
 

平成29 年度 事 業 報 告 書 

平成29 年7 月1 日から平成30 年6 月30 日まで 

 

特定非営利活動法人GlobeJungle 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

平成 29 年度は、前年度の法人設立を機に組織基盤をさらに確立するため、これまで行ってきた事業を

通じて培ってきた様々なネットワークを活用して、当法人の周知方々、ホームページでの発信・配信や日本

各地で講演を開催し、マンスリー会員を広く募った。また、カンボジア現地においても調査・交渉・啓蒙活動

等を継続して行い、法人組織での活動の基盤を固める動きを行った。 

 

Ⅱ 事業の実施に関する事項 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

(1) 教育施設未整備地区における学校・図書館・トイレ等の建設及び支援事業 

【内  容】 学校・図書館・トイレ等の建設及び支援事業   

【実施場所】 カンボジアプノンペン州・プレイヴェン州 

【実施日時】 年４回 

【収  益】     24,617 千円 寄附金から充当 

【費  用】     15,927 千円  

 

 

 

(2) 貧困者の成育・教育及び衛生・食事指導並びに健康管理教育事業 

【収  益】     20,621 千円 寄附金から充当 

【費  用】      7,169 千円  

 

①パパママ大作戦！事業 

【内  容】 就学奨学金として制服や文房具などの現物給付や購入資金の給付を行う。 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州近郊 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 小学生～中学生600 名～700 名 

 

 

②米米マン給食支援事業 

【内  容】 村の子どもたちへ食事提供等を行い、衛生・食事指導、健康管理を行う。 

【実施場所】 カンボジアプレイヴェン州 

【実施日時】 月6 回程度 

【事業の対象者】 未就学児～小学生150 名～200 名 

 

 

③ココナッツスクール支援事業 

【内  容】 プレイクラン村での学校運営及び日本語教室運営支援を行う。 

【実施場所】 カンボジアプレイヴェン州 



 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 プレイクラン村の未就学児 小学生150 名～200 名 

 

    

④マンゴースクール支援事業 

【内  容】 スヴァイチュルム村での学校運営及び日本語教室運営支援を行う。 

【実施場所】 カンボジアシェムリアップ州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 スヴァイチュルム村の未就学児 小学生150 名～200 名 

 

 

⑤井戸掘り事業 

【内  容】 井戸を掘りメンテナンスを行うことによる、衛生管理・健康管理事業を行う。 

【実施場所】 カンボジアプレイヴェン州 

【実施日時】 年20 回程度 

【事業の対象者】 村民 

 

 

⑥夢サポートプロジェクト事業 

【内  容】 大学入学費用やその他学校への入学や習い事費用をサポートする。 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】高校生～大学・専門学校生 10 名 

 

 

(3) 子どもの安全成育・教育を行う託児事業 

【内  容】 「くっくま孤児院」運営及び養育と教育の全般支援事業 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 未就学児から大学生の 23 名程度 

【収  益】   8,520 千円  寄附金から充当 

【費  用】   13,445 千円  

 

 

(4) 貧困者の職業訓練、雇用創出、雇用機会の拡充事業 

【内  容】 「NATURAL VALUE プロジェクト」（貧困女性自立支援）としてフェアトレードの製作を行う。 

【実施場所】 カンボジアシェムリアップ州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 成人女性30 名程度 

【収  益】     873 千円  寄附金から充当 

【費  用】    4,759 千円  

 

 

(5) 異民族間の相互理解のための国際交流事業 



 

①現地コーディネート事業 

【内  容】 スタディツアー及びミニツアー等の実施並びに訪問者のアテンドを行う。 

【実施場所】 カンボジア全域 

【実施日時】 年15 回 

【事業の対象者】 日本人約200 名 

【収  益】   14,718 千円 

【費  用】   13,219 千円  

 

②日本語教育支援事業 

【内  容】 本年度実施なし  

 

 

(6) 貧困等の社会問題への理解促進を図るための、交流会・講演会（セミナー）等の企画・開催 

及び運営、会報・ホームページ等による普及啓発事業 

【内  容】 交流会・講演会（セミナー）等の企画・開催及び運営 

【実施場所】 東京・名古屋・大阪 

【実施日時】 年10 回 

【事業の対象者】 日本人約1000 名 

【収  益】   3,718 千円 

【費  用】   2,057 千円  

 

 

(7)子どもたちによる現地伝統芸能保存及び承継支援事業 

【内  容】 本年度実施なし 

 

 

(8) 世界の貧困問題に係る調査事業 

【内  容】 本年度実施なし 

 

(9)苗木等植樹事業 

【内  容】 本年度実施なし 

 

(10) 他団体や企業との提携による協働事業 

【内  容】 本年度実施なし 

   

２ その他の事業 

(1) 物品販売事業 

【内  容】「NATURAL VALUE」アジアン雑貨販売 

【実施場所】 カンボジア国内及び日本国内商業施設等 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 一般消費者 

