
3号議案

2016年度事業計画

事業方針

埼玉国際協力協議会 (以 下埼玉 NGOネ ット)は、埼玉県内の国際協力 NGOのネットワー

ク組織として、主に埼玉県内で途上国支援、地域多文化共生、グローバル教育に取 り組む

NGOと個人から構成されている。本年度は、会員間で相互に学び合い、会員 NGOの能力

向上に努めてそれぞれの事業の充実を図る。と共に、会員の専門的知識 。経験を活かして

ネ ッ トワーク協働事業を実施する事で、グローバル市民の育成 を図る。また、県内

NGO/NPO、 埼玉県、埼玉県国際交流協会 (以下 SIA)、 国際協力機構 (以下 JICA)、 教育

機関などとの地域連携を強化 し、途上国の貧困削減や地域多文化共生を進め、地域のグロ

ーバル市民社会の形成を目指す。

I.会員 NGO強化事

1.定期総会の開催

会員定期総会を下記の要項で開催し、2015年度事業報告及び収支決算、2016年度事業計画

及び収支予算、役員を審議し、決定する。

日日寺:2016年 5月 17日 (火)9:30～ 10:30

場所 :浦和コムナーレ9階

議題 :2015年度事業報告案及び収支決算案、2016年度事業計画案及び収支予算案、2016

年度役員案

2.会員間の情報・意見交換

(1)定例会

年 10回程度の月例定例会及び必要な際は臨時定例会を開催し、年度事業計画の実施詳細の

協議を進めると共に、会員間及び埼玉県国際課、JICA東京 。埼玉デスク、埼玉県国際交流

協会との情報・意見交換を行 う。。開催場所は浦和コムナーレを予定。

(2)勉強会

会員 NGOの事業である途上国支援や多文化共生、グローバル教育、または組織運営や自己

資金調達など会員 NGO共通テーマに、適当な講師を招いて勉強会を年数回行い、会員の知

見を深めると共に会員 NGOの運営 。事業の促進に寄与する。



3。 会員 NGOへ の業務支援

会員 NGOの要請に基づき知識・技能を有する会員及び事務局が業務支援を行 う。助成機関

などへのNGO資金助成の申請、認定取得の申請、個別事業の企画や実施など、会員 NGO
の組織運営や事業の促進に寄与する。

4.会員への情報提供

(1)メ ー リング リス ト

NGO共通の課題についての研修会・セミナー、NGO支援制度、関係機関の関連事業、全

国や埼玉県での NGO/NPOの 事例などの情報を、埼玉 NGOネ ットメーリングリストで

会員へ提供し、会員の組織運営や事業実施に貢献する。また、会員より事業情報の発信や

意見交換によつて会員間の協働や相互学習を促進する。

5。 新規会員の入会促進

埼玉 NGOネ ットの事業の充実と財政の安定、対外的な影響力の拡大などから、新規会員、

特に団体会員の獲得に努める。

6.特定テーマ調査

会員 NGO共通のテーマや課題など会員 NGOの要請に基づいて、その実情や事例、対策な

などを調べ、結果を報告し、会員で共有する。

Ⅱ.ネ ットワーク協働事

1.人材育成

(1)グ ローバルセ ミナー主催

グローバルであると共に地域の問題である途上国支援や多文化共生社会の課題をテーマに、

地域で課題解決に取り組むグローバル市民の人材育成を目的に、」ICA東京及び SIAと の三

者共催事業として開催する。

主催 :埼玉 NGOネ ット、(独)JICA東京、(公財)SIA(予定)

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 (予定)

時期 :2017年 2月 (予定)

テーマ、構成、講師、会場、日時は今後、主催三者で協議して決定する。

(2)講師派遣

継続事業として、城西大学経済学部からの要請に基づきグローバル市民の人材育成を目的

に、大学生に対する国際ボランティア論講義へ、尾池富美子メイあさかセンター代表理事

をコーディネーターに、会員 3人の講師を 10月 末から 11月 に実施する予定。



また、外部機関からの講師派遣の要請に基づき、会員の中から適切な人材を選定し、テー

マや日程などの調整を行つて派遣する。同事業に必要な会員の専門性を把握 し、講演のテ

ーマ・内容・条件などをホームページやリーフレットなどで広報する準備を進める。講師

謝ネL・ 交通費は派遣講師が取得し、その内の 10%を埼玉 NGOネ ットに寄付する。ただし、

講師業務が講演以外にも講演に伴う業務が多い場合はこの限りではない。

2.一般市民向け理解促進

(1)国際フェア出展参加

(公財)埼玉県国際交流協会が主催する埼玉県内 NGOの祭典 「国際フェア 2016」 にブー

スを出展し、来場者に国際理解の促進や埼玉 NGOネ ット及び会員についての広報を行う。

併せて中高校生のボランティアを受け入れ人材育成を図る。開催時期は 10月 2日 (日 )、

会場はさいたまスーパーアリーナが予定されている。

(2)ソーシャルネットワークシステム (SNS)に よる広報

①ホームページ

デザイン及び構成、内容を一新して対外的発信の充実を図る。また、現在の有料方式から

無料方式へ転換させ、埼玉 NGOネ ットの財政負担軽減に寄与する。会員 NGOを始め関係

機関と相互 リンクさせ利用者の便宜を図る。

②ロフエイスブック(FB)

