








































２０１６年 度 決 算 報 告

活動計算書　自 2016 年 4月 1日　至 2017 年 3月 31 日

収入内訳

支出内訳

※当該年度は特定非営利活動に係る事業以外の事業については実施していません。

（単位：円）

決算報告

会費
27％

国際
協力事業
45％

寄付金
30％

スタディ
ツアー事業
22％

国内管理費
22％

スタディ
ツアー
参加費
28％

助成金
3％

その他
国内事業
1％情報収集と発信

3％

啓発事業
8％

フェアトレード
事業
8％

その他
2％フェアトレード売上

3％

啓発事業
2％



２０１６年 度 決 算 報 告

貸借対照表　2017 年 3月 31 日現在

財務諸表の注記　（2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日）
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　２０１１年１１月２０日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
　　（1）　  　　固定資産の減価償却の方法
　　　　　　　有形固定資産は、定額法で償却をしています。
　　（2）　　　  棚卸資産の評価基準および評価方法
　　　　　　　棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によっています。        
   
２．事業別損益の状況
　　事業別損益の状況は以下の通りです。           
  

３　使途等が制約された助成金等の内訳
　　使途等が制約された助成金等の内訳は以下の通りです。
　　当期正味財産は 5,973,224 円、そのうち 499,969 円は使途が制約される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は 5,473,255 円となります。   
         

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

決算報告



財産目録

2017 年 3 月 31 日現在
（単位：円）

監査報告書

決算報告















役員・スタッフ・ボランティア

役員・スタッフ・ボランティア

アクセス・フィリピン

理事長 カルメンシータ・カラグタグ （メンチ）
理　事 ロサリナ・クラマー （リサ）
理　事 アイダ・カルロス
理　事 石川  雅国
理　事 カルメリータ・モランテ

ロサリナ・クラマー（リサ）、石川雅国、アレン・アルゾラ

（左から）
石川  雅国 総務経理 / ピナツボ担当
ロサリナ・クラマー （リサ）  事務局長
マリエル・ヴィリャヌエヴァ（マース）  教育啓発担当
クリスター・ジョン・ララ（ジェリック）  都市貧困地区担当
アレン・アルゾラ 副事務局長
ライアン・サルバドル 経理担当

【パヤタス地区】　 （左から）
マーリン・パデシオ 幼稚園教員
テレサ・オングダ 教員補助
マリテス・ペリノ（テス） 幼稚園管理人

（写真左より）
アレン・アルゾラ コーディネーター
リザ・メルカド 奨学金担当
岩井 さくら インターン
ライカ・フェブラー 奨学金担当
ジェンナ・リン・オスタガ（ジェン）  奨学金・マイクロファイナンス担当
アビケル・エスカミリャス（アビー） フェアトレード担当

【トンド地区】　 （左から）
ジェセル・エヴァスコ 青年会担当
ジェイミー・アマンテ 奨学金担当

（左から）
ジェネット・アルバロ アシスタント・コーディネーター
アイリーン・ブラヤグ 幼稚園教員
ダニーロ・ドティリョス 事務所管理人

フィリピン理事会

ピナツボ地区
都市貧困地区

ペレーズ地区

フィリピン運営委員会

フィリピン事務局

the Philippines
（2017 年 7 月時点）



役員・スタッフ・ボランティア

アクセス日本

理 事 長 新開　純也 元株式会社タカラブネ社長
常務理事 森脇　祐一 事務局員
理　　事 江口　慶明 関西大学生活協同組合専務理事
理　　事 河西　実 NPO 法人フェア・プラス事務局長
理　　事 片岡　卓三 医師
理　　事 菊池　光造 京都大学名誉教授
理　　事 崎山　政毅 立命館大学教授
理　　事 杉山　遼 特別支援学校 教員

理　　事 千田　智之 株式会社ソフトパス代表取締役
理　　事 田中　雅規 株式会社髙島屋社員
理　　事 塚本　誠一 弁護士
理　　事 中本　式子 元生活クラブ京都エルコープ理事長
理　　事 野田　沙良 事務局長
理　　事 廣瀬　昌代 同志社大学大学院生
監　　事 渡邊　功 公認会計士

