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 特定非営利活動法人ボラみみより情報局  

2016年 10月 1日から 2017年 9月 30日まで 

 

1 事業実施の方針 

特定非営利活動法人ボラみみより情報局は、「理念」「社会的役割」を達成するために、2017年度は

「定款 第 5条」の事業を実施した。 

理   念  自らの問題解決に取組む地域社会をきずきます。 

社会的役割  ボランティアをしたい人と必要としている人々をつなぎます。 

ボランティア・NPO活動への理解と参画をひろげます。 

定款 第 5条（1）ボランティア情報提供のための情報誌の編集および発行事業 

（2）ボランティア情報提供のためのホームページの編集および運営事業 

（3）ボランティアに関する調査研究および公開事業 

（4）収集したボランティア情報の公開および提供事業 

（5）ボランティア活動の普及啓発事業  

（6）ボランティア情報の提供、ボランティア団体の広報などに関する支援事業 

（7）子どもの健全育成に関する支援、およびボランティア育成事業 

（8）災害救援に関する支援、およびボランティア育成事業 

 

2 重点項目 

ボラみみより情報局は、下記の 4つの項目を重点的事業として位置づけて実施した。 

(1)会員数の増加、寄付収入の増加 

イベント会場での会員募集や、掲載団体への会員登録の依頼、寒中見舞いによる取り組みなどを

実施してきた。会員数は 140名で昨年度の 153名と比べて減少した。また、各チームで活動会員（ボ

ランティアスタッフ）の募集も実施してきたが、ボランティアスタッフは 73名で昨年度の 89名か

ら減少した。 

ボランティアスタッフやインターンによる営業活動などで、募金箱設置を促進してきた。設置箇

所数は１か所増えた。募金は86,647円の回収金額あったが、昨年度の126,849円には届かなかった。

全体の寄付収入は、ボランティア史の寄付や物資寄贈事業の寄付があったため、全体では3,116,082円の

寄付があり、昨年度の 468,129円より大幅に増加した。 

 

(2)協働連携によるボランティア促進事業の展開 

ボランティア交流イベント開催運営業務を受託して、ボランティアを促進する 16の組織と協働連

携して、ボランティアマッチングイベント「ぼらマッチ！なごや」に取り組み、6月 24日(土)に愛

知学院大学名城公園キャンパスにて開催した。 
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(3)協働連携による「物資寄贈事業」 

物資の寄贈は、年度前半でまとまった数量の物資提供がなかったため、個別に相談を受けた団体

へ寄贈を行った。年度後半で愛知県図書教材協会よりノートや絵の具セット、書道セットなどの学

用品の寄贈を受け、ボランティアの協力を得て仕分け作業を済ませた。今後、必要とする団体への

提供を行っていく準備ができた。 

 

 (4)協働連携による「なごやのボランティア史編纂事業」 

   ボランティア実践者、学識者、マスコミ関係者、社会福祉協議会職員、ボラみみスタッフの 10

名による編纂委員会を 12回開催して、ボランティア史の年表や台割を作成した。 

   また、野村文枝さんの資料リストを作成した。 

 

3 組織体制 

事業を実行するにあたり、ボランティアスタッフが力を最大限に発揮できるよう、ボランティアの

募集を行った。物資の仕分けボランティアは、20名の応募があったが、配達ボランティアや募金チー

ムボランティアなどの募集では、増員にはならなかった。そのため、全体としてスタッフ数は 73名で、

昨年の 89名から減少した。 
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4 チーム報告 

ボラみみより情報局の活動は、多くのボラン

ティアスタッフの活動によって支えられている。 

地域の人たちに提供する「月刊 ボラみみ」やボ

ランティアマッチングサイト「みみライン」な

ど、さまざまな活動は、ボランティアスタッフ

の活躍なしでは成り立たない。 

ボラみみより情報局の組織の特徴は 73 名の

ボランティアスタッフが実践で活躍しているこ

とにある。全てのボランティアスタッフを紹介

することはできないが、ボランティアチームと

ボランティアスタッフの活躍を紹介する。        庄内緑地でバーベキュー 

 

(1)事務局チーム 

 

毎月上旬には、翌月号のボラみみ原稿の校正作業（第一次・第二次）を、下旬に冊子の発送

準備及び発送作業を行いました。これらの作業を通じてボランティア団体(活動)を知ることが

できますし、冊子をボランティアの方々が手に取って下さる姿を想像すると嬉しくなります。 

また、毎月 11 日には、mozo ワンダーシティー店とマックスバリュー太閤店の店頭で「幸せ

の黄色いレシートキャンペーン」を行いました。この活動がキャンペーン告知の一助となって

いること、時々「ご苦労様」と声をかけて下さる方もあることから疲れなどはなく充実感や達

成感を感じます。（横田さん） 

 

(2)編集チーム 

 

今年 5月に創刊 200号を迎えた「月刊 ボラみ

み」。そんな「ボラみみ」の特集記事の企画や取

材などに携わりながら、長年活動を続けている団

体や新たに誕生する団体に出会います。普段の生

活では出会うことなく、たとえ出会ったとしても

見過ごしがちな問題に立ち向かう方々のお話は

とても刺激になり、パワーをもらいます。「ボラ 

祝 200号！編集チーム             みみ」創刊当時とは違い、今は情報が溢れる時代

だからこそ、世の中が必要としているボランティアや、支援の方法や種類も日々変化していき

ます。これからもその変化をひとりでも多くの人に伝えていきたいと思います。（山本マさん） 
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(3)配達スタッフ 

 

ボラみみのボランティアに参加して 9 年近

くになります。初めは発送作業と配達、現在は

発送準備作業（発送前の仕分け、送付のための

準備など）を担当しています。発送準備作業の

もうひとつ前の準備作業をしてくださるスタッ

フが、いつもわかりやすく分類してくださるお

かげで、私たちの作業もスムーズにできます。

自身も発送作業のスタッフが作業をしやすい

よう考えてきました。会ったことのないたくさ

んのスタッフの連携で毎月の発送作業と配達

が完了するのです。いろいろな場所で「ボラみ 

配送作業の様子           み」を手にとってくださる人が増えることを願

いつつ、これからも大好きな発送準備作業を続けていきたいと思っています。（高須さん） 

 

ただただ ひまつぶしというか。しばしの息抜きにお手伝いしているだけです。行き当たりばっ

たりのよぼよぼ歩きのなかで、時々出会う「世の中捨てたもの じゃない」人や事件に、安らぎ

と行く末を流れにまかせているだけです。（サンリンさん） 

 

(4)献血チーム 

 

献血チームは偶数月に一度、土日祝日

を利用して献血推進活動を実施してい

ます。活動の内容は主に大須万松寺献血

ルーム前の新天地通に立ち、通行する

方々に向けて献血への協力を呼びかけ

るものですが、献血推進活動の参加者が

自ら希望して、積極的に献血をする場合

もあります。最近は若者の献血率が下が

り続けている厳しい現実がありますが、

活動に参加してくれるメンバーはいつ 

も若い学生さんが多くてとても活気があ     愛知県知事から感謝状をいただきました 

り、 献血ルーム内はいつも人でいっぱいです。自分が健康なときにこそ、一人でも多くの患者

さんを助けたいという思いで活動しています。（大森さん） 
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(5)会計チーム 

 

