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■ 2020年度 業務執行顧問ノ常務理事 。事務局長 活動報告

(2019年 10月 ～2020年 9月 )

囲
クリスマスキャンペーン

2020年度は、多くのご支援者に支えられながら好調なクリスマスキャンペーンでスター ト

を切ることができました。昨年度に引き続き日標 (3,000人)を超えて、3,753人の子どもた

ちに、新 しくスポンサーを紹介することができたほか、子どもたちの成長に欠かせない水・食

糧のためのクリスマス募金 も、119百 万円 (日 標 120百万円)に達 しました。

薮型 ュ聖左1222埜 望菫 昼

2020年初頭から世界中で感染が拡大 した新型コロナウイルスの影響は、特に、そもそも生

活苦にあり、「3密」を避けられない環境にある途上国の貧困地域や難民キャンプで深刻です。

1月 に中国から始まったパー トナーシップ全体での緊急人道支援は 3月 から史上最大規模の

支援 として展開されています。WVJも資金・事業双方の側面から貢献しています (350億 円

規模。9月 末時点で 51百万人に支援/72百万人目標)。
「新型コロナウイルス対応」募金は当

初 日標を 3倍以上上回る 73百万円のご支援がありました。また 6月 の「世界難民の日」に先

駆けて行った難民支援募金にも、日標を大きく上回る 101百万円 (目 標 75百万円)の ご支援

をお預か りしました。世界や 日本経済の先行きが見えない中、国内の多くの方にご協力いただ

けていることを感謝 し、着実に支援を届けていきます。

新型コロナウイルスは事務局の運営全般にも影響 しています。3月 から段階的に在宅勤務を

進め、4月 7日 の緊急事態宣言時はほぼ全てのスタッフが在宅勤務 した時期もありましたが、

その後、オフィス出勤時の感染防止策を徹底 しつつ、6月 以降は 3～5割程度のスタッフが交

代で出勤 しながら必要な募金活動や支援者サービスの提供ができるよう体制を整えました。団

体運営においては、刻々と変わる状況は観察 しつつも、WVの ミッションにしっか り立脚 し、

理事会にご助言を仰ぎながら今やるべきことは何かを常に探求 し、進んでまいります。今回の

世界危機を経験 した社会において、今後さらに多くの方に WVの 活動支援に加わっていただ

けるよう、日本の方々に届 くメッセージと伝え方を模索し、結果から学ぶ試行錯誤を繰 り返 し

ながら、これからも地道に日常的な改善に努めてまい ります。
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2020年度は 3カ年計画 「New Vision 2020」 の最終年でした。

①収入向上 :よ り多くの善意ある日本人に多様な支援の喜びを届ける

②事業実施 :よ り多くの弱い立場にある子どもの Chld We■ being向上に資する事業を実

施する。必要な資源獲得や連携にも取り組む

③組織 :変化に挑戦し続ける組織と人をつくる

④土台 :ク リスチャンアイデンティティーに基づいたカルチャーを団体とスタッフー人ひ

とりが継承する

という4本柱の目標達成に向けて本年度の活動を行ってきました。過去 3年の成果と課題を

振 り返り、次期中期計画の立案に向けて検討を始めています。新型コロナウイルスの影響を見

極めるため一時停止しましたが、FY21ク リスマスキャンペーンの実績を加味し、2021年度
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上半期に検討を再開 します。

今年度 は理事会関係の調整等と教会等との関係強化を推進しました (上半

期)。 は のサポー トを得つつ、事務局内の運営管理を行いました。4

月からは 2名 とも理事に加えていただき として引き続き理事会関係の調整、

教会等との関係強化促進を行いました。

1.活動概要と成果

(1〉 9月 末の事業活動の総収入は5,568百 万円 (予算達成率 :104%前年比 :91%)。 このう

ち寄付金収入は3,953百 万円 (同 102%、 104%)、 政府等の助成金・補助金は 1,611百万

円 (同 106%、 71%)。

(2)2週間に一度の割合でのシニア・マネジメント・チーム (SMT)会議等を通して、組織全

体の状況把握と課題の発見並びにその対応に努めた。

(3)新型コロナウイルス感染拡大に伴 う対応を開始した (勤務体制整備、パー トナーシップ全

体で行う緊急人道支援、同支援のための募金活動の開始等)

(4)上記(め に関し大きな動きがある都度、オンライン会議等を通じてきめ細かく全スタッフ

に現状・進捗と課題を共有し、理解促進を図った。

(→ と各部課長とのメンタリング面談を実施(12月 、4‐7月 (オ ンライン))。 マネジ

メントスタッフによい振り返りの機会と助言をいただいている。

(6)DRC(Disaster Rehef Chttian NetwOrk)実 務委員として東日本大震災対応、教会と

の関係構築に取り組んだ。教会との連携強化のための活動を行った(通年)。

(つ 課長研修、人事評価 (年 2回 )、 リトリー トなどを行い人材育成に取り組んだ。

(0外部での講演・講義を行った。

 外部講義 (青 山学院大学、埼玉大学、東京工業大学、東京大学)

(9)外部奉仕を継続した。

 、KGK協力主事

 タケダいのちとくらし

再生プログラム助成審査委員、JICA事業評価有識者会議

(10)グ ローバル・ス トラテジー 0壼 PЮmiseの実施促進委員会にアジアのサポー ト・オフィ

ス代表として入り、毎月行われる会議でアジアや中・小規模オフィスの視点を提供。

(11〉 パー トナーシップによる内部監査 Glob」 Intern」 Auditを 実施し、事務局運営の改善に

向けた意見交換を行い、提言を受けた。

(12)パー トナーシップ関連の会議に出席し、関係者との連携強化に取り組んだ。

11月 :Trl価」CoШlci に同行 (フ ィリピン)

Glob」 Leaders'Summit(全オフィスの CEO、 NatЮnal Di“ ctorが 出席)

3月 :グローバル・ス トラテジー実施促進委員会 (上記10:オンライン)

ResouК e Deve10pment WOrkshOp(フ ァンドレイジングに関するリーダー会

議 :オンライン)

(13)毎月の常務委員会を通して、理事会との情報共有、連絡、調整に努め、各種規則の制定、

改定に取り組んだ。



2.課題と今後の取り組み

(1〉 新型コロナウイルスの影響の影響で国際情勢および経済環境の不確実性が増す中で、WV
のミッションに立脚し何をなすべきかを追求する。具体的には、ミッション実現と団体の

安定的運営に向けて、一層の収入・支援者拡大への対策を実施する。その結果を検証して

次の対応策に反映し改善する。時期中期計画の検討を進める。

(2)と くに、急速に広まるデジタル化を受けて、デジタルコンテンツを積極的に利用した新規

獲得と支援者サービスの拡充、新たな募金プログラムの開始、企業等との連携を模索する。

(3)組織運営 :不確実性が高まる中、団体の安定的運営に必要な総務・財務的対応を徹底する。

また、部署毎の現状と課題を的確に把握し、解決への取り組みを、SMTを はじめとする

管理職が中心となって考え現場でともに実行する。その結果を検証し、次の取り組みにつ

なげる中で、管理職のさらなるマネジメント能力の向上を目指す。

④ 人材育成 : からのア ドバイス、各種研修の実施、人事評価報酬制度、リトリー ト

での学び等を通して、組織的成長並びに職員の育成に取り組む。

(5)団体のカルチャーや方向性を担保しつつ、次世代リーダーを育成する。

(0支援事業 :よ り多くのニーズに応えるべく助成金の獲得を促進する。事業を通じて子ども

たちや人々の生活に成果とインパクトをもたらす支援事業の質の向上に取り組む。

⑦ 紛争により深刻化する難民への支援ニーズに応えるため、その必要を国内でこれまで以上

に発信し、支援の輪を広げる方法を考案するとともに、適切な事業形成・管理を行 う。

(8)パー トナーシップの動向を注視し、ワール ド・ ビジョン・ジャパン (WVJ)の独自性を

保持しつつ、他の事務所とよリー層の連携を深め、さらなる貢献ができるよう取り組む。

(9〉 グローバル・ストラテジー 「Our Promise 2030」 の実現に向けて、アジアのサポー ト・

オフィスとして、またWVJの活動を通じ貢献する。



Ⅱ。2020年度 戦略企画室 活動報告

(2019年 10月 ～2020年 9月 )

1。 今年度の活動

(1)戦墜企画室の当亘2茎盗

1名 体制 (兼任)の もと、SMTと 協働 しながら次期中期計画の策定プロセスを進める。

2020年度は当該計画策定を中心的に行 う。

2.活動の概要と成果

3.課題と今後の取り組み

(1)計画策定に向けた、新型コロナウィルス感染拡大の影響把握

(2〉 次期中計計画 (FY22‐ 25:基本戦略と詳細計画)の策定

(3)グローバル・ストラテジーOur Promiseの ⅣヽJ内理解促進

(1)基杢蠅 壁 定

戦略企画室とSMTが 中心となり、WVJに与えられたビジョン (社会・WVJのありた

い姿)を確認し、5年後、10年後を見据え、その実現のために必要な基本戦略案策定に

取り組んだ。

(D:塞髪:塑鬱をセ主!ユ
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上記基本戦略に基づき、各部署リーダーが中心となり基本戦略遂行のために必要な業務

計画策定を開始したが、第二四半期以降の国内外の新型コロナウィルス感染拡大に鑑み、

その影響を慎重に見極めるため、FY21-年間をかけて計画を策定することとした。



Ⅲ.2020年度 支援事業部 活動報告

今年度の活動計画

(2019年 10月 ～2020年 9月 )

1.

(1)支援地域におけるMVCの状況の把握と支援事業における取り組みの明確化

(2)FY20予算における確実な助成金の獲得と収入目標の達成

(3〉 日本政府系など既存の助成金の後継事業以外に、新たな助成金の資金源や連携のパー ト

ナーなどを発掘、事業形成、助成金・寄付金獲得に向けた取り組み

(0事業の質向上と優良事業形成に資するため、部共通の重点課題や部署別優先分野での知

見・教訓の蓄積、能力向上と新規事業形成や実施への活用促進

(D外部専門家とのネットワークの構築、連携、協働の発展、強化への取り組み

⑥ 実施中事業の着実な管理と効果発現、それを踏まえた支援者、ドナーヘの事業報告の実

施

(7)国内災害発生時の対応にかかる準備、および日本国内のMVCへの支援事業実施向けた

準備

(8〉 最重点課題に関するア ドボカシー活動及びlBFへの取り組みの促進

(9)信仰と開発支援の課題への取り組みとしての、ワール ド・ビジョンならではの全人的成

長を目指す事業の形成、実施に向けた取り組み促進

(lo)上記の方針に沿った活動を促進する組織運営体制の整備、人事政策、人材育成の実施

2.活動概要と成果

(1) い 立 ble Children i lfVC の

況の把握 と支援事業における取 り組みの明確化

各支援国や各活動地域でのMVCの状況把握を継続しているが、各国、地域での基準

などがさまざまであるため、取 りまとめには時間を要しており、明確化には至ってい

ない。

(2) FY20予算における確実な助 金の獲得と収入 目標の達成

FY20助成金収入については、合計 1,611百万円を獲得し、FY20予算比 106%を達

成 した。政府補正予算の削減により、ジャパン・プラット・フォーム (JPF)か らの助

成金収入が FY20予算よりも大幅に下回ったものの、国際機関などからの収入が予算を

大きく上回ることによって、最終的に収入目標を上回る結果となった。

(3) 日本政府系など既存の助成金の後継事業以外に、新たな助成金の資金源や連携のパー

トナーなどを発 、事業形成、助成金・寄付金獲得 | こ向けた取 り組み

上記の JPF分の減少分をカバーすべく、新たな国際機関からの助成金獲得に取 り組

み、欧州委員会人道援助・市民保護総局 (ECHO)や緊急期の教育基金 Education

Cannot Wait(教 育を後回 しにはできない基金)(ECW)な どからの助成金を獲得 した。

また、民間部門との連携機会の創出のため、いくつかの企業 との対話などに取 り組ん

だが、新型コロナウイルス拡大によって企業活動にも影響が及んだ結果、新規の連携、

事業形成、資金獲得には至らなかった。



一方、関連部署 (マ ーケティング第 1部法人・特別 ドナー課中心)と の連携により、

いくつかの企業との連携案件にも提案書を提出するなどしているが、不採択の結果に

終わった り、新型コロナの拡大の影響などから延期 となったものがあ り、大きな成果

には繋がらなかった。

(4) 事業の質向上 と優良 業形成に資するため、部共通の重点課題や部署別優先分野での

知見・教ヨの 蓄積、能力向上と新規事業形成や 施への活用促進

地域別戦略ペーパー作成や紛争国 。脆弱国への支援方針、各分野別の支援ペーパー

の作成や改訂は継続 して取 り組んできた。また、学びのグループなどを通 じた部の専

門性や能力の向上については、6月 に支援事業部全体の勉強会を実施、また学びのグル

ープでも各分野での成果の確認を行った結果、これまでの経験、知見を活かした事業

形成に繋がるなどの成果が見られた。

(5)外部専門家とのネットワークの構築、連携、協働の発展、強化への取り組み

助成金事業で計画をしていたが、新型コロナ ウイルス感染拡大の影響で、ほとんど

の活動、取 り組みが中断する結果となった。その代替手段 としてオンラインでの助言

をいただいた り、次年度に向けた計画の見直 しを行った。

(6) 実施中事業の着実な 理 と効果発現、それを踏まぇた支援者、 ドナーヘの事業報告の

実施

2020年 3月 以降、各支援国における新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各国政府

による移動制限や集会の禁上、それに沿った形で現地の WV事務所も在宅勤務や帰休

などの措置を取つたことにより、現地での活動進捗に少なからず影響が生じた。WV全
体でもパー トナーシップ全体で AP予算の最大 20%ま での新型コロナウイルス緊急対

応への予算の流用を行 うなどしてこの状況に対応した支援活動を行った。

また、各助成金事業においても、駐在員の一時帰国や駐在国における在宅勤務など

によって遠隔管理を余儀なくされる一方、事業開始や支援活動の実施に遅れが生じた

が、活動計画の見直し、修正を行うとともに、一部の事業では事業期間延長の申請を

するなどの対応を行った。

また、各スタッフの事業地への出張も 3月 以降中止されており、遠隔での各国スタ

ッフとの連絡調整を行いつつ、各事業形成や事業実施管理における影響を最小限に抑

えるべく調整を行った。

(7) 国内災害発生時の対応 準備 、にかかる および 日本国内のMVCへの支援事業実施向けた

圭疸

10月 に発生した令和元年台風 19号災害対応として、①緊急支援 (泥かき、物資支援

など。栃木県佐野市)②子どもの居場所 (CFS)支援 (福島県郡山市)、 ③子どものた

めの心理的応急処置 (PFり 研修 (栃本市学童指導員、栃木県スクールカウンセラー対

象)、 ④教育再開支援 (栃木市・宇都官市の幼稚園・保育所 4カ所対象)を実施した。

一方、日本においても、感染が拡大している新型コロナウイルスによつて影響を受

けている子どもたちへの支援への指定募金をいただき、食の支援や子どもの学習支援

等に取り組んでいる子ども支援団体への活動助成事業を行った。緊急期の支援として

13団体に対して約 580万円 (15事業)の支援を行った。



(8) 最重点課題に関するア ドボカシー活動及び TBFへの取 り組みの促進

今年度より各重点分野を各課で分担 しつつア ドボカシー活動を行った。

子どもへの暴力撤廃を目指す WVパ ー トナ~シ ンプ全体での新たなア ドボカシーキ

ャンペーン (Ittakes a wodd b end Ⅵolence agamst chld“n)の 日本版キャンペー

ンTBF(Take Back Futwe)に ついては、2020年 1月 よリワーキング・ グループに

よる活動を開始 し、各柱における活動をモニタリング・調整 しつつ、キャンペーン最

終年に当たるFY21の活動計画策定に向けた議論などを行った。

(9)茎墨壺業の盤況

支援金額において、スポンサーシップによる事業 (AP)が約 48%を 占め、助成金と

委託金 (併せてグラント)に よる支援事業については約 38%、 一般募金による事業は、

グラント事業に必要なマンチング資金を含めて約 14%と なつている。JPFへの日本政府

の補正予算の拠出が減額になり、計画していたJPF事業の収入獲得実績が未達に終わっ

たことや、前年度は過年度分や自然災害が発生したことによる世界食糧計画 (WFP)の

収入が予算に比して大幅に上回ったことなどによって助成金事業の割合がかなり高かっ

た (約 43%)た め、今年度の助成金の割合は昨年実績より低くなっている (表 1)。

イル ド・スボン
支援タイラ

事業数は、A:Pが 21カ 国 48事業(前年より新規 APが 4増 )、 グラン ト・一般募金による

事業数は 106事業となっている。一方、地域別にみてみると、事業数及び支援金額 ともに

昨年同様東アフリカ地区が最 も多くなつている。これは、前年に引き続き助成金や委託金

による事業が多いほか、物価などが高く事業あた りの予算が高くなっていることが要因と

考えられる (表 2)。

表 2:地域別事業数及び支援金額 (2020年 9月 末時点)
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また、脆弱な国・地域の子 どもや人々に対する支援 (Frattle Context)と それ以外の

状況下の子どもや人々への支援の割合については、以下の表 3の通 りである。助成金・

一般募金では約 75%が Frattle Conte� への事業費となつているが、スポンサーシップ

を含めた全体では約 41%に とどまってお り、昨年の割合を下回っている (それぞれ 83%、

48%)。 これは、上記のように JPF事業などの助成金獲得が計画を下回ったことや昨年

度における委託金収入が通常より多かつたことによって昨年度の割合が高かったことに

起因する。

表 3:脆弱な国・地域 (Frattle Co山競)に対する支援金額及び割合

(2020年 9月 末時点)

※上記事業数・ 支援金額には、終了済み事業にかかる支援調整額・ 繰越
金取崩額・ グローバルセンター運営管理費・助成金返還予想箱 ,SP:「寺別募

金・為替調整額は含まな、ヽ。
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現在継続中の取り組みを継続しつつ、支援地域や事業地でのMVCの把握に努め、現

在策定に取り組んでいる次期中期計画において、MVCへよリフォーカスした支援を明

確化する。
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(2)FY21予算における確実な助成金の獲得 と収入目量の達成二助成金獲得戦略の策定

FY20での経験、教訓を生かしながら、FY21助成金事業においても計画した助成金

収入を達成できるように取り組む。また、次期中期計画において助成金獲得戦略を策定

する。

(3) 日本政府系な ど既存の助成金の後継事業以 に、新たな助成金の資金源や連携のパー ト

上二左ど生登墨、墓茎彪成、_助立全1宣生全獲得_に 向けた取り組み

現状の国際機関での助成金獲得の機会の発掘を継続するとともに、民間との連携につ

いても、FY20で の経験や学びを糧 としつつ、新たな機会に向けた取 り組みを進める。

そのためにも、次期中期計画において具体的な活動計画を策定する。

(4) 外部専門家など外部 リソースとのネ ットワークの構築、連携、協働の発展、強化への取

(5) の ドナーヘの 五 ニ
の

MVCへ の /パ の

新型コロナウイルス感染拡大の実態の把握が難しく、各支援実施国の医療体制が十分

でない状況がある一方、事業の着実な管理や現地の状況を適切に把握し、支援者や ドナ

ーヘの報告を実施するためには、WVJのスタッフによる現地出張及び駐在による事業

のモニタリングは引き続き重要である。WV全体の渡航ルール、日本外務省及び支援国

のルールや感染状況を踏まえて海外渡航の再開の時期およびウィズコロナ時代の渡

航・赴任の方法を検討する。また、次期中期計画の課題の一つであるMVCへの事業の

インパク トの見える化に取り組み、ドナーや支援者への報告をより効果的なものとすべ

く取り組む。

(6) 国内災害発生時の対応にかかる準備、および 日本国内の MVCへの支援事業実施に向け

た準備

FY20に開始 した国内の新型コロナウイルスによって影響を受けている子どもたちヘ

の支援としての助成事業の残 りの助成支給を行いつつ、実施 されている各団体の事業の

状況確認を行っていくと同時に、WVJと しての現場支援や国内の MVC支援のあり方

についても検討・計画を進める。

一方、毎年起こる国内の自然災害の発生時の対応について、タスクフォースを中心に

準備を進める。

(7) 最 重 占 課 題 こ関す るア ドボカシー活動及びTBFへの取 り組みの促進

前年度から開始 している各課、担当者に分担 した形態の優先分野でのア ドボカシー活

動を継続 していくとともに、最重点の TBFについてはWGと 通 じて FY21での活動計

画策定を進める。また、次期中期計画におけるア ドボカシー活動についても議論を進め

る。

(8)上記の方針に沿った 動を促進する組織運営体制の整備、人事 策、人材育成の実施

部全体のスタッフの配置状況 とその効果効率性を再度確認 し、FY21の活動計画の遂

行、日標の達成に向けて、より有効な人材配置を検討 し、必要な人材確保、配置を適時
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り組み

次期中期計画においても、外部リソースとの連携強化は重点課題である。新型コロナ

ウイルス感染拡大の収束状況次第だが、可能になってきた段階から、次期中期計画で計

画される活動を実施してゆく。



的確に実施 してゅく。

また、次期中期計画の支援事業部担当分野の策定を行い、それに従って活動を進める。

1.今年度の活動計画

(1)よ りMVCを意識した新規事業の着実な実施

② 既存事業からの知見・教訓の蓄積と事業への反映

(3)外部専門家との連携、協働の促進

2.活動概要と成果

(1)上■■菫Cを意識した新規事業の着実な実施

① l日 AP地域での一般募金 (ラ オス指定)に助成金 (N連 )を組み合わせ、新規事業

(教育環境改善事業)を 12月 よリラオスにて開始した。ニーズの高い教育分野に

特化した支援内容を組込み、より多くの子どもたちに支援を届けることが可能にな

った。新型コロナウイルス感染拡大への対策として支援事業地でも3月 下旬より約

2カ月活動が中断したが、事業進捗に大きな支障がでないよう1年次及び次年度の

活動計画に修正を加えた。現地のニーズに見合ったより効果的な支援につなげるベ

く、基盤となる事業実施体制を整えた。

② 課の重点分野である2分野に特化 した新規事業 (N連)を、カンボジア (保健/水衛

生・栄養)、
ベ トナム (子 どもの保護/人身取引)2カ国で 3月 に開始した。カンボ

ジア、ベ トナムでも新型コロナウイルス対策により活動が一時中断したが、5月 下

旬から可能な範囲で活動を再開した。新型コロナウイルス感染予防に乗じた衛生活

動を強化し、より多くの子どもたちに効果的な支援が届くよう各国政府、 ドナーで

ある外務省、大使館と密に連携をとりつつ実施した。

(D班適
=奎

業ユ
=2と

22■LttL_=塾皇1`≧藍置宣と室:塞ヨf≧22週]基

① 2年前に形成した4つの学びのグループを通し (保健′水衛生、教育、児童保護、生

計向上)、 課を越えたスタッフ間での学びを続けた。本年度は 3カ年計画の最終年に

あたり、本グループ活動を通じた学びをスタッフ個々人が振返るアンケー トを実施

した。同アンケー ト結果から、4セ クターにおける学びと課を超えたスタッフの連

携による学びが促進され、部・課として学ぶ機会を提供する一翼を担ったといえる。

一方で学びへの取り組み姿勢、参加度等個人差は大きく、個人の学び→部の蓄積に

つなげていくことは依然として課題であり、引き続き検討が必要である。

② 駐在員を含めた部内全員を対象とした勉強会を6月 に実施した。2月 末から新型コ

ロナウイルス対策として開始した在宅勤務が継続、このため勉強会についての事前

アンケー トを実施し、結果を踏まえ 2セ ッション (1セ ッションあたり3時間)に

よるオンライン実施とした。事業管理のみならず同僚とのコミュニケーションもオ

ンラインを駆使した遠隔管理となった現状に鑑み、「より効果・効率的な事業管理に
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活かす遠隔コミュニケーション」をテーマとした。オンライン勉強会ならではの物

理的、時間的制限も大きく、実態は当初コンセプ トの 1/3程度の内容 となった。稀

有な現状を反映 したユニークなテーマであったが、部員への事後アンケー トでは満

足度は高く、残 り 2/3の内容の学びについても大きな関心が寄せ られた。今後の事

業実施・運営管理への相乗効果につなげるべく残 りの実施も検討 したい。

(3)外部豆盟塞:と の連菫=協働2促進

① 外部有識者の協力を得て、課の重点分野 (子 どもの保護/人身取引)における事業勉

強会の準備を進めたが、新型コロナウイルスの影響による現場での活動遅延のため、

当初計画に沿った今年度内での実施が厳しい状況となった。現場での活動進捗を見

極め外部有識者と計画修正を行い、新型コロナウイルスの状況が落ち着く来年以降

の実施を目指すこととした。

② 今期に開始 したラオスの N連事業において、WVの 専門家グループ Technic」

Suppo■ Orgamzation(TSO)所 属の教育専門家を現地派遣することを計画してい

たが、新型コロナウイルスの影響で外国人のラオス入国が制限され、事業地踏査を

今年度内に実施することは極めて難しい状況となった。このため事業報告書等を通

じたオンラインでの助言に切 り替え、可能な範囲で専門的見地からの提言を事業に

活かすこととした。

3.課題 と取 り組み

(1)よ りMVCを意識した新規事業の着実な実施

① APではリーチしにくいMVC(AP実施地域外、AP事業内容外の支援など)へ支援

を届けるために、チャイル ド・スポンサーシップ以外の資金源の活用を他部署と引

き続き検討している。より多元的になりつつあるMVCのニーズに応えるべく他資

金による支援の可能性について検討し、より効果的な支援につなげることが求めら

れている。

② 拡大が懸念される新型コロナウイルス感染の影響は事業地でも大きく、3月 末まで

に現地政府からの活動制限 (郡 を超えたスタッフの移動制限や集会等の自粛)が出

され、当初計画から遅延を余儀なくされた。今後複数年単位で新型コロナウイルス

の事業への影響がないとは言い難く、感染症/保健衛生対策を視野に入れつつ柔軟な

活動計画の修正・変更が求められる。殊にN連を中心とする助成金事業においては、

ドナーである大使館・外務省と密に連携をとりながら現状に見合った判断、対応を

していく必要がある。

(2)圧在雙螢艶≧互2型見・教訓2畜積と事業全2反映

① 課の重点分野 (子 どもの保護/人身取引)の支援方針となるポジション・ペーパーに

ついて、課を越えてスタッフが活用できるよう他課で実施中の子どもの保護関連事

業にも反映できる内容が求められる。

② 部内で必要とされる学びについて洗い出し、学びの必要性の観点から優先順位付け

し各々に見合った学びの方法を整理するなど、部を挙げてスタッフの学びを活性化

する環境醸成が問われている。個々人の経験をスタッフが互いに活用できる団体知

として蓄積・共有していく具体的な方法、よりよい事業形成・実施につなげる団体
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知の活かし方、継続的にスタッフが学びあえる場の工夫が引き続き検討課題である。

