
（法第２８条第１項） 

 

    2019年度の事業報告書 

 

NPO法人 JASH日本性の健康協会 

 

１ 事業の成果 

2019年度、性の健康推進事業の講演部門は、千葉県自治体や学校からの依頼により、講演を

実施した。 生徒向けに LGBTをメインテーマとした性教育講演を高校１校で実施した。 教職

員や PTA など大人向けには、2016 年度に開発した米国の非営利団体 GLSEN との提携プログ

ラム「教育現場における LGBTサポート研修」を継続し、千葉県２カ所で講演を実施した。そ

のほか、産業カウンセラー向け勉強会を実施した。講演事業は営業活動をせず、口コミや関係

者つながり、昨年度から継続した依頼にとどめたため、全体で 4件の実施となった。 

 

性の健康推進事業の LGBT事業部門（Queer&Ally)では、池袋と船橋で交流・対話型イベン

ト「ことこと」「Ally について考える」を毎月開催、「職場とセクシュアリティ」などその他イ

ベントを不定期開催した。１年間の参加者は累計 700 人（2019 年度の参加者数 うち船橋は

41名）を超え、船橋市では、2019年 11月に船橋市男女参画センター主催で市民向けに「あな

たにもできる LGBTサポート～職場編～」を開催し、学生、地域住民、企業関係者等幅広い層

の参加者が集まった。2020年 1月には、エイズサポート千葉との共催で、千葉県補助金事業と

して、初めて千葉市で、「知るところから始めよう!あなたの街と LGBTs@千葉市」を開催した。

2020年 2月には、各種イベント出展の予定があったが、新型コロナウイルスの影響により中止

となり、池袋のイベント開催をしているみらい館大明も休館となったため、イベントはオンラ

イン開催へと移行した。 

 

運営ボランティアは 20名となり、育成に力を入れ、イベント参加者が運営ボランティアにな

る自主的な運営方法を確立しつつある。ボランティアのコミュニケーションは slackを活用し、

運営とコミュニティ「Queer&Allyひろば」の二つのグループがあり、コミュニティ「Queer&Ally

ひろば」には 70名の参加者がおり、講演やイベント毎に準備や当日ボランティアの募集をした

り、LGBTsや Allyという立場を超えて、オンラインの居場所として活発にやりとりがある。 

 

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 

性の健康推進

事業 

・LGBT/性教育講演 

千葉県富津市立天羽東中学校

職員研修 

我孫子二階堂高等学校 「性

教育講演」 

 

6/24 

 

10/8 

 

千葉県 

東京都 

 

１0人 性の健康に関

心のある関東

圏の住民延べ

700人 

教職員 70人 



産業カウンセラー向け勉強会 

千葉県教育研究会柏支会学校

事務部会 柏市小中学校事務

職員研修 

 

・LGBT事業（Queer&Ally

イベント開催） 

船橋市男女参画センター主催

「アライってなんだろう？～

知るところから始めよう！あ

なたの街とＬＧＢＴｓ～」 

エイズサポート千葉共催 

知るところから始めよう!あ

なたの街と LGBTs@千葉市 

12/1 

1/16 

 

 

 

毎月イベン

ト開催計

51回 

 

11/15 

 

1/19 

高校生 

300人 

 

性の健康に関

連した相談事

業 

LGBT 当事者へのヒアリング

等学校や大学生からの依頼や

調査に対応 

 

都度 オンラ

イン 

10人 不特定多数 

人と人、家族

のつながり支

援事業 

家族をテーマとした会等で情

報収集や意見交換 

都度 東京都 ３人 参加者 10人 

 

（２）その他の事業 

   なし 

 

３ 組織体制 

本部と運営チームに分け、本部は法人本部として機能させるべく構成メンバーは理事 2 名を

含む 6 人体制で、事業のチーム体制や法人としてのミッション・ビジョンの見直し、組織基

盤強化に注力した。運営チームは参加者が運営側にまわる流れを加速させ、少なくとも「池

袋ことことチーム」により、自主的なイベント運営は確立させつつある。人によって作業の

度合いに差が出ることによる疲弊や仕事の忙しさなどで、バックアップ体制は大きな課題と

して残っている。 

 

本部メンバー6 名は、正会員として入会すること等を条件に構成し、各種イベントの参加費

免除、研修参加費補助、旅費交通費の法人負担の特典を実施することで、一年間コミットメ

ントの体制を整えた。本部が中心となり、各種助成金や表彰への応募、クラウドファンディング

の検討、中期計画策定に取り組んだ。 

 