あまり経理のことには精通していませんが、昨年から会計を担当することになりました小倉で

す。会計チームは現在 5名のメンバーで、各作業を分担して行っています。発生した伝票を用の

会計ソフトに入力する人。入力し終わった伝票を整理し綴じる人。会計ソフトに入力されたデー

タを元に年齢表（資金繰り表）を作成する人。入力し終わったデータをまとめて経理書類にまと

める人と全体の流れをチェックする人。しかし、これらの 5名がなかなか顔を合わせて打合せす

ることはありませんが入力状況をメールで連絡しあいながら日々作業しています。（小倉さん） 

 

(6)ボラみ力探検隊 

 

イベントでのブース出店の手伝いを中心

に活動しています。ワールドコラボ、ウォー

カソン、ぼらマッチなどは毎年恒例でブース

出店しているので、探検隊としても楽しみに

しているイベントです。楽しんでばかりで目

立った成果は挙げられていないようにも思

いますが(汗）、よく続いているなあと我なが 

ら感心します。 

個々の事情もあり、活動の幅が広がってい

ません。しかし課外活動も相変わらず継続し      ワールド･コラボ･フェスタ                   

ていますので、そちらもこれまで通り楽しみながら、他のチームとの交流でも探検隊が企画でき 

ないかなと考えています。（宇都宮さん） 

 

9月 24日(日)に開催されたデンソーハートフルまつりに参加しました。今年のテーマは「デン

ソーこども未来館～より良い未来を次世代へ～」で、子どもたちのための NPO 版職業体験であ

ったり、子ども向けのものづくり教室など子どもたちがボランティア始めるきっかけになるイベ

ントがたくさんありました。ボラみみはみみ

ちゃんパンフレットの製作をお願いして、た

くさんの子どもたちに手伝って頂きました。

今年はインターンの大学生が子どもたちを

引きつけるのが上手で、ブースは大盛況でし

たよ。去年は国際関係がテーマだったり色々

な情報を発信しているデンソーのハート                               

デンソーハートフルまつり      フルまつり。来年はどんなテーマか楽しみ 

です。（瀬川さん） 
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(7)募金チーム 

 

「月刊 ボラみみ」は毎月無料で発行しています。毎月印刷費だけで 50 万かかっており、そ

の費用を捻出するための一つの取組みとして募金チームは結成されました。 

しかし現状では思うようには開拓ができていません。募金箱を設置していただければ必ず心あ

る人は募金をしてくださいます。喫茶店などの飲食、理容店、販売しているお店、学校関係、コ

ンビニなど置いていただけそうなところがあれば事務局まで連絡をいただけるとありがたく思

います。活動が地味ですが一人でも多く、また少しの時間でも参加していただけるとありがたく

思います。(山本さん） 

 

(8)会員スタッフ 

 

僕の担当する会員事務としては、 

・会員登録（新規・更新）された方の情報をデータベースに入力 

・会費などの入金の確認 

・月 1回、会員あてに「月刊 ボラみみ」等を発送するための下準備 

（あて名ラベル・更新案内・会員登録お礼状作成など） 

 ＊実際の発送作業は、事務局ボランティアさんを中心に行われます。 

・３か月に１回、季刊「みみ通信」の印刷・紙折作業 

・  「月刊 ボラみみ」ボラ情報掲載団体に対する会員募集案内の作成などの仕事をしています。

ボラみみと会員のみなさまとの関係ができるだけ円滑に進むよう心がけています。（島崎さん） 

 

会員向けに年 4 回発行している「みみ通信」の校正を引き続き担当させていただきました。ボ

ラみみの活動に直接参加していない私でも、各事業の様子やスタッフのことがよく分かる内容に

なっています。まずは手に取って読んでいただくことが大事なので、コラムや四コマ漫画などを

交えて楽しく読みやすい会報誌になるよう工夫していますが、ボラみみと会員をつなぐ貴重な媒

体として、今後はさらに「ボラみみを応援したい！」と思っていただけるよう、ボラみみのミッ

ションやスタッフの想いなどが伝わる内容にしていきたいと思っています。(牧さん） 

 

ニュースレター「みみ通信」を担当しています。皆さんが忙しいなかで作業されているので、

原稿がきたら、すぐに作業にとりかかるようにしています。そして、間違いをしない！こと、修

正などのやりとりは最小回数で行うということを心がけています。ボラみみでの出来事を楽しく

皆さんにお伝えする「4 コマ みみ劇場」、実はいちばん時間をかけているコーナーです｡もうす

ぐ 50 話…これからもお楽しみに！(冨田さん) 
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 (9)ネットチーム 

 

ネットチーム会議をほぼ毎月(10 回)開いて 話し合いを行いました(雑談ともいう)。 

また、「月刊ボラみみ」の記事をホームページ「ボラみみ.com」に掲載していますが、データ

のやりとりが止まっており、半年ほど滞っています。 スマートフォン対応、Unicode 対応など、

他の課題も多いのですが、進展

していません。ぜひとも新しい

メンバーにがんばってもらい

たいのですが…… いえ、私も

がんばらないといけませんが。 

電車でスマホを見つめる人た

ちを眺めながら、どうしたら伝

わる広報ができだろうと悩む

この頃です。(緑川さん) 

月 1回のネットチーム会議 

ボランティアをしたい人にボランティアを募集している団体の情報を届けること。この使命の

先には、ボランティアを通じてたくさんの人が社会に在る問題について考え、自ら社会を変えよ

うと行動する人が増えて欲しいという思いがあります。 

ネットチームでは毎月、私たちが生きるこの社会の様々な問題について話し合っています。な

んだか抽象的でよく、わからないですよね。そういう方は一度、会議に参加してみてください。

新しい人が加わって下さることを期待しています。(園部さん） 

 

月１回の定例会ではスタッフ交流の場として、楽しい雰囲気のなか様々な分野にわたって

話し合を続けています。主な作業は「月刊 ボラみみ」特集記事をホームページへ up する

ことです。そして、ネットチームには課題もありそうです。それは、スマートフォンの普及

によりインターネット社会も 10 年前と比べ様変わりしてきました。このままではボラみみ

ホームページも時代遅れになる日が来るかもしれません。そのためにもボランティア情報の

宣伝ツールとして SNS を使いこなす若い人々や、WORDPRESS などのホームページ作成

ツールをいこなす新人を募集して、リフレッシュが必要かもしれません。（岸本さん） 
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5 事業の実施に関する事項 

理念、社会的役割を実現するため、以下の事業を実施した。 

(1)ボランティア情報提供のための情報誌の編集および発行事業（定款第 5条第 1号） 

①ボランティア情報誌「月刊 ボラみみ」編集・発行・配布 

  ②なごや市民活動通信を合冊として編集・発行・配布(請負) 