(3〉 変:宣l瑾醒1鬱こと
`2連

:奎:ェ_立

'壺

:墜:」:L:笙

① 新型コロナウイルスによる影響 (活動制限、活動中断による事業の遅延等)が今後

複数年単位に及ぶ可能性から、柔軟な活動計画 (修正・変更)が求められる中で、

当初計画にはなかった課題整理 (新型コロナウイルスによる課題への新たな影響・

懸念、対応策等)も新たに必要となっている。協働する外部専門家と密に連携をと

りながら、現状に見合った判断、対応をしていく必要がある。

② 新型コロナウイルスの影響で、事業対象国への日本からの入国が制限されているた

め、当初計画の日程で事業地踏査を実施することが極めて難しい状況にある。専門

的見地からの提言を事業に活かし連携強化するための工夫が求められる。(事業報告

書等を通じた助言、オンラインでの研修実施など)。

開発事業第2課

1.今年度の活動計画

(1)取 り残されている RヽZCの CWB向上および南アジア地域特有の課題解決に資する新規

事業の形成・準備

("新たな助成金 ドナーまたは連携パー トナーの発掘

(D 日本国内のMVCに配慮した子ども支援事業の提案

(4)専門家との連携や事業実施を通じた知見の深化

2.活動概要と成果

1〉 取り残されているMVCの CWB向上および南アジア地域特有の課題解決に資する新規

皇基つ形成・準備

① MVCの より多い地域に対する新規の PNS(P�vtte Non Sponsorshp)事 業および

助成金事業の形成・ 申請・募金アピールヘの協力などを行い、4件の事業を実施 し

た (「バングラデシュヘの避難民居住地におけるジェンダーに基づく暴力からの保護

とコミュニティの対応力強化事業 (JPF4期 )」 、「イン ド・サイクロンに負けない家

づくり支援」、「ハザ リバーグ子 どもの保護 と教育支援事業」、「北ダッカ市ミルプー

ルの貧困層居住地区におけるコミュニティのごみ・衛生管理能力強化事業 (N連 1

期)」 )。

特に、NV2020お よび OP2030に 則 り都市スラム地域 (バ ングラデシュ)で実施 し

ている事業 (2件)においては、密集 した環境による新型コロナウイルス感染拡大

のリスクを十分考慮 し必要な対策を講 じた うえで、活動を進めた。

また、上記 4件に加えて、新型コロナウイルス対策緊急支援 として、JPF助成金に

よる脆弱性の高いロヒンギャ難民キャンプ (バ ングラデシュ)における水・衛生事

業を 7月 から実施 した。

(
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② 硯行事業がMVCま たはVCに どのような直接的・間接的効果をもたらしているか、

MVCに届く事業とは何か、そうした事業を形成 。管理するうえで必要なことは何

か等について、課内で情報交換や検討を継続した。

(D童圭菫塑」こ型 立ゞ
==■

菫上」圭連壁211二_Lユl=二

`2撃

」医ユ

① 法人・特別 ドナー課 (MMD課)や NOからの協力を得、民間の新規 ドナー (横河

電機株式会社)に水事業 (複数年、バングラデシュ)の提案を行い、1年次の事業

承認 (調査部分)につなげることができた。他に、武田薬品工業株式会社、および、

アステラス製薬株式会社 (新規 ドナー)に、母子保健事業 (複数年、複数国)の提

案をそれぞれ行った。(結果、武田薬品への事業提案は不採択、アステラス製薬は新

型コロナウイルスの影響で社内のCSRプログラム自体が先送りとなった。)

② 令和元年台風 19号災害対応では、被災地域の WVJの 関係団体 (救世軍佐野小隊、

NPOビーンズふくしま)や行政機関 (栃木県保健福祉部障害福祉課)と 協力し、様々

な支援活動を実施 した。特に今回は、栃木県 DPAT(災害派遣精神医療チーム)と

連携できたことで、栃木県内の子ども支援に携わる人材に対するPFA研修を効率的

に実施できた。 しかし、DPATと の連携の実績ができたあと、コロナ禍における災

害対応ガイ ドラインが示され、今後は遠隔地から災害現場を支援することも求めら

れるようになつている。こうした状況を受け、遠隔地からの子ども支援のあり方を、

関係者・団体と検討・協議を始めることとした。

③ 国内子ども支援では、国内で子どもの権利・子ども支援に関わるNPO・ 研究者有志

による「広げよう!子 どもの権利条約キャンペーン」(2019年 4月 から3年間)の

実行委員として参画している。また、子ども支援に携わる国際協力 NG04団体 (図

と協働し、「子どもと若者のセーフガーディング最低基準のためのガイ ド」を作成・

発刊した。その後もこの 4団体と共同で、他団体に対して、セーフガーディング(SG)

の普及に努めた。

αaCE、 チャイル ド・ファンド・ジャパン、セーブ・ザ・チル ドレン・ジャパン、

プラン・インターナショナル・ジャパン)

(D 日本国内の MVCに配慮 した子ども支援事業の提案

① 上記の「広げよう !子 どもの権利条約キャンペーン」の協力のほか、WVJと して日

本国内における子どもの権利に関する発信を、ホームページや WVカ フェ等の機会

を利用 して行った。キャンペーンの一環 として昨年 11月 に開催 した「子どもの権利

条約フォーラム 2019」 (第 27回)では、これまでの子ども支援の経験・知見やネッ

トワークを活かし、3つのテーマで分科会 (「CFS(子 どもにや さしい空間)」
「多文

化共生 (外国にルールのある子どもたち)」
「子 ども・若者のセーフガーディング」)

を実施 した。また、コロナ禍における子 ども・若者の声や、彼 らが出来ることから

行動 している様子を、WVグ ローバルの調査報告書から引用・翻訳 し、ホームペー

ジで紹介 した。

② WVの プロジェク ト・モデル 「Celebraing Fam■ ies(CF)」 の日本国内への適用に

ついて継続 して取 り組た。CFは、子どもの霊的成長や全人的成長を支える家庭・

地域の環境づくりに保護者・養育者が取 り組めるよう支援するツールで、日本国内

の子 ども支援現場や教会などで活用 したいと考えている。パー トナーシップ (GC)
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の Faith&Development担 当者 と、CFの ファシリテーター研修 (TOF)や、日本

国内での具体的な適用場面を想定 した保護者・子 ども支援者向けの啓発教材の制作

について、協議を進めてきたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施は来年

に延期することとした。

③ 令和元年台風 19号災害対応として、被災地域のWVJの関係団体 (救世軍佐野小隊、

現地 NPO・ ビーンズふくしま)や行政機関 (栃木県保健福祉部障害福祉課)と協力

し、i)緊急支援 (泥かき、物資支援など。栃木県佐野市)、 iD子どもの居場所 (CFS)

支援 (福島県郡山市)、 iO子どものための心理的応急処置 (PFD研修 (栃木市学

童指導員、栃木県スクールカウンセラー対象)、 i→ 教育再開支援 (栃木市・宇都官

市の幼稚園・保育所 4カ所対象)、 を実施した。

④ 国内の新型コロナウイルス緊急対応のための指定募金をいただき、感染症拡大の中

で、食の支援や子どもの学習支援等に取り組んでいる子ども支援団体への活動助成

事業を行い、緊急期として約 580万円 (15事業)の支援を行った。また、FY21に移

行期として活動継続・追加支援 (約 230万 円)や、団体・団体間の学びや活動報告

会などを計画している。

③ 上記の新型コロナ対応支援を (WVJの強み・ リソースを活用した)国内における

MVC支援の布石とし、「子どもの全人的成長につながる発信・ア ドボカシー」も加

えた国内子ども支援の事業計画を作成した。

(4)専門家との連携や事業 施を通 じた知見の深化

① バングラデシュN連事業 (北 ダッカ市内スラム地域)においては、JICAの廃棄物

処理事業と連携し、JICA側の現地プロマネやカウンターパー ト、JICA専門家・担

当者と、相互の現場や活動状況について学び合いを行 うことでスタッフの知見の深

化をはかった。

② ネパール N連事業では、昨年 11月 、事業形成時から協力関係にある防災の外部専

門家をネパールに派遣し、事業地訪問や関係機関との意見交換を通じて、活動上の

問題・課題への助言を得るとともに、行政官への啓発や関係構築を深めることがで

きた。

③ 武田薬品工業(株)支援の母子保健事業では、昨年 11月 、アフガニスタン、バングラ

デシュ、ネパールの事業担当者 (各 2名ずつ)がインドの事業地を訪問する現地研

修会を実施した。WVの Techicd SerⅥ ce OrttmzatiOn(TSO)か ら保健アドバイザ

ーも招聘し、具体的な経験・事例に基づいた学びを共有するワークショップ・議論

をリー ドし助言をしてもらい、参加者がそれぞれの事業に活かせるよう促した。

3.課題 と取 り組み

(1)及び(2)重理壷:趣』姿蛙と塞施

南アジア地域で支援ニーズの高いバングラデシュ・ミャンマー避難民支援において、

引き続き国連委託金事業や 日本政府系助成金事業の機会を求めていく。同様にニーズ

の高いネパールにおいても、FY21開始を目指 し、終了事業の教訓や NGOら しい事業

効果を意識 した新規事業 (減災・ レジリエンス向上)の形成・実施を進める。

上半期に提案 した新規事業 (武 田薬品工業)が不採択になった経験から、民間 ドナ
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(め

―に対する事業提案の準備やプロセスについて様々な示唆を得ることができた。得ら

れた示唆を事業形成・提案の際に取 り込むことで、事業形成・提案力を強化 し、新規

事業獲得の可能性を高めることを目指 したい。

の MVCに の の

新型コロナウイルス緊急対応助成金事業を通 して、子ども支援の現場を有する複数

の団体・組織 と関係を持つことができるようになり、中長期的な国内子ども支援への

足掛か りができている。ここから、WVJと しての現場支援や国内のMVC支援のあり

方についても検討・計画を進める。また、毎年の災害対応の経験やコロナ禍における

災害対応ガイ ドラインに基づき、現在の国内災害対応方針の見直しも進める必要があ

る。

開発事菫笙3課

1.今年度の活動計画

(1)既存事業の着実な実施

(2)取 り残されているMVCの CWB向上に資する政府系助成金・民間資金の獲得

(3)知兄の蓄積と外部リソースの活用を通じた支援機会の創出と専門性の向上

2.活動概要と成果

(1)峰 Q着実生塞施

① 2020年 3月 以降、アフリカ諸国でも新型コロナウイルスが拡大し、政府による移動

制限や集会の禁上、それに沿った形で現地のWV事務所も在宅勤務や帰休などの措

置を取つたことにより、現地での活動進捗に少なからず影響が生じた。

② アフリカ地域 8カ 国におけるスポンサーシップ事業では、各国において事業予算の

2割を新型コロナウイルスに対応するプログラムに振 り替え、医療従事者の感染防

止のための支援やコミュニティヘの新型コロナウイルスと感染予防の啓発活動を実

施した。既存の活動はスタッフの現地出張の回数を削減したり、電話でのコミュニ

ケーションを増やすなどして、当初の計画よりも活動量は少ないながらも支援活動

を継続した。一部の事務所は 2020年 10月 以降も引き続き、スポンサーシップ事業

の予算の一部を新型コロナウイルスの対応に充てることしている。

③ 政府系グラント事業としてFY20に開始したN連事業も同様に新型コロナウイルスの

影響を受けた。タンザニアでは、感染拡大を懸念し、駐在員を 3月 下旬に帰国させ、

現地スタッフを通じて給水設備の建設などを継続して行った。政府により集会が禁

止された時期もあったため、コミュニティヘの研修などの活動に若干の遅れは生じ

ているものの、おおむね事業の進捗は計画通りであり、1年 目の活動 (2020年 12

月末終了予定)は予定通り終了する見込みである。

④ 一方、N連エチオピア事業は 2020年 3月 1日 より正式に開始したが、その直後に

エチオピア国内での活動が制限されることになり、スタッフの採用すらままならな
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い状況が続いた。2020年 7月 には著名なミュージシャンが暗殺されたことに端を発

した暴動により、国内全上で 1週間以上インターネットが不通となるなどセキュリ

ティ上の問題も見られ、事業の進捗が大幅に遅れている。8月 よりようやく本格的

に現地での活動が開始したが、これまでの遅れをすべて取り戻すことは難しいため、

外務省に対して 3カ月の事業期間の延長を申請し、2021年 5月 末までの計画で実施

することとなった。

.⑤ 特別プロジェクトは、スポンサーシップ事業や政府系グラン ト事業を通じて明らか

になった脆弱層に対する個別の支援ニーズについて支援を行った。現在、6カ 国 (ウ

ガンダ、タンザニア、ケニア、コンゴ民主共和国、スワジランド、ルワンダ)で合

計 10事業を実施し、保健 (母子保健関連施設の建設や医療機材供与)、 水・衛生事

業 (給水施設や トイレの設置)、 教育 (小学校建設/学生寮の建設)を中心に行って

きたが、上記同様、一部の特別プロジェクトの進捗にも影響が出ている状況である。

⑥ 2015年 10月 から実施している塩野義製薬(株)支援によるナロク県における母子保

健改善事業は本年度が最終年であったが、新型コロナウイルスの影響により 2020

年 3月 以降計画していた活動 (特に終了時評価)を実施することができていないた

め、2021年 7月 末までの事業期間の延長及び活動予算の追加支援をドナーに要請し、

承認を得ることができた。また本年度 4月 にケニアのバンバ県で新たに開始した母

子保健改善事業もスタッフの採用や現地の活動の制限により約 3カ月の遅れが生じ

たため、活動計画を変更して実施した。

⑦ またパナソニック(株)支援によるケニアの無電化地域に対する支援事業も、現地で

の活動が制限されたことにより最終年として事業を適切に終了することができない

見込みとなり、新たな活動を追加 して 2021年 9月 末までの事業期間とし、追加のご

支援を頂いてこれまでの活動の成果の持続性を高める活動を行っていくこととなっ

た。

③ 第 31回ヤマザキ『ラブ 。ローフ募金』ルワンダにおける給水設備整備支援事業は、

2020年 9月 末までに現地での活動を終え、コミュニティの人々に安全な水を供給す

ることができた。

(2)二 り残されてLヽる MVCの CWB向上に資する政府系助成金・民間資金の獲得

① ウガンダにおけるジャパンプラットフォーム (JPF)に よる「ウガンダ北部におけ

る難民居住地での教育・子 どもの保護事業」は 7月 31日 に終了報告書を提出した。

また、同地域において、2020年 12月 の開始を目指 して後継事業 となる子 どもの保

護及び教育事業形成を行った。南スーダンからの難民が多く暮らす地域において、

新型コロナウイルスの影響により学校が閉鎖 され、子どもたちは自宅または近所で

多くの時間を過ごしているため、家族や近隣の人々から暴力や虐待を受けるケース

が増加 している。そ うした暴力から子どもたちを守 り、また新型コロナウイルスの

影響により就学できない子どもたちに学ぶ機会を提供することを目的とした事業と

なった。 (実施は 2021年度の予定)

② 上述の通 り、塩野義製薬(株)に よるナロク県事業およびパナソニック(株)と の連携で

行っているケニアでの事業は本年度が最終年であったが、事業期間内に計画 してい

た活動が終了できない見込みとな り、適切に事業を修了し、その成果を確認するた
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めに 2021年も継続 して活動を行 うこととなり、そのために必要な資金の一部の追

加支援が供与されることとなった。

③ かねてよリガーナで実施予定であった世界銀行の日本社会開発基金による栄養改善

事業は、7月 23日 に正式に世界銀行とガーナ政府の間で事業開始の合意が結ばれ、

WVガーナ事務所内に事業チームが形成されて事業が開始した。

〈3) 知見の蓄積 と外部 リソースの活用を じた支援機会の創出と専門性の向上

3.課題 と取 り組み

(1)匪在室墓の五塞な実施

① 新型コロナウイルスの感染はアフリカの地方でも確実に広がっている。アフリカの

いくつかの政府は当初の厳しい制限を緩和し、経済を回しながら感染対策を進める

段階に移行している。一方で、タンザニアのように政府が新型コロナウイルスの感

染者数の公式な発表を停止しており実態が把握できない国もあり、各国によって感

染状況が異なっている。

② もとより医療体制が脆弱で劣悪な衛生環境のため、今後新型コロナウイルスの感染

が更に広がれば被害が拡大することが予見される。治療よりも予防を行うことが倫

理的にも正しく、また予算的にも効率的であることから、現地の情報を踏まえて適

切に事業内容の適応、変更することも検討する。

(2)取 り残されているMVCの CWB向 上に資する政府系助成 ・民間資金の獲得

18

① 外部 リソースの活用という観点では、タンザニアにおけるNGO連携無償事業にお

いて、水資源開発分野の専門家を抱える東洋大学国際共生社会センターと包括的連

携に関する協定書を結んだ。新型コロナの影響で当初予定していた現地の視察がで

きない状況のため、オンラインを通じて専門的な見地からスタッフヘの研修を行う

こととし、21年度以降に実施予定である

② エチオピアにおけるN連事業でも、JICAの 「カイゼン」専門家と連携する予定で

あったが、事業の開始遅れに伴い計画の見直しを行った。

③ 塩野義製薬(株)からの支援を通じたナロク県の母子保健改善事業において、長崎大

学による研究事業は、コミュニティ内の活動が制限されたため、排せつ物のサンプ

ル採取ができなくなり、研究活動が停止している。水に起因する疾病を調査対象と

しており、調査結果が雨期・乾期の影響を大きく受けるため、事業を 12カ月延長し、

本来計画した時期に調査事業を再開することで塩野義製薬 (株)と 合意した。

① 今後、徐々にアフリカ地域で終了を迎えるAPがある中で、新たに APを始める国

も決定してきている。各国の MVCの状況やニーズは変化するため、ニーズの高い

ところに対する支援の選択と集中を常に意識して、AP事業の実施地域や事業内容

を戦略的に決定する必要がある。

② ウガンダで FY21から開始予定のAP事業は、既に始まつている事前調査を通じて

ウガンダ国内でも特に生活が厳しく教育などの指標も悪い地域であることが判明し

ている。より脆弱でニーズの高い地域に支援を届けることができることが期待され

る。



③ ウガンダのビディビディ難民キャンプヘの支援は、いったん事業が終了したものの、

2021年度から同様の地域で事業を開始する見込みである。日本政府の予算の大幅な

削減により申請可能な額が減少したものの、ウガング国内でも最大の難民を抱える

同地域において支援を継続する。

④ 昨今、個別の民間企業から、企業が持つ特殊技術を用いて開発途上国が抱える課題

に長期的にソーシャルビジネスの視点で貢献することを目指したいという相談を受

けるケースがあった。しかし新型コロナウイルスの影響を受けて、こうした企業も

経営資源を国内の既存市場に集中させることに方針転換をしており、NGOと の連

携をめざすことが難しい環境になりつつある。

(3)2L宣 :蹟醒112こと
`2連

:箆上壼ヱ2望:L音肇童

① 地域別分析・ペーパー (南部アフリカ)を新規情報等含め改定し、既存・新規事業

に活用できるよう整える。

② 味の素(株 )と 実施したマラウイにおける急性栄養不良プログラムの事業の成果や取

り組みが論文としてまとめられ、Food and Nu�■On Bu■ etin誌への投稿が行われ

た。同雑誌の最終レビュー及びその対応が終了したため、正式に論文として発行さ

れる予定である。

量急`�塾醒墜

1.今年度の活動計画

2.活動概要と成果

(1)菫確な△道支援力主二きる盗制の整備

① 昨年度末から今年度第 1四半期にかけて入団した新規採用職員の育成のため、経験

豊富な職員による伴走体制を敷き、所管事業が円滑に運営されるようにした。また、

第 1四半期に行った、緊急人道支援課所管の一部事業の担当者の開発事業第 2課お

よび第 3課への異動に伴い、JPF事業形成・管理・終了報告に関わる知見・情報共

有やサポー ト体制を敷き、支援事業部内で同助成金管理の質の均質化を図った。

② 新型コロナウイルスの感染拡大や現地での治安情勢により、シリア、イラクおよび

南スーダンでの事業は、ヨルダンおよび日本から遠隔事業管理を行っているため、

現地事業チーム等とのコミュニケーションや調整に工夫を凝らして実施した。支援

事業部内勉強会での意見交換などを通して、適宜改善を図った。

③ 支援国における安全対策強化のために、イラクおよび南スーダンの安全対策関係書

類 (安全対策書類、緊急連絡網)を事業申請に合わせて、またヨルダンの安仝対策
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(1〉 的確な人道支援ができる体制の整備

(2)新たな助成金獲得に向けた新規事業形成

(め 既存事業評価からの知見・教訓の蓄積と新規事業形成への活用

(の 団体内外ネットワークとの連携



書類を3月 に計画していた渡航を前に、それぞれ改定した。また、新規採用スタッ

フ2名 (イ ラク事業担当、南スーダン事業担当)を安全管理研修 (HEAT)に派遣し

た。関係書類の改定や研修への参加を通して、課員の安全対策に関わる理解深化に

つながった。

④ 国連委託金などの事業管理フローを策定し、新規・継続国連委託金等の獲得管理に

運用している。

(2〉 た に た

① 今年度は、PF助成金事業において、以下のイラク、南スーダン、およびシリアに

おける 3事業の承認、実施することができた。

・イラク・モスル西部の緊急期における子どもの保護事業 (3月 27日 付承認。延長

後の事業期間は 2019年 3月 31日 ～2020年 11月 29日 )

・南スーダン・アッパーナイルにおける緊急期の教育支援事業 (3月 27日 付承認。

事業期間は 2020年 3月 31日 ～2021年 3月 30日 )

・シリア北西部における国内避難民への水衛生支援事業 (2020年 7月 3日 付承認。

事業期間は 2020年 7月 3日 ～2020年 11月 2日 )

なお、シリア北西部の事業については、2019年 12月 以降のシリア政府軍による集

中的な軍事作戦により、100万人に及ぶ国内避難民 (IDP)の流出に伴 う緊急支援で

ある。イラクおよび南スーダンの助成額については、日本政府による補正予算の大

幅削減 となつたことにより助成獲得額が予算額より大幅減 となった。

② 2020年 9月 末までに事業承認を受け獲得 した助成金および委託金の収入実績は、

JPF及び国際機関などを含めて合計 1,233百 万円となっている。

③ これまで、JPF事業実施を通 して関係構築を図ってきた FO(南スーダン、シリア

対応事務所、イラク)において、国際機関との新たな助成金獲得に向けて、FO、 パ

ー トナーシップ、他の SOと調整を行い、シリア国内、 トルコ、イラク、および南

スーダンについて下記の事業の承認を得、実施することができた。

・国連人道問題調整事務所 ωNOCHA):紛争の影響を受けた避難民・帰還民の子

どもたちのための保護事業 (2019年 11月 1日 ～2020年 9月 30日 )

・欧州委員会人道援助・市民保護総局 (ECHO):シ リア北西部の紛争の影響を受

ける脆弱層への保健医療・保護サービス事業 (2020年 3月 承認。事業期間は2020

年 4月 1日 ～2021年 3月 31日 )

・ECHO:ト ルコにおける脆弱な難民に向けた保護支援およびコミュニティに根差

した保護強化支援 (2019年 12月 延長承認。事業期間は 2020年 1月 1日 ～2020

年 12月 31日 )

・緊急期の教育基金 EducatiOn CamOt Wait(教育を後回 しにはできない基金)

(ECW):南スーダン・教育分野におけるレジリエンス強化事業 (2020年 5月 承

認。事業期間は 2002年 5月 1日 ～2021年 4月 30日 )

・国連人道問題調整事務所 (UNOCHA):ア ッパーナイルのマラカルにおける教育

および保護統合支援事業 (2020年 6月 承認。事業期間は 2020年 6月 15日 ～2021

年 6月 14日 )
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④ マイルス トーン・プロジェクトによるイラク共和国シンジャー地区 学校修復支援事

業 (事業期間は2020年 5月 1日 ～12月 31日 )を実施している。

⑤ 文部科学省 「日本型教育の海外展開推進事業 EDU―Po“ ニッポン」のパイロット事

業にヨルダンPF事業の活動が採択された。また、「コロナ禍における学びの継続に

関する取り組み事例」について EDU―Ponニ ッポンに応募したところ採用されホー

ムページに掲載された。

⑥ 支援国では、新型コロナウイルス感染拡大の影響が出ているため、FY19からの継続

2事業 (ヨ ルダン、シリア国内)、 および FY20承認を得た 3事業 (イ ラク、シリア

国内、南スーダン)について PF事務局と相談しつつ、活動内容や事業期間を変更

し、感染予防の啓発活動や活動の中での予防活動を取り入れたり、教育分野のオン

ライン化が可能な地域ではオンラインによる遠隔教育を取り入れるなどの対応を行

った。

(3)墜 業証価とらの2星・教訓2畜積と五坦事業形ユ全の活用

① 2020年 9月 末までに、「人道支援における子どもの保護の最低基準」に留意し、ま

た先行事業の申請から承認まで、また事業実施からの教訓・グッド・プラクティスか

らの学びを踏まえ、イラク、シリア国内、南スーダンの計 4事業の事業形成・申請

を行った。シリア南西部での事業については、前年度事業の外的要因による進捗の

遅れがあつたことにより不承認となった。JPF事業における申請プロセスからの学

び・教訓を事業チームおよび課内で協議 しとりまとめを行った。これらの学びを

2(2)①に記載したシリア北西部の緊急支援申請時にも適用した。

② 事業管理上の学びを着実に次期や新規事業に適用した結果、10″2020期 間 (FY18‐ 20)

