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Ⅰ. 法人の概要 

1. 設立年月日 

平成 24年 11月 1日 

 

2. 定款に定める目的 
当社団法人は、国の内外を問わず、悲しむ人たちを元気にし、不安な人に希望を、孤独な人に

愛を伝え、障害ある人の人生を応援するため、人権擁護の推進、人心の安定と社会秩序の健全化、

家族問題の調査啓発、災害復興支援等の活動を通じて、精神的な安寧によってより良い社会生活

を営めるような助言や支援を行うことを目的とする。 

 
3. 定款に定める事業内容 

（1）対面・電話・手紙・Eメール等による相談 

（2）相談者の問題改善につながる提案・支援 

（3）講演会・研修会等の啓蒙活動 

（4）被災者・被害者及び加害者の支援プロジェクト 

（5）会員・ボランティアの募集 

（6）会報・機関誌の発行 

（7）地方支所の運営 

（8）前各号の事業に付帯する事業 

（9）その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

 
4. 所管官庁に関する事項 

所管官庁は内閣府である。 
 

5. 会員の状況 

種 類 当 期 末 前期末比増減※ 

賛 助 会 員  122名 -3 

法 人 会 員  9社 +3 

正 会 員 5名 -1 

合 計   136名 -1 

※平成 28 年 3 月末との比較 

 
6. 主たる事務所・支部の状況 

主たる事務所：東京都新宿区歌舞伎町 2丁目 42番 3号 林ビル 1階 

仙 台 支 部：宮城県仙台市国分町 3丁目 6番 12号 佐正第二ビル 3階 
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7. 役員等に関する事項 

役 職 氏 名 常勤・非常勤
の別 担当職務・現職 

代表理事 玄 秀盛 常  勤 公益社団法人日本駆け込み寺代表 
理 事 日下 公人 非常勤 評論家、日本財団特別顧問 
理 事 中村 克夫 非常勤 日本大学理事、陽光株式会社取締役社長 
理 事 新田 勇 非常勤 元大阪府警本部長、元在スリランカ特命全権大使 
理 事 宮崎 正 非常勤 日本財団アドバイザー、元共同通信社東京支社長 
理 事 矢田 次男 非常勤 弁護士、元東京地検特捜部検事 
理 事 山田 髙廣 非常勤 公益財団法人モーターボート競走保安協会理事長 
監 事 大内 隆美 非常勤 構想日本政策スタッフ 
監 事 髙野 角司 非常勤 税理士法人髙野総合会計事務所総括代表 

 
8. 職員に関する事項 

職 員 数 前期末比増減※1 平均勤続年数※2 
男  性 5名 －1 48.4ヶ月 

女  性 4名 ±0 28.5ヶ月 

合計または平均 9名 ±0 39.6ヶ月 

※1 平成 27 年 3 月末との比較  
※2 平成 24 年 11 月 1 日（公益社団法人登記時）より起算 

9. 許認可に関する事項 

該当する事項なし 

 

Ⅱ. 事業の状況 
1. 事業の実施状況 

（1） 対面・電話・手紙・Eメール等による相談 

さまざまな問題を抱えて人生の中で立ち止まっている人のための「駆け込み寺」として、

相談業務を実施した。すべての相談員は常にスキルアップを心がけ、情報を共有し、駆け

込み寺の根幹を成す相談業務の質の向上を目指している。 

また、相談対応時間外でも、相談者の状況により臨機応変に対応している。 

平成 28 年 4月から平成 29年 3月の相談件数及びその内容は次頁のとおり。  
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 相談対応時間 相談件数 相談件数合計 

日本駆け込み寺歌舞伎町本部 
日曜日～土曜日（無休） 

午前 10時～午後 6時 
2,089件 

2,752件 

国分町駆け込み寺（仙台支部） 
日曜日～土曜日（不定休） 

午前 10時～午後 10時 
663件 

 
【月別相談件数】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【案件別相談件数】 
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（2） 相談者の問題改善につながる提案・支援 

① スカイプ、メールによる相談業務 
電話や面談以外にスカイプやメールを活用した相談業務を行なっている。相談受付体

制の多様化を図ることにより、遠隔地のため駆け込み寺への来訪が困難な方や、耳の不

自由な方等のご相談にも対応が可能。また、連絡所に寄せられた相談も本部や近隣の連

絡所と連携し支援や解決にあたっている。 
② 相談員の育成 

ボランティア相談員を希望する人を対象に、相談員育成の研修を実施している。 
③ 無料法律相談 

毎月 1 回青葉総合法律事務所の山本雄一朗弁護士による法律無料相談を実施している。 

④ ホームページや SNSを活用した情報提供活動 

媒 体 内 容 
ホームページ 

http://nippon-kakekomidera.jp/ 

https://www.kokubunchokakekomidera.com/ 

 

