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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南部における地域保健
プロジェクト（第2年次） 46,005,125 円 2016年2月～2017年2月

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1年次） 38,850,547 円 2017年2月～2018年2月

シャン州ラショー地区における水と衛生・保健改善
プロジェクト（第1年次） 40,024,260 円 2016年2月～2017年2月

シャン州ラショー地区における水と衛生・保健改善
プロジェクト（第2年次） 45,775,857 円 2017年2月～2018年2月

ネパール

カルパチョウク行政村における生活改善事業
（第2年次） 274,570 米ﾄ゙ ﾙ 2016年3月～2017年6月

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1年次） 268,641 米ﾄ゙ ﾙ 2017年3月～2018年3月

カブレ郡3行政村における震災後住居再建支援事
業 306,694 米ﾄ゙ ﾙ 2015年12月～2017年6月

ダディン郡におけるコミュニティ建設技師養成事業 315,284 米ﾄ゙ ﾙ 2016年7月～2017年7月

ホンジュラス

首都テグシガルパ市南東部における青少年育成を
通じた住みやすいコミュニティづくり支援事業（第1
年次）

233,278 米ﾄ゙ ﾙ * 2016年3月～2017年2月

首都テグシガルパ市南東部における青少年育成を
通じた住みやすいコミュニティづくり支援事業（第2
年次）

221,698 米ﾄ゙ ﾙ 2017年3月～2018年2月

ダンリ市山間部における思春期リプロダクティブヘ
ルス推進プロジェクト（第2年次） 221,064 米ﾄ゙ ﾙ * 2016年3月～2017年2月

エル・パライソ県エル・パライソ市、アラウカ市にお
ける思春期リプロダクティブヘルス推進プロジェクト
（第1年次）

249,889 米ﾄ゙ ﾙ 2017年3月～2018年2月

NGO相談員 日本 平成28年度NGO相談員制度（中国ブロック） 3,030,165 円 * 2016年4月～2017年3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3年次） 175,485,960 円 2015年12月～2017年6月

技術協力プロジェクト ホンジュラス「国家保健モデル」に基づくプライマリーヘルスケア体制強化プロジェクト（第2年次） 211,933,800 円 2016年6月～2018年4月

技術協力プロジェクト 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1期） 307,885,320 円 2016年12月～2018年8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・パライソ県南部3市における母と子のプライマ

リーヘルスケア向上プロジェクト 50,000,000 円 * 2014年8月～2016年10月

JICA 技術協力プロジェクト（シエラレオネおよびニジェール）はアスカ・ワールド・コンサルタント株式会社との共同実施。契約額は全体額
JICA 技術協力プロジェクト（ホンジュラス）はアイ・シー・ネット株式会社との共同実施。契約額は全体額

