
2006 年度予算（案）2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日（円） 

収入 

収入種別 収入カテゴリー 詳    細 摘        要 予算

個人 ＠6000 円×150 口 900,000

団体 ＠20000 円×10 口 200,000会費 

小計 1,100,000

寄付 5000 円×500 口 2,500,000

自主財源 

合計 3,600,000

前期繰越助成金 三菱 861,257

アーユス 人材育成助成金 1,800,000

WE２１ジャパン ガロおよびマハルチャリ支援事業 700,000

未定(庭野平和財団等) マハルチャリ支援事業 1,000,000

未定(PIVOT) 関西キャンペーン 200,000

  

未定(東京都等) 奥多摩青少年キャンプ・キャンペーン 300,000

助成金 

合計 4,861,257

平和ミッション売上

高 
現地調整費   200,000

入場料売上高 1000 円×80 名 80,000

飲食売上高   20,000ボイサビ売上高 

小計 100,000

ワークショップ売上

高 
参加費売上高 500 円×25 人×6 回、5000 円×6 回(出張) 90,000

関西キャンペーン 参加費売上高   50,000

奥多摩青少年キャン

プ・キャンペーン 
参加費売上高   100,000

ブックレット売上高   
500 円×150 冊(第 1 版) 

500 円×150 冊(第 2 版) 
200,000

映画 DVD 売上高   1500 円×200 枚 300,000

チャリティパーティ

ー 
参加費売上高 2000 円×25 名×2 回 100,000

国際フェスティバル

（横浜） 
    50,000

グローバルフェスタ     50,000

事業収入 

合計 1,240,000



当期収入合計 9,701,257

前期繰越金 2,262,037

総合計 11,963,294

 

支出 
種別 活動項目 活動詳細 科  目 予算 

マハルチョリ復興支援 贈与金 1,500,000

ガロ女性グループ支援 贈与金 400,000

調査費 100,000
  

試験的な支援 100,000新プロジェクト 

小計 200,000

平和ミッション 現地調整費 200,000

現
地
支
援 

合計 2,300,000

日本の ODA グループとの研究会 会議費・交通費等 30,000

現地通信員による情報収集活動 人件費・通信費 226,560

マイシチョリ襲撃事件調査   200,000

UNDP 開発事業モニタリング プロジェクト調査費 100,000

キャンペーン費 200,000
  

現地調査費 300,000
土地収奪に関するキャンペー

ン 

小計 500,000

印刷費 10,000
  

郵送費 CHT 白書の作成 

小計 10,000

提
言
活
動 

合計 1,066,560

ネットワ

ーク創り 
国際キャンペーンの準備 渡航費 300,000

平和構築ワークショップ     100,000

会場費 30,000
  

飲食材料費 50,000ボイサビ祭り 

小計 80,000

関西キャンペーン   会議費・広告費・交通費 300,000

奥多摩青少年キャンプ・キャ

ンペーン 
  招聘費用・広告費・会場費 300,000

知
ら
せ
・
交
流
す
る
活
動 

国際フェスティバル参加     60,000



勉強会・講演会     30,000

会場費 25,000
  

飲食材料費 25,000チャリティーパーティー 

小計 50,000

会報配布     160,000

 

合計 1,080,000

ブックレット第２版作成 印刷費 200,000

日本語版制作費 50,000

上映会開催費用 50,000  

版権取得費 200,000

映画 DVD 販売 

小計 300,000

事
業
活
動 

合計 500,000

国内ジュ

マ支援 
D さん支援 D さんを救う会会費 30,000

人件費 2,600,000

通信費 93,600

事務所賃借料 360,000

水道光熱費 84,000

交通費 60,000

郵送費 36,000

印刷費 36,000

事務用品･消耗品費 72,000

支払手数料等 36,000

WEB 管理費 22,000

  

雑費 50,000

管
理
費 

合計 3,449,600

当期支出合計 8,726,160

次期繰越金 3,237,134

総合計 11,963,294

 
緊急救援基金 1,153,402 円 
＊緊急救援基金は 2003 年度のマハルチャリ襲撃事件の際に集まったが使い切れなかった募金を積み立て

たもので、今後こういった襲撃事件など緊急の支援のために積み立てている資金である。 


