

Ⅳ. 中間支援組織として「つなぐ」活動の取り組み

ボランティアビューローは、ボランティア・市民活動団体の活動支援を行う機能を持ち、
60名の定員で研修や会議、ボランティアの交流会などに利用してもらえる場を提供している。
また、南海トラフ巨大地震などの大規模災害時には「静岡県災害ボランティア本部・情報セン
ター」としての活動を行う場所となる。
今年度は4月18日から5月13日まで新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が

発令され、ボランティアビューローの貸出を中止した。
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■令和2年度ボランティアビューロー利用状況
利用件数：227件
利用人数：3,287人

２. ボランティア相談支援事業等

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの学校でボランティア活動に満足に
取り組めない状況となった。活動を希望する学校には、「サマーショートボランティア活動計
画」や「ボランティア参加促進」で取り組んだ、感染症予防のための簡易防護服づくりや、学
校や自宅で取り組める「切手コツコツ整理ボランティア」を紹介した。また、福祉の学習資料
を求められた際には、ボランティアの手引き「ボランティアガイダンス」を提供し、わかりや
すいと好評を得た。

（１）ボランティア相談支援

日常的に寄せられる相談内容は多岐にわたる。個人の「ボランティアしたい」から福祉施設
等の「ボランティアがほしい」、ボランティアグループの活動上の相談などもあるが、個人の
生活に関する相談やどこにも行き場がなく本協会に問い合わせをしてきたケースも見られる。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、感染症の影響で生活がひっ迫している方へ
の支援に関連した相談が多かった。コロナ禍で苦しい思いをされている方と、苦しい思いをさ
れている方を支援したいと考える方を結ぶにあたり、中間支援機関としての役割を改めて問わ
れることとなった。専門的な知識を身につけ、専門機関へつなぐことが今後ますます必要に
なってくる。以下、寄せられた相談の中でケース記録化したものを報告する。

＜相談受付件数＞ 53件（記録化したもの）
※複数の項目に該当する相談があったため、合計数は受付件数を上回る。

（相談内容） ボランティアをしたい 7

ボランティアがほしい 2

（V･Ｇなどの）活動上の問題・相談 1

問合せ（～について教えて欲しい） 7

講師を紹介してほしい 1

協会事業について教えてほしい 2

事業・講座実施相談 4

その他（新型コロナウイルス感染症関連11件など） 34

相談者区分 件数

個人 19

施設・福祉団体 0

行政 2

社協 2

企業・労働組合 12

VG 3

学校・生徒会 3

その他 12

総計 53

東部 中部 西部
御殿場市 1 静岡市（区不明） 4 浜松市中区 1

裾野市 1 静岡市葵区 13 浜松市西区 1

富士市 1 静岡市駿河区 9 浜松市北区 2

富士宮市 2 静岡市清水区 2 浜松市浜北区 1

長泉町 1 島田市 1 磐田市 1

小計 6 藤枝市 1 袋井市 2

焼津市 1 菊川市 1

川根本町 1 森町 1

小計 32 小計 10

不明 2 県外 3

総計 53 件

＜相談者区分内訳＞ ＜市町別相談者＞

（２）教育現場におけるボランティア学習の啓発・推進
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運行実績
（１）運行件数：2件
（２）運行日数：2日
（３）利用団体数：2団体･施設
（４）利用者数：のべ45人
（５）運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数：のべ4人

主に移動障害を持つ方々の当事者団体や施設、ボランティアグループなどが、研修や旅行等
の際の移動手段として利用できるリフトバスの運行管理を行ったが、新型コロナウィルスの影
響により、利用申し込みはほとんどなかった。
利用を予定していた団体が6団体あったが全て

キャンセルとなり、年間の利用は2件にとどまる
結果となった。

（３）大型リフトバス「ふじのくに愛輪号」の運行管理

本事業は、働く世代の方々や学生をはじめ、一般市民を対象に、ボランティア活動への興
味・関心を高め、参加意欲を喚起すること、身近なボランティアに参加するきっかけをつくり、
地域の一員として社会の課題解決に取り組み、ボランティア・市民活動への参加を促進するこ
とを目的に実施した。

（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

（４）ボランティア活動参加促進事業 （静岡県共同募金配分金事業）

【いまできることクラブ～今こそ「うちボラ」しませんか‼～】

開催日：5月20日、25日、6月5日、10日、15日 午前と午後の計10回開催

場 所：静岡県総合社会福祉会館 ボランティアビューロー

内 容：医療や介護の現場で使う簡易ビニールエプロンと

ビニールガウンづくり

参加者：22名

【えらべるあったかボランティア】

開催日：12月5日（土）

①学びたい ～感染症対策に役立つ知識を得たい～

②動きたい ～おまつりでみんなを笑顔にしたい～

場 所：静岡県総合社会福祉会館

①7階703会議室 ②1階・7階

内 容：①感染症防止のためのビニールガウンづくり

②あったかまつりの運営ボランティア

参加者：①17人 ②74人

（成果と課題）
コロナ禍だからこそ「人のために何かをしたい」

と考えて参加して来られる方が多かった。そうした
方々に対し、今だからこそ必要とされる活動の機会
を提供することができた。
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ボランティア活動に関心を持つ人たちや、実際に参加する人たちに心構えや活動を紹介し、
活動していく上での手引書としてもらうことを目的に作成・配布する。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止・変更等に伴い、配布の目途が立た

なかったため、前年度の残部を配布するに留め、新たに制作することは中止した。

（１）市民活動に関する助成金情報をはじめとした情報収集と提供

助成金情報、研修情報をはじめとする市民活動支援のための情報、企業の社会貢献活動、行
政における市民活動支援に関する情報などを収集し、提供した。

開催日：9月11日（水）13：30～16：30

場 所：静岡県総合社会福祉会館１階 103会議室

講 師：後藤麻理子さん（認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会事務局長）

内 容：ボランティア・市民活動センターに勤務する職員をはじめ、福祉施設等に勤める職員を対

象にボランティアコーディネートの基礎を学ぶ

参加者：21名

（静岡県共同募金配分金事業）

３. 市民活動サポートセンター事業

（２）ボランティアコーディネート研修会

（５）ボランティアガイダンスの作成

（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

ボランティア・市民活動の裾野の活動を広げるための人材育成を行う。市民活動センターや
社協ボランティアセンター職員、福祉施設などのボランティア受入先などを主な呼びかけ先と
して参加者を募り実施した。

（成果と課題）
コロナ禍ではあったが、社協職員を中心に多くの参加が

あった。新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、社協・
施設職員はこれからの受入の在り方や受入ができない現状で
のボランティアへの対応に悩まれていた。ボランティアの立
場で参加をした人は、活動できない現状に今後どうすれば活
動に携われるか歯痒い思いを抱えているようだった。
講師はそんな参加者の声に耳を傾け、これまでの活動にこだ
わらないことやコーディネートにおいて大切なことは、コロ
ナ禍でも変わらないこと等、参加者の悩みを払拭するような
講話とグループワークをされた。

（３）ファシリテーション講座2020 （静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

市民活動やボランティア活動に関わる人たちを主な対象に、さまざまな話し合いの場に参加
する人たちの主体的な発言を促し合意形成をはかる「ファシリテーション」の基礎と実践を学
ぶ講座を実施した。

日 時：11月14日(土)・15日(日) 9：30～16：30 ＊2日間の連続講座

場 所：静岡県総合社会福祉会館2階 ボランティアビューロー及びオンライン（Zoom）
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参加者一人ひとりが「ファシリテーションの基本となる心づかいや手法を理解し、『自分の
現場で活用しよう』という気になっている」ことを目標に、講義とワークショップを通して基
礎から実践まで幅広く学んだ。リアル（会場）とオンラインを並行して進めるハイブリッド講
座で、オンラインでのファシリテーションのコツも学ぶことができた。

「ボランタリズム推進団体会議」（通称：民ボラ）は、ボランタリーに市民活動を進めよう
とする団体・人々が集い、相互研鑽を進める場である。「ボランタリズム」「市民参加」「共
感力の向上」をキーワードに、ボランティアや市民活動推進に関わる関係者が全国から集い、
1983年以降、毎年開催されてきた。38回目となる今回は、社会福祉法人大阪ボランティア協
会を事務局として、次の各テーマ候補の中から全体会テーマおよび分科会テーマを決める予定
であった。しかし、新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的流行を原因として、2020年7
月11日（土）・12日（日）に予定されていた本事業は中止、2021年令和3年7月に延期される
ことになった。これまで協議されている内容は以下の通り。

（４）第38回ボランタリズム推進団体会議（通称：民ボラ）大阪大会

講 師：鈴木まり子さん（特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会フェロー）

参加者：15名…福祉･医療、行政、災害ボランティア/NPO、当事者/支援団体、学校など

（延期後の日程）

開催日：令和3年7月3日（土）・4日（日）

会 場：大阪ボランティア協会

＜オープニング全体会＞

・「同調圧力」を考える～自粛強制の時代、市民の自由をどう拓くか～

＜分科会テーマ＞

・ボランティア再考～今だから確認したい

「協力のテクノロジー」でボランティアのこれから

・民間とは？民間性を維持する財源とは？

〜コロナ禍での事例を基に、民間性を支える財源、脅かす財源を考える〜

・原発避難者の支援の１０年と今後の支援

～行きづまった支援策と、将来の支援（＋アドボカシー）について～

・災害時にも誰も取り残さないために ～中間支援組織の役割を改めて考える～

・若者のボランティアとワークキャンプ

～泊まって語る・体験・体感することがもたらすもの～

＜クロージング全体会＞

・最後のひとりまであきらめない ～支援から取りこぼされる地域、人とともに～
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静岡県総合社会福祉会館（愛称「シズウエル」）をより多くの人に知ってもらい利用しても
らうために、会館入居団体で実行委員会を組織し「フェスタシズウエル2020」が準備された
が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止となった。

（５）県民の日イベント「フェスタシズウエル2020」

2020年度の正会員数は個人230（282口）、団体11（12
口）。賛助や学生を含む総会員口数は325口となった。一
方、マンスリーサポーター寄附、特別募金（夏季及び年
末年始）、指定寄附金（出産介助事業及び新型コロナウ
イルス感染症対策）等の件数は合計で1,456件であった。

青年海外協力隊は1965年に発足し、静岡県からの参加者は2018年2月末現在累計1,481人、
派遣中の隊員は40ヶ国で70人にのぼっている。青年海外協力隊事務局や帰国隊員の組織等と
協力しながら、本県の広範な人々にも参画してもらい、青年たちが開発途上国で国際協力活動
を通して得た貴重な体験を、地域社会に還元し貢献できるよう、幅広く対応するため「ふじの
くに静岡・協力隊を育てる会」が平成27年1月24日に設立された。同会の事務局を本協会に置
き、「育てる会」の活動を側面的に支援している。

幼児向け予防接種の様子（2020.1）

（６）カレーズの会への活動支援協力

認定特定非営利活動法人カレーズの会は、任意団体として発足した2002年4月よりアフガニ
スタン・イスラム共和国南部のカンダハール市で医療と教育の支援を続けている。
アフガニスタン・イスラム共和国では2020年2月29日にアメリカ政府と反政府武装勢力タリ

バンの間で和平条約が締結された。和平に向けてのアフガニスタン政府とタリバンの直接対話
は2020年9月にスタートしたが、双方の主張がかみ合わず10月以降全国で急速に武力衝突が拡
大している。2020年11月末には、同会の活動地である南部カンダハール州の州都カンダハー
ル市の近郊でも大規模な戦闘が発生し、10万人に上る地域住民が家を追われた。この難民の
一部はカンダハール市の町外れに設営された難民キャンプでマイナス10度にもなる厳しい冬
を越すことになった。
世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症に関しては、現在は第三波とみられ

る感染の再拡大が起きている。一方で、開発途上国へもワクチンを供給することを目的とした
世界規模のワクチン共同購入の枠組み＝COVAXがスタートし、2021年3月以降インドのセル
ム研究所が製造したアストラゼネカ製ワクチンがアフガニスタンに到着した。アフガニスタン
は2020年5月末までの第一次配分で250万回分のワクチンをCOVAX経由調達する予定で、カン
ダハール市の医療従事者にもアストラゼネカ製のワクチンが届いた。
治安の悪化と新型コロナウイルス感染症のパンデミックと

いう2つの重荷を負いつつも、同会は診療所を通じて地域住
民への医療サービスの提供を継続した。
2020年度の診療所利用者は37,109名で、2020年12月には

2002年の診療開始以来の累計患者数が65万人を超えた。

（７）ふじのくに静岡・協力隊を育てる会への活動支援協力
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テーマ：やらまいか！ 浜松！
今だからこそ 思いやりとささえあいのハーモニー

静岡県内でボランティア・市民活動に関心を持つ人たちや、実際のボランティア活動に参加
している人たちが一堂に会し、情報交換や話し合いを通してお互いの活動に関する学習を深め
るとともに、ボランティア同士のネットワークづくりを推進することを目的に開催準備を進め
た。
しかしコロナ感染拡大が収まらないことから1年間の延期を

決定した。この間に準備されているテーマ、分科会等の内容は
1年後に活かし、第43回集会として浜松市で開催することが確
認されている。

４. 研修・養成事業

（７）フードバンクふじのくにへの活動支援協力

コロナ禍により生活困窮状態の人々に対してフードバンクふじりくにへの食料支援の依頼が
急増した。このため、赤い羽根共同募金会からの緊急的な支援もあり食料を求める人たちへの
支援が継続されている。本会では、フードバンクふじのくにへの側面的な支援として輸送費を
節約するため、2021年5月から7月までの3か月間、定期的に食料支援先に食料の配達をするな
ど活動支援にあたった。

第43回静岡県ボランティア研究集会
（静岡県労働者福祉基金協会助成事業・静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

主 催：特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
公益財団法人静岡県労働者福祉基金協会

共 催：社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
社会福祉法人浜松市社会福祉協議会

実施主体：第43回静岡県ボランティア研究集会実行委員会
後 援：静岡県・静岡県教育委員会・

浜松市・浜松市教育委員会

５. 広報誌発行事業

機関誌の発行

会員はじめ関係機関等に対し、協会の事業や活動をＰＲするとともに、活きたボランティア
情報を提供する。

【ボランティア情報静岡】
年間4回（春・夏・秋・冬）の季刊発行。特集では、協会の事業や取り組みをより詳し

く報告し、ボランティア活動・市民活動に役立つ助成金や講座情報などを掲載。

各号1,200部発行する。

【ぼらんてぃあＭａｉｌ】

会員に対し、事務局の1ヵ月の動きや予定を紹介する。職員のコラムや最新の取り組み

などを掲載することで、ボランティア協会をより身近に感じていただく。

年間12回、毎月600部発行する。
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（１）利用状況

６. 情報提供事業

ホームページの運用・管理

本協会の主催・共催事業の要項掲載並びにウェブ募集、ボランティア募集情報や助成金、研
修会情報などを掲載し、ボランティア・市民活動者への情報提供を行う。

７. 静岡市番町市民活動センター指定管理事業 （静岡市委託事業）

人々の市民活動に対する意識を高め、新たな市民活動団体・NPO団体の萌芽や発達を促し、
さらに充実していく過程を支えていくことが、公設民営の静岡市番町市民活動センター（市民
からの愛称：番町センター）に求められている役割と考えている。
「好きな静岡をすてきな静岡へ」と「番町センターは市民活動の仲間づくりをします」を掲

げ、幅広い年代、立場の市民活動団体の方々に親しまれ、利用しやすい番町センターと心強く
思ってくれる市民の利用をサポートした。

R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9

開館日数 28 29 28 29 29 28

利用人数 (人) 990 393 1,679 1,791 1,820 2,215

利用件数 (件) 514 271 708 652 683 736

新規登録団体数 0 1 1 2 5 3

R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3 合計

開館日数 29 28 26 26 26 29 335

利用人数 (人) 2,940 2,540 2,055 1,937 2,340 2,760 23,460

利用件数 (件) 879 760 636 674 752 908 8,173

新規登録団体数 4 0 3 1 2 5 27

センター利用登録団体数：836団体（参考：令和元年度 813団体、平成30年度 778団体）

（２）情報提供

情報誌「ばんたび」、広報誌「かわら版」、メールマガジンの発行を通じて、センターで開
催する講座・イベントの案内や利用団体の活動広報をおこない、市民活動の推進を図る。

（３）市民活動に関する相談

R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9

相談件数 27 10 35 28 22 23

R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3 合計

相談件数 31 18 12 27 29 27 289
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（４）市民活動に関する講座等の実施