新規に埼玉 NGOネ ットとしてのフェイスブックを開設 し、ネット及び会員の情報の発信を

行い、理解を促進させる。

(3)リ ーフレッ トによる理解促進

埼玉 NGOネ ットの趣旨、事業、役員 。会員 NGO紹介などによつて構成されるリーフレッ

トを作成し、イベント時の配布などを通して理解を広める。

(4)匿卜談業務
外部から埼玉 NGOネ ットの事業に関連した相談を受けた際は、専門性を有する会員の協力

を得て、丁寧な対応に努める。



Ⅲ。地域連携事

1.行政 との連携

(1)埼玉県国際課

定例会での情報・意見交換を始め、個別事業での連携、会員 NGOと の協働事業などによつ

て、行政とNGOの共通する社会的課題の解決に向けて連携を強化する。

2.関係機 関 との連携

(1)国際協力機構 (JICA)東京・埼玉デスク

定例会での情報 。意見交換やグローバルセミナーの共同開催を始め、個別事業での連携、

会員 NGOと の協働事業など、JICAと 共通する社会的課題の解決に向けて連携を強化する。

(2)埼玉県国際交流協会 (SIA)

定例会での情報 。意見交換やグローバルセミナーの共同開催を始め、彩の国さいたま国際

交流・協カネットワーク事業での連携、国際フェアヘの参加など SIAと の協働事業などに

よって、SIAと共通する社会的課題の解決に向けて連携を強化する。

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

彩の国さいたま国際交流・協カネットワークは、埼玉県内の国際協力・交流、在住外国人

支援などを目的とする NGO/NPOと 県市町村行政のネットワーク組織。埼玉 NGOネ ッ

トは、彩の国ネットの代表幹事団体として総会、幹事会への出席や、ネットワーク事業な

どを通して、県内 NGO/NPOや 県市町村行政との協働を進める。また、同ネットワーク

事務局の SIAと 協議して、ITを活用したメーリングリス トによつて加入 NGO/NPO、 自

治体間で情報交換を進めなど、同ネットワークの活性化を図る。5月 27日 幹事会、6月 10

日総会を予定。

。その他

1.定例会で承認 された事業の実施

埼玉 NGOネ ットの目的や 2016年度事業方針に必要な事業として、

れた事業を実施する。

定例会で協議 し承認さ



2016年 度役員

以下の方々を埼玉国際協力協議会の2016年 度役員 (氏名 。所属)と して提案します。

代 表

副代表

〃

世話人

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監 事

石井 ナナエ  (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

ター理事長)

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 )

赤石 和則   (拓殖大学国際学部教授、一般社団法人グローバル教育フォー

ラム理事)

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 学講師)

尾池 富美子  (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

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)

兼先 勇   (特 定非営利活動法人インターナショナルリ|1口 理事長 )

小谷 全人   (公益財団法人埼玉 YMCA代表理事 。総主事)

利根川 恵子  (認定 。埼玉県指定特定非営利活動法人国際協力 NGO・ IV― 」

APAN副 代表)

山尾 三枝子  (埼玉日本語ネットワーク副代表)

山本 孟人   (特定非営利活動法人民族フォーラム理事長)

荒田 光男   (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

ター理事)

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 :2016年 5月 17日 ～ 2017年 5月 総会開催 日



2016年 5月 17日現在の団体会員・個人会員

団体会員 10
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
公益財団法人 埼玉YMCA

特定非営利活動法人 民族フォーラム

埼玉県ユニセフ協会

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||ロ

特定非営利活動法人さいたま市民ネットワーク

ー般社団グローバル教育フォーラム

個人会員 15
赤石 和則

磯田 昇

大橋みぎは (さいたま市立小学校教師、青年海外協力隊 OG)

尾嶋 佐和子

甲斐信之 (拓殖大学国際学部教授 )

加藤 陽一

皮籠石 成久 (カ ナダ 。トロント補習授業校教頭)

島崎 辰夫 (公益財団法人埼玉県国際交流協会)

白石 英二 (コープみらい埼玉県本部参加 とネットワーク推進室)

中野 貴之 (国際協力機構 JICA地球ひろば、青年海外協力隊 OB)

平井 靖 (JICA農村開発専門家、青年海外協力隊 OB)

廣瀬 勝弘 (JICA国際協力推進員 。埼玉デスク、青年海外協力隊 OB)

古山 三保 (川 国市立高校教師)

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)

山尾 三枝子



第 5号議案

2016年 度収支予算 (案 )

収 入 の 部

麺
（ `:

金 額 (Fl)
比
用 ユ

ニン

年会費 51,000 3,000[彎 ×9 ill,卜 =27,000「1

2,000円 X12個人=24,000円

事業収入 0

グローバルセ ミナー2016

ЛCAよ り 0

雑収入 0

預金利 ,宮、 0 埼 玉りそな」普通預金利息

寄付 0

0

当期収入 (A)

(15年度比)

51,000

(-20,003)

前年度繰越金 (B)

(15年度比)

39,677

(■ 1,995)

収入合計 (C)

(15年度比)

90,677

(-18,008)

(A+13)

支 出 の 部

巧
（

目 金 額 (円 ) 備 考

事業費 45,000

(11年度実績 43571)

グローバルセ ミナー 2017

国際フェア

21,000

13,000

1,000

9.000

1,000

;毒師訪寸金 (3,000円 ×7名 )

会議費 (講師+実行委員当日用、打合せ )

チラシ郵送費等

出展料

展示用資料作成費等

広報費 16,000

(前年度実績 15.227)

ホームページ管理費

バンフレッ ト作成費

12,500

3,500

プロバイダーに振込み (含 ・振込手数料 )

印椰1費

他団体会費 3,000

3,000SIA賛 助 会費



丼済首
:理

費

資料コピー代

文具等

7,500

1寺 :年 質夷績 72()7'

2,500

5,000

当期支出 (D) 71,500

(前 年度実績 69008)

当期収支差額 (A‐ D)▲ 20,500

次年度繰越金 (C‐ D)

(15年度比)

19,177

(-20,500)


