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第１号議案
２００７年度 事 業 報 告 書

２００７年４月１日から２００８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）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。

（１）会員数 団 体 ２０団体（２０） 個 人 ７３人（５９） （内）前年
運営委員 ２２人（兼事務局長１） 事務局３人 （2008年３月３１日現在）
役 員 １５人（理事兼運営委員１０ 理事２ 理事兼事務局３）

（２）会議の開催状況
総 会 ２００７年６月１６日（土）
運営委員会 ２００７年 第１回 ４月１７日（火） 第２回 ５月 ８日（火）

第３回 ５月２９日（火） 第４回 ７月１７日（火）
第５回 ８月 ９日（木） 第６回 ９月１１日（火）
第７回１１月 ６日（火） 第８回１２月１１日（火）

２００８年 第９回 １月 ８日（火） 第10回 ２月２６日（火）
第11回３月２４日（月）

県ネット会議 2007年度総会 ２００７年６月 ９日（土）
運営委員会 ２００７年５月１７日（木）、７月３日（火）、８月１０日（金）

（2008年4月22日）
事務局会議 5月7日(月) 7月3日(火) 8月10日（金）9月14日（金）10月24日(水)11月29日（木）

2008年1月10日（木）

ハンドブック改訂委員会 9月12日(水) 11月14日(水) 12月17日(月)

2008年1月12日(土) 2月7日(木) 3月13日(木) [4月7日(月）、4月24日（木）]

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
はかりました。

2007
4/11 災害シナリオ（六会編）の作成について打合せ 10名 天神町会館 19:00～21:00
5/14 「藤沢市における地域リスクガバナンスに関する共同研究」市防災センター

第１回研究会にて目的と計画の確認を行った
5/16 水路歩行実験（浸水災害時要援護者かけつけ救助の基礎データ）つくば防災科技研13:00～
5/25 六会地区リーダー連絡会に参加 六会市民センター 19:00～

サテライトセンターの設置について説明 ３０名
6/ 6 「リアルタイム浸水シミュレーションを活用した災害時要援護者の避難誘導に関する

研究」＝かけつけ救助ボランティア 9:00～
6/14 「藤沢市防災拠点担当者会議」に参加 藤沢市総合防災センター 16:00～

ＦＳＶネットとサテライトについて解説を行った ２０名
6/15 「避難施設に関する検討会」に出席 鵠沼中学図書室 19:00～

主催：鵠沼中学校地区防災連絡協議会 ２０名
6/16 ＮＰＯ法人ＦＳＶネット第１回総会 14:00～ 防災センター

２００７年度事業計画、予算が決定した。 ４７名
能登半島震災を例に避難所の実態を説明 坪川、森井、水島

6/25 「家具転倒防止対策について」 橘地区自治会 14:00～
家具転倒防止について解説 ２０名 森井、水島、大田

7/ 3 江の島津波対策協議会 14:00～ 県女性センター14:00～ ３０名 森井、水島
相模湾沿岸津波対策訓練（藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練）

7/22～24 新潟県中越沖地震被災地 先発隊として現地調査・支援活動
メンバー：森井、水島、植山（神ネ）、森（秦野）４名
調査地：柏崎、刈羽、西山

7/29 新潟県中越沖地震調査報告会 県民センター 17:00～
８月１０日から１２日ボラバス派遣を決定 ２５名
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7/31 相模湾沿岸津波対策訓練（藤沢市・鎌倉市合同津波対策訓練）江の島東海岸 14:00～
ＦＳＶネットは視察参加 森井、水島、大田、高塚

8/ 2 藤沢市総合防災訓練関係機関担当者会議 防災センター４Ｆ 14時～ ５０名 森井、水島
要望事項：本部テント２張、机１０椅子２５、ＰＣ４台、

サテライト設置スペース２カ所 資材搬入用車両１台乗入
8/ 2 総会記録、藤沢市総合防災訓練参加要請、総会特集号他発送 推進ｾﾝﾀｰ 水島、近野、森井
8/18 新潟県中越沖地震被災者支援ボランティア活動報告 県民センター 14:00～

被災地での活動状況を詳細報告、継続した支援の必要性を確認した。２０名
8/28 津波実証テスト（NHK津波取材）参加報告 横須賀 独）港湾空港技術研究所／石黒
9/ 1 藤沢市総合防災訓練に参加 藤沢市村岡中学校 午前中 ８７０名

