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組織概要 (2021年 3月 31日時点 )
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賛助会員団体…34人

寄付者

エファパートナー (イ国人 81、 団体 59)

一般寄付者 (個人、団体 )

事業指定寄付者 (個人、団体 )

ベトナム、ラオス、カンボジア、

書き損じはがき、古本募金、他

(正会員で構成 )

ボランテイア     ||||||||||||
‐| |■

事務局ボランテイア、デザインボラジチ才ア、企業ボランティア

理事会

長事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

監

副理事長

理事

理事

理事

理事

監事

事務局

事務局長        
広報/フアンドレイシ

゛
ンク

゛
担当

藩勁事業担当

饉重嘉|1鮨担当



2020年 度活動報告・2021年 度活動計画

海外事業 (ベ トナム)

1.ベ トナム事業

アジア子 どもの家奨学金基金 (栃木県本部)【ペー子01】 ※継続

※番号が飛んでいる箇所は事業終了

●奨学金支給対象 となる経済的に困難な状況にある子どもた

ち342名 中の76名 に、ハイフォン市児童保護基金を通 して、6

月～9月 の期間に、1名 当た りVN D900,000(¥4,311)の 奨学

金 とVND100,000(¥479)の 記念品を支給する。

●自治労栃木県本部へは、9月 の定期大会前に、アヽイフォン

市児童保護基金作成の報告書 (ベ トナム語)を 日本語に翻訳

し提出する。Ms Moと の契約が6月 末に切れるため、翻訳代

を業務委託貴として見積 もった。

●ただ し、子どもの日に寄付を行わない場合、報告書がハイ

フォン市児童保護基金から提出されないことが危倶される。

どもたち76名 に、ハイフォン市児童保護基金を通 じて、 1名

自治労栃木県本部へは、9月 の定期大会前に、ハイフォン市

し提出 した。

る。

奨学金支給対象となる経済的に困難な状況にある子

りVN D900,000(¥4.201)の 奨学金とVND100,000

(¥466)の 記念品を支給 した。

(ベ トナム語)を 日本語に翻訳

フォン市児童保護基金 との連絡調整、報告書の英語訳

(業 務委託契約継続)を 介 して実施 した。

なる経済的に困難な状況にある子どもた

(¥4.185)の 奨学金とVN0100.000(Y465)の

9月 の定期大会前に、ハイフォン

(ベ トナム語)を 日本語に翻訳

し提出する。

ち77名 に、ハイフォン市児童保護基金を通 して、 1名 当た り

.と 引き続き業務委託契約を結び、ハイフォン市児童

との連絡調整・書類の翻訳を依頼する。

●業務委託費 : のエファの連絡係を4月 ～

6月 の3ヵ 月間委託 (月 $8500)す る。ベ トナム政府機関4ヶ 所

に送付予定の書簡※ 1の 翻訳 (ベ トナム語 →日本語、日本語

→ベ トナム語)を 業者に委託 (¥7,500× 4通 ×2回 )す る。

●通信運搬費 :人民援助調整委員会 (PACCOM)、 ハイフオ

ン市労働傷病兵社会問題局 (00LISA)、 ハイフォン市児童

保護基金、ハイフォン市ソーシャルワークセンター (SWC)

宛に送付予定の上記書簡送料。

支払手数料 :Ms.Chu Thi Moへ 3ヵ 月間の業務委託費を送金

する。

●2020年度はベ トナムヘの渡航は予定 しない。

※ 1:書簡要旨「2020年 8月 を目途にエファが開始する中長

期計画策定を経て、具体的な事業の検討・提案を行いたいの

で、今後 も相互の関係継続をお願いしたい」

●業務委託費 :エ ファの連絡係 として、 と

2020年 4月 ～6月 までの間、業務委託を交わ した。 また、当初

想定 していた翻訳業務のみを外部委託に切 り替えていく案に

ついては、実現可能性に欠けることが判明 したため、予算を

追加計上 し の業務委託契約を延長 (7月 ～2021年

3月 末)し て対応することとした (月 $95)。

●通信運搬費 :PACCOM、 ハイフォン市DOLiSA、 ハイフォ

ン市児童保護基金、ハイフォン市SWC宛に同国事業代表の交

代と関係性の継続を申し入れる書簡を電子メールにて送付 し

た。

●中長期計画策定の過程において、保留 されてきた事業の扱

いについて協議、検討を行い、今後の方向性、展開の在 り方

を定める。

●業務委託費 :2021年度にベ トナムでの事業展開を検討 して

いくためにも 契約を継続する。

●旅費交通費、通信運搬費、交際費 :

対象国3カ 国への事業視察 (事務局長、海外事業担当)及 .

び、ベ トナムでの事業形成 (事務局長、海外事業担当)の 出

張の2回分を計上 した。

05.事 業管理費
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2020年 度活動報告・2021年 度活動計画

海外事業 (ラ オス)

