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　桐生市ボランティア協議会（略称ボラ協）は、昭和５３年４
月、桐生市を中心に活動している社会福祉と社会教育の１６
団体がネットワークを組み、助け合いを基本としたボラン
ティア社会（市民社会）をつくることを目的に、市民主導で
設立しました。 
 また、NPO法人わたらせライフサービス（略称わたらせ）
は、NPO法が施行された平成１０年、新たな市民社会創造に
向け、市民自らの手で「誰もが幸せに生活できる地域づく
り」を目的に、桐生市ボランティア協議会が設立母体となっ
て平成１０年１１月設立、 
 群馬県の認証を受け、平成１１年４月１日設立登記し事業を
開始しました。わたらせとボラ協役員は一体であり、わたら
せとボラ協の事業は市民社会形成に向けて車の両輪のように
相互の補完関係になっています。 

桐生市ボランティア協議会と 
NPO法人わたらせライフサービスについて 



「桐生市ボランティア協議会とその事業」

　　ボラ協は現在５０団体と８０名の個人会員で構成され、ボラン
ティア社会構築に向け、一団体では取り組みにくい事業を「こ
の指とまれ」の運営形態で実施しております。ここで主な事業
を紹介します。 

桐生市ボランティア協議会広沢事務局 
専任職員　１名 



ここで現在のボラ協について説明をしましょう。 
1.   障がい者との交流を目的に、毎年２００名を超える参加者に人気の「Ⅴ協ハイキング」 

2.   保健・医療・福祉の関係機関や団体との連携によって開催する「ふれ愛フェスティバル」 

3.   ボランティアの視点からの行政に対する政策提言の場「市長とボランティアの集い」 

4.   各種研修会と先進地視察の実施 

5.   桐生地域に寄付の文化を醸成するために「小池敏子ボランティア団体支援基金」「木村喜三障がい者支援基金」を
設立し寄付の受け皿となり、それぞれの団体・個人へ金銭的な支援を実施 

6.   障がい者・高齢者の外出支援のための移動サービス事業（桐生ハンディキャブ友の会） 

7.   てんぷら油等の廃食油回収とバイオエネルギー化 

8.   阪神淡路大震災での炊き出し・励ましの手紙の宅配、ナホトカ号重油流出回収、新潟三条水害、新潟中越地震、能
登半島地震、新潟中越沖地震での炊き出し、片付け等の災害ボランティア派遣 

9.   桐生地域が災害に襲われたときの災害ボランティアセンター立ち上げ訓練、地域の自主防災組織との連携による防
災事業の研究 

10.  知的障がい者との共生社会目的のⅤ協農園の運営 

11.  活動資金づくりのための夏まつりでのビアーガーデンの運営 

12.  各種福祉施設や団体から依頼のボランティア派遣 

13.  ボラ協バスの貸し出し 

14.  市内有力企業参加のボラ協後援会の組織化（資金援助団体） 

15.  活動ＰＲのためのホームページや広報紙の作成・発行等などが主な活動です。  



障がい者との交流を目的に、毎年２００名を超える参加者に人気の 
「Ⅴ協ハイキング」 

　障害者と健常者との“心のふれ愛”を求め秋の１日を楽しく過ごそうと、一緒になって食事作りやゲームを楽
しんで交流を図り、お互いの理解を深めあい、共に生きる地域社会づくりを目的に開催しています。 



保健・医療・福祉の関係機関や団体との連携によって開催する 
「ふれ愛フェスティバル」 

　保健・福祉・医療各分野の横の連携を目的に、それぞれの分野のボランティア団体や関係機関、企
業、個人の参加によりフェスティバルを開催しています。 

  この事業は、相互理解と連携を図るきっかけづくりとなっています。 

  主催団体には、５０~６０団体が参加し、来場者は約 1,200人を超えた盛大なイベントとなりました。



ボランティアの視点からの行政に対する政策提言の場 
「市長とボランティアの集い」 

　ボランティア活動を通して学んだことや、地域社会を良くするための政策提言を市長との懇
談会の場を通して意見具申し、今後の市政に反映してもらいます。３０~４０団体が参加して
います



