
平成30年度事業報告書  

特定非営利活動法人  プラス・エデュケート  

 

１  事業実施の概略  

特定非営利活動法人プラス・エデュケートは、日本に居住する外国人および日本人の双方に対し

て、地域社会で求められる教育に関する事業を行い、諸問題の改善や解決を図ることで多文化共

生社会における青少年の人権擁護・健全育成及び社会教育の推進に寄与することを目的とし、次

の事業を実施した。具体的には、本法人の定款第５条特定非営利活動に係る事業①教育支援事業

として、『外国人のための放課後学習支援事業』、『豊明市・碧南市・安城市の日本語初期指導教室

事業』、『進路に関する相談受付事業』を実施するとともに、『不就学・不登校の児童生徒のための

就学支援事業』を実施した。  

 

２  事業の実施に関する事項  

（１）特定非営利活動に係る事業  

①教育支援事業  

ア  外国籍児童生徒のための放課後学習支援事業  

（ア）事業内容  

日本の公立学校に通学し、日常会話はできるものの学習言語の習得がされておらず、著し

く学習に遅れがみられる外国籍児童生徒のための放課後学習支援事業  

（イ）開催日時  

平成30年4月9日～平成3 1年3月23日  毎週月・木16 :00～20 :00  

（ウ）場所  

   豊明市二村台３－１－１  5 5棟１０７  特定非営利活動法人プラス・エデュケート  

（エ）従事者  

ボランティア  2 0名  

（オ）対象者  

  日本の学校に通う外国人児童生徒 (小学生・中学生 )  

（カ）費用  

  1 , 651 ,964円  

（内訳）  人件費1 ,547 ,1 50円  旅費交通費90 ,87 9円  教材費等  1 3 ,935円  

（キ）収益  

1 ,394 ,880円  

（内訳）  事業収入  9 09 , 000円  補助金485 ,880円  

 

イ  豊明市プレクラス・プレスクール事業（豊明市委託事業）  

 （ア）事業内容  

   豊明市内にすむ日本語理解が不十分な外国籍児童生徒に対する日本語教育事業  

 （イ）開催日時  

   平成30年4月1日～平成31年3月31日  

 （ウ）場所  

   豊明市二村台３－１－１  5 5棟１０７  特定非営利活動法人プラス・エデュケート  

 （エ）従事者  

   ９名  

 （オ）対象者  

   豊明市内在住の6歳～15歳までの外国籍児童生徒  

 



 （カ）費用  

   8 ,270 ,118円  

   （内訳）  給与6 ,755 ,313円  交通費179 ,996円  教材費65 ,117円  通信費51 ,054円  

消耗品費10 ,688円  水道光熱費110 ,771円  印刷経費94 ,821円  

リース料58 ,320円  地代家賃374 ,176円  修繕費7 ,500円  

法定福利費501 ,939円  福利厚生費90円  事務用消耗品費60 ,333円  

 （キ）収益  

   7 ,538 ,100円  

   （内訳）  豊明市委託金  7 ,538 ,100円  

 

ウ  碧南市初期指導教室事業（碧南市委託事業）  

 （ア）事業内容  

   碧南市内にすむ日本語理解が不十分な外国籍児童生徒に対する日本語教育事業  

 （イ）開催日時  

   平成30年4月2日～平成31年3月1日  

 （ウ）場所  

   碧南市内における児童館5か所  

(エ )従事者  

   1 1名  

 （オ）対象者  

   碧南市内在住の6歳～15歳までの外国籍児童生徒  

 （カ）費用  

   7 ,953 ,626円  

   （内訳）  給与6 ,729 ,750円  交通費466 ,523円  教材費192 ,554円  通信費44 ,107円  

事務用消耗品費69 ,092円  法定福利費366 ,091円  福利厚生費11 ,175円  

印刷経費54 ,760円  備品消耗品費19 ,574円  

 （キ）収益  

   7 ,662 ,137円  

   （内訳）  碧南市委託金  7 ,662 ,148円  

 