【収  益】   6,930 千円  

【費  用】   2,449 千円  



 

翌 年 度 事 業 計 画 書 

平成30 年7 月1 日から平成31 年6 月30 日まで 

 

特定非営利活動法人Globe Jungle 

 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

本年度は、初年度と同様に組織基盤を確立するため、これまで行ってきた事業を通じて培ってきた様々

なネットワークを更に活用し、当法人の周知方々、ホームページでの発信・配信や日本各地で講演を開催

し、ファンクラブ会員（マンスリー会員）及びサポーター会員を広く募りたい。また、カンボジア現地におい

ても調査・交渉・啓蒙活動等を継続して行い、法人組織での活動の基盤を固め、継続中の事業を更に推し

進めたい。 

 

Ⅱ 事業の実施に関する事項 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

 

(1) 教育施設未整備地区における学校・図書館・トイレ等の建設及び支援事業 

【内  容】 学校・図書館・トイレ等の建設及び支援事業 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州・シェムリアップ州・プレイヴェン州 

【実施日時】 年2 回～4 回 

【事業の対象者】 小学生約1000 名 

【収  益】   20,000 千円 寄附金から充当 

【費  用】   17,400 千円 小学校（5 教室）建設費用平均額＠580 万円 

（建設費用・現地人件費・メンテナンス料金含むが、資材や材料費用・人件費等に相場があり、また、そ

の相場も変動するため、平均額を一括記載。） 

 

 

(2) 貧困者の成育・教育及び衛生・食事指導並びに健康管理教育事業 

①パパママ大作戦！事業 

【内  容】 就学奨学金として制服や文房具などの現物給付や購入資金の給付を行う 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州近郊 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 小学生～中学生600 名～700 名 

【収  益】   7,000 千円 寄附金から充当 

【費  用】   3,975 千円 郵送準備代金＠250 円×700 名＝17 万5 千円 

制服・文具等の支援物資購入費用＠5 千円×700 名＝350 万円 

交通費等＠30 万円 

 

②米米マン給食支援事業 

【内  容】 村の子どもたちへ食事提供等を行い、衛生・食事指導、健康管理を行う。 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州近郊 

【実施日時】 月4 回程度 

【事業の対象者】 プレイクラン村の未就学児～小学生150 名～200 名 



 

【収  益】     800 千円 寄附金から充当 

【費  用】    720 千円 おかゆ等の食事提供 

＠50 円×200 名×4 回×12 か月＝48 万円 

運搬等交通費＠5 千円×4 回×12 か月＝24 万円 

 

 

③ココナッツスクール支援事業 

【内  容】 プレイクラン村での学校運営及び日本語教室運営支援を行う。 

【実施場所】 カンボジアプレイヴェン州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 プレイクラン村の未就学児～小学生150 名～200 名 

【収  益】    500 千円 寄附金から充当 

【費  用】    416 千円 小学校教師謝金 

＠3 千円×6 名×12 か月＝21 万6 千円（人件費） 

制服・文具等の支援物資＠千円×100 名＝10 万円 

病院等緊急時対応費用＠10 万円 

 

④マンゴースクール支援事業 

【内  容】 スヴァイチュルム村での学校運営及び日本語教室運営支援を行う。 

【実施場所】 カンボジアシェムリアップ州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 スヴァイチュルム村の未就学児～小学生150 名～200 名 

【収  益】    500 千円 寄附金から充当 

【費  用】    416 千円 小学校教師謝金 

＠3 千円×6 名×12 か月＝21 万6 千円（人件費） 

制服・文具等の支援物資＠千円×100 名＝10 万円 

病院等緊急時対応費用＠10 万円 

 

 

 

⑤井戸掘り事業 

【内  容】 井戸を掘りメンテナンスを行うことによる、衛生管理・健康管理事業を行う。 

【実施場所】 カンボジアプレイヴェン州 

【実施日時】 年20 回程度 

【事業の対象者】 村民 

【収  益】     300 千円 寄附金から充当 

【費  用】     246 千円 井戸掘削費用 

＠2 万5 千円（１基平均）×6 基＝15 万円 

井戸メンテナンス費用 

＠1 万円（年間経費平均）×6 基＝6 万円 

井戸掘削謝金（現地雇用） 

＠300 円（村平均）×20 人×6 基＝3 万6 千円（人件費） 

 

 



 

⑥夢サポートプロジェクト事業 

【内  容】 大学入学費用やその他学校への入学や習い事費用をサポートする。 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 高校生及び大学生10 名程度 

【収  益】   1,500 千円 寄附金から充当 

【費  用】   1,000 千円 大学費用＠10 万円（平均額）×5 名＝50 万円 

習い事等費用＠5 万円（平均額）×10 名＝50 万円 

 

 

 

(3) 子どもの安全成育・教育を行う託児事業 

【内  容】 「くっくま孤児院」運営及び養育と教育の全般支援事業 

【実施場所】 カンボジアプノンペン州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 未就学児から大学生の 23 名程度 