４ 2019年度申請助成金等 

・2019年度 ドコモ市民活動団体助成事業 不採択 



・2019年度エクセレント NPO大賞 不採択 

・READYFOR SDGs × ロート製薬クラウドファンディング 不採択 

・令和 2年度船橋市市民公益活動公募型支援事業 採択 

・としま情熱基金 第 5回「としまの街をステキにする提案」 ファイナリスト進出 

・第 3回NPOによる ICTサービス活用自慢大会 一次審査通過 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 115,668 
      普通  預金 32,053 
        現金・預金 計 147,721 
          流動資産合計 147,721 

            資産合計 147,721 

  【流動負債】
    流動負債合計 0 
  【固定負債】
    長期借入金 525,507 
      固定負債合計 525,507 
        負債合計 525,507 

  前期繰越正味財産 △ 308,866 
  当期正味財産増減額 △ 68,920 
    正味財産合計 △ 377,786 

      負債及び正味財産合計 147,721 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

NPO法人JASH日本性の健康協会

貸　借　対　照　表
（単位：円）

2020年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 60,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 144,523 
  【事業収益】
    自主事業収益 701,460 
  【その他収益】
    受取  利息 1 
        経常収益  計 905,984 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      諸  謝  金 51,000 
      広告宣伝費(事業) 103,604 
      会  議  費(事業) 63,251 
      旅費交通費(事業) 189,506 
      通信運搬費(事業) 4,583 
      消耗品  費(事業) 242,367 
      教育研修費 52,864 
      支払手数料(事業) 432 
      支払寄付金 10,000 
      雑      費(事業) 305 
        その他経費計 717,912 
          事業費  計 717,912 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      会  議  費 28,596 
      旅費交通費 28,575 
      通信運搬費 2,802 
      消耗品  費 19,382 
      広告宣伝費 30,465 
      接待交際費 3,126 
      新聞図書費 30,000 
      諸  会  費 19,000 
      租税  公課 500 
      支払手数料 94,546 
        その他経費計 256,992 
          管理費  計 256,992 
            経常費用  計 974,904 
              当期経常増減額 △ 68,920 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 68,920 
          当期正味財産増減額 △ 68,920 
          前期繰越正味財産額 △ 308,866 

          次期繰越正味財産額 △ 377,786 

活　動　計　算　書
（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日NPO法人JASH日本性の健康協会



【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。

【事業別損益の状況】
　事業費の区分は以下の通りです。

（単位：円）

科目 講演部門 Queer&Ally部門 管理費 合計
経常収益計 166,960 534,500 204,524 905,984
経常費用
（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 
（その他経費）
  諸  謝  金 51,000 0 0 51,000 
  広告宣伝費 8,068 95,536 30,465 134,069 
  会  議  費 42,248 21,003 28,596 91,847 
  旅費交通費 26,824 162,682 28,575 218,081 
  通信運搬費 740 3,843 2,802 7,385 
　接待交際費 0 0 3,126 3,126 
  消耗品  費 4,364 238,003 19,382 261,749 
  教育研修費 22,479 30,385 0 52,864 
　新聞図書費 0 0 30,000 30,000 
　諸会費 0 0 19,000 19,000 
　租税公課 0 0 500 500 
  支払手数料 108 324 94,546 94,978 
  支払寄付金 10,000 0 10,000 
  雑      費 305 0 305 
    その他経費計 155,831 562,081 256,992 974,904 
      合計 155,831 562,081 256,992 974,904 

当期経常増減額 11,129 △ 27,581 △ 52,468 △ 68,920

【使途等が制約された寄付等の内訳】
（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
0 66,500 60,720 5,780

合計 0 66,500 66,500 5,780

【借入金の増減内訳】
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
525,507 0 0 525,507

合計 525,507 0 0 525,507

財務諸表の注記
2020年 3月31日 現在NPO法人JASH日本性の健康協会

備考
バースデードネーション貯金箱購入



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 115,668 
        池袋 (80,712)
        船橋 (34,956)
      普通  預金 32,053 
        現金・預金 計 147,721 
          流動資産合計 147,721 
            資産合計 147,721 

  【流動負債】
    流動負債合計 0 
  【固定負債】
    長期借入金 525,507 
      固定負債合計 525,507 
        負債合計 525,507 

        正味財産 △ 377,786 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人JASH日本性の健康協会

財　産　目　録
（単位：円）

2020年 3月31日 現在