に実施している事業の返還金の割合を、その前の中期計画 3年間 (FY15_17)時 平

均 7.5%か ら平均 2.8%へ と約 1/3ま で減少させることができた。

③ 昨年度にヨルダンで実施したシリア紛争人道支援の評価結果については、上智大学

総合人間科学部教育学科の の協力を得て、国際開発学会・人間の安全保障

学会 2019共催大会「難民/移民そして教育/就労一人間の安全保障の確保を目指

して」にて発表する機会を得、国内の教育関係者との関係構築の機会となった。

(4) 内 トワークとの

JPFヨ ルダン事業では、2.(3)③ で言及 したヨルダンにおける評価結果の発表、およ

び ヨルダンにおける事業実施にあた り、上智大学の からのア ドバイスを得な

がら進めた。

3.課題と取 り組み

(1)國確生△道支援が二とる埜幽整伍

① 2020年 9月 末より課員 1名 が産体・育体に入るため、課内の業務量・分担を定期的

に見直すとともに、業務の繁忙期である次年度上半期には業務委託を活用対応する。

合わせて、効率的な業務の進め方についても引き続き検討していく。これを通して、

多様化する人道支援ニーズに迅速かつ的確に対応するための体制づくりを進める。

② JPFシ リア事業 (隣国ヨルダン駐在)および JPFヨ ルダン事業の駐在員 2名 は、ヨ

ルダン国内の新型コロナウイルス感染状況、医療機関、ヨルダン駐在中の大使館や
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他人道支援機関の駐在員の動向、経由地の感染状況を鑑みて、日本への退避とせず

に、現地駐在を続行した。3月 下旬から 5月 中旬までは在宅勤務、5月 中旬は在宅

勤務が推奨され、7月 半ばから事務所勤務が再開された。引き続き、定期的に駐在

国の感染状況、駐在員の健康状況などの把握を行っている。

(2)駈≧塾墾壁蛙金獲:往に向けたコ輩醒塞担形成

① 2.(2)③ で記載した FY20に 申請したシリア国内および トルコでの ECHO事業、

および南スーダンにおけるECW獲得からの学び、今後への示唆を FY21年上半期

にまとめECHOや ECWな どの他案件申請に備える。

② JPFの他の加盟団体とともに、次年度の南スーダンやシリア・イラク対応プログラ

ム方針作成などに積極的に関わり、次年度の事業申請に備える。

(3):曇左重:登:基望〔藝 :ぅL`≧菫理.5L二_壺

`壺

1些:Σ:奎

`責

と童:規菫送ヨ:笙」ヒ:≧2二星

FY19で実施したヨルダンにおける評価結果における指摘・勧告を、現在も実施中

(2019年 8月 ～2021年 2月 )の コルダン事業において着実に反映できるように事業

を実施する。

1.今年度の活動計画

(1)NV2020でのア ドボカシーの最重点課題の促進

("TBFキ ャンペーン活動の促進

(D支援事業の経験、知見を活かした活動

(0パー トナーシップのリソースの有効活用と貢献

⑤ 各種 NGOのネットワークとの連携

2.活動概要と成果

(1)NV2 020~゛ の ドボカシーの最重点諜顧 イ′
『

准ア

①

②

の

子どもに対する暴力撤廃

ア ドボカシーの成果である日本のパスファインディング国入 りの結果設立された

「子どもに対する暴力撤廃円卓会議」のワーキング・グループ委員 (国際 NGO代
表)と して、FY19から策定準備が進められている国別行動計画に現場の声が反映

されるよう、現場で活動する市民社会組織などの意見を取 りまとめ提出した。

緊急期の教育

2019年 10月 、緊急期の教育の重要性を訴えるため、「教育を後回 しにはできない

基金」の

を 招聘 し、教育協力 NGOネ ットワーク (JNNDに て協働ア ドボ

カシーを行った 財務省国際局等を個別

訪問したほか、上智大学との共催にて国際シンポジウムを開催。NGO代表として

登壇 して現場における教育の重要性を発信 した。
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(2〉 TBFキ ヤ ンペーン活動の促進

2020年 1月 よリワーキング・グループ (WG)に よる FY20の活動を開始 し、毎月

のWGの会議において、各柱における活動のモニタリング・ 調整を行った。

(3)重:壺:箋:塾:ヒ

`2経

.験__重1塑:置を二墾1`」:」[望:塾

ア ドボカシーと関連深い事業を担当している支援事業部の担当者をア ドボカシー担当

として起用 し、ア ドボカシー・シニア・ア ドバイザーより引継ぎを行い、それぞれの分

野でア ドボカシー活動を継続 して行った。

(4) 有効活用 と貢献

パー トナーシップからの依頼を受け、グローバル・キャンペーンの Pohcy Working

GЮupに参画、複数のpoLcy paper作成に貢献した。

(5〉 NGOの ワ ー の

パー トナーシップのリソースの

① SDGsジ ャパン開発ユニット幹事として、J劇�C企業連携会議に登壇し発表を行っ

,_

② 2020年 6月 、コロナ渦において複数の課題に直面する SDGs実施について、自民

党、立憲民主党等の議員連盟やグループ等と政策対話の機会を持ち、開発ユニッ ト

幹事 として発言を行った。

③ 2020年 7月 、SDGsの レビューを行 うハイレベル政治フォーラムが、史上初めてオ

ンラインで開催 される中、韓国の市民社会と協働 してサイ ドイベン ト (コ ロナ渦に

おける SDG16/17の実施においていかに政府 と市民社会の協働を強化するか)を開

催 し、80名強の様々な国からの参加者を得て、両国政府 (国連代表部)・ 市民社会

の間で議論を行った。WVJは ファシリテーターとして貢献 した。

(6)そ .の他

2013年度より毎年実施 している国会議員に対するア ドボカシー意識調査については、

ア ドボカシーの人員が減少 したことに伴い今後は実施 しないことを決定済。

3.課題と取 り組み

(1)ア ドボカシーチームの人員が限られている中で、支援事業部の各部署よリア ドボカシ

ーを担 うスタッフを登用 したが、通常業務 との兼ね合いの中で優先順位を落とさずに

取 り組む環境の整備が必要 とされる。
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支援タイブ
チャイル■スボン

|

|

助成金による
支援事業額

サーシップによる
支援事業額

委託金による
支援事業額

―麟 による
支援事業額

台風 1,=
緊急支援事業額

国内災宮・子ども
支援事業額

(新型コロナウイ
ルス対策含)

資金i助 2237.04ス82,    641.6,8.374 673.I,3.502     643.511.349 ¥4.l,S,451.SS4

,9.8%

3.,52.742

01%
5.862.440 V4,2● 5,266,736

014% |10%532% :53% 16.0% 153%

物資援助 0 451.327.674       3.484.186

0% ,,2% 03%

¥i454,3:l.0`0 ¥454,811,860

:00%100.0%

合|| 2.237.047.82,
`41.6'3.374

l.124.S2!.176 646.9,6.035

480% 138% 241% 13,%

V'4,`50,263,4!4 3.,52.742

01%

S.862.440 ¥4,6`0,078,5,`

013% |||%
'9.3%

給0計 ¥4,660,0,0,5'6

■援」Z``∠B』皇1`:L`■ユ風堕呈玉_国[整鐘LLi二3_除0_|

萎託‐物資
,.7%

委託‐Cash
i4.4,`

台風 l,号

国内災害・子

ども,0.2%
一般募金
:3.,%

:3.8%

Frag!le Conte基 」ぎヒ主

S'        助・委・―

爆Non F● gile(sP含 〕 口Fttgile(脆弱国・地域 )

一般募金,

!3.9%

助成金.:3.3%

r芝菫:彫り支援タイプ別11合 (西日基受雨,全 く)

委託‐物資
,.7%

委託‐C雷
14.5%

lα刀
`

80%

60,`

合 計

奎壼L[■1奎ヨ屋l二型員E螢I塾
=21ヨ

室奎置LlL塁疸」養[■■

※上記事業数・支援金額には.終了済み■F業にかかる支援調整類・繰,t4

金取崩額・ グローパルセンター運営管理費・助成金返還予想額・SP特別

募‐ 為替調整額は含まない.

586.7“ .207 2.5,4.334.2,7Non FEsileGPe) 2003.070.0,0

1000% 246% S,0%
!.301.627.58, |.301.627.58,F口」に(脆 弱国・地域)

OO% 754% 410%
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FY2020 地域開発援助事業一覧 (実績)

海外支援事業合計 総合計

一般募奎 .

勝 薔

,“ .%

支援ZイZ旦圏陰

SR40.1%SR40.0%

F口gに Contexも割F チャイル ド・ス :助成金・委託
ポンサーシップ 1金・ 敏 募金

合計

合計

~可
面雨両面T瓦雨雨再両 4.3,`,4`1.38

―景春金 .

60%
,

124エ
,52`猛

24.6%

59.0,`

!35ヽ



回

支援対象
"fロ

ジェウト名 支援チャイル ド数合計

受益者致     支援チャ″ド数

プ ロジェク ト概要

東アジア地域

開 1々日 終了日

カンボジア ¥l:6,749,364 4,300人

ポニャー ッレウ地域開■プログラム 2,,075,6', 24.2,4,、 900,\ l-oct'os 3GSep'20

カンダール州
ボニャー ゥレク郡

最終フェーズ (20年度人で終 r)の最終年としての活動を.以 下のとお り実施 した。

1 彙健・栄姜・水衛t:S歳未満児と母親・保護者の健康 (栄養改善含む)|こ 関する啓発活動.保健センター運営委員会 との定期 ミー

テ ィング.産 前・ 産後健診の推進

2. スポンサーシップ・ マネツメン ト・ プロジェク ト :′ どもの権利保護啓発活動 .手紙・成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャ

イル ドの定期的なモニタリング.「 子どもを中心 とした開発」の啓発活動

その他.終了時評価を実施した。2020年8月 には事業地において.地域開発プログラムの終了・り|き 渡し式を,い .カ ングール州副知事
ならびに地方行政.住 民の代表をから.長期支援への感謝と自立に向けた決意が述ぺられた.

卜■・ブオ地域開発プログラム 41.944,S,S 27.6″人 l.`00人 |‐ Oc● 10 3GSep-26

バンティ・ミエンチャイ′{
トモ・ブオ郡

第2フ ェーズ (201822)の 3年 日の活動を.以 下のとお り実施 した。

1 教育 :主 に小学生を対象 とした読み書き・ 計算籠力の強化.読 書教材の提供.教員を対象 とした教授法に関する研修

2. 保健・ 米表・ 水衛生 :5歳未満児 と母規・保護者の健康 (栄姜改善合む)|こ 関する啓癸活動.乳幼児の食事指導.水衛生環境改善

(安全な木へのアクセス確保や衛生習慣改善 ,こ 向けた啓発活動年 )

3. スポンサーンップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :子 どもの権利屎護啓発活動 .手紙・成長報告を通 したチャイル トとの交流 .チ ャ

イル ドの定期的なモニタ リング.「 子どもを中心 とした開発」の啓発活動

ボレイ・ チュルサール地域開発プログラム 45,729,070 22.234人 1.3∞ 人 |‐ Oct‐ 11 SGSep-27

タケオ州
ボレイ・チュルサール郡

第2フ ェーズ (2018'2)の 3年 目の活動を.以 下のとお り実施 した。

[. 保健・ 栄養・ 水衛生 :5歳未満児 と母親・ 保護者の健康 (栄養改善合む)1こ 関す る啓発.保健センター運営委員会の強化.産前・産

後健診の推進.子 ども|こ よく見られる病気の予防・ ケア (下刊.呼吸器疾患.デ ング熱.マ ラリア)

2. 教育 itに 小学生を対象 とした読み書き・ 計算能力の強化 .読 書教材の提供 .教員を対象 とした教授法に関する研修

]. 子 どもの保護 iWの 支援アプローチの 1つである・ Celebttng LmiliOモ デル
¨
による.親や保護者を対象 とした育児法の研修 (児童

労働 .虐待等の防止 .家庭での子どもの■習フォローアップ等).行 政職員を対象とした子どもの保護に関する研修開催
4. スポンサ~ン ップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト ,子 どもの権利保護啓発活転 手細■ 成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャ

イル ドの定期的なモニタリング.「 7ど もを中心 とした開発」の啓発活動

モ ン ゴル ¥:05,770,289 3,900人

′ヽイラアスト地域開発アログラム SO.663.07, 1‐ Oく●OS306人 人 3GSep-22

COMDi'の 影響を受け事業進捗に遅延が認められることか ら.プ ログラム終 了が 1年延長され2年後の2022年に■業終了することとなっ

た.も っとも脆弱な世常に対する包括的な支援に重点をおき.第 3フ ェーズ3年 日の活動を以下のとお り実施 した.

|. 子どもの保護プロジェク ト :子 どもの保護に関する教員・屎護者・ 子ども向け研修 .子 ども・青少年 クラブによる身の回 りの課題発

見 と解決を促す活動支援 .生活支援ボランテ ィアによる脆弱世帯への定期訪間を通 した.教育・ 保健・ ■計・子 どもの保護にまたがる包
括||な 支援

2. 経済開発プロジェク ト :小規模 ビジネス は 製.本 工など)の支援等を通 した生計向上活動 .貯 書グループ支援

3. スポンサーンップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :手紙・成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ.「子 どもを中心 とした開発」の啓発活動

ウラン′`―トル市
チンクルテイ地区

バヤン・ ウルギー地域開発プログラム 55.107.210 2.000人 |-0こ‐06 3GSep-22,Q8 78人

2年 後のプ ログラム終 rを 目指 し.第 4フ ェーズ (終 了移行期)1年 日の活動を以下の とお り実施 した.

l. ′どもの保護プロジェク ト :体罰のない教育に関する教員・保護者・地方行政職員を対象 とした研修の実施 .子 どもの保護に関す る

保護者や子ども自身に対する研修の実施.子 ども・ 青少年クラブ活動支援

2. 経済開発プロジェク ト :脆弱世帯対象の職細 1練や起業支援 .貯薔グループの活動支援 .自 然災害に対する遊牧民世帯向け防災研修

の実施

3. スポンサ~シ ツプ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :手紙■成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイ
'レ

ドの定期的なモニタリン

グ.「 子どもを中心 とした開発」の啓発活動

バヤン・ウルギー県
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国別合計

プロジェク ト費実績



国 名

プロジェク ト名

支援対象地

国別合計

プロジェク ト費実績

支援チャイル ド数合計

受益者数     支援チャイルド数

プロジェク ト1概 要

東アジア地域 (続き)

開始 日 終 F曰

: t y'"- ¥43,238,57: :,300人

タバウン地域開発プログラム 3`,2`7,884 21.255人 l.3∞ 人   |‐ Apr‐ 03 lGSep-22

エーヤワディー管区
タバウン郡区

2年後のプログラム終了を日指 し.第4フ ェーズ (終 了移行期)!年 目の活動を以下のとお り実施 した。

|. 保健衛生プロジェク トiト イ レな ど水衛生鼈設の整備

2. 教育プロジェクト :就学前教育の計及 と質の向上^向 けた環境整備や研修の実施.初等・中等教育における夏期補修授来の実施

3. 経済開発プロジェクト :貯蓄 グループの自立運営に向けた支援.農 業技術の普及・ 改善へ向けた支援.土地を持たない農民に対する

生計画 L支援

4 スポンサ~ン ップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :子 どもの権利保護啓発活動.手紙・ 成長il告 を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャ

イル ドの定期|,な モニタリング.「 子どもを中心とした鞠発」の啓発活動

カンディタン地域開発プ r'グ ラム 6.'フ0,687 25.000人 0人    |‐ Oct‐ |, 30Se,32(予 定)

エーヤツディー管区
パテイン郡区

2022年 からのスポンサーシップ開始を日指 し2020-2021年 度はプログラム計画策定フェーズとして.ア セスメン ト調査 と計画立案を,っ
ている。今年度はCOMDIい 影響 |こ よる活動制限の影響で進捗に遅延があり.開始へ向けたスケジュールについての調整を行った.

エーヤフディ管区は ミャンマー国内で も貪因度が高く.本 害などの自然災吉が多い地域でもあ り.乳幼児死亡率.5歳未満児死亡率が今

回平均 と比較 して極めて高い.プ ログラムを通 して状況を改善し.カ ンデ ィタン地域の子どもたちの健やかな成長を目指す.

2020年度はプログラム開始にた立ち.ミ ャンマー政府 との活動提携苫締結.及びアセ スメン ト調査実施詐・ fの 取得を行い.2020年 4月 ～
`月にアセス メン ト調査を実施 した.調査の結果.子 どもの末姜不良.,全 な飲料水の不足、児童嬌など今後取 り組むべき多くの課題が明

らか |こ なった。

タイ V43,053,658 l,600人

トウンワ地域開発ブ ,'/ラ ム 24.,77.534 3.53`人 SGSep-21

"″
バー トナーンップ全体の活動戦嗜方針に則 り (2崚 [年 よリタイ国が実施す る募金のみの支援活動に切 り替える).日 本からの支援を

2020年,月 末までとすることでWVタ イ事務所 と合意 していた.し かし2020年 3月 ,こ 発生 したCOVD_[,に より事業対象地が4`月 にロック

グウンになり.そ の後もスタンフの移動が制限され るなど事業の進″に遅延が認められた。 このため本年
'月

末で終了する予定を l年延長

し.2021年 9月 に事業終了とすることとなった.事業絡 了後 も地域の rど も.そ の家族 と住民の基本的ニーズが満たされ .質 の高い生活

が地域で

"続
されるようになることを目指 しながら.以 下の支援を実施 した .

l.生 活の質向 I`プ ロジェク ト :読み書き啓発活動 .ラ イフスキル研修.教授法に関する指導者育成研修 .郡政府へのア ドポカシー活動

2.ス ポンサーシンプ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :子 どもの権利保護啓発活動.手紙・ 成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイ

ル ドの定期的なモニタリング、 「了どもを中心とした開発」の啓発活動

サ トレ県  トゥンワ郡

タプラヤ地域開発プログラム 18,07`,124 :4.7,0'、 l-lan-09 3GSep-21700 人

wパ ー トナ~ン ツプ全体の活動戦略方針に則 り (2021年 よリタイ国が実施する募金のみの支援活動に切 り替ぇる).日 本からの支援 も

2120年,月 末までとすることでWVタ イ事務所 と合意 していた。 しかし2020年 3月 |こ 発生したCOⅥ D‐ :,に より苺茉対象地が46月 にロック

ダウンになり.そ の後 もスタノフの移動が制限され るなど事業の進″に連延が認められた.こ のため本年,月 末で終了予定を 1年延長 し.

2021年,月 に事業終 rと することとなった。事業終了後 も.地域の子 どもとその家族が基本的ニーズを満たす収入を得て.子 どもの健や
かな成長に資することが地域にて持続することを目指 して.以下の支援を実施 した。
1教育プロジェク |ヽ :読み書き教授法に関する学校間ネ ットワークの設置.ラ イフスキル研修、職業訓練

2ス ポンサーシンプ・マネジメン ト・プロジェクト :子 どもの権利保護啓発活動 . 手紙=成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイ
ル ドの定期的なモニタリング.「 了どもを中心 とした開発」の啓発活動

サウオ県 タプラヤ郡
タプラヤ準区
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900,\ l-lul-08



回

支援対象で
ロジエウトカ 回別合計

プロジェク ト費実績 受益者数   
支援チャイル ド綺 ^

プロジェクト晨曇
援.″卜

1曇●計

東アジア地域 (続き)

開始 日 終了ロ

ベ トナム ¥::7,45:,808 3,200人

チャンエン地域開発プログラム 27,,,1,028 3GSep-22452人 1,000人     |‐ 0こ‐07

"γ
ベ トナムとの調整の結果.プ ログラムの終了を2022年 1こ 延長することで合意 し.2020年 度より第3フ ェーズを開始 した。今年度は事業

対象 とする3つ のコミューンの子どもとその家族 .住 民の福祉が増進 し持続的
`こ
維持 されることを目的 とし.第 3フ ェーズ1年 目の活動を

以 ドのとお り実施 した.

l Fど t,の保護プロジェク ト:4ど もと保護者に対するライフスキル研修 (rど もの身をどうす るか).子 どもの保護委員会 |こ 対する能

力強化研修.都政府 との対話 (ア ドボカシー活動)

2.収 入向上プロジェク ト ,農業.畜産業な どの技術研修.生産物を市場につなげるマーケティングの研修

3.ス ポンサーシンプ・ マネジメン ト・プロジェク ト :手絆 成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイ ,レ ドの定期的なモニタリン

/. ・子どもを中心 とした開発」のオ癸活動

イエン′`ノ省 チャンエン郡

ムオンチャ地卿 ‖主プロ/ラ ム 28,488.686 49,8,|メ、 l.100人 l‐ Oct‐ 10 SGSep-25

事業対象地の子どもとその家族.住 民の福祉が増進 し持続的に維持 されることを目的 として.201`年 度 より第2フ ェーズを開始 した.

2011年度からはLEAP3が導入 され.以下3つ のプロジェク トに活動が改訂された.今 年度は第2フ ェーズS年 目の活動を以下のとお り実施
した.

[.栄 表プロジェク ト (農 業技術研修.貯蓄活動.母子保健・ 米養改■に関する啓発教育.水衛生環境の改善.安 全な水源へのアクセ ス強

化活動.栄姜に関する政策強化のためのア ドボカンー活動

2子 どもの屎護プロジェク ト :あ らゆる形態の暴力から7ど もを守るための予防・啓発活動 .子 どもの保護委員会の機能強化

'ス
ポンサーシップ・ マネジメン ト・プロジエク ト :手紙・成長報卜を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ.「 ′ど1,を 中心 とした開発」の啓発活動

トアレザオ地域開発プログラム 10.43`人 |100人 l‐ Oct‐ 10 lGSep-26.434.804

ディエンビエン省
ムオンチャ郡

事業対象地の子 どもとその家族.住民の福祉が増進 し持続的に維持 されることを目的 として .2016年度 より第2フ ェーズを開始した。

2018年度か らは
"AP,が

導入 され.以 下]つ のプロジェク トに活動が改 .Tさ れた.今年度は第2フ ェーズ5年 日の活動を以下のとお り実施

した.

1栄姜プロジェクト :農業技術研修.貯蓄活動.母 子保饉 栄養改善に関する啓発教育.水衛生環責の改善.安全な水源へのアクセス強

化活動.栄姜に関する政策強

`ヒ

のためのア ドポカシー活動

2rど もの保護プロジェク ト :あ らゆる形態の暴力か ら子どもを守るための予防・ オ発活動.子 どもの保議委員会の機能強化

3ス ポンサーシップ・ マネジメ .´ |― プロシェク ト :手紙■成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル トの定期的なモニタリン

グ. 
‐
子 どもを中心 とした開発」のr発活動

ァィエンピエン省
トアンザオ郡

]l.537.2,0 3GSep-28286ソ、 0人    30 1ul‐ 18

事業対象地である4コ ミューンの 0ど もとその家族.住民の福祉が増進 し持続的に維持 されることを目的 として.20['年 度 より新 しく開

始されたプログラム.2010年 度に終了したバンエン地域開発プログラムの リデープを使用するため.ス ポンサーシンプ・マネジメン l…

プロジェク トは2021年度から開始することで合意 している.20:9年 4月 から第 |フ ェーズの活動を開始 し.今年度は第 1フ ェーズ2年 日の活

動を以下の通 り実施 した。

:栄姜プロジェク ト :4ヽ規模 グループの設置.農業技術研修.貯蓄活動.母 7保掟・栄羮改普に関する啓発教育の指導者肯成研修 .水衛

生環境の改善.安 全な水源へのアクセス強化活動

2.子 どもの保護プロジェク ト :子 どもクラフの設置.あ らゆる形態の暴力か ら子どもを守るための予防・ 啓発活転 ライフスキル研修 .

子どもの保護委員会の機能強化

3.チ ャイル ド・スポンサーシップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト:村 落開発委員会の設置.籠力強化研修.小規模プロジェク トの実施

ホアヒン省グバ ツク郡
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グ′` ック地域開発プログラム



日 名

プロジェク ト名

支援対象地

国月ll合 計
プロジェクト費実績

支援チャイル ド数合計

受益者数     支援チャイルド数

プロジェク ト概要

南アジア 。大洋州地域

開始日 終了 H

バングラデシュ ¥2:3,290,688 7,500人
カルマカング地域開発プログラム

(過年度終 r事業に係る支援金調整額)

‐111641

フルバ リア地域開発プログラム 73.587.010 213.575人 lGSep-27

マイメインン県
フルバリア郡

LEAP3が導入 され .FY20は 新 しいフェーズの3年 目を実施 した.主な活動内容は以下の通 りである。

1■計向上プロジェク ト :収入向 上を日的 とした農業や蓄こ.漁業などの研修や貯蓄グループの設立・運営.最 貧困層を対象 とした生計

向上 トレーニング

2保健衛生プロジェク ト :5歳未満児の成長モニタリングや栄美改善プログラム.妊産婦や家族・少年少女^の啓発活動.11域の医療機

関の質 ■I上のためのア ドボカン~活動など

3ス ポンサーシップ・ マネツメン |― プロジェク |ヽ :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.『 子どもを中心 とした開発」についての啓発活動 . :子 どもフォーラム」の運営・ 強化

ビロル地域開発プログラム 68.