・活動，相談，支援，ボランティア等の情報 

・寄付窓口，会員申込・会費支払窓口 

・無料法律相談案内の情報 

・相談事例・相談レポート 

・仙台支部女性相談所 

・玄秀盛の言葉，動画，書籍，講演等の情報 

・お悩み WOMANプロジェクトの案内 

・CANPANブログ案内 

・Facebookの情報 等   

メールマガジン ・会員向け：日本駆け込み寺通信 

・ボランティア向け：駆け込み寺ボランティア通信 

・ボランティア向け：女性スタッフからのお知らせ 

・企業向け：日本駆け込み寺通信 

Facebook 

https://ja-jp.facebook.com/nipponkakekomidera/ 

https://www.facebook.com/kokubunchokakekomidera/ 

https://www.facebook.com/restartsakurabachihiro/ 

・日本駆け込み寺活動報告・相談案内 等 

・RESTART～桜庭千尋の駆け込み寺日記～ 

Twitter 

https://twitter.com/k_kakekomidera 
・日本駆け込み寺活動報告・相談案内 等 

 
（3） 講演会・研修会等の啓発活動 

講演会、メディア出演等の啓発・広報活動は以下の通り。 

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

日付 媒体 媒体名 内容 

2016.04.01 月刊誌 月刊「MOKU」 世相を斬る！「善意を喰う人々」 

2016.04.05 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 新しいスタートを切る人たちへ！  

2016.04.12 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さんの、○○狩りの想い出！  

2016.04.19 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 歌舞伎町の「京丹後屋」について！  

2016.04.26 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO この放送時間のﾗｽﾄ！ﾜｲﾜｲと放送！ 

2016.04.26 ラジオ 
文化放送「くにまるジャパ
ン」 

刑務所出所者支援居酒屋 

2016.05.01 月刊誌 月刊「MOKU」 世相を斬る！「主役になった”ｷﾘｷﾞﾘｽ”」 

  

http://nippon-kakekomidera.jp/
https://www.kokubunchokakekomidera.com/
https://ja-jp.facebook.com/nipponkakekomidera/
https://www.facebook.com/kokubunchokakekomidera/
https://www.facebook.com/restartsakurabachihiro/
https://twitter.com/k_kakekomidera
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日付 媒体 媒体名 内容 

2016.05.06 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 逃げるから追いかけられる！  

2016.05.13 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 昼間の玄さん、愉快に登場！  

2016.05.20 イベント 日本駆け込み寺「縁祝謝宴」 日本駆け込み寺 14 周年記念  

2016.05.21 イベント 日本駆け込み寺「縁祝謝宴」 日本駆け込み寺 14周年＆玄秀盛還暦祝い 

2016.05.27 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 した後悔よりも、しない後悔  

2016.06.01 月刊誌 月刊「MOKU」 
世相を斬る！「学校の先生に聞いてみた。
『何のために勉強するの？』」 

2016.06.03 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 玄さんにとって大事な人達のお話  

2016.06.10 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
駆け込み寺ではどんな相談も OK！時には
こんな相談事も・・  

2016.06.17 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO つらい時にはつらい顔をすれば良い！  

2016.06.25 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ！ 刑務所出所者支援居酒屋 

2016.06.30 
WEB 
日経ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ 

梶原しげるの「プロのしゃ
べりのテクニック」 

玄秀盛インタビュー 
「出所者」が働く居酒屋が新宿にある理
由 

2016.07.01 月刊誌 月刊「MOKU」 世相を斬る！「いのちの主役は誰か!?」 

2016.07.01 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 一言「句読点をつけること！」  

2016.07.02 講演 
新居浜を明るくする運動大
会 

記念講演「たった一人のあなたを救う」 

2016.07.08 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 昨日は七夕！玄さんの願い事とは…  

2016.07.10 講演 
富山県更生保護フェア inとや

ま 
記念講演「たった一人のあなたを救う」 

2016.07.16 講話 
国分町駆け込み寺 4 周年記
念 

国分町駆け込み寺の現在・過去・未来 

2016.07.21 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ！ 助けてみのさん～解決！トークバトル～ 

2016.07.22 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 海にまつわる玄さんの意外な特技とは  

2016.07.23 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ！ 助けてみのさん～解決！トークバトル～ 