【フェアトレード事業部 （FT 事業部）】

久保七彩、薮内梨果、德田一樹、田中雅規

【開発教育チーム （GET）】

新谷田奏子、白栁飛翔、三戸部香帆、内田拓巳、草野早紀、松崎智子

【スモーキーマウンテン支援チーム （FIT）】

尾崎弘明、水城美冠、三戸部香帆、駒井真帆、岡﨑沙也香、吉永綾子、
寺脇優衣、杉山遼、薮内梨果、伊藤恭平、高橋いづみ、美波朋大、
谷和之、日永志穂、有馬千智、藤田直也、赤井美賀子

【ペレーズ支援チーム （FACT）】

天野空、工島梨加、宇野絵里奈、木原茉莉亜、梅森華

【ピナツボ支援チーム （PEACE）】

山下凪、橋本琳太郎、稲田悠祐、石川翔太

【東京支部】

佐藤真彦、物延玄朗、石塚葉月、阿部仁美、有馬千智、
木澤瑞季、山田菜々子、森井英樹、上村碧、中川淳一郎、
小泉将貴、藤田直也

【カフェイベント実行委員会】

尾崎弘明、大泉晴香、中村結、荒木友紀子

【翻訳ボランティアチーム】

平井孝子、榎本桂子、岡﨑眞也、木村龍一

（後列左より）
事 務 局 員 竹内　彩帆
事 務 局 員 野田　沙良
事 務 局 員 森脇　祐一
事 務 局 員 峠　千尋

（前列左より）
インターン 杉山　雄亮
インターン 坂本　唯
インターン 長濱　佑紀

（2017 年 6 月）

日本理事会

日本事務局

Japan

事業部・チーム・支部・委員会・ボランティア

（2017 年 5 月末時点）



会員・寄付者／ご支援いただいた助成団体

会員・寄付者（2016 年度）

ご支援いただいた助成団体（2016 年度以降）

会員サポーター数 全 719 口
寄付協力（資金） 個人 86 名、グループ・法人等 20 件
書き損じはがき 個人・グループ・法人等 46 件／

1,662 枚
ココロ便 個人・グループ・法人等 62 件／

137,513 円
（本・CD・DVD・ゲームのご寄付）

その他物資 個人・学校・法人等 20 件
（文房具、衣類、未使用テレホンカード・

金券・切手など）

　アクセスの活動は、会員・サポーター・支援者の皆さ
まお一人お一人のご理解とご協力のもとに成り立ってお
ります。2016 年度にいただいたご支援・ご協力に、あら
ためてお礼申し上げます。

日本化学産業労働組合連合会「スマイル by ＪＥＣ」

ゴミ捨て場周辺コミュニティにおける教育支援事業
（2014 年度、2015 年度、2016 年度）

一般財団法人まちづくり地球市民財団

フィリピン貧農村地区におけるフェアトレードプログラム強化事業
（2015 年度、2017 年度）

日本労働組合総連合会（連合）「愛のカンパ」

ゴミ捨て場周辺コミュニティにおける教育支援事業
（2014 年度、2015 年度、2016 年度）

公益財団法人庭野平和財団「活動助成」

フィリピン・ピナツボ火山土石流被災地における子どもに
優しいコミュニティ建設事業 （2015 ～ 2016 年度）

公益財団法人大阪コミュニティ財団

「ストリートチルドレン等救済基金」

ピナツボ火山土石流被災地での子どもに優しいコミュニティ建設
（2017 年度）

公益信託 今井記念海外協力基金「国際協力ＮＧＯ助成」

奨学金プログラムの保護者・奨学生に対するジェンダー・セン
シティヴィティについての意識向上事業 (2017 年度 )

関西ＮＧＯ協議会・真如苑

「関西地域ＮＧＯ助成プログラム」

インターネット広報の戦略的強化を通じた団体基盤強化事業
(2017 年度 )