 エ  安城市初期指導教室事業（安城市委託事業）  

 （ア）事業内容  

   安城市内にすむ日本語理解が不十分な外国籍児童生徒に対する日本語教育事業  

 （イ）開催日時  

   平成30年5月1日～平成31年3月20日  

 （ウ）場所  

   安城市内小学校のうち、安城市教育委員会が指定する 4校  

(エ )従事者  

   ６名  

 （オ）対象者  

   安城市内在住の6歳～15歳までの外国籍児童生徒  

 （カ）費用  

   1 0 ,208 ,800円  

   （内訳）  給与8 ,308 ,550円  交通費596 ,372円  教材費164 ,105円  通信費3 ,280円  

備品消耗品費47 ,887円  事務用消耗品費111 ,331円  法定福利費867 ,4 06円  

福利厚生費1 ,980円  地代家賃5 ,880円  雑費13 ,303円  退職金88 ,706円  

 （キ）収益  

   7 ,302 ,780円  



   （内訳）  安城市委託金  7 ,302 ,780円  

 

オ  進路に関する相談受付事業  

  （ア）事業内容  

    進路子育てについて、様々な悩みを抱えている保護者を対象におこなう事業  

  （イ）開催日時  

    平成30年4月1日～平成31年3月31日  

  （ウ）場所  

    豊明市二村台３－１－１  5 5棟１０７  特定非営利活動法人プラス・エデュケート  

  （エ）従事者   

    ボランティア  2名  

  （オ）相談者  

    高校受験を予定していた生徒とその保護者 5名  

  （カ）費用  

    ０  （円）  

（キ）収益  

    ０  （円）  

 

カ  夢バス（不就学・不登校の児童生徒のための就学支援）事業  

  （ア）事業内容  

    外国にルーツをもつ子どもで、将来不就学や不登校になる可能性がある児童生徒に  

送迎を伴った日本語や基礎教科指導を行い、就学につなげるための事業  

  （イ）開催日時  

    平成30年4月9日～平成31年3月18日  

  （ウ）場所  

    豊明市二村台３－１－１  5 5棟１０７  特定非営利活動法人プラス・エデュケート  

  （エ）講師および従事者  

    4名  

  （オ）参加者  

     豊明市・知立市・豊田市などの近隣自治体に在住の外国籍児童生徒  

  （カ）費用  

    1 ,886 ,976円  

    （内訳）  給与72 ,0 00円  車両費1 ,626 ,490円  通信費6 ,236円  保険料29 ,784円  

旅費交通費3 ,870円  地代家賃148 ,596円  

  （キ）収益  

    1 ,823 ,422円  

    （内訳）  愛知県補助金  1 ,823 ,422円  

 

 

②多文化共生に関する事業  

   本年度は実施せず  

 

 ③人材育成・派遣事業  

   本年度は実施せず  

 



 ④広報事業  

 講演・研修事業  

（ア）  事業内容   

外国にルーツを持つ子どもへの支援者およびその希望者に対し、日本語教育・学習

教育などについての講演・研修会を行う  

（イ）  開催日時   

平成30年8月  他  

（ウ）  場所    

岐阜県・半田市・安城市・大府市・瀬戸市・刈谷市・星城高等学校など  

（エ）  講師および従事者   

３名  

（オ）  費用   

4 ,670円  

（内訳）  通信費570円  旅費交通費3 ,900円  租税公課200円  

（カ）  収益  

5 00 ,906円  

（内訳）  謝礼収入500 ,9 06円  

 

 

（２）その他の事業  

    本年度は実施せず  

 

 

 

 

 

３  会議の開催に関する事項  

（１）総会  

ア  通常総会  

（ア）開催日時及び場所  

令和元年6月9日 (日 ) 1 3： 30～15：30  当法人事務所   

（イ）議題  

①平成30年度  事業報告  

 

（２）理事会  

（ア）開催日時及び場所  

令和元年6月9日（日）15 : 30～16 :30  当法人事務所  

（イ）議題  

・令和元年度  事業内容について  

・理事改選について  


