
1号議

2015年度事業報告

I。 会員 NGO強化事

1.定 期総会 の開催

日時 :2015年 6月 11日 (木)9時 30分～11時

場所 :浦和コムナーレ9階市民活動サポー トセンター

出席者 :赤石和則、荒田光男、尾池富美子、尾嶋佐和子、金子玲子、来原道子 (議長 )、 佐

複正雄、島崎辰夫、白石英二、中野貴之、山尾三枝子、山本孟人、吉田隆宏、加

藤陽一。 (敬称略)

下記の議案を審議 し承認 した。

第 1号議案 「2014年度事業報告」

2014年度に定期総会や定例会、グローバルセミナー2015、 勉強会の開催、国際フェアヘ

の出展参加、城西大学経済学部国際ボランティア論講義への講師派遣、埼玉県指定取得

など加盟団体業務支援、広報などの事業を実施 した。また、彩の国さいたま国際交流・

協カネットワークヘ代表幹事団体としての参力日、全国国際理解教育研究協議会関東ブロ

ック埼玉大会へのブース出展、外部団体事業への参加など関係機関との協働を通 して、

途上国支援、地域多文化共生社会、グローバル教育を推進 した報告が行われ、全員異議

なく承認された。

第 2号議案 「2014年度収支決算」

2014年度の収入及び支出の決算報告及び会計監査結果の報告があり、全員異議なく承認

された。

第 3号議案 「2015年度事業計画」

埼玉国際協力協議会は設立 20周年を迎える。地域を基盤 とした途上国支援、多文化共

生社会、グローバル教育を事業実施や関係機関との協働を推進することで、グローバル

市民社会を目指す事業方針を決定した。方針に基づき、定期総会、定例会、勉強会、グ

ローバルセミナー2016の開催、国際フェアヘの出展参加、城西大学経済学部国際ボラン

ティア論講義へ講師派遣、会員へ情報提供、加盟団体業務支援等のサービス提供、会員

加入活動、調査 。広報活動などの実施、また、彩の国さいたま国際交流・協カネットワ

ークヘ代表幹事団体参加など関係機関との協働を進める事業計画が説明され、活発な意

見交換によつて、全員承認された。

第 4号議案 「2015年度役員」

2015年度の役員として、代表 :石井ナナエ (ふ じみの国際交流センター理事長 )、 副代表 :



尾嶋佐和子 (国際教育コーディネーター)、 吉田隆宏 (埼玉県ユニセフ協会事務局長 )、

世話人 :赤石和則 (拓殖大学国際学部教授 )、 荒田光男 (ふ じみの国際交流センター理事)、

尾池富美子 (メ イあさかセンター代表理事)、 金子玲子 (世界に目を向けよう～今、私た

ちにできること代表)、 来原道子 (埼玉YMCA代表理事 )、 佐複正雄 (IV― JAPAN理事)、

白石英二 (前埼玉県ユニセフ協会事務局長)、 山尾三枝子 (埼玉日本語ネットワーク副代

表)、 山本孟人 (民族フォーラム理事長 )、 監査 :磯田昇 (大学講師)、 事務局長 :加藤陽

一 (元 日本ユニセフ協会協力事業部長)の選任を全員異議なく承認された。

第 5号議案 「2015年度収支予算」

2015年度の収入及び支出の予算が説明され、全員異議なく承認された。

2.会 員 間の情報・ 意見交換

(1)定例会

①4月 定例会

同時 :2015年 4月 21日 (火)9時 30分～11時 30分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :荒田光男、磯田昇、尾池富美子、尾嶋佐和子 (議長)、 金子玲子、中野貴之 (JICA)、

島崎辰夫 (埼玉県国際交流協会 SIA)、 白石英二、山尾三枝子、山本孟人、吉田隆

宏、加藤陽- 12名

内容 :総会に提出する 2014年度事業報告案及び収支決算案、2015年度事業計画案及び収

支予算案、2015年度役員案を協議 し、承認された。参加 NGO・ JICA・ SIA間の情報・

意見交換を行つた。

②6月 定例会

日時 :2015年 6月 11日 (本)11時～12時

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :赤石和則、荒田光男、尾池富美子、尾嶋佐和子、金子玲子、乗原道子 (議長 )、 佐