独立行政法人国際協力機構 （ＪＩＣＡ）

「世界の人々のためのＪＩＣＡ基金」（委託事業）

フィリピンの貧しい農漁村におけるマイクロクレジット事業
の再建（2015 ～ 2016 年度）

まちづくり地球市民財団の助成金で、事業の強化に取り組ん
できたフェアトレード事業。クリスマスカードを作る生産者。

夢屋基金、日本化学産業労働組合連合会、日本労働組合
連合会から助成いただいたパヤタス地区の幼稚園

大阪コミュニティ財団から助成いただいた、子どもの
権利セミナーの様子

正会員

548名 639名 689名 727名
※各年度末時点の会員数

719名

アクセス・サポーター
マンスリーサポーター

マンスリー
サポーター

購読会員

購読会員

奨学金サポーター



ご協力いただいた企業・学校・団体等／受賞歴／加盟団体・ネットワーク

ヒューマンかざぐるま賞の授賞式にて

スリースター京都、薬院オーガニック株式会社、株式会社ロジック、株式会社ジェイ・シー・エス、一般財団法人 H2O サンタ、
認定 NPO 法人 DｘP、特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク、喫茶うずら、有限会社ウエストコースト、
イナホ食堂東口、オレンジハウス、かぜのね、Vegans Café and Restaurant、鴨東教会、法蔵寺、西正寺、お茶の水女子大学、
浄土真宗本願寺派北豊教区門司組、ブランチフォースファウンデーション、豊中市立第八中学校、高松市立林小学校、
木津川市立木津第二中学校、立命館中学校・高等学校、神戸学院大学 ボランティア活動支援室、京都市伏見青少年活動センター、
国際ソロプチミスト稲城、神戸ゾンタクラブ、京都西北ローターアクトクラブ、京都北ローターアクトクラブ  （順不同）

ご協力いただいた企業・学校・団体等（2016 年度）

受賞歴

加盟団体・ネットワーク等（2016 年度）

社会福祉法人京都市社会福祉協議会表彰

「福祉のまちづくりに貢献」（2013 年）

公益財団法人京都オムロン地域協力基金

「ヒューマンかざぐるま賞」（2017 年）

公益財団法人かめのり財団「第 5回かめのり賞」

「日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・相互交流の
促進や人材育成に草の根で貢献」（2011 年）

特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター

第 8回パートナーシップ大賞グランプリ

「NPO と企業の優れたパートナーシップ事例を選出し表彰する」 （2011 年）

公益財団法人社会貢献支援財団

「社会貢献者表彰」 （2017 年）

京都市立修学院中学校 フィリピンの子どもたちの小学校就学に対する支援（2002 年～）

近畿労働金庫 フィリピンの子どもたちに教育と給食を提供する「心のそしな」プロジェクト（2010 年～）

ブックオフコーポレーション株式会社 中古品の寄付によりフィリピンを支援する「ココロ便」プロジェクト（2013 年～）

株式会社ドロキア・オラシイタ フィリピンの子どもたちへの給食と文房具を提供、小学校就学を支援（2014 年～）

ｇｏｏｄｄｏ株式会社 NPO を無料で簡単に支援できる！gooddo (2015 年～ )

株式会社テーブルクロス 社会貢献型グルメアプリ「テーブルクロス」 あなたの予約が子どもの給食に (2014 年～ )

特定非営利活動法人関西ＮＧＯ協議会（正会員）、特定非営利活動法人国際協力ＮＧＯセンター（正会員）

日比ＮＧＯネットワーク（正会員）、京都府国際交流団体情報ネットワーク「kokoka 国際交流団体ねっと」（会員）

社会貢献支援財団の理事長、　　　　　
　　　　　　安倍昭恵さんとともに

預金を通じて、子どもたちを応援！「心のそしな」プロジェクト

　アクセスでは近畿ろうきんと連携して、ピナツボ地区とペレーズ地区の子どもたちに教育と給食を提供する「心
のそしな」プロジェクトを 2010 年にスタートしました。これは、近畿ろうきんに定期預金などをしてくださった
方への粗品を一部なくし、粗品分の費用を子どもたちへの給食・教育支援にあてるというものです。
　この取り組みは、企業とＮＰＯの協働事業を表彰する「パートナーシップ大賞」の2011年度グランプリにも選ばれ、
新聞・ラジオ・雑誌等でも紹介されました。

【問い合わせ】 近畿労働金庫 本店営業部 TEL 06-6449-1211
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