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第１号議案
２０１１年度 事 業 報 告 書

２０１１年４月１日から２０１２年３月３１日まで
法人の名称
特定非営利活動法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク
略称：ＦＳＶネット

１ 事業の成果
１．１自主防災組織による地域防災力の向上支援と会員の拡充

ＦＳＶネットの存在を地域の自主防災組織に理解していただき、当ネットワークへの加入に
より日頃から顔の見える関係づくりとＦＳＶネットを活用した地域防災力の向上促進と支援
を行いました。

1.1.1 会員数 （内）前年
団 体 ２４団体（２１）新規（湘南大庭防災ﾘｰﾀﾞｰの会、市福祉団体連絡会、湘南一歩会）
個 人 ７５人（８１） 新規３人 個人から団体へ８人 逝去１人

役 員 １７人（理事１５ 監事２）
運営委員 ３７人（うち役員１４人含む） 事務局 ３人 （2012年３月３１日現在）

1.1.2 会議の開催状況
総 会 ２０１１年６月１９日（日） 臨時総会 ８月１７日（水）
運営委員会 ２０１１年 第１回 ４月２７日（木） 第２回 ５月１１日（水）

第３回 ６月 ８日（水） 第４回 ７月１３日（水）
第５回 ８月 ３日（水） 第６回 ９月１４日（水）
第７回１０月１２日（水） 第８回１１月 ９日（水）
第９回１２月 ７日（水）

２０１２年 第10回 １月１８日（水） 第11回 ２月１５日（水）
第12回 ３月１４日（水） 計１２回

県ネット会議 2011年度総会 ２０１１年７月 ２日（土） 臨時総会 12月１日（木）
運営委員会 ２０１１年４月１８日（月）、５月３０日（月）７月２日（土）

２０１２年３月１１日（木）出席 計４回
事務局会議 4月14日 5月16日 6月3日 8月8日 9月19日 臨時9月29日 10月17日

2012年1月16日 2月16日 3月19日 計１０回

1.1.3 地域防災力の向上支援
１） 藤沢市における災害情報コーディネーター実証実験支援業務 １１０名

「災害情報コーディネーター」の実証実験を １０月１５日（土）藤沢南エリアで
ファミリーウォークに合わせて実施した。

２） 研修会・講演会
（１）防災セミナー

2011 １２／２４（土） 「災害に負けない町づくりをめざして」 ３００名
藤沢市民会館小ホール 主催 藤沢市福祉団体連絡会
第１部講演「災害時要援護者のセーフティーネットづくりのために」浦野 愛
第２部シンポジウム「災害に負けない町づくりのために何が必要か？」
パネリスト
藤沢市視聴覚障害者福祉協会 副会長 佐々木 充
「行政・住民・要援護者が三位一体となり災害時要援護者避難支援ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿って」
藤沢市防災組織連絡協議会 会長 椎野 幸一
「自主防災の現状と課題。自助、共助に、ﾈｯﾄﾜｰｸ作り等の要援護者対策の推進を」
社会福祉法人藤沢育成会湘南セシリア施設長 河原 雄一
「宮城県被災職員派遣・現地調査から学んだこと」
NPO藤沢災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ副理事長 水島 三千夫
「支援を円滑に受け入れる受援力」について

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 浦野 愛
（２）講演会

2012 ３／９（金）講演テーマ「東日本大震災での災害ボランティア活動について」 ４０名
遠藤地区 午後２時３０分から 講師 水島三千夫
会場：遠藤市民センター第１談話室
依頼者：遠藤地区経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）会長三田 勉

遠藤地区ボランティアセンター「シェークハンズ遠藤」会長 小林 一夫
対象： 「シェークハンズ遠藤」支援会員および遠藤地区経営会議福祉教育部会員
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３） 講座の開催
（１）災害救援ボランティアコーディネーター養成講座

①六会会場 ３９名
９／２６（月）養成講座（初級）六会について芦垣氏と事前打合せ 水島

産業センター６Ｆフジビュー 16:00～
10／４（火） 養成講座（初級）六会 打合せ 19:00～ 水島

講座の流れ、準備事項等の確認 芦垣、佐川、堀、斎藤、輿石、秋津、中根
六会は町内会の回覧で９／２５に案内するので受付開始は９／２５日より
その他は、各運営委員から関係箇所に案内し受講を勧めることにした。ＨＰも活用

１０／６（木）六会災ボラＣｏによる用品の事前チェックを行った。
１０／１９ 災害救援ＶＣ養成講座（初級）事前打合せ：実習を中心に担当と内容を確認した。
１０／２２・２３ 災害救援ＶＣ養成講座（初級）実施 六会市民センター