`6.003り
、 30‐Sep‐2`

ディナスプール県
ビロル郡

LEAP,が 導入され .「ゆoは新 しいフェーズの3年 日を実施 した.tな 活動内容は以下の通 りである。

|.生計向上プロジェク ト :収入向上を日10と した農業や畜産.A業 などの研修や晟貧因層を対象 とした生計向上 トレーニング

2.保 健衛生プロジェク ト :S歳未満児の成長モニタリングや栄養改善プログラム.妊産婦や家族・少年少女への啓発活動.地域の医療機

関の質向上のためのア ドポカシー活動など

,ス ポンサーシップ・ マネジメン |… プロジェク ト :手紙や成長11告 を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定翔||なモニタリン

グ.「 子どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓発活動

ビル ゴンジ地域開発プログラム 63,074.580 75.128人 2.300人     1-Oc― o, 3GSep-28

ディナスプール県
ビルゴンジ郡

LAP3が 導入 され、FY20は新 しいフェーズの3年 目を実施 した。主な活動内容は以下の通 りである.

l.生 。1向 上プロジェタト :収入向 11を 目的 とした農業や畜産.漁業などの研修や最貧因層を対象 とした生.[向 上 トレーニング

2.保健衛生プロジェク ト :子 どもの朱養状態の改善や母子保健を目|'と した研修や啓発活動.靖 未満児の成長モニタリングや栄萎改善

プログラムなど

].ス ボンサ~ン ンブ・マネジメン |― プ t′ ジェク ト :手紙や成長報
=を

通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 子 どもを中心 とした開発」にういての啓発活動

イスラムプール地域開発プログラム (仮 ) 8.409,944 33,,70人 3GSep-31

ジャマルプール県
イスラムプール郡

来年度からの事業閉始に向け.ア セスメン ト調査と争来計画の策定を行ぅた。

2020年度 チャイルド・スポンサーシップによる支援事業 (実績)
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回

支援対象地
ロジエウト名

国別合計

プロジェク ト癸実績

支援チャイ′レド数合計

受益者狭     支援チイルド数

プロジェク ト概要

南アジア・大洋州地域 (続き)

翻始 日 終了ロ

イン ド ¥:48,225,264 5,300人

サイ′′ヽシ 地`域,1発 プログラム 89.947.235 84000人 lo-Sep-25

ル・ナドゥ州 チエンナ

サイグペ ットADPを 合めた 「
～
,Ciγ  Chennaiinidadve」 として.第 2フ ェー ズS年 目の活動を実施 した.支援分野 と主な活動内容は以下の

通 りである.

:.児 童保護プロジェク ト :親 を対象にした子 どもの保護・権利の啓発・ トレーニング.子 どもクラブ・若者フォーラムの議辟 運営およ

びライフスキル向 li活 動.地域における子 どもの保護システムの強化.保護プログラムの実施
2コ ミュニテ ィ強化プロジェク ト :災常準備計画の見直 し.防 災 トレーニングの実施.資困世帯・若者を対象にした生計向上活動.迪域
や学校の衛生環境改善のための市民ア ドボカシーの促進

3ス ポンサーンップ・ マネ ジメン ト・プロジェクト ,手紙や成長報■を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ.子 どものライフスキル向上活動 .「 Fど もを中心とした開発」についての啓発活動

市

キラュ地域|'1発 プログラム
|

3,.,47.234 人 15∞ 人   IⅢ n-0'    30 Sep‐ 23

タミル・ナ ドゥ州 ナガパッ
テ ィテム郡

第2フ ェーズ 5年 目の活動を実施 した.支援分野と主な活動内容は,'下 の通 りである.

!栄菱プロジェク ト :5歳未満児の米養改善プログラム.安 全な妊娠・ 出産や子 どもの健康・栄養に関する啓発活転  トイ レ・ 手掟い場

等の整備.栄養不良児を持つ世帯への生計向 L支 援.,レ ベルの災害 リスク削減計画の策定
2ス ポンサーシンブ・ マネジメン ト・プロジェク ト 1手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.子 どものライフスキル向上活動 . r子 どもを中心 とした開発りや [Fど もの権

"|・

保護」 |こ ついての啓発活動.被災者葉急支援活動

35.344人プ ドウコンタイ地域開発プログラム 42.04,.720 l,6m ,\ 2.ruFo9 30-5ep-23

タミ′い ナドゥリ‖ :プ下 ゥ
コッタイ郡

第2フ ェーズ 5年 目の活動を実施 した。支援分野と しな活動内容は以下の通 りである.

l.栄 表プロジェク ト ,S歳未満児の米養改善プログラム.安 全な,1娘・ 出産や子 どもの健康・栄養に関する啓発活動. トイレ・手掟い場

等の整備.栄養不良児を持つ世帯への生計向 上支援.災害準備計画の見直 し

2.ス ホンサーシンブ・ マネジメン ト・プロジェク ト:手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.子 どものライフスキル向上活動. '子 どもを中心 とした開発」 1こ ついての啓発活動・

カン ドゥクール地域開発プログラム 15.7“ .“ 5 ,8.122人 6∞ 人    l● Au=09 3GSep-23

アン ドラ・プラデンュサ11 プ
ラカサム郡

第2フ ェーズ 5年 目の活動を実施 した.支援分野 と主な活動内容は以 下の通 りである.

:.栄 表プロジェク ト ,S歳未満児の栄養改善プログラム.子 どもの健康・ 栄表に関する啓発活転  トイ レ・ 丼戸等の整備 .栄養不良児を

持つ世常へのセ計向 L活 動

2.ス ポンサーシップ・ マネジメン ト・ プロジェクト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.子 どものライフスキル向上活動.就学補助 .「 rど もを中心とした開発]や 「子 どもの権利・屎護」についての啓発活動.省困世帯
に対する生計向上活動・

デオガル地域開発プログラム 10.512.430 76,II`人 人 |‐ Feb‐20 3● Pヽ‐ 31

ジャールカン ド州
都

,オガル
来年度からの事業開始に向け.アセ スメン ト調査と事業計画の策定を行った .

インドネシア ¥20,661,446 800人

トウナ地域開発プログラム 20.661.446 !3.425人 800人 l-l0n-09 30‐ SeP-2!
|

子どもの健やかな成長を目的 として.2017年度に実施 した第 1フ ェー ズ (2012～ 20[`年 )の 事業評価を踏まえ.2018年 度から第2フ ェー ズ

を実施 している。本年度実施 した活動は.チ ャイル ド・スボンサーシップの運営管理以外には経済開発分野であ り.主 に以 下の通 りであ
る。

1経済開発プロジェク ト (農 業収入の向上.マ ーケットとのネ ットワーク構築.グループの育成や関連する各種研修

2ス ポンサ~ン ノア・ マネジメン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 了どもを中心 とした開発」 (こ ついての幹発I動 . `rど もクラブ]の 活動

スラウェシ島
中部スラウェシ州
トジョウ十ウナ県
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国 名

プロジ・・ ク ト名

支援対象地

回別合計

プロジェク ト費実績

支援チャイル ド数合計

受益者数     支援チャイルに数

プロジェク 曜 要

南アジア・大洋州地域 (続き)

開始 ロ 終了日

ネパール ¥52,562,:50 :,800人

西 ドティ地域開発プログラム 3,.947.234 40.46`′ 、ヽ .SCO 人 |‐」UI‐0' IGS€p-26

ン,ド ゥバンュチム‐プラ
デ~ン エ州ドティ郡

支援地域内のコミュニティ中心の開発を通 した子どもたらの健やかな成長を目的 として.20[3年 度か らLAP3が 導入された.西 ドティ地

域開発プログラムでは.テ クニカルプログラムとして教育プロジェク トを採用 し,力 年 (FYl●20)の予定で活動を行った.活動内容は以

ドのとお りである.

I教育プロジェク ト :子 どもの議字能力向 Lに 向けた軟師への トレーニング.就学前・低学年向け読書クラプの活動.屎議者に対する就

学前教育の啓発活動お よひ貧因家庭に対する証学支援 .質 の高い安全な学習環境の整備.就学前教育・初等教育の質の向 上に向けたアカ
ウンタビ ,テ ィの強

`ヒ2ス ポンサーンップ・ マネ ジメン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイ′レドの定期的なモニタリン

グ. ~子 どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓発活動.学校における子 どもの健康診断.貧 国家庭に対する物資支援

パジャン地域開発プログラム (仮 ) 12.614,'16 15.100人

“

0人 1‐ Oc● :, 3GSep-31

第7州 バジャン都 来年度からの事業開始 .こ 向け.アセ スメン ト調査と事業計画の策定をイ|っ た.

7 4 y ev ヨ麟70,643,531 2,700人

レイテ地域開発プログラム 31.53ス2,1 2“.672人 |.200,、       !‐ Feb O, 3GSep-25

レイテ州タクロバンli

FY20は第2フ ェーズの5■ 日 (最終年)。 子どもたちの健やかな成長の持続性 を図るため.地域住民・ グループの籠力向 Lや レジツエンス

強 (ヒ に取 り組むこととし.以 下の支援活動を行った.

[教育プロジェク ト :就 学に関する保護者へのを発・研修 .就学キヤンペ~ン.学習教材の改善と普及 .ラ イフスキル教育.学校防災活

動.青 少年への職茉訓練.地域のCoMSCA"蓄 グ′■―プ)や生計向 卜の運営支援

2.ス ボンサーシンプ・マネジメン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタツン

グ. .イ どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓発活動

サマール地域開発フログラム 3,.10`.240 46,080人 1.500メ、 |‐ Feb‐ 0' 3●ゝP‐ 25

サマール州サンタリタ市

FY20か ら第3フ ェーズを開始 しした.事 業終了に向けて.子 どもたちの優やかな成長の持続性 を図るため.地域住民 ‐グループの能力Ⅲl

上や レジ リエンス強化に取 り1組 むこととし.以 下の支援活動を4テ った.

:.教育プロジェク ト :掟 学に関する保護者への啓発・研修 .難学キヤンペ~ン.学習教材の

“

書 と普及.ラ イフスキル教査.学校防災活

動 .肯少年への機業訓練 .地域のCoMSCA(貯 書グ′い―プ)や生訂向上の運営支援

2.ス ポンサーシップ・マネジメン ト・プロジェク ト :千祗や成長11告 を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 子 どもを中心 とした開発」についての啓発活動

ス リランカ ¥42,049,720 :,600人

リデ ィマ

'ヤ
ング地域開発プログラム 42.04,.720 19.222人 .600 人 1‐ Oでし09 3GSep-28

バ ドウンラ県

'デ
ィマ ツヤ ング郡

コ ミュニテイ内で子 どもたちが健やかに成長することを目指 し.2017年 度に実施 した第 |フ ェーズ (2012～ 201`年 )の 事業評価を略 ま

え.2018年 度から第2フ ェーズを実施 している。本年度実施 した支援分野 と主な活動内容は以 下の通 りである.

l.生 計向 Lプロジェク ト :農癸研修や小規模 ビジネス起業研修を通 した家庭の生計向上支援

2.子 どもの保護プロジェク ト :子 どもの権利や保護に関する 7ど もや保護者・コ ミュニティヘの教育・啓発

3ス ポンサーシップ・ マネジメン |― プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ. 
‐
子どもを中心 とした開発」についてのぼ発活動 . f子 どもフォーラム」の運営 ■浚イヒ
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回 名

プロジェク ト名

支援対象地

回別合計

プロジェク ト費実績

支援チャイル ド数合計

受益者数     支援チイ
"ド

タ

プロジエク ト概要

東アフリカ地域

開始 曰 終了日

エチオピア ¥:44,756,:62 5,300人

ゴング~ル ズリア地域開発フログラム フ3,S87.011 I15.000メ、 2,700,\ l-lan-06 3GSep-23

アム′ヽラ,1,,ヒ ゴングール県
,ン ダール ‐ズリア部

支援地域内の子 どもの健やかな成長を目指 し.LttP3を 導入 し始まった第3フ ェーズの5年 目を終了した.主 な支援プロジェク トと活動は

以下の通 りである.

:教 育プロジェク ト :授業の質向上のため教師への教授法研隊 譲■教育充実のため学習環境の整備 .障がいを持った 子どもたちのため

の教育支援.子 ともたちを主体 とする啓発活動の支援

2.食糧確保プロジェタ ト :農葉や畜産における技術研修.灌漑施設の整備.収入向上の研修や小規模貯苦グループの推進.防災や環境民

全に関する トレーニング

3.水 衛生プロジェク ト :丼戸および衛生施設の整備.街生教育の実施 .コ ミュニティでの水・衛生施設管理委員会の市成

4.ス ポンサ~ン ップ・マネジメン ト・プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイ′レトとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ. ・子どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓発活動

デラ地域開発プログラム 100.000人 2.60(人   l‐ Od‐05 3●Sヽ
"24

アム′ヽラ州南ゴングール県
デラ郡

支援地域内の子 どもの健やかな成長を目指 し.LEA円 を導入 し始 まった第3フ ェーズのS■ Hを 終了した。 キな支援プロジェク トと活動は

以 下のとお り'あ る.

[.教 育プロジェク ト :就学前教育の環境整備 と啓発活動や教師への研修の実施.識字教育拡充のため■習環境の整備 .小学校の整備 .授
来の質向上のため教師への教授法研修

2.食糧確保プロジェク ト :農業や畜産における技術研修.収 入向 Lの研修や小規模貯蓄グループの推進.防災や環環保全に関する トレー

ニング.子 どもの栄たに関する 〕ヽレーニング

3.木・衛生曖書プロジェク ト :井戸および衛生施設の整備 .衛生教育の実施.コ ミュニテ イにおける水・衛生施設管理委員会の育成

4.ス ボンサーンップ・マネジメン ト・プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ. i子 どもを中心とした開発」 |こ ういての啓発活動

ケニア ¥83,994,3:6 3,400人

イララマタク地域開発アログラム lS,000人 | 750人 1‐ Od‐05 3GSep-27

ナロク県 オスプコ郡
エランガタエンテ リテ ィ村
エンク トト村
ェ十ラマテ ィショレキ村
ケークコニ ョイケ村

支援地域内の 4ど もたちや家族 .コ ミュニテ ィの生活の質の向上を目指 し.2017年 度から嘔A"を ,入 して始まった第3フ ェーズの4年 目

を終了した.主な支援プロジェク トと活動は以 ドの通 りである.

:.教育プロジェク ト :就 学前教育および初争 中等教育の学習環境の整備.教師に対する教授法等に関する研修実施.保護者に対する就

学前教育の重要性の啓発活動 .コ ミュニティ|こ おける子どもの保護の組織強化お よびバー トナー との連携強化.

2ス ボンサーシップ・マネジメン |― プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ. 
‐
子どもを中心とした開発」についての啓発活軌

キアムボゴコ地域開発プログラム 40.420.2,4 21.フ 12人 1,6s0.\ l-Jun-o7 3o-Sep-27

ツフトパレー州
ナクル県 ギルギル3F
エレメンタイタ地区
キアムボゴ村.オルジョライ
村

支援対象地域のコ ミュニティの生活水準の向 |:を 目的とし.2017年 度からにAP]を 導入 し始まった第3フ ェーズの4年 目を終了 した。主な

支援プロジェク トと活動は以下の通 りである.

:.教 育プロジェク ト ,就学前教吉および初等教育の学習環境の整備 .教師に対する教授法等に関する研修実施.保護者に対する就学前教

育の重要性の啓発活転 コミュニティにおける rど もの朱護の組織強化.

2.ス ボンサーシンプ・ マネジメン ト・プロジェク |ヽ i手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 子どもを中心 とした開発」についての啓発活動 .
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□

支援対象,直

ロジェウト名
国別合計

プロジェク ト費実績 受益者数    
支援チャイル '辮

′

ァロジェクト疑奎
援チャィ属

●計

東アフリカ地域 (続き)

岡始 ロ

ルフンダ ¥:34,604,94: 5,000人

キ ラムル ジ地域 開 発 プ ログラム 30,,55人 2.`00人 1‐ Feb-03 30‐Sep‐2374.684.038

キラムルジ地区の人々の生活水華の向 Lを 目的 として.2017年度から始まった第2フ ェーズの 4年 目.以 下の活動を行った.

[レ ジリエンス・食料と未姜の安全保障プロジェク ト :家 畜農家への■牛の提供 .農業普及サー ビスの利用促進.脆弱世帯への家畜の提

供.家庭菜園の実施 .

2.保健水衛生プロジェク ト :学校及び保健施設の トイレ建設.卜健センターの改築・拡張支援 .手沈いなどの衛生啓発活動 .

3.教育・ ライフスキルプロジェク ト :就学前教育の普及・ 啓発.証昔クラブヘの教材の提供.

4ス ポンサーシップ・マネジメン ト・ プロジェク ト:チ ャイル ドの定期的なモニタリング.コ ミュニテ ィ内の関係者 (行政 .コ ミュニ

ティリーダーなど)に 対する子 どもの保護に関する研修 .

東部県ガツィボ郡
キラムル ジ地区

2,,||フ人グウィザ地域開発アログラム 59.,20.853 3●,P-25
|

2.40(人     17Mr_09

カ ヨンザ地区の人々の牛活水準の向上を目的 として .2016年度か ら始まった第2フ・・ ― ズの 5,H.以 下の活動を行った .

1レ ジフエンス・食料と栄長の安全保障プロジェク ト:家 畜農家への乳牛の提供 .鮨弱世帯への家畜の提供.家庭菜国の実施 .

2保健水衛上プ ロジェク ト:給水システムの建設 とコミュニテ ィ内の蛇日の設置.保健センタ~の 改築・拡張支援.世 帯での トイ レの設

置啓発 .

3.教育・ ライフスキルプロジェク ト:読 書クラブヘの教材の提供.歳学前教育の普及・啓発。

4ス ポンサーンップ・マネジメン ト・プロジェク ト :チ ャイル ドの定期的なモニタリング.学校 |こ おける

`ど
ものクラブ活動のサポー

ト.

タンザニア ¥:75,368,357 6,400人

ムグラ地域開発援」′」ブ ,1グ ラム 50.45,.664 38.809人 L,00人    1‐ Oct 06 3●Se,‐23

タンガタ| キリンディ県
ムグラ郡

ムグラ部の人々の生活水準の IⅢ llを 目的として.201ア年度からLEA円 を導入 し開始 した第
=フ

ェーズの 4年 日. l:な 活動内容 として以下

を行った.

1教 育プロジェク ト ,教 員研修や就学前教育の強化 |こ よる rど もの学力向上.と 少年の職業訓練や生計向上

2生計向上・栄養改善プロジェク ト :貯蓄組合の形成や小規模金融機関 との連携や晨業技術 IⅢ Lに よる収入向上.多様な栄姜価の高い食

糧へのアクセス向 L.● 4裸壕改善.保健サー ビス強化。

3ス ボンサーシップ・マネジメン |― プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドのt期 的なモニタリン

グ.「 子どもを中心とした開発」についての啓発活軌

,ロ フ地域開発援助ノログラム 55.453.0`3 .44`人 2.!50人    |‐ Ot-06      3● SP‐25

マニヤラ州 バスティ県
ゴロワ郡

ゴロワ部の住民の生活水準の向上を目的として .2017年度からLEA"を導入 し開始 した第3フ ェーズの 4年 目.主 な活動内容 として以下

を行ぅた.

1生 計向上・栄表改善プロジェク ト :貯蓄組合の形成や小規模金融機関との連携や農業技術向 上|こ よる収入向上.多様な栄表価の高い食
楓へのアクセス向上.衛 生環境改善.保葉サー ビス強化 .

2ス ポンサーシンプ・マネツメン ト・プロジェクト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 子どもを中心とした開発」 |こ ついての再発活軌

ムキンソ地域開発プログラム

`9.455.625
106,337メ、 2,350l l-lan-o9 3GSep-25

タンガ州 ムキンガ県
ムキンガ郡

ムキンガ都の住民の生活水準の向上を日的 として.LEAP3を 導入 した第3フ ェーズの 2年 H.主 な活動内容 として以 下を,っ た。

i生計画 L・ 栄養改善プロジェク ト :貯蓄組合の形成や小規模企融機関との連携や農業技術向 上による収入向上.多様な未養価の高い食
糧^のアクセス向上.衛生環境改善.R健 サー ビス強化 .

2′ ポンナ~シ ンプ・ マネツメン ト・プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン
グ.「子 ともを中心 とした開発」についての啓発活動 .

ウガンダ V52,555,343 :,600人

キルヤンガ地域開発プログラム 42.043.413 .073人 l.`00人     l‐ Od‐07 3&Sep-24

キ′` レ県ブヤガ郡
キルヤンガ副郡

対象地域の子どtム ,民の生活改善を日10と して.201`年 度から始まった5年間の第2フ ェーズ5年 日.主 な支援プロジェク トと実施 した

活動は.以 下の通 りである.

1食料確保・生計向上プロジェク ト :小 規模農家による生産者 グループの形成支援 .デモ国場の設置.農 業技術研修の提供 .

2.教育の質改善プロジェク ト :学校衛生クラブ |こ 対する研修.教室の改修.就学前教育を行 う教師^の研修.

3.平和構築および子ども保護プロジェク ト :夫婦に対す る子育てに関する研修.子 どもの保護に関する事案が発生 した際に適切に対応す
るための研修 .

4ス ボンサーシップ・ マネジメン
'・

′..

プロジェク |ヽ :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定期的なモニタリン

ロバランイン l― カ レンガ地域開発プログラム 10.S12,430 0人 0人    |‐ Oc‐ 1, 3GSep-10

カレンガ県
口′`ランギッ ト副郡及びカレ
ンガ副郡

2021年度からの本権的な活動 |"ク.に 向けて.地域のニーズ調査および活動内容の調整.地域住民や政府 との関係構築.チ ャイル ドの選定
に向けた準備を実施 した.
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終了 日

東部県カヨンザ郡
ルカラ地区



園

叉援対像‐tジ
ェ

'卜

名
日

',合
計

プロジェク ト費実績

支援チャイル ド致合計

受益者数     支援チャイルド数
プロジェク 曜 要

南アフリカ地域

開始 曰 終了ロ

コンゴ民主共和国 3,900人

トヨタ地域開発フログラム 52.5`2.150 26.23`メ、 |.9∞ 人    1‐ Oct‐06     3● Sep‐22

カタンガ県リカシ市
トヨタ地区

COⅥ● l,の 影響を受け事業進捗に遅延が認められることから.プ ログラム終了が 1年 延長され2年後の2022年に事業終了することとなっ

た。 トヨタ地区の 1]."7人 の子 どもたちの健やかな成長を目的 として .201,年度か ら始まった第3フ ェー ズの2年 目.今年度は以下の活動

を行った.

1教 ●プロジェク ト :読書クラプを通 じた―Fど もたちの薇字向上.学校における教材作成のための文房具の提供.子 どものス護やジェン

グーに関するイベン トヘの参加支援な ど.

2水衛生プロジェク ト :既存の結水システムの改善.屋外俳泄 と衛生問題に関する啓発活動.女児.男児.母親 .父親に対する月経衛生

管理に関する蒸発活動.な ど.

3.生計向上プロジェク ト :畜 産農家や小規模なグループに対する家畜の提■ .貯蓄グループ設立の トレーナーの表成や研修の提供など.

4.ス ボンサーシンプ・マ不 ′メン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 ′どもを中心 とした開発」についての啓発活動

カンボブ地域開発プログラム 54.655.385 22.44`人 人 |‐ lul‐07 lGSep-22

カタンガ県オー・カタンガ市
カンボブ地区

カンポブ地区の子ともたちが健やかに成長できる環境が整備 され ること目標 として .201,年度から始まった第3フ ェーズの2年 H.今年度
の以下の活動を行 った.

l生計向上プロジェク ト :畜 産農家や小規模な グループに対する畜産の提供 .貯蓄 グループ設立の トレーナーの姜成 .

2.教育・ 子どもの保護プロジェク ト :読書クランの設立支援 と学習教材の配0.地 方政府 と ―緒に子 どもの保護に関するイベン トの実施

を通 じた啓発.

3.ス ボンサーシップ・ マネツメン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチヤイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ.「 了どもを中心 とした開発」についての啓発活動

マラウイ ¥58,962,I17 2,200人

クーユL域開発プログラム 18.,26人58.,62.117 2.200人   1‐ Maン 06 3&sep-21

ムジン′`県 チンデイ区

クーユ11区 の住民の生活水準向上を目的として .2015年度か ら始まった第,フ ェーズの
`年

目.CC)Ⅵ D‐ l,の 影臀を受け事業進拶に遅延が

認められ ることか ら.プ ログラム終 rが 1年延長 され2021年 に事業終了することとなった.主な支援プロジェク トとして実施 した活動は

以下の通 りである。

[.保掟衛生プロジェク ト :子 どもたちの成長モニタリング.栄 養改善の活動 .HⅣ感染者グループ支援 .コ ミュニティ保健の強化

2.教育プロジェク ト :誠 字卒向上のため学習環境の整備.教師・保護者への働きかけ.就学0は育支援

3.資料確保プロジェク ト :農業技術研修 .マークン ト開拓や販売に関する研修 .貯蓄グループ支援 .持続的な資源管理のための研修

4ス ポンサーシップ・ マネジメン ト・プロジェク ト :手縦や成長,1■ を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタ リン

グ. ~ア どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓発活動

a.^r71=-(7v-r2:/F) * 4,532,925 4,200人

ンエウラ地域開発プログラム

`8.330.7,5 1

|,000人 2.S00人 1‐ Oct‐07 3o-Sep-24

ルボンボ地方 ロマ′`ンヤ区
シェウラ地域

地域住民の生活改善を目的として.2019年度から始まったフェーズの2年 目.主な支援プロジェクトと実施した活動は以下
の通りである.

:.水 ・衛生プロジェクト:水 および衛生施設の整備、衛生教育の実施.コ ミュニティでの衛生施設管理委員会の育成

2ス ボンサーシップ・マネジメント・プロジェクト:手紙や成長報告を通したチャイルドとの交流、チャイル ドの定期|,な

モニタリング、 「子どもを中心とした開発」についての啓発活動

ゲゲ地域開発プログラム 21.000人 1.7∞ 人   l‐ No■ 09 llsep-25

ゲケ地域開発プログラム

国内の大きな課題であるHⅣ′エイズヽの対策を中心に.地域住民の生活改善を目的 として.2018年 度か ら始まったフェー ズの3年 目。キ

な支援プロジェク トと実施 した活動は以 下の通 りである.