NPO設立や運営上の相談をはじめ、資金・人材確保についてや協働事業の提案など、市民
活動を行う上でのさまざまな内容の相談対応にあたっている。

① 啓発講座

<１>ランチ講座

「飛沫防止パーテーションを作ろう！

～オープンデータにしていく『イマココ』の活動～」

開催日：6月7日（日）

ゲスト：山内真一さん（イマココ）

坪井建憲さん（杣プロジェクト）

参加者：20名

「新型コロナウイルス感染拡大下で見えてきたもの～SDGsを考える。その3～」

開催日：6月27日（土）

ゲスト：木下聡さん（しずおかSDGsネットワーク）

参加者：17名

<２>「在来作物を守り活かすNPOと企業」

開催日：7月26日（日）

ゲスト：中政俊さん（NPO法人こいねみさくぼ理事長）

稲垣栄洋さん（静岡大学農学部教授）

参加者：45名（オンライン：YouTubeのLiveシステム）

<３>「ネパールの民主的な国づくりに寄り添う

～日本の経験を活かして～SDGsを考える。その4」

開催日：9月12日（土）

ゲスト：松田徳子さん（JICA）

参加者：56名（会場31、オンライン25）

「ウィズコロナ」そして「アフターコロナ」「ポストコロナ」の社会を思い、
考えなければならない時代となった。この新型コロナウィルスの感染症は世界中
に蔓延し、考えようによっては平等な災禍である。しかし現実は、その人が住む
環境や社会の状況、経済状況などにより、感染の危険度や医療などの受援状況な
どが違うという現実も明らかに分かってきている。これは、一種の差別や分断が
起こっているのだとも言える。
SDGsは「誰をも取り残さない」そして、「最も遅れているところにまず手を

伸ばす」というものだ。今のこの時代にこそ、SDGsを知り、目標に向かう動き
を深めていかなければならないのとの思いで、今回の「新型コロナウィルス感染
拡大下で見えてきたもの」と題したランチトークを開催した。
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<４>「東日本大震災から10年～伝える×備える～」

開催日：2月13日（土）

ゲスト：大石学さん（清水災害ボランティアネットワーク）

加藤小凛さん（常葉大学ボランティアサークルThunderbird）⋆オンライン

参加者：30名（会場24、オンライン6）

シリーズ企画「SDGｓを考える。」の4回目は、民主的な国づくりに取り組む
ネパールの法整備に、日本はじめ多くの国々が手を貸していることを事例に、地
球上のいろいろな国々がパートナーシップを組んでより良い社会…すべての人の
人権が守られ、暮らしが守られる社会…にしようとしていることを、さまざまな
立場の市民に知ってもらい、シリーズで学んでいるSDGｓについての学びも深め
てもらうことを目的に開催した。

被災地に行き続けているのは、そこで暮ら
している方々のことを忘れないでいるよと伝
えていきたいから。それが被災地に住む方々
の心の復興になると信じているということ、
また、学生サークルの活動も、メンバーが変
わっても熱心な先輩の姿を見て後に続いてい
るということをそれぞれのゲストから伺い、
被災地に行くことは決して一方的な支援では
なく、お互いに心を支えあっていると感じら
れる講座となった。

② 人材・団体育成講座、実務講座

<１>「新型コロナウイルス感染症の感染防止に対応したNPO法人の社員総会・理事会の開催」

開催日：5月19日（火）

視聴者：101名（YouTube配信）

<２>「NPO実務講座：成功事例に学ぶ！助成金活用講座」

開催日：5月21日（木）

ゲスト：金澤朱美さん（ママの部活動）

前田嶺さん（任意活動団体YokaYoka）

参加者：12名（オンライン）

<３>「届け、私の想い～ICTで世界が広がる～」

開催日：11月28日（土）

講 師：湯瀬裕昭さん（静岡県立大学教授、

静岡県立大学ICTイノベーション研究センター長）

参加者：22名
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③ 11周年記念行事

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年のような大規模集客型イベントの開催を控
え、10月の1ヵ月間を「いつでも来てね！番町学園祭」とし、展示スペースには参加団体の活
動を紹介するパネル等と動画上映モニターを設置する。また週末には、出店団体を制限してバ
ザー・マルシェを開催した。
開催日：10月1日（木）～31日（土）
月間来訪者数：1,012名、動画視聴者総数：949名
協力団体数：57団体

【動画出演】
遊びの広場／アンクルパラダイス／認定NPO法人活き生きネットワーク／いろどり～む／
小川三知を讃える会／しずおかおでんジャー／カラフルメロディ／認定NPO法人カレーズ
の会／NPO法人子ども虐待防止センターしずおか／311を忘れないin静岡／さくらの架け橋
会／しずおかおちゃっこ会／静岡市日中友好協会／NPO法人静岡県ユースホステル協会／
NPO法人静岡FIDサッカー連盟／しずおか茶の国会議／静岡ゆうきの会／シュタイナー芸
術の会／NPO法人静岡県ボランティア協会／杣プロジェクト／NPO法人トリプルエス／日
本茶インストラクター協会静岡県支部／日本防災士会静岡県支部／ひかり市民センター／
ヒマナスターズ／プラムフィールド／MYROS／NPO法人まちなびや／ママの部活動／や
まねこくらぶ／静岡市番町市民活動センター
【展示】
一番町地区防災委員会／元気になろう会／NPO法人子ども虐待防止センターしずおか／
シュタイナー芸術の会／しずおかおちゃっこ会／認定NPO法人静岡市障害者協会／NPO法
人助け合いネット静岡／チャリティサンタ静岡支部／NPO法人伝技塾／時の遊びもも／
NPO法人静岡県ボランティア協会／静岡市役所高齢者福祉課／静岡市役所市民自治推進課
【マルシェ・バザー】
静岡ゆうきの会／ごはんカフェＳＨＩＭＡＤＡＫＥ／百笑来love／松永農園／もくぺれ／
杣プロジェクト／NPO法人和っしょい夢街道／5日で5000枚の約束（新海畳店／西村畳
店）／しずおかおちゃっこ会／一番町女性部／さくらの架け橋会／NPO法人静岡県ボラン
ティア協会
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<１>協働イベント（協働先：杣プロジェクト）

「海の日ゴミ拾い『BLUE SANTA2020㏌静岡＠安倍川河川敷』」

開催日：8月10日（月・祝）

参加者：20名

<２>利用者団体交流講座

「冬の宴参加用Zoomミニ講座」

①開催日：1月12日（火）参加者：4名

②開催日：1月15日（金）参加者：6名

<３>入居団体会議兼利用者会議

「冬の宴」

開催日：1月19日（火）

参加者：19名（会場11、オンライン8） など、関連団体数は全33団体

来場者には、団体紹介のパネルや設問パネルを見ての感想をアンケート形式で答えていただ
き、209名の来場者より回答を得た。NPOや市民活動を知ることができたや、コロナ禍でも人
の想いやつながりは忘れないでいたいとの回答が多く寄せられた。

③ 共催講座、共催企画、後援イベント等

入居団体・利用団体との共催講座を開催し、番町市民活動センターにおける多様な市民活動
団体の支援を行い、広く市民に市民活動の多様性を理解してもらうことができた。
共催した講座は全27講座、参加者総数は909名であった。

（５）関係機関・団体等との連携及び交流促進事業の実施

番町センターでは、主催講座はじめ開催する各種講座ごとにアンケートを実施し、利用者満
足度調査を行っている。「大変よかった」と「よかった」と回答した利用者の平均は92％に
のぼり、目標の90％を達成することができた。

（静岡県労働者福祉基金協会委託事業）

<１>「静岡のローカル指標をつくろう～SDGsを考える。その5～」

開催日：10月10日（土）13：30～16：30

ゲスト：長谷川雅子さん（CSOネットワーク）

塩原太一郎さん（スマートブルー㈱）

進 行：木下聡さん（しずおかSDGsネットワーク）

会 場：静岡市番町市民活動センター2階 大会議室

参加者：31団体、39名（31団体）

<２>「静岡のローカル指標をつくりました！～SDGsを考える。その6～」

開催日：2月20日（土）13：30～16：30

ゲスト：長谷川雅子さん（CSOネットワーク）⋆オンライン

進 行：木下聡さん（しずおかSDGsネットワーク）

会 場：静岡市番町市民活動センター2階 大会議室

参加者：42団体、57名（会場28、オンライン29）

８. ＮＰＯプレゼント講座
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内 容：「まぁるいしずおか」紹介

プロジェクトの経緯紹介

ワークショップ 他

Ⅴ. 組織及び財政基盤強化

コロナ禍により、例年3回開催していたNPOプレゼント講座は、規模を縮小し2回の開催と
なったが、①「自分たちの今現在していることだけでなく、他の人がしている活動にも目を向
け関心を持ってみる。知ろうとしてみる。新たに関わっていくということも大切だとの視点を
持つ」、②「SDGs（持続可能な地球のための開発目標）を知るだけでなく、実際になんらか
の行動をしていくことが何よりも大切なことだと実感する」のふたつを理解・共有することを
ミッションとした。
今年度で終了となる「NPOプレゼント講座」の成果でもある 『しずおかのローカル指標』

を広めていくべく、2021（令和3）年度では番町センターの主催講座として 、これまで開催し
てきた「ランチトーク」をリニューアルして「まぁるいしずおか・えもなトーク」を始める。
「三密」を避けなければならないコロナ禍であるからこそ、人と人との心は温かなふれあいに
満ちていますようにという『エモーショナル』なトーク会として、毎回いろいろな分野で活動
している人やグループを招き、つながり、共にSDGsのゴールを目指していく仲間を知ってい
こう！を目的に開催していく。

１. 自主財源を確保していくための事業

（１）会員管理・会員獲得

民間の市民活動・ボランティア活動推進機
関として、活動への理解と支援の上に寄せら
れる会費や寄付金収入など安定した財源の確
保が不可欠であることから、会員獲得と募金
に取り組んだ。
年間を通じて本協会事業の参加者や関わっ

てくださった方々に協力を呼びかけたほか、
6月1日～7月31日の2ヵ月間を会員増強キャ
ンペーン期間として協会への理解と協力をお
願いした。
コロナ禍で直接お願いできる機会は減り、

リフトバスを利用する団体もほとんどなかっ
たことから、利用に伴う特別会員登録も大幅
減となった。
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（２）ボラ協の夏のとくべつ募金・年末年始とくべつ募金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社会活動が制限され、本協会事業も縮小・中止せ
ざるを得ない事態となった。無意識のうちにつながりを断ち切ってしまっているこの困難な状
況の中でも人と人、心と心のつながりを大切に活動に取り組むことが必要となる。誰もが安心
して暮らせる社会を目指す事業を推進するための自主財源を確保するために、初めて夏のとく
べつ募金活動を実施した。

【夏のとくべつ募金】
実施期間：7月1日～9月30日
協力依頼：協会会員、令和元年度年末年始とくべつ募金協力者、各市町社会福祉協議会、

市民活動センターなど
協 力 者：93件 790,000円

【年末年始とくべつ募金】
実施期間：12月1日～令和3年1月31日
依 頼 先：協会会員、昨年度協力者、協会事業参加者など
協 力 者：113件 1,034,881円

（３）第36回しずおか福祉バザール㏌シズウエル
～思いやりつなげよう ♬ ボラ協あったかまつり～

新型コロナウイルス感染症の影響で人が集まることが難しくなった今年、人と人との思いや
りを感じられる場として、福祉バザール特別企画「思いやりつなげよう♬ボラ協あったかまつ
り」を開催した。
ボランティアや市民活動団体にも協力いただき、また、来場者には検温・手指消毒の他、連

絡先の記入など感染症拡大防止のための対策にご協力いただいた上で、安心して楽しんでいた
だいた。来場者からは笑顔があふれ、人とふれあうぬくもりを感じられる場となった。

開催日：12月5日（土）

場 所：静岡県総合社会福祉会館 1階101・102・103・104会議室

7階703会議室

内 容：・災害時に役立つ安心パック『ふくろう』、令和元年台風19号被災地のりんご

販売、岩手の物産販売、映画「ダンシングホームレス」上映会

来場者：147名

売上げ：247,380円

【参加団体】

認定特定非営利活動法人カレーズの会／しずおか

おちゃっこ会／似顔絵ウフフ／株式会社新海畳店

／C＆H Ami／静岡県地震防災センター／連合

静岡／ビッグイシュー静岡読者会／NPO法人笑

顔と健康づくりShizuoka／特定非営利活動法人

静岡県ボランティア協会
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本業を活かした企業の社会貢献活動との連携として、清涼飲料水メーカーの協力のもとに、
清涼飲料水の自動販売機を設置することでボランティア活動の支援につながる仕組み「1本の
ジュースがVolunteerを応援」に取り組んでいる。自動販売機の売り上げに応じて売上金の中
から寄付をいただき、現在93台が稼働している。

安心パックに入れる安心グッズとして、個人・団体・企業などより67件の物品の提供を受け、

販売した。また、グッズの袋詰めや当日の運営など102名のボランティアの協力を得た。

（４）リサイクルでボランティアを応援

書き損じた年賀はがきや未使用のまま眠っているはがきの提供を呼びかけ、郵便局で新しい

葉書や切手に交換し、情報提供や連絡調整など事業運営にあたる通信費とする。令和2年度は、

63件の個人・団体より3,423枚の寄付をいただいた。

また、使用済み切手の提供を呼びかけ、令和2年度は、172件の個人・団体より154,162グラ

ムの寄付をいただいた。いただいた切手は、切手コツコツ整理ボランティア（41件の個人・

団体）に188.5キログラムを整理していただいた。

２. 本業を活かした企業の社会貢献活動と連携

１本のジュースがVolunteerを応援

３. 理事会・定期総会の開催と事務局の連携

【協力企業】
ダイドードリンコ㈱／㈱伊藤園／東海ビバレッジサービス㈱／ユニヴァーサル商事㈱／
サントリービバレッジサービス㈱／ＦＶジャパン㈱

寄付金総額：1,023,471円

協会と協会組織の強化、充実を図るため以下のとおり理事会・定期総会を開催した。

【定期総会】

開催日：5月17日（日）午後1時30分～3時

会 場：静岡県総合社会福祉会館2階 ボランティアビューロー

※新型コロナウイルス感染防止の観点から「密閉」「密集」「密接」を避け、会場の換気を

心掛け、議案審議のみとし短時間で進行を心掛け開催した。記念イベント等は実施せず。

【理事会】

第1回 5月17日（日）午前 事業報告、決算

第2回 10月28日（水）中間総括・補正予算案等

第3回 1月29日（金）令和3年度の事業方針等

第4回 3月25日（木）令和3年度事業計画案、予算案審議等

Ⅵ. 緊急支援の取り組み

１. ７月豪雨災害ボランティア支援（熊本県）
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Ⅶ. 災害支援の継続的な取り組み

2020年7月に熊本県人吉市などで発生した豪雨災害に対して、ボランティア活動支援金と支

援物資の提供を呼びかけ、被災された方々への支援をおこなった。

<１>ボランティア活動支援金の募集

期 間：7月9日～8月31日

募 金：137件 1,576,620円

送金先：7団体 1,118,000円

<２>新品タオルの提供

期 間：7月9日～8月7日

提供数：73件 5,160枚

寄付先：熊本県人吉市役所 5,000枚

<３>人吉市サロン応援プロジェクト

「震災がつなぐ全国ネットワーク」経由で

人吉市内で取り組まれるサロン活動の茶話

会用茶菓子の応援をした。

寄付先：人吉市社会福祉協議会

提供品：桜エビせんべい・わさびせんべい

各500人分69,120円相当を送った。

新型コロナウイルスの影響で、ボランティアの送り出しなどの人的支援はできなかったが、

現地で活動している団体への活動資金を提供することができた。また、日頃からのつながりの

被災地NGO協働センターやレスキューストックヤードからの要請に応える形で、直接被災地

区の代表（大原伸司さん）や人吉市社協とつながりを持つことができた。特に球磨村の大原さ

んは、中村学園静岡福祉医療専門学校へつなぐことができ、被害の様子や復興にむけての地区

の活動を学生たちが知る機会となった。

１. 静岡からみかんを贈ろう！クリスマスサンタ隊

東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県大槌町・釜石市・陸前高田市・山田町と協会の支

援活動の拠点を置いた遠野市の幼稚園・保育園や福祉施設等に県民から提供いただいた“静岡

のみかん”をお届けするためにボランティアを派遣した。コロナウイルス感染防止のため現地

の方々に直接お届けするなどの交流は控えたが、各市町の震災伝承施設を見学し、改めて震災

について考える機会をもつことができた。また、震災から10年間の支援活動に対して大槌町

より感謝状が贈呈された。

【「静岡のみかん」をお届けします】
提供数：22件 488箱
届け先：大槌町・釜石市・陸前高田市・

山田町・遠野市

「静岡のみかん」の配布についてはコロナ禍のため、
復興支援活動団体や社会福祉協議会及び行政を通じ
て配布していただいた。
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Ⅷ. 先駆的、創造的事業の取り組み