各種研修会と先進地視察の実施 

平成19年研修船橋市

平成20年研修上田市

平成15年研修袋井市 平成16年研修横浜市

平成12年研修サンフランシスコ



桐生地域に寄付の文化を醸成するために 
「小池敏子ボランティア団体支援基金」 
「木村喜三障がい者支援基金」 

を設立し寄付の受け皿となり、それぞれの団体・個人へ金銭的な支援を実施 

　桐生市を中心に活動しているボランティア団体で、活動資金に困っている団体に対し、一般から
の寄付を受け付け、１団体１０万円を目安に、毎年約３０万円を助成しています。 

  尚、１４年度からは、頑張っている障がい者を励ますことを目的とした、「木村喜三障がい者支
援基金」を新たに設立しました。その後毎年１０万円を障がいを持っているにもかかわらず頑張っ
ている個人と団体にそれぞれ助成しています。



障がい者・高齢者の外出支援のための移動サービス事業 
（桐生ハンディキャブ友の会） 

　桐生ハンディキャブ友の会として、車椅子生活者の社会参加を促進させることを目的に、 

運転ボランティア・介助ボランティアの協力によりリフト付き車両を運行しています。 

　個人的にボランティア活動をしたいと思っている人たちの受け皿ともなっています。 

ボランティアの事務所スタッフ 



てんぷら油等の廃食油回収とバイオエネルギー化 

ボランティア協議会 
本町６丁目事務所 



阪神淡路大震災での炊き出し・励ましの手紙の宅配、 
新潟三条水害、 

１　新潟三条市水害 
　　　　家屋の家財片付け　延べ１２０名参加 

２　神戸瀬戸仮設住宅への訪問 
　　　　５回延べ２５０名参加 

３　瀬戸仮設住宅の皆さん　２９名来桐 
　　　　歓迎会、ホームステイ協力者１８０名 

はげましの手紙3300通

神戸新聞に大きく掲載



平成８年ロシア船ナホトカ号が座礁した日本海重油流出事故 
 ３回派遣し、延べ９５名の参加実績 

第１次派遣新潟小千谷市へ、 
平成16年には、新潟小千谷市へ、地震発生１０日後から、9回派遣を続けました。 



新潟中越地震、能登半島地震、新潟中越沖地震での 
炊き出し、片付け等の災害ボランティア派遣 

仮設住宅へ支援を続けた。 

第５回支援平成１７年１月２４日川口市

第1回平成16年11月  2日小千谷市 
第2回平成16年11月11日小千谷市 

第3回平成16年12月19日十日町市樽沢地区 
第4回平成17年  1月  1日十日町市樽沢地区 

第5回平成17年  1月23日川口町田麦山地区 
第6回平成17年  2月27日川口町田麦山地区 
第7回平成17年  6月12日川口町 

第8回平成17年  7月17日川口町 
第9回平成17年11月  3日川口町 

第10回平成19年5月19日-20日能登門前町 
第11回平成19年7月25日柏崎市 
第12回平成19年12月9日柏崎市宮川地区 

第13回平成20年6月8日柏崎市宮川地区



桐生地域が災害に襲われたときの 
災害ボランティアセンター立ち上げ訓練、 

地域の自主防災組織との連携による防災事業の研究 
第１回災害支援シュミレーション訓練　　 
　平成18年12月3日　桐生市保険福祉会館を中心に開催 
　仮想被害　錦桜橋上流300メートル左岸決壊 

第２回災害支援シュミレーション訓練　 
　平成19年11月18日　広沢公民館を中心に開催 
　仮想被害　地震により桐生地域を中心に災害が発生 
　間の島第一町会自主防災、地元13区の民生委員と連携 

第３回災害支援シュミレーション訓練 
　平成20年11月16日　川内公民館を中心に開催 
　仮想被害　地震により災害が発生 
　地元16区の自主防災と民生委員と連携　外国人対応も想定 