[保掟・栄姜プロジェク ト :住民組織^の衛生や未姜改善に関する研修 .妊産婦お よび祈生児のケア活動 .ヽ子保健サー ビスに必要な物

品の提供

2.水・衛生プロジェク ト :水および衛生施設の整備 .衛生教育の実施 .コ ミュニテ ィでの衛生施設管理委員会の育成

].ス ボンサーシップ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定期的なモニタリン

グ.「 子 どもを中心 とした開発」についての啓発活動

33

2020年度 チャイルド・スポンサーシップによる支援事業 (実績)

V:07,2:7,535



開始 日 終了 ロ

中南米地域

その他

グローバル・センター 運営●理費 224.945.398
パー トナーシンプ事務所・ 諸専門的機経 地域統I事務所の運営管理費.チ ャイル
ド・スポ´サーシップ瑯|1新 プロジエク ト運営費.支援事業●理 システム運営管理費等

チャイル ドスポンサーンップ特別募0 4.143.476

506  予算峙 レー トと決算時 レー トの差額 1こ よる見込み詞整額

目 名

プロジェク ト名

支援対象地

回別合計

プロジェク ト費実験

支援チャイル ド数合計

受益者数     支援チ
'イ

ル■数

プロジェク 睡 要

x )v-r/ )v)\ t: tv V77,37:,484 2,900人

ティェラ・ ヌエパ地域開発プログラム 35.321.7`4 57,412人 !‐ Oc●05 l0-Sep-23| .300人

ウス′レタン県
サンフランンスコ ●ンヽ ビエル

郡

サンア′スティン地域開発プログラム

Ⅳ [,か らLEAP3を導入 し.第 3フ ェーズの 2年 日とし7.以 下の支援分野、こおいて活動を実施 した.

[.■ 全で持綻的な地域社会の綸1生 :子 どもの権利rR護 を促進する地域力強化 (ロ ーカルア ドボカンー等 )

2.子 ども発達に応 じた支援 :子 どもの心理的.社会的発達を促進するためのライフスキル能力の向上および家族や地域イ}民 との関係構築

3.ス ポンサーンップ・ マネジメン |― プロジェク ト :子 どもの福祉の向 卜のための家族や地域の取 り紳みの強化.喘 未満児の予防技種

やクアの強 (ヒ .子 どもの言1画 プロセスヘの参加促進 .手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流 .チ ャイル ドの定期的なモニタリン
グ. 

‐
子どもを中心 とした開発」についての啓発活動

42.04,,720 53.073人 l.600人 |‐ Oc●08

ウスルタン熙
サンアグスティン郡

Ⅳ l,か らLAP3を導入 し.第 3フ ェーズの 2年 日として.以 下の支援分野において活動を実施 した.

l.安 全で持続的な地域社会の創生 :子 どもの権利保護を促進する地域力強化 (ロ ーカルア ドボカシー等 )

2子 どもの発達に応 じた支援 :子 どもの心理 |ヽ .社会的発達を促進するためのライフスキル撼力の向上および家族や地域住民との関係構

築

3ス ポンサーシンブ・ マネジメン ト・ プロジェク ト :子 どもの福祉の向 卜のための家族や地域の取 り●みの強化.5歳未満児の予防接種
やケアの強化.子 どもの計画プロセスヘの参加誕進.手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定期的なモニタノン
グ. .子 どもを中心 とした開発」 |こ ついての啓癸活動

エクア ドル ¥84,898,280 3,400人

コルタ地域開発プログラム 43.3,,,,08 34420人 3GSep-26r,e00.,\ r-JaFro

2019年度からLEAP3を ,入 し.第 3フ ェーズの 2年 目として.以下の活動を実施 した.

l子 どもの発達プロジェク ト ,乳幼児の発達 |こ 関する保護者への研修や衛生 |こ 関するア ドボカシー活動 .青少年のためのキャンプ、教育

関係者へのを達に関する研修.オ者へのライフスキル教育

2.子 どもの保護プロジェク ト :子 どもの権利や保護者 との関係改善のための研修.市 民IL会 による子どもの権利の強化のための取 り組み

強

`ヒ

.子 どもや青少年のためのセルフ・ コン トロールや社会参加促進のための活動.地域社会による子どもの保護の推進のための活動
].ス ボンサーシップ・ マネ

'メ

ン ト・プロジェク ト :手紙や成長,1■ を通 したチャイ′レドとの交流.チ ャイル トの定期的なモニタリン

グ. 
´
子どもを中心とした開発」についての啓発活動.家庭の生計向上活動

チンポランサ,コ ′レタ県
ンカルバ郡及びコルンベ郡

プンガラ地域開発プログラム |■761人40,9,3.372 3GSep-23|jmJ\ l-Julo7

201,年度からLEA"を導入 し.第 ]フ ェーズの 2,日 として.以下の活動を実施 した。

[`ど もの発達プロジェク ト :乳幼児の発達 |こ 関する保護者^の研修や衛生に関するア ドボカン~活 動.青少年のためのキャンプ.教育

関係者への発達に関する研修.若者へのライフスキル教育

2.子 どもの保護プロジェク ト :子 どもの権利や保護者 との関係改善のための研修 .市民社会による子どもの権利の強

`ヒ

のための取 り1組 み

強化.子 どもや青少年のためのセルフ・コン トロールや社会参加促進のための活動.地域社会による子どもの沢護の推進のための活動
3.ス ポンサーシップ・ マネジメン ト・ブ |,ジ ェク ト :手紙や成長報告を通 したチャイル ドとの交流.チ ャイル ドの定効的なモニタリン

グ.「 子どもを中心とした開発」についての啓発活動.家庭の生計向 ■活動

チンボラノ州 ,オバンバ県
プンガラ郡及び ツク ト郡

合 計 ¥2,237,047,029    2,386,582メ . 72,300人
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!贅全〕文撮額

箇別合計

合計‐最

“

金

I勒贅:支援犠

■託全     ―晨募金

東アジア地域

カンボジア

カンポジア王国夕ヶォ州.`お 1・ る号千健康改鬱事業 (第
年次)

外務省

(過年度姜子事業.=僣 る支援金調整板)

カンポジア王国タケオ州における母子腱廉改善事業 (第 1 外務首
NCO連

"簗
信管令協力

タケオ州研 抒政区 (2保 健行政医)|こ おいて.事棄対象地の乳勁児及び妊産婦の健康■薔を日指■,"年事業の
=年

次 (最終年次,を完了した.2年次i●

1引 き縦き.保健センター織員や村澪保健支援グループを対象
`し

た各種 トレー‐ン/.● ミュ‐テ 裸 億栄姜基金の設立.保健センターⅢ

`お
|す る イヽ

レ 貯水タンクといった水薫生倉設の建祓.ま たⅥVの腱 栄長支援アプローチの
"~あ

るま L,■,H‐出 モデル|,1る
=歳

未満児つ栄贅予防 嶽 替.=崚

り組んだ.また.3年 間の事業成果を瀾るために外部´ッサルタン トと共に経 r時評価を実適した.産耐 産後検診.予防接轟.下獨の対処法について
の上しい知識を持つ等のを指僣|こ つい‐.総 してベースラインよりも結果に大幅な改善が,め られた.

ブレアビヒア州 |ミ おける母子保腱■栄養・水衛生改善事

業 !

^事
業 .■ カンボジア北部のブレアビtア州の4郡 |=お いて. ~子 どもたちの健康 珠 菱状態が改まする と,｀ う上位日凛遂咸に贅することを目指す.保

健従事者や地域住民・ヽ の母子供健・朱養・水衛生.こ 閣するトレー‐ングおよび肇癸活動を実慶すると共に.健康な生活の基礎となる安全な本や綺凛な衛
生震■を姜えるため.地域it li綸 水システムを建設し イ`レを普及する.またい呼の保健栄贅アプ

``―
チの 1うであるに,臓

"●
モデ,レ を用いて.家庭や

地域での食事習慣を改善けることによう.“
`月

1'の 檀幼児の茉癸六良率を .ヽ十る.特 `,事業開始後.数か月間 (m節年,月 から,■ )は .新型,● リウ
イルズ感ヽ症により進拶|=遅れがtしたが.2餃 0年6月 以降.■ベースを上げ‐.活動を順調に実施中である.

ク ボウ小学10 図書館建設支援千葉

ル郡ブ レイ・ ヒアプ有

本事業で|` ´ク・ポウ1.学校に在経する児童SS人 (男 ヱ

"!人
.女子2ス人

'お
よび該曇員12人 のためi=図 書館と貯ヤ ンタを建設し狡庭を整備する

こ
'で 同校,,児童が安心。

~快
通にケび.よ ,■習成果を高められるよう環境を整スた.同校にliカ ンポジア教育省の基準|=沿った図書鮨はないた

め.全,教事のうち1宅 を図薔室として使用して,ヽ たため 部屋の中は暗く.0書 も充実 t‐いなかった.児まの将来を左右する譲字能力を効果的に高め

るべく 図書蛉の建設が強く求められ‐いた.貯水タンク
`E(■

Ⅸ触 )を建設 し.枝
「 =,こ `t達

具や屋根を設置 1.学 技をヽ通~盤 力ある場所とし.よ り

多くの子ど

',た

ちが織続 して通学し勉強.=昴むことができる t,取 り組んだ.計画通う.事業は完了し■.

''郡ナクタ・ トゥ′`ル村

本
=来

では.ボ ウ・モントレー小■校.=を続する児童〔
"人

(男子0人 .女子,人),.よ び教摯員
`人

′
'た

め.こ 図書露.複却炉.校区を整備 し.安全な水
.″法給十ることで.同校の児童が安心して快蜀 ,こ 学び.よ Ⅲ 習成果をヽめられるよう環重を整える.同枚にはカレポジア教育省の基■「●沿った図書館

.″
iないだめ.敏室,室

''う
ち,室 を腋員室兼口薔市

'し
て使用 しているが 建物の劣化がましく危険なため.来年に.I使用不可となる予定である. また廃

栞 物を処理するための焼却炉がなくゴミが散乱してお り.衛生的な環境|と は言えず改善が求め
'。

れていた.校には雨綺には水浸 し|こ なってしまうため.

1子 どもたちが楽 しく過ごせる場所‐1■ ない.■■をして地面を高くし.兼具を整備する.1司 崚には雨水月貯木タンタが賢.=あ り近降には溜池もあるが.

|その水,i餃用にli適 していない. 子どもたら,こ 安全な水を供絆 するため毒過フィルター を設置し.雨水や溜池の水を通年澪円できるよう支援する.計画

1通 り|こ 進行中である.

「」̀
に

20

ラオス 70.30■ [OS

1日
本ランサイ地域開発プログラム

m“年度、こ開始 した′ヽランサイ地城関発プログラムはラオス政府の政策変更により.スボンサ~シ ンフ●
'活

動を行 うことが困難とな,節 l`年度で姜 了0
キ.201フ年度以降はこれまで行ってきた活動をもよ|こ .地域I=住む子どもとそ′ヽ家族の生活.=肯定的な変化をもたらすため.各地方政府の卿 0や‐―ズ

.=合 わせて各年,,活動計画を策定し‐きた.壺 1年度の終了予定^向 1サ
イ.η

=0年
質|■ 生計向上分野ι栄を分野に焦点をあてた以 Fの プ0ン 、

'卜
を実

1 生計向上分野の英援活動 .農薬生産看グループの育成′市場開拓^向けた支援 (家 畜封脊 絶作.良業用水確保‐と魚■殖のための川グム建設な

ど).貯著グループの設立と起実支援.自 然災害のリスク削減・ヽ 向けた研修の実施.

2 本差分野 ,ヽ 支援活動 15歳未瀾児を持つ世帯を対策とした農来技術支援 (家庭棄園・姜鶏など).茉姜.こ 関する■体の実L.

“

07年瞑.`開

':し

た夕′`ントン地域開発プログラムはラオス政府′,政 策変更|`よ ,.メ ボンサーンフア′,活動を行 うことが困甦となり節 |`年度で終「 し

た.節 1,年 以降|ま これまで行ってきた活動をもとに.地域 |こ 住む子どもだちとそのア放0'生活に肯定的な変化をうたらすため.各地方政府,,戦略や‐―

ズ.=合わせて各年
''活

動計画を策定し‐きた.節 1,年 :2月 から開1.さ れたNGO連携無償☆0協 力|こ よる教育環境改善事業とともに."節年度は生計向 ■

分野および栄姜分野の活動″実施した.また事業最終年度
'=向

けた調整 し開始した.

, 教育分
'F●

,支援活動 ,知 :,年 12月 より助虚金書金が加わっFこ と‐
.よ り多く′

'子
ど(.た ちを対象にした■ 7教育,,強化に向け

'活
動を行 うことか

|で きた.

2 生言1向 上・彙姜分野の支援活動 |,蔵未蘭児を持つ世帯を対象とした農業技術支援 に 庭楽園など).策 奏に関する研修′,実施.農桑t滝者 グルーブ

の育成ど市暑開拓へ向けた支援 (魚 の委殖・家畜飼育など).貯蓄グループの拡大とだ業支援.自 然災害のリスク削減^向けた研修を実饉 した.

l‐ 0こ |`   =0ヽ 饉21

夕^ン ト´部 に,.,す る初摯教Ⅲ ,学者興境改 普事業 l

^事
果では.少致民族が多く暮らすサ六十ケッ l・ 県夕^ン ト́ 郡 .こ おい‐ 農村部の子どもたちが社会文化的背景 .こ 関わりなく 牛ぶ力の基礎 となるリ

テランー (証

“

力)を低学年の門.● しっかりと身|~つけられるよう東授する.長期的.‐初等教育の退常事や諷字■の改誉ヽの貢献を日指す.具体的′
=

|,.教 員 ｀レー‐ングによる教授法の■替.よ り良い学習員場のもと子どもたちが学‐ 1う 水衡牛設備や識書コーナー.致材などの学校′´フラの改
善. リララシー向上^向けた家にやコミュ‐ティでのま,活動促進を行 う.

第 1年次i=あ たる200年度は事業活動の本格的な実施に向けた基盤輪 を進め‐いたが :011句 よ,COⅥDl,"影■を受け約2カ・5の活動停 ttと なり+
桑進移 |`遅 延が生している. ~の遅れを取り戻すため事業期間を2か月延長 しル 1年 1月 末までとし.活動計画の修正を行った.事業活動と 1.て は.^―

ラン‐教授法研修を実施 した.また.自 己資金 |こ よる同事業の活動とレ‐ 対象鬱 校の技今饉結を■ ,し た.
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名

II奎l燿 額

姜籠全

日別合計

:■贅】支援頷

助成金 ‐
般 肇 委証を ―蟻沐0

東アジア地域 (続 き)

ミャンマー [7[.430.,3,

カチン州=おけ引 0「 のヽ食櫨支援事業
国0世界食糧計画 :WP,
(過 年度終了事業.=饉 る支援金調整額)

ラカンン州 |`お .lる R綺師 事業お■ひ朱長支■事業 国連 |す 界食颯計画 :VVP】

‐ラカイン州:|セ 部に恐らすイスラム教従はミャンマーit府 により移動を制限されて,.る ため.査橿^のアタセスが限られお,.,01ア 田月以降はより饉_
い状況となつている.本事桑では.バングラデン‐から戻ってきた場■民を対象i‐ ■籠配市を また

'議
以下の子どもおよび妊縁中・■,tl'の 母観がい

る世帯には条姜支援とし‐
栄賽が強化さ1ヽ た査饉を配布 し 衛■状態改善のため,=石 けんの配布 1,行 つた.

l」・‐1'   '0,・・■
'

ヤンヨン警区.,お 1,る 乳幼児および妊産嬌への栄姜支援
国連世界食端 1綺 1 lwF,1

ヤ´ヨンの中でもダゴ セ́イ′カンタウンシ ,プ はヽ 十Ⅲ 弱性が高く.ワ ールト・ビジ■ン・ミャンマーの調査により.'1産嗜や職 以下の7ど もの榮
表不良が他の地域に比ヽて高く.そ の主な原Шが資幽:`よ り十分′1食科

``得

られ′
`い

事 支た衆養|こ 閣する知餞不足|`よ るものであることが明らか,こ

なった.本事業では.妊娘中および授乳中の女性を対無に食繊 入のための現舗 けを行い.合わせ‐子どもの保護者を対象に策姜指導を実亀した.

l」・ l―

フヵンン州|=お .す る食爆配わ牛来お iび栄養支姜事業 1●連世界資糧計』 !W,,1

|ラ カィン州北部では.■綺|`わたるツうの影
―

′ 牛業が奪われ.また住民.こ li移動制嗅が螢かれているため.食料ヽのアクセスが限られており
|ま た栄養不良 (桁 に子どもたち〕,● 陥つている. このため.本事業ではマウンド タクンシンフおよびブラン ン`・タウ´ン′ブ|=住 t,“溜Ю人 (内

訳 ,国 内達難訳,拗0人 .弱い,場 に置かれた住民●.まЮ人.妊産婦13的人.および,歳以下の子どもたち7`20人 .=対 [て 食料 (米 食用油.豆績.塩 )

とスー六―ンリア
'● `呼

,,■ る人豆や トウモ●‐ン.`ビ タミンや ミネラルをブレン ドしたものを配布した .

ラカイン州北部.`お ける食糧配布および朱姜人梁事業 」適 |■ 界資峰:1画 :WPl

ラカイン州北部における.長期にわたる内戦や不女足な治■状況の結果.食糧の報埓などの生葉の機会が奪わ1・ ている. また.離今のCOⅥじ !,の感央

予防拮□itよ る移動制限が離 れていること:こ よう.食苺^のアタ‐スがさ|.|=悪化 しているたハ.栄姜支援の‐―ズのある同州の妊産婦や,歳以 下の

子どもたちはl`0`Z人 いるといわれて,ヽ る (2の年
=ャ

ンマ・ 人道社応計画〕.こ のため.本事たでは マク´ |‐ タク´ンップ,1・ よびブティドン タ

ウンレ′プ〔こ住む最も弱い立■に置かれた42∝0人 (女性
=1,お

人を含む)を対0と した食糧涅布 (米 .貪饉抽 .豆類 壇)を .スー′ヽ―シリアル (大

豆や トウモ●●ンにビタミンや ミネラルをブレントしたもの)をRI"人 (=歳以下のテとも

`,=0人

.妊産颯14た人を合1,)i`配布する .

t,J・

“
    ]l‐ D"つ 0

ベ トナム 28,344,■ 53

ホイ・ ラン■枢軍調澤場e設支援事業
(過年度終了事業.=係 る支」金調整綺

ハンガイ中
`校

建it文豪事業
株式会社ぇがお

(過年度終了事業|=係 る支援全露整額)

ディエンビエン省.こ おける山岳民蘇の女掟と女性に対す
る人々 取サ1予防事知 22128.05,

デイエンビエン省ムオ´チヤ

本事葉は山F民捩か盤 暮ら  ́ 人身取引の被害が多いと報告されているデイエンイエン省ムオンチヤ椰. トアンデオ郡i=お いて 精に後害者と■て
ターグット.こ なるこ

`が
多い女性と女児を対彙とした人々取,1予防事業である.具体的iモ |■ 女性と女児が学び情報交換することができる拠点を確保し.

収入向上につながう機会を提供 _.人々取引と女性 '子
どもに,けする暴力 (以 下 .VAWC_)か

ら々を守るラィフスキル研修を実施する.こ うした機会

を通 して女性と女児がよ哺 極的に地域●
',.動

|=参画し.自 分と宗峡.同 じ■遇.=いる仲間を入身取,Iと VAWCか ら守ることをF指す.

第 1年次■なる2120年 度は.事業活動の本格的な実施:=向 け語々の準備を進めた 0実 スタンフの採用.事業開始 ミーティング.省 t府・
=ュ

政府・事業

対象村のステーク不′
'ダ

ーとの会合.活動■施前の烙巌等′,事 業実i体制の時築).活動としては.21′ で,ミ ュ■ティセンター設置のため,,行政・贅
材護達の手長さ.7う の■1‐ ―´の子ども保讀委員会 で年同活動計画の作成.4=村で女性グループの設置.2`村 で子どもタラブの設置.各女性ク ラブ

と子どもタラブでの月例会議・活動を実施 した.Co・ ,`1,｀こよる影響~活動,=遅延が生していることから.1年次の 部のこ動を2■次t策
'嘘

_て実滝
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ドナー名



崚 金:支援頷

姜に金

国別合計

助崚金 證琴金

:"資1支螢額

委κ全      一般募全

南アジア・大洋州地域

バングラデシュ 233,3,[,9,`

水 ■牛環境改薔事実 (1年 次,

外務省
NCO連携無信督金綺カ

■ 年度終T事 業.=係る支援金調整詢

北ダ′力市ミルプーフレ●ヽ

“

潤層居住地区におけるコミュ
‐ティのごみ・衝生管理能力強化率桑 l

4ス |`,.,15 NGO連 携無憤資金協力

首都ダン
々な健康

力 北ダンカ市の シ,ブール,,■ 困層居住地区 で.1.ごみと衛生
''問

題′:勲箸‐あ〕.子 どもや女性をはじめ.人々ュ劣悪な
リスクに晒されている.本事業は.地区住民のごみと断生の問題解決 こ向けた地区住民のエン′

'ワ
メン 及`び仕組みづくり・

.水浴び場つ を通して 人々の行動変容を後押しすること‐.世帯レベ′
'及

び地区全体のイみ 衛生替燿を改喜し生活職壇

生活颯Ⅲ ,中 で様
施設薔菊 {性 水溝

地域へ′ンスワ~力 ~の記力強化を適しか母子供腱プログ
ラム支姜事業 (′

|ン グラデンュ)

ディナスプール県ビ0ル郡.

ブィナスプール県ピロル郡 (,ユ ■オン) ビ,レ コンジ熙 (`ユ ‐オン)におい .́鰊未満児および妊産婿の健康改警を日指tて ,年間行う事業の第4年

日.主に.コ ミュニティレベルの母子保健活動を,う 地域住民ボラ´ティアの育成.および地域住民ボランテイア.=よ る世帯訪間・啓発活動の実施.コ
ミュ‐ティ・クリニノク

''運
営責任を担う地域住民グルーツの活性化.● ミュ‐ティ・ク,‐ ックのサービス改善を日的としたアドボカレー活動|こ 取り

Eづ く奏力削減支援事業

シャパン・ブフットフォーム 【i眸 1

(過年度終了す薬;=(′ る支螢金調整η

バン′′ラデン、^の適薙民居住地|`おけらジェンダーに
基づく晏力被宮防止事健 ジャ′ヽン・フラットフォームo膵 l

|コ 17年 3月 番日にミャンマー・ ラカイン州北部において発生した治安都隊に対する晏撃事件及びその後の情勢不安定化の影■を受け.ロ ッタス´`ザール

コッタス・
^ザ

ール県ウキヤ 1県 ウキア郡.及びテクナフ郡,`避健し‐いるミャンマー避饉民のキャンプ.こ おいて遭難1、 .こ 対するジェングーに基づく暴力(G3ηの予防啓発を行うとと

''    1蕩
:=日

3yl崎
1を

受 iやすい女11女 子が安心して利用いき
…

'ス^― ヌ (離

…

″ W… 湘 G,H,… )の団 ― を運者す る人

___    |

|,¨ |'  =|・ 晰 珈

蒸うく曇カカ.ら の保まとコミ,■ テイの対応力強化事業

●ツクスバf― ,'県 クキヤ郡 .=位 置するキャンプ:':=お いて.通難民に対するンヽング~|=基づく暴力 (G`V)防 止:=口 |,た コミュ‐チ′全体 (違簾

ス・′`ザール県ウキヤ 民・ホス｀́ ミユ‐ラィ)の饉力強化を図り.も ってG3Vの′
=い

Oiョ ‐ティ形成|● 寄与する.本事業‐に.G=V.=田 する情報
`支

援サービス^のアク

セスをより改善し C`V防 止.=|=1'た .ホ ス■‐ミ,‐ テ′の京教指導者を含む.地域つミ,‐ ァィの能力を強化 して.キ ャンプ内のコミ‐=ァ ィi=お

ける女性や夕「
の保護環境′, 層の改警を図る.

コつナウイルス感染子防 ',た め,,水・僣生支援事業 シャパン・アフットフォーム :,r〕

。フクメ六ザ ール県ウキヤ郡1=位置するキ‐ンブ |,に おい~. 
ミャンフ~避崚民8住地 .こ おける新型●0+ゥ イルメ感染症 (COⅥ ● |,,感爽子防及び

感染拡大防止に貢献する甘的で.公衆饉生状況の改善及び啓発活動を実施中.具体的には.①世帯用手工い用品 (蛇 口付き′くケツ)や月恐用品等,,支

綸.②共用千洗い■の設置.凛丼戸の修稽. イ`ン0絆泄働
"汲

み取り 0感 染子晰
`つ

いての啓発).動 ,(取 り組んでいる .

|,1● |_2

串グッカ市^ザ リパーグ地  |′ ン`グラデシュ,,首都ダンカの南

“

.=‐ .家計を助けるため|こ 学校を辞めて危険な労働環資で働く子どもや若者を対象i=.若者たちがより良い職 |こ つく

貢
.カ ムランイルチャール地

|夕 :の
腱葉頷様.衛生象青や保健サービスの提供.学校に行っていない子と(.た ちヽの教育機会の提供.および就学 医学を目指した慟さかけを行って

iY´ ウー躍民.‐ 対する食糧支換事業 23.440.62,| 国連世界食糧計鷺 !Wi,,

コンクス・ 六ザール県ウキヤ コツタスバザ~ル果のヽャンウー彙民キャンプ (Gm,証.ふ″ '.10. 1:お よび:')'こ
=住

する,`'世 帯を対摯【
=.食糧配布 (米 .豆顆.食糧油)

郡             を実施した.

