
 書式第１２号（法第２８条関係） 
 
 
 

平成 ３０ 年 度  事 業 報 告 書 
 

 平成３０年１月１日から 平成３０年１２月３１日まで 
 

   特定非営利活動法人Sapesi-Japan     
 
 
 
  

 
１ 事業の成果 
（１） モバイルライブラリープロジェクト事業 

A. 南アフリカへの移動図書館車送付事業（ 第７次送付 ２台 ） 
移動図書館車2台の送付に向け当団体が事業全般の推進、調整、管理を行い、日本外交協会の協力に

より、自治体から寄贈された移動図書館車の集車、及び、車両整備・輸出手続の管理・調整が行

われた。株式会社商船三井の協力により平成30年10月10日に横浜港を出港、11月15日現地ダーバ

ン港着。 

平成21年の第1次送付より、南アフリカの全9州の教育庁等に、累計50台の寄贈となる。 

 
①   文部科学省「平成 30年度 政府開発援助ユネスコ活動補助金」の助成を受けて、南アフリカ西ケ

ープ州教育庁に 2台寄贈し、古くなった車両と交換する。交換後の古い車両は小学校で固定ライブ
ラリー（図書室）として利用予定。 
固定ライブラリー設置校：西ケープ州 Zoar地区 Amalienstein小学校 教員 10名、生徒 368名 

Kiawer地区 Naastdrift小学校 教員 10名、生徒 270名 
 

（期待される成果）この 2台が寄贈された西ケープ州において、巡回を鋭意努力し、子どもたちが

図書に触れる機会を増やし、子どもたちの識字力と読解力の向上に貢献します。また、固定ラ

イブラリー設置の 2校ではこれまで以上に子どもたちが本に親しむ機会が増えます。     

 

②  出港式。11月16日に当団体と駐日南アフリカ共和国大使館の共催により、駐日南アフリカ共和国

大使館において、「第7回 出港を祝う会」を行った。本事業に協力いただいた、文部科学省、株

式会社商船三井、ソニー株式会社、日本外交協会等の団体とともに、今回、中古図書館車を寄贈

いただいた石川県金沢市の代表の方も出席された。南アフリカ共和国特命全権大使 Mr. Silence 
DLOMOより感謝状が授与された。 

・中古移動図書館車の寄贈元自治体 石川県金沢市、鹿児島県南九州市 

  

 

B. 南アフリカにおける図書館車巡回活動 

   日本からの図書館車は他団体寄贈も含め約60台が活動中で約900校を巡回中。2019年の巡回校数は

1000校を突破する見込み。南ア初等教育省は各州の学校図書部を集めQuarterly meetingを行って

おり、平成28年より引き続きSapesi-SA（SAPESI-Japanの現地カウンターパート）も唯一の外部団

体として定期参加している（年4回の参加）。 

 

C. 英語図書寄贈事業 

ソニーグループからの英語図書寄贈  

   ソニー香港より23,400冊の寄贈。海上輸送は合同会社ONE（商船三井、川崎汽船、日本郵船の合

弁会社）の無償コンテナにて10月24日Potchefstroomに到着。11月9日、西ケープ州教育庁への引

渡し式を開催した。この様子は現地新聞2社に取り上げられた。 

   

D. 外務省による事後状況調査（平成25年度N連にて送付した図書館車の視察） 

第４次送付の6台の状況確認が外務省在外公館にておこわなれた。寄贈先のNPO法人Ekfundzeni、

フリーステイト州、ハウテン州、ムプマランガ州での運用の様子を実際にご確認頂いた。問題点

としては故障の際の部品供給に時間がかかる点が指摘されたが、総合評価ではA判定を受けた。 

引き続き、問題点の改善に努めたい。 



 
（２） 算数セット事業 

JICA「草の根技術協力事業（支援型）」の協力を受け、算数セットの活用により小学校の算数教育
の向上を図る事業を開始する。現在日本ではJICA担当者との打合せを重ね、事業の詳細を固めてい
る。南アフリカでは各方面からの協力を得るため、関係機関へ詳細の説明を行いながら、協力者と
の連携を深めている。2020年1月の南アの新学期に合わせて算数セットを利用した授業を開始で
きるように準備を進めている。 

 
 

（３） その他 
当団体のファウンダー蓮沼が在南アフリカ共和国日本大使より、感謝状を享受した。 

    大使公邸で開かれたレセプションでは約300名の招待客の前でのスピーチの機会を得、当団体の活
動を現地の多くの方に知っていただく機会となった。 

 
 
２ 事業の実施に関する事項 
（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実施 
場所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 移動図書館車
送付事業 

外務省からの資金協力。 
移動図書館車2台を自治体から
譲受け、車両整備して、南アフ
リカに海上輸送し、寄贈。 
 

平成29年11月
から平成30年
7月まで 

日本 
南ア 

5名 2台の移動図書館

車が、西ケープ州

の小学校 20校、生

徒数 12,000名、ハ

ウテン州の託児所

35校、生徒数

1,050名を巡回。 

1,888  

移動図書館車
送付事業 

個人からの贈呈資金。 
移動図書館車1台を自治体から
譲受け、車両整備して、南アフ
リカに海上輸送し、寄贈。 
 

平成29年11月
から平成30年
7月まで 

日本 
南ア 

5名 1台の移動図書館

車が、ムプマラン

ガ州の小学校 15

校、生徒数 7,650

名を巡回。 

 

