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予算の考え方 
従来のボランティアステーション 

• 運営の考え方 

• 有償スタッフによる運営 

• 採算を必須としない事業価格 

• 豊富な資材及び経費 

• 無償ボランティアの善意によ
る活動 

• 活動の裏付け 

• 県のサポート及び予算 

• 社協、赤い羽根、企業等の寄
付 

個人会費、寄付活動、事業収益等
の必要性が無かった 

今後の組織運営 

• 会員を中心とした運営 

• 基本の運営費は会費にて充当 

• 採算を前提とした事業展開 

• 各事業は採算化を目指す 

• 不足分は積極的な支援者、寄
付集め 

• 資材、経費の有効活用 

• 適切なコスト負担での息の長
い活動 

• 助成金等が得られれば、スタッ
フ経費等を検討 

2 



事業予算概算 
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支出総計 2 ,105 ,000 収入総計 2 ,105 ,000

１　管理費 200 ,000 １　入会金・会費収入 360 ,000
　①入会金 正会員　　２０名 20,000
　②年会費 正会員　　２０名 100,000

賛助会員　８０口 240,000
　　ア　開業費 小計 20,000
　　イ　運営費 小計 180,000

１｀　事務局経費 未設定 ４．助成金 未設定
３．　物資購入費 100 ,000
４．　緊急対策準備金 60 ,000

２　事業費 1 ,296 ,500 ２　事業収入 745 ,000

　　ア　災害・復興支援 小計 422,000 　　ア　災害・復興支援 小計 350,000

  　イ　みちのく絆めぐり 小計 147,500 　　イ　みちのく絆めぐり 小計 100,000

　　ウ　高校生交流 小計 207,500 　　ウ　高校生交流 小計 0

　　ウ　減災研修 小計 147,500 　　ウ　減災研修 小計 100,000
  　オ　災害情報講座 小計 272,000   　オ　災害情報講座 小計 95,000
　　カ　被災地物産販売 小計 100,000 　　カ　被災地物産販売 小計 100,000

３．寄付金 1 ,000 ,000
　　ア　個人寄付 事業別寄付  (PTA) 200,000

全体寄付     (100名） 100,000
　　イ　法人寄付 事業別寄付 （WEB) 300,000

全体寄付     (4社） 400,000
５．　次期繰越金 448 ,500

支出の部 収入の部



事業費・事業収入の考え方 
各事業は、最低限の必要コストを
算出し、参加者への負担を求める。 

• 従来の赤字での事業は、原則と
して行わない。 

• バス事業関連は、旅行会社主催
とし、価格は原価に適切な利益
を加え、旅行会社が算出する。 

• 適切な利益 → 通常の半分 

• 現地との調整や交渉の経費、当
日添乗経費に充当する金額を、
旅行会社経由で各参加者に負担
頂く。 

• 参加者１名当たり５００円か
ら１０００円を想定 

 

• 参加者の経費負担が困難な事業
においては、寄付による不足分
の充当を考える 

• 高校生バスについて、PTAや卒
業生に寄付を募る、等 

 

• その他事業においても、適切な
経費負担をお願いする 

• 物販事業における必要経費 

• 講座、研修等の必要経費 

 

• スタッフは基本無償とするが、
過度な負担とならないように、
必要経費は支出する。 
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事業経費の一例 
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非採算事業については、専用の寄付活動を実施 

422,000 小計 350,000
現地調整費　 ２人Ｘ６回、＠30000 360,000 コーディネート料 30人X20便　@500 300,000
実施経費 近郊交通費、電話代 30,000
資料印刷費 研修資料、登録書 32,000 研修会費 新規参加者100名　@ 50,000

　　ア　災害・復興支援
経費 収入

小計 207,500 小計 0

現地調整費　 ２人Ｘ３回、＠30000 180,000

実施経費 近郊交通費、電話代 27,500

小計 272,000 小計 95,000
現地支援交通費 ２人Ｘ８回、＠30000 240,000 HP管理費 10社　@5000 50,000
資料印刷費 32,000 資料代 45,000

経費 収入

　　オ　災害情報スキルアップ講座
経費 収入

　　ウ　高校生交流



管理運営経費の考え方 
• 最低限の開業経費、管理運営費

を想定 

 

• ボランティア活動用にビブス購
入は必要 

 

• 予備費として、緊急対策準備金
を若干準備 

 

• 以上の合計金額３６万円を、入
会金及び年会費にて充当する 
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１　管理費 200 ,000
　　ア　開業費 小計 20,000

サーバー、ドメイン料（半 3,000
法人登記証明書 5,000
ゴム印、角印、実印 12,000

　　イ　運営費 小計 180,000
サーバー、ドメイン料（年 20,000
通信費（電話、ＦＡＸ） 90,000
会計経費 10,000
諸団体登録料 20,000
広告宣伝費（チラシ等） 40,000

３．　物資購入費 100 ,000
ビブス作成 100,000

４．　緊急対策準備金 60 ,000

１　入会金・会費収入 360 ,000
　①入会金 正会員　　２０名 20,000
　②年会費 正会員　　２０名 100,000

賛助会員　８０口 240,000



事業経費作成のポイント 

• 基本運営費を、会員の入会金、年会費でまかなう 
正会員、賛助会員で１００名の賛同を得ることを目標とする 

 

• 必要な経費実費については、参加者に適切な負担を求め
ざるを得ない 
不必要な経費を削減し、透明な経営を行う事が大前提 

事業によっては、最低限必要な利益を上げる仕組みを作る 

 

• 企業及び幅広い個人をサポーターとし、必要な寄付を募
る 
手軽なクラウドファンディングページを準備 

関連企業への積極的な募金活動を実施 
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賛助会員へのお誘い 
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賛助会員とは 
• 賛助会員とは、かながわ３１１ネットワークの趣旨、活動に賛同し、

一緒に成って震災支援活動を行う仲間 
• 活動の中核として、ボランティアスタッフとして活動するメンバー 

• スタッフ会議のメンバーとしての積極的な関与される方 

• 現地ボランティア活動へ積極的に参加される方 

 

• 直接のスタッフ活動はしなくても、組織の活動を精神的・経済的に支援する
サポートメンバー 

• 被災地との交流活動、産業復興への参加、協力を頂ける方 

• 特技や専門を活かした被災地支援活動への参画をお考えの方 

 

• 賛助会員様には 
• 会員No入り会員証     ＊ご自分で印刷をお願いします(_ _) 

• かながわ３１１ネットワークメンバーとしての活動が可能 
ご希望の場合、有償でのスタッフ名刺の作成も可能です 

• 専用ML、FBグループでのボランティア情報の優先配信 

9 



皆様へのお願い 

• 賛助会員の皆様の支援と積極的な活動が無ければ、
かながわ３１１ネットワークの存在はあり得ません 

本日ご臨席の皆様には、是非とも賛助会員として入会をお願
いしたい 

お知り合いの方に是非とも声をお掛け頂き、１００人の輪を
作るのにご協力頂きたい 

 

• 賛助会員申込書にご記入の上、会費３０００円を添
えて、お帰りの際に窓口へお渡し下さい。 
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有り難うございました 
平成25年5月11日 

かながわ311ネットワーク 
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