１. 政府支給マスク・特別定額給付金募金の取り組み

【クリスマスサンタ隊】
開催日：12月18日（金）～21日（月）
参加者：9名 事務局含む
内 容：「静岡のみかん」配送、震災伝承施設

見学（大槌町「文化交流センター震災
伝承展示室」、釜石市「うのすまい・
トモス」、陸前高田市「いわてTUNA
MIメモリアル」、遠野市「後方支援資
料館」）

2020年1月から全世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に対し、政府が支給し

た布マスクと特別定額給付金募金の募集を実施した。医療介護の現場に従事する方々へ、ボラ

ンティアが作成した簡易ビニールエプロン・ガウンを提供するとともに、新型コロナウイルス

感染症に関する差別や偏見の防止を呼びかける「シトラスリボンプロジェクト」の啓発に努め

た。また、フードバンクやこども食堂など生活困窮となってしまった方々を支援する団体へは、

活動資金や食品・政府支給の布マスクを提供し活動を応援した。政府支給布マスクについては、

タイ・ネパールにも送り、感染防止に役立てていただいた。

<１>政府支給マスクの提供

提供数：21,121枚

寄付先：シーカーアジア財団（タイ）9,600枚

パタン市役所（ネパール）6,000枚

熊本県人吉市役所 3,900枚

静岡市こども食堂ネットワーク

<２>特別定額給付金募金

協力者：49件 2,136,200円

寄付先：フードバンクふじのんくに

静岡市こども食堂ネットワーク

<３>簡易ビニールエプロン・ガウンの提供

提供先：静岡済生会総合病院

提供品：簡易ビニールエプロン 2,000着

簡易ビニールガウン 3,000着

２. ふるさと納税等によるＮＰＯ寄付制度への参加

静岡市が寄付金の受入先となり、地域活動を支援するための財源として寄付金を募集する

「ふるさと応援寄附金等によるNPO等指定寄附事業」に応募し、事業実施のための寄付金募

集を呼びかけた。約5カ月間寄付を呼びかけたが、目標額に達しなかったため、協賛金等の自

主財源を充当し、当初の計画通りプロジェクトを実施することした。
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応募プロジェクト：「ＴＯＭＯＳＨＩＢＩプロジェクト」
映画で東日本大震災を追体験し、被災地に思いを馳せる

寄付受付期間：10月9日～2月26日
寄付方法：①静岡市へ納付書による寄付

②ふるさと納税サイト「さとふる」からの寄付
寄付目標額：1,200,000円
募金総額：470,000円（達成率 39％）
助 成 額：450,200円

寄付方法②ふるさと納税サイト「さとふる」からの寄付分については、手数料と
して13％ ＋ 税が差引かれた金額が助成金として交付される。

３. 東日本大震災１０年の集い
ＴＯＭＯＳＨＩＢＩプロジェクト 映画「風の電話」上映会

東日本大震災から10年が経過し、震災の風化が懸念され、震災後に生まれた子どもたちへの

伝承が必要とされている。被災地では震災の伝承施設が開館しているが、新型コロナウイルス

感染症の拡大によって、県をまたぐ移動は慎重にならざるを得ない。そこで、静岡県にいなが

ら震災を追体験することで風化を防ぎ、災害を他人事ではなく「自分事」として捉え、いつか

起こる南海トラフ沿いでの地震に対して準備を進めるきっかけをつくることを目的に映画上映

を実施した。

会場 日時 定員 参加者数 ゲスト

静岡県男女共同参画
センター「あざれあ」

3月6日（土）
14:00～17:00

170名 166名 佐々木格さん

しずぎんホール
ユーフォニア

3月20日（土・祝）
13:00～16:00

200名 156名 中川優芽さん

クリエート浜松
4月10日（土）
13:00～16:00

200名 150名 東梅 守さん

下田市民文化会館
4月18日（日）
13:00～16:00

100名 70名 ビデオレター

サンウェルぬまづ
4月21日（土）
13:00～16:00

150名 114名 八木澤弓美子さん

上映映画：風の電話（2020年製作、139分）
岩手県大槌町に実在する『天国に繋がる電話』をモチーフに製作された映画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 2 年度 決算報告  
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3,600,000 3,600,000 3,092,000 △ 508,000

2,700,000 2,700,000 2,582,000 △ 118,000
　個人  3,000円×384口
　団体 10,000円×143口 2,582,000

300,000 300,000 250,000 △ 50,000 　賛助  5,000円×50口 250,000

600,000 600,000 260,000 △ 340,000 　特別 30.000円以上×8件 260,000

17,950,000 17,700,000 17,259,765 △ 440,235

　情報提供事業 2,990,000

　ボランティア相談支援事業 4,800,000

　ボランティア研修派遣事業 210,000

　事務局水光熱費等 1,400,000
　ボランティア活動強化推進事業
　　（リフトバス運行事業） 800,000

 　「ケアする人のケア」講座開催事業 500,000
　第43回ボランティア研究集会事業 1,500,000
　市民活動推進事業 2,200,000
　第43回ボランティア研究集会事業 929,565

　災害ボランティアネットワーク委員会 1,000,000
　静岡市ふるさと納税助成金 450,200
　県議会ボランティア推進議員連盟 280,000
　静岡リバティライオンズクラブ他 200,000

36,239,000 35,999,000 36,137,600 138,600

　静岡市番町市民活動センター
　指定管理委託料 35,369,600

　使用料徴収事務委託料 308,000

4,084,477 4,084,477 3,404,477 △ 680,000

　第39回サマーショートボランティア
  活動計画 2,200,000

　ボランティア活動参加促進事業 350,000

　ボランティアガイダンス発行 0

　使途選択募金 854,477

　緊急等助成資金

500,000 2,200,000 2,200,322 322

　災害時のボランティア受入れ活動資金 2,200,000
　リフトバス運行基金 322

5,000,000 2,900,000 460,929 △ 2,439,071

9,000,000 9,000,000 4,491,111 △ 4,508,889

　１本のジュース売上げに伴う寄付金 1,023,471

　一般寄付 1,213,566

　夏・冬とくべつ募金 1,823,338

　切手換金寄付金他 430,736

9,000,000 8,600,000 2,691,914 △ 5,908,086

4,000,000 3,600,000 450,000 △ 3,150,000 　年次レポート・ＳＳＶ・Ｖ研等広告協賛 450,000

5,000,000 5,000,000 2,241,914 △ 2,758,086 　印刷等使用料他 2,241,914

85,373,477 84,083,477 69,738,118 △ 14,345,681

905,710 905,710 905,710 0

86,279,187 84,989,187 70,643,828 △ 14,345,681

８．諸収入

広告協賛収入

雑収入

　当期収入合計（Ａ）

　前期繰越収支差額

　収　入　合　計　（Ｂ）

　参加費・バザー・その他収入 460,929

７．寄付金収入

寄付金収入 9,000,000 9,000,000 4,491,111 △ 4,508,889

６．事業収入

事業収入 5,000,000 2,900,000 460,929 △ 2,439,071

５．繰入金収入

繰入金収入 500,000 2,200,000 2,200,322 322

４．共同募金会配分金収入

共同募金会配分金収入 4,084,477 4,084,477 3,404,477 △ 680,000

460,000

静岡市指定管理委託
事業収入

35,539,000 35,539,000 35,677,600 138,600

静岡県労働者福祉基金
協会委託事業収入

700,000 460,000 460,000 0 　NPOプレゼント講座

その他の助成金収入 550,000 300,000 930,200 630,200

３．委託事業収入

静岡県労働者福祉基金
協会助成金収入

3,000,000 3,000,000 1,929,565 △ 1,070,435

県社協助成金収入 9,400,000 9,400,000 9,400,000 0

ふれあい基金助成金収入 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0

Ⅰ　収入の部

１．会費収入

正会員収入

賛助会員収入

特別会員収入

２．助成金収入

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

本 来 事 業 一 般 会 計 収 支 決 算 書

　　　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
（単位　円）

科 目 当初予算額 補正後予算額① 決　算　額②
増　　△　　減

（②－①）
備 考



　 　 　

15,860,000 15,860,000 11,395,231 △ 4,464,769

600,000 600,000 523,780 △ 76,220

600,000 600,000 523,780 △ 76,220

12,670,000 12,670,000 8,570,586 △ 4,099,414

9,000,000 9,000,000 5,622,260 △ 3,377,740

1,300,000 1,300,000 1,158,994 △ 141,006

2,370,000 2,370,000 1,789,332 △ 580,668

2,590,000 2,590,000 2,300,865 △ 289,135

100,000 100,000 7,300 △ 92,700

2,300,000 2,300,000 2,126,973 △ 173,027 　事務局水光熱費・共益費他

40,000 40,000 39,562 △ 438

150,000 150,000 127,030 △ 22,970

66,950,000 64,110,000 57,043,695 △ 7,066,305

66,950,000 64,110,000 57,043,695 △ 7,066,305

　新聞刊行物情報誌購読料他 214,474

　ボランティアの手引き発行 0

　ボランティア相談支援事業 4,834,758

　市民活動推進事業 2,482,556

　第43回静岡県Ｖ研究集会 2,429,565
　第39回サマーショートボランティア
　活動計画 2,690,558

　ボランティア研修派遣 213,707

　青少年の異文化交流体験事業 0
　ふじのくに 国際災害ボランティア
　支援ネットワーク事業 55,944

　南海トラフ巨大地震等に備えた災害
　ボランティア訓練事業 650,823

　災害ボランティアネットワーク委員会 1,005,628

　「ケアする人のケア」講座開催費 618,109

  ボランティア活動参加促進事業 389,902

　NPOプレゼント講座 462,434

　地域共生フォーラム 854,817

　静岡市ふるさと納税事業 857,431

　ゾウさんプロジェクト 0

　緊急等助成資金事業 0

　機関誌印刷費・送料 536,436

　取材費等 70,515

2,990,000 2,990,000 2,996,570 6,570 　情報提供事業
　（ホームページ運営・管理等） 2,996,570

　番町市民活動センター指定管理 35,371,468
　番町市民活動センター指定管理
　（徴収事務費） 308,000

1,800,000 1,800,000 1,823,724 23,724

1,800,000 1,800,000 1,823,724 23,724

1,400,000 1,400,000 1,342,252 △ 57,748 　愛輪2号保険・整備費等維持管理費 1,342,252

400,000 400,000 481,472 81,472 　保険・整備費等維持・管理費 481,472

50,000 50,000 0 △ 50,000 0

50,000 50,000 0 △ 50,000

84,660,000 81,820,000 70,262,650 △ 11,557,350

713,477 2,263,477 △ 524,532 △ 2,788,009

1,619,187 3,169,187 381,178 △ 2,788,009

　当期支出合計（Ｃ）

　当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

　次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ）

※一時借入金の限度額を３００万円とする。
※各中科目において予算の流用をすることができる。

３．自動車維持費

1.自動車維持費

1．リフトバス維持費

２．自動車維持費

４．予備費

1．予備費

５．情報提供事業

６．番町市民活動ｾﾝﾀｰ
　　指定管理事業

35,539,000 35,539,000 35,679,468 140,468

３．一般事業費 8,755,000 7,515,000 4,895,088 △ 2,619,912

４．広報誌発行事業 600,000 600,000 606,951 6,951

7,531,788 △ 724,212

２．研修費 10,810,000 9,210,000 5,333,830 △ 3,876,170

４．雑費

２．事業費

１．事業費

１．市民活動サポート
　　センター活動費

8,256,000 8,256,000

２．諸手当

３．厚生費

３．事務所費

１．旅費

２．需用費

３．分担金

Ⅱ　支出の部

１．運営費

１．会議費

１．会議費

２．管理費

１．役員報酬・職員給料

科 目 当初予算額 補正後予算額① 決　算　額②
増　　△　　減

（②－①）
備 考



特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

Ⅰ 経常収益
1 受取会費
正会員受取会費 2,582,000
賛助会員受取会費 250,000
特別会員受取会費 260,000 3,092,000

2 受取寄付金
受取寄付金 4,491,111
資産受贈益 4,491,111

3 受取助成金等
受取助成金 17,259,765
受取配分金 3,404,477
受取補助金 0 20,664,242

4 事業収益
自治体受託事業収益 35,677,600
民間受託事業収益 460,000
自主事業収益 460,929 36,598,529

5 その他収益
受取利息 100
広告協賛収益 450,000
雑収益 2,241,840
繰入金収益 2,200,322 4,892,262

経常収益計 69,738,144
Ⅱ 経常費用

1 事業費
（1） 人件費

給料手当 33,586,103
法定福利費 4,731,716
福利厚生費 46,567
人件費計 38,364,386

（2） その他経費
会議費 93,818
水光熱費 3,326,569
講師費 1,270,876
委員費 198,000
旅費交通費 493,476
印刷製本費 2,204,289
消耗品費 2,835,363
通信運搬費 2,468,031
新聞図書費 336,740
賃借料 2,812,073
雑費 1,076,515
修繕費 388,993
租税公課 2,516,818
その他経費計 20,021,561

事業費計 58,385,947
2 管理費
（1） 人件費

役員報酬・給料手当 6,781,254
法定福利費 1,106,429
福利厚生費 682,903
人件費計 8,570,586

（2） その他経費
会議費 523,780
旅費交通費 7,300
通信運搬費 133,321
水光熱費 1,415,074
消耗品費 507,578
雑費 539,362
修繕費 108,702
租税公課 71,000
減価償却費 920,363
その他経費計 4,226,480

管理費計 12,797,066
経常費用計 71,183,013

当期経常増減額 -1,444,869
Ⅲ 経常外収益

1 特定資産増加益
経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用
1 雑損失

経常外費用計 0

当期正味財産増減額 -1,444,869
前期繰越正味財産額 4,929,963
次期繰越正味財産額 3,485,094

活  動  計  算  書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目 金額
（単位：円）



特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

同基準では、特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

（2）消費税の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

　事業別損益の状況は以下の通りです。 （単位：円）

市民活動サポート
センター事業

ボランティア
研究集会事業

ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動計画事業

ボランティア
研修派遣事業

青少年異文化
交流体験事業

ふじのくに国際
災害V支援事業

南海トラフ巨大地
震

等に備えた災害V
図上訓練事業

南海トラフ巨大地
震

等に備えた災害V
ネットワーク事業

ｹｱする人のｹｱ
講座開催事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
参加促進事業

NPOﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ講座
開催事業

地域共生
フォーラム

TOMOSHIBI
プロジェクト

緊急等
助成資金事業

広報誌発行事業 情報提供事業
番町市民活動ｾﾝﾀｰ

指定管理事業
リフトバス
運行事業

事業部門 管理部門 合計

Ⅰ 経常収益

1　受取会費

正会員受取会費 0 2,582,000 2,582,000

賛助会員受取会費 0 250,000 250,000

特別会員受取会費 0 260,000 260,000

2　受取寄付金

受取寄付金 407,231 0 4,083,880 4,083,880

資産受贈益 407,231 407,231

3　受取助成金等

受取助成金 7,100,000 2,429,565 380,000 210,000 1,000,000 500,000 450,200 2,990,000 800,000 15,859,765 1,400,000 17,259,765

受取配分金 2,200,000 350,000 854,477 3,404,477 3,404,477

受取補助金 0 0

4　事業収益

自治体受託事業収益 35,677,600 35,677,600 35,677,600

民間受託事業収益 460,000 460,000 460,000

自主事業収益 85,000 99,000 184,000 276,929 460,929

5　その他収益

受取利息 0 100 100

広告協賛収益 100,000 100,000 350,000 450,000

雑収益 661,600 661,600 1,580,240 2,241,840

繰入金収益 55,944 650,823 706,767 1,493,555 2,200,322

経常収益計 7,185,000 2,429,565 2,680,000 210,000 0 55,944 650,823 1,000,000 599,000 350,000 460,000 854,477 857,431 0 0 2,990,000 36,339,200 800,000 57,461,440 12,276,704 69,738,144

Ⅱ 経常費用

1 人件費

給料手当 5,523,663 1,221,479 212,742 440,864 257,368 87,750 79,200 225,692 2,658,575 22,313,414 565,356 33,586,103 6,781,254 40,367,357

法定福利費 1,005,556 131,168 31,625 80,931 280,025 3,110,911 91,500 4,731,716 1,106,429 5,838,145

福利厚生費 46,567 46,567 682,903 729,470

人件費計 6,529,219 1,352,647 244,367 0 0 0 440,864 257,368 87,750 0 79,200 306,623 0 0 0 2,938,600 25,470,892 656,856 38,364,386 8,570,586 46,934,972