複正雄、島崎辰夫 (SIA)、 白石英二、中野貴之 (JICA)、 山尾三枝子、山本孟人、

吉田隆宏、加藤陽-  14名

内容 :2015年度定期総会を受けて、広報 リーフレット2015年版を作成するため、メーリ

ングリス トで意見を集約 して進める事とする。参加 NGO・ JICA・ SIA間の情報・意見

交換を行つた。

③7月 定例会

日時 :20154喜 7月 17日  (金)10日寺～11日寺

会場 :ふ じみの国際交流センター

出席者 :荒 田光男、尾池富美子、尾嶋佐和子、小野雅文、石井ナナエ (議長)金子玲子、

中野貴之 (JICA)、 加藤陽-  8名

内容 :グローバル・セミナー2016に 関する最初の企画検討を行い、テーマや構成、講師、



開催 日などに関して多くの意見が出された。NGOネ ットワークとして途上国の子ども・

在住外国人子どもをテーマの中心に置く事を確認 し、具体化は 9月 以降に進める事にし

た。

新規個人会員入会希望者として平井靖氏 (青年海外協力隊員 OB、 JICA農村開発専門家)

入会が全員異議なく承認された。参加 NGO・ 」ICA間の情報 。意見交換を行つた。

④9月 定例会

日時 :2015年 9月 8日 (月 )9時 30分～11時 40分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :荒田光男、石井ナナエ (議長 )、 尾池富美子、尾嶋佐和子、小野雅文、金子玲子、

佐復正雄、白石英二、中野貴之 (」ICA)、 山本孟人、松浦佳菜 (埼玉県国際課)、

加藤陽-  12名

内容 :グローバル・セミナー2016の企画検討を原案を基に行い、主催団体、テーマ、サブ

テーマ、講師、日時・場所などを協議 し、基本ラインを定める。11月 SIA主催の国際フ

ェアに出展する内容の協議を行い、基本ラインを承認する。参加 NGO。 国際課 。JICA

間の情報 。意見交換を行つた。

⑤10月 定例会

日時 :2015年 10月 15日 (本)13時 30分～15時 30分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :赤石和則、荒田光男、石井ナナエ (議長 )、 尾池富美子、尾嶋佐和子、小野雅文、

金子玲子、佐復正雄、白石英二、田中秀幸・松浦佳菜 (国際課 )、 中野貴之・広瀬

勝弘 (」ICA)、 山尾三枝子、山本孟人、加藤陽-  16名

内容 :グローバル・セミナー2016の 開催 日及び会場が確定し、内容・構成について具体的

な検討を行い、昨年度の改善点を修正した内容を決定、講師候補の打診に入る事にする。

国際フェアの準備 。当日役割などを協議 して決定する。参加 NGO。 国際課 。」ICA間 の

情報 。意見交換を行つた。

⑥ll月 定例会

日時 :2015年 11月 19日 (木)9時 30分～11時 30分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :赤石和則、荒田光男、石井ナナエ (議長 )、 尾池富美子、尾嶋佐和子、小野雅文、

金子玲子、島崎辰夫 (SIA)、 田中美貴子・松浦佳菜 (国際課 )、 廣瀬勝弘 (」ICA)、

吉田隆宏、加藤陽-  13名

内容 :「 グローバル・セミナー2016 地域で育むグローバル市民～子どもの未来と平和につ

いて考えてみよう !～」を基に、趣旨・構成・内容・講師などを共催三者 (埼玉 NGOネ

ット・埼玉県国際交流協会・JICA東京)で協議、決定し、ファシリテーター・課題提起

者候補への打診、後援名義の申請、周知と参加者獲得を進めていくことにする。国際フ

ェアの報告が行われた。参加 NGO。 国際課 。JICA o SIA間 の情報 。意見交換を行つた。



⑦12月 定例会

日時 :2015年 12月 24日 (木)9時 30分～11時 30分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジ C