||ラ オス事業 ※番号が飛んでいる箇所は事業終了

●より多 くの市民に読書の機会を提供するため、平日16時～

18時 、土曜日9時～12時 の開館時間延長に伴 う時間外手当の

支給を続ける。

●来館者数のデータを収集 し、それを元に開館時間延長の重

要性を行政に示 し、時間外勤務手当の予算化を求める。

l●平 日16時 ～18時、土曜日9時 ～12時 の開館時間延長に伴 う

l時間外手当の支給を続けた。新型コロナウイルス感染症の影

l響で4月 の1カ 月間休館 したが、その後は時間延長を含め通常

l● 4月 に休館 したものの、2020年 1月 から9月 までの利用者数

:の のべ人数は13,005人 と、前年の同時期の10,294人 とくらべ

lて 2.000人 近 く増加 している。

|● また、図書館の新聞、蔵書の支援を行った。

よる調査と事業評価を実施する。

16時 ～18時、土曜日9時 ～12時 の開館時間延長に伴 う

5年 が経過 した。今年度、内部 (エ ファスタッフ)に

ビエンチャン都立図書館の利用状況の調査行われ

継続 して実施する。

●9月 の新学年開始時期に図書を寄贈する。

●2021年 10月 のエファによる資金面での支援終了に向け、地

域の各世帯からの協力金徴収を促す。

に180冊の図書を寄贈 した。同月に行 ったインタビュー

図書館ができてから「自分 自身の力で本が読める

うになることで、児童が自分 自身に自信が持てるように

た」「落第する児童が減少した」との報告を受けた。

のエファによる資金面での支援終了に向けた取

り組みの一環 として、地域の各世帯からの協力金 (各世帯年

約57円 )徴収を行った。2020年 11月 時点で

(約 22,800円 )が集まり、図書館の修繕や文房

ロナウイルス感染症の影響で4月 、5月 は休校 とな

り、児童は自宅待機をしながら自習をした。

られた。

の新学年開始時期に図書を寄贈する。 この支援をもっ

エファによる資金面での支援は終了する予定。

●9月 の新学年開始時期に図書および運営に必要な文房具を

寄贈する。

●2021年 12月 のエファによる資金面での支援終了に向け、地

域の各世帯からの協力金徴収を促す。

に図書および運営に必要な備品

、貧困家庭の子どもたちへの文房具を寄贈 した。同月に

ったインタビュー調査では、図書館ができてから「期末テ

トで合格点を取る児童が8割 程度だったが95%以上となっ

「児童の読み書きの能力が向上 したため、教員は授業が

のエファによる資金面での支援終了に向けた取 り

して、地域の各世帯からの協力金 (各世帯年間

約34円 )徴収を開始。2020年 11月 時点で

(約 12.180円 )が集まった。協力金は図書館の

られる予定。

コロナウイルス感染症の影響で4月 ～8月 の5カ 月間、

となっ

セ

くなった」 との報告を受けた。

て、エファによる資金面での支援は終了する予定。

る。 この支援をもっ

ファによる資金面での支援終了に向け、地

に

らの協力金徴収を促す。

る。に図書および運営に必要な文房具を寄贈する。

のエファによる資金面での支援終了に向け、地

らの協力金徴収を促す。

に図書の配布を予定 していたが、新型 コロナウイルス

に必要な文房具を寄贈 した。同月に行ったインタビュー

図書館ができてから「全国で行われる学カコンテ

ス トに、児童の高い学力が評価され郡の代表として選ばれ

た」との報告を受けた。

のエファによる資金面での支援終了に向けた取

り組みの一環 として、地域の各世帯からの協力金 (各世帯年

間5,000Kip、 約57円 )徴収を行った。

※新型コロナウイルス感染症の影響で4月 、 5月 は、休校 と

なったため、 7月 に図書および

な

ナーハンケー村小学校図書館に図書や文房具な

どを寄贈する。は10月 に、ナーハンケー村小学校図書館に図書や文房具など

を寄贈する。

てヽ、東海地連との協議が必要 となる。

し続けられるように、9月 またどもたち

テープ等)を 寄贈 した。同月に行ったインタビュー調査で

は、図書館ができてから「欠席をする児童の減少」「児童は

ラオスの民話絵本から警悪を学んでいる」 との報告を受け

ロナウイルス感染症の影響で3月 ～7月 の5カ 月間、

セ ロよ●10月

なった。

2020年度計画 2020年度報1告 2021年度計画

01.ビエンチャン都立図書館支援

ビエンチヤン都立図書館運営管理費支援 (東海地連)【ラー都01】 ※継続

02.学校図書室への支援

タトーン村小学校図書館支援 (新潟県本部)【ラ‐学01】 ※継続

て 、

ドンクワイ村小学校図書館支援 (青森県本部)【ラ‐学02】 ※継続

サンパンナ村小学校図書館支援 (二重県本部)【ラー学03】 ※継続

ナーハンケー村小学校図書室支援 (東海地運)【ラー学04】 ※ 1



2020年度計画 2020年度報告 2021年度計画

●2020年 度をもって終了,●今年度は活動を実施せず、中長期計画策定後に残額の用途

について検討する。

※参考

フアバン県19校 、 ビエンチャン県1校、 ビエンチヤン都 10校

の図書室担当者に向けた再研修費用$10,700(¥1.177,000)

トビエンチャ

●12月 にビエンチャン都及びフアパン県にある30の 小学校に

図書を配布 した。2020年度の予算でモニタリングの費用を計

上 していなかった。 しかし、報告書作成のためモニタリング

を実施 したため予算を超過 している。

●今回の配布をもって、 の遺贈寄付による図書の購

入・配布の支援事業は終了した。

●9月 の新学期に合わせ、図書や本棚や床に敷 くマッ トなど

の備品を配布 し、サン トン郡の4つ の小学校に図書室を設置

した。 また、 9月 には4校 の図書室担当教員を集めた研修会を

実施 した。

●12月 、2021年 2月 に国立図書館、サン トン郡教育局と一緒

に4校 のモニタリングを実施 し、図書室運営の進捗を確認す

るとともに、図書館担当教員が業務上抱える課題の解決のた

めにア ドバイスを行った。

●9月 の新学期に合わせ追加の図書 と文房具、掃除用具など

の消耗品の配布を行 う。

●4校 のモニタリングを 6か回実施する。モニタリングに

は、国立図書館の職員に同行 してもらい、専門家 としてのア

ドバイスや追加の技術支援を行 う。

●9月 の新学期に合わせ、5年 間の支援モデルを適用 し、サン

トン郡の4つ の小学校に図書室を設置する。図書室は3年間の

支援後に自主運営へ移行、その後はモニタリングのみ実施

し、5年後には完全自立を原則とする。

ラオ

オ ス ×継続

●エフアがラオスでの活動を続けるためには、 ラオス政府か

りの活動許可が必要であり、そのために図書館協会あるいは

国立図書館への一定額以上の資金投入が必須 となるため、引

き続き支援を行 う。

●2021年 度は連合・愛のカンパを活用 し、2019年 度に行った

県立図書館への図書館システム (PourMaBiblotheque、

PM8)の再導入・定着化を目標 とした事業を展開する。

●ラオス図書館協会理事長は、ラオスでのカウンターパー ト

である国立図書館の館長が兼務 している。エフアがラオスで

の活動を続 けるためには、 ラオス政府からの活動許可が必要

であり、そのために図書館協会あるいは国立図書館への一定

額以上の資金投入が必須 となるため、 ラオス図書館協会に対

し9月 に$5,000の 寄付を実施する。

● 9月 に、学術書および経営書 (と もにタイ語)を購入 し、国立

博物館に配架する。11月 あるいは12月 には、 「リーダーシッ

プ」ならびに「持続可能な図書館運営」をテーマにスタッフ

研修を実施する。研修対象者は、 ビエンチャン都内の25ヶ 所

の図書館の他、10県に設置されている公立図書館の職員 とな

り、最大参加者は50名 。

●9月 に$5,000を 寄付した。この資金を活用し、12月 16日 か

ら18日 までの3日 間、11の 公共図書館から26人が参加した

「公共図書館における継続的な読書推進活動」に関する研修

会が開催された。

子どもの日のイベント等の寄付 (自 己資金)【 ラ‐子03】 ×継続

● 6月 の「子どもの日」のイベン トに、中央CCC(7.5千

円)、 ビエンチャン都立図書館 (15万円)、 国立図書館

(7.5千 円)に 、合計約3万 円を寄付する。

月の「子どもの日」のイベン トに、中央CCC(75千

、 ビエンチャン都立図書館 (15万 円)、 国立図書館

5千 円)に 、合計約3万 円を寄付する。

頂両 雨 I亨戻蔓再7:ぞt(え 「子 どもの日」は新型 コロナウイル |● 6

1ス 感染症の影響で開催 されなかった。その代わ り、9月 8日 に l円 )

l開催 された国際識字デーのイベン トに29,066円 を寄付 した。 l(7

1       _________l_

オス新規事業 ェクト

2020年 度活動報告・2021年度活動計画

海外事業 (ラ オス)

※新規

月より、ラオスの財団組織である・Ch‖ dren Home

Fundation''と 情報交換を行い、新規事業の共同実施の可能性

を検討 している。

Home Fundation・ とともに、2021年 5月 までに新

ち上げの調査を実施、新規事業の計画書・予算書を

6月 の理事会で審議をいただ く。

以降、カウンターパー トと契約を組み、8月 ～9月 より

トライアルの事業を実施する。その事業の評価を経て、2022

り本格的な事業を実施する予定。

は トライアルの事業 として$8,000を 計上。
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04.子 ども文化センター (CCC)支援

35.ラ オス新規事業



2020年度活動報告・2021年 度活動計画

海外事業 (ラ オス)