2 その他経費

会議費 23,801 6,300 11,670 9,553 8,404 31,010 3,080 93,818 523,780 617,598

水光熱費 3,326,569 3,326,569 1,415,074 4,741,643

講師費 176,657 62,368 177,722 42,780 213,079 54,408 122,940 128,245 11,180 281,497 1,270,876 1,270,876

委員費 198,000 198,000 198,000

旅費交通費 36,897 133,521 57,163 139,469 31,375 39,900 22,905 32,246 493,476 7,300 500,776

印刷製本費 71,108 376,404 554,307 26,593 11,000 54,434 73,181 44,747 18,831 104,700 186,715 682,269 2,204,289 2,204,289

消耗品費 82,977 37,701 827,135 17,050 227,009 24,750 151,523 49,702 166,514 137,086 49,725 1,060,946 3,245 2,835,363 507,578 3,342,941

通信運搬費 226,067 67,426 544,414 62,604 30,289 188,032 26,190 145,064 78,836 349,721 725,580 23,808 2,468,031 133,321 2,601,352

新聞図書費 214,474 122,266 336,740 336,740

賃借料 165,028 303,188 261,400 67,244 55,944 234,062 83,390 39,632 58,090 292,770 20,790 1,198,945 31,590 2,812,073 2,812,073

雑費 5,560 90,010 12,380 6,994 60,932 6,972 1,760 1,210 84,395 440 206,874 57,970 303,258 237,760 1,076,515 539,362 1,615,877

修繕費 388,993 388,993 108,702 497,695

租税公課 41,818 2,475,000 2,516,818 71,000 2,587,818

減価償却費 0 920,363 920,363

その他経費計 1,002,569 1,076,918 2,446,191 213,707 0 55,944 209,959 748,260 530,359 389,902 383,234 548,194 857,431 0 606,951 57,970 10,208,576 685,396 20,021,561 4,226,480 24,248,041

経常費用計 7,531,788 2,429,565 2,690,558 213,707 0 55,944 650,823 1,005,628 618,109 389,902 462,434 854,817 857,431 0 606,951 2,996,570 35,679,468 1,342,252 58,385,947 12,797,066 71,183,013

当期経常増減額 △ 346,788 0 △ 10,558 △ 3,707 0 0 0 △ 5,628 △ 19,109 △ 39,902 △ 2,434 △ 340 0 0 △ 606,951 △ 6,570 659,732 △ 542,252 △ 924,507 △ 520,362 △ 1,444,869

3. 固定資産の増減内訳 （単位：円）

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

什器備品他 3,743,671 0 0 3,743,671 920,363 2,823,308

定期積立金 280,582 26 0 280,608 0 280,608

合計 4,024,253 26 0 4,024,279 920,363 3,103,916

科目

科目

財務諸表の注記



(用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

特定非営利活動法人

静岡県ボランティア協会

（単位：円）

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金 2,932,522

未収入金 3,516,839

立替金 2,231,983

仮払金

流動資産合計 8,681,344

2 固定資産

積立預金 280,608

車輛運搬具 1,124,151

什器備品 1,699,157

固定資産合計 3,103,916

資産合計 11,785,260

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金 5,522,468

未払金 2,777,698

流動負債合計 8,300,166

負債合計 8,300,166

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 4,929,963

当期正味財産増減額 -1,444,869

正味財産合計 3,485,094

負債及び正味財産合計 11,785,260

貸　借　対　照　表

令和3年3月31日現在

科目 金額

本来事業一般会計



(用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

特定非営利活動法人

静岡県ボランティア協会

（単位：円）

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金

普通預金 静岡銀行 1,439,087

郵便振替預金名古屋地方郵便局 876,547

普通預金 静岡県労働金庫 616,888

未収入金 3,516,839

立替金 2,231,983

仮払金

流動資産合計 8,681,344

2 固定資産

積立預金 静岡銀行 280,608

車輛運搬具 1,124,151

什器備品 1,699,157

固定資産合計 3,103,916

資産合計 11,785,260

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金 5,522,468

未払金 2,777,698

流動負債合計 8,300,166

負債合計 8,300,166

正味財産 3,485,094

本来事業一般会計

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

科目 金額



0 0 50 50

普通預金利息収入 50

135,000 135,000 31,228 △ 103,772

国際災害V支援活動基金 12,915

ボランティア人づくり基金 18,313

災害時のボランティア受入れ活動資金

0 3,210,400 3,245,064 34,664

災害時のボランティア受入れ活動資金

　台風19号（2019.10）会計より 3,210,400

　東日本大震災会計より 29,583

　2020年7月豪雨会計より 5,081

135,000 3,345,400 3,276,342 △ 69,058

5,432,586 5,432,586 5,432,586 0

5,567,586 8,777,986 8,708,928 △ 69,058

200,000 2,200,000 2,200,322 322

災害時のボランティア活動資金 2,200,000

リフトバス運行基金 322

100,000 100,000 0 △ 100,000

100,000 100,000 0 △ 100,000

0 0 0 0

通信運搬費

消耗品費

旅費交通費

印刷製本費

2,000 2,000 1,203 △ 797

残高証明書発行手数料 1,203

302,000 2,302,000 2,201,525 △ 100,475

△ 167,000 1,043,400 1,074,817 31,417

5,265,586 6,475,986 6,507,403 31,417

Ⅱ　支出の部

2,200,000

備　　　　　　考

当 期 収 入 合 計 （ A ）

(単位　円）

前 期 繰 越 収 支 差 額

収 入 合 計 （ B ）

3. 繰入金収入

繰入金収入

科　　　　　目
増　△　減
（②-①）

△ 7971,2032,000

1. 繰出金

0 0 0

3. 募金関係諸経費

一般会計繰出金 3222,200,322200,000

次 期 繰 越 収 支 差 額
（ B ） － （ C ）

4. 雑費

2. 基本財産積立金

基本財産積立金

当期支出差額（A）-（C）

募金関係諸経費

雑　　費

当 期 支 出 合 計 （ C ）

31,228 △ 103,772

3,210,400

補正後
予算額①

　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位　円）

科　　　　　目
増　△　減
（②-①）

備　　　　　　考決算額②予算額

Ⅰ　収入の部

1. 基本財産利子収入

基本財産利子収入

2. 寄付金収入

寄付金収入

0

2,000

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

本 来 事 業 特 別 会 計 収 支 計 算 書

補正後
予算額①

0

135,000

50500

決算額②予算額①

0 3,245,064 34,664

135,000



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

現金預金 8,615,537

未収入金 91,866

　　　　　流動資産の合計 8,707,403

　　　　資産合計 8,707,403

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 2,200,000

預り金 0

　　　　　流動負債の合計 2,200,000

　　　　負債合計 2,200,000

Ⅲ　正味財産の部

　　　　　前期繰越正味財産 5,432,586

　　　　　当期正味財産増加額 1,074,817

　　　　当期正味財産合計 6,507,403

　　　　　負債及び正味財産合計 8,707,403

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
本 来 事 業 特 別 会 計 ＜ 貸 借 対 照 表 ＞



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

　　　　　現金預金

静岡銀行普通預金 （リフトバス運行基金） 0
静岡銀行普通預金 （災害時のV受入れ活動資金） 8,126,643

郵便振替預金 （災害時のV受入れ活動資金） 236,623

郵便振替預金 （国際災害支援活動基金） 114,476

郵便振替預金 （人づくり基金） 137,795

未収入金 91,866

流動資産合計 8,707,403

　　　　　資産合計 8,707,403

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 2,200,000

預り金 0

流動負債合計 2,200,000

　　　　　負債合計 2,200,000

　　　　　正味財産 6,507,403

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
本 来 事 業 特 別 会 計 ＜ 財 産 目 録 ＞



480,369

東日本大震災募金（0件） 0

2020みかん募金（72件） 480,369

0

0
共同募金
  H26年度使途選択募金

0

210,000

210,000 バス代、宿泊代、食事代 210,000

189,540

189,540 東北応援物産販売売上 189,540

10,502

296,237

1,186,648

724,234

バス派遣関連諸経費
　派遣バス代（1回分）、参加者食事代他

680,755

事務局諸経費 43,479

210,285

210,285 物産販売諸経費 210,285

222,546

222,546 送付関連諸経費 222,546

29,583

29,583 災害時のボランティア受入れ活動資金へ
29,583

1,186,648 2,163,036

0

助成金収入

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　収入の部

1. 募金収入

募金収入 480,369

2. 助成金収入

東 日 本 大 震 災 会 計 収 支 計 算 書

3. 参加費収入

参加費収入

4. 事業収入

事業収入

5. 雑収入

10,502

　　　 前年度繰越金

当 期 収 入 合 計 （ A ）

(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

雑収入 預金利息他 10,502

次 年 度 繰 越 金 （ A ） － （ Ｂ ）

Ⅱ　支出の部

1. 東日本大震災支援活動

東日本大震災支援活動 724,234

2. 東北応援プロジェクト

東北応援プロジェクト

3. みかん送付活動

2020みかん送付活動

4. 繰出金

繰出金

当 期 支 出 合 計 （ Ｂ ）



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

現金預金 546,024

未収入金 0

仮払金 0

立替金 0

　　　　　流動資産の合計 546,024

　　　　資産合計 546,024

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 208,126

預り金 337,898

　　　　　流動負債の合計 546,024

　　　　負債合計 546,024

Ⅲ　正味財産の部

　　　　　前期繰越正味財産 296,237

　　　　　当期正味財産増加額 △ 296,237

　　　　当期正味財産合計 0

　　　　　負債及び正味財産合計 546,024

科 目 金 額

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
東 日 本 大 震 災 会 計 ＜ 貸 借 対 照 表 ＞

令和3年3月31日現在



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

普通預金 静岡銀行県庁支店 76,257

郵便振替預金 名古屋地方郵便局 469,767

未収入金 0

仮払金 0

立替金 0

流動資産合計 546,024

　　　　　資産合計 546,024

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 208,126

預り金 337,898

流動負債合計 546,024

　　　　　負債合計 546,024

　　　　　正味財産 0

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
東 日 本 大 震 災 会 計 ＜ 財 産 目 録 ＞



3,600

3,600 活動支援金（1件） 3,600

0

0

0 ボランティアバス参加費（183名）

0

0

0

0

5,277,144

5,280,744

1,235,505

バス・レンタカー諸経費

活動資機材費

リフトバス諸経費

現地拠点諸経費 53,270

事務局交通費 136,664
印刷製本費 23,100
通信運搬費 87,446
消耗品費 469,084
雑費他 201,226
人件費 264,715

0

0

0

0

3,210,400

3,210,400 災害時のボランティア受入れ活動資金へ 3,210,400

4,445,905 2,163,036

834,839

4. 繰出金

繰出金

当 期 支 出 合 計 （ Ｂ ）

次 年 度 繰 越 金 （ A ） － （ Ｂ ）

事務局費用 1,182,235

2. 募金送金

募金送金

3. ボランティアバス助成金

ボランティアバス助成金

Ⅱ　支出の部

1. 支援活動

ボランティア派遣費用 0

現地活動費用 53,270

　　　 前年度繰越金

当 期 収 入 合 計 （ A ）

(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

繰入金

Ⅰ　収入の部

1. 募金収入

募金収入

2. 助成金収入

助成金収入

3. 参加費収入

参加費収入

4. 雑収入

雑収入

5. 繰入金

0

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

台 風 １ ９ 号 （ 2019.10 ） 会 計 収 支 計 算 書

　　　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

現金預金 865,413

未収入金

仮払金

立替金

　　　　　流動資産の合計 865,413

　　　　資産合計 865,413

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 30,574

預り金

　　　　　流動負債の合計 30,574

　　　　負債合計 30,574

Ⅲ　正味財産の部

　　　　　前期繰越正味財産 5,277,144

　　　　　当期正味財産増加額 △ 4,442,305

　　　　当期正味財産合計 834,839

　　　　　負債及び正味財産合計 865,413

科 目 金 額

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
台 風 19 号 （ 2019.10 ） 会 計 ＜ 貸 借 対 照 表 ＞

令和3年3月31日現在



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

郵便振替預金 名古屋地方郵便局 865,413

未収入金

仮払金

立替金

流動資産合計 865,413

　　　　　資産合計 865,413

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 30,574

預り金

流動負債合計 30,574

　　　　　負債合計 30,574

　　　　　正味財産 834,839

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
台 風 19 号 （ 2019.10 ） 会 計 ＜ 財 産 目 録 ＞



1,576,620

1,576,620 活動支援金（137件） 1,576,620

1,576,620

258,289

事務局交通費（タオル配送交通費他） 105,245

通信運搬費（チラシ送付郵便代他） 91,476

印刷製本費 36,602

消耗品費（タオル梱包用段ボール代） 8,380

雑費他 16,586

1,118,000

(一社）おもやい（佐賀県武雄市） 200,000

NPO法人リエラ（大分県日田市） 200,000

（特非）KVOAD（熊本県熊本市） 100,000

（特非）YNF（福岡県福岡市） 100,000

熊本県球磨村渡峯地区 318,000

被災地NGO協働センター（神戸市：熊本県球磨村にて支援活動） 100,000

しずおか茶の国会議（静岡市：熊本市への支援活動） 100,000

69,120

69,120 人吉市サロン応援プロジェクト用茶菓子 69,120

126,130

126,130 募金総額の8％　 126,130

5,081

5,081 災害時のボランティア受入れ活動資金へ 5,081

1,576,620

0

繰出金

当 期 支 出 合 計 （ Ｂ ）

次 年 度 繰 越 金 （ A ） － （ Ｂ ）

5. 繰出金

2. 募金送金

募金送金 1,118,000

4. 管理費

管理費

3. 寄贈品

寄贈品

事務局費用 258,289

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

Ⅱ　支出の部

1. 支援活動

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

令和2年7月9日から令和3年3月31日まで
(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 豪 雨 会 計 収 支 計 算 書

(単位　円）

Ⅰ　収入の部

1. 募金収入

募金収入

当 期 収 入 合 計 （ A ）



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

現金預金 327,898

未収入金

仮払金

立替金

　　　　　流動資産の合計 327,898

　　　　資産合計 327,898

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 297,609

預り金 30,289

　　　　　流動負債の合計 327,898

　　　　負債合計 327,898

Ⅲ　正味財産の部

　　　　　前期繰越正味財産 0

　　　　　当期正味財産増加額 0

　　　　当期正味財産合計 0

　　　　　負債及び正味財産合計 327,898

科 目 金 額

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 豪 雨 会 計 ＜ 貸 借 対 照 表 ＞

令和3年3月31日現在



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

郵便振替預金 名古屋地方郵便局 327,898

未収入金

仮払金

立替金

流動資産合計 327,898

　　　　　資産合計 327,898

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 297,609

預り金 30,289

流動負債合計 327,898

　　　　　負債合計 327,898

　　　　　正味財産 0

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 豪 雨 会 計 ＜ 財 産 目 録 ＞



2,136,200

2,136,200 活動支援金（49件） 2,136,200

2,136,200

1,051,695

事務局交通費（タオル配送交通費） 97,633
通信運搬費（チラシ送付郵便代他） 55,874
印刷製本費（チラシ印刷代、インクキット代他） 182,002
消耗品費（タオル梱包用段ボール代、事務用品代） 88,500
賃借料（PC・印刷機リース料） 0
備品代（ワイヤレスアンプ、レーザープリンター） 295,000
ガウン諸経費（資材代） 86,752
マスク諸経費（資材代、運搬費） 242,524
雑費（送金手数料他） 3,410

400,000
フードバンクふじのくに 200,000
静岡市子ども食堂ネットワーク 200,000

35,000

35,000 フードバンクふじのくに（お米100㎏） 35,000

213,620

213,620 募金総額の10％　 213,620

0

0

1,700,315

435,885

(単位　円）

Ⅰ　収入の部

1. 募金収入

募金収入

当 期 収 入 合 計 （ A ）

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

令和2年5月22日から令和3年3月31日まで
(単位　円）

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

新 型 コ ロ ナ 給 付 金 募 金 会 計 収 支 計 算 書

事務局費用 1,051,695

科　　　　　目 金　　額 備　　　　　　考

Ⅱ　支出の部

1. 支援活動

400,000

4. 管理費

管理費

3. 寄贈品

寄贈品

繰出金

当 期 支 出 合 計 （ Ｂ ）

次 年 度 繰 越 金 （ A ） － （ Ｂ ）

5. 繰出金

2. 募金送金

募金送金



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

現金預金 1,643,180

未収入金 10,000

仮払金

立替金

　　　　　流動資産の合計 1,653,180

　　　　資産合計 1,653,180

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 1,217,295

預り金

　　　　　流動負債の合計 1,217,295

　　　　負債合計 1,217,295

Ⅲ　正味財産の部

　　　　　前期繰越正味財産 0

　　　　　当期正味財産増加額 435,885

　　　　当期正味財産合計 435,885

　　　　　負債及び正味財産合計 1,653,180

科 目 金 額

＜ 貸 借 対 照 表 ＞新 型 コ ロ ナ 給 付 金 募 金 会 計
特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