対  象：ボランティアをしたい読者、延べ 84,000人（年間発行部数の 70％） 

実施内容：ボランティア団体および個人からボランティア募集情報や市民活動に関するイベン  

ト情報を収集し、無料の情報誌を発行した。 

発行回数：年 11回 毎月 1日に発行（1月・2月は合併号） 

仕  様：B5版 モノクロ 16～20ページ＋4ページ（なごや市民活動通信） 11,000部 

対象地域：名古屋市を中心とした愛知県下のスーパーや学校、公共機関など、750箇所に配布 

（前年度実績 740箇所） 

担  当：編集チーム、事務局チーム、配達ボランティア、みみラインシステム担当、事務局 

評  価：ボランティア情報 220件（前年度実績 216件） 

情報提供している既存の媒体は継続して実施した。誌面の内容では、特集をはじめと

する取材記事の充実だけではなく、さまざまな市民活動、ボランティア活動の様を活

動者自身の目線で伝える連載記事を充実させた。 

号数 特集・連載記事内容 情報の件数 

10月号 

ボラみみより情報局 総会共催イベント 座談会 「10 代・20 代と考える これか

らのボランティア」 

連載「Go!Go!ボランティア」 第 14回 『和田ちゃんが行く！』 

ボランティア 
18件 

11月号 

連載「1/6 の子どもたち」第 11 回『６分の１どころじゃない貧困の子どもたち～前

編～』 特定非営利活動法人 ボランティーチャー 

特集「フェアトレードを広め、次世代へフェアな社会をつなぐ活動『特定非営利活

動法人 フェアトレード名古屋ネットワーク』」 

特集「企業の社会貢献活動の現場から『日本特殊陶業株式会社』」 

新団体紹介「特定非営利活動法人 フリースクールへきなん」 

ボランティア 
18件 

12月号 

特集「重症児とその家族の笑顔と未来のために『特定非営利活動法人 ふれ愛

名古屋』」 

特集「ボランティアから法人設立へ！社会を動かした“つながり”のチカラ『社会

福祉法人エゼル福祉会』」 

連載「Go!Go!ボランティア」第 15回『さいとうさんが行く！』 

ボランティア 
18件 

1・2月 
合併号 

合併号特別企画「決定!!! 第 3回ボラみみアワード」  

特集「企業の社会貢献活動の現場から『TOTO株式会社中部支社』」 

新団体紹介「特定非営利活動法人 NAGOYAおもいやり実行委員会」 

連載「1/6 の子どもたち」第 12 回『６分の１どころじゃない貧困の子どもたち～後

編～』 特定非営利活動法人 ボランティーチャー 

特集「物資寄贈でボランティア団体や NPOを支援」 

ボランティア 
22件 
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3月号 

連載「1/6 の子どもたち」第 13 回 『「子ども食堂」は「子どもの居場所づくり」』  

わいわい子ども食堂 

特集「NPOではたらく！」 

特集「企業の社会貢献活動の現場から『富士ゼロックス中部株式会社』」 

新団体紹介「特定非営利活動法人 アジャスト」 

ボランティア 
20件 

4月号 

特集「新生活応援企画 ボランティア適性フローチャート『わたしに向いているボ

ランティアって？』」 

特集「おさらい！ボランティア入門」 

連載「Go!Go!ボランティア」第 16回『ヒロトが行く！』 

ボランティア 
22件 

5月号 

連載「1/6の子どもたち」 第 14回『「貧困の連鎖」から「希望の連鎖」へ子どもた

ちを受け止める場所づくりに取り組む』一般社団法人 アンビシャス・ネットワー

ク 

特集「心に響く『チャン・ビン 二胡演奏団』特定非営利活動法人 チャン・ビン二

胡演奏団』」 

特集「企業の社会貢献活動の現場から『株式会社クラウン・パッケージ本社』」 

新団体紹介「特定非営利活動法人 あいちこども自然学校」 

ボランティア 
20件 

6月号 

特集「子ども主体で『一緒に楽しむ場所作り』を 特定非営利活動法人 名古屋

おやこセンター」 

特集「翻訳絵本で世界に笑顔を広げよう！『認定 NPO 法人 ESA アジア教育支

援の会『ゾウさん文庫』プロジェクト』」 

連載「Go!Go!ボランティア」第 17回 『ITOが行く！』 

ボランティア 
20件 

7月号 

連載「1/6 の子どもたち」第 15 回『すべては一人ひとりの未来のために』一般社

団法人 愛知 PFS協会 

特集「『いない』のではなく『見えない』 －LGBT への正しい理解を広めるために

『特定非営利活動法人 ASTA』」 

特集「企業の社会貢献活動の現場から『東京海上日動火災保険株式会社』」 

新団体紹介「Pay Forward」 

ボランティア 
20件 

8月号 

ボラみみより情報局第 14回通常総会併催 座談会 渡辺 勉×陸川ようこ×織

田元樹「ボランティアのこれまでとこれから」 

連載「Go!Go!ボランティア」第 18回 『靖子さんが行く！』 

ボランティア 
20件 

9月号 

連載「1/6の子どもたち」第16回『なぜ今、「なごや子ども貧困白書」か～「子ども

にやさしいまち」を目指して』特定非営利活動法人 子ども＆まちネット 

特集「企業の社会貢献活動の現場から『新東工業株式会社』」 

新団体紹介「特定非営利活動法人 ピース・トレランス」 

ボランティア 
22件 

 

(2)ボランティア情報提供のためのホームページの編集および運営事業（定款第 5条第 2号） 

①「ボラみみ.com」及び「みみライン」の運営 

対  象：愛知県、岐阜県、三重県のボランティア・NPO活動に関心のある市民 

実施内容：Webサイトにおいて収集したボランティア情報・イベント情報を公開する。ホーム

ページの情報の管理・更新を行う。また、個人ボランティア登録により、個別にボ

ランティア・イベント情報の配信を実施する。 

更新回数：随時 

担  当：ネットチーム、事務局チーム、みみラインシステム担当、事務局 

評  価：情報アクセス年間  172,629件（前年度実績 247,315件） 

個人登録 延べ        3902件（昨年 3,771件） 
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②「みみライン」システム提供（自主事業） 

対  象：ボランティア・NPOセンター、企業や大学のボランティアセンターなど 

実施内容：「みみライン」システムの導入 

担  当：みみラインシステム担当、事務局 

評  価：18組織に対し「みみライン」システムを提供。 

 

(3)ボランティアに関する調査研究および公開事業（定款第 5条第 3号） 

①なごやのボランティア史編纂事業(自主事業) 

 対  象：名古屋を中心として地域で活動しているボランティア 

 実施内容：10月から 9月の間に 12回編纂委員会を開催して、ボランティアを取り巻く社会情勢 

を年表にまとめ、ボランティア史で取りあげる団体を選び、台割を作成した。また、

野村さんの残した資料を整理し、リストを作成した。 

担  当：編集委員会（事務局、名古屋市社会福祉協議会、学識経験者、編集経験者、ボランテ

ィア実践者） 

評  価：読み物編と資料編の 2 分冊を予定しているが、読み物編の構成をまとめることができ

た。また、1000以上の資料のリスト化を行なえた。 

 

②アンケート調査および、アクセス解析(自主事業) 

 対  象：ボランティア情報掲載団体／ボラみみ読者 

 実施内容：①「月刊 ボラみみ」掲載団体へ、ボランティア参加状況のアンケート調査・分析 

(11回) 

       ②「みみライン」のアクセス数や、利用状況の調査・分析(日次、週次、月次) 

       ③サイトのアンケートフォームによる調査・分析(随時) 

 担  当：事務局チーム、事務局 

対  象：掲載団体 

 

●Web掲載状況（2016年 10月 1日～2017年 9月 30日） 

ボランティア情報投稿数       573件／年 

ボランティア情報アクセス数  143,468件／年 

イベント情報投稿数          354件／年 

イベント情報アクセス数     29,161件／年 

 

●アンケートの回答状況 

（2016年 10月 1日～2017年 9月 30日の間に回答があったもの） 

 ・アンケート回答総数  317件（回答率 35.7％） 

 ・問合わせ  問合わせあり 150件（合計 546名）  
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問合わせなし 132件 