出席者 :石井ナナエ (議長)、 赤石和則、荒田光男、磯田昇、尾池富美子、尾嶋佐和子、金

子玲子、佐復正雄、山尾三枝子、山本孟人、 島崎辰夫 (SIA)/廣瀬勝弘 (JICA)、

田中秀幸・松浦佳菜 (国際課)、 兼先勇 (イ ンターナショナルリ|1日 )、 村松美和 (オ

ブザーバー)、 今川夏如 (みんなの夢の音楽隊)、 石り||一喜 (拓殖大学国際学部准

教授) 18名
内容 :グローバル・セミナー2016の案内チラシが完成し、これから参加者募集を本格化す

るため、会員からの呼びかけ、加盟団体 HPでの広報、SIAか ら県内学校への案内、埼

玉 NGOネ ットHP・ ML等での呼びかけなどを行う事とする。講師やファシリテーター

も決まり、当日の役割分担、配布資料の確認などを行 う。インターナショナルリ|1日 (理

事長兼先勇)の団体会員入会が承認される。参加 NGO・ 国際課 。JICA o SIA間の情報・

意見交換を行った。

③l月 定例会

日時 :2016年 1月 19日 (火)9時 30分～11時 30分

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジA

出席者 :石井ナナエ (議長 )、 赤石和則、荒田光男、磯田昇、尾嶋佐和子、小野雅文、金子

玲子、兼先勇、櫻井彰子、島崎辰夫 (SIA)、 廣瀬勝弘 (JICA)、 山本孟人、吉田

隆宏、加藤陽-  14名

内容 :グ ローバル・セ ミナー準備の進捗状況に関して報告があり、当日までの行 うつめと

参加者募集をさらに尽力する事を確認する。参加者間の情報 。意見交換を行つた。

⑨3月 定例会

日時 :2016年 3月 8日 (火)9時 30分～12時

会場 :浦和コムナーレ9階南ラウンジA

出席者 :石井ナナエ (議長)、 荒田光男、尾池富美子、尾嶋佐和子、小野雅文、金子玲子、

兼先勇、桑原道子、島崎辰夫 (SIA)、 富永幸子、廣瀬勝弘 (JICA)、 松浦佳菜 (国

際課 )、 山本孟人、吉田隆宏、加藤陽一、秋本佳之 (オブザーバー 。さいたま市民

ネットワーク)  16名
内容 :グローバル・セミナー2016の評価検討会を行い、参加者の分析、募集方法、セミナ

ーの構成・内容・テーマ、ファシリテーターなどに関する意見交換を行い、改善点は次

回に活かす事にする。2016年度事業計画に関して、5月 総会に提出する事業案の意見交

換を自由討議で行つた。個人会員として秋本佳之氏 (さ いたま市民ネットワーク理事・

さいたま市民タイ王国友好協会会長)の入会が承認 された。参加 NGO。 国際課 。JICA・

SIA間の情報 。意見交換を行つた。



(2)勉強会

①在住外国人間題とふじみの国際交流センターの支援活動

同時 :2015年 7月 17日 (金)11時～12時

会場 :ふ じみの国際交流センター

テーマ :在住外国人間題とふじみの国際交流センターの支援活動

―外国籍住民問題の実態とセンターの支援活動の役割を考える一

講師 :石井ナナエふじみの国際交流センター理事長

配布試料 :「 見えてきた在住外国人の課題」

長年、地域の現場で在住外国人からの相談や問題の解決に尽力 してきたふじみの国際交流

センターの石井理事長から、現実に起こっている問題の実際やふ じみの国際交流センター

の支援活動、加えて在住外国人の課題に取 り組むべき行政の政策提言などを内容とした、

大変充実した勉強会となった。

勉強会資料を埼玉 NGOネ ットのホームページに掲載 し、メーリングリス トで発信 した。

3.会 員 NGOへ の業務支援・ 協力

(1)IV一 」APANのネパール地震緊急支援事業

2015年 4月 25日 に発生したネパール中部地震では犠牲者 9,541人 、負傷者 17,838人 、人

道支援を必要 としている人々は 8百万人を越えた。特に被害の大きかったゴルカ郡では

90%の家屋が倒壊 し、雨季が近づく中住民は屋外での生活を強いられた。埼玉 NGOネ ット

会員 NGOでジャパンプラットホーム (JPF)に加盟 している国際協力 NGO oIV―JAPAN

では、ネパール緊急支援を行 う事を決定した。IV一 JAPANは 日本事務局で同業務を行 う人