平成21年2月10日　　第1回桐生市要援護者避難誘導訓練三堀地区 



知的障がい者との共生社会目的のⅤ協農園の運営 

  障害者と共に土を耕し、種をまき、そして収穫の喜びを分かち合う場所として始めた農園です 



活動資金づくりのための夏まつりでのビアーガーデンの運営 



各種福祉施設や団体から依頼のボランティア派遣 



ボラ協バスの貸し出し 



市内有力企業参加のボラ協後援会の組織化（資金援助団体） 

参加企業 

  1　桐生ガス 

  2　国際ソロプチミスト桐生 

  3　アタゴ製作所 

  4　森産業　 

  5　ミツバ　 

  6　桐生タイムス社　 

  7　ソフィア　 

  8　東洋ポリーズ 

  9　山田製作所　 

10　トヨタプロダクツ 

11　桐生工業　　 

12　金門製作所　 

13　小倉クラッチ　 

14　関東開発 

〈日本で最初のボランティアへの後援会〉 
  桐生市ボランティア協議会の事業を支援することを目的に、1995年12月、 
市内の有力企業１４社参加の後援会を設立。毎年150万から200万の資金援助をして
いただいております 



広報誌の発行・ホームページの開設 

 ボランティアネットワークを形成するための情報誌〈V協だより〉を 
年４回発行しホームページを開設し情報公開しています。 

http://www.wataraselife.jp 



「NPO法人わたらせライフサービス設立と理念」 

　　　わたらせとボラ協役員は一体であり、わたらせとボラ協の事業は市民社会形成に向けて車の両輪の 
　ように相互の補完関係になっています。こうした事業を実行している中で、移動サービス事業で 
　ボランティア活動の限界を感じる事態が発生しました。 
　糖尿病を患い両足を切断した盲目の車椅子生活者の人工透析のための病院の週３回の送迎 
　頼に対し、ボランティアでは充分な対応が出来なかったからです。 
　こうした事態に対応できる新たな組織づくりの必要性が生まれNPO法人わたらせライフサービスを 
　設立しました。 
　「人々の幸せを実現するために市民の力を結集するときがきた」これは設立趣意書の冒頭の言葉です。 
　設立の理念は、「誰もが幸せに生活できる地域づくり」「幸せとは困ったことを無くすことから」 
　です。 
　 誰もが幸せに暮らしたいと願っていますが、しあわせの価値観は、人によってそれぞれ違います。 
　でもしあわせの前提としては、困っていないことではないか！ 
　桐生地域で生活する上で困っていることがあればそれを解消すれば幸せな生活に近づくのではないか？ 
　地域の課題を探し出し、その解決法を検討し、行政や民間企業で解決したほうが良いものは関係機関 
　に働きかけ解消する。 
　 そこで解決できないことがあれば、ボランティアやNPOの力で解決する。 
　 解決するための事業実施にあたっては、市民の力を結集し関係機関の協力をいただきながら、 
　一過性の取り組みではなく、組織的・継続的に無理なく取り組めるよう、採算を充分検討し実行に 
　移すことが重要であると考えております。 
　 また、一地方都市での取り組みが成功しその運営ノウハウが蓄積されマニュアル化されれば、 
　全国にある同様の地方都市の幸せな地域づくりに役立つのではないか？ 
　こうした考えからわたらせライフサービスは次々に事業を拡大してきました。  



「NPO法人わたらせライフサービスの事業」  

1.  福祉有償運送事業 
2.  重度障がい者移動支援事業 
3.  桐生ファミリーサポートセンター 
4.  ひとり親家庭子育て支援事業 
5.  訪問介護事業 
6.  居宅介護支援事業 
7.  通所介護（デイサービス）事業 
8.  桐生市地域生活支援事業 
9.  NPOサポート事業  
10. 桐生厚生総合病院玄関先介助事業 
11. 新桐生駅売店ほほえみ運営事業 
12. グループリビング事業 
13. NPO法人きりゅう女性支援グループいぶきの設立 