2016.07.25 ラジオ 
山梨放送「はみだししゃべ
くりラジオ キックス」 

気になる人にズバリ！キックス！ 

2016.07.27 ラジオ 
鎌田實×村上信夫 

文化放送「日曜はがんばらな

い」 

玄さんの複雑怪奇な崖っぷち人生と駆け込み

寺事情 

2016.07.29 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 意外！玄さんの苦手な食べ物とは‥？  

2016.08.01 月刊誌 月刊「MOKU」 世相を斬る！「満ち潮から引き潮へ」 

2016.08.01 講演 
在日本大韓民国民団宮城県
地方本部【生活相談センタ
ー】 

【同胞大統合事業】玄秀盛講演会 

2016.08.05 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 「駆け込み寺の男-玄秀盛-」本日発売！  

2016.08.12 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 歌舞伎町のお盆の様子は？  

2016.08.20 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ！ 助けてみのさん～解決！トークバトル～ 

2016.08.23 WEB nippon.com（ﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞｯﾄｺﾑ） 
崖っぷちの人を救う－ 

「日本駆け込み寺代表・玄秀盛さん」 
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日付 媒体 媒体名 内容 

2016.08.24 
トーク＆ 

サイン会 

「駆け込み寺の男 玄秀盛」 

刊行記念・トーク＆サイン会 

著者・佐々涼子さんとの 
トーク＆サイン会 

2016.08.26 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 今日はお目出度ムード！その理由は‥  

2016.09.01 月刊誌 月刊「MOKU」 
世相を斬る！「自分の中に未来がある
か！」 

2016.09.02 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADI0 玄さんの新刊「もう大丈夫」発売中！  

2016.09.09 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 秋の夜長の風物詩は‥ 他 

2016.09.23 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 動物愛護週間！玄さんって‥○○に似てる  

2016.09.30 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さんの秋の楽しみとは‥？  

2016.10.01 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ！ 助けてみのさん～解決！トークバトル～ 

2016.10.07 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さんの得意なスポーツは・・？ 

2016.10.08 機関誌 フィランソロピーNo.376 「もう大丈夫」の書評が掲載 

2016.10.14 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さんが考える「芸術」とは？ 

2014.10.28 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
秋の行楽シーズン玄さんが行きたい場所
は？ 

2014.11.04 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さん、実は入院していた・・？！ 

2016.11.09 
VR 動画ﾆｭｰ
ｽ 

tohoku360 
「大人の社会見学」国分町駆け込み寺を
紹介 

2016.11.11 講話 法務省 長野刑務所 講話「どんな過去でもやり直しはきく」 

2016.11.18 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さん、最近は〇〇がお好き・・？！ 

2016.11.19 
フ ォ ー ラ
ム 

日本再発見塾 in奥会津 
「日本の良さを再発見」フォーラム ゲス
ト 

2016.11.21 講話 
世田谷区保護司会主催 法務

省提唱「社会を明るくする運

動」 

「～たった一人を救う～をモットーに」 

2016.11.25 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 冬休み、玄さんの行きたい所は・・？ 

2016.11.28 情報誌 「TOKYO人権」コラム 

「社会参加の再チャレンジを支援する 
歌舞伎町の真ん中で出所者を雇用する居
酒屋」 

2016.12.01 講演 早稲田矯正保護展 「第 21回早稲田矯正保護展」 基調講演 

2016.12.02 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 師走到来！玄さん実は○○奉行・・!? 

2016.12.06 ラジオ 文化放送「くにまるジャパン」 極シアター 

2016.12.09 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
イルミネーション、玄さんのお勧めの場
所は・・？ 

2016.12.23 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さんのクリスマスの想い出は・・？ 

2016.12.30 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
今年最後の放送は、玄さんの大切な人が
登場！ 

2017.01.06 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
2017年初登場は、電話出演。 
玄さんのお正月を伺いました。 

2017.01.07 
AbemaTV（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ） 
みのもんたのよるバズ 助けてみのさん～解決！トークバトル～ 

2017.01.07 WEB 
nippon.com 

（ニッポンドットコ
ム） 

崖っぷちの人を救う－「日本駆け込み寺代

表・玄秀盛さん」8か国語に翻訳完了 

2017.01.11 新聞 中外日報 インタビュー「悪縁切ります」 
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日付 媒体 媒体名 内容 

2017.01.20 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さん、元気な姿で登場！ 

2017.01.27 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO お鍋大好き玄さん！おすすめのお鍋は・・ 

2017.02.03 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 節分！みんなで恵方巻を食べよう！ 

2017.02.10 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
バレンタインデーの玄さんの想い出と
は・・ 