【収  益】   5,000 千円 寄附金から充当 

【費  用】   3,532 千円 土地賃貸料＠6 万円×12 か月＝72 万円 

孤児院スタッフ謝金 

＠66 千円×12 か月＝79 万2 千円（人件費） 

食費＠15 万円×12 か月＝180 万円 

その他諸経費＠22 万円 

 

 

(4) 貧困者の職業訓練、雇用創出、雇用機会の拡充事業 

【内  容】 「NATURAL VALUE プロジェクト」（貧困女性自立支援）としてフェアトレードの製作を行う。 

【実施場所】 カンボジアシェムリアップ州 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 成人女性30 名程度 

【収  益】     8,000 千円 寄附金から充当 

【費  用】      6,240 千円 職業訓練費用＠7 万円×12 か月＝84 万円 

村民人件費＠2 万円×20 名×12 か月＝480 万円(人件費) 

材料運搬費及び交通費等＠30 万円 

職業訓練所改修及び改築費用＠30 万円 

 

 

(5) 異民族間の相互理解のための国際交流事業 

①現地コーディネート事業 

【内  容】 スタディツアー及びミニツアー等の実施並びに訪問者のアテンドを行う。 

【実施場所】 カンボジア全域 

【実施日時】 年10 回～15 回 

【事業の対象者】 日本人約200 名（1 回平均15 名前後） 

【収  益】    2,100 千円 参加費用（5 日間コース） 

＠3 千円（1 日単価）×5 日×10 人×12 回＝180 万円 



 

参加費用（2 日間コース） 

＠5 千円（1 日単価）×2 日×10 人×3 回＝30 万円 

【費  用】    1,275 千円 スタッフ食費等＠5 万円×15 回＝75 万円 

スタッフ交通費＠1 万5 千円×15 回＝22 万5 千円 

飲料水提供＠2 万円×15 回＝30 万円 

 

②日本語教育支援事業 

【内  容】 インターンシップでの日本語教師養成や、村へ日本語教師派遣を行う 

【実施場所】 カンボジア全域 

【実施日時】 年間を通し 1 か月～3 か月を 4 回実施 

【事業の対象者】 日本人5 名～10 名 

【収  益】   1,000 千円 参加費＠5 万円×5 名×4 回＝100 万円 

【費  用】     200 千円 交通費＠1 万円×5 名×4 回＝20 万円 

 

 

(6) 貧困等の社会問題への理解促進を図るための、交流会・講演会（セミナー）等の企画・開催 

及び運営、会報・ホームページ等による普及啓発事業 

【内  容】 講演会（セミナー）の開催及び会報等の製作配布 

【実施場所】 日本各地 

【実施日時】 年間を通して 10 回程度実施 

【事業の対象者】 日本在住一般市民及び当法人支援者など 500 名 

【収  益】   1,500 千円 参加費＠3 千円×50 名×10 回＝150 万円 

【費  用】     750 千円 会報製作＠2 万円（１回分）×10 回＝20 万円 

送料＠10 万円（500 部×10 回分） 

セミナー講師謝金＠2 万円×10 回＝20 万円（人件費） 

交通費＠10 万円（講師交通費＠1 万円×10 回分） 

会場借料＠5 千円（1 時間）×3 時間×10 回＝15 万円 

 

 

(7)子どもたちによる現地伝統芸能保存及び承継支援事業 

【内  容】 子どもたちによる現地伝統芸能発表会 

【実施場所】 現地広場等 

【実施日時】 不定期（年間１回公演） 

【事業の対象者】 現地住民 

【収  益】   100 千円 寄附金から充当 

【費  用】    70 千円 会場借料＠1 万円×1 回 

伝統芸能指導員＠1 万円×3 名＝3 万円（人件費） 

現地スタッフ＠3 千円×10 名＝3 万円（人件費） 

 

 

 

 

２ その他の事業 

(1) 物品販売事業 



 

【内  容】「NATURAL VALUE」アジアン雑貨販売 

【実施場所】 日本国内商業施設等 

【実施日時】 通年 

【事業の対象者】 一般消費者 

【収  益】   6,000 千円 水草部門＠100 万円（売上見込み） 

サンダル部門＠400 万円（売上見込み） 

アクセサリー部門＠50 万円（売上見込み） 

雑貨部門＠50 万円（売上見込み） 

【費  用】   3,160 千円 空輸料金＠2 万円（5kg）×50 箱＝100 万円 

専属営業職員＠18 万円×1 名×12 回＝216 万円（人件費） 

 

 

※法人スタッフ人件費（その他事業に係る専属営業職員給与は含まず）については、各事業を横断的に従

事し実施するため個別計上及び按分等不可能なため、上記事業に係る人件費としては計上しておりません。 

 

・法人スタッフ人件費（現地専属スタッフ含む 3 名分） 

【費  用】   4,800 千円  ＠40 万円×12 か月＝480 万円（人件費） 

 