υ卜●■,   ,7■ ●■,

ミャンマー難民の子ともおよび好娠中 唯 乳中の母親 .こ

対|る 榮賽支援事業
S,42.SO] 国連世#資桜 'ト ロ|【 Wi,1

‐ックス・′てザール県ウキヤ ラックス六ザ・ ′レ県な ャン ―́嬢民キャンプ (C"呻 4.C,●,3～ およびC,`中 10):こ

`住
する

`,月
以上

`■

以下の栄姜不良の子ど1、 および妊娠中
郡              委乳中の母勲 ,彙養状像●,改善に貢献するため.査綺配布や朱姜を強化レた食饉配布を実慶した.

il´ ヤー難民.~対する食組支援事業 [」 建|'界食電il画 :WfP]

m:,年 3月

"β
l=ミ ヤンマー・ ラカインリ1北 部において発生した治安

“

稼に対する豪摯事件及びその後の情勢不安定化の影響を受け.■ ックス′
`ザ

ール

県ウキヤ郡に運難 しているミャンマー差肇民のキャンプ (Gm,■
"t,IQ I;.ユ

|テ l,"aη敏01=居住する,“ 世帯を対摯|=.食糧 (米 .2.
詢)記布を実饉している.

ミャンマー艦民の子どもおよび妊蝙中 肇 乳中の母親 |` 国●世界資椰:1画 [WiP〕

'ン
クメ六ザ~ル県の ミャンク~鮮民キャンプ (GⅢ,1● 2z2.3■ 2)|こ 居住する

`ヵ

月以上,歳来浅の栄姜不良の子ども および妊娠中 授乳中の母

模の栄養状懸
`ヽ

改善に貢献するため.食日配市や栄養を強化した食糧配布を実施している.

|」理磋民高竿弁務tr務 所 :UNHCRl

●ヒ´ギ■難I● 問題の長期化|=饉民を受け入れるホメ トコミ,‐ ティ|こ 1援受

`化
や物価上早.雇用 生計機会の損矢など深蜘な影書を与えている.そ

のような影響を受けている特に睫弱な世帯 !“田7人に対して 見奎綸けの支援を″った.
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国別合,}

合計
【資金〕支根頷

プロジェタ ト名

"■
t 委託全

国  名

一般募金

:力贅l支援額

姜託奎     ―侵|=金

南アジア・大洋州地域 (続 き)

インド 21,S,3,``7

地域ベルスワーカーの鍵力強化を通 した母
`保

健プログ
ラム支援事業 (イ ンド,

サーガ′●県タライlL区 .こ おいて.5最 +清児および妊産婦のは巖改書を目指 してS午問にう■業の第 年|.上
`●

 コミ,‐ティレベルの母子保掟活動を

行う̂ ′●スワ~力 ~.^′ンスポランテ ィア^の 卜 ―́=ン
′́ 簾爽な栄菱不良児^のサポー  ` 地域住民を対象にしたを発活動を実童した.

●イク
''レ

|_負 |,ない家づくり支援

21旧年 !1月 |こ 大規模なサイタロンG,●がキラユ地域を襲い.大きな校答をもたらした.当地域で1,キ ラ‐Ю ,の 支援で.矢害時の連絡ド制や.選嬢所誘

`訓
薇などの防災活動が行われていたことから.サイク●レによる負饉きは数名,こ抑えられたが.家屋の半壊・ 全崚は 11.0∞ 薇 |こ 上った .

地域の嗣 世常は.11ば毎年到来するサイクロンで家屋が被害を受.■
‐いるも●`の.綺場な修復をしただ .iの に居.=属住し織けている状況にある.従つ

‐.事婦世帯など佳居再建の公的助成～受 |・ るために必要な自己資金を軸 できな1弩めて魔弱な世帯 (4世 帯)1こ 対し.強日々十台や柱のある安全な

家を建築する支援を行った.

5,:67,38=

'ル
ナテ郡子どもフォーラムの国書菫兼集会所建設文技

子どもたらの豊かな成長に資する多様な活動の場を確保するたる.テ ,,ナ テ郡行政との協衝で子ともフ1-ラ ムの図書室兼ヽ全晰を建■ 整備 を行っ
10o■ ,  ]o“

"m

^ル
ベ́ラ県苅稀国 水籠生成績 摯倫・ 改善 支援事業

北マ′レク州 東^ルマ^ラ 漿マ
マス椰.中部ヤ′ヽ椰.● タャ本部の加 村1う にあるlS校の坊壁国のうち.特に優先度の高いに校の イ`レや手とい設備等の水衛生設備を整備・改善する

′ヽ稲.中 掘マ六郡.ン タャ′、 ■とで 同幼維回に通 う十どもた 1.の 魚生奥境を整えるとともに.子ど|.た ち自身の衡生書■の熙成を図る事業を実施 1ている.なお.廃 ,■姑
`つ

い

郡              てli mЮ 年度
`・

ら

“

21年度 |こ かけ‐.東 ^ルヤ^ラ 地域開発プログラムの子繁.=お いて同等の設備を整備する_

口・
|・ カ

ネパール 3[,:`3,323

第刀1ド ティ都の 1市および21i(1午 次と事業対像 |■・1じ だか行政体研のな更 ,こ より標記を変更〕|=おいて.学校・ コミ‐=テ ィの防災力,,向 Lを 日抱 _
て1年 同行 ,事業の最

``年

の活壺を実略し.無事梓

`し

た.主 な活動内容は以下の通りである.

I安全な学校施設の整備 (モデル校の整備)|モ デル校となる:崚での耐晨性のある学技校査の建築.水・衝生螂設の整備

2常I、・ コミュ‐ティの防災システムの改諄 |+技 防災計画の策定.地域防災計画の策定支援 .帯支・ ●ミ‐=テ ィ~の防災教育

3モデ''校の取り組みの絆及・地方政府と・ ミ‐‐ティの協議の仕組み造',.コ ミュ‐ティからの問題提起の仕組みメ リ

地域^′,ス ワーカーの能力強化を通した母子保健プログ
ラム支援事業 (ネ パール)

武出薬品工業X式会il

第
"‖

ドティ郡の3'|せ て.,歳未満児および妊産婦の健康改善を目指して
`午

関行 ラ事業の第4年 目.主に.コ ミュ‐ティレベルの母子保健活動を行うヘ

彗ス:厖花雇取↑ti,7´
ラィア^の トレー‐ング.地雖 民を対象|=し澪 発活動.コ ‐ ‐ティレスルの麟 師 の運営責任を担 う戦 住民委員

‐イカ
'オ i濠 がい設備整備英援事業 東とプラントシステム株式会社

六グマテ′・プラデ~ン 川ヽ

区フィカル村第4区

本事業で
'■
農作物の収崚量がより安定することを日め:`.晨薬用漁藝晏億~進●,て いる市場と,'連携とあわせて.本事業対象ルなる農字が市場関係

入の安定i`つながるこ′が期行される

の螂 を,った.|.地 域で行つている地域開発フログラム●浪 来生計向上事業
者と●ヽ関係を深め.市場で

',晨
F物′,取 ,|き が活性化することで. さらなる収 |.鮎v■ ,   ,∝ヽ

"20

チ ヤンシ||サ ラスワテ ィ小学校建設 支援 す案

ン‐,1ド テ ′郡アダシャ地方

市和 区チヤンシ有

■在¬νは西ドティAOPを通した.学校敦師
'計

する教授じのトレー■ングや
=庭

・地域に対する政青
"重

要性の薔癸など. 子どもたちの改青環境の改
善.=取 り組んでいる. しか_.地方市や|すの予算が限られてお

`.チ
ャンン村を含

`,多

くの学校の教育施設や木衛生設備が整っていない 従って本事業

1:口 意森

`ζ

雲£tirz■
′小学校校舎を増設するとと1ド 敦寓億品と手挽|ヽ場を整備十ることで.同核|=通 う子どしたちの教育・毎生環境の改

l‐ A●

=拗

71rt'
オル■カナイ小学校教宝建設支援事業

|

]“
・

01 個人ご支疑者

|オ ルモカナイ小学校には数室が
`棟

あるが.6年 生が使用する哺 は教青省の栞準を満たしていない. トタン板で囲つただけの奎均で 著が′,い ため夏は
i■通しが悪 く暑い上.百期は市漏りや強い口雨|こ よる倒枷

'恐
れがあるなど.学習環策`i劣悪である.教員 も住民も新しい被舎〔

=建
て,え る彗望を政府

鶴 争
出 t‐いるが.政府の豫 劇限られており 鋼

`至
っていない 本事業で|■.獲 を新しく建

~替
えること‐.テともたらの学習棗境の改差
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国  名

瞳 全:支援飯

晏誕金

国別合計

合:}―■事全

:Ⅲ■】支晨額

晏託全     一般秦奎

東アフリカ地域

エチオビア 40,6[■ 265

中等教育凛晩整備事業

アム^ラ州フ、レグ・ヒクォ′ 病`院の■全・衛生環4
改善事業1 NGO進 携無償資金協力

フェレケ・ ヒクォット病院のスタ ′フの問題解決能力の向上.サポーティプ スー′ヽ―ビジョン・ システムの強イ
`.コ

ミ‐=テ ィとの′`― トナーシップ
崚成を通して.病院スタンフや利H者の祖点.=た った病院マネジメン トの仕重みの構築に寄与する.同時に.嗅緊の課題であるにやごみを含む

‐
み処理

施設.符合遠設.ホ衛生菫設の整備を行′ヽ 病院スタッつおよび息者|こ やさしい環境の基盤整備を目指す.さ らに.病院スタンフおよび趣番への安全 .

缶生|=関する研催を行い.行動変害を促● ■ロナ感染拡大.■ よる非常事建賞言の影響を受けて.ス タンフの雇用が遅れたため.事業期間を3か 月固延
長した.

,|‐ M●た21

|ゴ ング
｀ルズリア郡では.′ キセ‐ント付における安全な欽1}水 ^のアクセス向上のため.^ポ ン十一ンンプ事業の水衛tフ ロジェタト資金にて.茂丼

アム′ラ 州 ,tゴ ンダール県 ゴIPのC設を行つていた.本質検査により.そのうちの一つの浅井戸の水が.世界保億機関のフン彙台有量の安全基準を超ぇてお ,.飲11ホ に通 していな
ンダー´ ズリア郡

  1振 i輩瑠 Ltざ
のため本槃 ■1ま フノ器 去施設の建設を行 |ヽ けにお ,,る 安全な飲糧本の確保を国る.今年質店 建設資材の鍵 を完了輩

ベク●ツイオン ア″ネ小学校数言建設支援事葉 ヒ‐セ通商構式会 _ヽ

^ク
●ツンオン・アダウ小学

校

ザナ|,.こ ある ク`~フ
イオ  ́ アダネ4■枝は1,,1年 i● 設立され.学校にある1`4贅事のうち.4改宝 1,1耐 久性が低く 氏.=老朽化している.ま た教育省

基準では 1人 の綱 に対して児童Ю人が定員と定められているか. この数室~li基準を超える児壺数を収容_~い る.上間の床 ,■ 雨期にはぬかるんだ

|,.室 内の採光がつ ないなど.設備に問題を抱えて,ヽ る.本事業~は 0小
`貴

交教
=1棟

〈既存の教宣より大き|ヽ部屋)の建設 ②学習■と橋十のセ

1備 0保護希や地域コミ,‐ティとの機饉 (:,現 地行政との連携 O鼻地行政^の引議 し綱 所式を行 う.これにより児蠍たち
`邁

切■年習環境●,改 警

|を
日指す. 今年度は建設資材の調達を行い.コ ミ‐‐ティ住民 .こ よる地ならしF業を,｀ ∫した.

=OA,■
,1

クニア ,5,133.51:

M。いo∞ Ho“‐プロジエタ｀ (シ オ′ギ製品で日本の母

ア共和国におけるヽ子供億支援事業●年次)

塩野義製薬株式会社

1水薔生桑資の改善を中心と_た マルチセタ″―の取り組みを行い.住民^の啓発と意識・行動変容を通 して■豪地域の子どもと妊え婦の健康彗憾の改善
|を 目指す.長崎大学およびケ‐アの大学との慟働.こ より.T痢 と栄姜状態を指標 とt.て  その効果の■‐ 研究も同時it行 っている.本年が最丼年の計
1画 であつたが.COⅥι l●によ

',3月
末以降.現地での活動を 旦中止した.3=よ り楡々|=活動を開始 したものの.当 初予定していた年度後半の活動及

|び終了時評価を実菫することができなかったため.取 1年7月 まで事文節間を延長することで塩野義製薬と合意.|■ 様.=.長崎大学及びケ‐アの大学 |●

|よ る調査 』 覧事業もCOⅥじ:'の影督 |=よ り実奎できなかったため.21年 1月 から改めて実施 し.2●21年

'月

まで,rう こととなった.

:l」。
'・

21

1年 事業の1年 日.キ ,フ ´県・ ′́ ゼ準県のバンバ地域およびジャリブニ地域.=て .妊産中 授■婦おょび,歳ホ務児の健囃改善を事業員標it 保健[設
の整綸や医療従事者の技籠強化による母子保鍵サービメヘのアクセス改善.栄表 .水衛生行動改善のための仕組み整備.保健システムのマネジメン ト強 l・ A,`つ 0

エンクト腱 区電化,'1る 生活改善支援事業 ス7,6mOI

|

バ‐ツ‐ンタは 会社

域

無電化壌壌のナ●ク県エンクト 地ヽ区で.パナソ‐ック株式会社のパワーサプライステーシヨン. ソーラーストレージ. ソーラーランタン等を支援 し.

地域●
'電

化および電気を利用 _て.効果効車的な農回や姜鶏活動 |`よ る収入剌出活動や夜間議,教育●,実施 |こ より. コミ、‐ラィ全体の生活改善を目指
す.飯型●0リ ウイルス

'こ より朝 以降現地の活動が著しく制限されたため.′ ナヽソニッタ社と協議の上.事業期間を1年間延長し.狸 1年,月 までとし

エランガタ.エ ンテリット高被 霧を舎建設支峯事業

本地域で最初の高校´して節 :,年 1月 に関悛したエランガタ・エンテ リント高校|=.男 子寮:棟 女千斎:棟を建設すo速 い地域の子どもたちも過争を

諦めることなく.一人でも多くの子どt.た ちが高校に進学 し 安全な環境‐

=業
を凝続~き るよう|こ なることを目指し‐いる.新型●。すウイルスの影

,|■ あったものの 寄宿舎の建設は豪調、こ進捗した.

=tⅢ・
コ|

エラ´ガタ・工´テリット高校 校舎建設支援事業 何人ご支k老

域

十どもたちが安全で充実 1_た 凛舞の下‐字葉.`専念できるように.狡合2糠 (4教事|と 路員室)を建設 t.学習魔境を整える.充実 1.た 教育環境を壺薇す

ること|=よ り.よ り多くの子どもたちが高校.堪学し.将来^の希望をもって学業.‐ 打ら込むことができる_う 1=支援を実施する.新型ⅢⅢチウイルス
′ル ●はあつたものの.校舎の建設は順調.=進移した.

ルワング

難民キ ャ´ノl=お ける水術生及び教,｀ えじ事菫 国連難民高年F功官があ所 :UNHCR]

′
'ワ

ンダ国内の,か所●漢 民

ルワ´ノ国内のコンゴ民主共和国からの難民が生活■うキャンブ.'お ける事業.‐ ンゴから嬌選または違難してくる建民の数は年
'増

加し.ル ワンダ国
内:=lt多 くの難民キャン′が作られている 00:び■1月 時点で約:ユ(�OЮ .キ ヤンプでの生活が長期化し.そ の中で新たこヽ子どもが生まれるケースもあ

,.初等歌青の就学和 ,改善と彙奎全教育の更なる警償が必苺.一人当たりが:日 |=使用できる水の量が限られ.キ ャンプの人口に対するトイレ′
'歓

も

十分で'■ない.こ うした状況を改善するため.キ ケメとムインブフ‐木供給とトイレの建設事業を行い ,か,す^て
で初等教育'就年前改青の女援を

‐ャビキリ地区綸本施設整嬌ヽ援事贅

,2?r:i6=r(*rBnrl, ttsili:3 tI+r(trr rrt < . l!&aiE::/tdfr r(&E&ra tt.€,]( 7i t r rr ]-arlEfl At!. i! ! r. ,zr,t
b. ERa6Au).t:+]!J:k^oar rlrrrL,. a+*rB&6!+td-ri'N&ti< .r*trr11c2&a:- t:r,.r*r(,r?7iuo+1:r\
!iEy lrd+ E Er'frotsi<n l , fre*L,:.
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|ジャパ´ プラ外 ヵ ―ム !「 1

1(過
午魔終′事業.=係 る支後金調整額)
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|
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国  名

:贅奎】支援額

国別合計

プロジェク ト名

支嶺,傘地 贅益者数

!●資:支援猥

晏託金     ―t春奎―無事金

プロジュクト輌要

東アフリカ地域 (続 き)

ソマリア 45,0:7,7[`

′ヤ リア・サウスセン トラル|こ おける栄姜支援事覧 国,き t■ 界食盪計画 IWi,1

.′マリアのに弱な世帯に対する榮姜支援事実 (第 2期) の後雄
=え

 (201'年 よう.複菫事実とし.支援事実地域毎.こ 事業を立ち上i´た.)力1,年

と比較しンマ ,ア |='・ .す る食糧事情は 部改善されわつあるものの.嵌体深刻な査槽危機が苺いてお, S歳 未満児や妊娠 授乳中の母侵を対象とした

栄費支援の必要性は高い.本事業でli.サ ウスセン ラ`ルにて.茉姜補助食ブ●グラムや母子保撼宋表プログラムな/●,実施を通して コミ,‐ティの
母子の策姜状態改薔のため,,支援を行った.

l」

…
1'  ユl‐ D“ 1'

ツマ リア ~′ マリランドi=お ける栄姜支援事実 国連 II■ 食糧il賃 :Wi']

ツマリアのit弱 な世帯に対する栄姜彙授事来 (第 2獅).'H」 苺葉. 儘01,年 よう.複数千葉とし.支援,共地域毎)=事菜を立ち Lげた.)節 1,年

と比較 t′ヤ リアi,お ける食日,情 li―

“

改善されう0あ るものの.依然工劇な資糧危機が続いて■・ り.靖 未満児や妊販・授■中
`,け

鍵を対夕とした

栄菱支援の必要性は高いため.本事業‐は.ノ マッラン |・ 1=て  策姜補助食プログラムや母子保健策菱プログラムなどの実施を通して.コ ミ,‐ ■ィの
母子の賛秦状態と書のための支援を行った.(過年度粋丁事業.,お .す る会計処理の実施)

|■ 4・ l'    '∝ル・■
'

ノマリア ツマ リラント|=おける崇養支授事掟 (2,19 国連世 界食糧計画 (WF,1

上記後経事実.207年
`比

較しソマリアにおける食喘事I;は 一部改善されつつあるものの.よ然篠刻な交饉危機が賛いており ,歳未満児や妊燎・授乳

中の母親を対象とした栄癸支螢の2要性は高い.本事業では.ノ ヤ
''ラ ´ド.=て .栄警補助食ブ :|グ ラムや母子供健栄姜ブログラムなどの実鐘を通 じ

‐.■ ミュ‐ティ′
'母

子の策姜状態改善のたあの支援を行うた.

l」o日 ,

ンヤ リア・ ソヤリラン ド.こ おけるセーフテ ィーネット事
業

」速.'界資餞計画 :Wi,l

.2018年 ,月 .~発■したサイクロンの影■|‐ t4. ソヤリランドで,■7薔や晨作場を失った,口
'多

く見受けられ.国際機関等が支援
'行

ってきている

が.栄長支援の‐―ズはへ
'｀

として高い.本市葉(.■ . ノマリラン に`て.特 .=,巌 未満●″持う低所得層の家族を対象をして現奎を給付し 朱養支援
を涵して―ミュ‐ティの住民の栄姜状態改善のための支援を行った.

ノマ リ7・ プン |・ ラン |● :=お |す る栄姜支援事業 口連世界資糧計画 [W,Pi

節 |,年 ′比較しンマリアに
'・

liる 彙饉事情li 部改普されつ ,́あ るものの.依案深刻な食饉危機か続いており.5歳来薔児や妊娠・授乳中の母規を対象

とした朱表支援の必要性はあい.本事業
'■
.栄妻不良の子ども.妊婦および綬■中の母操を対象とした栄姜補助食ブ ,,グ ラム等を通 して.コ ミ,‐ ティ

の母子の栄養求ta書のための支援を行っている.

|キu卜m   ,「
"・

'1

ノマリア・サウスセントラル|〔 おける栄姜・全II女援事
国連 |,界 資桜.1画 〔vr,1

1節 l,年の降水量増加 |=絆い.食颯事情にわギかな改善がみられたものの.未だに加 万人以上が食料不足お 烙 深刻な栄表不郎 =直
面してお |,.欽 ′`と

して母子を中心とした澁弱′
=人

●を対象とした朱■・大籠支援の必要性は高い.本事実は.,歳 未満児.妊婦・撻乳中の母授.HⅣ感業者.お よび結俵感

染者を対象に.栄贅補助資プログラム等を通した策養改善 また啓発活動を通したコミ,‐ティの保健・朱姜にかかる行動変客のための支援を行ってい |  ■
"・

21

ンヤ リア・ ノマリランド|`お ,=る 宋費支援事業 (節m) コ速 |■ 界食糧計画 [Wfl:

",0年
現在.依然漁刻な食晦 が縦いて,.り .5崚 未満児のb万 人以上か栄姜^郎 =略

っており.その内のl'万人以上が浜夜」な栄美不足のリスクlt面

しており.5燎未満児および妊振・授■中の母漫を対象とした栄姜支援の必要性 |ユ高い.本事業では.ソマ リラ´卜,=て .策■補助食′●グラムや母手

栄長プログラムなどの実籠を通じ´ ●ミュ‐ティの母子彙菱改警支援をlroイ いる .

lム,‐20   3'■ ■
“
ワ |

ソヤ リア・プントランドi=お |・ る千ばつ村■:事 業 口理世界tt'画 〔WF,]

節
'rF現

在.アフリカの角および東アフリカを中心として大を発生したサパクトピパ ′夕の影■により.ソ マリアにおける大I=不 足は深刻化を増 _てい

る.これに加え.今年に人 ,世界的.,こ延したCOⅥレ1,の影響 ,● より食糧の■産および流透か脚 .lω万人以 卜の人々が緊急の食糧支援を必要として

臓:て ,:「
は .干ばつは ,揆幻な被害を受けているアン トラン tの ヌガール地域のせ帯を対象として.現全 ″ ,チ ャーの総付および食糧配布を実

1,・Iつ 0

47',2'3,75,

タンプラ郡核青ンステム.=お ける´ジリエンス強化事実,
ジヤ′`ン・プラットフォーム0「 l

(遇年度終了事t.=係 る支援0調整額)

セン トラフレ・ア ンパ~ナイ′●‐ 急期1灌青女]事業 10.41R`04 ジャパレ・プラットフォーム【,「〕

1南 スーグン国内,漸規事業.本市案は.セン ラヽル・アンパ~サイル州′て,‐部において.綸争の影■により敦青が緩 ぇるリスクにあるセントラル・

|ア ッ′`一ナイル州 |こ て.:"濯 環境の整備.2燿育の質の改,,)● ミ,‐ティの対応力の強化を通して 綸争の影響下|こ ある子どもたちを対会 ,こ  安

ヒ ニニ 重 型 菫

獅 を難 し

「

どもたち

…

のアクセスカ織

…

う支援を行った
311・ 1・ 20

アンバ‐サイル|=お ける繁急期の教育支援事業 ジ十六´ プランド′ォーム |":

本事業i長 期化した紛争
''影

響により教育が途鐘えるリスクに発るセントラ′レ.ア ッパーサィル州バ リエ郡 ,`て .:)● 校熙資の設備.2,教 育の質
''向卜.3)● ミ,‐ティの対応力の強化を通 し.腱弱な立■にある子どもたちを対祭に.安全かう安心できる学習環境における象脊を提供する支援を,って

夕´プラ部の教員を対飲とした4年 月教員研修事業

本事業は. ・タンプラ都教育システム:=お けるレジリエ´ズ強化事節 .■ ‐支援 してきた4年制の教員研摩の4年 目を担う後毬事業.3年間の教員研修を

ヽえた″´プラ郎の教員を,象 として.最終年である4年 Fの研修の様会を提供 した.
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国  名

:資金1支授額

国別合針

合,I
鋤成全

[枷妻:支援額

委κ全      ―■,全

東アフリカ地域 (続 き)

南スーダン 〈続き)

ワラフア州黎急食糧買援事業 国連世界食綺計画 :WiP'

〈過年度終 r事業.=係 ろ支曇金調整阿

北パ
'´
・ヽ′́・

"ザ
ール州緊急食嘔支援事業

国連i■ 界食澤計画 〔WPI
(鰤 年度終了事業.=係 る支援金調整額)

画工
''ト

リア■|・ 緊急食糧支援事業
国連世界貨糧計画 :VVPl

(過年度経 r,薬 .こ 係る支援金調整額)

ワラ ′フ‖ 嫌 児末満の重嘔栄長不良

“

万事業 国理世界食籠ど画 〔WF,1

|ワ
ラ ンブ州における2豪 未■の子どもの菫度栄姜不良を子防するために.コ ミ,‐ ティt=お いてボランティアを育成 し.栄藁に閣する知識や擬乳方法∫

=

1鷲盤 羹湾讐 Rξ
び醍 活動を行う.また 重度の犠 不良の危断 がある子ともを通切な施設 紹ヽ介することが●さる

".●
ユ ‐テ ″ のヽ啓 11・ |・ 17

フランアメ'食 糧支工事業
`ol, ス66S.041 国連世界食糧計画 (W,,,

´ジ■.南 トンジエ. 卜,
フラン/州における,咸未満の子どもや妊慮婦の重度策菱不良や子どもたちの不■伎を改善するために.食糧配布や学校綸食を行つた.ま た.● ミュニ
ティi=おいて.収■■を増やし食糧危機を防ぐための農業技術向上に向1,た 研修を実施した.

緊急対応メう=ズム構築支擾市ヽ 国連十界全撮計口|:W,,1

国内運健民'ホ
スト・コミ,‐ティの人々を支援するたあ|=.資料配布や,歳 未満の子どi僣対象とした栄姜カウンセリングを通して 食饉和 ,ア クセ

メ″産保することにより m摯せ0をき成し 宋奏状態を改警すること,こ より 綸争の影書を受|す るOt,‐ ティの食目安全保障を図ら活動を行った.