材が必要なため、埼玉 NGOネ ットヘ協力を要請し、埼玉 NGOネ ット事務局は 」PFへ資

金要請を行い、審査を経て承認されて資金提供を受け、ネパールヘ国際スタッフ 2名 を派

遣 し、緊急支援事業を実施、」PFへ事業終了報告を行い終了した。IV一 JAPANのネパール

緊急支援事業概要は次の通 り。

事業名 :ネパール中部地震被災者支援 2015(初動対応期):ネパール中部地震ゴルカ郡被災

者への支援物資支給及び調査

事業期間 :2015年 5月 24日 ～6月 21日

事業目的 :地震の特に被害の大きかつたゴルカ郡の中で、緊急支援が遅れているタクマズ

ラクリボット村 (約 4500人 )の住民の BHNを満たすため必要な物資を支給した。併せ

て、同村を中心に周辺村の被災者の生活再建のため、再建ニーズを把握 し、必要な復興

支援活動計画を策定した。

事業予算 :約 500万円。



4.会員への情報提供

(1)メ ー リング リス ト

会員を主体にした埼玉 NGOネ ット・メーリングリス トを活用して会員 NGOの事業予定・

報告、会員の近況、会員間の意見交換、連携する埼玉県国際課 。国際協力機構 」ICA・ 埼玉

県国際交流協会の事業案内、外務省 ODAや全国主要 NGOの情報、NPO法人関係として

認定 。税控除・会計基準の情報などを添付資料を含めて発信した。2015年 4月 から 2016

年 3月 までの発信回数 100回。4月 6回、5月 3回、6月 5回、7月 5回、8月 8回、9月

9回、10月 10回、11月 19回、12月 9回、1月 8回、2月 9回、3月 9回。

Ⅱ.ネ ットワーク協働事

1。 人材育成

(1)グ ローバル・セ ミナー開催

主催 :埼玉国際協力協議会、国際協力機構 JICA東京、埼玉県国際交流協会

後援 :埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、生活協同組合コ

ープみらい埼玉県支部

名称 :グ ローバル・セミナー2016「地域で育むグローバル市民」～子どもの未来と平和に

ついて考えてみよう～

実施期日 :2016年 2月 7日 (日 )10時～16時 40分

会場 :コ ーププラザ浦和

構 成

10

10

発表

12

13

ファシリテーター :石り||一喜 (拓殖大学国際学部准教授)

グループ)1:子 どもにとつての 「平和」とは ?～それぞれの思いや願いから考えよう

00開 会

10第 1部 )“途上国の子 どもの今 と未来は ?"～学校での国際理解教育実践例を通

して～

H27年 度 」ICA教師海外研修 (ザ ンビア、モンゴル)参カロ教員

00昼 休 みタイ ム

00第 2部)子 どもの未来 と平和について

途上国の子どもの問題 とは ?～問題の原因と解決策を考えよう～

子どもにとつての難民問題とは ?～難民の子どもの未来について考えよう～

子どもにとつての多文化共生社会とは ?～マレーシアの取組みから考えよう～

地域で育むグローバル市民とは～子どもの社会参加への取組みから考えよう～

00第 3部)子 どもの未来と平和のために市民が果たす役割 ～グローバルな連携

2

3

4

5

15



の中で、地域で行動する～

ファシリテーター : 赤石 和貝J(グ ローバル教育フォーラム理事)

パネリス ト:各 グループ討議の提言者 +石川+埼玉NGOネ ット代表

16:40閉 会

実施内容 :教員、NGO関 係者、生徒・学生、在住外国人、一般県民等を対象とし、今年

度も引き続き、「地域」と「グローバル市民」をキーワー ドに、「よりよい共生社会の促

進」を目指 した学び合いのためのセミナーを実施 した。今年度は更に、「子どもの未来と

平和について考えてみよう」をメインテーマに、様々な角度から「日本を含めた世界各

地の子どもにとつて、どうい う社会が幸せか」について、先ず現状をしつか り認識 した

うえで、課題解決に向けてそれぞれの立場で何が出来るかについて話 し合った。

参加者及びその人数 :合計 83名

一般参加者 56名、関係者 27名 (講師、主催団体関係者 )

*教員 20名 :(小 。中・高 18名 )、  (大学 2名 )