●給与手当 :ラ オス事務所スタッフに対 し、 4月 に給与1カ 月

分の賞与を支給する。昇給はしない。

●旅費交通費 :年間4回 (内 1回 は2名 )、 各回6泊 8日 のラオ

ス出張を想定。自治労各県本部など国内 ドナーヘの訪間は、

青森、広島 (以上、1泊 2日 )、 新潟、二重、岐阜 (以上、 日

帰 り)への年間各1回 (2名 )を 想定 している。

支払手数料 :年 4回 の海外送金を予定。

●給与手当 :ラ オス事務所スタッフに対 し、4月 に給与 1カ 月

分の賞与を支給する。

●旅費交通費 :年間4回 (内 1回 は2名 )、 各回6泊 8日 のラオ

ス出張 と自治労各県本部など国内 ドナーヘの訪間は、青森、

広島 (以上、 1泊 2日 )、 新潟、二重、岐阜 (以 上、日帰 り)

への年間各1回 (2名 )を 想定 していたが、新型 コロナウイル

ス感染症の影響で実施 されていない。

●通信運搬賞 :寄贈品 (3箱 )を 船便でラオスに送付 した。

●消耗品費 :ラ オス事務所のPCを新 しく新調 した。オフイス

として間借 りしていたピエンチャン都立図書館旧館の老朽化

に伴い、ホールヘオフィス機能を移転 させた。そのためエア

コンの設置等に費用を計上 した。

●給与手当 :ラ オス事務所スタッフに対 し、4月 に給与 1カ 月

分の賞与を支給する。

●旅費交通費、通信運搬費、交際費 :対象国3カ 国への事業

視察 (事務局長、海外事業担当)及び海外事業担当のラオス

出張の2回 分を計上 した。通信運搬費はモバイルWi― Fiレ ンタ

ル料、交際費は関係者へのお土産代。

●地代家賃 :2020年 12月 よリビエンチャン都立図書館よリオ

フィスの資料 (430,000Kip、 5,058円 )の 他に電気代

(120,000Kip、 1,411円 )を 支払っている。

●車両貴 :モ ーターバイクが老朽化 したため、2021年度に新

しいバイクを購入する。前回のパイク購入時と同様に、 /ヽ イ

クの購入費用の7割 をエファ、3割 をソンパ ンスタッフが支払

い、通動で使 うことを許可する。バイクの購入費の負担につ

いては契約書を交わす。

●支払手数料 :年 4回 、ラオス事務所にを送金に伴 う手数

料。



2020年度活動報告・2021年 度活動計画

海外事業 (カ ンボジア)

‖Lカ ンポジア事業

01.国立幼稚園教員養成校 (PSlTC)支援

保育研修会・教材費支援 【カ ※終了

SCADPプノンベン児童保護施設運営支援 (鹿児島県労福協、福岡県本部)【力‐児01】 ※継続

レアビヒア児童保護施設支援

レアビヒ (消耗品)支援 (岡 山県本部)【カー童01】 ※継続

囲圏圏畷

※番号が飛んでいる箇所は事業終了

● への奨学金を支給を続けるとともに、

新たにイエン村寺子屋教室を卒業する子ども1人 に対 し奨学

金支給を開始する。

●現在は$40,72000の 1年間の定期預金を組んでお り、2020

年 11月 15日 の満期 日には$2.1378の 利息 (525%)が入る予

定。内$1,40000を 奨学金 として支払い、$41,45780の 1年間

の定期預金を組む。

●イエン村の女子2人 に対 して奨学金を学金を支給 した。

●2020年 11月 15日 の定期預金満期 日を迎えた後、ラオスの口

座から全額 ($42,86366)を カンポジアSCADPの 定期預金口

移管 (譲渡)を 完了させた

らは、SCADPに よる奨学基金管理・運用の

下、奨学金の支給が行われていき、エファはモニタリングと

スーパーバイズ、 ご支援者への報告業務を行っていく。

奨学金を支給 した2人 に加え、新たに1人 を追加

し3人 に奨学金の支給を行 う予定

2021年度計画

PSTTC酬練生への奨学金 (自 己資金→九州地連・提案中)【カー幼01】 ×継続

●14名 の研修生に対 し、 11月 より月$25の奨学金を10ヶ 月間

支援するための助成を行 う。

●2019年 10月 から2020年 8月 までに、14人 の訓練生に奨学金

を支給 した。

●2020年 11月 以降も、14名 の研修生に対 し月$25の奨学金を

10ケ 月間支援する助成を行つている。

への奨学金を提供する。

困難な状況にあ りながらも幼稚園教員を目指す訓練生

が病気を抱えていた り、 自身が孤児であるなど、経

● が現地でのポランテイア活動を終了 したため、エ

ファによる教材費支援も終了する。

●今年度のみの単発支援 となることを条件にエファの自己資

金による支給 ($350)を 行った。

|● 2020年 度をもって終了。

|

圏圏翫圏02.SCADPプノンペン児童保護施設支援

●SCADPプ ノンペン児童保護施設には経済的な課題から子 ど

もを育てられな くなった親が子どもを連れて くるケースが多

い。2021年 度も、施設で暮 らす子どもたちへの日用品雑貨

品、食料品、医療品、文房具、教科書、制服の支援を行 う。

教員2人 の給与補填を行 う。

●新学年開始前後の10月 ～11月 に、日用品雑貨品や食料品、

医薬品の提供を通 し、施設に保護されている児童22名 の生活

環境を整備する他、文房具や教科書、制服を提供する。 ま

た、施設に併設 されている寺子屋教室および幼稚園の運営に

必要な教材・文房具を寄贈することに加え、先生の給与補填

をイテう。

●2019年 度繰越金25,325円 分の支援を4月 ～5月 に実施する

他、その他の支援は新学年開始前後の10月 ～11月 の予定。施

設出身者の2名 を対象とした教員の給与補填は、新学年開始

|● 2020年 10月 から2021年 1月 にかけて、児童保護施設で暮 ら

|す 22人の子どもたちのための日用品雑貨品、食料品、医療

1品 、文房具、教科書、制服を提供 した。

|::1「

設に併設 されている寺子屋教室の教員の給与補填を

03.カ ンダール州学童保育所支援 圏
カンダール州学菫保育所運営支援 (自 己資金)【カー保01】 ※継続

●学童保育所の保育者給与を12ヶ 月間支援する。      l● 学童保育所の保育者給与を12ヶ 月間支援 した。

●エフアによる支援終了を予定 している2021年 9月 には、基 l●新型コロナウイルス感染症の利用者は減 ったが、仕事に行

金合計は$1.200程 度 となる見込み。ただ し年間$600程 度の収 lく ために子どもを開ける必要がある保護者からのニーズがあ

入では、自立 した運営には十分ではない。今後、エファによ lり 、感染症予防を徹底 しながら開館 した。

る支援終了後の運営方法について、SCADPな らびに運営委員 l

会 との協議が必要 となる。
                |

●引き続 き学童保育所の保育者給与を12ヶ 月間支援する。

●今後、エフアによる支援終了後の運営方法についての

SCADPな らびに運営委員会 との協議は、新型コロナウイルス

感染症の影響で出張ができておらず保留状態 となっている。

直接対面をして協議 したい事項ではあるが、渡航が難 しけれ

ばオンラインでの議論も合め実施する。

1● 45名 に対 し、新学年始まりに合わせ制服 (2組 )