令和3年3月31日現在



（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（単位　円）

Ⅰ　資産の部

　　　１　流動資産

郵便振替預金 名古屋地方郵便局 1,643,180

未収入金 10,000

仮払金

立替金

流動資産合計 1,653,180

　　　　　資産合計 1,653,180

Ⅱ　負債の部

　　　１　流動負債

未払金 1,217,295

預り金

流動負債合計 1,217,295

　　　　　負債合計 1,217,295

　　　　　正味財産 435,885

科 目 金 額

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
新 型 コ ロ ナ 給 付 金 募 金 会 計 ＜ 財 産 目 録 ＞



 

（単位　円）

3,213,130

616,888

876,547

1,719,695

一 般 会 計 合 計

静岡銀行

ゆうちょ銀行

静岡県労働金庫

876,547 616,888 280,608

616,888

小　　計

ゆうちょ銀行
郵便預金

特別会計（災害）

特別会計　小計

国際災害V支援活動基金

2020年7月豪雨V支援募金

東日本大震災Ｖ支援募金

静岡銀行
普通預金

ゆうちょ銀行
郵便預金

236,623 252,271

合計

327,898 327,898

令 和 2 年 度 一 般 会 計 預 金 高 表

積立預金普通預金郵便預金普通預金

1,439,087 280,608

876,547

合計

（単位　円）

令 和 2 年 度 特 別 会 計 預 金 高 表

1,439,087

137,795 137,795人づくり基金

災害時のボランティア活動資金 8,126,643 236,623

合計

0 0リフトバス運行基金

静岡銀行
普通預金

ゆうちょ銀行
郵便預金

ゆうちょ銀行
郵便預金

8,615,537

76,257 469,767 546,024

令和3年3月31日現在

令和3年3月31日現在

郵便預金特別会計総合計 11,998,052合計3,795,1528,202,900普通預金

3,382,5152,836,491469,76776,257

114,476 114,476

8,126,643

8,363,266

新型コロナ給付金募金 1,643,180 1,643,180

台風19号V支援募金 865,413 865,413
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１. 令和３年度 事業方針

2021（令和3）年度事業計画

新型コロナウイルスに始まった2020年(令和2年)度は衝撃的な1年でした。社会全体が大きく

影響を受け、本協会の活動も、サマーショートボランティア活動計画は内容を変更した特別企

画としての開催となり、高校生スタディツアーは中止、さらには協会設立時より開催してきた

静岡県ボランティア研究集会や、災害ボランティア図上訓練も延期を余儀なくされるなど、ま

さにコロナ禍に翻弄され続けた1年でした。

コロナ禍は、あらゆるところで人と人とのつながりを断ち、誹謗中傷や疑心暗鬼を生み、社

会の分断や格差をますます拡げています。このような中で設立44年目を迎える今年度、ボラ

ンティア・市民活動の推進を通して「誰もが安心して暮らせる社会」の実現を目指す本協会は、

常にコロナ禍がもたらした現実と課題を念頭に、さまざまな変化にも臨機応変な対応ができる

よう努めながら活動を進めていきます。不確実で先行き不透明な時代だからこそ、ボランティ

ア・市民活動が社会の足元を照らす不可欠な存在となるよう、以下の目標を掲げ事業に取り組

みます。

（１）次代を担う青少年育成事業の取り組み

ボランティア活動の体験は、若者たちにとっては未知の世界との出会いであり、

将来の自分の姿を描くきっかけになります。ボランティア活動の場は、多様な人た

ちとのコミュニケーション力を高めていく場にもなり、夏のボランティア活動体験

をはじめ、高校生スタディツアー、高校生・大学生と共に創る地域共生フォーラム

など、若者たちの学びの場を創造していきます。

サマーショートボランティア活動計画については、福祉施設への訪問ができない

場合、特別企画で「医療用ガウン・エプロン」制作に取り組んだように、臨機応変

な形で実施していきたい。

（２）ケアの文化を社会に浸透させていく取り組み

家庭や地域で介護や育児にかかわる当事者やそれを支えるボランティアをはじめ、

ケアの仕事に携わる人たちが、「みんなで支えあうケア」を学び、だれもがよりよ

く生活していけるよう、ケアの文化を社会に浸透させていきます。

（３）大規模災害や「複合災害」に備えたボランティア活動体制を整備する取り組み

大規模な地震災害、局地的な豪雨や台風災害といった自然災害に備えると共に、

新型コロナウイルスなど感染症拡大を伴う「複合的な災害」時に備えたボランティ

ア活動体制を整備していきます。特に「県災害ボランティア本部・情報センター」

の運営にあたっては、県社会福祉協議会と共に必要な準備を進め、あわせて市町域

で災害ボランティアセンターを担う組織とのオンライン活用が促進できる取り組み

を行っていきます。

（４）中間支援組織として「つなぐ」活動の取り組み

顔の見える関係づくりを基本に、行政、企業、NPO、大学など、多様なセクター

と「つなぐ」活動を進め、協働を促進すます。

withコロナの時代にあわせZoom等のオンラインを活用した研修を実施します。



2021（令和3）年度事業計画

また、今年4月より2026年3月末までの5年間、番町市民活動センター第４期指定

管理業務を行います。これまでの3期11年半の経験知を踏まえると共に、静岡市清水

市民活動センターとの連携を深めます。また、オクシズを含め広範囲の地域課題に

目を向け、教育機関、自治会、NPOなどとも協働を促進します。

（５）財政基盤、組織基盤の強化を図る取り組み

本協会の支援者である会員を増やすことを、第一に取り組んでいきます。

個人をはじめ、企業・団体に正会員(個人・団体)として会員になっていただけるよ

う働きかけます。あわせて、賛助会員、特別会員への協力も呼び掛けていきます。

赤い羽根共同募金をはじめ、静岡市ふるさと納税を通じた取組にも参加し、支援者

に協力を働きかけます。協会内では、「夏のとくべつ募金」「年末年始とくべつ募

金」、さらに、ボランティア活動・市民活動を応援いただくための「遺贈」にも関

心をもっていただけるよう働きかけていきます。そのためには、寄付金控除(税額控

除)の対象となる、認定NPO法人となる手続きを進めます。事業実施にあたっては助

成金申請を積極的に行い、活動資金の確保に努めます。中間支援組織の基盤を強く

するため、NPO法に則した定款変更を行ないます。

（６）大規模災害や「複合災害」に備えたボランティア活動体制を整備する取り組み

東日本大震災については、10年間継続して取り組んだ岩手県沿岸部の市町に「静

岡のみかんを贈る運動」を、規模を縮小した上で実施します。

震災10年の今年、「TOMOSHIBIプロジェクト」を実行委員会と共に呼びかけ、

映画「風の電話」の上映を進めます。TOMOSHIBIプロジェクトの一環で、「東北

体験ツアー(仮)」を実施し、東北とのつながりづくりを応援します。

ネパール地震を契機にパタン市に建設した「地震防災コミュニティセンター」へ

のかかわりをはじめ、ネパールの防災、減災に向けた人材育成を応援します。

広島、長野や熊本など、これまでの災害支援活動でつながりのある地域へのかか

わりを継続します。

（７）緊急支援活動の取り組み

国内において大規模な豪雨災害や地震災害等の自然災害が起きた場合、緊急支援

のため本協会職員やボランティアを派遣できる体制を整えてきます。先遣隊や多様

なボランティア活動を展開していく場合、緊急的に災害時のボランティア支援募金

を実施し、迅速な災害支援活動に取り組みます。国外、特にアジア地域で起こる大

規模災害に対してはできる範囲の取り組みを行ないます。

（８）先駆的・創造的事業の取り組み

新型コロナウイルス感染拡大により、思わぬ誹謗中傷が起きています。家庭や地

域、職場や学校などで、医療従事者や福祉関係者への感謝と思いやりのある言葉や

態度が広がるよう、「シトラスリボン運動」を呼び掛けます。

30年以上の長期に渡る高校生スタディツアーにより、タイ国との深い繋がりがあ

る。将来的に、タイ国などから静岡市立日本平動物園にアジアゾウを招くことが実

現するよう側面から応援していく。



１. ボランティア活動体験事業

2021（令和3）年度事業計画

２. 令和３年度 実施計画

実施目標１ 次代を担う青少年の育成事業の取り組み

第40回サマーショートボランティア活動計画
（共同募金会配分事業／220万円・県議会ボランティア推進議員連盟助成事業）

社会福祉施設・社会教育施設でのボランティア活動体験を通して、福祉やボランティアにつ
いて理解を深め、命の尊さを知り活動者自身の社会性や生きる力を養う夏のボランティア体
験プログラムとして実施する。参加者の中に、福祉や医療といった分野で働くことを希望す
る者も多くおり、福祉人材の育成事業として大切に育てていく。但し、新型コロナウイルス
感染拡大により施設での受け入れが難しい場合、事業内容等を柔軟に変更し計画を進めます。

活 動 先：県内の社会福祉施設等、約130か所(現在調整中)
活動期間：8月6日（金）～9月30日（木） 参加者1,000名を目指す。

海外でのボランティア活動に学ぶ高校生スタディツアーＩＮアジア
（静岡リバティライオンズクラブ共催事業）

国際感覚を持ち、地域のボランティア活動に積極的に参加したいと考える行動力ある若い人
材育成を目指していく。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い事業を中止。新
型コロナウイルス感染動向を踏まえ、今年度は、オンラインを活用した訪問を検討する。

訪 問 先：タイ王国・バンコク市内、スリン県サワイ村、タクラーン村
実施時期：調整中

２. 青少年の異文化交流体験事業

（赤い羽根共同募金「課題解決プロジェクト募金」助成）
次世代を担う若者たちに、地域が抱えるさまざまな福祉課題に触れ・学び・考える機会を提
供し、共生社会づくりに興味関心を持ち、自分たちの手で解決に向けて動き出す人材づくり
を目指す。

３. 高校生・大学生と共に創る「共生社会づくり」事業

実施目標２ ケアの文化を社会に浸透させていく取り組み

（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業／40万円）
社会福祉施設や医療、教育の場でケアの仕事に携わる人たちや、家庭や地域で介護や育児に
かかわる当事者、支える立場の市民やボランティアが、みんなで支え合うケアを学ぶ会を企
画し「ケアの文化」が社会に浸透していくよう取り組んでいく。本事業は、静岡県労働者福
祉基金協会の「ロッキーカレッジ自由講座」として開催する。

実施時期：年度下半期に実施する。
内 容：講演会を年３回程度予定。

ケアする人のケアを学ぶ会
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実施目標３ 大規模災害に備えたボランティア活動体制を整備する
取り組み

東南アジア地域など海外において甚大な大規模災害が発生した場合には、被災地に対し何ら
かの支援を届けることができるネットワークを平常時から考えていく。ネパール地震を契機
にパタン市に建設した「地震防災コミュニティセンター」へのかかわりをはじめ、防災にか
かわるネパール人の人材育成を側面から支援する。

１. ふじのくに国際災害ボランティア支援ネットワーク整備事業

２. 南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク事業

①南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会
（静岡県労働者福祉基金協会助成事業／100万円）

ボランティア活動に関する、大規模災害時の受援体制づくりと広域連携のあり方について
検討する委員会を開催し、平時の取り組みを具体化させる中で県災害ボランティア本部・
情報センターの体制整備につなげていく。

３. 災害時のボランティア活動資金づくり

②南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアによる救援活動のための
図上訓練
新型コロナ感染拡大に伴い、2020年度に延期した第16回図上訓練を実施する。オンライ
ンによるワークショップ型訓練で、南海トラフ巨大地震等を想定し支援から取り残される
地域をつくらないための備えや連携を具体的に考える。実施にあたっては企画ワーキング
グループを設置する。

実施時期：2021年12月17日（金）～12月18日（土）
会 場：オンラインによる開催

災害時におけるボランティア受け入れや被災地へのボランティアの迅速な送り出しなど、支
援活動をおこなうための「災害時のボランティア活動資金づくり」を継続して行う。

４. 公益信託静岡県災害ボランティア活動ファンドの啓発

大規模地震等の災害が発生した際、県域でのボランティア活動支援の初動を支える資金とし
て創設された「公益信託静岡県災害ボランティア活動ファンド」の啓発活動を行うとともに
ファンドへの募金を呼びかける。



１. 県総合社会福祉会館ボランティアビューローの管理
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実施目標４ 中間支援組織として「つなぐ」活動の取り組み

２. ボランティア相談支援事業

ボランティア活動拠点であるボランティアビューローの利用に伴う管理と報告を定期的に実
施する。大規模災害時には「静岡県災害ボランティア本部・情報センター」となるため、常
に環境整備を心掛ける。

①ボランティア相談支援
ボランティア活動に関する相談に具体的に応えるため様々な活動情報やノウハウの蓄積を
行う。相談者には、丁寧な対応を心掛ける。特にコロナ禍でも取り組めるボランティア活
動の情報提供を行う。

②教育現場におけるボランティア学習の啓発・推進
学校での総合学習の場面でボランティア活動や福祉の学びに対し、教職員や児童・生徒に、
よりボランティア活動の理解が進むよう情報提供を行う。

③大型リフトバス「ふじのくに愛輪号」の運行管理
（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業／70万円）

ボランティア活動に関する、大規模災害時の受援体制づくりと広域連携のあり方について
検討する委員会を開催し、平時の取り組みを具体化させる中で県災害ボランティア本部・
情報センターの体制整備につなげていく。

④ボランティア活動参加促進事業
（静岡県共同募金会配分金事業／35万円）

働く世代の方や学生をはじめ幅広い市民にボランティア活動への関心や参加意欲を掘り起
こし、身近なボランティアに参加できる機会を提供していく。

⑤ボランティアガイダンスの作成
（静岡県共同募金会配分金事業／69万円）

ボランティア活動をわかりやすく案内するガイダンスを作成し、ボランティア活動の導入
資料として活用する。福祉施設関係者をはじめ、教育現場などで積極的に活用してもらえ
るよう広報していく。

３. 市民活動サポートセンター事業

①市民活動に関する助成金情報をはじめとした情報収集と提供
（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業／210万円）

助成金情報、研修情報をはじめとする市民活動を応援していくための情報、企業の社会貢
献活動、行政における市民活動支援に関する情報など幅広く収集し、必要とする人たちに
提供していく。
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②ボランティアコーディネート研修会
（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

社会福祉施設や病院等でボランティア受入れや社会福祉協議会ボランティアセンター、市
民活動センター等で働く職員を対象にボランティアコーディネートへの理解を得るための
研修を実施する。

開催日：10月8日（金）
会 場：静岡県総合社会福祉会館2階ボランティアビューロー
講 師：後藤麻理子さん（認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会）

③ソーシャル・ファシリテーション講座の開催
（静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業）

ボランティア活動団体・市民活動団体や地域組織の活動者が、ファシリテーションの手法
を学び、それを身につけ活かすことで、オンラインの活用も含め活動をより活性化させて
いくための学びの場をつくる。

開催日：9月11日（土）～12日（日）
会 場：静岡市番町市民活動センター
講 師：鈴木まり子さん（NPO法人日本ファシリテーション協会）

④全国民間ボランティア・市民活動推進団体ネットワークへの協力
全国民間ボランティア・市民活動推進団体ネットワークによる「ボランタリズム推進団体
会議」が開催される。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催が1年延期されているが、
集会開催に向け実行委員会に職員を参加させ、開催に向け協力していく。

開催日：７月3日（土）～７月4日（日）
開催地：大阪市

⑤アフガニスタン復興支援ＮＰＯ「カレーズの会」への活動支援
アフガニスタン復興支援として教育・医療支援を行なう認定NPO法人カレーズの会
（2002年4月設立／2014年NPO法人化）の側面的支援を継続する。

⑥「ふじのくに静岡・協力隊を育てる会」活動支援
「ふじのくに協力隊を育てる会」(平成27年１月24日設立)の活動を支援する。協力隊に参
加した青年たちの体験を地域社会に還元し貢献できるよう広報・啓発活動を後押しする。
また隊員とその家族への側面的な支援を行い協力隊への理解を広め、参加しやすい環境づ
くりと地域社会への働きかけを行なう。

⑦フードバンク「ふじのくに」への活動支援
生活困窮に陥る人たちへの食のサポートを行う、認定NPO法人フードバンクふじのくに
の活動を支援する。

４. 研修・養成事業

（静岡県労働者福祉基金協会助成事業・
静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成事業／130万円）

