
資料１

１    事業成果

2021年 7月 ・7/11　潟マルシェに出店。

・7/21-10/31　「ギャラリー喫茶はえゆ」にて展示会開催。

2021年 8月 ・8/22　2021年度総会を開催。参加29名により成立し議事に承認を得た。

・8/25-8/31　「ギャラリー＆集いのスペース　てんゆう花」にて展示会開催。

2021年10月 ・10/2-10/3　新潟国際情報大学NUIS FTによる学園祭出店に協力。

・10/10　潟マルシェ出店。新潟県立大学国際協力団体RUENGが参加。

・10/13-10/15　東京国際ギフトショー出展。株式会社ラントレによるモンタージュ出展に協力。

・10/29　理事長斎藤が1年半以上ぶりに現地渡航、翌年4/1まで長期滞在。

・10/30　新潟県立大学国際協力団体RUENGへ講演。

2021年11月 ・11/20　ミャンマー現地でマゼイン木工組合と活動計画を協議。

2021年12月 ・12/13　バゴー地方域内の地域住民によるユーカリ植林地を訪問調査。以降継続的に実施。

2022年 2月 ・2/2-3/15　公益財団法人国際緑化推進センター（JIFPRO）ミャンマー非木材林産物調査業務を実施。

・2/7　令和2年度外務省日本NGO連携無償資金協力事業の実施期間を7月末まで延長。

・2/8　2022年度アジア生協協力基金採択。

　　2022/4/1-2023/3/31　助成金額　800,000円

・2/8-2/10　東京国際ギフトショー出展。

・2/15　Oceanネットスーパー「Ocean商店街」で販売開始。

2022年 3月 ・3/5　長岡市民活動団体WA!!へ講演、同団体による3/16-3/23「ミャンマー展示会」へ協力。

・3/21-3/24　バゴー木工技術センターにて木工産業関係者向けに技術訓練を開催。

・3/26　バゴー木工技術センターにて講習会「世界の木工市場」を開催。

2022年 4月 ・4/16　東京出張所開設。

・4/29-5/8　北方文化博物館屋根裏ギャラリーとフェアトレードショップＳａｉにて、

　　「ミャンマー展2022」開催。各種メディアに掲載。

2022年 5月 ・5/15　JIFPROによる「みどりの感謝祭」出展に協力、ユーカリ製品をPR。

2022年 6月 ・6/7　バゴータウンシップのチャイッパーダインヂー村でユーカリとアカシア計3400本を植林。

　　地域の僧院の協力を得て総勢91名が参加。

・6/7　日本ファンドレイジング協会「Learning by Giving」で熊本県の高校生へ講演。

・6/12　潟マルシェに出店。

・6/12　新潟市消費者協会による「にいがた市民環境フェア」出店に協力。

・6/13-6/17　ミャンマーの生産者向けに木工デザインコンテスト開催、6/25結果発表会を開催。

・6/20　家庭栄養研究会「食べもの通信」7月号に協力。

・6/21　事業再構築補助金交付決定。

　　2022/6/21～2023/5/2　交付決定額　4,942,797円

通年 ・新潟市江南区のフェアトレードショップの運営および人材育成。

通年 ・新潟デザイン専門学校での木工デザイン指導。

通年 ・ミャンマーでの地域産業育成および、開発品の日本市場への紹介。　

通年 ・ミャンマーの社会混乱下における生産者への生活支援。

通年 ・学生団体アジアラボとの協力によるSNSを活用した広報活動。

２０２１年度　事業報告書

特定非営利活動法人アジアクラフトリンク
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２    事業の実施に関する事項

　特定非営利活動に係る事業

事 業 名

(定款に記載した事業)