1書

、文房具を寄贈する。

●12月 、子どもたち45名 に対し、制服 (2組 )、 教科書、文

房具、保護施設用の備品 (自 板)を 支援 した。

教 科●岡山県本部による支援で、子 どもたち45名 に対 し、 11月 1

日の新学年始まりに合わせ制服 (2組 )、 教科書、文房具を

寄贈する。

05.SCADP国境地帯の寺子屋教室支援

プレアピヒア寺子屋教室運営支援 (熊本県本部、連合「愛のカンパ」)【力‐寺01】 ※継続

●新学年開始前後の10月 ～ 11月 に、プレアビヒア州の寺子屋

教室5ヶ 所に通 う子どもたち約380名 を対象に文房具を配布す

る他、各教室には教材を寄贈する。 また、教員指導員の毎月

の給与 ($180)と 月1回の巡回指導 ($1/世 帯)を 支援する

他、イエン村教室教員の毎月の給与 (S80X3名 )を 補填す

●12月 、プレアビヒア州の寺子屋教室5ヶ 所に通 う子どもた

ち380名 を対象に文房具を配布 した。また、同月には各教室

に教員が使 う始動用の教材を寄贈 した。

●教員指導員の毎月の給与 (S180)、 イエン村教室教員の毎

月の給与 ($80X3名 )を補填 した。

●寺子屋教室5ヶ 所に通 う子どもたち約380名 を対象に文房具

を配布する。 また、教員指導員の毎月の給与 ($180)、 イエ

ン村教室教員の毎月の給与 ($80X3名 )を補填する。

●給与の補填を段階的に減額することを検討する。

プレアビヒア奨学金基金事業 (岡山県職連合)【力‐寺02】 ※継続
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●年間4回 (内 1回 は2名 のカンボジア出張を想定、各回プ

ノンペン3泊、ス●アエム3泊 の計6泊 8日 、 ビザ代、海外旅行

保険代およびモバイルWifiレ ンタル料を合む。

●自治労各県本部など国内 ドナーヘの訪間は、福岡、鹿児

島、岡山は年間 1回 (以 上、1泊 2日 ・ 2名 )、 千葉は3回 (日

帰 り)を 想定 している。

●カンボジアでのSCADPと の共同口座の開設を今後検討、海

外送金を3回で見積 もっている。

2020年 度活動報告・2021年 度活動計画

海外事業 (カ ンボジア)

年間4回 のカンポジア出張及び国内の支援者

新型 コロナウイルス感染症の影響で順延 となってし

寄贈品 (4箱 )を 船便でSCADPに 送付 した。

通信運搬費、交際費 :対象国 3カ 国への事業

(事務局長、海外事業担当)及び海外事業担当のラオス

出張の2回分を計上 した。通信運搬費はモバイルWi― Fiレ ンタ

ル料、交際費は関係者へのお土産代。

■

る

(連合愛のカンパ、自 【力‐運01】 ※継続

● に、業務調整費として月

に500ド ルを支給する。

l● の 業務調整費として月に

1500ド

ルと交通費を支出した。

● に、業務調整費として月

に500ド ルを支給する。

新型コロナウイルス感染症緊急支援※終了

●新型 コロナウイルス感染症関連の支援は2020年 で終了●2020年 4月 16日 から8月 31日 に「カンボジア王国緊急アピー

ル新型コロナウイルス緊急支援募金」への呼びかけを行った

ところ、2.528.536円 が全国か ら寄せ られ、以下の活動に充当

された。2021年 1月 にすべての支援事業が終了した。

|● 【1次支援】 (2020年 5～ 7月 )支出 :917,631円

1活動内容

1児童保護施設家賃、フルタイム職員 (6名)及びパー トタイ

ム職員 (7名 )給与、交通費、事業間接費

|● 【2次支援】 (2020年 8月 ～2021年 1月 )

1児童保護施設家賃、フルタイム職員 (6名 )及 びパートタイ

に賞『 」菫菖if曽

ス 交通費 医療品、生活用品 食料品の

カンポジア新規事業 (自 己資金)【カー新01】 ×プロジェクトコードは変更の可能性あり

●ウェプでカンポジアの現地NGOの 調査を行い、エファの

ミ ンシヨンとビジョンとの整合性、活動内容 (子 どもへのエ

ンパワメン ト、社会的・経済的弱者への支援等)な どの項 目

をもとに、25団体程度を選出 した。

●2021年 1～ 3月 まで、カンポジア在住でNGOに 詳 しい専門家

と業務委託契約を結び、ウェブ調査で名前が挙がったカンポ

ジアの現地NGOへ の訪問調査を実施 している。 3月 にカンポ

ジアとオンライン会議を持ち、調査報告をいただ く。

●2021年 5月 までに新規事業立ち上げに向けカウンターパー

ト候補への追加 ヒア リング、新規事業の計画書・予算書を作

成。 6月 の理事会で審議をいただ く。

●6月 以降、カウンターパー トとなる法人と契約を組み、8月

～9月 より、 トライアルの事業を実施する。その事業の評価を

経て、2022年度より本格的な事業を実施する予定。

●2021年 度は トライアルの事業として$8,000を 計上してい

る。

新規事業の形成・実施において、現地のNGOと の連絡調整だ

けではなく、プロジェクトマネジメントにも精通している人

1材に業務委託を依頼する予定。

カ (自 己資金 )

③



2020年 度活動報告・2021年度活動計画

海外事業 (緊 急・その他)

IV.緊 急援助・その他

●災害・紛争などの緊急事態には、事業国以外でも可能な限

り対応する。

l● 災害・紛争などの緊急事態には、事業国以外でも可能な限

|り

対応する。

2020年度計画 2020年度報告 2021年度計画

IV.緊 急援助



2020年度活動報告・2021年度活動計画

国内事業 (広報)

・ 「エ ファ通信」 を毎月発行 (200号 ～211号 )

・ 2021年度第一四半期 に全件Eメ ール配信 への切 り

替えを計画、準備 を開始。

2020年度計画 2020年 度報告 2021年 度計画

圏
●6月 13日 に「多文化共生社会をめざして一日本に暮

らすラオス人から学ぶ」と題するイベントを王催。

ラオス難民第一、二、二世代をゲス トに、定住外国

人に関する問題の認知と議論を図る。

●新型コロナウイルスの感染拡大により、左記主催

イベントは中止。

●会員総会も、出席者を最小限にするなどの感染防

止策を実施した上で、 7月 21日 にエフア事務所にて

開催。

●6月 12日 会員総会に引き続きオンラインライブイベ

ント「LAOS NOW,EFA NOW」 を王催。コロナ禍の

支援地の生活や子どもたちの現状、教育・図書館政

策の状況、またエファの中長期計画の検討状況など

について知っていただき、意見交換することを目的

とする。

02.外部口体主催イベント【国-02】

団体広報を目的とし、

以下のイベントヘの出展を計画。

(自 治労関係及び外部団体主催イベント)

メーデー中央大会

自治労定期大会

地公退高齢者集会

全日本自治体退職者会総会

自治労保育集会

ワン・ワール ド・フェスティバル

よこはま国際フェスタ

新型コロナ感染拡大の影響により、出展はすべて見

合わせとした。

団体広報を目的に、オンライン/リ アルを問わず「効

果的な情報発信」「ご支援者の獲得」を目的として

出展を検討。 (以 下候補)

