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事業地 プロジェクト概要 

フリータウン市および地方
4 県を中心とした全 16 県 保健システム

【総受益者数】　167 万人

事業地 プロジェクト概要 

ルサカ州ルサカ市 生計向上、地域保健

【総受益者数】　4 千人

 

事業地 プロジェクト概要 

ボルタ州など 3州 教育

【総受益者数】　150 万人
事業地 プロジェクト概要 

エルパライソ県バド・アンチョ市、テ
ウパセンティ市

栄養改善
母子保健

フランシスコ・モラサン県テグシガルパ市 青少年育成

【総受益者数】　5 万 3 千人

日本
事業地 プロジェクト概要 

マンダレー地域
メティラ県メティラ郡

生計向上、非感染症対
策、栄養支援

マグウェ地域
パコク県パウッ郡

母子保健、地域保健

シャン州（北）
ラショー県ラショー郡

母子保健、地域保健

【総受益者数】　22 万 3 千人

事業地 プロジェクト概要 

キチェ県
サン・バルトロメ・ホコテナンゴ市 母子保健

チマルテナンゴ県チマルテナンゴ市 教育支援

【総受益者数】　1 万 6 千人

事業地 プロジェクト概要 

アナラマンガ県
アチモンジャン郡

　栄養支援、母子保健

【総受益者数】　3 千人

事業地 プロジェクト概要 

カブレパランチョウク郡
ロシ地区

震災復興、農業支援、
環境保全

ダン郡ガダワ地区 母子保健

【総受益者数】　5 万人
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メティラ郡

ラショー郡

ヤン

パウッ郡

ゴン

首都ネピト
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首都カトマンズ

ダン郡
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首都テグシガルパ

エル・パライソ県
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首都フリータウン

首都ルサカ

首都グアテマラシティ

キチェ県

チマルテナンゴ県
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■日本国外務省

スキーム 事業国 事業名 契約／精算額 * 事業期間

日本 NGO 連携
無償資金協力

ミャンマー

マグウェ地域パウッ地区における安全な出産と新生児ケア推進
プロジェクト（第 3 期）      ￥39,521,362  2019年2月～2020年2月

行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プ
ロジェクト      ￥44,564,453  2020年2月～2021年2月

シャン州ラショー地区における母子保健改善プロジェクト（第
1 期）      ￥42,542,101  2019年2月～2020年2月

シャン州ラショー地区における母子保健改善プロジェクト      ￥43,629,331  2020年2月～2021年2月

ネパール

カブレパランチョウク郡における農業振興を通じた被災地復興
支援事業（第 3 年次）      US$  168,159  2019年3月～11月

ダン郡ガダワ地区における母子の健康格差是正事業      US$  217,065  2019年2月～2020年2月

ダン郡ガダワ地区における母子の健康格差是正事業（第 2 年次）      US$  419,617  2020年2月～2021年2月

ホンジュラス

テウパセンティ市における妊産婦ケア改善支援事業  US$  265,892.64*  2019年3月～2020年2月

テウパセンティ市における妊産婦ケア改善支援事業      US$  220,470  2020年3月～2021年2月

栄養改善・生計向上に向けた家庭菜園普及プロジェクト      US$  248,502  2020年3月～2021年2月

グアテマラ コミュニティ母子保健向上プロジェクト（第 2 期）      US$  346,098  2019年3月～2020年2月

■独立行政法人国際協力機構 (JICA)

スキーム 事業国 事業名 契約額 事業期間

技術協力
プロジェクト

シエラレオネ サポーティブ・スーパービジョンシステム強化プロジェクト（第
4 年次）①   ￥269,100,360*  2017年7月～2019年7月

シエラレオネ サポーティブ・スーパービジョン強化アドバイザー業務　②      ￥48,372,000  2019年11月～2022年2月

ニジェール みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクトフェーズ
2（第 2 期）③      ￥20,220,000  2018年9月～2021年3月

ガーナ みんなの学校：コミュニティ参加型学習改善支援プロジェクト
（第 1 期）④        ￥3,086,000  2020年3月～2022年3月

草の根技術
協力事業

（草の根パートナー型）
ホンジュラス エル・パライソ県バド・アンチョ市における栄養改善に向けた

家庭菜園普及プロジェクト      ￥54,000,000*  2017年8月～2019年12月

① JICA 技術協力プロジェクト（シエラレオネ）はアスカ・ワールド・コンサルタント株式会社（AWC 社）との共同実施。契約額は全体額
②③④ JICA 技術協力プロジェクト（シエラレオネ , ニジェール , ガーナ）はアスカ・ワールド・コンサルタント株式会社（AWC 社）への補強。契約
額は AMDA-MINDS への割当額

■助成金

助成団体 事業国 事業名 契約額 事業期間

連合・愛の
カンパ 中央助成 ミャンマー ミャンマー零細農家の農作業効率化支援プロジェクト           ￥700,000*  2019年10月～2020年3月

フェリシモ地球村
の基金 ミャンマー 安心安全な暮らしに必要なコミュニティセンターを村人に！           ￥710,000  2020年2月～2020年11月