日 時 １０月22日（土）23日（日）9:45～16:30
会 場 六会市民センター 第二談話室

申込み１５名 受講１４名 修了数／全課程１２名、欠単位２名（次回の案内を要す）
スタッフ10/22（１３名）10/23（１１名）
なお、10/22欠席の２名については11/6補講を天神会館で実施し全課程修了。

②鵠沼会場 ３４名
１／１８（水）第２回初級講座は入門編に内容を変更しての開催を決定した

名 称：災害救援ボランティアコーディネーター養成講座（入門編１日コース）
２／１５（火）準備作業 １５時から市民活動推進センターにて実施。
２／１９（日） 災害救援ボランティアコーディネーター（入門編）実施

会 場： 鵠沼市民センター
募 集： ５０名、 １月２５日 広報掲載
受講料500円（会員300円）については、資料代を含むことを注記する。
注）入門編を受けた後に市・地区総合防災訓練でボラセン設置運営に参加した方は、初級修了扱い

にすることも合わせて確認した。
申込者 ：１８名 修了者１６名 スタッフ：１４名 市１名 社協１名

入門編は初めての試みであったが、災ボラセンター機能、コーディネーターについて
基本的な理解と活動について関心を持っていただくことができた。

（２）災害情報員・情報コーディネーター養成講座
①第１回 災害情報員・情報コーディネーター養成講座開催 １９名

９／１６（金）災害情報Ｃｏ養成講座スタッフによる事前テスト実施 19時～21時 ８名
推進センター（ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ）森井、稲葉、岡添、大田、堤、武司夫妻、水島

９／２３（金・祝）養成講座開催 10:00～17:30 １９名
受講者１１名（新規９名、再受講２名）スタッフ８名
今回で２１名の災害情報員・コーディネーター（市民レポーター）が誕生した。

②第２回災害情報コーディネーター養成講座開催 ２０名
2012 ３／１７（土）養成講座開催 9:00～17:00
会 場： 藤沢市市民活動推進センター 会議室
受講者 １３名
講師・スタッフ確認：森井、秋津、大田、高尾、稲葉、水島、桑島 ７名

（３）被災者支援を考えている人のためのボランティア講座
６／２０（月）被災者支援を考えている人のためのボランティア講座

主催 湘南リビング新聞社 １３：００～１５：００

会場 湘南リビング新聞社

定員 ２０人 参加費 無料

３）取材対応
５／１５（日）湘南ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 佐藤 真理、水島 産業センター６階

６／４発行 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ湘南 一面に掲載
（藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、大磯町、二宮町 約21万部）

東日本大震災から復旧・復興に向けて「つながる広がる支援の輪」
ボランティアと行政の連携が力になる
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１．２ 関係団体、行政との連携強化
1.2.1 藤沢市総合防災訓練に参加 会場： ４５０名

８／１ 災ボラコーディネーター養成講座修了者への参加要請を発送
８／２７ 藤沢市総合防災訓練（会場：御所見小）に参加 全体参加人員４５０名

訓練１本部設置運営（ＦＳＶ、湘南大庭） 参加人員 １４名
訓練２サテライト設置運営（六会） 参加人員 １５名
訓練３支援センター設置運営（藤沢市３、社協４） 参加人員 ７名

1.2.2 帰宅困難者対応訓練（ファミリーウォーク） ２１４名
家族の絆を強めるファミリーウォーク（帰宅困難者対応訓練）

７／２７（水） 帰宅困難者対応訓練の準備会 １２名
出席：連合湘南支部 古郡他 ５名 ボーイスカウト １名

ＦＳＶ ６名（森井、野村、桑島、大田、稲葉、水島）
８／１６（火）第１回実行委員会 １５名

１８時から 場所：市職員会館
先行して市広報への掲載原稿をＦＳＶより保健医療福祉課に届ける。掲載は９月を希望

８／２１（日）帰宅困難者徒歩訓練のコース実踏調査を実施 ７名
森井、大田、小林、稲葉、水島、連合湘南支部２名
実施日と同じ９時に市役所をスタートし約１１ｋｍのコースとＡＳ設置場所の
確認を行った。
当日は朝のうち雨に降られたがその後雨もあがり次回９／５第２回実行委員会で
担当を含めた細部の詰めを行うことにした。

９／ ５（火）第２回実行委員会 帰宅困難者徒歩訓練 職員会館２Ｆ １５名
大田、小林、手塚、加藤、稲葉、水島、平井、連合関係

９／２８（水）第３回実行委員会18:30～ 職員会館２Ｆ １２名
森井、手塚、桑島、野村、加藤、水島、平井（ＢＳ）、湘南支部連合他５名

１０／１５（土）ファミリーウォーク（帰宅困難者徒歩訓練）を開催
同時に災害情報員・市民レポーターの実証実験を行った。 １５３名

・強風と小雨交じりの天候であったが予定通り実施した。
・参加者 １０６名 ・スタッフ ４７名

Ｓ・Ｇ（１２名）、１AS（６名）、２AS（８名）、３AS（１０名）、４AS（５名）、５AS（６名）
・災害情報員・市民レポーターによる実況データを第３ＡＳで集約した。

