
 

 

委託事業報告書 

 

 
市民活動推進センター開館準備業務及び開館記念事業業務 
平成 13 年度藤沢市市民活動推進センター管理運営業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会 



(１) 開館準備業務
ア 担当職員のセンター内研修

期間 2001年11月20日～2001年12月14日 及び2002年2月14日
場所 藤沢市市民活動推進センター内
対象 担当職員13名及びボランティアスタッフ20名
内容 施設（小島ビル）利用説明 避難訓練

印刷機・コピー機・パソコン等の機材使用研修
センター業務内容の徹底理解とシュミレーション（講師：連絡会理事）
事務用品・消耗品の準備 開館記念式典の準備

支出額 45,000円
イ 他施設での実務研修

期間 2001年12月1日～2001年12月14日
場所 横須賀市市民活動サポートセンター
対象 担当職員13名
内容 センター業務内容の実地研修

機材利用状況 サービス内容等
支出額 30,180円

ウ 開館準備に伴う人件費
期間 2001年12月1日～2001年12月14日
場所 藤沢市市民活動推進センター
対象 担当職員13名
内容 センター管理業務
支出額 330,273円

（２） 開館記念事業
ア 記念事業の開催

日時 2002年2月2日 土曜日 13：30～15：30
場所 藤沢市市民活動推進センター
参加対象 市民活動を行っている者・興味のある者
内容 ｢藤沢の市民活動を考える｣

基調講演 講師 山岡義典（日本NPOセンター理事）
事例発表 藤沢市青少年活動リーダーバンク

救援活動国際協力機関
パネル討論会 ｢藤沢の市民活動を考える｣

従事者数 26名
参加者数 55名
広報 広報ふじさわ　2002年1月25日号
支出額 269,757円

イ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成
発行日 2002年2月28日
部数 7000部
内容 センター利用案内・内部の説明
支出額 181,126円

ウ 開館記念式典の実施
日時 2001年12月15日 土曜日
場所 藤沢市市民活動推進センター
内容 藤沢市市民自治推進課の企画に協力
支出額 53,716円

（３） 会計報告は別紙参照

以上の通り報告いたします。
2002年5月 特定非営利活動法人

藤沢市市民活動推進連絡会 理事長 小 泉　勝　彦

開館準備業務及び開館記念事業業務実施報告書



金　　額

Ⅰ 収入の部

1 委託金 910,052 藤沢市より

2 事業収入 0

収入合計（A) 910,052

Ⅱ 支出の部

1 開館準備業務

ア 担当職員のセンター内研修

講師謝礼 45,000 5,000円×9名

イ 他施設での実務研修

活動費 20,000 2,000円×10名

交通費 10,180 800円×４名　1,020円×2名　

1,000円，1,060円，1,220円，1,660円

ウ 人件費 330,273 12月1日～12月14日

職員 3名 181,486

アルバイト 10名 116,760

ボランティア 交通費・謝礼 29,220

保険料 労働保険料 2,807

2 開館記念事業

ア 記念事業の開催 269,757

事務消耗品費 事務用品・看板作成他 48,672

記念品作成費 ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ・ｸﾘｱｰﾌｧｲﾙ 126,000

講師謝礼 講師謝礼・車代 95,000

雑費 振り込み手数料 85

イ パンフレットの作成 181,126

印刷費 版下作成・印刷・用紙 175,513

雑費 消耗品他 5,613

ウ 開館記念式典の実施 53,716

事務消耗品費 フィルム・事務用品品他 6,361

記念品作成費 ｸﾘｱｰﾌｧｲﾙ 46,935

雑費 振り込み手数料 420

支出合計（B） 910,052

収支差額（A)－（B） 0

科　　　　目 備　　　　　考

開館準備業務及び開館記念事業収支計算書

2001年12月1日から2002年2月28日まで

藤沢市市民活動推進連絡会



(１) 施設管理業務

ア 施設管理業務に伴う人件費

期間 2001年12月15日～2002年3月31日

場所 藤沢市市民活動推進センター内

対象 担当職員13名及びボランティアスタッフ20名

内容 藤沢市市民活動推進センター管理業務

支出額 2,885,007円

イ 施設管理雑費

期間 2001年12月15日～2002年3月31日

場所 藤沢市市民活動推進センター内

内容 藤沢市市民活動推進センター管理用品

支出額 49,707円

(2) センター運営事業

ア 情報の収集と提供・発信業務

日時 2001年12月15日～2002年3月31日

場所 藤沢市市民活動推進センター

対象 市民活動を行っている者・興味のある者

内容 情報誌（NEWS　LETTER　1号・2号）発行

ホームページ配信開始

掲示板の管理 掲示ラック・閲覧ラックの管理

関係図書・研究資料の選択

各種相談会の実施 登録団体データベースの作成

支出額 399,874円

イ 学習機会及び市民活動団体交流機会の提供業務

1) 内容 NPOマネジメント基礎講座

講師 IIHOE　川北秀人氏

日時 2002年2月28日（木）17:00～19：00

場所 藤沢市市民活動推進センター（会議室）

対象 市民活動を行っている者・興味のある者

参加者 30名

支出額 52,975円

2) 内容 市民活動団体交流会実行委員会の開催

日時 2002年3月9日（土）18:00～21：00

場所 藤沢市市民活動推進センター（会議室）

対象 センター登録団体・個人登録者の内希望者

参加者 23名

支出額 152,067円（5月11日開催のための準備金133,125円を含む）

ウ 幅広い個人や団体の力を結集するしくみの構築と運営に関する業務

日時 2001年12月15日～2002年3月31日

場所 藤沢市市民活動推進センター

内容 ｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ設立に向けての調査研究

支出額 人件費充当

エ 報告業務

日時 2001年12月15日～2002年3月31日

内容 報告書の作成

支出額 3,318円

(3) 会計報告は別紙参照

以上の通り報告いたします。

2002年5月 特定非営利活動法人

藤沢市市民活動推進連絡会 理事長 小　泉　勝　彦

平成13年度藤沢市市民活動推進センター管理運営業務



金　　額

Ⅰ 収入の部

1 委託金 3,542,948

2 事業収入 0

収入合計（A) 3,542,948

Ⅱ 支出の部

1 施設管理業務

ア 人件費 2,885,007 職員 3名 1,423,784

アルバイト 10名 1,067,940

ボランティア 交通費・謝礼 123,800

保険料 労働保険料・社会保険料他 150,723

振り込み手数料 1,260

管理費 117,500

イ 施設管理雑費 49,707 管理必要備品・消耗品

2 事業費

ア 情報の収集と提供・ 399,874 情報誌の発行（NEWS LETTER） 2,373

発信業務 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成（登録団体一覧） 31,500

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作成 157,500

他団体・施設の情報誌の管理 36,133

活動情報の収集管理 92,368

図書・研究誌の収集管理・貸し出し 20,000

各種相談会の実施 60,000

イ 学習機会及び市民活動団体 205,042 学習機会の開催 52,975

交流機会の提供業務 交流機会の開催 152,067

ウ 報告業務 3,318 用紙代

支出合計（B） 3,542,948

収支差額（A)－（B） 0

科　　　　目 備　　　　　考

藤沢市市民活動推進センター管理運営収支計算書

2001年12月15日から2002年3月31日まで

藤沢市市民活動推進連絡会