■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 マイクロファイナンスを通じた零細農家の自立支援

プロジェクト 900,000 円 2016年10月～2017年9月

一般財団法人
まちづくり 
地球市民財団

ミャンマー 農村地域における衛生環境改善プロジェクト 500,000 円 2016年10月～2017年3月

日蓮宗あんのん基金 ホンジュラス セロ・ラレ村小学校の教育環境整備事業 200,000 円 * 2016年11月～2017年5月

立正佼成会
一食平和基金 ネパール カブレパランチョウク郡2行政村の震災被災者に対

する保健医療支援事業 3,028,000 円 * 2015年10月～2016年9月

岡山市 ESD 推進協議会 日本
ESDプロジェクト支援助成事業 
講演会や参加型ワークショップ等実施による国際
理解の推進

90,000 円 2016 年 5月～2017年 2月

*印は事業精算確定額、印なしは契約額



2007

4月 特定非営利活動法人 AMDA 社会開発機構設立　特定非営利活動法人アムダより以下の事業を承継

ミャンマー 中央乾燥地における保健・社会開発・生計向上（マイクロファイナンスを含む）事業

コーカン特別区（現コーカン自治地域）における母子保健事業（～2015 年 4月）

ネパール 西タライ地域ルパンデヒ郡における母子保健事業

インドネシア バンダアチェにおける津波被災児童のための心のケア支援事業（～2008 年 2 月）

ニアス島震災地における保健衛生環境改善事業（～2008 年 5月）

南アチェ県における心と体のケアを通じたコミュニティ復興支援事業（～2008 年 6月）

ベトナム バッカン省における母子健康促進事業（～2009 年 7月）

ザンビア ルサカ市における結核対策事業（～2007年 12 月）

ルサカ市ジョージ地区におけるコミュニティセンター事業（～2014 年 3月）

ジブチ 難民医療支援事業（～2011年 2 月）

ケニア ナイロビ市における初等教育・環境衛生改善事業（～同年 6月）

ホンジュラス テグシガルパ市などにおける青少年育成・HIV 予防啓発事業（～2013 年 12 月）

エル・パライソ県トロヘス市におけるコミュニティ薬局事業（～同年 7月）

ペルー リマ市カラバイヨ地区における母子栄養改善事業（～2009 年 3月）

7月 緊急救援 新潟県中越沖地震被災者への緊急支援活動を実施

8月 ホンジュラス エル・パライソ県における母子保健事業を開始（～2012 年 3月）

2008

2 月 ザンビア ルサカ市における結核対策事業を開始（対象地域拡大・施設整備）（～2009 年 2 月）

4月 国内 平成 20 年度 NGO 相談員を受託（以降平成 25 年度まで受託）

5月 緊急救援 ミャンマー・サイクロンナルギス緊急支援活動を実施（～同年 6月）

6月 ザンビア ルサカ市における結核・エイズ統合治療支援事業を開始（～2010 年 11月）

10月 ホンジュラス ホンジュラス洪水被害に対する緊急支援活動を実施（～同年11月）

12 月 ジブチ ソマリア・エチオピア難民リファラル強化事業を開始（～2012 年 2 月）

2009 4月 ペルー 味の素株式会社との連携によるリマ市カラバイヨ地区における母子栄養改善・地域ネットワーク促進事業を開始

2010

1月 緊急救援 （特活）アムダが実施するハイチ地震緊急支援活動の人材派遣と側面支援を実施

2月 ミャンマー パコク郡における「Healthy Village（健康な村）」事業を開始（～2015 年 2 月）

11月 ネパール タライ地域（ルパンデヒ郡・ナワルパラシ郡）における母子保健事業を開始（～2016 年 1月）

2011

1月 ザンビア ルサカ市における小児を中心とした結核対策事業を開始（～2013 年 2 月）

2月 ザンビア 都市コミュニティ小児保健システム強化事業を開始（～2014 年 3月）

3月 緊急救援 （特活）アムダが実施する東日本大震災緊急支援活動の人材派遣と側面支援を実施（～ 同年 4 月）

ネパール シッダールタ母子専門病院周産期医療向上事業開始（～2013 年 6月）

6月 ネパール カマリヤ行政村医療施設整備事業を実施

10月 緊急救援 ミャンマー・パコク洪水被災者への緊急支援活動を実施（～同年11 月）

2012
8月 ホンジュラス エル・パライソ県トロヘス市における母子保健センター利用促進事業を開始（～2013 年 7月）

11月 緊急救援 （特活）アムダが実施するグアテマラ地震緊急支援活動の人材派遣と側面支援を実施

2013

2 月 インドネシア 南スラウェシ州シンジャイ県における酪農技術向上支援事業を開始（～2016 年 2 月）

ミャンマー ナムトゥ郡における水と衛生・保健改善事業を開始（～2016 年 1月）

3月 ホンジュラス テグシガルパ市における青少年育成を通じた住みやすいコミュニティづくり支援事業を開始

緊急救援 （特活）アムダが実施するミャンマー・メティラ郡暴動被災者への緊急支援活動の人材派遣と側面支援を実施（～同年 6月）

5月 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事業を開始

6月 緊急救援 ( 特活）アムダが実施するミャンマー・ラショー市暴動被災者への緊急支援活動の人材派遣と側面支援を実施

8月 ホンジュラス ダンリ市における施設分娩の推進事業を実施（～2014 年 7月）

12 月 国内 認定 NPO 法人格を取得

ミャンマー チン州カンペレ郡にて出産介助用品を供与

2014

3月 ミャンマー シャン州コーカン自治地域におけるソンカン地域保健センター整備事業を開始（～2015 年 3月）

ネパール カブレパランチョウク郡カルパチョウク行政村にて住民能力強化を通じた生活改善事業を開始

8月 ホンジュラス エル・パライソ県南部 3市における母と子のプライマリーヘルスケア向上事業を開始（～2016 年 10月）

2015

2 月 ミャンマー パウッ郡南部における地域保健事業を開始（～2017年 2 月）

3月 ホンジュラス ダンリ市山間部における思春期リプロダクティブヘルス推進事業を開始（～2017年 2 月）

4月 ホンジュラス 「国家保健モデル」に基づくプライマリーヘルスケア体制強化プロジェクトを開始