ボランティア活動・市民活動に参加する人や、関心のある人を対象にボランティア自らが企
画・運営し、ボランティアの学習、情報交換、ネットワークを広め、深めることを目的に開
催する。新型コロナウイルス感染拡大に伴い浜松市での開催は、1年延期の上で開催される。

第43回静岡県ボランティア研究集会
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開催日：2月13日(日)
会 場：浜松市浜北文化センター
定 員：400人
主 催：静岡県労働者福祉基金協会・静岡県ボランティア協会
共 催：静岡県社会福祉協議会・浜松市社会福祉協議会
実施主体：第43回静岡県ボランティア研究集会実行委員会

５. 広報誌発行事業

機関誌の発行

会員および中間支援組織など関係者に向けて、機関誌「ボランティア情報静岡」を、年4
回発行する。また、「ぼらんてぃあMail」を毎月会員に発送し、事務局の動きを伝えて
いく。

６. 情報提供事業

ホームページの運用・管理

本協会の事業紹介・参加者募集、ボランティア募集、助成金、講座等の情報提供を行ない、
常にボランティア・市民活動の動きを伝えていく。

７. 静岡市番町市民活動センター指定管理事業

（静岡市指定管理委託事業／3,649万円）
静岡市番町市民活動センターは、4月より新たに5年間の第4期指定管理業務を開始する。
静岡市清水市民活動センターとの連携、協力を増やし市民活動センターの役割、機能を強
化していく。
（１）市民活動に役立つ研修会・講座の開催

①啓発講座・人材育成専門講座等の開催
（２）ＮＰＯ・市民活動に関する相談
（３）団体の育成・支援
（４）市民活動支援システムの利用促進
（５）市民活動に関する情報の発信

①情報誌「ばんたび」の発行
②かわら版発行
③メールマガジン発行

（６）災害時におけるボランティアセンター立ち上げ支援
（７）利用者会議、入居団体会議、センター連絡会議、運営委員会等の開催

１. 自主財源を確保していくための事業

実施目標５ 組織の基盤強化を図る取り組み

①会員獲得「会員増強キャンペーン」
まず４月の時点で、会員継続のお願いをさせていただく。加えて、本協会の理解者、支援
者になっていただけるよう新規会員の開拓に取り組んでいく。
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「会員増強キャンペーン（６月１日～７月末日）」を例年通り実施。会員未継続の方への
継続依頼をさせていただくとともに、災害支援などに参加される方には、本協会の会員に
なっていただき支援活動に参加いただく。

②ボラ協の「夏のとくべつ募金」「年末年始とくべつ募金」を実施
ボランティア活動を進める上で不可欠な財源の確保に努めていく。
また「年末年始とくべつ募金」呼びかけ時期にあわせ、活動資金づくりの「チャリティコ
ンサート」を開催予定。

夏のとくべつ募金
実施期間：7月1日（木）～9月30日（木）

年末年始とくべつ募金
実施期間：12月1日（水）～1月31日（月）

チャリティコンサート
開 催 日：1月29日（土）
会 場：静岡音楽館AOI

③第37回ボラ協のしずおか福祉バザール「あったかまつり」
本協会の活動を市民、県民にアピールし、自主財源の確保を図るとともに、ボランティ
ア・市民活動団体、企業、学校等とつながりる機会としていく。

開催日：12月11日（土）
会 場：静岡県総合社会福祉会館シズウエル1階全会議室および6階 601会議室

２. 本業を活かした企業の社会貢献活動との連携

①「１本のジュースがVolunteerを応援」キャンペーン
清涼飲料水の自動販売機に募金機能がついた自販機を設置いただくことでボランティア活
動の応援につながる仕組みがメーカーの協力のもとで定着しており、現在93台が稼働し
ている。企業・団体等の社会貢献活動と連携し、設置協力者の開拓に努めたい。

②「寄付金付き商品」の開発と推奨
企業の社会貢献活動と連携するとともに、災害時に備え「災害ボランティア活動資金」
等に活かされる「寄付金付き商品」の開発と推奨に努める。

３. 理事会・定期総会の開催と事務局との連携

理事会には、本協会の財政運営状況、事業の実施状況を報告する。認定NPO法人の取得
作業を進めるとともに、事務局と理事会の連携を強化していく。

理 事 会：5月16日（日）、7月1日（木）、10月28日(木)、1月27日(木)、
3月24日(木)の年4回実施予定。

定期総会：5月16日(日)に開催する。
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実施目標６ 災害支援の継続的な取り組み

東日本大震災が起きた年から継続実施してきた、岩手県沿岸部の市町に「静岡のみかんを贈
る取り組み」は10年を迎えた。今後は、規模を縮小するものの、引き続き静岡のみかんを
贈り届ける取り組みを実施する。また、東日本大震災から10年を迎え、「東日本大震災10
年の集い『TOMOSHIBIプロジェクト』」として、映画「風の電話」の上映会を2021年3月
から4月にかけて実施している。コロナ禍での上映会開催のため、参加定員を抑え実施して
いることで、参加希望者の方々すべてにご案内ができていない。そのため、関係団体に追加
上映会の開催を働きかけていく。
加えて、本協会では、10年の歩みを記録に留めるとともに、被災地の震災伝承施設訪問を
通して静岡の災害に備える取り組みを実施する。
大和証券福祉財団ボランティア活動助成金を活用し、平成30年7月豪雨により大きな被害を
受けた広島県呉市内に花桃の苗木の植栽を9月に計画する。

実施目標７ 緊急支援の取り組み

新型コロナウイルスへの対応をしつつ、国内の大規模な自然災害などに緊急支援が必要な
場合、職員やボランティア等を被災現場に派遣し、その対応ができるよう備える。

実施目標８ 先駆的、創造的事業の取り組み

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ取り組みは市民一人ひとりの行動にも関わってくる。医
療従事者や福祉関係者が差別的な扱いや、誹謗中傷を受けることがないように「シトラスリ
ボン」の普及、啓発にかかわっていく。
30年以上に渡る高校生スタディツアーの実施により、タイ国との深い繋がりができており、
必要であれば、こうしたつながりを活かし、将来的に静岡市立日本平動物園にアジアゾウを
招くことが実現できるよう、側面的な応援をしていく。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3 年度 予算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 

 

 



　 　 　

3,300,000 3,600,000 △ 300,000

2,700,000 2,700,000 0 　個人3.000円×500口
　団体10,000円×120口 2,700,000

300,000 300,000 0 　賛助5,000円×60口 300,000

300,000 600,000 △ 300,000 　特別30.000円以上×10口 300,000

16,950,000 17,950,000 △ 1,000,000

　情報提供事業 2,990,000

　ボランティア相談支援事業 4,800,000

　ボランティア研修派遣事業 210,000

　事務局水光熱費等 1,400,000

　ボランティア活動強化推進事業
　（リフトバス運行事業） 700,000

　「ケアする人のケア」事業 400,000

　ボランティア研究集会事業 1,300,000

　市民活動推進事業 2,100,000

　南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボラ
　ンティアネットワーク委員会助成金 1,000,000

　静岡県ボランティア研究集会開催助成 1,200,000

300,000 0 300,000 　大和証券福祉財団ボランティア助成金 300,000

550,000 550,000 0 　静岡リバティライオンズクラブ
　県議会ボランティア推進議連助成金 他 550,000

36,820,000 36,239,000 581,000

　ＮＰＯプレゼント講座終了 0

　静岡市番町市民活動センター
　指定管理委託料（確定） 36,490,000

　静岡市番町市民活動センター
　使用料徴収事務委託料 330,000

4,941,290 4,085,000 856,290

　第40回サマーショートボランティア
　活動計画 2,200,000

　ボランティアガイダンス作成費 690,000

　緊急等助成事業（防災倉庫設置） 1,000,000
　「課題解決プロジェクト募金」
　高校生・大学生と創る共生社会
　づくり開催助成

701,290

　ボランティア活動参加促進事業 350,000

3,000,000 500,000 2,500,000

災害ボランティア活動資金取崩分

　国際災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援ネットワーク 200,000

  第16回　図上訓練 2,800,000

3,500,000 5,000,000 △ 1,500,000

　参加費・バザー他 2,300,000

　TOMOSHIBIプロジェクト協賛金 1,200,000

6,500,000 9,000,000 △ 2,500,000 5,000,000
　１本のジュース
　売上げに伴う寄付金 1,500,000

　一般寄付募金 3,000,000

　とくべつ募金(夏・年末年始) 2,000,000

8,000,000 9,000,000 △ 1,000,000

3,000,000 4,000,000 △ 1,000,000 　機関誌・ＳＳＶ・Ｖ研等広告協賛 3,000,000

5,000,000 5,000,000 0 　印刷等使用料他 5,000,000

83,011,290 85,374,000 △ 2,362,710

381,178 587,074 △ 205,896

83,392,468 85,961,074 △ 2,568,606

　　　　  広告協賛収入

　　　　　雑収入

　当期収入合計（Ａ）

　前期繰越収支差額

　収　入　合　計　（Ｂ）

　７．寄付金収入

　　　　  寄付金収入 6,500,000 9,000,000 △ 2,500,000

　８．諸収入

　　　　 繰入金収入 3,000,000 500,000 2,500,000

　６．事業収入

　　　　  事業収入 3,500,000 5,000,000 △ 1,500,000

　４．共同募金会配分金収入

　　　　共同募金会配分金収入 4,941,290 4,085,000 856,290

　５．繰入金収入

　　静岡市  指定管理委託事業収入 36,820,000 35,539,000 1,281,000

　３．委託事業収入

静岡県労働者福祉基金協会委託事業収入 0 700,000 △ 700,000

　　　　 静岡県労働者福祉基金協会
　　　　　助成金収入

2,200,000 3,000,000 △ 800,000

大和証券福祉財団助成金

　　　　その他助成金収入

　　　　 県社協助成金収入 9,400,000 9,400,000 0

　　　　 静岡県社会福祉協議会
         ふれあい基金助成金収入

4,500,000 5,000,000 △ 500,000

Ⅰ　収入の部

　１．会費収入

　　　　正会員収入

　　　　賛助会員収入

　　　　特別会員収入

　２．助成金収入

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会　一般会計収支予算
　　　令和3年４月１日から令和4年３月３１日まで

（単位　円）

科　　　　　目
　　　今　 年 　度
　　　当初予算額

　　　前　 年 　度
　　　当初予算額

増　　△　　減 備　　　　　　考



　 　 　

15,860,000 15,860,000 0

600,000 600,000 0

600,000 600,000 0 　理事会・定期総会他

12,670,000 12,670,000 0

9,000,000 9,000,000 0 年金支給にともない役員報酬減額による

2,590,000 2,590,000 0

100,000 100,000 0

2,300,000 2,300,000 0 　事務局水光熱費・共益費

40,000 40,000 0

150,000 150,000 0

65,091,290 66,949,477 △ 1,858,187

65,091,290 66,949,477 △ 1,858,187

　新聞刊行物情報誌購読料他 300,000

　ボランティアガイダンス発行費 770,000

　ボランティア相談支援事業 4,800,000

　市民活動推進事業 2,400,000

　第43回静岡県Ｖ研究集会 3,500,000

　第40回ｻﾏｰｼｮｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動計画 4,000,000

　青少年の異文化交流体験事業 300,000

　ボランティア研修派遣 210,000

　ふじのくに国際災害ボランティア
　支援ネットワーク事業 200,000

　南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボラン
　ティアネットワーク事業（第16回図上訓練） 3,000,000

　南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボラン
　ティアネットワーク委員会 1,000,000

　「ケアする人のケア」講座開催費 600,000

　ボランティア活動参加促進事業 400,000

　TOMOSHIBプロジェクト 1,200,000

　ゾウさんプロジェクト 50,000

　高校生・大学生と共につくる
　共生社会づくり開催費 701,290

　緊急等助成事業（防災倉庫設置） 1,000,000

　大和証券福祉財団助成事業 300,000

　機関誌印刷・発送費 500,000
　
　取材費等 50,000

2,990,000 2,990,000 0 　情報提供事業
　（ホームページ運営・管理・取材等他）

2,990,000

  静岡市番町市民活動センター
  指定管理費 36,490,000

　静岡市番町市民活動ｾﾝﾀｰ
　使用料徴収事務費 330,000

1,800,000 1,800,000 0

1,800,000 1,800,000 0

1,400,000 1,400,000 0 　愛輪２号保険・整備費等維持・管理費 1,400,000

400,000 400,000 0 　保険・整備費等維持・管理費 400,000

50,000 50,000 0

50,000 50,000 0

82,801,290 84,659,477 △ 1,858,187

210,000 714,523 △ 504,523

591,178 1,301,597 △ 710,419

　当期支出合計（Ｃ）

　当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

　次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ）

※一時借入金の限度額を３００万円とする。
※各中科目において予算の流用をすることができる。

　　　　　1.自動車維持費

　　　　　　　1．リフトバス維持費

　　　　　　　2．自動車維持費

　４．予備費

　　　　　　　1．予備費

　　　　　　５．情報提供事業

　　　　　　６．静岡市番町市民活動
　　　　　　　　ｾﾝﾀｰ指定管理事業

36,820,000 35,539,000 1,281,000

　３．自動車維持費

　　　　　　３．一般事業費 8,451,290 8,754,477 △ 303,187

　　　　　　４．広報誌発行事業 550,000 600,000 △ 50,000

　　　１．事業費

　　　　　　１．市民活動サポート
　　　　　　　　センター活動費

8,270,000 8,256,000 14,000

　　　　　　２．研修費 8,010,000 10,810,000 △ 2,800,000

　　　３．事務所費

　　　　　　　１．旅費

　　　　　　　２．需用費

　　　　　　　３．分担金

　　　　　　　４．雑費

　２．事業費

1,300,000 0

　　　　　　　３．厚生費 2,370,000 2,370,000 0

　　　１．会議費

　　　　　　　１．会議費

　　　２．管理費

　　　　　　　1．役員報酬・職員給料

　　　　　　　２．諸手当 1,300,000

　　　今　 年 　度
　　　当初予算額

　　　前　 年 　度
　　　当初予算額

増　　△　　減 備　　　　　　考

Ⅱ　支出の部

　1．運営費

科　　　　　　目



0 0 0

普通預金利息収入 0

55,000 135,000 △ 80,000

災害時のボランティア活動資金募金 20,000

国際災害V支援活動基金 15,000

ボランティア人づくり基金 20,000

0 0 0

災害時のボランティア活動資金

55,000 135,000 △ 80,000

6,507,403 5,432,586 1,074,817

6,562,403 5,567,586 994,817

3,000,000 200,000 2,800,000

災害時のボランティア活動資金

　国際災害支援ネットワーク事業 200,000

　図上訓練事業 2,800,000

100,000 100,000 0

100,000 100,000 0 ボランティア人づくり基金 100,000

0 0 0

2,000 2,000 0

残高証明書発行手数料他 2,000

3,102,000 302,000 2,800,000

△ 3,047,000 △ 167,000 △ 2,880,000

3,460,403 5,265,586 △ 1,805,183

本 来 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算 書

△ 80,000

当 期 収 入 合 計 （ A ）

(単位　円）

Ⅰ　収入の部

1. 基本財産利子収入

基本財産利子収入

3. 繰入金収入

繰入金収入

2. 寄付金収入

寄付金収入

　　令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位　円）

科　　　　　目 増　△　減

備　　　　　　考

当 期 支 出 合 計 （ C ）

次 期 繰 越 収 支 差 額
（ B ） － （ C ）

4. 雑費

2. 基本財産積立金

基本財産積立金

当期支出差額（A）-（C）

募金関係諸経費

雑　　費

3. 募金関係諸経費

0 0

備　　　　　　考
前年度

当初予算額
今年度

当初予算額

02,0002,000

000

前年度
当初予算額

今年度
当初予算額

2,800,000200,0003,000,000

0 0

0

一般会計繰出金

Ⅱ　支出の部

0

55,000 135,000

1. 繰出金

前 期 繰 越 収 支 差 額

収 入 合 計 （ B ）

科　　　　　目 増　△　減
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■個人正会員(339件) 
 