2017.02.12 ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ 
科学技術振興機構（JST） 
社会技術研究開発センター
(RISTEX） 

「安全な暮らしをつくる新しい公／私空
間の構築」主催 「ドメスティック･バ
イオレンスと いま、どう向き合うか」
ゲスト 

2017.02.24 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 影響を受けた本は・・？ 

2017.03.03 卓話 
横浜東ロータリークラブ例
会 

卓話「たった一人のあなたを救う」 

2017.03.03 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 玄さん電話で出演！今日はドコに？ 

2017.03.17 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 
前回は講演中に電話出演！その時のお話
を聴いちゃいます 

2017.03.23 講演 
立正佼成会教会長指導会 
「人権学習会」 

講演「たった一人のあなたを救う」 

2017.03.24 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 卒業シーズン！玄さんが考える卒業... 

2017.03.25 講演 
NPO 法人自立生活支援セン
ター歩（日本駆け込み寺兵
庫サポートセンター） 

三木市人権教育団体助成事業 
人権講演会「何があっても生きる」 
～孤立・貧困・自死の連鎖を断つ～ 

2017.03.27 WEB 佼成新聞 DIGITAL 
たった一人のあなたを救う--人権学習会
で日本駆け込み寺の玄秀盛氏が講演 

2017.03.31 ﾗｼﾞｵ日本 玄秀盛の駆け込み RADIO 三月も今日でおしまい。明日はアノ日！ 

 
（4） 被災者・被害者及び加害者の支援プロジェクト 

① 駆け込み寺仙台支部運営 
 相談業務 

仙台市青葉区国分町において、悩みや問題を抱えている方の相談業務を行なってい

る。また、東日本大震災の復興支援活動の一環として、被災地の集会場等において被

災者の問題の解決や悩みの軽減を目的に相談業務を行なう「出張駆け込み寺」を実

施した。「出張駆け込み寺」の実施状況は以下の通り。 

日時 開催市 会場 

4月 16 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

5月 22 日（土）12：00～20：00 福島県福島市 福島市市民活動サポートセンター 

6月 18 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

7月 23 日（土）13：10～20：00 岩手県盛岡市 岩手県 NPO活動交流センター 

7月 24 日（日）13：00～20：00 福島県福島市 福島市市民活動サポートセンター 

7月 31 日（日）12：00～17：00 宮城県名取市 名取市市民活動支援センター 

8月 20 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

8月 21 日（日）13：00～20：00 山形県山形市 山形市市民活動支援センター 
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日時 開催市 会場 

9月 10 日（土）15：00～17：00 栃木県宇都宮市 宇都宮市まちづくりセンター 

9月 17 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

9月 24 日（土）10：00～16：00 宮城県大崎市 大崎市市民活動サポートセンター 

9月 27 日（火）15：30～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

10月 08 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

10月 15 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

10月 23 日（日）12：00～17：00 宮城県名取市 名取市市民活動支援センター 

11月 05 日（土）15：00～17：00 栃木県宇都宮市 宇都宮市まちづくりセンター 

11月 12 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

12月 10 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

12月 17 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

01月 14 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

01月 28 日（土）15：00～17：00 栃木県宇都宮市 宇都宮市まちづくりセンター 

02月 18 日（土）13：00～20：00 宮城県栗原市 栗原市市民活動支援センター 

02月 25 日（土）12：00～17：00 宮城県石巻市 石巻市 NPO支援オフィス 

 

 講演会やセミナーの実施 

日本駆け込み寺の活動と仙台支部の認知度向上のため、講演会やミニセミナーを実

施している。実施したセミナーは以下の通り。 

実施日 実施内容 

平成28年4月23日（土） ダメダメ男に『死ね』と言われる女性、ダメダメ男に『死ぬ』と言われる
女性 

平成28年5月28日（土） 
ダメダメ男に『死ね』と言われる女性、ダメダメ男に『死ぬ』と言われる
女性 パート 2 

平成28年8月27日（土） 
ダメダメ男に『俺を怒らせるおまえが悪い』と言われた女性、ダメダメ男
に『おまえには生きている価値がない』と言われた女性 

平成29年1月21日（土） 
女性のステージをワンランク上げる癒しの一滴 ～フラワーエッセンス
ミニ講座～ 

平成29年3月25日（土） PTGワークショップ in 日本駆け込み寺仙台支部 

 

② 刑務所出所者の再犯防止と自立支援 

 自立準備ホームの設置 
出所者の再犯防止と社会復帰を目的として、平成 26年 10月より「自立準備ホーム」

を運営している。生活指導や就労支援、行政や専門機関への橋渡し等を行なう他、必

要に応じて薬や金銭の管理等も行なっている。 
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③ 会員、ボランティアの募集 