福祉有償運送事業 
　　　　　　　　　　　　　　介護保険制度が始まる以前、盲目の車椅子生活者の人工透析のための病院送迎や、足
腰の弱った高齢者や障がい者の買い物、通院、会食等の外出支援や家事援助として、利
用者から１時間７００円の利用料と自動車利用の場合走行１ｋｍあたりガソリン代５０
円をいただき、協力会員に報酬として１時間あたり６５０円を支給。 

　　　その差額５０円で事務局を運営、運転協力員が見つからないときは事務局職員が対応
することにより、ほぼ依頼に応えることが可能になりました。 

　　　この事業は現在、国土交通省の認可事業、福祉有償運送事業として正式に認可され、
現在ヘルパー２７名運転協力会員２４名の参加により年間１０,０００時間を超えるサー
ビスを提供しています。 

わたらせライフ所有自動車 
　マイクロバス　　１台 
　普通ワゴン車　　５台 
　軽ワゴン自動車　７台 



重度障がい者移動支援事業 

　　　障がい者が外出するときにタクシーチケットを利用するのに桐生市が補助をしているのと同様
にわたらせの介助付き外出サービスを利用できるよう桐生市と委託契約を結び、障がい者の外出
の利便向上を図っています。 



桐生ファミリーサポートセンター 
みどりファミリーサポートセンター 

　　　子育てや家事援助の経験豊富な協力会員の協力により、仕事の都合で子供を保育園まで迎えに
行けない親御さんの代わりに、子供の保育園や幼稚園の送り迎えや一時預かりを実施。 

　　　若いカップルが遊びで外出するときにも協力員の家で子供を預かります。 

　　　高齢者の世話や家の中の片付け、食事づくり等も対応。 

　　　１時間７００円の利用料（協力員の報酬） 



ひとり親家庭子育て支援事業 

　　　群馬県・桐生市・みどり市からのひとり親家庭への支援事業を委託契約。 

　　　ひとり親の家庭は、ファミリーサポートセンターの利用を低額で利用できます。 



訪問介護事業 

　　　協力員の中でホームヘルパー資格を持っている人たちの協力で、訪問介護事業を実施。 

　　　介護保険制度の導入により、介護度を持っている人たちの通院等の乗降介助は、本人負担が１
割で済むためわたらせの福祉有償運送事業を低額で利用可能になりました。利用者様ひとりひと
りを大切に、ニーズに合った援助を真心をこめて提供しています。 

職員　介護保険関係４名　ヘルパー２７名 



居宅介護支援事業 

　　わたらせが実施している総合的なサービスをしっかり把握し、組み合わせることにより利用者様 

　の立場にたった、より決めの細かいケアプランを作成しています。  



通所介護（デイサービス）事業 

　　　お年寄りひとり一人を大切に、人間としての尊厳が尊重され、個別対応を基本に心のこもった
サービスを心がけ、介護予防の一助となるようなデイサービス事業実現を目指しています。 

　　　小規模、延長可を基本に利用者様のニーズに応えたサービスを心がけています。 

先に見えるのは 
新桐生駅です。

職員　デイ関係４名　パートの看護師３名　調理2名 新桐生の家



桐生市地域生活支援事業 

　　　障がいを持っている方々が社会参加できるよう桐生市地域生活支援を活用し、利用者さんひと
り一人のニーズをしっかり把握し、それに応えたサービスを心がけ心のこもった外出支援事業を
実施しています。目の不自由な方々へのガイドヘルパー事業も軌道に乗ってきました。それ以外
の分野でも対応できるよう研究しています。 



NPOサポート事業 

　　　これからの地域づくりにNPOの力は欠かせません。現在までにわたらせで培ったNPO設立や運営
のノウハウを必要とする共生社会を目指す地域や団体に対しサポートをします。 

　　　コミュニティビジネスという視点からもわたらせの事業は注目を浴びております。現在まで
に、群馬県内はもとより、関東、甲信越地域からも依頼があり協力しております。 



桐生厚生総合病院玄関先介助事業 

　　　桐生厚生総合病院の玄関先は恒常的に来院患者の自動車で混雑しておりました。 

　　　玄関先での介助事業を受託し、玄関先での混雑を解消しています。よりきめ細かな対応により
来院患者さんへの安心感と利便性向上を図るよう心がけており来院患者さんから大変喜ばれてお
ります。 