スタートで参加者に十分な説明が出来なかったのでレポート件数は少なかったが、送受信とも
良好であった。なお、添付写真が表示されないデータが１件あった。今後、市民レポーターを
養成することで、「ｅコミシステム」を活用した情報共有が可能であることが立証された。

◆「絆を強める ファミリーウォーク」http://fujisawa.ecom-plat.jp/index.php?gid=12035
なお、各ＡＳに運営費打切り補助として各１万円支給

1.2.3 地域防災訓練への参加と支援
（１） ９／４（日）県・町田町合同総合防災訓練 台風１２号の影響により中止
（２） １１／６（日） 六会地区総合防災訓練 雨天のため中止
（３） １１／１２ 善行地区総合防災訓練に参加 ４８０名

日 時 １１月１２日（土） 8:30～ 会 場 俣野小学校
訓練内容 避難者情報受付取扱、簡易トイレ設置、サテライトセンター展示ＰＲ他
訓練参加者４８０名 ３２町内／４ブロック
ＦＳＶ参加者 ７名（森井、水島、芦垣、秋津、飯田、寺田、輿石）

1.2.4 地域コミュニティとの交流会
（１）１１／２６（土）伊勢原社協 東日本大震災被災地支援報告会 １０５名

コメンテーターとしてＦＳＶネット 水島副理事長 出席
午後２時～５時 場所：伊勢原シティプラザ３階研修室
主催：（社福）伊勢原市社会福祉協議会 協力：いせはら災害ボランティアネットワーク
報告：①消防本部②介護支援専門員協会③青年会議所④日産自動車⑤向上学園高等学校

⑥向上学園中等教育学校⑦向上高等学校新聞委員会ＯＢ⑧災害対策市民会議
防災ミニ講座：「我が身を守る住まいの耐震について」神奈川工科大 福井義行
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1.2.5 東日本大震災による被災者支援活動
１）街頭募金の実施

４／２（土）藤沢ＹＭＣＡを支援 １４時～１６時 ＪＲ南口
２）ボランティアバス派遣 ２８名

①思い出探し隊（岩手県大船渡市）
４／９（土）－１１（月）思い出探し隊（大船渡）ボランティア活動参加
４／２７（木）運営委員会で報告 森井 水島

地震＋津波＋原発ということでボランティア活動も複雑な対応になっている
例）敷地所有者と流されてきた上物の所有者が異なるため簡単に撤去できない。

活動の様子について写真を回覧
②いやな臭いとり除き隊 ４２名

５／２５（水）東日本大震災被災地支援ボランティアバス派遣について ４名
藤沢市とＦＳＶ共催で７月３日～５日の日程で実施を決定。
活動場所は、岩手県 陸前高田方面の予定