*生徒 。学生 29名 :(中学生 11名 )、 (高校 。大学 18名 )

*NGO、 ボランティア関係 :19名

*埼玉県・県国際交流協会 :6名  *JICA:4名  *その他 :5名

事業の成果 :異なる様々な職業・立場の人たち、異なる年齢の人達 (中 学生から80歳代

まで)が、まさに一堂に会し、「日本を含めた世界各地の子ども達が、明るい笑顔で共に

生きていける『平和な世界』をつくるため、グローバルな視点に立ちながら、ローカル

(地域)市民の立場で、何ができるか ?」 について、共に真倹1に語 り合い、其々の明日

からのアクションプランを確認 し合 うことができた。

さらに今年は、例年以上に多くの中高生が参加 してくれたことにより、大人の立場から

一方的に判断するのではなく、ワークショップや課題別グループ討議などの中で、子 ど

も達が実際に考えたり感 じたりしていることを生で聞くことが出来たことができた。ま

た、大人に混じつて堂々と自分の意見を述べたり発表 したり、また大人の意見に懸命に

耳を傾けたりする姿を見て、子ども達の未来に希望を持つことができた。

一方、生徒・学生たちからも、「多くのことを学べて、すごく勉強になった。」「ITが ど

んなに進んでも、やはり人と人のつながりが一番大事」とか、「こういうセミナーがある

ことを、周 りの友達にも伝えて広げていきたい」などの、感想を聞くことができた。こ

のセミナーは、「子どもの社会参加」の第一歩になったのではないか。

セミナーヘの参加目的 (複数回答 )

業務に役立てるため 7

NGO活動に関心があるから 4

教育現場の現状に関心があるから 5

開発教育の手法を身に付けたいから 3

将来国際協力の仕事に就きたいから 4



テーマに興味があつたから 16

主催する団体に関心があるから 0

講師に関心があるから 4

その他 1

セミナー満足度

大変満足 満 足 あまり 不満

第一部 10 12 0 0

第二部 8 12 3 0

第二部 10 4 0

(2)城西大学への講師派遣

城西大学経済学部国際ボランティア論受講生への授業。埼玉 NGOネ ット側コーディネータ

ーは尾池富美子メイあさかセンター代表理事が努めた。

講義 1.

会場

日時

講師

講義 2.

会場

日時

講師

講義 3.

会場

日時

講師

城西大学経済学部講義室

2015年 10月 28日 (水 )

認定 NPO法人メイあさかセンター代表理事尾池富美子

城西大学経済学部講義室

2015年 11月 4日 (水 )

認定 NPO法人ふじみの国際交流センター理事長石井ナナエ

城西大学経済学部講義室

2015年 11月 11日 (水 )

NPO法人民族フォーラム理事長山本孟人

今年の受講生は 16人で、授業も熱心に聴いて、講師の授業は学生の参加を得る形式で進め

たこともあつて、時間を共有し充実した時間となつた。埼玉 NGOネ ットの周知も行ったの

で、会員NGOに 今後、参加することも期待している。

2.一 般市民向け理解促進

(1)国 際 フェア出展参カロ

名称 :国際フェア 2015～埼玉県の NGOの祭典～世界を体験 !楽しむ、味わうイベン ト

時期 :2015年 11月 3日 (火・祝)10時～16時

会場 :さ いたまスーバーアリーナ 。コミュニティアリーナ

同時開催 :コ ープみらいフェスタ、さいたま THEス ィーツフエアなど



入場料 :無料

主催 :公益財団法人埼玉県国際交流協会

共催 :J:CA東京

後援 :埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、国際交流基金 日

本語国際センター、コープみらい、埼玉県留学生交流推進協議会、埼玉県ユニセフ

協会

主な内容 :NGOの活動紹介、民族舞踏や音楽披露、世界の料理コーナー

参加団体 :33団体

来場者 :ア リーナ全体で約 4万人。 (主催者発表)