職員　厚生病院関係　４名 



新桐生駅売店ほほえみ運営事業 

　　　桐生から東京方面に出かけるときに利用する新桐生駅前には、コンビニ、食堂、土産物屋等の
店舗がなく、桐生市民とっては大変不便な駅でした。採算を考えるとなかなか一般事業者は出店
せず、困っておりましたが、わたらせが東武鉄道・桐生商工会議所等と連携することにより、駅
待合室の一角に売店を設置し運営をしており、現在は飲料や土産物、新聞等の品揃えに心がけ、
沢山のお客様に喜ばれ利用いただいております。 

職員　ほほえみ売店関係　５名 



グループリビング事業 

　　　新桐生駅前に売りに出ていた小さなビジネスホテルを購入し、小規模デイサービス事業所とし
て活用しながら、現在は３階建てのホテル部分を一人暮らしに生活の不安を抱えるお年寄りに安
心して暮らせるグループリビングとして活用できるよう準備を進めております。来春までには
オープンにこぎつけたいと考えております。なお、物件購入にあたっては、わたらせしあわせ基
金（市民債）を発行し、一般市民の皆様から３０００万円資金調達しました。 



NPO法人きりゅう女性支援グループいぶきの設立 

　　　ボラ協やわたらせの事業を通じて様々な地域のニーズが聞こえてきます。わたらせの協力員の
一人（女性）が子供を連れて事務所に逃げてきました。旦那さんの暴力に耐えかねて助けを求め
てきたのです。わたらせの役員でその対策に追われ、行政を含む関係機関と色々打ち合わせをし
ましたが、現状の壁の難しさを破れず、結果的にはその被害者の期待には応えられませんでし
た。 

　　　DV「ドメスティックバイオレンス」被害者支援について、専門家の先生方のご指導をいただく
かたわら、以前からDV被害者支援活動に取り組んでいた皆川陽子さんを中心に、平成１７年ＤＶ
被害者支援を目的とした専門のNPOを設立しました。現在、３０名のボランティアスタッフの協
力により２ヶ所のシェルターを運営、被害者からの電話相談や若年層のＤＶ理解の促進に力を入
れております。 

２カ所のシェルター

研修会の開催 



　　　以上が、ボラ協とわたらせの事業の概要です。誌面の都合で充分なご理解をいただくこ
とが難しいかも知れませんが、いずれにしても、市民が中心となり行政との協働も視野に
入れながら「市民社会形成」に向けてのダイナミックな運動に取り組んでいる実情の一端
を感じ取っていただければ幸いです。「誰もが幸せに生活できる地域づくり」は私たちが
取り組む永遠のテーマです。興味のある方は、インターネットで「わたらせライフサービ
ス」で検索していただくと私たちのホームページがあります。ぜひご覧下さい。 

わたらせライフ所有自動車 
 マイクロバス　　　１台　「リフト付き」 
 普通ワゴン車　　  ５台　「４台リフト付き」 
 軽ワゴン自動車　  ７台　「３台リフト付き」 

わたらせ職員 
 介護保険関係　４名　ヘルパー　２７名 
 わたらせ関係　３名　パート１名　協力員　５５名 
 デイ関係　４名　パートの看護師　３名　調理 ２名 
 ほほえみ売店関係　５名 
 厚生病院関係　４名 

桐生市ボランティア協議会 
 事務局専任職員　１名 

わたらせライフ事業所 

　広沢事業所　　桐生市広沢町１丁目2619-7　70-6677〈代〉　　 

　新桐生の家　　桐生市広沢町２丁目2953-2　55-0110　　 

桐生市ボランティア協議会 

　事務局　　　　　　桐生市広沢町１丁目2619-7　55-0170　 

　本町６丁目事務所　桐生市本町６丁目388-4　　  46-4989 

広沢事業所



終 