相沢敦子／青木 清／青島良夫／秋山 通／秋山和枝／浅倉 清／浅田正美／浅田良員／浅羽 浩

／網代 恵／安倍勝之／天野宏明／天野勝三／天野早苗／天野進吾／飯塚善明／池谷京子／池冨 

彰／井指智弘／石上輝子／石上繁松／石川千種／石島祐美／石原なみ代／石原亜里／石原政隆

／石原正士／石原美千夫／石間武一／井出一史／井出志津夫／伊藤勝幸／伊藤正之／稲垣洋子

／稲葉寛之／井野政子／井野盛夫／大村雅代／井上 靖／岩崎洋子／岩邊公明／岩本幸子／植田

順也／植田静彦／鵜飼愛子／内海道子／内海直人／宇野信吾／梅田 績／梅林崇徳／遠藤一紀／

遠藤次男／遠藤年彦／大石 学／大石喜久雄／大石好昭／大石裕香／大石良子／大石和子／大川

原正美／大島基生／太田賢司／太田 豊／大滝 正／大塚隆雄／大塚眞智子／大坪 渡／大西和博

／大貫京子／大野木里美／おおふじ学園／大村高正／小笠原達也／小笠原亢之／岡野有秀／岡

本久美子／小川晶央／小川清春／奥島 学／奥之山隆／長田 誠／小澤 巌／小澤賢広／小澤邦雄

／落合慎悟／小野田全宏／小野寺郷子／小柳津君枝／片嶺忠司／勝又忠義／加藤ひろみ／加藤

勝義／加藤伸予／加藤武治／加藤明生／金指敦之／金子洋己／兼子邦子／神尾孝明／上川陽子

／神谷剛史／亀田順子／河井 栄／河合修身／河内園子／河村かよ子／川村栄司／神田 均／北

村寿子／木下孝成／工藤茂貴／久保田慶一／久保田仁美／熊澤ほづみ／久米さか江／倉橋知子

／倉本 仁／栗原みゆき／黒田 久／桑高広紀／桒原清剛／源平成子／小池幸子／高良志織／後

藤恵吾／後藤淳子／後藤明子／五味響子／小柳里歌／近藤 宏／酒井信行／酒井郁子／酒井 廣

／榊原幸雄／榊原淳一／坂本孝浩／櫻井 忍／佐々木今子／佐々木國安／佐藤善仁／佐藤博明／

佐藤美紀／佐野由利子／佐野容子／塩田耕之／塩谷廣男／柴 長昌／芝 稔／島元正彦／清水慈

子／庄司秀子／榛地芳美／杉田泰子／杉本エリ子／杉本孝夫／杉本 周／杉山 泉／杉山敏彦／

鈴木まり子／鈴木基寛／鈴木光江／鈴木三雄／鈴木勝巳／鈴木 誠／鈴木利和／須藤昭二／千本

正一／曽根順子／曽根千鶴子／田井中正志／高木春夫／高嶋泰代／高嶌和子／高野幸夫／高橋

裕美／高林敏彦／田川奈美子／滝井淳史／竹内智美／竹内良訓／武田安弘／武田恵美子／竹中

比呂美／宮澤 星／竹渕 塁／竹渕 連／竹渕 繭／竹渕 論／竹渕 陸／武山博子／田中正孝／田

中清司／谷澤 清／玉川靖子／玉木優吾／田村 津／築地修次／辻村はるみ／都築 正／坪谷真理

子／寺岡 淳／寺澤 潤／寺田愛優美／寺田斉孝／戸倉 亨／都甲カズエ／殿岡正敏／鳥羽 茂／

鳥羽美紀子／富田國夫／豊岡武士／鳥澤真理子／中島孝之／中島裕幸／中嶋艶子／長橋正樹／

永旗康夫／中村さとみ／名倉恒夫／夏目和洋／成川託司／南荘喜久子／南荘正生／西澤浩一／

仁科正佳／西野 誠／沼本絹代／根上恵美／野口正武／野村諒子／野本英晴／法月利恵／萩原初

江／羽島賢二／羽島小夜子／橋本志賀子／長谷川和家／長谷川和子／幡川英子／羽根田富治／

浜松根洗学園／春田みね子／東山喬彦／東山富貴江／久田恵美子／土方洋子／人見嘉之／平田 

厚／平野規里子／深澤秀明／深澤優子／福地 恵／福地 健／藤井義人／藤井嗣也／古川正明／

細貝悠斗／堀田由紀代／堀井崇成／堀内由紀代／堀尾 孝／堀越芳子／本間正次／前田しのぶ／

令和２年度 

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 

会員名簿 (順不同・敬称略) 



前田万正／牧田晴美／増田ひさ江／増田ふみ子／間瀬栄二／町田和幸／松浦りえ子／松浦紀久

郎／松尾敏郎／松尾和光／松島一博／松島信義／松田 剛／松永幸子／松野はるみ／松村皐月／

松本征四郎／松山佳子／松山文紀／松山裕子／真子義秋／三重野哲／水野 薫／三村恵子／宮崎

節子／宮澤正美／宮原康年／三輪早苗／村田いせ子／村田昭弘／村松早千子／村松 武／村松 

諭／村松由紀子／室岡千春／望月佳子／望月恵子／望月佐代子／望月十三一／望月 茂／本井重

孝／森 淑子／森 忠一／森下和哉／森谷明子／森山誠二／八木孝佳／谷澤洋志／安池康之／安

池弘明／安松欣男／安本寿夫／薮田栄和／山口高史／山田家範／山田恵利子／山田弘子／山田

昌弘／山田友美／山本佳昭／山本宏子／山本美也子／山本利幸／湯瀬裕昭／柚木美乃／横山君

枝／吉崎けい子／吉田富美／吉永理恵／吉野龍洋／和田武則／渡辺悦郎／渡辺佳洋／渡辺 淳／

渡邉芳男 

 

 

■団体正会員(110件)  

(株)アイワホールディングス／葵学園 OBボランティアの会／明るい社会づくり運動静岡県連合

会／(福)東桜会麻機園／(株)イカイ／(認特非)活き生きネットワーク／石福建設(株)／(有)石

本土木／(福)伊豆市社会福祉協議会／(福)伊豆の国市社会福祉協議会／(有)庵原屋／磐田市ボ

ランティア連絡協議会／(株)エキスパートパワーシズオカ／遠州みみの里とあゆむ会／(福)御

前崎市社会福祉協議会／御前崎災害支援ネットワーク／(福)小山町社会福祉協議会／(福)掛川

市社会福祉協議会／春日保育園／(認特非)カレーズの会／(医)倫芳会河井医院／(福)河津町社

会福祉協議会／(福)川根本町社会福祉協議会／かんがえる.Labo／木内建設(株)／(福)菊川市社

会福祉協議会／北川工業(株)／(有)きのいい羊達／(福)駿河会ケアハウスラポーレ駿河／(医)

健祉会／コール・アザーリヤ／国際ソロプチミスト静岡／(有)コクボフェンダー製作所／(福)

御殿場市社会福祉協議会／(株)財産ネットワークス静岡／サクライ石油(株)／幸の家／小百合

キンダーホーム／(福)三幸会／静岡うみねこの会／静岡ソーマ化粧品(株)／静岡地区ボランテ

ィア連絡会／静岡キャピタル(株)／(株)静岡第一テレビ／静岡リバティライオンズクラブ／静

岡いのちの電話／静岡大成高校ボランティア部／(福)静岡ホーム／(公財)静岡県労働者福祉基

金協会／静岡県腎友会／(一社)静岡県経営者協会／(公財)静岡県アイバンク／静岡県遊技業協

同組合／(特非)静岡県中途失聴・難聴者協会／静岡県校長会／(公財)静岡県視覚障害者協会／静

岡県労働金庫労働組合／静岡市静岡手をつなぐ育成会／静岡市ボランティア団体連絡協議会／

(福)静岡市社会福祉協議会／肢体不自由児者父母の会連合会／(福)島田市社会福祉協議会／清

水地区ボランティア連絡会／清水町ボランティア連絡協議会／真宗大谷派・常光寺／(医)菅ケ谷

内科医院／(特非)すぎなむつみ作業所／スター精密(株)／駿東学園／(福)駿府葵会久能の里／

聖ヨゼフの園／(株)ダイドービバレッジ静岡／大日三協(株)／特別養護老人ホーム高原荘／

(福)玉柏会宍原荘／(福)玉柏会みすず／たんぽぽ保育園／中部電力労働組合静岡総支部／つく

しホーム／(福)小羊学園つばさ静岡／(株)ティーアンドティー／特別養護老人ホーム徳風園／

常葉大学地域貢献センター／(福)長泉町社会福祉協議会／(福)西伊豆町社会福祉協議会／(公

財)日本リウマチ友の会静岡支部／日本ボーイスカウト静岡県連盟／(福)青い鳥日本平学園／

(福)輝望会沼津のぞみの里／(福)沼津のぞみの園／(福)沼津市社会福祉協議会／沼津市ボラン

ティア連絡協議会／浜松市船越校区交通指導隊／BRN かけがわ／(株)平井組／(福)復泉会／



(福)袋井市社会福祉協議会／藤枝市ボランティア連絡協議会／(公財)星いきいき社会福祉財団

／(福)三島市社会福祉協議会／(福)南伊豆町社会福祉協議会／(福)武蔵野会さくら学園／(福)

明光会／(福)明和会／(株)山清片山／ゆりかご保育園／特別養護老人ホーム竜爪園／竜南こど

も園／渡辺工業(株)／(福)わらしな福祉会りんどう  

 

■賛助会員(42件) 
 

青木清高／浅井みほ子／荒木行雄／池野谷博信／石田信子／石塚智昭／伊藤英明／英和学院大

学ボランティアセンター／大井川睦園／掛川市ボランティア連絡協議会／加藤ルミ／金澤平三

郎／(有)かねせい水産／川崎久美子／久保田明／近藤正子／静岡済生会療育センター令和／静

岡県生活協同組合連合会／静岡市桜の園／浄土順子／庄野紀子／杉山寛子／杉山和範／正法寺

／高橋哲夫／(株)田丸屋本店／(福)静岡手をつなぐ育成の会ラポール・ファーム／徳永雄三／西

村延一／根本 健／野村春美／浜松こども園／特別養護老人ホーム晃の園／福吉京子／袋井市身

体障害者福祉会／ブルートの会／馬塚丈司／松永 博／(福)森町社会福祉協議会／山崎裕代／山

本智ひろ／和田幸子 

 

■特別会員(8件)   

(特非)オリーブ／グループ LET IT BE／(特非)障害者活動支援団体げんきむら／(特非)サンサン

いわた／静岡県労働金庫／静岡保徳(株)／(福)春風会／浜松市視覚障害者福祉協会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協  会  定  款  
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第１章  総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会という。  

（事務所）  

第２条 この法人は、事務所を静岡県静岡市葵区駿府町 1 番７０号静岡県総合社会福祉会館内に置く。 

（目的） 

第３条 この法人は、市民一人ひとりのボランティア意識の高揚を図り、ボランティア活動の啓発、普及、研修、

支援などを行うことにより、市民の参加と責任による、より豊かな社会の創造と発展に貢献していくこ

とを目的とする。  

（活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第２条別表に掲

げる活動を行う。 

（活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第２条別表に掲

げる活動を行う。 

（１）保健、医療または福祉の増進を図る活動 

（２）社会教育の推進を図る活動 

（３）まちづくりの推進を図る活動 

（４）観光の振興を図る活動 

（５）農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

（６）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（７）環境の保全を図る活動 

（８）災害救援活動 

（９）地域安全活動 

（10）人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

（11）国際協力の活動 

（12）男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

（13）子どもの健全育成を図る活動 

（14）情報化社会の発展を図る活動 

（15）科学技術の振興を図る活動 

（16）経済活動の活性化を図る活動 

（17）職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

（18）消費者の保護を図る活動 

（19）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業）  

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

（１）特定非営利活動に係る事業 

①ボランティア活動の推進に関する事業 

②その他目的を達成するための事業 

第２章  会員 

（種別）  

第６条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。  

（１）正会員 

      この法人の目的に賛同し、継続的にこの法人の組織と運営を支援するために入会した個人及び団体でこの

法人の総会における議決権を有する。 

（２）賛助会員 

      この法人の目的に賛同し、事業活動を支援するために入会した個人または団体。 

（３）特別会員 

   この法人の目的に賛同し、この法人の事業活動を財政面から特別に支援するために入会した個人または団体。 

 



（入会）  

第７条 この法人に正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申

し込むものとする。 

２ 賛助会員及び特別会員は会費の払込みをもって会員となる。 

（会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１） 退会届の提出をしたとき 

（２） 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき 

（３） 正当な理由なく会費を２年以上滞納したとき 

（４） 除名されたとき 

（退会）  

第１０条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。  

（除名）  

第１１条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会における３分の２以上の議決を経て、理事長はそ

の会員を除名することができる。  

（１）法令及びこの定款等に違反したとき。 

（２）この法人の名誉を著しく傷つける行為、又は法人の目的に反する行為をしたとき。  

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなく

てはならない。 

（提出金品の不返還） 

第１２条 既に納入した会費及びその他の提出金品は、返還しない。 

第３章  役員 

（役員の種別と定数）  

第１３条 この法人に、次の役員を置く。  

（１）理事長 １名 

（２）副理事長 1 名以上 

（３）常務理事 １名以上 

（４）理事（理事長、副理事長及び常務理事を含む）４名以上  

（５）監事 ２名以上  

（役員の選任） 

第１４条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、理事長が必要と認めた場合には、総会

の承認を得て学識経験者等を選任することができる。  

２ 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により選出する。 

３  理事及び監事は兼任することができない。  

４  法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が役員の総数の３分の１

を超えて含まれてはならない。 

（役員の職務）  

第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。  

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または、理事長が欠けたときは、理事長が予め指名し

た順序によって、その職務を行う。 

３常務理事は、理事長を補佐し、この法人の日常の業務を執行する。 

４ 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定

する。  

５ 監事は、次の職務を行う。  

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反

する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 



（４）前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。 

（５）前１号、２号について、理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。  

（役員の任期等）  

第１６条 役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。  

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。  

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  

（役員の欠員補充）  

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を越えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。 

 

（役員の解任） 

第１８条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。 

（１）本人の健康等の理由により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

（役員の報酬）  

第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（顧問、相談役の委嘱） 

第２０条 この法人に顧問および相談役をおくことができる。 

２ 顧問および相談役は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。 

３ 顧問および相談役は、この法人の運営に関して、理事長及び理事会の諮問に応じ、理事会などの席上において

意見を述べることができる。 

（事務局の設置） 

第２１条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 

４ 常務理事は、事務局長と兼職することができる。 

５ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 

第４章  総会 

（総会の構成） 

第２２条 総会は、正会員をもって構成する。 

（総会の種別）  

第２３条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の２種とする。 

（総会の権能）  

第２４条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。  

（１）定款の変更 

（２）解散 

（３）合併 

（４）年度当初の事業計画及び活動予算 

（５）事業報告及び活動決算 

（６）役員の選任又は解任、および職務 

（７）会費の額 

（８）その他本会の運営に関する重要事項 

（総会の開催） 

第２５条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

（２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 



（３）第１５条第５項第４号の規定により監事から招集があったとき。  

（総会の招集）  

第２６条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。  

２ 理事長は、前条第２項第１号及び２号の規定によって請求があったときは、その日から３０日以内に、臨時総

会を招集しなければならない。  

３ 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも７日前までに 

会員に対して通知しなければならない。  

（総会の議長）  

第２７条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。  

 

（総会の定足数）  

第２８条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。  

（総会の議決）  

第２９条 総会における議決事項は、第２６条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

（総会における書面表決等）  

第３０条  各正会員の表決権は平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決

し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。  

３  前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の規定の適用については、総会に出席したもの

とみなす。  

４ 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 

（総会の議事録）  

第３１条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  

（１）日時及び場所 

（２）会員総数及び出席者数 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項  

２  議事録には、議長のほか、会議に出席した会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人２名

以上が、署名押印をしなければならない。  

第５章 理事会 

（理事会の構成）  

第３２条 理事会は、理事をもって構成する。 

（理事会の権能） 

第３３条  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。  

（１）総会に付議する事項 

（２）総会で議決した事項の執行に関する事項 

（３）総会で議決した年度当初の事業計画および、予算の追加、又は更正に関する事項 

（４）事務局の組織及び運営事項 

（５）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（理事会の開催）  

第３４条 理事会は、次にかかげる場合に開催する。  

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 

（３）第１５条第５項第５号の規定により監事から招集の請求があったとき。  

（理事会の招集）  

第３５条 理事会は、理事長が招集する。  

２  理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から１０日以内に理事会を招集

しなければならない。  



３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも７日前ま

でに通知しなければならない。  

（理事会の議決）  

第３６条 理事会の議長は、出席理事の中から互選によって選出する。 

２ 理事会においては、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

３ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（理事会の表決権等） 

第３７条  各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表

決することができる。  

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみなす。  

（理事会の議事録）  

第３８条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  

（１）日時及び場所 

（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項  

２ 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人２名以

上が署名押印をしなければならない。  

第６章 資産及び会計 

（資産の構成）  

第３９条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 

（２）会費 

（３）寄付金品 

（４）資産から生ずる収入 

（５）事業に伴う収入 

（６）その他の収入 

（資産の区分） 

第４０条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする 

（資産の管理）  

第４１条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決による。 

（会計の原則）  

第４２条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。 

（会計の区分） 

第４３条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 

（事業計画および活動予算） 

第４４条  この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前の理事会における議決を経

たうえで通常総会にて決議しなければならない。 

（暫定予算） 

第４５条 前条の規定により、予算が成立しない期間は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事

業年度の予算に準じて収入・支出することができる。 

２ 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。 

（予備費の設定及び使用） 

第４６条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

（事業および予算の追加又は更正） 

第４７条 年度当初の事業計画および、予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既

定の事業および予算の追加又は更正をすることができる。 

 



