
 

 

 
 

一般社団法人シェア・ザ・プラネット 

第七期年次（2020 年 10 月～2021 年 9 月）活動報告 

 

活動報告 

I. 国際協力活動を実践する個人・団体・企業への助言・支援・人材派遣を含む人材育成・

組織強化 

（企業） 

 JICA が実施する NGO 向け能力強化研修を株式会社ジャングル・コアと共同で実施

した。研修はコロナウィルス蔓延のため開催が遅れ、またオンラインを多用した研修

となった。実施計画の変更、予算変更など当初計画とは変更があったが、無事終了す

ることができた。また 2021 年度申請を目指したが、期中に募集はなかった。 

 バングラデシュで JICA 農業インフラ事業を受託しているコンサルタント会社との

情報共有を図る予定であったが、コロナ状況下でやり取りが中断したままとなって

いる。2021 年 10 月 3 日の M/M 署名式にはホビゴンジまで来てくれたとの報告を受

けている。 

（NGO） 

 JICS の支援事業や JICA での研修に参加した団体への個別アドバイスを行った。パ

ナソニックの NGO 支援事業にコンサルタントとしてかかわった。 

（ドナー申請事業） 

 地球環境基金のエージェント（代理人）とし 3 案件を実施した（ASED HABIGONJ

（1 年次）, BARCIK(3 年次、2021 年度は不採択), PSUS（1 年次））。また当会も独

自事業として 3 年目の採択を受け、活動を実施。コロナの影響で事業を延長しフィ

ールドでは 2021 年 7 月をもって終了した。また本案件の次案件の事業策定の準備を

始めた。 

 ホビゴンジ県の案件を JICA 草の根パートナー事業として提案し、採択された。2022

年 1 月から実施の見込みとなっており、2021 年 10 月 3 日現地稲作研究所にて 4 者

間の調印式が執り行われた。 

 彩の国さいたま国際協力基金事業を実施。2021 年度も申請し、採択が決まった（3 年

次）。 

 

II. 国際相互理解の促進及び社会貢献活動における実践と調査研究及び経験交流 

 特定非営利活動法人埼玉 NGO ネットワークに団体会員として参画し、副代表理事と



 

 

して参加した。 

 代表理事は一般社団法人アジア自立支援機構の理事を継続している。 

 

III. 地球市民社会の実現に向けた教育・学習及び啓発 

 代表理事は半年間大学での非常勤講師を務める。 

 インターン生を受け入れ、広報資料の作成とイベント企画などへの実施を企画して

いる。 

 独立行政法人環境再生保全機構が主催する絵画展「2050 年の地球」にホビゴンジ県

の生徒 15 人が応募し、2 人が入賞した。この絵画は SNS を通して配信している。 

 

IV. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 かわごえ国際交流フェスタに AAN と共同でオンライン出展した。 

 一般財団法人日本国際協力システム（JICS）が行う「JICS NGO 支援事業」の審査

員を委嘱され期中審査委員会、報告会に参加するとともに、助成事業を行う団体を訪

問しアドバイスを行った。 

 NGO・外務省定期協議会の政策提言のコーディネーターとして事前打ち合わせと協

議会の運営にかかわった。 

財務報告 

I. 財務状況の健全化に向け外部ドナーへの申請などを積極的に行った。結果、長期借入金

の半額（200万円）を返済した。2020年度の収支は 268万円の黒字となった。 

以上 

  



 

 

     

科
目

科目

## 受取会費 18,000
18,000

## 受取寄付金 200,000
200,000

63  - 環境再生保全機構　地球環境基金 16,923,000
 -  - 外務省日本NGO連携支援無償資金協力事業 385,767
 -  - 彩の国さいたま国際協力基金 500,000
 -  - その他助成金 589,934
 -  - その他助成金（JICA国内） 100,000

18,498,701

62  - ＪＩＣＡ国内研修事業 7,514,002
## コンサル料収益 309,742

7,823,744

## 受取利息 28
28

26,540,473

 - 役員報酬 1,200,000
 - 給料手当 1,410,742
 - 法定福利費 202,092
 - 福利厚生費 21,700
 - 通勤交通費 92,400

2,926,934

 - 諸謝金 438,450
 - 旅費交通費 215,829
 - 会議費 11,077
 - 交際費 111,627
 - 交際費（非課税） 50,000
 - 通信費 221,102
 - 荷造運送費 4,960
 - 広告宣伝費 54,549
 - 消耗品費 218,838
 - 研修費 130,915
 - 海外プロジェクト費（非課税） 13,738,450
 - 水道光熱費 18,716
 - 支払地代家賃 504,000
 - 研修委託費 4,666,816
 - 諸会費 70,000
 - 支払手数料 66,112
 - 租税公課 10,000
 - 雑費 330,000

20,861,441
23,788,375

23,788,375
2,752,098

2,752,098
## 法人税、住民税及び事業税 70,000

2,682,098
-1,822,890

859,208

2020年度　活動計算書(報告書)
2020年10月01日～2021年09月30日

一般社団法人シェア・ザ・プラネット　特定非営利活動に係る事業の会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(円）

 2.経常外増減の部
 (1 )経常外収益
 税引前当期正味財産増減額

 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

  【人件費計】
  【その他費用】

  【その他費用計】
  事業費計
  経常費用合計
 当期経常増減額

  【人件費】

受取寄付金

  受取寄付金計
受取助成金等

  受取助成金等計
事業収益

  事業収益計
その他収益

  その他収益計
  経常収益合計
 (2 )経常費用
 事業費

金　額

 1.経常増減の部
 (1 )経常収益
受取会費

  受取会費計



 

 

 

資産の部

流動資産

　　　　　普通預金 6,062,736
　　　　　前払費用 72,000
流動資産合計 6,134,736
固定資産

固定資産合計 0
資産合計 6,134,736
負債の部

流動負債

　　　　　未払金 3,275,528
流動負債合計 3,275,528
固定負債

　　　　　長期借入金 2,000,000
固定負債合計 2,000,000

負債合計 5,275,528
正味財産の部

前期繰越正味財産 -1,822,890
当期正味財産増減額 2,682,098

正味財産合計 859,208
負債及び正味財産合計 6,134,736

普通預金 6,062,736
--ゆうちょ銀行166 1,466,178

--三菱東京ＵＦＪ銀行 862,631

--ゆうちょ銀行563 199,562

--三井住友銀行 3,534,365

前払費用 72,000
6,134,736

0
6,134,736

未払金 3,275,528
3,275,528

長期借入金 2,000,000
2,000,000

5,275,528
859,208正味財産合計

(円)

(円)

2020年度　　財産目録
2021年9月30日現在

一般社団法人シェア・ザ・プラネット

科　　目
資産の部

流動資産

流動資産合計

固定資産

固定資産合計

資産合計

負債の部

流動負債

流動負債合計

固定負債

固定負債合計

負債合計

金　　額

科　　目 金　　額

2020年度　貸借対照表
2021年9月30日現在

一般社団法人シェア・ザ・プラネット