６／１５（水）、１６（木）先遣隊派遣： 森井、水島、河野 ３名
派遣先：岩手県大船渡町中港地区 及川水産からの悪臭汚泥除去ニーズを受諾

６／２７（月）被災者支援ボランティアバス参加者 事前説明会
１９：００～２０：３０ 会 場 鵠沼市民センター 参加費 無料

７／３－６ いやな臭いとり除き隊 大船渡町中港での活動 ４２名
７／１３（水） 活動報告とアンケート、精算結果について速報として報告

活動の様子はＤＶＤビデオ上映
７／２８（木） ボラバス活動報告会 ２５名

①報告会 （無料 一般参加者は当日受付） １８時～１９時
会場 鵠沼市民センター 会議室 （最寄り駅 小田急鵠沼海岸）
内容 活動報告、ＤＶＤ上映

今後の取り組み ※ボラバス参加者には、上映と同じＤＶＤ記録を贈呈
②懇親会（会費3,000円 食事・飲物） １９時～２１時頃

会場 アコレード （喫茶店） 藤沢市鵠沼海岸3-1-13 TEL ： 0466-34-5186
３）県内避難者の支援

県立かながわ女性センター一時避難所支援
４／２１ 被災者受入について、県災害対策課より要請があり

受入対象、受入施設、受入期間、関係部局・機関との連携、体制などについて、
事前調整を行った。

神奈川県 安全防災局 災害対策支援担当部
災害対策支援担当 課長 下元 省吾

神奈川県 安全防災局 危機管理部災害対策課
災害対策支援担当 主査 濤岡 寿子

県立かながわ女性センター
副館長兼管理企画課長 岡見 弘彦
管理企画 課長補佐 櫻井 隆

ＦＳＶネット 森井 水島
注）森井代表より、地元自治会や江ノ島振興協会など関係者に

受入について支援依頼をした。（岩佐氏、二見氏／観光協会）
４／２８（木）県立武道館から引越 ３世帯 ７名（子ども２歳、４歳含む）

荷物：４ｔ車１台 ダンボール１２０個ほど
午前１１時武道館発 女性センター到着：１３時頃
ボランティア３～４名要請あり

★受入体制とレイアウトなど行うので男女ボランティアを募集
長谷川、大田、桑島、石黒、森井、水島、中村、岩佐他３名（江ノ島） 計１１名

４／２９（金）以降について、ボランティアを急募（当初１ヶ月間）
毎日 ２～３名（午前・午後で交代可能）
内容 ①見守り（相談窓口、環境整備、話し相手など）

②差し入れ・日用品の整理 ③県職員との連携
現在、社協に登録しているボランティア２３名（男４女１９）にも案内して
担当していただける日を確認してシフト表を作成することにした。

利用者支援スタッフシフトについて
６月～７月のシフト表に可能な人の名前を記入した。
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７／１３（水）女性センター一時避難者利用者は現在０名のため休止状態
神奈川県では戸別住宅に移った人へ見守り隊による支援を継続、要請を受け
ＦＳＶネットも藤沢市内の人について支援を継続することにした。

７／２８（木）一時避難所（女性センター避難所）での支援物資整理 １３時半から１５時
森井、水島 県職員２、見守り隊１名 計５名にて、衣料品をデジタルカメラで
撮影しカタログにして、見守り隊員が要支援者宅に持参し選べるようにした。
婦人物は時間の関係で途中まで。他の物資の棚卸しも含め日程を調整して
再度行う予定。

８／２９（月）女性センター一時避難所の支援物資在庫整理２回目 森井、水島、稲葉 県４名
食品、日用雑貨、食器類などの整理とリスト作りを実施

９／１４（水） 閉鎖にあたって、県との打合せ 午前９時～ 同センターにて行った。 水島
◎提供している資機材の撤収は９／３０迄に行う。
◎ご支援・協力いただいた方へのお礼状（県知事名で）について送付リストの確認を行った。

リストについては、県担当（繁里氏）に事務局よりメールで提出する。
９／３０（金）県女性センター避難所ＮＴＴ機材撤去・閉鎖立ち会い 水島 県（繁里他３名）

４）藤沢市内避難者支援
「かながわ避難者見守り隊」の同行パートナー（県からの依頼について）

地域内の同行パートナーとしてＦＳＶネットとして登録した
①１／２６(木)－３０（月）藤沢市内避難者支援 暖房器等配布 ５名

小型電気ストーブ、電気カーペットなどを１５世帯に配布した。
２６日２世帯：森井、水島 ２７日２世帯：大田
２９日８世帯：森井 ３０日３世帯：森井

②２／２５（土）県主催 避難者相談会の支援 ４５名
会 場：藤沢市民会館２階 会議室
支援内容：交流の場の提供（喫茶コーナー）、子ども遊び相手（バルンアート）

森井、水島、秋津、高尾、堀、推進センター女性２名 計７名

（人）

地区１ 地区名 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ数
1 片瀬 ８

2 鵠沼 ８５

3 辻堂 １１

4 村岡 １４

5 藤沢 ２１

6 明治 １０

7 善行 ２９

8 湘南大庭 ４９

9 六会 ６２

10 遠藤 ２３

11 湘南台 ７

12 長後 ９

13 御所見 １

藤沢市内計 ３２９
藤沢市外 ５６
合 計 ３８５ 2012/4 現在



- 6 -

２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業

①市民活動及びボランティア活動を行う団体・個人のネットワーク化の推進
ネットワーク化のためのワークショップ開催
項目 計画 実績

①日時 ２０１１年４月～２０１２年３月 10/15 災害情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ実証実験
②場所 藤沢市総合防災センター、 藤沢市内

地区市民センター・公民館 ※帰宅困難者対応訓練時に実施
（ファミリーウォーク）

③従事者人員 ５人 ５人
④対象者 ２０人 ファミリーウォーク参加者１５３人
⑤支出見込額 ３００，０００円 ０円

②災害時の活動・拠点及び情報伝達手段の整備、体制づくり
ア サテライトセンター設置支援

項目 計画 実績
①日時 ９月（鵠沼）、１１月（六会） 2011/
②場所 地区市民センター
③従事者人員 ５人 人
④対象者 ４０人 人
⑤支出見込額 ４５，０００円 ０円

イ 情報伝達の体制づくり
項目 計画 実績

①日時 ２０１１年４月～２０１２年３月 2011//
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ５人 人
④対象者 ４０人 人
⑤支出見込額 ４０，０００円 １１，０００円