わからない  35件 

    ・参加    参加あり   124件（合計人数 486名）  

参加なし   129件 

わからない  64件 

  

<内訳> 

 ●web（みみライン）にのみ掲載した情報のアンケートによる参加状況（イベント含む） 

  ・アンケート回答総数  221件 

   ・問合わせ  問合わせあり 75件（246名） 

問合わせなし 115件 

わからない   31件 

      ・参加    参加あり    55件（合計 184名） 

参加なし    108件 

わからない   58件 

    

  ●誌面掲載情報のボランティア参加状況（2016年 8月号～2017年 7月号） 

   ※誌面掲載団体へのアンケートは、掲載から約 1ヶ月後に FAXやメールで調査しているため、2016年 10

月以降に回答がある 2016年 8月号～2017年 9月に回答がある 2017年 7月号までを集計した。 

    ・誌面への情報掲載数  220件 

    ・アンケート回答件数  96件 

    ・アンケート回収率   43.6％ 

・問合わせ  問合わせあり 75件（合計 300名） 

問合わせなし 17件 

わからない  4件 

・参加    参加あり   69件（合計 302名） 

参加なし   21件 

わからない  6件   

※誌面掲載団体へのアンケートは、掲載から約 1ヶ月後に FAXやメールで調査している。 

そのため、掲載 1ヶ月以降に参加があった場合は、統計に反映されない。 
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評  価：誌面に掲載したほうが、情報への問合せ率が高く、また参加に結びつくことも多いと

思われる。 

昨年度に比べ、アンケートの総回答数・回答率ともに下がっている。また、誌面掲載

団体の回収率も、昨年度（2016年度 43％）から上げることができなかった。掲載した

情報に対する参加状況などを把握するために、掲載団体に対してアンケートへの協力

を引き続き呼びかけていきたい。 

 

(4)収集したボランティア情報の公開および提供事業（定款第 5条第 4号） 

①ボランティア・イベント情報の提供 

対  象：企業の社会貢献担当部署や行政の市民活動担当部署 

実施内容：広くボランティア・イベント情報を提供していくことを目的に、収集したボランティ

ア活動・NPO活動に関する情報を、必要に応じ加工して提供した。 

担  当：事務局 

評  価：スマイルゆうネットでは、2016 年 10 月～2017 年 9 月の期間で 131 名の参加があり、

前年度の同期間 80名の 1.6倍の参加があった。サイトが広く知られてきている。  

期間 企業名 内容 

2016年 10月～2017年 9月 トヨタグループ 9社 スマイルゆうネットへの情報提供 

 

(5)ボランティア活動の普及啓発事業（定款第 5条第 5号） 

①講師派遣  

対  象：愛知県、岐阜県、三重県民 

実施内容：ボランティア・NPO活動の普及啓発を目的に、ボランティア活動などに関するイベン

ト等の講師派遣を実施した。 

担  当：事務局 

派遣日 講座テーマ 派遣先 

2016年 10月 15日（土） 
つなぎの学び舎・実践編「つながりたい！ 相手

へのアプローチの仕方を考える」 

刈谷市民ボランティア活動

センター 

10 月 18日（火） 
地域の支えあい活動人材養成講座「広報力を高

める」 
名古屋市社会福祉協議会 

12月 11 日（日） 
次世代の NGO を育てる、コミュニティカレッジ

2016「創り上げた企画は賛同を得られるか？」 
名古屋 NGOセンター 

 2017年 3月 17日（金） 地域福祉リーディングモデル事業学習会 名古屋市社会福祉協議会 

4月 5日（水） ボランティアコーディネート講座 愛知淑徳大学 CCC 

5月 19日（金） 
あいちシルバーカレッジ「ＮＰＯとボランティア」 

（岡崎） 
愛知県社会福祉協議会 
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6月 14日（水） 産官民提携講座Ⅳ「ボランティア講座」 愛知学院大学 

6月 21日（水） 
あいちシルバーカレッジ「ＮＰＯとボランティア」 

(豊橋) 
愛知県社会福祉協議会 

7月 21日（金） 
ボランティアコーディネーター研修「情報の収

集・整理・提供」 
愛知県社会福祉協議会 

9 月 3日（日） 
次世代の NGO を育てる、コミュニティカレッジ 

企画づくりとは～シュミレーションしてみよう～ 
名古屋 NGOセンター 

9月 14日（木） 
あいちシルバーカレッジ「NPO とボランティア」

（名古屋） 
愛知県社会福祉協議会 

9月 22日（金） 
NPO マネジメントスクール～法人運営を強固な

ものに！ そして協働へ！～「広報」 
愛知県社会活動推進課 

評  価：講師派遣回数 12回（前年実績 24回）参加者がスキルを身につけることができた。 

 

②ボランティア交流イベント開催運営事務委託（委託事業） 

テ ー マ：ボランティア活動の促進 

対  象：名古屋市内在住・在学・在勤の学生・社会人 

（働いている人、主婦、退職者など） 

実施内容：ボランティアのマッチングイベント「ぼらマッチ！なごや」を 2017年 6月 24日(土)

に愛知学院大学 名城公園キャンパスにて実施した。コンセプトは就職企業展のボラン

ティア版で、ボランティアをしたい人とボランティアを求める団体の面談を行える

ブース出展をメインに、ボランティア体験者のパネルディスカッション、講座や体験コー

ナーを企画した。 

期  間：2017年 4月～2017年 8月 

【協働会議参加団体】特定非営利活動法人 名古屋 NGOセンター、社会福祉法人 名古

屋社会福祉祉協議会、愛知大学 ボランティアセンター、愛知学院大学 地域連携セン

ター、愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーションセンター、同朋大学、名古屋学

院大学 学生支援課、名古屋学芸大学 サービスラーニングセンター、名古屋市立大学 

学生課、名城大学 ボランティア協議会、日本福祉大学 地域連携推進室、株式会社デ

ンソー、ブラザー工業株式会社 コーポレートコミュニケーション部、名古屋市青少年

交流プラザ ユースクエア、公益財団法人 名古屋国際センター、特定非営利活動法人 

ボラみみより情報局、名古屋市 

評  価：2017年度は出展団体、運営ボランティア含む全体で 370 名の参加があった。前年度よ

りも全体の参加者数は減ったものの、1 フロアでの開催ということもあり、会場の一

体感があり、活気あるイベントとなった。また学生メンバーの活躍も目立った。今後

は、広報のやり方をさらに工夫するとともに、「ボランティアのマッチング数」を増や

すためにできることを考えていきたい。 
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③協働コーディネート等業務委託 

テ ー マ：ボランティア活動の促進 

対  象：名古屋市内でボランティア活動の促進に取り組むさまざまな団体 

(行政、NPO、大学、企業など) 