災害救援ボランティアセンターの立上げと運営訓練実施
マニュアル検証と避難者情報の入力支援、サテライト開設、支援センター開設
参加人数： ３２団体 870 名 ＦＳＶネット６０名

9/ 2 神奈川県・伊勢原市総合防災訓練に参加 伊勢原市総合運動公園自由広場他 9:30～
ＦＳＶネットとしてはボランティア役として６名参加

10/16 NPO医療通訳専門ボランティアとの打合せ 横浜農機会館６ 9:30-11:00
災ボラネットワークについて説明 ６名

10/28 帰宅困難者訓練ウォーク 遊行寺ＣＰ 10:00-14:00
チェックポイントへの誘導等参加者への支援を実施 ６０名 森井、水島

11/ 4 六会支部（サテライト）訓練 市消防防災訓練センター（旧藤沢北高）8:30-12:00
サテライト設置、運営 ３５名 総参加者１１７９名

11/10 平成１９年度「自治会長のつどい」藤沢市民会館小ホール 10:00～13:00 水島
災害救援ボランティアの受入と日頃のネットワーク化 １００名

11/10 善行地区総合防災訓練 俣野小学校 10:00～ 森井、石黒、近野

11/11,17 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座（初級編）実施
11/16 要援護者支援システムの検証とデモ展示他についてＮＩＥＤに仕様書提出

デモ展示 1/12,13 防災ギャザリング 9:00～
ワークショップ 2/8 藤が谷市民の家 9:00～

11/20 片瀬自主防災協議会：災ボラについて ５０名 片瀬市民センター 15:00～水島
12/ 8 大清水高校２・３年生が社会貢献活動として土嚢づくり実施 大清水浄化ｾﾝﾀｰ 9:00～

約２００名 水島 森井 災害対策課
2008
1/12-13 防災ギャザリングにてデモ・展示 県民センター１階展示ホール 9:00～

要援護者支援システムのデモと展示でＦＳＶネットの活動状況を発表 ７５０名
2/ 2 かながわｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ「災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編）」で講義２０名 水島
2/ 8 要援護者支援システムについて意見聴取（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）実施 藤が谷市民の家 9:00～
3/9,15 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座（初級編）実施
3/15 かながわｺﾐｭﾆﾃｨｶﾚｯｼﾞ「災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編）」で講義２０名 水島
3/16 藤沢ＹＭＣＡ会館活動３０周年感謝拝礼 ８２名 14:00～ 森井、水島
3/30 要援護者支援システムの検証報告書提出

災害救援ボランティアコーディネーター養成状況
藤沢市内 2008/3 現在

地区１ 地区名 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ数
1 片瀬 4
2 鵠沼 63
3 辻堂 14

4 村岡 9
5 藤沢 27
6 明治 8

7 善行 16

8 湘南大庭 11
9 六会 41

10 遠藤 7
11 湘南台 5

12 長後 8

13 御所見 1

藤沢市内 214
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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 ２００７年４月～２００８年３月 2007/6/14 市防災センター
②場所 藤沢市総合防災センター、 2007/10/16 横浜農機会館

地区行政センター 2007/11/10 市民会館
2007/11/20 片瀬市民センター
2008/2/8 藤が谷市民の家

③従事者人員 ５人 ５人
④対象者 ５０人 １８９人 (20+6+100+50+13)
⑤支出見込額 ４０，０００円 ３４３，９９７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
サテライトセンター設置支援
項目 計画 実績

①日時 ２００７年４月～２００８年３月 2007/5/25 六会市民センター
②場所 各行政センター 2007/11/4 市消防防災訓練ｾﾝﾀｰ
③従事者人員 ５人 ５人
④対象者 ４０人 ６５人(30+35)
⑤支出見込額 ２０，０００円 １７，８２６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 ２００８年９月 2007/9/1 村岡中学
②場所 藤沢市内 2007/9/2 伊勢原市総合運動公園

2007/10/28 遊行寺
2007/12/8 大清水浄化ｾﾝﾀｰ

③従事者人員 ３０人 ３０人
④対象者 １００人 ２８５人(60+5+20+200)
⑤支出見込額 １０，０００円 １８，９６６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 ２００７年１１月、２００８年３月 2007/11/11,17 市防災センター
②場所 藤沢市総合防災センター 2008/2/2 県民センター