人材育成に関する
事業

・
日本およびミャンマーにおけるNPO運営による
人材育成

通年
新潟市、バ
ゴー市、ヤ
ンゴン市

4名
日本および
ミャンマーの
スタッフ20名

¥3,935,404

¥4,135,404 ・日本とミャンマーでのデザイン共同研究 通年
新潟市、バ
ゴー市

6名
学生20名
木工関係者7名

¥200,000

地域産業育成事業 ・
外務省日本NGO連携無償資金協力およびアジア
生協協力基金による、バゴータウンシップに
おける木工産業育成事業

2021年7月〜
2022年6月

バゴー市 7名
木工品生産者
350名

¥13,482,928

¥14,679,997 ・
公益財団法人国際緑化推進センターおよび
ミャンマーラタン・竹事業者協会との協働に
よる竹等の特用林産物調査

2022年1月〜
2022年6月

ヤンゴン地
方域、バ
ゴー地方域

7名
協会関係者350
名

¥1,197,069

・
バゴー市の木工品生産者グループとの交流お
よび生活支援

通年 バゴー市 7名
木工品生産者
350名

¥200,000

・
ミャンマーの地域住民と共同でユーカリとア
カシアを植林

2022年6月
バゴータウ
ンシップ

6名
植林参加者90
名

¥425,381

¥1,549,981 ・
展示会、イベント出店、講演会による、日本
の市民に向けたミャンマーの社会文化の発信

通年
新潟市、東
京都

6名
来場者および
参加者5,800名

¥924,600

フェアトレード推
進事業

・フェアトレードショップ運営 通年 新潟市 6名
来店者および
国内市場関係
者5,800名

¥18,510,857

¥21,787,164 ・
ミャンマーでの地域産業育成事業による開発
品を日本全国へ紹介

2021年10
月、2022年2
月

東京都 6名
展示会ブース
訪問者400名

¥3,276,307

¥42,152,546

相互交流事業

事業内容 実施日時 実施場所
従事者

数
受益対象者の
範囲及び人数

支出額



資料2-1特定非営利活動法人　アジアクラフトリンク

活 動 計 算 書

期間

Ⅰ経常収益
1

410 正会員受取年会費 49,000

受取会費計 49,000
2

420 受取寄付金 610,851

受取寄付金計 610,851
3

430 受取助成金 800,000
431 受取助成金  外務省事業 13,699,497

受取助成金等計 14,499,497
4

440 事業収益　業者販売 24,840,868
441 事業収益　ショップ 1,589,822
442 事業収益　ネットショップ 1,208,548

事業収益計 27,639,238
5

450 受取利息 342

453 雑収入 2,870,358

その他収益計 2,870,700
経常収益合計 45,669,286

Ⅱ経常費用
1

621 給与手当 5,834,307
623 役員報酬 780,000
624 法定福利費 1,029,976
625 福利厚生費 18,044
626 通勤手当 208,481

人件費計 7,870,808

640 売上原価 11,030,000
645 旅費交通費 383,761
646 車両費 61,566
647 通信費 13,869
648 消耗品費 1,123,595
650 水道光熱費 216,784
652 賃借料 1,693,716
657 租税公課 182,010
659 支払手数料 253,913
660 宣伝広告費 1,849,200
662 運賃 1,117,970
665 支払利息 58,971
670 雑費 791,005

その他経費計 18,776,360

事業費計 26,647,168
2

745 旅費交通費 16,835
747 通信費 4,048
752 賃借料 28,000
756 諸会費 35,000
757 租税公課 300
759 支払手数料 9,570
762 新聞図書費 2,970
781 外務省活動費 13,699,497
783 緑の募金活動費 208,812
785 JIFPRO活動費 1,500,346

その他経費計 15,505,378

管理費計 15,505,378
経常費用合計 42,152,546

一般正味財産増減額 3,516,740
指定正味財産増減の部

受取助成金　外務省　

受取助成金　外務省　返金 -8,946,385

一般正味財産への振替額 -13,699,497

指定正味財産増減額 -22,645,882

当期正味財産増減額 -19,129,142

前期繰越正味財産 28,755,234

次期繰越正味財産 9,626,092

管理費

受取助成金等

事業収益

その他収益

事業費
（１）　人件費

（２）その他経費

受取寄付金

  ２０２１年７月１日～２０２２年６月３０日                (単位：円)

項目 金額

受取会費
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2022 年 6 月 30 日 現在

111 現金 789,199

130 第四北越銀行① 1,151,164

131 ゆうちょ銀行 206,821

132 外務省普通預金 7,528,359

134 第四北越銀行② 9,941,149

　　　　　　　　　　　現金預金合計 19,616,692

176 未収金 58,971

177 売掛金 2,078,443

180 貸付金

その他の流動資産合計 2,137,414

21,754,106

314 短期借入金

317 未払金 124,088

323 預り金 195,382

331 未払消費税 285,700

333 買掛金 1,522,844

　　　　　　　　　　　流動負債合計 2,128,014

340 長期借入金 10,000,000

固定負債合計 10,000,000

12,128,014

前期繰越正味財産 28,755,234

当期正味財産増加額（減少額） -19,129,142

次期繰越正味財産 9,626,092

21,754,106　負債及び正味財産合計

　　固定負債

　　資産合計

　　負債合計

　　流動資産

　Ⅱ　負債の部

　　流動負債

　Ⅲ　正味財産の部

Ⅰ　資産の部

2021年度  貸借対照表

特定非営利活動法人アジアクラフトリンク

(単位：円)

科　目・摘　要 金　　　　　額
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　 　 年 6 月 30 　 　 　

特定非営利活動法人アジアクラフトリンク

財産目録

　 2022 日現在 　
(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部

流動資産

現金預金

現金 789,199

第四北越銀行① 1,151,164

ゆうちょ銀行 206,821

第四北越銀行② 9,941,149

外務省普通預金 7,528,359

未収金 58,971

売掛金 2,078,443

流動資産合計 21,754,106

資産合計 21,754,106

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払金 124,088

預り金 195,382

未払消費税 285,700

買掛金 1,522,844

9,626,092正味財産

流動負債合計 2,128,014

12,128,014

長期借入金

固定負債合計

10,000,000

10,000,000

負債合計