897  

移動図書館車
送付事業 

文科省からの資金協力。 
移動図書館車2台を自治体から
譲受け、車両整備して、西ケー
プ州に海上輸送し、寄贈。 
古い車両との交換。 

平成30年4月
から31年2月
末まで 

日本 
南ア 

5名 
 

西ケープ州の小学校 

➀10校 3000人 

②13校 2200人 

1,856  

移動図書館車
送付事業 

上記の交換後の古い車両を小
学校校庭に固定し、図書室と
して利用する。 
 

平成30年4月
から31年2月
末まで 

南ア 5名 西ケープ州教育庁 
Amalienstein小学校 

生徒 368名 

Naastdrift 小学校 

生徒 270名 

0 
平成31年度の
事業費で計上

予定 
 

 

 英語図書寄贈
事業 
 

Sony香港より寄贈 23,600冊 
ONE社による海上輸送 
引渡し式開催 
 

平成30年11月 
 

南ア 5名 西ケープ州教育庁 

 

0  

（２） その他事業 
なし。 

 



書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人 Sapesi-Japan

（単位：円）

Ⅰ　経常収益
１　受取会費

正会員受取会費 40,000
0 40,000

0
176,381 176,381

３　受取助成金等
受取補助金(連合愛のカンパ) 500,000

1,856,162 2,356,162
４　事業収益

0
５　その他収益

59 59

経常収益計 2,572,602

Ⅱ　経常費用
１　事業費

・移動図書館車送付事業
国内輸送・保管管理等 531,330      
整備費 1,699,605    
海上輸送費 356,909      
海上保険 27,750       
船積料 94,500       
外部監査費 75,600      
整備費等（未収助成金分） 1,546,640    
海上輸送費（未収助成金分） 309,522      
ボランティア評価費用 176,381      
計 4,818,237

4,818,237

２　管理費
(1)人件費

業務委託費 139,300
人件費計 139,300

通信費 62,002       
交通費 33,356       
会議費 30,416       
交際費 0
支払手数料 5,076        
消耗品・印刷費 10,784       
その他 8,385        
その他経費計 150,019

289,319
5,107,556

-2,534,954
Ⅲ　経常外収益 0

0
Ⅳ　経常外費用 0

0 0
税引前当期正味財産増減額 0 -2,534,954
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額 -2,534,954
前期繰越正味財産額 9,019,217

　　次期繰越収支差額次期繰越正味財産額 6,484,263

(2)その他経費

管理費計
経常費用計

当期経常増減額

経常外収益計

経常外費用計

事業費計

　平成３０年度　　活動計算書

　　平成３０年　１月１日から　　 平成３０年１２月３１日まで

科 目 金 額

賛助会員受取会費
２　受取寄附金

受取寄附金
ボランティア受入評価益

未収助成金(政府開発援助ユネスコ活動費補助金）

受取利息



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人 Sapesi-Japan
（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 4,677,760

未収金 事業未収金ユネスコ支払分 1,856,162

　流　動　資　産　合　計 6,533,922

２　固定資産
(1)有形固定資産
　　 車両運搬具 0

什器備品 0
有形固定資産計 0

(2)無形固定資産
0

無形固定資産計 0
(3)投資その他の資産
　　 敷金 0

投資その他の資産計 0
　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 6,533,922

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 H30年度分未精算分 49,659
　流　動　負　債　合　計 49,659

２　固定負債
長期借入金 0
退職給与引当金 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 49,659

Ⅲ　正味財産の部
 前期繰越正味財産 9,019,217
 当期正味財産増減額 -2,534,954

 正味財産合計 6,484,263

負債及び正味財産合計 6,533,922

平成３０年度  貸借対照表

　　平成３０年　１２月　３１日現在

科 目 金 額



書式第１６号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　Sapesi-Japan

１． 重要な会計方針
　　 　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）

によっています。

(1) 　ボランティアによる役務の提供
　ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は、
　「2．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。

２． 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

金額 算定方法
単価は東京都の最低賃金によっています。

183時間

３． 使途等が制約された寄附等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は6,484,263円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
1,851,092 0 1,851,092 0

0 500,000 500,000 0 図書館車送付事業の助成金

0 1,856,162 1,856,162 0

合計 0 1,856,162 1,856,162 0

４． 役員及びその近親者との取引は、ありません。

以上

平成３０年度　　計算書類の注記

内容 備考

平成30年度政府開発援助
ユネスコ活動費補助金

176,381

内容
図書館車送付事業推進・
ファンドレイジング

図書館車送付事業として前期に交付を
受けた助成金を、当期に使用していま
す。

外務省日本NGO連携資金協力

連合・愛のカンパ助成

平成30年度政府開発援助ユネスコ
活動費補助金事業
（モバイルライブラリー送付及び
固定ライブラリーへの最終再利用
計画）として当期5/31に交付の決
定を受けた470万は次期に入金予
定です。
ただし、このうち1,856,162円は
当期に事業実施済みのため当期の
未収助成金として計上していま
す。



書式第１７号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人 Sapesi-Japan
（単位：円）

Ⅰ　資産の部
１　流動資産
現金預金
手元現金 0
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店 支出口座 1,906,304
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店 収入口座 2,771,255
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店 事業専用口座(外務省N連） 1
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店 事業専用口座(ユネスコ) 100
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店 事業専用口座(JICA) 100

未収金
事業未収金　ユネスコ案件支払分 1,856,162

　流　動　資　産　合　計 6,533,922
２　固定資産
(1)有形固定資産
車両運搬具 0
什器備品 0
有形固定資産計 0

(2)無形固定資産
無形固定資産計 0

(3)投資その他の資産計
敷金 0
投資その他の資産計 0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 6,533,922 

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金(12/31付未精算経費合計額　49,659) 49,659

　流　動　負　債　合　計 49,659
２　固定負債
長期借入金 0
銀行借入金 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 49,659

正　　味　　財　　産 6,484,263 

平成３０年度　　財産目録
　　平成３０年１２月３１日現在

科 目 金 額