ヤラカレ郡 .こ おける緊急食糧支援事t 日述世拳責椰計画 :W,Pl

アン′ヾ サィル州に位置するマラカル部において 綸今の影響を受ける●
==‐

ティの人 や々S歳来満の子ど1、 たちに食繕支援を行った.ま た 千ども
たち●,栄養改善や就学事向上のため子tt綸査を実施 した.

メルー ト郡 レンク都|‐ おける策急食饉支換事業
コ適け界食糧1計 画 IWi,1

アッパーナイル川|=位 置するメ′
'―

卜郡およびレンタ郡において.沿争の影響を受ける●ミュ‐ティの人々や,歳未満●`子ンもたちに食■支援を行っ

た.また 子どもたちの栄凄改鬱や蔵学卒向 卜のため学校綺食を実箱した.

中央エクア「 リア‖|に おける緊急t組支援事業 日適世界食綺置F:W,Pl

中央エタア・`リア州 |こ 位置するジ,′ に`おいて.総今の影ラを受ける●ミ‐=テ ィの人 や々
'議

未満の子どもたちに会,i支援を行つた.ま た. 日々のt
事の必需品‐°ある食塩V'購 入やメイズの製輪のための現金綸付を実施 oた

コ連世界食粗計画 :Wi,1

北′`′‐,・ エル・ ガイル州 ,こ おいて.船争の影■を受けた0ミ ュ‐テ ′の脆錫な世帯を対象|`査日配布を行った.ま た ,歳未満′,子 どもたちや妊産婦

の年姜改善のため. トウモ0コ ンと大豆の怜を混せてFられる栄姜強化食品 (α iC∝¨ヽ ぃ 日̈
`〕

の支援.就学幸向上|ヽ ため■校お食の実施.お よ

び●ミ、‐ティの住民の災害などからの回復力を高めるため 晨地の目拓や‐
=,‐

ティの道路の藪設などの社価とtての食I=涅 布を行 ,́た .

l」‐1,  引‐D",,

食幡
=ι

布 現鋪 付●,た めの情報管理システム
日連世‖食糧:1画 :WiP'

アンパ~サイル州.,‐ ティ ア′バ~ナイ′●,1のヤラカルおよびユ‐ティ,1の ベンティクにおいて.食

“

配布`誠全綸付時に必要な受益者の錮人情報を挙録し.邊切な査綺配布やえ
州              奎給付を行うためのII薇 管理システム CCO「,の登録作業を行った.

ア ンパ~‐イル地方.,お i‐ る緊急交糧支蜃市葉 口連世界食弩計画〔WF,]

本事業はアッパーナン′レ地方●,S´ ,の 部にお |｀ て.紛争′,影摯下にあり.■ た食料危饉 ドにある人々を尊象に食料配布を行 う.ま た.6か月以上S歳未綺

●ヽ子レもおよび妊産婦′牟 養改沓,'た め. トウモ~● シと大豆|,I,を 混fて作られる栄養強化食品 (C,31C",Sり ,諄酬 )●
'支

援.a■キ向上′,た め

学校給食の実童.メ ンズ等の較場を製粉するための,聞 ,(マ ラカル部のみ).お よび学校において

「

A.教員.調理師.児童を対摯に学校給食●
'た

めの家に栞国の指導を実たしている.

11,‐20

アッ^― ライ
'レ
地方.こ お

':る
栄養支援事業 国連|1界食糧計画 :Wi']

7 /^. r<,teba1)a4t r:r-. +Eat+*t6co6r',ure*itd)+YIxttrrlGi1-fi*r:. lritEorb@il+ (Fr+F2,
r t t,rtreEt i if trra *i*na;i, ,r t Li+*rhtre) bliir. b rt:ixL, ,, ,t t > , ,z !h L. **1.{o }lt$ t o6lit::*4r a.

国E世界食綸計画 〔Will

1繊争の影手を受けた東ゴグリアおよび西‐グリア都の小学校18校 を対象.= 学技給食支援 学校調是宝・ のヽ高拗幸か
=ど

および掃除用具の提供 家庭
.菓口支援 (種 .道具お tび籠培支援,.給食●,調理師^,,衛生管理研確の提供等の包括的支援を通して.対象地域における●常的な食糧不足および子ど
|も たちの栄養

「
良を改峯し 1・学校^の■学苺の向上を目指している.

良予防事業
日0世 界資糧計画 :Wi'l

紛争や自然災憲の影響を受けトワラップ州.=おいて.2厳以下,〉 子ど1,お よび

'I産

疇を対象.=.栄養基礎節譲の指導.饉乳食指導.茉表不良の子どもの

保健亀ル のヽ紹介 栄養ポランティアによる家庭訪間 母親グループ^の 支援 保健施設 .こ おけろ授乳
"―

■―の設置.男性グループ・ヽ の指帯.B子 保
健支援 魔弱な母観および保護者の生計向 |― 事業への紹介等を通

=た
包括的な栄養不1、 予防事実を実施している.
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回  名

:贅奎:支援練

国別合争

合計
助成全 ・般募全

:痴贅】支援錬

委籠金      ―役肇

南スーダン (続き)

南ス~ダ ン・緊
=期

の教育支援事業 口連児童基金 [UNICEF[

(過 r度格 子事業 |=併 る支曇金調整額)

南スーダ ・́緊急期の敦青支援事業

(第 3翔 ,
1■連児童基金 lUNICt,]

本事業では アッ′ヽ―サィル州 丙ェタア
l・ ,ア州 ノランブ州においヤ.長期化する綺争の影,下にある南スーダンの子どもたちが教育にアクセス‐

きるよう.小学校の書崎.仮校合の設置.数青啓発活動.教員研修.学校管理委員会 (鋼C)・ nlA研 修 末■年児文妥割 ,活 動を通した支援を行っ

健サービス支螢事業 ス246.:23 国連児壼基金〔uNlo〔 F]

アッパー十イ′レ」ヽ (レ ンク

長引く綺争.=よ り多く′,人々力
'則

差を強いられている南スーダンでは.医療物資の鏑奪や医療菫設の間晨などが薇繁.=発生してお, 基本的な保健 |′ ―

ビスの提供がttな らない状夕にある_S歳未満児の死亡子は10∞人あた,1路人■ 世界で最も悪い致色である.本事策は.子ど
',の

ための保健サービ
ス.最毅・新年児●ヽための保健サービス.産科緊急医療,,提供.性 とジ,ンダー|=基づく畢力の被害者のためのカウンセリングとリファーラルなどを.

対象地域の

““

人.こ掟りする
~と

を目的と_‐ ,ヽ る.

1lJ‐ 1'   23r」 ,,1

南スーダン・教育分野.=お 1'る レジリエンス強化手来 コ連人遠問題調整事務■
'【

UNOCHA,

本事業では.長 ,|く 紺争の影蓼 |・ にあるフラップ州北および東トンシ都 アツ′`~サ イル州′`リエ郡.● おいて.`歳 ～13歳の子どもたちが安全で質の高
い教育.こ アクセスできるよう.学校備品の己布.■掟教員研修の提機.る学‐きない子どヽたちを対象とした華字級青 ・ =‐ =テ ィ CTAl'や 都教育
局を対象とした教育・子ど1,の 保護

'｀

重要性|こ 関する著発活動.小学校・中辛核等.こ おける学智施設′
'修

書着動を通した支援を行つている. さらに.北
および東 ン`ジ郡では.女子生掟が中等教育を終了できるよう文援を行う

アンバ~サィルのマラカル|=お ける教育および保議協合
支援,■ 22.4,7,00   4.35,.23

教育を後阿しにはできない (L●,o`● C,●●o
W・ ,0基金 :〔酬 ]

1事業地であるマラカ′レ市内‐は 長引く紛争の影響によぅて 対象校のS校 中4文が織虔 してお
',す

.国内遠饉K(D,)を 含む子どもたち^の教育の機

1会が閉ぎされている.ま た.女性や少女をジェングーに基づく桑力 (C3つ から守るための保護・ カウンセ ツング施設ゃ支援サービスが不足 しており

1嗅繁の決鶏|と なつている. ■のため.本事業は.国内避難民 (10P).帰退民.ホ ス ｀●ミ‐=テ ィを対象 .こ 教育と保護支援を提供する.教育におい‐

|li.学 校奎設の修錮・建設.薇品提供.教員向け研修牛を実施する.子 ども●ヽ保建.=お ,ヽ て'i.子 どもにやさしい空間●ヽ提供. ●ミ,‐テイロ・すの子ど

|も
の保議や

`=Vの
予防に関する啓発活動等を実施する.

|

東アフリカ地域 (続 き)

スーグン
'S,433.404

南グ''フ
ール州国内遠難民キャンプとその周辺における

緊急事案 国連't界食糧計画 IWiPl

市ダ′́フー,´ 州

前期からの継薔千葉.スーダンでは.長引く内戦と千ばつ.洪水.感染症などにより.ダ′●フー′レの0万 人以上が人道交長を必要としていた.本事業
では.南ダ′●フー

～州●,■ ャラ カス 北部回廊′掴 内達難民キャンプおよびそのホス コ`ミ、‐ティ|`おい‐食料.綸食.朱費補助食,,配布等を行っ

南および東グルフール州食料生産セーフティネット構築
事業 □I II卑 資綸計画 :Wi,]

蘭お tび東グルフール州
深刻な食料危機にあるスーダン南および東ダ′●フール川|`て .長期的に食料^のアクセスを改善し食料生産や生計にお |,る レノリエンスを向上するため
.=.脆喘な人″や帰適民を対敏に資料饂布や研修害を行った.

南および東/ルフール州食輛薇合支援事業 国連世界資糧計画 :Wi,,

南および東ダルフール川
本事■は.南および東ダルフー′引1の最も睫弱な立場;● ある国内避曖民 (Ooや 建民の子どもたち 好帳中および投乳中の女性の食や茉姜改善を目的
.=.食料配市や現奄綸付.朱表に関する研修.学校綸食わ提供.お よびコミ,‐ラィの施設の■ ,日 等の対価″_ての食糧配市や現全綸付等を行 う. `●

"・
"

タンザニア 77.663.,72

ムキンガ昴にお、する水の安全保障ブロジェクト1

NGO連携無債資金協力

3年間の事業の 1年 日.既存のダムを活用し.給水システム,,建設や改修を通して.よ り多くの住民に安全な末を届ける文授を
`,っ

ている. また.末骨
理苺員会のた力強化を通 して施設の持能性を担保するとと1.に .農家グループによる皿池を用いた魚壺竜や園姜晨葉を支援し 水を通 して子ども|′,策姜
改善を支援 している.

|」 ●Ⅲ20
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:資金】支援額
嵐別合計

合計 ドテーら
助鼓全

:枷資1支援薇

委託金     ―晨募金

東アフリカ地域 (続 き)

ウガング :5:,[0:.4S2

ウガング北椰|こ おける難民居住地での象‐ 子どもの保
護事業 ジャハン .ブ ラットフォーム 1籠 l

=ンペ県 rデ ´ビデ イ饉i居
IL記後継I葉.本事来 (第 2期 )では.難民吝住題に住

"南
スーダレ難民やホスト・ コミュ_,テ ィの子どもたちを対象.=.韓学,,教育や短期集中学濯プ

|。 グラムを引き寵さ実施するとと趨
`.公

教育・ヽ の輌入のサポー トを行った. また.特別な支援を必要とする子どもたち.`対 しての値別支援や. =ど も
たちを保護する環境を整えることが´きる 1茄 政機関や関係団体と連携 しなから●ミ,‐ティの能 力・体帯強化のための活動を実施した.

l● A,11,  31_M● ■
"

アルア県南スーダン難民じ住地.`,.け る人道支翌と門癸
支援の連携豫rヒ 菫彙

国連開発計画 :じNDF[

(過 年度終 了事業.=係 る支援金■整額〉

インヴェビ建民樹 }地 .=お ける平和のための■
=IE従

事
案

饉民
`ホ

ス ト コミ、‐ティ̂ の生計向 卜支援事業 ¬連開発;・ 画 10ND,]

ユ´べ県ビデイビディ建民居

‐難民居住地

難民および1督 卜・ョミ,‐ ■ンの人々が自●した生活を送ることが~き るよう.オムゴ饉民居L地  ビデンピディ饉民暑住地 アジュヤ‐難民駐 地
.=お いて "鶴に必策 .■ 力の酬熙および雇層の機会を提供し.持縫可能な生計向上の支撥を実腱した.

国.■ たま基金 :UNIC=F]

1>.<Et t1. r11r rE6a1R <ttlb]o aa.t%atah 
^r;t&L< 

t:t. ,r6.71dt+yLai)4. tF!U)+!t-a
f,^ i;tj.rrrl,\r:lr!filrlrtrrri,+vLe+riatea2tttt/jrrl.t.xt!1,ak\.6.va|tr.t.th.Ei'.$b.trvrttlta

7 
^ 
b*k.,l + ! L<t&rt a er LE^ aa, r 

^ 
a$R. o)f N,o)alJrti ) 7 t,,

ビディビデ お́ よび0ブ レ難民
=L地

にお |■ る査韓支援
事実 2.OSl.OS6         1.8,l.265

ユンペ県ビデンビディ難民
=住地.■ ボ‐県。ブレ難民居 ウガンダ北訂のビディビデ′難民離

象.= 資糧配布や■全給什 餃業や現:書邊

==`κ
群最厚讐絆,,I:慧:避

難生活が長期化t貧国の中|こ ある建民やホス トー ニ ‐テ ィの人々を対

キテレス小学校建設支援事業 口人ご支援着

校舎のせ朽化・不足や トイレの不備が子どもたちの教育に大きな影■を■ばしているキテ´六小学校におい~.校
舎1棟 (,教室と議員室付さ)の建設お

よび イ`ン (児 童用,基 教師脱 基)の建設を行っ‐いる.入 itの過程~建設贅を

「

藉…きたため.近いの:1の 小学校の トイレ建設も予算内でヤrう こと

とで.,月 末ま‐にすべての■事を経えた.新型´■ナ
"影

響で1学校は休桜中やある
`` 10月

以降に引き渡 _を行 う予定.

南アフリカ地域
コンゴ民主共和国 :,,332,4:

北キ
'プ
州i=お .す る水衛生改善ブ●ン‐ク |

●ンゴ民主共和国は∞:0年 よウエボラゥイルメの感染発生し.事業地の北キヴ川 ,■ 特に感染者の多い地域です.感染を訪く|こ はきれいな水で手波 |ヽ を_
た 0. イ`レで排泄 して.市生蒟″ t活環境を保つことが重要だが.同地域 ,こ ″i十 分・

=数
の設備かない.本事業でlt新 し|ヽ お水施設の建設 (11か所).

1保健センターとお水饉設の近く■の 1・ イレ建設 (口鬼).水管理委員会の立ち上げと泄力強化 人々への啓発■●動を通して 住民約 |万 人 (郁∞人の国

1内違燿民を含む)の水衛生を改善し.●・ ボラウィ′レスなどへの感染リスクを減らすこと:`貢献する.

ルチ ル́にお|千 るお弱国向けパイ●′ 事`業

ンンダ.‐ ャル
'ワ

ンガラ.力 ‐´ゴ,姻 の紛争の影響を受けた子どもた
',の

健やかな成長 ,'た め.茉姜価の高い作場の最麻 珠 姜指導 樹生

“

警啓
発活動や支援地域にお .す るfど 1.の 保議活動を行っている.なお.本事業は ルチ,ル :|,プ サ´ザでυ 15年 より実施してきた地域●興′コグラムを見直
し.支援地域の治安状況や自然災吝などコンテタス ′`

'嚢
化に迅を 柔軟に対にできるよう.事業内客を設計 _た ものである.

10‐ 1'  '0姜メ |

西アフリカ地域

ガーナ 573,184

農村部|_お .,る 乳幼児1妊産婦の食習慣崚薔事 (カ ンセ
ナー}´ カナ椰.東ヤヶィ、レ部.“キン″ンポ都〕

|

ユ |“

|

|■ 界叙

`I IW胡 `3・
・ kl

|ガ
ーナでli生後

`力
月ヽa力月の子どもの|=%しか適切な幼児資を食^‐おらす.子 どもの栄養不良が問題となっている.ま た妊最中・授乳中の母親の

■ 喪不員も問題となつている.本事来では.以 Fの 4つの成果を目指 して活動を行 う.0茉■価′
'あ

る補完食 帷 乳食)^の アクセスの向上 (韓 量栄螢

1楽サプリなど).②栄姜のある食生活|=つ いての知餞の向|. CIi腱 業家の収入向上

"蓄
/ループのキャパビ,,含む) O家庭来爛や家書の飼青.こ

|よ る家嘩の食品類,,多燎化.

|ル眸 8月 より.現担事実チームが立
',上

が, 現地の活動が開始_た.蹂 ガーナ事務所と連メ 1_ベ ースライン調査のため.こ必要なつンサルタント契
つや物品の喘入奈などを進めている.
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|ク ガング南スーダン難民■住地での教育嚢壕および子ど

|も

つ保護環境改善事塾
|   ′。,,′ ,,|ジ ャ̂ ´・ブラットフォーム〔,"l

l   
¨′′

・・ ''|(過 年度終了事寿=係る支援金調整n

ヱ 1,,7`1国連田発計画 !UN:,,:
‐̈ Ⅲ…

|〈

過年度終f事業.=“ る支援金調整n

|

]8614Ч 国連世暉 計画 tWPI

|

|“ O18771

|

|い。
"η

l

l‐ M″つ0 1 ,1‐
"ね

|

|

10305341

|        |

| 10"41



名

"奎
1支援額

多κ金

国別合計

ドナー名

終 了 8
勁Ⅲ金

支援対象地

:●贅】支援額

螢κ奎      ―晨,金―燿寡金

エクアドル

すン

'′
教育ユ

=‐
′卜■崚整備鋼 事業

|

銀

|

サンヘラルド村にあるサ´ガイ教,ユ ‐ント|ま 地域iこ ある唯 ―の学校~.サ ン^ラ ′レll村 を含む周辺の8つの村の,歳 から1,歳 までの rどもたちが学ん
‐いる.政府教育省の予算が限られているため.学技 ,i嵯設

"補
修や建‐薔えit遅 ●として進ます.特 .こ

"年
前に建てら1,た ■技口りの塀は敲損 _てい

る0あ.動物や学校関係者以外の人が侵入するなど.子 と1,た ち
''■

全が守られていない.ま た.多 目的運動場は排水欅 .雨が降るとぬかるみ.数
「 |=わたり使ぇなくなる. トイレの数も不足してお り.増設の必要がある 本事業では.■伎鮨設周辺の塀の修使と多

「
的運動場のE備をする

=と
,`t

,.子 ど1.た ちの安全ヒ饉 な宇習暉魔の確保を国 り.衛生的な トイレを設置することで 子ともたち′′衛生環境の改督i=貢 献する.

ホンジュラス 1,030,S34

スーラ.=お
`'る

詭弱国向け′ヽ′,,フ ト,
|

°
…

|

●ルテス県十ン・ベ ド●
サン ^ド |‐ スーラ市の最も暴力が重延し.社会的融和が取れていない,地域‐は.子 どちや青少年は.麻薬の薔売.ギ ャング.児電労働.1■的ド
取.ネグレク  `低衆費 強制的な移住など多岐.=わたる晨翅 |こ 直面レている このため.本事実では.敦会や市民社会 市の日治休など

`協
力_‐子

どもの保護.生計支援 青少年向けライフスキ''の提供を行つ~い
る. なお.本事業は.支援地域の治安状況や自然災害なと‐ンテタストの変化に迅

速 .柔軟に対応できるよ,.事 案内容を設ilし たものである.

中南米地域

東欧・中東地域

アフガニスタン 44,97,,40`

地域べ′レスフーカーの籠力強化を通した0子保健プログ
ラム支接事業 (ア フガニスタン,

1本事業では.・、ラー ト州内●,末だ保健 .医療サービスヽのアクセスのない地域に母子保鍵を中心とした保健 ‐医贅サービスの提供を通 して 好産婦.お
|よ び環 天演児の死亡などのリスタを軽減t.睫螂性を低減する

=と
を日指し薔 同行 う事業の第4年 目.主な活動は.4カ所のファミリー・^′ メ́・ ^

|ク スの建設 第4年次の建設予定地:喘の遺定 地域の保健臓療|(関わる助産師の差成.助産師姜成ブ。グラムをヽ業した地域の保健医療 .こ 関わる助産

1師
,,フ ァ

=リ
ー・ ^ル ス¨ ‐)ス ヽの派遣と活動の監督およびサポー トを行っている.

子どもたち・ のヽ手編みセーター等配市事業

^ラ ー 州`でli輸■の影響や国内遠饉民の増加.`よ って策困世帯が増加_ているが 賞田事庭は厳しい冬を乗,切るための防寒着や曖房資を賄う‐とが
■きない. ~の ような子ど1、 たちを冬のヽき:こ よる体調不良から守り.■た子どしたちが濯|・ヽ,こ もったセーターを通t あなたたちは大切な存在‐

す と,｀ うメンセ~ンを受け取,日 はや専厳を持つことができるよう.^ラ ート州のストリード テル｀レン・センターを利用する子νもたら計λ∝
=人

を対象に.鮨資支援として提供された手編みのセーターなどウー′́類ユ1カ点を配布_た .

アフガ‐スタン 六ギメ川.=お ける緊急食糧支援
国連世界食離計画 :Wili

(過 年度終 r事業.‐ 訴ろ支援金調整額)

アツガ‐スタン.′ くギス州.=お |｀ る緊急食糧支援
(上 輩 続事業)

51e.0671 国連世響魚糧計画 [WiPl

77 r=zturi$a^4^fr.a17. Fst:bl:aF&fto*li[.: D&tfrorel,lE rJz, !. ]r i. t+4 aati. t,) *aalxL-t a+ak
arrHar.a, EEtritr;il{tr6 ,tnE5l6!1F;&L. tfr'lEdn{?na'rrrEa/ilticl/r,.r1,5. *m/r*r1116i:B-i!ialr6d
+irrr, ?a+1!AorE4. 1.yL6;t+ st!t 2ll}it;rznbtaxt*ltr'r-\l,aLna. *r*<tt. +t!-ldeo*an;&t]rjrt^dl
oe[t:. ttt-tu- r774^- 77r?t- r+t)tt:. turaJ-r) EfJrra1ii.kL/r2z!r7L[it*il&l:. FAo- ,& rlrD@a&o

1●A"■
'   =|り

。|‐ |'

セットを通した緊急食峰支援 国連世界食糧′神「:WF,1

.ア フガ‐スタン画部の六ギス州では.m18年 の峰水量が過去 10年 間の平均降水■の5雛 留まると,ヽ う置刻な十ばうの影響で.晨作物の生産量が低下

|し .牧章の減少により畜産難 も凛剣な被害が発生 した.こ れを受・
'‐

.′くギス州は
"18年

10月 の黎合的食料安全保障 レベ′●分輌 (1,C)‐
'緊

急事態

1譜 【1「 春11,I鶏 農 |さご11蹴
女性が世帯主の世帯や高齢者.障が|ヽ者の|｀ る世帯,の睫弱性の

“

世ヽ帯を対象 こ 水性給インフラの整

セフトを通した緊急食糧支援 (上 記継後事業)
国迪 111旱 資糧jl函 :W,P]

アフガ‐スタン画部
''バ

ギスリ‖では.201評 の降水重が過去:0年間,,平均俸大量の,翼に留まるという議刻な干ば ,́,,影 響て.晨作物の生産量が低下

し.牧草。ヽ減少により蓄産業にも深刻な被●が発生した. これを受けて.′ ‐ ス州
`お

Ю18年 10月 ′聡 合的食料安全保障レベル分薇 (Hって 畔 急事懸

(フ ェーズ4〕  :=分 類された.本事業では.女性が世帯土の世帯や高齢者.障がい者のいる世挙等の韓椰性の高い世僣を対象i` 水供給インフラの整
備,=おける労働の,価

`し
て食籍を支給した.

^ラー ト市近ヽ十
=お

ける魔弱国向けバイ●フト事誕

本事業の対象地域の約,訂が内戦 1~よ り故郷を迫われ邊燎 してヽヽる国内避感民で脚 .盪難先では
=労

機会たと凝済活動からも除外され ているため.|■
とんどの家庭が家賃や資料 |。 支払いに苦しんでいる状況にある. =の ため 子ど1,は 家庭の収入を増やすため.=児童労働.=従事 1.な くてはいけない状況
である.この結果.選燿民の子どもの,割以 卜が教育の機会を琴われている状況.=あ る. この状況を受け.^ラ ー ト市行政.住民組織や他N`0と 連携・

調整して.COⅧゝ
"感

染,,大 .,よ り食科へのアタセスが困難 .こ なoている世帯向1・ .~食縁・夏金綸付.保健菫設●対象.‐ .COⅥ ,,,感 葉千防のための

医療資材 (個 人防議具(籠)の提供や区晨従事昔のⅥ″からの出向.水衛生な設の設置及びヽ生啓発活動を実施 した なお.本事実は.支援地域の治安
状況やn然災害などコンテクス ト|｀ 変化に過速・柔軟に対応できるよう.す案内容を設計したも。

'で
ある.
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:賣金】支援額

国別合計

助 金̈ ―役募全

:●,1支援額

姜栓       一般験

東欧・中東地域 (続 き)

イラク ,S,i34.:47

クルヽ人」沿区|,,■・ る繁餃 な支援
国連世界食糧計画 IWi,1

〈過年度終「 事業.=“ る支援今調整詢

クル |1人 日治区にお ,す る´サ7鐵民i=対する現金綸付共 国連 |サ 界交糧:1画 【WFPl

(過年度終了事業.‐ 任る支援金調整額)

匡連世界食糧計薇 !Wi,〕

(遇 年度格子事業に

“

る支禄金晏黎額)

'′ '｀
人自治区.● おける国内最肇民 (D01● 対する現金 国連世界資■計画 :Wi,1

(過 1■経

`事

業.=係 るえ援金調整額)

タル マ人自冶区|=おける国内意難民 (10,,|=対 する冤を
拾イ1支援事業 (上記港撻it)

日連世界食糧計画 iヽV"1

(過年鷹棒了事業.=ほ る支擦金調整額)

|`■ ―夕」|.こ おける食組 支援事業
国連 |1界食糧計画 [Wi,】

(過午菫終了事業.=係 る支援金調整綺

ク''｀人自冶区における国内遺建民 (10'):`対 する緊急

食糧支援事業

国連世界食颯計画 [Wi,]

(過 年度終「 事業.=係 る支接金調輌

イラク. ク′
'｀

人自
`●

区難民キャン/におけるL弱なン
灯 住民|`対 する見金 ¨てウチャー綸付事菫

国連世界食糧計画 !ヽVP]

(過 年度終了事業に輛る支援金調整詢

モス′́西

“

‐総,● ,影響を受 1・ た子どもたちのための致
青 .保護豪受改薔事業 ジヤ̂ン プラ′トフ■―ム :j‖

イラク北部の■メルは 約3年間.こ わたる武贅勢力.こ よる支配と奪退作戦.=よ る政 t.|ヽ強闘により 籠濾的な被告を,けた.多くの学技施設か損壊_
敏

`'や

子用品が不足する等.学習環受が著し(悪化し.多 く
''子

どもたちが学校.=通 ぇない時期を維験。だ.本事業では.子 どもたちが安全な環境で継
筆的|`牧青を受 ||ら れるよう.校舎の修復や教材・学用品′

'提
供 .こ 加ぇ.教育関係

`^の
研艘 ,提供.壇言・爆発物の危険.`関する啓発歌青 補習授業

の実施を行つた.ま た.深郷なス トレスを抱える手ともたち・ヽ の心理社会的サポー ト舌動の提性や特 .こ 脆弱・ 環́贅に置かれた,ど (,た ちに対する燿別支
援.コ ミ,‐ ティにお i'る 子どもの保護体制の構築等の活動を行った.