出展 :古山三保先生&川 国市立県陽高校生徒会ボランティアが作成 した、ネパール大地震

や世界の人口・貧困人口 。子どもの生存や発達の指標を盛 り込んだ国際理解クイズを来

場に行つてもらうことで、知識を楽 しみながら身に着けてもらうと同時に、グローバル

な人道的課題についての意識の向上を図つた。

クイズ参加者には景品を提供することで大勢の参加者を得ると共に、親子づれ、青少年

から高齢者まで幅広い年齢層と多様な人たちの参加を得ることが出来た。

また、広報の一環として埼玉 NGOネ ット及び会員 NGOの資料を来場者に配布 し、理解

を広めた。

埼玉 NGOネ ットスタッフ 7名

景品提供 :山本孟人

ボランティア参加 :古山三保先生&川 口市立県陽高校生徒会ボランティア

(2)ホームページによる情報発信

埼玉 NGOネ ットが開設しているホームページに、定例会概要、年次総会概要、主催事業の

案内と結果報告、会員 NGOト ピックス、勉強会の内容紹介、調査報告概要、新会員紹介な

どを掲載し、情報の更新を行い、対外的に情報発信を行つた。

(3)リ ーフレッ トによる理解促進

埼玉 NGOネ ットの理念、目的、2015年度事業概要、会員 NGO紹介、代表始め世話人な

どをまとめた広報リーフレットを編集、400部 を発行し、主催事業や出展時で参カロ者 。来場

者に配布し、理解を広めた。



.地域連携事

1.行政 との連携

(1)埼玉県国際課

①定例会での情報・意見交換

定例会に国際課職員が 5回参加 し、埼玉 NGOネ ット及び会員 NGOと情報及び意見交換を

行つた。

②埼玉アジアプロジェクトヘの参カロ

埼玉アジアフォーラムヘの参加又は案内

①埼玉アジアフォーラム

第 10回埼玉アジアフォーラム～バングラデシュ～

7月 13日 (月 )、 コルソホール

第 11回埼玉アジアフォーラム～フィリピン～

11月 2日 (月 )、 埼玉 りそな銀行

第 12回埼玉アジアフォーラム～香港～

2月 1日 (月 )、 さいたま商工会議所会館

会員 NGOに よる自治体連携開発協カプロジェク ト

ラオスでの本工職業訓練事業、実施団体は会員 NGOの IV― JAPAN

ラオスでの木工職業訓練事業は、」ICA地域連携スキームを活用 して、申請団体が埼玉県国

際課、実施団体が IV一」APANである。このプロジェク トは、現地の事情に精通し、ラオ

ス政府自治体とのネットワークを有し、プロジェク ト実施能力を持つ IV― JAPANと 埼玉

県国際課が連携 して、プロジェク ト立案から」ICAへの、申請書起案、交渉、そして実施を

担っている。

2.関係機関との連携

(1)国際協力機構 (JICA)東京・埼玉デスク

①定例会での情報・意見交換

定例会に JICA埼玉デスク担当職員が 9回参加 し、埼玉 NGOネ ット及び会員 NGOと情報

及び意見交換を行つた。

②グローバル・セミナー共同開催

グローバル・セミナー2016を埼玉 NGOネ ット及び埼玉県国際交流協会と共催した。企画

立案から事前準備、参加者募集、当日運営までを共に担った。

(2)埼玉県国際交流協会

①定例会での情報・意見交換

定例会に埼玉国際協力協会職員が 6回参力日し、埼玉 NGOネ ット及び会員 NGOと情報及び
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意見交換を行つた。

② グローバル・セ ミナー共同開催

グローバル・セミナー2016を埼玉 NGOネ ット及び」ICA東京と共催した。企画立案から

事前準備、参加者募集、当日運営までを共に担った。

③国際フェアヘの出展

国際フェアを主催 し、埼玉 NGOネ ッ ト及び会員 NGOは 出展参カロした。

3。 NGOと の連携

(1)彩の国 さいたま国際交流 協カネ ッ トワーク

埼玉県内の国際協力や国際交流、在住外国人支援などを行うNGO/NPO、 市町村国際交流

協会、市町村国際担当課のネットワーク。2015年度は埼玉 NGOネ ットは代表幹事団体と

して県内NGO/NPO等 と協働を深めた。

2015年度幹事団体 :埼玉国際協力協機会崎 玉 NGOネ ット)ヽ 埼玉日本語ネットワーク、

国際協力 NGO・ IV― JAPAN、 (認活)ふ じみの国際交流センター、(特活,民族フォーラム。

幹事市町村 :蕨市、所沢市、富士見市、草加市、行田市

事務局 :埼玉県国際交流協会

事業 :