実施内容：2016年 12月 6日（火）に愛知淑徳大学 星ヶ丘キャンパス コミュニティ・コラボ 

レーションセンターにて、「大学におけるボランティア促進や地域連携の取り組み」を

テーマとした協働会議を開催した。 

また、2017年度後半も「ボランティア活動の促進～大学編～」として、11月に協働会

議を開催する予定。 

期  間： 2016年 10月～2017年 3月、2017年 9月～2018年 3月 

【協議会議参加団体】（2016 年 12 月 6 日）愛知大学、愛知学院大学、愛知淑徳大学、

愛知東邦大学 同朋大学、名古屋学院大学、名古屋市立大学、名古屋女子大学・名古

屋女子短期大学部、名城大学、コカ･コーライーストジャパン株式会社、ブラザー工

業株式会社、株式会社メニコン、特定非営利活動法人 アスクネット、社会福祉法人 名

古屋市社会福祉協議会、名古屋市子ども青少年局 青少年家庭課、名古屋市総務局 大

学政策室、名古屋市青少年交流プラザ、名古屋市市民活動推進センター、特定非営利

活動法人 ボラみみより情報局 

評  価：2016年の会議は、これまで協働会議に参加していない企業や大学の皆さんにもお越し

いただき、事例発表をもとにボランティア活動の促進について意見交換を行った。「大

学の地域連携について全く知らないことも多くあり、様々な情報、それぞれの思いを

知ることができ、大変有意義だった」という感想をいただいた。2017年の会議は開催

前のため、2018年度にて評価報告する。 

 

④ボランティア・市民活動運営相談（委託事業） 

特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズと共同事業体をつくり、名古屋市の「NPO アドイ

ザー事業」の委託を受けて、団体の立ち上げ・NPO 法人設立・運営などにおける一般相談業務、

セミナーを実施している。 

【NPOアドバイザー事業】（名古屋市） 

対  象：NPO、企業、行政、個人 

担  当：アドバイザー、事務局 

協働団体：特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 

期  間： 2016年 5月～2017年 3月、2017年 4月～2018年 3月 

相談実績 

実施月 実施日 コマ数 相談数 

2016年 10月 21日(金) 2コマ 2件 

11月 11日(金)、24日(木) 6コマ 4件 
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12月 7日(水） 3コマ 2件 

2017年 1月 21日（土） 4コマ 4件  

2月 3日（金）、17日（金) 8コマ 5件 

3月 3日(金)、10日(金)、15日(水) 9コマ 6件 

 4月 なし 0コマ 0件 

 5月 12日(金)、24日(水) 8コマ 7件 

6月 2日(金)、8日(木)、11日(日)、21日(水) 16コマ 14件 

7月 5日(水)、7日(金)、13日(木) 12コマ 10件 

8月 9日(水)、22日（火） 8コマ 7件 

9月 6日（水）、30日(土) 8コマ 7件 

合計    84コマ 68件 

講座実績 

実施日 テーマ 参加者数 

2016年 10月 21日(金) 失敗しない NPO運営（事業開発・事業展開） 10名 

11月 11日（金） NPO法人の納税義務 17名 

2017年 3月 15日（水） NPO法人のための事業報告書等作成 22名 

5月 24日（水） NPO法人運営スタートガイダンス 11名 

6月 2日(金) 活動計算書のつくり方 11名 

7月 5日（水） NPO法人の税制優遇 10名 

7月 7日（金） はじめての NPO運営（ヒト・モノ・カネ） 15名 

8月 9日(水) 失敗しない NPO運営（事業開発・事業展開） 10名 

9月 6日（水） 人材が集まるボランティア募集の仕方 8名 

9月 30日(土) 長続きがするボランティアの受入れ方 3名 

評  価：稼働率は 90％の目標に対して 85％と目標には達しなかったが、相談者に実施したアン

ケート結果より「相談内容の満足」については、100％が満足と回答をし、高い満足度

が確認できた。また各セミナーの開催も好評であった。2017 年 4 月以降は、事業期間

中のため 2018年度にて評価報告する。 

 

【アドバイザー相談】（一宮市市民活動支援センター） 

対  象：NPO、企業、行政、個人 

担  当：事務局 

実施月 実施日時 

2016年 10月 7日（金）15：00～20：00 

11月 12日（土）15：00～20：00 

12月 3日（土）15：00～20：00 
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2017年 1月 7日（土）15：00～20：00  

2月 4日（土）15：00～20：00 

3月 4日（土）15：00～20：00 

4月 １日（土）15：00～20：00  

5月 6日（土）15：00～20：00  

6月 3日（土）15：00～20：00 

7月 1日（土）15：00～20：00 

8月 5日（土）15：00～20：00 

9月 2日（土）15：00～20：00 

評  価：予約による相談は少ないものの、１件当たりの相談時間を長く取り丁寧に相談対応が

できた。 

 

【アドバイザー相談】（学生共同活動拠点 N-base（エヌ・ベース）） 

対  象：学生 

担  当：事務局 

実施月 実施日時 

2016 年 10月 12日（水）18:00～20:00 、19日（水）18:00～20:00 

11月 11日（金）18:00～20:00 、14日（月）18:00～20:00 

12月 17日（土）14:00～16:00 、27日（火）18:00～20:00 

2017年 1月 12日（木）17:00～19:00、 28日（土）14:00～16:00 

2月 18日（土）14:00～16:00 、28日（火）17:00～19:00 

3月 15日（水）18:00～20:00 、18日（土）14:00～1600 

5月 18日（木）18:00～20:00 

8月 17日（木）18:00～20:00 

評  価：「こういうボランティアをしたい」というような具体的な相談はないが、来所する学生

の話を聞き、さまざまな NPOやボランティアの紹介をしている。ミーティングなど何

か目的を持って来所する学生、すでに何かのグループに参加している学生が多く、イ

ベントの内容・広報の方法・他団体とのつながりづくりへの関心が高いと感じられる。 

2017年度はアドバイザーの配置日が 2016年度の 3分の 1に減った。2017年 4月以降

は、事業期間中のため 2018年度にて評価報告する。 

 

⑤物資寄贈事業（自主事業） 

対  象:市民活動団体 

実施内容：株式会社大塚商会、愛知県図書教材協会、個人などから事務用品などの物資の提供を

受け、ボランティア団体、NPO,福祉施設など非営利組織へ寄贈した。 
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期  間：2016年 10月～2017年 9月 

担  当：事務局、事務局チーム 

評  価：株式会社大塚商会、愛知県図書教材協会、個人などから事務用品などから提供を受け

個別に相談のあった団体に対し、インクジェットプリンターやレターケースなどの機

材を寄贈した。 

また、8 月には大量に寄贈されたノートや絵の具セットなどの学用品を、募ったボラ

ンティア 20名とともに仕分け作業を行い、提供物リストを作成し、寄贈準備を行った。 

 

⑥名古屋市イーパーツリユース PC寄贈プログラム（自主事業） 

対  象：行政、NPO 

実施内容：名古屋市と認定 NPO法人イーパーツ、ボラみみより情報局との協働により、名古屋市

内で市民活動を行っている団体で､予算などの諸事情により情報化が思うように進ま

ない団体を対象にリユースパソコンを提供する事業を実施した。また、関連事業とし

て「伝わるチラシ！コンテスト」を開催した。 

期  間：2016年 9月～2017年 1月（第 5回）、 

2017年 9月～2018年 2月（第 6回） 

担  当：事務局 

評  価：第 5回のリユース PC寄贈プログラムでは、23団体から 31台の応募があり、選考の結

果、23 団体にリユースパソコン 29 台を提供することができた。寄贈式では、併催し

た「伝わるチラシ！コンテスト」の最終投票やデザイナーによる広報物のミニ講座も

開催した。 

       第 6回は事業期間中のため 2018年度にて評価報告する。 

 