③災害時を想定したシミュレーション訓練、各種講座の開催、広報啓発
ア 災害救援ボランティアセンター(略：ボラセン)設置・運営訓練

項目 計画 実績
①日時 ２０１１年８月（本部、六会支部） 2011/10/15 帰宅困難者対応訓練 214
②場所 藤沢市内 2011/8/27 御所見中学 450
③従事者人員 ３０人＋１５人 ４０人
④対象者 １００人 ６６４人
⑤支出見込額 ４０，０００円 ６９，５９０円

イ 災害ボランティアコーディネーター養成講座（初級編）

項目 計画 実績
①日時 ２０１０年１１月～２０１２年２月 2011/10/22,23 天神会館 39
②場所 藤沢市内 2011/2/19 鵠沼市民ｾ 34

③従事者人員 １０人 １０人
④対象者 ４０人 （２０×２回） ６３人
⑤支出見込額 ９０，０００円 ５２，８３４円

ウ 会報「ＦＳＶｎｅｔニュース」の発行 （２回）
項目 計画 実績

①日時 ２０１１年４月～２０１２年３月 2010/8 推進センター 総会特集号
②場所 藤沢市内 会報11号
③従事者人員 ６人 ３人
④対象者 一般市民 一般市民
⑤支出見込額 ６５，０００円 ６５，０００円



- 7 -

④相互理解のための交流の場づくり
シンポジューム、交流会参加
項目 計画 実績

①日時 ２０１２年１月 2011/6/19 産業センター６階 28
②場所 横浜 2011/11/26 伊勢原ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 105

2011/12/24 市民会館 300
(ｾﾐﾅｰ、交流会）

③従事者人員 ６人 ５人
④対象者 一般市民 一般市民
⑤支出見込額 ３０，０００円 ９６，８００円

⑤災害ボランティアバス派遣
項目 計画 実績

①日時 ２０１１年７月 2011/4/9-11 岩手県大船渡 28
②場所 岩手県 2011/7/3-6 岩手県大船渡 42
③従事者人員 ４人 ４人
④対象者 一般市民 募集３０人 ７０人
⑤支出見込額 ６０，０００円 ６５７，２７８円

⑥一時避難所支援
項目 計画 実績

①日時 ２０１１年４月～２０１２年３月 2011/4/21～9/30
②場所 県立かながわ女性センター避難所 県立かながわ女性センター避難所
③従事者人員 １～２人 １～２人 延べ３００名
④対象者 避難施設利用者 ５世帯１０人
⑤支出見込額 ５０，０００円 ８８，２５５円

⑦藤沢市内避難者支援
項目 計画 実績

①日時 2012/2/25
②場所 藤沢市民ｾﾝﾀｰ
③従事者人員 ７人
④対象者 ４５人
⑤支出見込額 ３４，０７２円
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第２号議案
２０１１年度 収 支 計 算 書

（特定非営利活動に係る事業会計）
２０１１年４月１日から ２０１２年３月３１日まで

特定非営利活動法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク
科目 予算 実績 増減 備考

(△予算超過)

Ⅰ 収入の部
１ 会費収入
① 会費 156,000 135,000 21,000 団体3,000×21 団体5,000×2

個人1,000×36 個人5,000×1

個人3,000×1 個人2,000×4

２ 事業収入 個人10,000×1

① ネットワーク化の推進
ワークショップ開催
参加費 0 0 0

②災害時の活動体制づくり
③ 各種講座の開催

コーディネーター養成講習会
参加費 54,000 25,800 28,200 一般1000 会員800

④ 交流会の場づくり 30,000 56,000 △ 26,000 総会後交流会

⑤ 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ 0 266,900 △266,900 支援金、参加費等

⑥ 一時避難所支援 0 400,223 △400,223 支援金

３ 寄付金 120,000 50,000 70,000
４ 補助金 0 0 0
５ 受取利息 10 286 △ 276 受取利息

６ 雑収入 0 0
当期収入合計 （A) 360,010 934,209 △ 574,199
前期繰越収支差額 2,096,322 2,096,322 0
収入合計 （B) 2,456,332 3,030,531 574,199

Ⅱ 支出の部
１ 事業費
① ネットワーク化の推進

ワークショップ開催 30,000 0 30,000
②災害時の活動拠点体制づくり
ア：サテライト設置支援 45,000 0 45,000
イ：情報伝達の体制づくり 40,000 11,000 29,000 情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成(2回)

③ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ訓練各種講座広報啓発
ア 防災訓練 40,000 69,590 △ 29,590 帰宅困難者対応訓練他