ホームページ、パンフレット等で、会員やボランティアの募集を行なっている。 

ボランティア登録者数は本部が 517名、仙台支部が 103名である。 

（平成 29年 3月末現在） 

（5） 会報・機関誌の発行 

会員やボランティアに向けてメールマガジンを発行している。 
 会 員 向 け：日本駆け込み寺通信 
 ボランティア向け：駆け込み寺ボランティア通信 
 ボランティア向け：日本駆け込み寺女性スタッフからのお知らせ 

（6） 支部の運営 

7ページ Ⅱ-1-(4)-①駆け込み寺仙台支部運営 参照 

 

（7） 前各号の事業に付帯する事業 

① 駆け込み寺連絡所の開設 

・連絡所は平成 29 年 3月末現在 16箇所。本業の運営状況や家庭の事情で活動の継続

が困難になるケースが少なからず発生しているため、現在は積極的な募集はしてい

ない。近畿地区では兵庫サポートセンター（兵庫県三木市）、奈良連絡所、大阪連

絡所が連携し、講演会の企画運営をはじめ、地域に特化した支援活動を実施してお

り、連絡所の質の向上を図っている。 

② ボランティアによる活動 

・ボランティア相談員、夜間パトロール隊、ボランティア集会、清掃活動 等 

 

（8） その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

① 募金箱およびパンフレットの設置 

平成 29 年 3月末現在 本部 113箇所、仙台支部 26箇所、計 139箇所の設置。 

 
2. 重要な契約に関する事項 

（1） 助成契約 

契約相手方：公益財団法人 日本財団 
助 成 金 額：63,140,000円 

契 約 期 間：平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

契約の概要：DVや家庭内暴力等に悩む社会的弱者に対する相談・支援活動 

 

（2） 助成契約 

契約相手方：社会福祉法人 宮城県共同募金会 

社会課題解決「みやぎチャレンジプロジェクト 」 

（募金期間）：平成 28年 1月 1日～平成 28年 3月 31日 

助 成 金 額：1,172,660円 

契 約 期 間：平成 28年 5月 1日～平成 29年 3月 31日 

契約の概要：自殺・貧困・ホームレス等の早期発見プロジェクト 
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3. 役員会等に関する事項 

 
4. 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態 

単位：千円 

事業年度 平成 26年 3月期 平成 27年 3月期 平成 28年 3月期 平成 29年 3月期 

前期繰越収支差額 12,289 27,176 45,786 64,629 

当 期 収 入 合 計  68,823 70,788 75,759 80,880 

当 期 支 出 合 計  53,936 52,177 56,916 62,378 

当 期 収 支 差 額  14,887 18,611 18,843 18,502 

次期繰越収支差額 27,176 45,786 64,629 83,132 

資 産 合 計 29,524 48,615 67,423 85,460 

負 債 合 計 2,348 2,829 2,793 2,328 

正 味 財 産 27,176 45,786 64,629 83,132 

 
Ⅲ. 法人の課題 

自主財源による運営を目指しているが、現状は日本財団からの助成金が主な収入であるが、平

成 28年度が最終年度となる。今後の運営資金の確保や収益の増大を図るため、以下の事業の拡

大が課題である。 
 収益事業 （セミナー・研修・ファンドレイズ等） 
 会員募集活動 
 寄付、募金活動  等 

 
Ⅳ. 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

該当する事項なし 
         以上 

役員会等 開催年月日 議事事項 

定時理事会 平成 28年 6月 6日 

第 1号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度事業報告書承認の件 

第 2号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度決算書類承認の件 

第 3号議案：書面決議による定時社員総会承認の件 

その他報告事項 

定時社員総会 平成 28年 6月 22日 
第 1号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度事業報告承認の件 

第 2号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度決算書類承認の件 

臨時理事会 

（書面決議） 
平成 28年 8月 12日 

第 1号議案：公益社団法人日本駆け込み寺決算書類修正承認の件 

第 2号議案：公益社団法人日本駆け込み寺寄附金等取扱規程承認の件 

第 3号議案：書面決議による臨時社員総会承認の件 

臨時社員総会 

（書面決議） 
平成 28年 8月 29日 

第 1号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度事業報告承認の件 

第 2号議案：公益社団法人日本駆け込み寺平成 27年度決算書類承認の件 

定時理事会 平成 29年 3月 15日 

第 1号議案：平成 29年度収支予算承認の件 

第 2号議案：平成 29年度事業計画書承認の件 

その他報告事項 
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