⑦イベントへのブース出展等 

対  象：ボランティアに関心のある市民 

実施内容：社会福祉協議会や企業などが主催するイベントへブース出展し、ボラみみの広報、 

ボランティア相談、ボラみみグッズ販売を実施した。 

担  当：ボラみ力探検隊、事務局チーム、インターン、事務局 

参加日 イベント名 主催 場所 

2016年10月11日（火） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

10月 15日（土） 
愛知淑徳大学CCCコラ

ボメッセ 
愛知淑徳大学 愛知淑徳大学 

10月 23日（日） 
ワールド・コラボ・フェス

タ 2016 

ワールド・コラボ・フェ

スタ実行委員会  
オアシス 21銀河の広場 

11月 11日（金） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 
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11月 13日（日） ファーストキフ RUN 
ファーストキフ RUN実

行委員会 
庄内緑地公園 

12月 11日（日） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

2017年 1月 11日（水） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

 2月 11日（土） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

4月10日（月） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) マックスバリュー太閤店 

4月11日（火） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) イオンワンダーシティ（mozo） 

5月11日（木） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

5月21日（日） 
ウォーカソン国際チャリ

ティフェスティバル 

在日米国商工会議所

／名古屋国際学園 
愛・地球博記念公園 

6月11日（日） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

6月24日（土） ぼらマッチ！なごや 
名古屋市/名古屋市

社会福祉協議会 

愛知学院大学 名城公園キ

ャンパス 

7月 1日（日） 
外国人留学生大交流

会 inなごや 2017 
名古屋市 名古屋国際センター 

7月11日（火） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

8月11日（金） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) 

イオンワンダーシティ（mozo）

／マックスバリュー太閤店 

9月11日（月） 
黄色いレシートキャン

ペーン 
イオンリテール(株) イオンワンダーシティ（mozo） 

9月24日（日） 
デンソーグループハー

トフルまつり 
(株)デンソー デンソー本社 

評  価：実施回数 28回（前年度実績 21回） 

ボラみ力探検隊を中心に多くのボランティアの参加によりイベント参加ができた。 

黄色いレシートキャンペーンに関しては、ボランティアスタッフ、インターンの協力

を得て、複数の店舗で PRに参加することができた。また、ブース出展できるイベント

に参加して、知名度アップにつなげることができた。今後は、ボランティアや会員、

「みみライン」の登録者増につなげていきたい。 

 

⑧インターン受け入れ 

対  象：16名（前年度実績 21名）行政・大学等からの受け入れを実施 

担  当：事務局 

名称 期間 受入元 人数 

平成 28年度 2年目現場体験研修 2016年 10月 愛知県 5名 

平成 29年度 2年目現場体験研修 8月～10月 愛知県 10名 

インターンシップ研修 7月～ 名古屋大学 １名 
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【インターンの感想】 

 

こんにちは、インターンの佐藤です！ 

8月のはじめからインターンとして受け入れていただきましたが、早いものでもう最終日 

を迎えてしまいました。11日間の中で寄贈物資のリスト作成や『ボラみみ』の校正・発送作 

業等、学校の講義では出会えない様々な経験をさせていただきました。その中で様々な年齢 

の方と接することができて、毎日が新鮮さと驚きの連続でした。このインターン期間中に得 

た知識・発見を今後の自分の糧にしていきたいです。 

短い期間ではありましたが、本当にありがとうございました！  

                 名古屋大学  佐藤 遥さん（ボラみみブログより） 

 

        愛知県職員の研修の一環として 5日間、ボラみみより情報局さんへインターンさせていた 

だきました。5日間の業務では、ワールド・コラボ・フェスタへのブース出展や、黄色いレ 

シートキャンペーンへの参加、そして野村文枝女史のボランティア史編纂など普段の業務で 

は体験できない経験を多々することができました。その中で特に印象に残った業務が、野村 

文枝女史のボランティア史編纂業務です。ボランティア史を手作業でまとめていく中で、ボ 

ランティアが果たす社会的な役割や、将来への可能性を肌で感じることができました。行政では 

カバーしきれないきめ細やかな対応、柔軟性、そして先進性など、様々な可能性を NPOやボ 

ランティアは秘めていると強く感じました。今後、県職員として業務を取り組む中で、ボラ 

ンティアや NPOの方々と共に仕事を進める日が来ると思います。その中で私は、行政人として、

両者の強みが最大限活かされるような取り組みを、共に考え、協働していきたいです。 

                           愛知県職員  河野 篤暉さん 

 

評  価：インターンには『ボラみみ』の編集にかかわる作業やボランティア史の資料のリスト

化、イベントでの活動紹介などを体験してもらった。また、他団体と協働して実施し

ている会議やプログラムにも、できるかぎり参加してもらった。ボラみみの業務にか

かわることで、「行政だけでは解決しきれない、手の届かない分野が数多くあり、そこ

を補うための NPOとの協働が必要という意味を理解した」「NPOが社会の中でどんな役

割を担っているのか、行政に求められるものは何かについて考えた」という感想があ

り、インターン受入に意義があった。 

 

⑨各種委員会への参加 

実施内容：名古屋市の「名古屋市市民活動推進協議会」年 1回（前年度実績 1回）、「愛知県社

会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会」年 2回（前年度実績 3回）、そのほ

か委員会への参加依頼があった場合は、理事会の承認を得て参加・不参加を決めた。 

担  当：事務局、理事 

 



http://boramimi.com 
 

 

- 20 - 

 

派遣日 委員会名 派遣先 

2016年 11月 2日（水） 地域福祉に関する懇談会 
名古屋市 

名古屋市社会福祉協議会 

11月 9日（水） ボランティア・市民活動推進部会 愛知県社会福祉協議会 

11月 13日(日) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

12月 3日(土) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

12月 18日(日) ボランティア楽集会 名古屋市社会福祉協議会 

12月 23日(金・祝) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

12月 27日（火） NPO と行政の協働に関する実務者会議 愛知県 

2017年 2月 2日(木) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

2月 9日（木） ボランティア・市民活動推進部会 名古屋市社会福祉協議会 

3月 9日（木） 
愛知県社会福祉協議会ボランティアセン

ター運営委員会 
愛知県社会福祉協議会 

3月 15日（水） ボランティア・市民活動推進部会 愛知県社会福祉協議会 

3月 22日（水） 市民活動懇談会 名古屋市市民活動推進センター 

4月 22日(日) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

5月 20日（土） 
尾張旭市市民活動促進助成事業候補

選定会議 
尾張旭市 

6月 3日（土） ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

6月 29日（木） 
愛知県社会福祉協議会ボランティアセン

ター運営委員会 
愛知県社会福祉協議会 

7月 11日（火） スマイルゆうネット担当者会議 株式会社デンソー 

7月 23日（日） ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

8月 8日（火） 

①なごやか福祉大学ラウンドテーブル、

②大学と高齢者福祉アクションプロジェ

クト、③協働会議（ぼらマッチふりかえ

り） 

①名古屋市社会福祉協議会 

②名古屋市 

③名古屋市市民活動推進センター 

8月 18日（金） NPO と行政の協働に関する実務者会議 愛知県 

8月 31日（木） 
①ブロックボランティア集会担当者会

議、②ボランティア市民活動推進部会 
愛知県社会福祉協議会 

9月 2日(土) ボランティア楽集会開催委員会 名古屋市社会福祉協議会 

評  価：委員会に参加することで、さまざまな NPOの活動や行政の動きについて、知る機会が

増え、また情報交換を行える場となった。また、NPO セクターとして、社会的に有用

で実効性のある意見を述べることができた。 

 