（事業報告及び決算） 

第４８条 この法人の収支決算は、事業年度終了後３か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産

目録等の決算に関する書類とともに、理事長が作成し、監事の監査を経たうえで総会において議決を経

なければならない。 

（事業年度）  

第４９条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

第７章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更）  

第５０条 この定款を変更しようとするときは、総会において、正会員総数の過半数が出席し、その出席者の３分

の２以上の議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならな

い。 

（解散）  

第５１条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  

（１）総会の決議 

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３）正会員の欠亡 

（４）合併 

（５）破産 

（６）所轄庁による設立の認証の取消し  

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の過半数が出席し、その出席者の３分の２

以上の議決を経て解散する。  

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

４ この法人が解散したときは、理事が清算人となる。 

（残余財産の帰属） 

第５２条  この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第１１条第３項に

掲げる者のうち、解散の時点における、総会において出席した会員の過半数の議決を経て選定された者に

譲渡するものとする。 

（合併）  

第５３条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の３分

の２以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。  

（閲覧） 

第５４条 会員及び利害関係人から法に定める備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、

これに応じなければならない。 

第８章 公告の方法 

（公告の方法） 

第５５条 この法人の公告は、静岡県ボランティア協会掲示板及び、この法人の機関誌において行うとともに、 

官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 

第９章  緊急的対応 

（緊急的対応） 

第５６条 災害時などの緊急的な対応が求められるときは、理事長の判断等により、迅速な対応に努める。その結

果については、理事会並びに総会に報告しなければならない。 

第１０章 雑則 

（細則）  

第５７条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 

附  則 
１  この定款は、平成 14年 5月 23 日から施行する。 

２ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ

る。 

３ この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成 15 年 3 月 31

日までとする。 

４ この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 



(1) 正会員  (個人／一口)  ３,０００円 

     (団体／一口) １０,０００円 

(2) 賛助会員    (一口)  ５,０００円 

(3) 特別会員    (一口) ３０,０００円以上 

 

附  則 
この定款は、平成 24年 5月 20 日から施行する。 

附  則 

この定款は、平成 24 年 9 月 10 日から施行する。 

附  則 

この定款は、平成 25 年 5 月 7 日から施行する。 

附  則 

この定款は、平成 29 年 5 月 21 日から施行する。 

附  則 

この定款は、令和 3 年 5 月 16 日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広告協賛（応援）企業・団体様 紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 

 

 



大型リフトバス
ふじのくに愛輪号の運行

そんなときは、リフト付

き大型バス「ふじのくに

愛輪号」があります。

愛輪号は、移動困難な障

害を持つ方々の団体や施

設、ボランティアグルー

プなどの皆さんにご利用いただけます。36人乗

り、車椅子のまま乗車することができ、お泊り旅

行もOKです。

また災害時には、ボランティアの送迎や支援物資

の運搬にも活躍しています。

なにより、この愛輪号はたくさんの運転ボランテ

ィアさんの協力で運行しています。

静岡県内外の
災害ボランティアによる
救援活動のための図上訓練

この訓練は、被災者・被災地支援のために市域、

県域、県外との「つながり」を意識した災害ボラ

ンティア支援体制をつくることを目的としたワー

クショップ型訓練です。

コロナ禍の今、もし災害が発生した場合、県域を

越えた地域からの支援が難しい状況です。自らの

地域を改めて見直し、自助力・共助力を高めなが

ら、被災者・被災地の困りごと解決のためには多

様な支援者がつながることが必要です。

小久保フェンダー製作所 前年と同じデータ使用





サマーショート
ボランティア活動計画

夏休みを利用したこのボランティア体験プログラ

ムでは、毎年中学生から高校生・大学生など約

800人が、福祉施設や教育施設で活動をしてい

ます。

今年は、新型コロナ感染症拡大の影響で、施設で

のボランティア活動ができませんでした。

しかし、こんな時だからこそできることをしたい

と考える多くの学生のチカラで、1万枚近い簡易

ビニールエプロンとガウンを作成し、医療・福祉

の現場にお届けしました。

福祉の現場を知り、

将来の進路として

考える機会となっ

ています。

「ケアする人のケア」を学ぶ会

高齢の人や障害の人、病

気の人の看護や介護に携

わっている人、子育てや

人間関係で悩みを抱えて

いる人･･･。

さまざまな人たちが困難

を抱え、ケアを必要とし

ています。そして、ケア

をしている側の人たちも

また、困難や辛さを抱えています。社会全体で「

ケアする人のケア」を考え、支え合う仕組みづく

りについてのアイディアや実践を学ぶ機会として

、平成18年から毎年開催しています。

ケアの最前線に立つ講師の方々のお話しは、いつ

もひとり一人の心に響き、講座そのものが「癒し

の場」でもあると感じます。





大日三協

静岡県ボランティア研究集会

県内でボランティア・市民活動に関心を寄せる

人たちや、実際に活動している人たちが一堂に

会し、情報交換や話し合いを通して、お互いに

ボランティア活動の学習とボランティア同士の

ネットワークをはかる機会として、年に一回、

東部・中部・西部と会場を持ち回りしながら開

催しています。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響で、開催を延期することとなりました。

実行委員会のみなさんが、開催に向けて積み重

ねてきた内容を引き

継ぎ、令和３年度実

施します。

１本のジュースが
ボランティアを応援！

みんなのボランティアスピリットを、もっと社

会に生かしたい！という願いから生まれました。

何気ないことからボランティアをはじめたい。

清涼飲料水の自動販売機を設置することが、ボ

ランティア活動に支援につながる、新しい仕組

みが誕生しました。

令和2年度、設置先は90ヵ所を超えています。

ボラ協では、年間を通して自動販売機を設置し

てくださる団体・企業のみなさんを募集してい

ます。すでに設置している自動販売機を寄付型

に変更することも可能です。

身近なことが社会貢献に

つながることをさらに啓

発していきます。



1本のジュース設置先一覧





謄文堂 前年と同じデータ使用



TOMOSHIBIプロジェクト
高校生スタディツアー

東日本大震災から10年、12月に『静岡のみか

ん』を岩手県被災沿岸部にお届けする「クリス

マスサンタ隊」の活動も10回となりました。

震災の記憶が風化していくなかで、被災された

方々の経験や、被災地の現状を伝えていくこと

が静岡の防災への備えにもつながると考え、静

岡市のふるさと納税を利用した「TOMOSHIBI

プロジェクト」を立ち上げ、県内4市5会場で

映画『風の電話』上映会を開催しました。

令和3年度は、夏休みを利用して、高校生と共に

被災地を訪れ復興状況

を見聞し、防災につい

て学ぶスタディツアー

を計画しています。

番町市民活動センターの
管理運営

静岡市の市民活動を行う個人や団体をサポート

する施設「静岡市番町市民活動センター」の指

定管理をしています。

NPO設立や団体運営のための相談に応じたり、

市民活動に役立つ研修会や講座や、市民活動を

身近に感じていただくイベントを開催するなど、

市民が主役のまちづくりを目指してセンターの

運営にあたっています。





 

 「１本のジュースがボランティアを応援」自動販売機設置先 

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 終了設置先を含む） 

 

 
 

【伊藤園株式会社】 

（特非）活き生きネットワーク／㈲庵原屋日和館／五光建設㈱本社／㈱しずおか体験企画三保ハーバル 

キャンプ場／静岡保徳㈱／専門学校中央医療健康大学校／㈱ティーアンドティー（DOPE ）／日進電気㈱

／特別養護老人ホーム白扇閣・新館／袋井市スポーツ協会アクアピュア駐車場／袋井市体育協会堀越公園

西側・堀越公園東側／（社福）明和会養護老人ホーム明和苑／明和会ワークスつばさ／あけぼの会第二駐

車場 

 
 

【ダイドードリンコ株式会社】  

アースヴィレッジ藤枝／あーす介護ショップ／アースふるーら静岡石田／㈲井嶋新聞店都田販売所／イー

ストタウン巽正面玄関・裏口・和／伊太コミュニティセンター／庵原山一乗寺／ＳＢＳマイホームセンタ

ー藤枝展示場／オイスカ高等学校／農事組合法人大久保園芸／㈲カメヨシ榛南支店／菊川市民総合体育館

／特別養護老人ホーム喜久の園／北川工業㈱／特別養護老人ホーム高麓／小沼製餡㈱／（社福）小羊学園

つばさ静岡／㈱サイラン／ＪＡ大井川葉梨支店／㈱ジェイフィルム工場食堂・静岡工場／㈱静岡オリコミ

／静岡県総合社会福祉会館２Ｆ／特別養護老人ホーム松秀園／聖隷おおぞら療育センター１Ｆ・３Ｆ／聖

隷健康サポートセンターshizuoka／聖隷健康診断センター／聖隷浜松病院Ｃ病棟 7 階デイルーム／聖隷袋

井市民病院／聖隷富士病院１Ｆ／聖隷三方原病院管理棟４Ｆ・スインプロス／大日三協㈱／専門学校中央

医療健康大学校／中外製薬工業㈱藤枝工場／中日新聞御前崎専売店／介護付有料老人ホームでらいと島

田・でらいと焼津／（社福）天竜厚生会特別養護老人ホーム登呂の家／トヨタレンタリース静岡浜松新幹

線口北側／中村醤油㈱／西山ナーシング社員食堂／西山病院新館／（社福）西山福祉事業団西山の杜／日

管㈱御殿場支店／ハートライフ千代田／（社福）白翁会光陽荘／浜松市リハビリテーション病院１Ｆ・２

Ｆ／特別養護老人ホーム晃の園／ビューティーコレクション焼津店／平井工業㈱／札の辻クロス駐車場３

Ｆ・４Ｆ・５Ｆ／プレミアムハートライフケアホーム千代田／ボンベルソ／㈱牧之原製作所／みかん薬局

／三井・ケアマーズフロロプロダクツ㈱／㈲宮崎新聞店／㈱村上開明堂大井川工場／㈱有信商会／医療法

人社団陵和会浜松南病院／ナーシングホームオンフルール／平井工業㈱牧之原現場／イトー聖隷三方原病

院現場／聖隷浜名湖エデンの園工事現場 

 
 

【東海ビバレッジサービス株式会社】  

三洋静岡設備㈱／北川工業本社㈱（２）／久住山洞慶院 
 
 
 

【サントリービバレッジサービス株式会社】 

学校法人日本語教育センター 
 
 
 

【ユニヴァーサル商事株式会社】 

聖隷浜松病院 
 
 

【ＦＶジャパン株式会社】 

聖隷富士病院（３） 

                                         （順不同） 

                                     



1977年 4月 静岡県ボランティア協会設立。初代理事長に岡本一男就任
第1回静岡県ボランティア研究集会開催

1978年 6月 東部ボランティアビューロー開設(沼津市社協が管理）
10月 浜松ボランティアビューロー開設(浜松市社協が管理)

その後、全県的にボランティアビューロー・センターの開設が進む
1979年 7月 第3回高校生ワークキャンプ(県東部で開催/県ボラ協主催）
1980年 4月 日本青年奉仕協会より国内1年間ボランティア受入れ開始

第1回ボランティアコーディネーター養成講座開講
1981年 6月 婦人ボランティア講座を契機に、給食サービスボランティア灯会が誕生

11月 東海・北陸ボランティア研究集会開催
1982年 4月 県内1年間ボランティア活動計画スタート

7月 第1回サマーショートボランティア活動計画スタート
9月 第1回わたぼうし静岡コンサート開催

1983年 3月 静岡県総合社会福祉会館完成に伴い、本協会も市内伝馬町事務所から移転
1984年 3月 第1回静岡県女性ボランティア研究集会開催
1985年 10月 SBSリフトバスキャンペーンで大型リフトバス誕生

第1回しずおか福祉バザールを開催
1987年 12月 静岡県ボランティア協会設立10周年記念式典・シンボルマークを作成
1988年 12月 第1回海外でのボランティア活動に学ぶ高校生スタディツアーINアジアを静岡リバティライオンズ

クラブとの共催で開始1989年 7月 発見のためのユーススタディツアー実施(静岡橘ライオンズクラブ助成）
1992年 9月 学校週5日制(第2土曜日休業)のスタートに伴い、青少年ふれあい交流事業開始

(静岡県教育委員会青少年課委託事業）☆初めて委託事業を受託☆1993年 7月 片山敏朗副理事長が2代目理事長に就任
1995年 1月 阪神淡路大震災の発生。被災地の支援活動として協会職員の派遣及びボランティアの派遣
1996年 7月 災害時におけるボランティアコーディネーター養成講座（静岡県委託事業）
1997年 1月 ロシアタンカー重油流出事故に伴う後方支援活動

6月 静岡県ボランティア協会設立20周年記念式典開催
静岡県ボランティア協会あり方検討委員会の開催

10月 静岡県議会ボランティア推進議員連盟が発会し本協会へ支援が開始された
1998年 2月 リバティフレンドシップハウス完成ツアー実施。静岡リバティライオンズクラブ10周年記念事業

としてタイ国スリン県バンサワイ村に完成6月 市民活動サポートセンターを開設
災害時におけるボランティア受け入れ活動資金づくりに着手

1999年 8月 トルコ大地震救援募金・台湾大地震現地視察を実施
2001年 4月 ボランティア国際年静岡県推進協議会事務局を引き受け記念事業を実施
2002年 2月 特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会設立総会　認証申請へ

4月 アフガニスタン復興支援ＮＧＯカレーズの会が誕生、本協会内に事務局設置
6月 特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会設立記念式典・祝賀会

2004年 4月 勤労者マルチライフ支援事業がスタートする（厚生労働省・さわやか福祉財団委託事業）
6月 片山敏朗理事長の退任に伴い、第3代目理事長に神田均就任
10月 新潟県中越地震被災地への支援活動　2004年は災害多発年

2005年 4月 災害時におけるボランティアコーディネーター養成講座追加養成開始（3ヵ年）
2006年 6月 一人じゃないよ「ケアする人のケア」を学ぶ会をスタートさせる
2007年 8月 新潟県中越沖地震被災地への支援活動
2008年 1月 静岡県ボランティア協会設立30周年記念式典開催

6月 中国四川省大地震被災地へテントを贈る運動を展開。10月に現地モニタリング調査を実施
2009年 7月 静岡市番町市民活動センター、指定管理団体に選任される

10月 静岡市番町市民活動センターオープン、指定管理業務を開始する
2011年 3月 東日本大震災が発災。被災地支援活動を開始

4月 岩手県遠野市にボランティア拠点「遠野まごころ寮」を開所
被災地支援活動として、ボランティア派遣を継続実施（ボラバス38週連続実施へ）

2013年 5月 遠野まごころ寮から「三陸ふじのくに絆ハウス（大槌・鵜住居）」開所
11月 ふじのくに国際災害ボランティア支援ネットワーク「フィリピン台風30号」緊急支援募金

2014年 1月 ふじのくに静岡・協力隊を育てる会設立（事務局/静岡県ボランティア協会）
3月 大規模災害発生時における災害ボランティア活動拠点に関する覚書を締結

三陸ふじのくに絆ハウス（大槌・鵜住居）閉所へ
2015年 4月 ネパール地震が発生。支援活動を展開
2016年 3月 東日本大震災5年の集いを実行委員会で開催（参加者400名）

4月 熊本地震が発生。緊急支援活動を開始
2017年 4月 静岡県ボランティア協会設立40周年。6月に記念式典開催

6月 ボランタリズム推進団体会議（通称：民ボラ）静岡大会を開催
7月 神田均理事長の退任に伴い、第4代目理事長に小野田全宏就任

2018年 7月 西日本豪雨災害が発生。広島県呉市への緊急支援活動を開始
2019年 5月 平成から元号が令和に改まる

8月 2019年九州豪雨災害が発生。支援活動を開始
10月 令和元年台風19号災害が発生。県東部地域及び長野市への緊急支援活動を開始

2020年 1月 新型コロナ感染症拡大に伴い募金活動を開始し、感染防止等の取り組みを開始
7月 7月豪雨災害が発生。熊本県を中心に九州地方への緊急支援活動を開始

2021年 3月 東日本大震災10年の集い「TOMOSHIBIプロジェクト」を立ち上げる
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