2008/3/15 県民センター
2008/3/9,15 市防災センター

③従事者人員 １０人 １０人
④対象者 ６０人 （３０×２回） １０９人(17+22+20+20)
⑤支出見込額 ４０，０００円 ６５，８３８円

ウ 会報「ＦＳＶｎｅｔニュース」の発行 （２回）
項目 計画 実績

①日時 ２００７年４月から２００８年３月 2007/8 推進センター
②場所 藤沢市内 2008/1 推進センター
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 ３５，８８１円

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 ２００８年１月 2007/6/9 県民センター
②場所 横浜 2008/1/12,13 県民センター

2008/3/16 藤沢YMCA会館
③従事者人員 ３人 ５人
④対象者 一般市民 一般市民
⑤支出見込額 １０，０００円 ６７，５１０円
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第２号議案
２００７年度 収 支 計 算 書

（特定非営利活動に係る事業会計）
２００７年４月１日から ２００８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

Ⅰ 収入の部

１ 会費収入

① 会費 145,000 123,000 22,000 団体3,000×14 団体5,000×2

個人1,000×40 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 (個人1,000×10 前受金)

ワークショップ開催

参加費 50,000 400,000 -350,000 ユビキタス環境共同実験支援

③ 各種講座の開催

コーディネーター養成講習会

参加費 81,000 50,100 30,900 一般1,500×31

会員1,200×3

④ 交流会の場づくり

参加費 10,000 34,000 -24,000 総会後交流会

３ 寄付金 40,000 55,000 -15,000 2×1 1.5×1

1×1 0.5×2

４ 預金利息 1 935 -934

当期収入合計 （A) 326,001 663,035 -337,034

前期繰越収支差額 588,614 588,614 0

収入合計 （B) 914,615 1,251,649 -337,034

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 40,000 255,660 -215,660 災害情報通信実験

ネットワーク使用 88,337 -88,337 災害情報用ネット使用料12ヶ月分

②災害時の活動拠点体制づくり

サテライト設置支援 20,000 17,826 2,174 簡易テント（鵠沼、六会）

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 10,000 18,966 -8,966

イ コーディネーター養成講習会 40,000 65,838 -25,838 初級講座

ウ 会報の発行 65,000 35,881 29,119 会報第７,8号 特集号

④交流会の場づくり

シンポジューム、交流会 10,000 67,510 -57,510 交流会

２ 管理費

役員報酬 0 0 0

事務局人件費 35,000 35,000 0 局長15,000、局員10,000×２

消耗品費 10,000 2,601 7,399

通信費 20,000 33,170 -13,170

研修費 10,000 0 10,000

会議費 40,000 33,410 6,590 会場、施設機器使用料

事務所賃貸料 4,800 2,400 2,400 特定設備使用料（ロッカー）

負担金 10,000 -10,000 神奈川ネットワーク年会費

租税公課 0 0

雑費 16,590 -16,590 残高証明、弔慰金他

50,000 -50,000 中越沖地震拠出金

３ 予備費 21,201 0 21,201

当期支出合計 （Ｃ) 326,001 733,189 -407,188

当期収支差額 （Ａ）－（Ｃ） 0 -70,154 70,154

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 588,614 518,460 70,154
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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）

２００７年４月１日より２００８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
２００８年度 事 業 計 画 書

２００８年４月１日から２００９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
ネットワーク化のためのワークショップ開催

①日時 ２００８年４月～２００９年３月
②場所 藤沢市総合防災センター、地区行政センター
③従事者人員 ５人
④対象者 ２０人
⑤支出見込額 ３５０，０００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
サテライトセンター設置支援

①日時 ２００８年４月～２００９年３月
②場所 各行政センター
③従事者人員 ５人
④対象者 ４０人
⑤支出見込額 ３０，０００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

①日時 ２００８年８月
②場所 藤沢市内
③従事者人員 ３０人
④対象者 １００人
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（初級編）

①日時 ２００８年９月、２００８年１１月
②場所 藤沢市市役所新館７階 会議室
③従事者人員 １０人
④対象者 ６０人 （３０×２回）
⑤支出見込額 ６０，０００円 注）助成金４０万円申請予定

ウ 会報「ＦＳＶｎｅｔニュース」の発行 （２回）
①日時 ２００８年４月から２００９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

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 ２００８年１月
②場所 横浜
③従事者人員 ３人
④対象者 一般市民
⑤支出見込額 ３０，０００円