ネットヮークの事業

・全体会(年 1回開催)、 幹事会(年 2回開催,)

。研修会(年 1回開催)、 情報掟供の強化(メ ールによる情報提供)

ネットワーク協力事業

。'多文化社会資源連携推進事業

埼玉県内で活塵する外国人相談担当者とソーシャルワーカーが連携して 医療・福祉分野等

における外国人支援の課題対お策の調査 研究や研修などを実施した。

ネットヮーク構成団体が多く参加している事業

。中古資機材リサイクル国際協力事業

県及び市町村等が景有する枚急車 消防車 学習用机 いすなどの中古資機材を 県内の

NGOを通じて開発途上国に提供し NGO活動の活性化を図るとともに 開発途上国への

支援を行つた。

・彩の国さいたま国際交流 協力基金助成金

国際協力活動の推進に積極的に書加 協力している団体等で 埼玉県内に活動の拠点を有

する民間団体の行 う事業に助成を行つた。募集期間 15月 14日 (水)～ 6月 10B(金 )

。国際フェア 2015

県内 NGOの活動や外国人等との交流を通して 国際交流 国際協力活動に対する県民の

理解増迫を図つた。日時 11月 8日 (火 )、 場所 |さ いたまスーバーアリーナ



。調査事

1.特 定テーマ調査報告

会員共通の課題等に関して調査を行い、会員の運営・事業の参考に資する。

(1)都 道府県・ 政令指定都 市 NGOネ ッ トワー ク事業概要

埼玉 NGOネ ットの 2016年度事業計画の立案に当たり、世話人 。会員等の参考に供するた

め、事務局は全国の都道府県及び政令指定都市の NGOネ ットワークの組織及び事業概要を

調べて、定例会及びメーリングリス トにて提供 した。調査対象は、北海道 NGO協議会、

NPO法人横浜 NGO連絡会、NPO法人名古屋 NGOセ ンター、広島 NGOネ ットワーク、

NPO法人 NGO福岡ネットワーク、NPO法人沖縄 NGOセンターの 6NGOネ ットワーク。

調査項目は、事業内容を中心に設立年、会員数、事務局、年間予算、設立趣旨。

(2)外務省 NGO相 談員制度

外務省が NGOに対 して事業資金助成以外の組織強化のために支援 している、「NGO活動環

境整備事業」の中の NGO相談員制度に関して、定例会で埼玉 NGOネ ットが会員 NGOと

連携 して受託 したらどうかとの提案があり、同制度について事務局で調べ、定例会及びメ

ー リングリス トにて調査結果を報告 した。内容は、外務省 NGO活動環境整備 2016年度事

業である、NGO海外スタディ・プログラム、NGOイ ンターン・プログラム、NGO研究会、

NGO相談員の各事業概要、各事業は公共事業として公募されるので、受託するためには全

省庁統一資格の取得を必要とする事、そして NGO相談員制度に関して、事業内容、2015

年度受託 NGO、 2014年度 NGO相談員事業報告、関東地方 5受託 NGOの予算規模などか

ら構成された。

1.2015年度役員・会員

埼玉国際協力協議会の 2015年度役員及び会員は下記の通り。

役員

代 表 :石井ナナエ

副代表 :尾嶋佐和子

〃  吉田 隆宏

世話人 :赤石 和則

〃  荒田 光男

〃  尾池富美子

〃  金子 玲子

(認定特定非営利活動法人ふじみの国際交流センター理事長)

(国際教育コーディネーター)

(埼玉県ユニセフ協会事務局長 )

(拓殖大学国際学部教授・グローバル教育フォーラム理事)

(認定特定非営利活動法人ふ じみの国際交流センター理事)

(認定特定非営利活動法人 メイあさかセンター代表理事)

(世界に目を向けよう～今、私たちにできること～代表)

９
“



〃  栞原 道子 (公益財団法人 埼玉YMCA代 表理事)

〃  佐復 正雄 (認定特定非営利活動法人 国際協力 NGO・ IV一 」APAN理 事)