5月 緊急救援 ネパール・カブレパランチョウク郡における地震震災者対する緊急救援の側面支援を実施

国内 平成 27年度 NGO 相談員を受託

9月 グアテマラ プロジェクト立案調査を実施

10月 ザンビア プロジェクト事後評価を実施

国内 PCM（プロジェクト・サイクル・マネジメント）研修を実施（同年12 月にも実施）

12 月 ネパール カブレ郡 3行政村における震災後住居再建支援事業を開始

2016

2 月 ミャンマー ラショー郡における水と衛生・保健改善事業を開始

4月 国内 平成 28 年度 NGO 相談員を受託

7月 ネパール ダディン郡におけるコミュニティ建設技師養成事業を開始

12 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を開始

2017

2 月 ミャンマー パウッ郡における母子保健事業を開始

3月 ホンジュラス エル・パライソ県エル・パライソ市、アラウカ市における思春期リプロダクティブヘルス推進事業を開始

ホンジュラス エル・パライソ県ダンリ市、エル・パライソ市、トロヘス市における安全なお産支援事業の側面支援を開始



貸借対照表
平成 29 年 3月 31日 現在（単位：円）（税抜）

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

 【流動資産】  【流動負債】
   現金・預金 74,359,441   未　払　金 26,130,314 
   未　収　金 13,548,738   前　受　金 167,060,582 
   立　替　金 68,441   短期借入金 1,000,000 
   仮　払　金 18,485,284   預　り　金 324,934 
   海外流動資産 123,429,465   未払法人税等 932,300 
     流動資産　計 229,891,369   未払消費税等 7,689,000 

   流動負債  計 203,137,130 
 【固定資産】 負債合計 203,137,130 

   保　証　金 100,000 正　味　財　産　の　部

   敷　　　金 297,000  【正味財産】
     固定資産　計 397,000   前期繰越正味財産額 18,322,995 

  当期正味財産増減額 8,828,244 
   正味財産　計 27,151,239 

正味財産合計 27,151,239 

資産合計 230,288,369 負債及び正味財産合計 230,288,369 

活動計算書
平成 28 年 4月1日から平成 29 年 3月31日まで（単位：円）（税抜）

特定非営利活動に係る事業 合計

【経常収益】
    受取会費 2,229,000 
    受取寄付金 21,744,884 
    受取補助金 85,258,788 
    受取民間助成金 1,690,000 
    海外契約金 134,768,804 
    業務委託収入 113,279,520 
    講演・出版等収入 311,734 
    緬生計向上プログラム収入 89,128,616 
    受取利息 550,991 

        経常収益  計 448,962,337 
【経常費用】
　事業費
　　　人件費 83,564,023 
　　　その他経費 343,742,098 

          小計 427,306,121 
     管理費
             人件費 11,662,210 
             その他経費 238,122 

          小計 11,900,332 
          経常費用  計 439,206,453 

              当期経常増減額 9,755,884 
【経常外収益】
     雑収入 4,660 

    経常外収益  計 4,660 

        税引前当期正味財産増減額 9,760,544 
        法人税、住民税及び事業税 932,300 
          当期正味財産増減額  8,828,244
          前期繰越正味財産額 18,322,995 
          次期繰越正味財産額 27,151,239 



2017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 31名 
( 邦人スタッフ2名、現地スタッフ3名、 
現地パートナー団体スタッフ26 名）

カブレ郡事業事務所（カルパチョウク） 
（現地パートナー団体事務所）

ダディン郡事業事務所（カトマンズ） 
（現地パートナー団体事務所）

SCWH CSPユニット事務所（ブトワル） 
（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 56 名 
（邦人スタッフ3名、現地スタッフ53 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 23 名 
（邦人スタッフ3名、現地スタッフ20 名 )

シエラレオネ フリータウン事務所
スタッフ数 9 名 
（邦人スタッフ3名、現地スタッフ6 名）

岡山本部
岡山市北区蕃山町4-5 
岡山繊維会館 3階

スタッフ数 10 名

スタッフ総数 129 名
邦人スタッフ　21名

現地スタッフ　108 名

AMDAグループ役員  構成
■ 理事長　　　鈴木 俊介
■ 理事　　　　飯塚 敏晃
■ 理事　　　　増島 勇次
■ 監事　　　　関田 冨美雄

特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構
http://www.amda-minds.org

特定非営利活動法人 アムダ
http://amda.or.jp

特定非営利活動法人 AMDA国際医療情報センター
http://amda-imic.com

AMDA International
http://www.amdainternational.com

AMDA国際福祉事業団
http://www.miic.ac.jp

AMDA兵庫
http://amda-hyogo.com

社会開発

緊急救援・国内連携

緊急救援・国内連携

医療情報サービス

福祉・医療・環境

ネパール医療支援