・自治労関係大会・イベント

ー保育関係イベント

ー福祉関係イベント

.外部団体主催イベント

ー国際協力関係イベント

ー図書館関係イベント

ーその他

田
・2020年度活動報告書と2021年度活動計画書を8月

に発行する。

・2019年度活動報告書、2020年度活動計画書を8月

に発行する。

・2019年度活動報告書、2020年度活動計画書を計画

通り発行。

|・ 団体季刊誌『えんぱわ』 (第 57号、第58号、第59

1号、第60号 )を発行

|く
特集 (ご参考)>

l第 57号 :新型コロナウイルス感染症

l「支援国の子どもたちの今」

l第 58号 :新型コロナウイルス感染症と豪雨災害

l「今こそ『助け合う』という関係を考える」

l第 59号 :ラ オス・図書館プロジェクト報告

l「本が子どもの未来を拓く|

l第 60号 :2020年 の支援活動から見えるもの

i「 コロナ時代の国際協力について考えよう」

|

団体季刊誌『 えんぱわ』 の発行 (年 4回 )
・団体季刊誌『 えんぱわ』 の発行 (年4回 )

・ ご支援者への情報発信 とコミュニケーン ヨン効果

の向上を目的に、紙面 リニ ューアルの実施 を検討 (8

月 )

・ご支援者や関心を寄せていただいている方への、

直近活動報告や情報発信 を目的にメルマガ「エ ファ

通信」 を月一回発行。

・ 「エ ファ通信」 を毎月発行 (212～ 223号)。

・ 2021年度第一四半期 に全件Eメ ールによる配信ヘ

の切 り替えを実施。

「エファ通信」

01.エファ主催イベント【国-01】 (2018年～)

06.年次報告書の作成 【国-06】 (2006年～)

07.広報誌『えんばわ』の発行 【国-07】 (2006年～)

③



2020年度活動報告・2021年度活動計画

国内事業 (広報)

2020年度計画 2020年度報告 2021年度計画

09.エ ファジャパンHP、 Facebookページ等管理・更新 (2010年～)【国-09】 田
・TOPペ ージ画面の定期更新の実施

・レンタルサーバーの一本化

(HP用 とメール用 を統合 )

・アクセス数や訪間頻度の向上、より良い情報発信

を目的にHPの全面リニューアルを計画。第一弾リ

リースを10月 に予定。

TOPベ ージ画面の定期更新の実施

レンタルサーバーの一本化

(HP用 とメール用を統合)

10.エファジャバンバンフレット印刷 (事業内容改訂)【国-10】 団
中長期計画策定 まで増刷 は行わない 増刷なし 中長期計画策定まで増刷は行わない

聞
作成 な し 中長期計画策定まで作成は行わない中長期計画策定まで作成は行わない

13.自治労関係広報 【国-13】

●自治労関係媒体、外部媒体への団体・活動紹介記

事を掲載いただくことを目的とした、発信・依頼を

適時実施。

・「自治労通信」2020夏号の裏面広告に当団体記事

「もっと知りたいエファジャバン」が掲載

自治労通信夏号への広告掲載を予定

自治労各都道府県本部等へ広報を強化

(い ずれも自治労本部総務局へご相談)

・外部媒体 との積極的なチ ヤンネルづ くり

・企業 を始め と したセクター間 コラボ レーシ ョンヘ

の取 り組みを開始

・団体、活動紹介等の外部媒体への掲載を積極的に

検討 (王催イベント開催に際し広報活動を活発化)

・新型コロナウイルス感染症緊急募金に関する記事

が、毎日新聞 (4月 30日 朝刊、都内版)に掲載

・団体紹介動画のマイナーチ ェンジと自治労大会等

での上映

|。 新型コロナウイルス感染拡大で、支援国における

1直 接取材が不可能に。現地スタッフ撮影による写

1真 ・動画を活用し、SNS、 HPでの発信をこなった。

・既存団体紹介用動画のアップデー ト、新規短編動

画の作成、広報活動への活用を計画。

(HP・ SNS・ イベント・ボランティアや授業受け入

れの際に上映)。

・動画発信は効果的である一方、制作にリソースが

かかることから助成申請なども検討。

圏
・「身近なことでできる国際協カー古本募金、書き損

じハガキ、使用済み切手」チランを自主作成 (配布

を想定していた外部イベントが中止になったための

対応)

る

広報用のチラシを年間を通じて作成し活用する(

オリジナルポストカード等グッズを適宜作成す

・中長期計画を踏まえ「HP」 「ロゴ」「コーボレー

トカラー」「VMV」  などのリニューアルを計画

(10月 リリース予定)

・広報用の各種媒体 (チ ラシなど)のアップデート

と新規制作 (指 定寄付、もの寄付、団体PR用 )を行

・支援国での取材、広報材料な どの収集 を計画

(2021年 度か ら隔年で計画 )

・企業や外部団体 との連携 によるコラボ企画 を活用

した取材、広報材料の収集 を実施。

11.展示パネル、活動紹介キット制作 (事業内容改訂)【国‐11】

」③

14.その他の媒体への広報 【国‐14】

,品':::I

③

15`広報用の動画制作 【国-15】

③

16.広報グッズの制作 【国-16】

一③17.活動取材 【国-17】



2020年度活動報告・2021年度活動計画

国内事業 (フ ァンドレイジング)

・ ご支援の獲得 を目的 とした、 「書 き損 じハガキ+

古本募金 お願 いポスター」 の制作。

・使用済み切手 によるご支援の受付を開始

。モ ッタイナイ !寄付3点 セ ッ トキャンペーンの企画

。「書き損じハガキ十古本募金+使用済み切手への協

力お願いポスター」を制作。

・古本募金 :延べ83件 のご支援

・使用済み切手 :130件以上のご支援

3月 より新たに「もの寄付」の取り扱いを開始。

|。 「書き損じハガキ」「古本募金」「使用済み切

1手」による支援のお願いを継続的に実施。

|・ もの寄付「エファのスマー ト生活」をインプリ、

|・
上記の広報用媒体のアップデー トと新規制作

・会員、エファパー トナー、関係者へのグリーティ

ングカードの発送 (12月 )

・会員、エ ファパー トナー、関係者への グ リーテ ィ

ングカー ドの発送 (12月 )

・会員、エファパー トナー、関係者へのグリーティ

ングカードを発送 (12月 )

・新たにシンカブルにアカウントを開設

・既存事業への募金キャンペーンを適時実施

・クラウドファンディングの初の実施を計画。ラオ

ス、カンポジア既存プロジェクトを対象に、特定指

定寄付としてご支援をお願いする。

・現在検討中の新規支援事業のトライアル実施に向

けた資金調達 (ク ラウドファンディングなど)を計

画。SNS・ 発送物などを通じた発信を行う。

・ご支援者獲得を目的とした、PC用 壁紙の定期的な

更新とY!募金の団体ページの充実

・新型コロナウイルス感染症緊急募金を目的とした

団体ページを「Yahoolネ ット募金」に開設。290人

からご支援をいただいた。

・夏のオンラインイベントと連動するかたちで「夏

募金キャンペーン」を実施する (7月 ・8月 )

|・ 冬は新規支援事業と運動するかたちでの「冬募金

|キ ャンペーン」 (12月 ・1月 )を実施する。

来年度実施に向けリサーチ等の準備作業を実施

・エファパートナー 【国-18】

2020年 度計画 2020年度報告 2021年度計画

12.「書き損じハガキ」と「吉本募金」募集広報・ポスターの印刷・配布 (2010年～)【国-12】

③

18.会 員
③

20.イ ンターネット募金 (ク ラウドファンディング/Yah60!ネット募金)【国‐20】
③

25.夏冬募金キヤンペーン 【国-25】

③



2020年度活動報告・2021年 度活動計画

国内事業 (国 内活動)