立正佼成会一食平
和基金

グアテマラ グアテマラの子どもたちの健全育成のための希望と光プロジェ
クト        ￥2,000,000*  2018年11月～2019年6月

マダガスカル コミニティ栄養改善事業        ￥2,000,000  2020年1月～2020年12月

公益社団法人国土
緑化推進機構「緑

の募金」
ネパール ネパールにおけるアグロフォレストリー推進事業        ￥1,174,890*  2018年7月～2019年6月

Panasonic 日本 NPO/NGO サポートファンド for SDGs 海外助成プログラム
組織基盤強化コース        ￥2,000,000*  2019年1月～2019年12月

岡山市 ESD
推進協議会 日本 岡山 ESD プロジェクト活動支援助成金事業 AMDA-MINDS の

活動から SDGs を学ぼう              ￥42,000 *  2019年6月～2020年2月

* 印は事業精算確定額、印なしは契約額

ニジェール共和国
■みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクト（2016 年 12 月～現在）

ニジェールでは、政府の「教育開発 10 ヶ年計画」に基づき、教育のアクセス、質、システムの改善のために、学校運

営委員会の設置を含めた地方分権化政策を進めてきました。本事業は、JICA 技術協力プロジェクトとして、同政策を後

押しし、初等教育における基礎学力改善の普及と中等教育における「機能する学校運営委員会」モデルの全国展開を支援

しています。なお、本事業は、アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社が実施主体となって運営されており、AMDA-

MINDS は共同企業体の一員として参画しています。

ガーナ共和国
■みんなの学校：コミュニティ参加型学習改善支援プロジェクト（2020年 3月～現在）

ガーナでは、初等教育の就学率は 89％と改善されてきたものの、教育の質が課題となっていることから、同国政府は「教

育戦略計画（2018-2030）」を掲げ、コミュニティの参画を通じた教育の質の改善に取り組んでいます。本事業は、JICA

技術協力プロジェクトとして、これまでニジェールなど他国で確立されてきたコミュニティ参加型の学習改善モデルを同

国で普及展開させることを目的として開始されました。なお、本事業は、アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社が

実施主体となって運営されており、AMDA-MINDS は職員を専門家として派遣する形で参画しています。
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特定非営利活動に係る事業 合計

【経常収益】
　　受取会費 2,278,000 
　　受取寄付金 11,769,204
　　受取民間助成金 4,911,890 
　　受取補助金 77,895,728 
    海外契約金 107,834,289
    業務委託収入 59,598,062 
    講演・出版等収入 1,739,774 
    緬生計向上プログラム収入 12,0954,124
    受取利息 667,722 
　　 為替差益
        経常収益  計 387,648,793 

【経常費用】
  【事業費】
    人件費 79,470,055 
    その他経費 300,627,358 
          事業費  計 380,097,413 
  【管理費】
    （人件費） 11,851,578 
    （その他経費） 287,730 
          管理費  計 12,139,308 
            経常費用  計 392,236,721 
              当期経常増減額 △ 4,587,928 

【経常外収益】
  雑損失 4,184
    経常外収益  計 4,148 
        税引前当期正味財産増減額 4,592,112
        法人税、住民税及び事業税 71,045
          当期正味財産増減額 △ 4,663,157 
          前期繰越正味財産額 43,174,336
          次期繰越正味財産額 38,511,179 

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
 【流動資産】  【流動負債】
   現金・預金 81,480,319   未　払　金 17,154,693 
   未　収　金 1,433,341   前　受　金 154,216,939 
   未収消費税 3,908,600   預　り　金 244,144
   海外流動資産 123,122,615   仮　受　金 50,920 
        未払法人税等 71,000 
     流動資産合計 209,944,875
    流動負債  計 171,737,696 
 【固定資産】   
   保証金 7,000 負債合計 171,737,696 
   敷金 297,000  【正味財産】

  前期繰越正味財産額 43,174,336 
     固定資産合計 304,000   当期正味財産増減額 △ 4,663,157

   正味財産　計 38,511,179
正味財産合計 38,511,179 

資産合計 210,248,875 負債及び正味財産合計 210,248,875 

2020 年 3 月 31 日時点

ネパール
カトマンズ統括事務所 スタッフ数 13 名

( 邦人スタッフ 1 名、現地スタッフ 4 名、現地パートナー
団体スタッフ 8 名）

ダン郡事業事務所
（現地パートナー団体事務所）

ミャンマー

ヤンゴン統括事務所

スタッフ数 58 名
（邦人スタッフ 3 名、現地スタッフ 55 名 )

メティラ事務所

パウッ事務所

ラショー事務所

ホンジュラス

テグシガルパ事務所
スタッフ数 18 名（邦人スタッフ 3 名、現地スタッフ 9 名、
現地パートナー団体スタッフ 6 名 )テウパセンティ連絡所

バド・アンチョ連絡所

シエラレオネ フリータウン事務所 スタッフ数 2 名（邦人スタッフ 1 名、現地スタッフ 1 名）

日本 岡山本部事務所 スタッフ数11名（インドネシアへの派遣スタッフ1名含む）

スタッフ総数   102 名（邦人スタッフ 19 名、現地スタッフ 83 名）

役員   理事長：鈴木 俊介
  理事：飯塚 敏晃、増島 勇次　監事：関田 冨美雄
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