(6)ボランティア情報の提供、ボランティア団体の広報などに関する支援事業（定款第 5条第 6号） 

実施していない。 
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(7)子どもの健全育成に関する支援、およびボランティア育成事業（定款第 5条第 7号） 

①なごやつどいの広場事業（補助金事業） 

子育て家族とそれを応援したいボランティアとの架け橋になることをめざし、なごやつどいの広

場事業補助金を受けて、名古屋市瑞穂区に「ボラみみより情報ステーション」を開設し、つどい

の広場を運営している。 

対  象：ボランティアをしたい個人、子育て中の親子 

実施内容：子育てボランティアの育成、ボランティア実践の場として実施。 

①子育て中の親子のつどいの場を週 3日以上運営 

②ボランティア・子育てに関する相談、援助の実施 

③ボランティア・地域の子育て関連情報の提供 

④ボランティア・子育ておよび子育て支援に関する講習会等の実施 

⑤関係機関との協力・連携 

期  間： 2016年 4月～2017年 3月、2017年 4月～2018年 3月 

入 会 金：一般・サポーター会員（1名）3,000円 

ぴよか会員（1家族）1,000円 

利用料金：一部講座を除き、その日の満足度でお支払いいただく募金形式 

利用時間：月・水～土曜 10～16時 

月 開所日数 延べ利用者数 延べボランティア数 

2016年 10月 23日 270名 46名 

11月 23日 182名 47名 

12月 23日 260名 49名 

2017年 1月 20日 168名 44名 

2月 22日 222名 47名 

3月 27日 316名 54名 

4月 22日 154名 42名 

5月 23日 184名 43名 

6月 24日 186名 52名 

7月 24日 204名 55名 

8月 23日 206名 58名 

9月 22日 142名 ４７名 

合 計 276日 2,494名 584名 

評   価：昨年同時期（10月～9月）比で開所日数の変化はそれほどないが、利用者数、ボラン

ティアスタッフともに大幅に減少した。子育てサロンなどへ出向いての直接の広報の

機会が減ったためと思われる。ボランティアについては、引き続き、区社協よりサマ

ーボランティアをのべ 18名受入れをし、また、愛知県の教員 10年経験者研修の受け

入れを 1名行った。 
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②地域の子ども応援事業助成 子育て支援の新たな担い手養成事業（助成金事業） 

対  象：子育て中の親子 

実施内容：「子育てボランティア育成事業」子育て中の家族が講座を通して知識を習得し、実体

験することで、次の世代の子育て支援につながる人材育成につなげていく。 

期  間： 2017年 4月～2018年 3月 

開催日時 講座名 場所 参加人数 

2017年5月16日（火） 
子育て応援講座(1)「子どもが”安心

感”をもつために」 
瑞穂生涯学習センター 12名 

5月 30日（火） 
子育て応援講座(2)「子どもの“やる

気”を育てるために」 
瑞穂生涯学習センター 14名 

6月 13日（火） 
子育て応援講座(3)「お母さんのため

の“怒りのコントロール”①」 
個人宅 12名 

6月 27日（火） 
子育て応援講座(4)「お母さんのため

の“怒りのコントロール”②」 
瑞穂生涯学習センター 13名 

7月 11日（火） 
子育て応援講座(5)「子育てを楽しむ

ために」 
個人宅 13名 

評  価：本講座で習得した内容を実際の子育ての場で活かし、少しゆとりを持って子育てでき

るようになったとの意見があった。また、数名の前回までの受講者の協力により、講

座を作ることができ、11月にフォローアップ講座を計画している。 

 

(8)災害救援に関する支援、およびボランティア育成事業（定款第 5条第 8号） 

愛知県被災者支援センター運営 

東日本大震災で愛知県に避難した方の支援のために開設された「愛知県被災者支援センター」

について、他団体と協力して被災者支援の業務を行った。 

実施内容：ボラみみは、センターを運営する会議体に参加し、職員をセンターに派遣して、運営

にかかわっている。センターでは、被災者を支援するために情報提供の定期便発送、

情報誌「あおぞら」の発行、情報提供のホームページ運営、交流イベントの開催、住

宅情報の提供、専門家の相談会などを実施した。 

期間 協働団体（会議体） 

2016年 4月 1日～ 

2017年 3月 31日 

特定非営利活動法人レスキューストックヤード＜受託団体＞、特定非営利活動

法人ボラみみより情報局、非営利活動法人愛知ネット、コープあいち、愛知県社

会福祉協議会、愛知県 

2017年 4月１日～ 

2018年 3月 31日 

特定非営利活動法人レスキューストックヤード＜受託団体＞、特定非営利活動

法人ボラみみより情報局、コープあいち、愛知県社会福祉協議会、愛知県 

評  価：約 390世帯、約 980名の避難者へさまざまな支援を実施することができた。 

2017年 4月以降については、事業途中のため、2018年度にて評価報告する。  
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(9)その他（組織の基盤整備等） 

①募金箱の設置（自主事業） 

対  象：配布先および商店など 

実施内容：募金箱の設置の依頼、募金チームおよび配達スタッフによる資金回収を実施した。 

担  当：募金チーム、事務局チーム、配達スタッフ、事務局、理事 

設置箇所：53か所（9月 30日現在）（昨年度 52か所） 

募 金 額：86,647円（前年度 126,849円） 

評  価：ボランティアスタッフやインターンによる営業活動、『ボラみみ』誌面での告知など

で、募金箱の設置を進めてきた。また、8 月を「募金箱設置店舗募集キャンペーン」

月間として、誌面での広報、スタッフ MLや SNSでの呼びかけを実施した。設置箇所数 

は 5 か所増えたが、4 か所減少した。さらに多くの方に募金していただけるよう、募

金チームスタッフ及び募金箱設置先の募集を続けていきたい。 

 

②寄付の促進 

対  象：会員、市民、ボランティアスタッフなど 

実施内容：①昨年度に引き続き、ボランティア史寄付の募集を行った。 

②物資寄贈プログラムの事業を解散した NPO法人アルシュ（自立を支援する会）より

事業を引き継ぎ、残余財産の寄付を受けた。 

③2017 年 9 月末の時点で寄付登録者が 10 名以上にならないと「東海ろうきん『NPO

寄付システム』」から脱退させられるという条件があり、5月の時点で 10名未満だった

ため、登録促進キャンペーンを実施し、登録を呼びかけた。 

評  価：①2016年 7月に 1ヶ月間クラウドファンディングを実施したことによる寄付の収入が

963,382円あった。 

②解散した NPO 法人アルシュ（自立を支援する会）などより 1,474,053 円の寄付があっ

た。 

③9月末の時点で登録者 10名以上の条件をクリアすることができ、寄付登録者は 9名

から 13名に増加し、毎月の寄付金額は 2,800円から 4,400円となった。 

 

③「gooddo(グッドゥ)」  

対  象：会員、ボランティアスタッフ、ボランティアに関心を持つ人 

実施内容：「gooddo(グッドゥ)」サイト内のボラみみページに応援クリックを呼びかけた。 

評  価：2016年 10月～2017年 9月の 1年間で 67,103円の支援金を受取ることができ 

た。今後も促進キャンペーンを予定しており、呼びかけを続けていく。 
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④ニュースレター「みみ通信」編集・発行 