・5月 26日 二重県中学校の課外授業を受け入れ

・千代田区内図書館、都内国際協力協会等への広報

のご協力を依頼

・近隣学校 (小 。中 。高 。大)と 連携との連携によ

る活動の検討。

・二重県中学校の受け入れは中止

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、教育機関

へのコンタクトはス トップ

・自治労組合員のご家族 (王に小学生のお子さんが

おられる世代の組合員)を対象とした夏休みオンラ

インイベントを企画、展開 (8月 4回、10人 /回 を目

標)

・ポランティア構成を再定義すると同時に、ユース

ポランティアのメンバー募集、立ち上げを行う。

●日本国内定住外国人の子どもたちへの教育支援事

業の立ち上げたを念頭としたスタディーを開始す

る。

・情報収集は開始できず。

・主催イベントにパネリス トとしてご参加いただく

予定としていた、在日ラオス人 (3人)と は、コン

タクト継続。

・「自治労通信」秋号に上記3人のインタピュー記

事が掲載。

|● 中長期計画策定の議論を経て、定住外国人課題解

1決のための新規事業の創出に着手。10月 以降を目途

|に

事業計画の素案作 り、情報収集を本格化する。

・中長期計画策定まで実施 しない |・ 支援国のコロナ感染収東までは、海外渡航制限の

1継続が想定されるため、スタディツアー企画は実施
l

|し

なt。

・実施なし

2020年度計画 2020年度報告 2021年度計画

02.外部団体主催イベント【国-02】 ※継続

＝

副
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鷲

』
ｑ

』③

ｒ

ｄ
Ｐ

鷺

』
ｑ

24.ス タディツアー関連事業 【国-24】



における、女性・障がい者の職業訓練・収

入向上支援の一環で他団体が製作した下記のフェア

トレード商品を「エファグッズ」として各種イベン

トで販売

2020年度活動報告・2021年度活動計画

国内事業 (収益事業)

・新型 コロナウイルス感染拡大の影響で、 イベン ト

出展、 フェア トレー ド商品の仕入れ、販売計画 も見

し。

自治労岡山県職連合、自治労広島県本部、自治労

り、 自治労 コラボ トー トバ ッグ作成 を

自治労岡山県職連合-1色、200個

自治労広島県本部-2色、200個

自治労北海道本部→2色、400個

年度 は、引 き続 きコロナ禍 の影響 を受 け、 イ

ント、委託販売の見込みは大幅に落ち込むことが

想される。よってフェアトレード商品の新規仕入

ず、既存在庫の範囲で販売を行う (販売期

トー トパ ッグについては、 自治労県本部大会 に向

けた営業を昨年に引き続き実施していく (受 注型3か

販売期待値 600,000円 )。

ファグッズについては、 フェア トレー ドロ的、

・目的、支援者活性・獲得 目的のいずれにおいて

べ きか (も しくは終 了)を 検討 してい く。

2020年 度計画 2020年度報告 2021年 度計画

【国-03】



2020年度活動報告・2021年度活動計画

管理

●職員採用 :事務局長として4月 よ が着任。

海外事業担当の募集を5月 に開始し を採用

(6月 入局)。 広報/フ ァンドレイジング担当とし

て を採用 (2月 入局)。 経理総務担当として

を採用 (2月 入局)

●勤務体制 :コ ロナ禍の下、社会動向を踏まえ、ま

たNPO/NGO間でも継続的な情報交換を行いつつ、4

月より事務局勤務体制の変更・見直しを実施。在宅

勤務導入に伴うlT環境整備、コミュニケーション&

業務等管理ツールのオンライン化、感染者発生時の

対応ガイドライン作成を進めた。

●中長期計画策定 :7月 理事会にて策定に向けたフ

レームワークが承認され、パナソニックNPOサポー

トファンドの組織強化助成プログラムを申請し、採

用が決定。12月 より実務レベルでの作業を進めてい

くためのタスクフォースを編成し、月2回ペースで検

討会議を開催している。また、3月 24日 には、役員+

職員による第1回全体ワークショップを開催し、エ

ファジャパンの成功の姿/サ クセスビジョン (望 ま

しい成果、関係者とのパー トナーシップ)を描き出

す作業を行った。

●経理業務の強化 :経理業務の専門性・質の向上を

進めていくため、月次の調書確認、会計ソフト入力

事項確認、海外事務所帳簿と海外事務所会計処理の

確認、年次での決算資料の確認業務を外部税理士ヘ

委託開始。

●オンライン/リ モー ト環境の整備と活用 :コ ロナ

禍の下での一部在宅勤務体制の継続、理事会や中長

期計画策定会議などの機関会議の開催、現地スタッ

フやパートナー団体との諸調整、主催イベント (総

会、夏休み等)開催などをオンライン/リ モートに

て進めていけるよう環境改善、強化をはかってい

く。

●中長期計画策定 :10月 末までにタスクフォース会

議と全体ワークショップの実施を重ね、5か年計画の

策定を行う。また、パナソニックNPOサポートファ

ンドの第二期プログラム申請を行い、22年度からの

広報/フ ァンドレイズまわりの強化施策に向けた準

備を進める。

●経理業務まわりのIT化促進 :三菱UF」 ネットバンキ

ング有料サービスヘの移行、ろうさんダイレクトの

導入、寄付プラットフォーム (Syncable)の 導入

(ク ラウドファンディング、マンスリーファンディ

ング、クレジットカード決済等)、 支援者情報管理

ソフト (SalesForce)の 改修・改善などを進める。

これにより資金不正流用ができない環境を整え、業

務効率の改善も進めていく。また、支援者のアクセ

シビリティ向上を、寄付プラットフォームの改善を

通じて促進していく。

●エファボラデーを月一回開催。年1回 、ポランティ

ア交流会を行う。

●新型コロナウイルス感染症の影響により、4月 以降

ボランティアの募集は中止していたが、9月 よリエ

ファポラデーを一部再開した。。

●従前どおり、エファボラデーを開催していく予定

だが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえつ

つ、開催頻度や開催方法については適宜検討を行

い、判断していく。

●企業ポランテイアについては、千代田区内企業を

中心に、積極的に呼掛け、受け入れを検討してい

|く 。業態、職種により、プロボノ (※職業上持って

|い
る知識やスキルを無償提供して社会貢献する専門

1家、もしくはその活動)と してより専門的なサポー

|卜 を得られるよう、企画提案を行っていく。ただ

|し 、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ適宜検討

|を 行い、判断していく。

2020年度計画 2020年 度報告 2021年 度計画
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2020年度決算報告書
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至 2021年 3月 31日
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活 動 計 算 書
[税込](単位 :円 )

壁
=2墨

塑Ш固菫塑塗△」
=:zLzl二

ど
=ヒ

∠豊と1____…………………………‐ 型型庄壼壁Lユ旦_二豊2堕菫L型壁上旦

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

シニア会員受取会費

賛助会員受取会費

団体賛助会員受取会費

【受取寄付金】

受取寄付金

カンボジア事業

ラオス事業

一般寄付

エファハ
°―トナー (個人)