イ コーディネーター養成講習会 90,000 52,834 37,166 初級/入門講座

ウ 会報の発行 65,000 65,000 0 会報第11号 FSV紹介パンフ

④交流会の場づくり
シンポジューム、交流会 30,000 96,800 △ 66,800 総会・交流会

⑤災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ 60,000 657,281 △597,281 岩手県大船渡市

⑥一時避難所支援 50,000 88,261 △ 38,261 石名坂、女性センター

⑦市内避難者支援 0 34,072 △ 34,072 交流・相談会

２ 管理費
役員報酬 0 0 0
事務局人件費 35,000 20,000 15,000 局員（2名分）

消耗品費 10,000 26,378 △ 16,378
通信費 30,000 81,044 △ 51,044 送料（郵送、宅配等）

ネットワーク使用 60,000 64,831 △ 4,831 災害情報用ネット年間使用料

研修費 10,000 0 10,000
会議費 30,000 18,670 11,330 会場、施設機器使用料他

事務所賃貸料 3,000 2,400 600 特定設備使用料（ロッカー）他

負担金 10,000 10,000 0 神奈川ネットワーク年会費

租税公課 0 0
雑費 10,000 700 9,300 一時避難所支援、手数料他

３ 予備費 0 0 0

当期支出合計 （Ｃ) 648,000 1,298,861 △ 650,861
当期収支差額 （Ａ）－（Ｃ） △287,990 △364,652 76,662
次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 1,808,332 1,731,670 76,662
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監 査 報 告

特定非営利活動法人 藤沢災害救援ボランティアネットワーク
（特定非営利活動に係わる事業会計）

２０１１年４月１日より２０１２年３月３１日までの会計処理
について監査を行い、会計帳簿・関係書類を照査した結果を報告
します。

監査所見

１．一般会計の出納台帳、収支計算書、財産目録、預金通帳等
会計帳簿は的確に処理されていることを認めます。
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第３号議案
２０１２年度 事 業 計 画 書 （案）

２０１２年４月１日から２０１３年３月３１日まで
法人の名称
特定非営利活動法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク
略称：ＦＳＶネット

１ 事業活動方針
１）自主防災組織による地域防災力の向上支援と会員の拡充

ＦＳＶネットの存在を地域の自主防災組織に理解していただき、当ネットワークへの加入に
より日頃から顔の見える関係づくりとＦＳＶネットを活用した地域防災力の向上促進と支援
をしていきます。

２）関係団体、行政との連携強化
災害発生時にＦＳＶネットが効果的に機能するためには、社会福祉協議会をはじめとして

関係団体や行政と平常時から連携・協力を積極的に進める必要があります。藤沢市が実施
する総合防災訓練に参加し、関係諸団体と共同で事業を進めることを通して連携の強化を
はかっていきます。

２ 事業内容
（１）特定非営利活動に係る事業

①市民活動及びボランティア活動を行う団体・個人のネットワーク化の推進
帰宅困難時通信実証

①日時 ２０１２年４月～２０１３年３月
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ２人
④対象者 一般市民
⑤支出見込額 ０円

②災害時の活動・拠点及び情報伝達手段の整備、体制づくり
ア サテライトセンター設置支援

①日時 ２０１２年８月～２０１３年２月（9月鵠沼）、（11月六会、善行）
②場所 地区市民センター・公民館
③従事者人員 ５人
④対象者 ４０人
⑤支出見込額 ４５，０００円

イ 情報伝達の体制づくり／災害情報コーディネーター講座
①日時 ２０１２年４月～２０１３年３月（2012/8 2013/3 ２回）
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ５人
④対象者 ４０人
⑤支出見込額 ２０，０００円

③災害時を想定したシミュレーション訓練、各種講座の開催、広報啓発
ア 災害救援ボランティアセンター(略：ボラセン)設置・運営訓練、ＡＳ（ｴｲﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ）運営

①日時 ２０１２年９月１日（本部、六会支部、湘南大庭支部）
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ３０人
④対象者 一般市民
⑤支出見込額 ２０，０００円

イ 災害ボランティアコーディネーター養成講座（初級・入門）

①日時 ２０１２年１１月 ２０１３年２月
②場所 藤沢市内
③従事者人員 １０人
④対象者 ４０人 （２０×２回）
⑤支出見込額 ６０，０００円

ウ 会報「ＦＳＶｎｅｔニュース」の発行 （２回）
①日時 ２０１２年４月～２０１３年３月
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ６人
④対象者 一般市民
⑤支出見込額 ６５，０００円
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④相互理解のための交流の場づくり
シンポジューム、交流会参加

①日時 ２０１３年１月
②場所 藤沢市内、横浜
③従事者人員 ６人
④対象者 一般市民
⑤支出見込額 ３０，０００円

⑤市内避難者支援
交流会・相談会、各種支援

①日時 ２０１２年７月～２０１２年３月
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ６人
④対象者 市内避難者（東日本大震災被災者）
⑤支出見込額 ３０，０００円
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３ 主な日程
No. 日 程 場 所 内 容