- 7 -

３ 主な日程

No. 日 程 場 所 内 容

1 2008年 藤沢市役所 第２回 定期総会 開催

６月21日 7階第3会議室

2 隔月 新館７階 運営委員会の開催

開催月：'08/4,5,6, 7, 9, 11, '09/ 1, 3

3 '08/４月 藤沢市役所 災害ボランティアコーディネーター養成講座（初級編）

～ 会議室（予定） 第１回 開催日 2008年９月28日(日)・10月5日(日) 予定

'09/３月 （受付・問合せ先／社協 担当）

第２回 開催日 2009年１１月 予定

（受付・問合せ先／社協 担当）

4 2008年 訓練センター 藤沢市総合防災訓練

８月３０日(土) (旧藤沢北高) 災害救援ボランティアセンターの設置訓練他

神奈川県・市合同総合防災訓練

９月１日(月) 横須賀 災害救援ボランティアセンターの設置訓練他

鵠沼 災害救援ボランティアセンター（鵠沼支部）ｻﾃﾗｲﾄ

９月７日（日） 市民センター 開設・運営シミュレーション訓練

5 2008年 会報（ＦＳＶnetニュース）発行 年２回

４月～'09/3 臨時発行：総会特集予定

6 随時 支援活動と会員募集

・関係団体、行政等の行事への参加

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(初級編)他

・サテライトセンター設置支援（各行政センター）

善行、長後のサテライト設置を支援

藤沢市内１３の市民センター・公民館へのＰＲ展開

※ホームページ開設検討

※災害情報ｺ-ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成のワークショップ開催予定
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第４号議案
２００８年度 収 支 予 算 書

（特定非営利活動に係る事業会計）
２００８年４月１日から ２００９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 金 額 備 考
Ⅰ 収入の部
１ 会費収入
①会費 139,000 1,000 円×60人 5,000 円×2人

3,000 円× 20団体
２事業収入
①ネットワーク化の推進

ワークショップ開催 参加費 480,000 要援護者支援システムＷＳ
②災害時の活動体制づくり 30,000
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 81,000 1,200 円×15人×2件
1,500 円×15人×2件

④交流の場づくり 参加費 10,000 2,000 円×5人（役員負担）
３ 寄付金 40,000
４ 預金利息 10

※（講座：助成金申請予定）

当期収入合計（Ａ） 780,010
前期繰越収支差額 518,460
収入合計（Ｂ） 1298,470
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 280,000
ネットワーク使用 70,000

②災害時の活動拠点体制づくり
サテライト設置支援 30,000

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 20,000
イ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講習会 60,000 講師料他 （助成金申請予定）

ウ 会報の発行 65,000 会報９号１０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 交流会
２ 管理費

役員報酬 0
事務局人件費 35,000
消耗品費 5,000
通信費 30,000
研修費 10,000
会議費 40,000
事務所賃貸料 3,000
負担金 10,000
租税公課 0
雑費 20,000

３ 予備費 10,000

当期支出合計（Ｃ） 718,000
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 62,010
次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 580,470
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第５号議案

役員・運営委員 一部改選
１ 役 員 （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）
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
副理事長 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 北島 令司 個人会員
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 近野喜美代 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
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
監 査 関根 寿樹 個人会員
監 査 安室 謙一 財団法人 藤沢ＹＭＣＡ

２ 運営委員 ※印役員兼任 (内)退任者名

宮崎 厚生 藤沢市腎友会
岡田 由美 生活協同組合コープかながわ （日比野 均）
安室 謙一※ 財団法人 藤沢ＹＭＣＡ
平綿 宗博 社団法人藤沢青年会議所
尾花 裕樹 社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会 (井岡 大伸)
黒川 栄 特定非営利活動法人 ふじさわＮＰＯ連絡会

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
副代表 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
大津 明 特非 湘南ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
曽根 和子 カトリック藤沢教会 （川辺 克郎）
加藤 智幸 藤沢市柔道整復師会
野村 京子 鵠沼海岸5丁目町内会 （柘植 涼子）
橋本 園子 湘南リビング新聞社
和田 昭夫 六会地区防災リーダー連絡会 (片倉 昭二)
桐ヶ谷彰織 六会地区防災リーダー連絡会 (堀口 陽子)
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
国枝 健 鵠沼藤が谷自主防災会
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
北島 令司※ 個人会員
稲葉 恵之※ 個人会員

３ 事務局
事務局長 水島三千夫 運営委員（副代表）兼任
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

近野喜美代※ 特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会
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