エファハ
°―け― (団体)

【受取助成金等】

受取助成金

連合

【事業収益】

エファク
゛
ッス

゛
・カンホ

゛
シ
゛
ア

エファク
゛
ッス。゙フオス

エファグッス
゛。国内

【その他収益】

受取 利息

雑収入

経常収益 計

【経常費用】

I事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

ベ トナム

カンボジア

ラオス

国内

収益

通 勤 費 (事業)

ラオス

カンボジア

ベ トナム

国内

収益

法定福利費 (事業)

ベ トナム

カンボジア

ラオス

国内

収益

福利厚生費 (事業)

40,640,919

(4,120,590)

0,786,571)

(31,369,758)

(284,000)

(1,080,000)

1,392,000

324,000

310,000

1■ 塁塁Ω2000 3,576,000

40,640,919

900,000

493,200

224,134

900,000

(90QL0001Σ

223,104

1,030

45,834,253

8,784,731

(538,385)

(1,554,944)

(2,706,347)

(3,703,260)

(281,795)

274,412

(61,276)

(61,276)

(23,441)

(109,608)

(18,811)

1,491,328

(113,942)

(309,495)

(334,043)

(628,817)

(105,031)

80,391

8,900

22,300

__________二 塁望生≦匹匹L_



活 動 計 算 書
[税込](単位 :円 )

壁主菱堂杢」量動塗△|三Z笠」≧ピ1主4___________韮L型型奎聖塑L夏L正三22菫L型堅ユユ

ラオス

人件費計

賞与 (事業 )

ラオス

ベ トナム

カンボジア

国内

収益

(その他経費)

売上 原価

リース料 (事業)

カンボジア

ラオス

ベ トナム

国内

収益

業務委託費 (事業)

ベ トナム

カンボジア

国内

印刷製本費 (事業)

カンボジア

国内

会 議 費 (事業)

ラオス

国内

新聞図書費 (事業)

ラオス

旅費交通費 (事業)

ラオス

国内

車 両 費 (事業)

ラオス

通信運搬費 (事業)

カンボジア

ラオス

国内

消耗品 費 (事業)

カンボジア

ラオス

国内

修 繕 費 (事業)

ラオス

水道光熱費 (事業)

ラオス

カンボジア

(82_型⊇

上 630.862

816,844

(r78, 708)

(27,576)

(87, 052)

(492, r18)
(31, 390)

327,540

136,080

(43, 546)

(43, 546)

(6,804)

(35, 380)

(6, 804)

3, 350, 381

(118,280)

(3, 209,827)

(22,274)

477, O8g

(3, 010)

(474,079)

41, 816

(31, 816)

(10,000)

1,733, 135

(1, 733, 135)

143, 384

(134, 760)

(8,624)

9,237
(9,237)

395,681

(72,528)

(57, 3e0)

(265, 763)

545,744
(1,476)

(515,492)

(28,776)

25,789
(25,789)

285,040

(102, 280)

(86, oo5)



活 動 計 算 書
[税込](単位 :円 )

壁笙堕奎墜墜望型塁墨二z二2生ι墾
`生

___________口____旦_2堅聖里
=1旦

_1」ユ__三豊_型2菫[L」型[堕L旦

(13, 438)

(69, 829)

(13, 438)

2,404,2t2
(t15, boo)

(739, 2oo)

(833,412)

(600, 60o)

(118, Eoo)

5, 901

(5, 901)

42,287
(42,287)

149,614

(32,790)

(73, 281)

(43, 543)

6, 912, 301

(6, 683, 037)

(229,264)

558, 066

(ss8. 066)

ベ トナム

国内

収益

地代 家賃 (事業)

ベ トナム

カンボジア

ラオス

国内

収益

保 険 料 (事業)

ラオス

研 修 費 (事業)

ラオス

支払手数料 (事業)

ベ トナム

カンボジア

ラオス

支払助成金

カンボジア

ラオス

支払寄付金

ラオス

その他経費計

収益事業費

通信運搬費

支払手数料

事業費 計

【管理費】

(人件費)

給料 手当

賞与

退 職 金

旅費交通費

法定福利費

福利厚生費

人件費計

(その他経費)

印刷製本費

会 議 費

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

水道光熱費

地代 家賃

広告宣伝費

理事会・総会運営費

17, 543.297

26,466

(25,586)

_____鯉 ユ

8,463,639

899,512

1,600

195,819

1,366,154

____旦旦ュ旦22_

__二L距■塁L

226,387

13,562

20,456

389,960

394,964

115,185

990,000

287,954

15,780

29,017,469



新聞図書費

保 険 料

諸 会 費

研修費

業務委託費

リース 料

租税 公課

支払手数料

雑   費

その他経費計

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

【経常外収益】

経常外収益 計

【経常外費用】

雑損失

為替差損

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

2,090

14,600

83,200

25,220

230,675

58,320

600

230,452

10,000

■1旦LttL
1生LΩ 7塁LQ28

≦:]L 092.497

24,726

273,807

2,741,756

0

298.533

2,443,223

70.029

2,373,194

32.289.852_

3生■壁L理堕

活 動 計 算 書
[税込](単位 :円 )
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貸 借 対 照 表
特定非営利活動法人エファジャパン [税込](単位 :円 )

全 2021 3月 31日

【貸借対照表の注記】

正味財産中、使途等が制約された寄付金 (指定正味財産)は 1,594,560円です。計算書類の注記3でそ

の内訳を報告します。

負 債 の 部資 産 の 部

金  額金  額 科    目科   目

304,868

1,026,000

119,670

(41,417)

(78,253)

70,000

1,520,538

０
）

Ｕ^

，
“
　

０
る

，
“
　

ｎ
Ｚ

只
）

０
０

雇用保険

源泉所得税

未払法人税等

流動負債 計

【固定負債】

退職給付引当金

固定負債 計

鏃
払
受
り

Ｄ

未

前

預

債】

金

金

金

の正 味

32,289,852

2,373,194

34,663,046

【一般正味財産】

前期繰越正味財産額

当期正味財産増減額

【一般正味財産】 合計

34�3m6
=f罰

劇動性合計■|

1,500

368,589

(196,015)

(172,574)

30,985,853

(24,007,352)

(6,172,189)

(12,579)

(793,732)

(1)

1,441,520

1,420,100

34,217,562

396,000

223,982

619,982

35,575,784

132,981

132,981

605,259

605,259

1,440,000

1,440,000

1,440,000

I流動資産】

(現金・預金)

商品券

現   金

一般会計

収益事業

普通 預金

中央労働金庫

三菱UFJ

ラオス外貨預金

三菱UFJ(収益)

三菱UFJ銀行2

郵便振替口座

定期 預金

現金・預金 計

(売上債権)

未 収 金

売上債権 計

(棚卸資産)

棚卸 資産

棚卸資産 計

(その他流動資産)

前払 費用

仮 払 金

その他流動資産 計

流動資産合計

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷   金

投資その他の資産 計

固定資産合計

三1■二轟 α工味研産1電計 二 til i_3Lip15重84:二■弯m15,1通壼:資産合計::



2020年度決算

3.使途等が制約された寄付金等の内訳
複数年度にわたり使途等が制約された寄付金等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は34.663,046円 ですが、そのうち1,594,560円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は33,068,486円 です。