1 2012年 藤沢産業ｾﾝﾀｰ 第６回 定期総会 開催

６月２３日 ８階情報ﾗｳﾝｼﾞ

3 基本日程 推進センター 運営委員会の開催

開催月：'2012/4,5,6, 7, 8,9, 10，11, 2013/ 1,2, 3

4 '2012/４月 市民ｾﾝﾀｰ 災害ボランティアコーディネーター養成講座（初/入門編）

～ 会議室（予定） 六会 会場（初級編）

'2013/３月 日時：２０１２年１０月 予定

場所：六会市民センター又は天神会館

湘南大庭 会場（入門編）

日時：２０１３年２月予定

場所：湘南大庭市民センター

5 2012年 藤沢市総合防災訓練

９月 １日(土) 片瀬中学校 災害救援ボランティアセンターの設置訓練他

（本部）（ｻﾃﾗｲﾄ／六会・湘南大庭）

９月１６日(日) 横須賀 神奈川県・市合同総合防災訓練

陸自武山駐屯地 災害救援ボランティアセンターの設置訓練他

災害救援ボランティアセンター（支部）

８月～１１月 サテライト開設・運営シミュレーション訓練

9/1本部との連携 六会・湘南大庭支部 日時：９月１日（土）

鵠洋小学校 鵠沼支部 日時：９月１７日（月） ：地区防災訓練

消防訓練センター 六会支部 日時：１１月 ４日（日） ：地区防災訓練

未定 善行 日時：１１月１１日（日） ：地区防災訓練

6 2012年 会報（ＦＳＶnetニュース）発行 2012/6 2013/1

４月～'2013/3 臨時発行：総会特集 2012/8予定

7 '2012/４月 １）市民活動及びボランティア活動を行う団体・個人の

～ ネットワーク化の推進

'2013/３月 ・災害情報コーディネーター養成ワークショップ

（開催予定：年２回 ８月、2013／３月）

２）支援活動と会員募集

・関係団体、行政等の行事への参加（ﾊﾟﾝﾌ配布）

・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(初・入門編)他

・サテライトセンター設置支援（各市民センター・公民館）

３）藤沢市内１３の市民センター・公民館へのＰＲ展開

４）ホームページ運用充実他：情報ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ等
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第４号議案
２０１２年度 収 支 予 算 書 （案）

（特定非営利活動に係る事業会計）
２０１２年４月１日から ２０１３年３月３１日まで

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク

科 目 予 算 前期予算 増減 備 考
Ⅰ 収入の部
１ 会費収入 団体3,000×20 団体5,000×2

①会費 156,000 156,000 0 個人1,000×58 個人5,000×1

２事業収入 個人2,000×6 個人11,000×1

①ネットワーク化の推進
ワークショップ開催 参加費 0 0

②災害時の活動体制づくり
情報員・コーディネーター講座 11,000 0 11,000

③各種講座の開催
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講習会 参加費 36,000 54,000 △18,000 1,000 円×10人×2件

800 円×10人×2件

④交流の場づくり 参加費 30,000 30,000 0 総会後交流会

⑤ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援金 200,000 0 200,000 市内避難者支援交流会等

３ 寄付金 40,000 120,000 △80,000 5,000×4×2 広告

４ 補助金 0 0 0
５ 受取利息 10 10 0
６ 雑収入 0 0 0
当期収入合計（Ａ） 473,010 360,010 △87,000
前期繰越収支差額 1,731,670 2,096,322 △362,438
収入合計（Ｂ） 2,206,894 2,456,332 △249,438

Ⅱ 支出の部
１ 事業費
①ネットワーク化の推進
ワークショップ開催 0 30,000 △30,000 帰宅困難時通信実証

②災害時の活動拠点体制づくり
ア：サテライト設置支援 45,000 45,000 0 六会、鵠沼、善行、湘南大庭

イ： 情報伝達の体制づくり 20,000 40,000 △20,000 情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成

③ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ訓練、各種講座、広報啓発
ア：ボラセン設置・運営訓練等 20,000 40,000 △20,000 防災訓練、AS運営

イ：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講習会 60,000 90,000 △30,000 教材、講師料他 出前講座含む

ウ：会報の発行 65,000 65,000 0 会報１3号１4号 特集号

④交流の場づくり
シンポジューム、交流会参加 30,000 30,000 0 交流会、ギャザリング等

⑤災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱバス派遣 岩手県 0 60,000 △60,000 岩手県方面