〃  白石 英二 (コ ープ未来埼玉県本部参加 とネットワーク推進室)

〃  山尾三枝子 (埼玉日本語ネット副代表)

〃  山本 孟人 (特定非営利活動法人 民族フォーラム理事長 )

監 査 :磯田  昇 (大学講師)

事務局長 :加藤陽一  (元公益財団法人 日本ユニセフ協会協力事業部長 )

任期 :2015年 6月 11日 ～2016年 5月 (総会開催 日)

団体会員 (2016年 3月 31日 現在 )

公益財団法人埼玉YMCA

埼玉県ユニセフ協会

認定・埼玉県指定特定非営利活動法人ふじみの国際交流センター

認定 。埼玉県指定特定非営利活動法人メイあさかセンター

認定 。埼玉県指定特定非営利活動法人国際協力 NGO・ IV一 」APAN

特定非営利活動法人民族フォーラム

世界に目を向けよう～今、私たちにできること～

特定非営利活動法人インターナショナルリ|1口

個人会員 (2016年 3月 31日 現在 )

赤石 和則

秋本 佳之 (特定非営利活動法人さいたま市民ネットワーク理事)

磯田  昇

大橋みぎは (さ いたま市立西原小学校教諭、青年海外協力隊 OG)

尾嶋佐和子

甲斐信好氏 (拓殖大学国際学部教授 )

加藤 陽一

皮籠石成久 (カ ナダ・ トロン ト補修校教頭 )

島崎 辰夫 (埼玉県国際交流協会)

白石 英二

中野 貴之 (国際協力機構地球ひろば 。青年海外協力隊 OB)

平井 靖  (」ICA農村開発専門家 。青年海外協力隊 OB)

廣瀬 勝弘 (」 ICA埼玉デスク・青年海外協力隊 CIB)

山尾三枝子

古山 三保 (川 国市立県陽高校教諭 )

森山 浩光 (日 本畜産技術士会副会長、東京農工大学講師、元 JICA農業専門家)

13



2015年 度収支決算

(2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 )

収 入 の 部 (単位 :円 )

項 目 金 額 (円 ) 備 考

年会費 51,000

(前年度 36,000円 )

3,000円 × 7団体=21,000円

2,000円 ×13個人=26,000円

4,000円 × 2個人=8,000円

(2016年度前受金 )

事業収入 0

(前年度 45,420円 )

0 (前年度 セ ミナー会場費立替分精算、

」ANIC事業協力費 3,000円 )

雑収入 3

預金利′息 3 「埼玉 りそな」普通預金

寄付 20,000

20,000 赤石和則氏より

当期収入 (A)

(14年度比 )

71,003

(-10,426)

前年度繰越金 (B)

(14年度比)

37,682

(-27,131)

収入合計 (C)

(13年度比)

108,685

(-37,557)

(Att B)

支 出 の 部

項 日 金 額 (円 ) 備 考

事業費 43,574

(前年度 54,872円 )

グローバルセミナー2016

国際フェア

21,000

12,804

140

9,000

630

講師謝金(3,000円 ×7名 )

会議費 (打合せ会、当日)

郵送料 (チ ラシ発送)

出展料

展示用カラーコピー等

広報費 15,227

(前年度 27,650円 )



ホームページ管理費

パンフレット作成費

12,312

2.915

JCAFE(サーバー利用、 ドメイン管理料金)

ネット印刷費 (300部 :紙代・送料含む)

他団体会費 3,ⅨЮ

SIA賛助会費 3,000 団体会費として

事務管理費 7,207

(前年度 23,038円 )

資料等 コピー代

文具等

銀行振込手数料

2,260

4,731

216

総会、定例会、セ ミナー用資料コピー代

プリンターインク、コピー用紙、等

銀行振込手数料

当期支出 (D)

(14年度比)

69,008

(+39,552)

当期収支差額 (A‐D)△ 2,005

次年度繰越金 (C‐ D)

(14年度比)

39,677

1■ 1,995)

現金               27,331

預金 (埼玉 りそな) 8,346

貯金 (ゆ うちょ銀行)4,000

合  計              39,677 (円 )

監査の結果、上記の通 り相違ないことを報告いたします。

2016年 14月 12日

会計監査  磯 田 昇     ①