4.その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1)事業費と管理費の按分方法

・共通する経費のうち、給料手当、賞与手当、法定福利費、旅費交通費 (人件費分)については、従事割合に基づき按分しています。

共通する経費のうち、地代家賃、水道光熱費、
70%を事業費 (ベ トナム、ラオス、カンボジア、

リース料については、総額の30%を管理費に計上、
国内、収益の各事業分に従事割合で按分)に計上しています。

●ラオス

自治労新潟県本部 タトーン村小学校図書館支援
(支援期間:2018年 11月 ～2021年 10月 )

50,000 50,000 2021/2/8 4,192,000 50,024 49,976

自治労東海地区連絡協議会
ピエンチャン都立図書館・多目的ホール運営管理費支援
(支援期間 :2018年 11月 ～2021年 10月 )

177,624 280,000 2021/1/7 21,591,500 257,655 199,969

自治労東海地区連絡協議会 ナーハンケー村小学校図書室支援
(支援期間 :2018年 11月 ～2021年 10月 )

100,000 100,000 2021/1/7 8.421.000 100,489 99,511

自治労青森県本部 ドンクワイ村小学校図書館支援
(支援期間 :2019年 1月 ～2021年 12月 )

40,000 30.000 2020/12/7 3,240,000 38,663 31,337

自治労二重県本部 サンパンナ村小学校図書館支援
(支援期間 :2019年 9月 ～2021年 3月 )

50,000 50,000 2020/12/25 3997000 47.697 52,303

寄付金 学校図書館設置支援
(支援期間 :2016年 度～2020年度)

254,221 24,346,000 296.492 -42.271

自治労広島県本部 サントン郡小学校図書室支援
〈支援期間 :2020年 1月 ～2024年 12月 )

-33.266 2,645,476 2020/4/30 147,380.000 1,758,711 853,499

自治労広島県本部 サントン郡小学校図書室支援
(支 援期間 :2020年 1月 ～2024年 12月 )自 治労本部 (調整費)

529,095 2020/4/30 105,819 423,276

●カンポジア

岡山県関係職員労働組合連合 プレアビヒア奨学金基金事業
(支援期間 :2016年 12月 から奨学金基金清算まで)

4,431,558 4.431,558

1.53532 169,975 -69,975自治労岡山県本部 プレアビヒア児童保護施設支援
(支援期間 :2018年 10月 から2021年9月 )

100,000 2020/12/8

自治労福岡県本部 SCADPプ ノンペン児童保護施設支援
(支援期間 :2019年 7月 から2021年6月 )

5,041 300,000 2020/10/6 2,78300 308,106 -3,065

合計 5,075,178 4,084,571 397,188 213,671,819 7,565,189 1,594,560

入金日
当期減少額
(現地通貨)

当期減少額 期末残高内容 期首残高 当期増加額



財 産 目 録
特定非営利活動法人エファジャパン
全 墓 業 所

[税込](単位 :円 )

20214二 3月 31日 霧詢乍

《資産の部》
【流動資産】

(現金・預金)

商品券

現   金

一般会計

収益事業

普通 預金

中央労働金庫

=菱WJ
ラオス外貨預金

三菱WJ(収益)

三菱WJ銀行2

郵便振替口座

定期 預金

現金・預金 計

(売上債権)

未 収 金

売上債権 計

(棚卸資産)

棚卸 資産

棚卸資産 計

(そ の他流動資産)

前払 費用

仮 払 金

その他流動資産 計

流動資産合計

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷   金

投資その他の資産 計

固定資産合計

資産の部 合計

1,500

368,589

(1960015)

(172,574)

30,985,853

(24,007,352)

(6,172,189)・

(12,579)

(793,732)

(1)

1,441,520

_二盤⊆重L
34,217,562

6Ω塁.2塁9

605,259

132,981

132,981

396,000

982

619_982

_上」L皿L
1,440,000

《負債の部》
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金

金

金
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未
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304,868

1,026,000

119,670

(41。 417)

(78,253)

70.000

源泉所得税

未払法人税等

流動負債 計

【固定負債】

退職給付引当金

固定負債 計

負債の部 合計

832.200

正味財産

正味財産中、使途等が制約された寄付金 (指定正味財産)は1,594,560円 です。

832.200

34, 046

35,575,784

440_0001.

1,520,538

37,015,784

2. 738



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和2年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 エフ ジヤパン

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)

氏   名

/~ヽ

鯉ヲ・監事
イトウ  ミチオ R2年 4月 1日

R3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日伊藤 道雄

り

一

/~ヽ

使翌ヵ監事
カワモト  アツシ R2年 4月 1日

R3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日川本 淳

′
~ヽ

便堕舞監事
イトウ  ヨシアキ R2年 4月  1日

R2年 7月 8日

年 月

月

日

日年伊藤 芳明

五

ェ

/~ヽ

熊聾升監事
エント

゛
ウ  ミキオ R2年 4月  1日

R3奪ユ3月  31日

年

年

月

月

日

日遠藤 幹夫

/~ヽ

鯉 |ダ
・監事

オオワ(オオイシ)ヨンノ R2年 4月 1日

R3年 3月 31日

年  月 日

日年  月大和 (大石)芳野

6
/~ヽ

ミ壼ノ監事

オニキ  マコト R2年 4月  1日

R3年 3月 31

日

年

年

月

月

日

日
鬼木 誠

/~ヽ

建リ 監事

キノシタ モトム R2年 4月  1日

R3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日木下 究

０
０

/~ヽ

塁ヽ夢・監事
サトウ チエコ 貶年 4月 1日

R3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日佐藤 千恵子

9
/~ヽ
契菫ノ監事

ソマタニ  ナオヒコ R2年 4月  1日

R3年 3月 31

日

年

年

月

月

日

日
オ山谷 尚彦

10
/~ヽ
塁ヽ夢l・ 監事

タマイ  カス
゛
マサ R2年 4月  1日

R3年 3月 31日

年 月

月

日

日年玉井 一匡



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

/~ヽ
塁ヽ夕1・ 監事

ナカニシ ミツル

中西 満

R2年 4月  1日

R3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

12 理事・
〇

エノモト  トモコ

榎本 朋子

R21年:4月  1日

R3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

13
/~ヽ

理事夫鯉ジ
ミヤハラ  トモカ

官原 朝香

R2年 10月 29日

R3年3月 31日

年  月  日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 エファジャパン

氏   名 住 所 又 は 居 所

伊藤 道雄

2 植本 員砂子

3 関 尚士

4 井ノロ 登

5
川本 淳

6
中西 満

7
金田 文夫

8
笠松 朗

9 西村 裕生

10
大島 康冶

11
遠藤 幹夫

12 高橋 睦子
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監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 エファジャパン

理事長 伊藤 道雄 様

2o2t+ 6n I E

特定非営利活動法人 エファジャパン

監事 緯 ト
監事 7r、

私たち監事は、特定非営利活動促進法第 18条の規定に基づき、2020年 4月 1

日から 2021年 3月 31日 までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしまし

た。その方法および結果について、次のとお り報告いたします。

1.監査の方法およびその内容

監事は、理事および事務局の職員等と意思疎通を図 り、情報の収集および監査

の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席 し、理事および事務局の職員等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応 じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る

計算書類 (貸借対照表および活動計算書)お よびその附属明細書ならびに財産 目

録について検討いた しました。

2_監査意見

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認

めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重

大な事実は認められませんでした。            J`・

(2)計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益

の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
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