⑥一時避難所支援 0 50,000 △50,000 利用者生活物資等支援

⑦市内避難者支援 30,000 0 30,000 交流・相談・各種支援

２ 管理費
役員報酬 0 0 0
事務局人件費 20,000 35,000 △15,000 局員

消耗品費 10,000 10,000 0 用紙代等

通信費 30,000 30,000 0 郵送料等

ネットワーク使用 60,000 60,000 0 災害情報用ネット年間使用料

研修費 10,000 10.000 0
会議費 30,000 30,000 0 会場、施設機器使用料他

事務所賃貸料 3,000 3,000 0 特定設備使用料（ロッカー）

負担金 10,000 10,000 0 神奈川ネットワーク年会費

租税公課 0 0 0
雑費 1,000 10,000 △7,000 手数料他

３ 予備費 19,010 0 19,010
当期支出合計（Ｃ） 473,010 648,000 △174,990
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 △287,990 287,990
次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 1,731,670 1,808,332 △ 74,448
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第５号議案
定款一部改訂の件

現行 改訂 （案）
第4章 役員及び職員 第4章 役員及び職員

(種別及び定数) (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。 第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 １５人以上２５人以内 (1)理事 １０人以上２５人以内
(2)監事 ２人 (2)監事 ２人

２ 理事のうち、1人を理事長、２人を ２ 理事のうち、1人を理事長、２人を副理事長とする
副理事長とする。

改訂理由
理事定数の下限を下げることで、役員の数に幅をもたせた。
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第６号議案

役員・運営委員 変更 （案）

１ 役 員 （理事１５名 監事２名（内新任１））
理事長 森井 康夫 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
副理事長 水島三千夫 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
理 事 信田 清治 特定非営利活動法人 神奈川海難救助隊
理 事 大田 哲夫 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
理 事 石黒 栄一 ニコニコ自治会
理 事 鈴木 勝貴 社団法人 神奈川県トラック協会湘南支部藤沢地区
理 事 佐川 昇 六会地区自治会連合会
理 事 堀 千鶴 六会地区自治会連合会
理 事 長谷川元保 くげぬま探求クラブ
理 事 稲葉 恵之 個人会員
理 事 田代 公一 個人会員
理 事 石崎 正彦 個人会員
理 事 矢部 直美 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
理 事 高尾 善彦 湘南大庭防災リーダーの会
理 事 秋津 百合子 六会災害救援ボランティアコーディネーター会
監 査 関根 寿樹 個人会員
監 査 鴨下 純久 財団法人 藤沢ＹＭＣＡ 新任

☆役員変更 監査 （退任）安室 謙一 （新任）鴨下 純久
２ 運営委員 ３７名（※印理事又は監事）

宮崎 厚生 藤沢市腎友会
大見 成幸 生活協同組合コープかながわ
鴨下 純久※ 財団法人 藤沢ＹＭＣＡ 新任
郡司 すみれ 財団法人 藤沢ＹＭＣＡ 新任
橋口 元 社団法人藤沢青年会議所 新任
中村 信幸 社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会

代 表 森井 康夫※ 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
副代表 水島三千夫※ 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会

信田 清治※ 特定非営利活動法人 神奈川海難救助隊
石黒 栄一※ ニコニコ自治会
鈴木 勝貴※ 社団法人 神奈川県トラック協会湘南支部藤沢地区
梶村 悟史 藤沢エフエム放送株式会社
服部 忠之 鵠沼藤が谷自主防災会
魚津 靖太郎 カトリック藤沢教会
東澤 武彦 藤沢市柔道整復師会
野村 京子 鵠沼海岸5丁目町内会
小林 亘 鵠沼海岸5丁目町内会
桑島 威 鵠沼海岸5丁目町内会
橋本 園子 湘南リビング新聞社
石塚 義幸 六会地区防災リーダー連絡会 新任
郷原 允 六会地区防災リーダー連絡会 新任
秋津百合子※ 六会地区防災リーダー連絡会
河村 英二 くげぬま探求クラブ
佐川 昇 ※ 六会地区自治会連合会
堀 千鶴※ 六会地区自治会連合会
芦垣 栄 六会災害救援ボランティアコーディネーター会
長谷川元保※ 藤沢災害救援ボランティアセンター鵠沼支部設置準備会
大田 哲夫※ 南橘町内会
森井 康夫※ 八州台町内会
高尾 善彦※ 湘南大庭防災リーダーの会
国分 俊明 湘南大庭防災リーダーの会 新任
池端 真彦 湘南大庭防災リーダーの会
大田 敏弘 藤沢市福祉団体連絡会
関根 次郎 湘南一歩会
稲葉 恵之※ 個人会員
北島 令司 個人会員
永井 譲 個人会員

３ 事務局 ３名
事務局長 水島三千夫※ 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
事務局員 大田 哲夫※ 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会

秋津百合子※ 六会地区防災リーダー連絡会


