
平成 24 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 

インド福祉村協会 

1 事業実施の概略 

特定非営利活動法人インド福祉村協会は、インド国ウッタル･プラディシュ州クシナガラ県において医療

に恵まれない地域の人々に対して、プライマリーヘルスケアを中心とする医療活動と保健衛生活動を行い、

同県下の医療面の充実と疾病予防の向上を図り、当該住民の生活の向上と自立促進に寄与することを目的

として以下の事業を実施した。予防教育は、妊婦と生徒児童に対して、病院待合室にて行った。昨年度導

入した自動血圧計のデータは、IT を活用し日常診療に生かしている。そのデータは 1年間で約 13000 名分

が蓄積され、遠隔システムを用いて日本に送られて解析されている。また、定款第 5 条第 2 項第 1 号の収

益事業としてバザー事業を行い、その収益を特定非営利活動事業に充当した。 

 

 

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

時期 

 

実施 

場所 

 

従事者の 

人数 

 

受益対象者の範囲

及び予定人数 

 

支出額 

（千円） 

医療・保健衛生

活動事業 

インド福祉村病院（注１）

において貧困層の疾病の

治療及び予防を行う。 

通年 インド福

祉村病院 

現地の医

師、看護

師、検査

技師、事

務員等 

全 15 名 

診療を必要とする

住民 約 30 万人 

受診者延べ 

約 18,270 人 

 

開院総受診者数 

約 29 万人 

3,000 

慢性感染症患

者の診療援助

事業 

風土病、熱帯病、結核の

治療とその予防策を行っ

た。事業実施に当たって

は、現地法人の ANANDA 

MISSION CHARITABLE TRUST

（注2）へ業務委託 

を行う。 

教育事業及び

生活改善支援

事業 

教育事業については実施

に関しての問題点を具体

的に調査検討した。生活

改善と衛生教育について

は、待合室にて指導を行

った。その他マラリア結

核の治療予防についても

積極的に実施した。 

 

通年 インド福

祉村病院 

同上 来院患者 

遠隔医療事業 来院患者の内、成人の血

圧、脈圧、体重測定を 2012

年 1 月より開始した。1

年間で 13000 名のデータ

を蓄積した。そのデータ

は毎日日本へ送られて解

析されている。 

 

通年 インド福

祉村病院 

同上 来院患者の約 70%

（成人のみ） 

（2）収益事業 

事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者の人数 収入額（円） 

バザー事業 チ ャ リ テ ィ ー  

バザーの実施 

平成 24 年 

11 月 3 日 

11:00～15:00 

名古屋市東区 

瑞忍寺 

3 人 46,000 

51,736 



（注 1）病院名称  インド福祉村病院（現地名 ANANDA HOSPITAL） 

            所 有 者  ANANDA MISSION CHARITABLE TRUST 

            所 在 地  VILLAGE  SIRSIA  DISTRICT  KUSINAGAR  UTTARPRADESH  INDIA 

            診療開始    1998 年 11 月 

（注 2）法人名称  ANANDA MISSION CHARITABLE TRUST 

            住  所  SU-5-6 DDA BUILDING,BHIKAJI CAMA BHAWAN,11,BHIKAJI CAMA 

                        PLACE,NEW DELHI-110066(INDIA) 

            法人代表者 NARESH KUMAR SHARMA 

      設立年月日 1993 年 11 月 18 日  

            法人の目的 インドの人々への慈善奉仕 

      事業の内容 医療事業、教育事業、職業訓練事業 

（１）総会 

    ア 通常総会 

      （ア）開催日時及び場所 

       平成 24 年 5 月 25 日（金）午後 3時 00 分 

            名古屋 大誠寺 

      （イ）議題 

①議事録署名人選任の件 

②平成 23 年度事業報告及び収支決算書承認の件 

③その他 

（２）理事会 

イ 第１回理事会 

      （ア）開催日時及び場所 

       平成 24 年 5 月 25 日（金）午後 2時 00 分 

           名古屋 大誠寺 

     （イ）議題 

①補正予算のための臨時総会の件 

②特定非営利活動法促進法の一部改正に関する件 

②総会提出議案の承認の件 

③その他 

    ウ 第２回理事会 

      （ア）開催日時及び場所 

      平成 24 年 9月 14 日（金）午後 2 時 00 分 

      豊橋メイツクリニック内 事務所 

      （イ）議題 

①病院運営資金の安定化の方策の件 

②事務局の機能強化の件 

③その他 

   エ 第３回理事会 

      （ア）開催日時及び場所 

      平成 24 年 12 月 14 日（金）午後 2時 00 分 

           名古屋 大誠寺 

      （イ）議題 

①年金・学資保険の原資の調達方策の件 

②定例理事会の日程の確認の件 

③役員人事の件 

④安定的な運営資金の方策の件 

⑤その他 

  オ 第４回理事会 

      （ア）開催日時及び場所 

      平成 25 年 3月 14 日（金）午後 3 時 00 分 

       豊橋メイツクリニック内 事務所 



（イ）議題 

①年金・学資保険の原資の調達方策の件 

②役員人事の件 

③会報２４号編集発行の件 

④運営資金確保の方策の件 

⑤次回理事会総会の件 

⑥ホームページの刷新の件 

⑦その他 

 