対  象：会員、ボランティアスタッフ、「月刊ボラみみ」配布協力先 

実施内容：当団体の広報、活動紹介、会計報告をすることを目的とし発行した。 

発行回数：年 4回 1月、4月、7月、10月号 

仕  様：B5判 モノクロ 8ページ 1,000部（前年度実績 1,000部） 

担  当：会員担当、ニュースレター担当、事務局 

号数 掲載内容 

1月号 
（Vol.62） 

・活動報告（総会報告／理事の紹介） ・活動報告（総会併催イベント報告／N-base連携コ
ーディネーター報告／外国人留学生大交流会 in なごや／愛知淑徳大学コラボメッセ／ワ
ールド・コラボ・フェスタ 2016／ボラみみ交流会） ・インターン紹介 ・ボラみみスタッフコラ
ム ・ボラみみスタッフインタビュー ・チーム報告（9月～11月） ・寄付報告 ・ボラみみ会
計報告 ・ボラみみ理事会報告 ・代表の“ちょっと言いたい” ・事務局日誌 ・4 コマ みみ
劇場 

4月号 
（Vol.63） 

・2016 年度の事業報告（ボランティア史の編纂／物資提供事業／アドバイザー派遣事業
／『ボラみみ』合冊発行／「みみライン」のシステム提供／スマイルゆうネットへの情報提
供／ボランティア活動の促進協働会議／なごやつどいの広場事業／地域の子ども応援
事業子育て支援の新たな担い手養成事業／愛知県被災者支援センター）・活動報告（第 2
回なごやボランティア楽集会～しゃべり場・学び場・気づきの場～／第 5 回名古屋市イー
パーツリユースPC寄贈プログラム）・ボラみみスタッフコラム ・ボラみみスタッフインタビュ
ー ・インターン紹介・チーム報告（2016年 12月～2017年2月）・ボラみみ会計報告 ・ボラ
みみ理事会報告 ・代表の“ちょっと言いたい” ・事務局日誌 ・4コマ みみ劇場 

7月号 
（Vol.64） 

・ボラみみ事務局紹介・『ボラみみ』創刊200号記念・イベント出展報告（第26回ウオーカソ
ン国際チャリティーフェスティバル）・活動報告（幸せの黄色いレシートキャンペーン／ぼら
みみ募金箱回収報告／「gooddo（グッドウ）」広告協賛費の報告・ボラみみ会計報告 ・ボ
ラみみ理事会報告 ・代表の“ちょっと言いたい” ・事務局日誌 ・4コマ みみ劇場 

10月号 
（Vol.65） 

・活動告知（ボラみみより情報局総会併催イベントのご案内） ・活動報告（第 5 回ぼらマッ
チ！なごや）・月間『キャンペーン』実施中！・ボラみみ事務局紹介・活動報告（NPO アドバ
イザー事業／物資の仕分け作業を行いました／外国人留学生大交流会 in なごや
2017） ・ボラみみスタッフコラム ・ボラみみスタッフインタビュー ・チーム報告（6 月～8
月） ・ボラみみ会計報告 ・ボラみみ理事会報告 ・代表の“ちょっと言いたい” ・事務局
日誌 ・4コマ みみ劇場 

評  価：年 4回、各 1,000部発行し、当団体の活動内容等を紹介することができた。 

 

⑤「ボラみみブログ」編集・運営 

対  象：愛知県、岐阜県、三重県民 

実施内容：当団体の活動を多くの人に理解してもらうことを目的に、日々の活動の紹介を中心に

編集し更新する。 

更  新：年間 179回（前年度 237回） 

アクセス：9,980 件（前年度：年間 10,247件） 

担  当：事務局チーム、インターン、事務局職員 

評  価：目標のアクセス件数 12,000件は達成することができなかったが、更新頻度は目標の 

更新回数 120回を達成することができた。今後はボラみみへの信頼と共感を高めるこ

とを目的とし、内容についても工夫を重ねていく。 
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⑥ボランティアスタッフの増加 

対  象：ボランティアに関心のある市民 

実施内容：オリエンテーションや研修会を開催して、事業に関わるスタッフを育成する。 

担  当：事務局、各チーム 

評  価：目標のボランティアスタッフ 120名に対して 73名で、目標を達成することはできな 

かった。スタッフ間、チーム間の交流を深めるため、ワークショップやバーベキュ

ー交流会などを開催した 

 

⑦月間キャンペーンの実施 

      対  象：ボランティアに関心のある市民、会員、ボランティアスタッフ 

実施内容：ボラみみが抱える取り組まなければならない課題について、月替わりでキャンペーン

として取り組んだ 

評  価：「東海ろうきん NPO寄付システム」のキャンペーンでは、脱退を免れる成果が挙がった。

今後もスタッフへの呼びかけや、ホームページのバナーや「月刊ボラみみ」などを媒体

として、周知を図っていきたい。 

 

6．会議に関する事項 

(1)総会 

開催日時：2016年 11月 27日（日）13時 00分～14時 15分 

開催場所：名古屋 YWCAビックスペース（名古屋市中区新栄町 2-3 YWCAビル 2階） 

議  題：（1）特定非営利活動法人ボラみみより情報局 2016年度事業報告の承認 

（2）特定非営利活動法人ボラみみより情報局 2016年度活動計算書、貸借対照表、財産目

録の承認 

（3）特定非営利活動法人ボラみみより情報局 2017年度事業計画の承認 

（4）特定非営利活動法人ボラみみより情報局 2017年度活動予算書の承認 

（5）その他 

  

(2)理事会 

目 的：開かれた運営を行うため、団体としての意思決定・判断の経緯と根拠を開示した。 

対 象：理事、会員、スタッフ 

実施内容：理事会の開催、理事会報告（スタッフメーリングリストによる報告）、理事会傍聴 

実施時期：毎月 1回（11月を除く毎月） 

担 当：理事、事務局 
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開催日 報告内容・決定事項 

2016年 10月 26日（水） 

（第１46回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承

認、その他 

（2）総会、その他協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2016月 12月 13日（月） 

（第 147回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）理事会体制、総会資料提出、その他協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2016年 1月 26日（木） 

（第 148回） 

（1）活動会員の入退会の承認 

（2）理事会体制、総会資料提出確認(名古屋市、法務局)、財政(月次報

告、資金繰り)、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2016年 2月 28日（火） 

（第 149回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り助成金申請、委託事業公募）、その

他について協議、 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2016年 3月 28日（火） 

（第 150回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り、委託事業公募）、重点項目（会員

の増加、寄付の増加）、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2017年 4月 25日（火） 

（第 151回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り）、重点項目（キャンペーン）、その

他について協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2017年 5月 30日（火）   

（第 152回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り）、重点項目（キャンペーン、総会イ

ベント）、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チームの報告 

2017年 6月 27日（火） 

（第 153回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り）、重点項目（事業提案、キャンペー

ン、総会イベント）、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チームの報告 

2017年 7月 25日（火） 

（第１54回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認

（2）財政（月次会計報告、資金繰）、重点項目(総会イベント、キャンペ

ーン、事業提案)、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チームの報告 

2017年 8月 29日（火） 

（第 155回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会の承認 

（2）財政（月次会計報告、資金繰り）、重点事項（総会、新任理事の推

薦、総会イベント、キャンペーン、事業提案）、その他について協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

2017年 9月 26日（火） 

（第 156回） 

（1）正会員・賛助会員・プチ会員の入退会、活動会員の入退会、その

他承認事項 

（2）総会（総会イベント、理事の継続確認、新任理事の推薦、事業計画

書（案））、事業および重点項目について協議 

（3）事業・事務局、各チーム、その他の報告 

 