■スル百部~静 の影番を受けた子どもた,,のための保
護環境改善事業 'r,.> 

,11,, .) +_L lltl

.イ ラク北部のモス
'レ
は.洵〕年間|`わたる武装勢力によう支配と奪週作戦′

`よ
る激しい破関|`よ り.壊滅

"`校
害を受けた.多 くの学校菫設が■壕_.

ほ材や■用品が不足する等.■習環境が著しく悪化し 多く
''子

ど(、 ■ちが学校.:通 ぇた|.時期を経験した.本事実で
'■
 子ともたちが安全な環境で確

1縫的i=教育を受けられるよう.校合,,修 恒や教材・●用品,,提供|こ 加え.教育関係者.ヽ ′,研,`,,提 供.地言・爆発物●危険に関するを発教育.|ぎ撃実
lξ実

警:]二 ヶ
`走

1日 :禦 :こた凛〔:織 A二量毒夕をふ:::臀
社会的サポー 活`動の健件や特に魔弱な環境|=置力れた

'ど
もたちに対する個別支

,0‐ %0つ 0

紛争の影詈々受.,た選難民・需遺民の子どもたちのため
の保護事業 国連人こi距調整事務所 :UNOCHA]

‐ネワ県
'イ

ルカイフ地区.

|イ ラク共和国|=.絢 1年 間「
`わ

たる武装勢力;`よ る支配と景運作戦|`^る 激しいお争により.簗薇的な被官を受けた 紛争の影響により すともた
'′

は

1心 ,「 深剣なス｀レスを抱え.ホ莱子どもたちを守るはず′,コ ミュ‐ラ´は崩崚 し.ま た紛争 i=よ り家げ 螢困に略 ,学校,,行けない絆 子どもたちは
1振

々な問題に直面している.本事業‐は.子 どちたち,,t全 と腱やかな成長を促進するために.お争0,影薔を受けた子どt,た ちヽ●,t理社会的リポー ト
1者動の提供や特に臓弱な環境に置かれなテどもたち|`対する口別支援.コ ミ,‐ティにおける十

=も
の保議体れの構築等の活動を行った.なお.本事業

|で は.他団体

“

AR CHlD.お よびんЫi`痴るOpH銅 ¨)と 連携 して実施 .た .

=∝ `■

‐20

イラタ+和国 シンジャー地E■
'"復

支援事業

ィラタ共和国は.わ 3年 間|`わたる武姜勢力 i‐ 1る 支配
=奪

還作戦による激 しい総争 .=よ り.崚試的な被害を受けた.シ ンジャー地区では.故青施設や

家屋.水道 電 気などのインフラが穀崚され.ま た同地区に多く

「

む少数贖 =対
しては.武装勢■

=よ
る■最や女性や子どもの性蚊隷化など.残虐な

行為が繰 )返 され つミ,‐テ´が崩0した.粉争がヽ結して2年以上が

『

過 しているが.シンジャー地区Fiい まなお文綬が行き届,.て おらす.争習農

場の整館 ■進んでいない.本事来では.シンシャー地区′,小 学校
=餃

.お よび中学校l校の計4技 (児童・生徒議 l.■,人.象
',40人

)|こ おいて.校多の任

薇.学校偏品・学用品およびCOⅥ [ヽ 1,感染予防のためのヽ生用品の整

`薔

 記市を通 して学需環真を整備 た́.

:35,S60,325

ン ''ア薙民およびヨ′
'メ

ン人の子どもたら^の教育支接
事業,

ジャ′`シ・プラントフオーム 〔1"[

(過 年度終′,実 .● 係る支援金調整額)

シリア難民およびヨルダン人の子どもたち^の教育支曇
事業

`

ジヤバン・ブラ′トフォーム【j「 l

前期からの藩続事業. シリア危機の長期化.=伴い.壮育の質の低下と児童が抱えるス トレスの課Iil`加 ぇ‐.特に´リア建民児[、のいじめや差別が顕

著になっている.本事業では.イル ビドの子どもたち〈7～ 1=歳 )が撃縦 して学習
‐きる環境を整えるため.詢習慣葉. レタリエーシコン活動.困建に対応

できる力 (レ ンリエンス)を高める活動 保讀者およびコミ,‐テ ′への研修を実施 している.3月 中旬以降はC(Ⅵ O■ ,の影●により.適隔での活動の

実菫を離続してきた. また. これま~の
褐習撻薬の実施に係ら知見を体ネ的に集約t.核青省や他団体等の0-カ ルアクター、こ引継 ぐため.檜署接桑テ

ク‐力,レ・ ‐ミッティ.機習慣葉実廊団体会議.教材作成手を行っ
~い

る

コ,レ グンのシリア難民キャンプ.=お けるT枝論食事業
`

前期からの庭薇事業.わ ||万 人のシリア建民を受け入れる日
'ン
タンのデータ,電民キャンブ.アズランク確民キャンプ|=て 十どもたちが健康で意欲的

.こ ■習に取り組める環境′,留きを目輛し.``所の給食センターで2,,:,人 の児童に朱養価の高い学校綸食を調理し提供した.ま た.キ ャンプ内で記方機
会が限られているン

'ア
難民′,レ シリエンス強化,,た めに.綸査を調騨 配給する彙民スタンフ

`1'人
を曜用_安定的な生計活動●,機会を提供_た .

ヨルグ´●,シ リア豪民キャンフ.~おける学技給食事業
=

前期からの継薇事,ヒ 約||万 人のシリア燿民を受(,入れる●′レ/´ のザータリ難民キヤンプ アズラック饉民キャ´フ|=て .子 どもたちが健康で置歓的
.=■習|こ 取り組める環境の笹備

'1指
し.`ヵ 所の合食センターで

'ス

コ
'人

の児童‐栄表繭の高い学校綺や 1調理し提供した. また.キ ャ´ブ内で歳労機

会が限られて¨るシリア難民のレジリエンス強化のために 袷食を調理 に綸する難民メ″′ア43'人 を曜用レ.安定的な生計活動の機会を提供レた.=
月中旬以降はCOⅥ●1,の 影響によるキャンプ内ヽのアクセスの制限や学校の開麟.こ より結銀 性の活動を体|[し た.

l,`‐ 20   =lⅢ 120
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2020年度 助成金・委託金 。一般募金による支援事業 (実績)

|

コ″ ||

|       |

1 12“
]21回違世積 ●計画 IW,,l

|        |

1 8,,34刀 1国

連魔界錮 画 :Wi'〕

|

|ク ル 人`自治区におけ●́́ リア難民、こ対する実金綸付支

1援

事業 (上 記藩饉事つ

|

4`“ 61



:資金】支援輌

委託全

国別合計

合計プロジ・・クトら
■1岐 金

!鮨壼:支援額

姜【査      ―設棘

レバ ノン l,786.428

カ`ー県|‐ おけるンリア難民に対する現金綸
`1事

業 国連囃民高等,務官事務,|【 UNHcR〕

む. レ′`ノン|`住むン
'ア

難民の1'7`●●1'賛 困ライン以下の生活を菫いられており.そのうち半分以上の生存に最低限必要な費用を賄 うこ
`が

できない

状況|=あ る.本事業では.人カー県|`住む最も脆弱なシリア盤民が生活必儒品^のアタセス確保を通して生活状況の改薔を目指し.5"%世 帯を対象|`

■金・′くウチャー支援を ■鰯,世 帯を対象 .=毛 布.マ ント.台所用品などの緊急支援物資の配布を行った_

′́` ′ン燿茫薇災ξ緊急支援

節節年3月 4日 |こ
ベイ ,,‐ 卜で発生した爆発.=1,死 者1■人.負傷者

“

(Ю人以 上.行方不明希
"人

.家を失つた人々が力万人と共人な被告が出た.爆発

複鯖 |,E朝性を減らすために.緊急ンヽルター.水薇生文媛.coⅥ 〔,1,感 染拡大予防に必要な衛生資材の配布及び啓モ活動 ■金給付を含む生計再

建活動.榊 ヽ生 ¨[遷社会的支援を行っている.

シリア 387.43[.624

療 報 議サービス事業 173.770.40`| 嗅り1委 員会人道援助・ 市民保護穆局 :ECH01

:0年 目1● 突入 したシリア内戦におい‐.北画部ては政権軍と反体制沢の戦開か織緯 し.%万 人以上が選難″惨いられて,ヽ る.戦円の被
=I●

よ|).北 画部

で饉腱する医療機関は髯力所のみとなっているが.新たな国内選難民の

“

入しあり.救命医僚サービスの提供は全ら である.ま た.児童労働.児童婚.

ジ、シノーi=霧る(暴力 (G`V) ●ユ 家族厳餃等【=よ ',保
護サービス̂ の‐―てが商よっている.本事実‐は.イ ドリブ県とアレ′ボ県(tお liる 騰

弱な国内遊嬢民.嬢民.最退民 地域住民・ のヽ医,1と 保護サヽビス^のアクセスを確保するため.一次及び _次医療サービス (ア ライヤリー .^ル メケ
ア .ク リ‐ック (1カ 所). リプ0ダ クティブ・ヘルズ病院 (2カ 所).移動医療ユニ′｀ ('ユ ‐ント)でのサービス拡充〕と質の高い保護サービスを
提供を行つている.

l・ A「・
'0

卜′
'つ

|こ おけるに弱な魅民ヽの保護支援事業 欧
`ヽ

委員会人道援Ⅲ  li民 保護総局 :=CH01

本事業は. 卜′,■ 国内|`遺躍・ ている饉民の‐―ズ調査や過午21,実 施 _た保護支援事業から,'学び・教訓 |こ 基づき案件を形成したも
''で

ある. 卜′レ‐
li最大の難民受けM国 であるもの●

'.薙民キャンブ
''外

.=居住●る彙民.特 .こ もつとも詭載 1難民による各種サーイス・ヽ のアクセスが饉 しい状況であ
る. このため.な事業では.最 も睫弱な薙民向け|こ 各種サービスキ

`関
わる情銀 口別ス護支援.心理社会的支緩やケースヤネジメントの文,1を 行ぅ

ンリア南西部 .● おける船今の影■を受|'た子ど,,た ちヽ
,,教 育・保護支換す葉

ジャ・ヽ́  ブラフトフォーム :j"l

2011年 ,月 以来.3年以 上.こ およぶシリア綸争は.特 .こ 子ともたちに深刻な影■をおよぼしてきた.本事業では.201鮮 7月 のンリア技

「 “

|こ よる帝遺′|
戦時 .‐ 多くの国内違饉民が発生_そ の後住屁の帰還が進ん‐いるダルアー県,=おいて.粉うの影響を受けた子ど(.た ちとその家族が.尊摯を保ちつう
安きして生活できる]常を取り戻■るよう.教育 爆 護環境を改善するための堅想人道支援を実施した.

l"。 |・

シリア北西部.=お ける国内選難民^の水衛生支」事業 ジャ́ ン`・アラントフ■~ム
l,序〕

ンリア北丙部イ ドリブ県

lη :,年 12月 以降のシリア政権軍による集中的な軍事作戦により |∞万人i=お よ瑳 難民が流出(. 劣基な環境の中で遺量生活を余饉なくされ
~|ヽ

るシ

|リ
アlt西部イ |● ,ブ県 こヽて緊急期の水衛生サービスの提供を行つている.,力 晰の:D'キ ャンプにて.国内避贅民・ヽ の給水サービス.共有トンレの修‐

11護

石二i奨:霧麗与 1役響ォ :(ょ η

提供 を通 して.薔生暉篠 の改善を図 り.COⅥ D‐ 1,の感染拡大 を予防するための感受活動 の実
=を

通 じ
‐
.lDPの

シリア北西部における綸,の影響を受けた●ミュ‐テ´

^の保護支援事業

シリア北西

“

イ ドリブ県

ンリア北画部イ ドリブ県では."|,キ 12月 1日 以降.綺,`′,人 (イ '|リ ブ員の人口の約〕8. うちω%が子ども.21● ●が女性)である.鷹重なる選嚇によ

り 安全な住まいがないため.危険な地域^移動したり.木の下に住んだりするなど保護リスクが非常に高くな0て いる.‐ のため.本事業では.C3V
の被害を受け甘 い女性■ 女子が安心して利ルできるセーフメベース (St,摯 ∝ i∝ W¨ い o`GH,.SWC)を 通して 女性や女子に壮するジェン

グーに基づく暴力 ●3V)の 予防啓発.男性・若者に片する03V′ ,予防啓モ.63V●
'被

害を受けた女性i=対する樹別支援′,実施 ■ヽ 難民に対十る社会心
理支援等を行った.

`M,y'0  '∝
｀口 0

東欧・中東地域 (続 き)

その他

■ 3S7178

‐Ⅵ
～
11カ

"■
月11日 .WHOが 新型コ●すウイ′́ス感染症 (COⅥ D‐ 1,)を ′`ンデ｀ンクと宣言 した直後 |■ . グ●―′`′́対

`と
責言した.COⅥ● l,,,感

栞 拡大を防ぎ 臓弱な環境 |‐ ある子ど1,■ ちとその家捩^の影つを軽減することを目指 し 拗ヵ国

“

万人 (う ち
=`α

,,人の千'も )を対摯|=.活動の

4本注で支援を行つている.l 感奥拡大の防止 (手渡い.フ ィンカ,´・ティスタンンングなどの癒生啓発).2 像腱システムと医療従事者のサポー ト

(防護用真の提供.地域^ルスワーカーを通した感染千防活動).1 子どものケア (敦 合. 子どものイk豪.食糧.生計再塗支援).4 ア ポ`カシー
(■ どもが守られることを‖的とした政策提つ

繁■嬌助染今

興約締結中,,国連世養食目計画 【W"l案 件用

グ‐―バ′́・センター運き管理贄
′`~卜

'~ン
,ブ事務肇 諸専門的機能・地域

織括事務所の遅督斉輝費等

助成金・委託金・一般募金 合計
`43.5:l,34,

|    |
6И

I=484“ |

77."0.25`人
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2020年度 助成金・委託金 。一般募金による支援事業 (実績)
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Ⅳ。 2020年度 マーケティング第 1部・第 2部
活動報告

(2019年 10月 1日 ～2020年 9月 30日 )

1.今年度の活動方針

(1)チ ャイル ド・ スポンサーシップ収入額 :3,204百 万円 (年間予算)

期末支援チャイル ド数 :58,725人 (支援チャイル ド純増数 :+1,006人 )

(2)募金収入額 :655百万円 (年間予算)

2.活動概要と成果

(1)チ ャイル ド・スポンサーシップ収入額 :3,171.5百万円 (予算達成率99.0%)

支援チャイル ド数 :59,050人 (支援チャイル ド純増数 :+1,475人 )

(2)募金収入額 :781百万円 (予算進捗率119.3%)

マーケティング第 1部

1.今年度の活動方針

(1)新規支援者の獲得 :

チャイル ド・スポンサーシップを中心に実施するが、チャイル ド・スポンサーシップ以

外の月額定額支援プログラム (継続プレッジ)も適宜訴求 し、支援者層を拡大する。

年間新規獲得数は、チャイル ド・スポンサーシップ7,028件 (追加支援含む)、 継続プ

レッジ1,084件 (広告外含む)を 目指す。

(2)高額支援者層および企業連携の拡充 :

個別対応力を強化 し高額支援につなげ、また遺贈・相続からの寄付案内を積極的に行

う。企業との連携を強化 し協働の幅を広げる。

(3)認知拡大と若年層への種まき :

広報活動を強化 し、Take Back Future(TBF)キ ャンペーン、子 どもや学生へのグロー

バル教育、東京マラソン2020等 を通して認知を拡大する。

2.活動の概要と成果

(1)新規支援者の獲得

● チャイル ド・スポンサーシップ獲得数が7,141件 (追加支援含む)で、対 日標プラ

ス113件。期首予算化 していた大日企業の支援は先送 りとなっているが、キャンペ

ーン期3,753件 の申込達成等により、前年対比+751件 で推移。テ レビ・デジタルを

中心とした広告活動や追加支援等が年間を通 して好調であったことが要因。

● チャイル ド・スポンサーシップ以外の月額定額支援プログラム (継続プレッジ)獲

得は1,619件で、対日標 +535件。FaceToFace(F2F)以 外に、昨年からテス トをして
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きた新たな獲得方法 (リ ー ド獲得→血→テレマークティング)が稼働。

(2)高額支援者層および企業連携の拡充

● 高額支援者層への対応 (電話がけ、個別訪間等)を強化。前期試行した新たな大口

募金プログラム (1日 100万 円)を実施し23日 の申込があった。また新型コロナウ

イルス緊急対応のため、同層 (潜在層含む)か ら、約 40百万の募金をお預かりし

,_

0 遺贈・相続等による寄付収入は、約 34百万円。内訳は、遺贈 4件 (23百 万)、 相続

による寄付 6件 (108百万)、 香典寄付 1件。相談件数も増え対応を強化 している。

● 企業連携では、塩野義製薬 (株)が現行事業の 3倍の規模である第二期事業 (60百万

円/年 ×3年間)が承認 され、4月 より開夕龍 個人・法人あわせた特別プロジェク

ト募金収入は 154百万円。

(3)認知拡大 と若年層への種まき

● 団体認知度 と信頼度の向上を目指 し、WEBサ イ トや SNSを利用 し、WVグローバル含

め活動に関する発信を強化。新型コロナウイルス対応では、頻度高く情報をアンプ

デー トしつつ、広報・募金の呼びかけをし、支援者獲得につなげた。

● 若者の難民問題啓発 と団体認知向上を目指 し実施 しているアイデアコンペティショ

ンイベン ト「未来 ドラフ ト」の 3年次は、コロナ禍のため無観客・ライブ配信型で

決勝大会を実施 した。

3.課題 と今後の取り組み

(1)次期キャンペーンの準備 :新型コロナウイルス対応のニーズを含めた発信強化 。広告出

稿により、獲得の効果効率を上げていく。デジタル媒体を拡充 し、支援者数増を目指す。

(2)継続プレッジ新規獲得 :(紛争下、難民等)よ り厳 しい環境の子どもたちへの支援を訴

える継続プレッジの広告活動を強化 し、獲得数を拡大 していく。

(3)高額支援者層の拡充 :同層からの各種募金日標を達成する。また、きめ細やかな支援者

対応を進めつつ、特にミドル・スポンサー層 との関係構築を深め、支援継続率を向上さ

せる。

(4)企業連携の拡充 :現在提案中の企業連携条件の成約に加え、団体支援を検討中の新たな

企業からの支援確約を目指す。

(5)認知拡大・広報活動 :団体認知向上を目指 し、新型コロナウイルスを含む支援活動を中

心とした発信の強化。グローバル教育等、オンラインコンテンツの開発および若年層ヘ

の啓発活動実施。

48



#Hzzvl:vイジング課

1.今年度の活動方針

(1)広告媒体等を用いて、新規チャイル ド・スポンサーシップ7,028件 を獲得する (追加支

援含む)。 広がる潜在支援者層に対し、テレビ媒体からの獲得を維持し、デジタル媒体

を拡充させ支援者数増を目指す。

〈2)増大する世界の難民を支援する継続プレッジおよび、月額支援金額を自由に設定できる

コミュニティサポーター等の新規プレッジを年間 1,084件獲得する。

(3)上記の広告活動の費用対効果を高めていく。

2.活動概要と成果

(1)新規チャイル ド・スポンサーシップ獲得数 7,028件 達成

0 獲得数 7,141件 (目 標 7,028件 、前年度比 112%)。 媒体からの獲得に加え、キャ

ンペーン期に既存支援者から追加支援をいただいたことが要因。一般の方々から

広く申込みをいただくことができた。

● 11月 ～12月 のクリスマスキャンペーンにおいて、団体全体で取 り組み 3,753件 の

申込みを得 られた (目 標 3,000件 )。

● テ レビ媒体では、過去 レスポンスの良かったス トー リーをミックスした番組を作

成 しキャンペーン期に放映。順調なレスポンス結果となった。また、ステイホーム

のコロナ禍において、テレビの接触率も上が リレスポンスが向上。前年度比 107%

の申込み。

● デジタル媒体へ出稿 し、前年比 115%の獲得数で推移。下期コロナ禍において、人々

のデジタル体験が深化 し、また途上国でのコロナ対策支援のニーズをメッセージ

に含めたことにより、コロナ以前より好調なレスポンスとなった。

● アメックスカー ドホルダーヘの DM出稿を 2回行い、良い結果が得 られた。クレジ

ットカー ド会社を通 しての取 り組みのため、申込みと同時に入金もほぼ 100%確定

し、獲得単価が他媒体より低 く堅調。

● 友人紹介キャンペーンを実施 し、457件の申込を得 られた (前年同期 :500件 )。 支

援者アンケー トから判明した、友人紹介を前向きに検討 くださる方々ヘスペシャ

ルカー ドを送付 した。

● データベース内の資料請求者にチャイル ド・スポンサーシップのアピールを行い、

昨年度よりよいレスポンス率を得ている。ただ、資料請求者数が年々減少 している

ことは課題。

(2)ス ポンサーシップ以外の継続プレッジ 1,084件 の獲得及び新規 ドナーの獲得

● 継続プレッジ獲得数 1,619件 (目 標 1,084件 、前年度比 187%)。

● 難民プロジェク ト・サポーター (PS)の年間申込数 645件 を目標に、街頭等で F2F

を実施。449件の PSと 119件のチャイル ド・スポンサーシップ申込があつた。4月

～5月 はコロナ禍により活動を休止せざるを得なかったが、休止後の活動では申込

を得ている。紛争等で不安定な状況にある地域向けの新継続プレンジ (ChildhOOd

Rescue)の アピールを7月 に開始。広告出稿等を始めた。
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● 新規 ドナー獲得数 1,666件 (前年度比 110%)。

● 新型コロナ対応緊急募金への支援を増やすために対応チームを立ち上げ、情報提

供及び募金への呼びかけを行った。毎週情報をアップデー トし、メールを出すなど、

新 しい情報で頻度高く広報及び募金の呼びかけができた。この呼びかけにより新

たに 238人の方が支援に参加 した。

(3)広告活動の費用対効果を高めていく。

● より費用対効果の良いところに出稿 していくだけでなく、人々の行動変容に寄 り

添ったマーケティングを行 うことにより、成果を上げている。

● デジタル広告のダイレク ト獲得のバランスが上がることによつて、費用対効果が

改善 している。SEO施策も成果が出てお り、流入人数が増 している。

3.課題と今後の取り組み

(1)新規チャイル ド・スポンサーシップ獲得 (次期キャンペーンの準備・費用対効果向上)

● 来年度、第一四半期に行 うキャンペーンの準備・広告出稿テス トを行 う。withコ

ロナ社会の今後が読みにくいため。 レスポンスの良い時期に出稿を厚くする。

● テ レビ番組の新たな制作取材が困難であるため、制作会社 と協議 しつつ、レスポン

スを保つための対策を立てていく。

● 成果の見られたクレジットカー ドホルダーヘの DMに対 し、クリエイティブを強化

し送付数を増やす等、レスポンスを上げる工夫を行 う。

● WVJの ウェブページヘの流入を増やすために、SEO対策のための体制を強化 し、良

質なコンテンツを配信する。流入 した方々が支援者になる動線を強化する。

● MA(マーケティングオー トメーション)か らの支援者確保のため、この期間にテス

トを行っていく。

(2)ス ポンサーシップ以外の継続プレッジ及び新規 ドナーの獲得

● 新たにアピールを開始 した新継続プレッジ (Childh00d Rescue)の レスポンスを上

げていくために、クリエイティブ等の施策・出稿テス トを重ねていく。

● 路上で潜在支援者 と出会 う F2Fの活動が、いつ休止せ ざるを得なくなるかもしれ

ないこともあり、それに代わる獲得方法を検討 していく。

● 他部署と連携 しながら、WJのデータベースを深掘 りし、アピールテス トを行 う。

これらを通 し、より効率的に獲得を進めていく。
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法人・特 ドナー課

1.今年度の活動方針

(1)高額支援者層へのサービスを拡充し、この層からの支援金額向上を目指す

(2)企業との連携強化および協働の拡充と新たな支援獲得

2.活動概要と成果
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● 高額支援者層約 1,000ア カウン ト、高額支援者潜在層約 500ア カウン トに対 し、個

別対応 とサービスを実施。ミドル支援者層へのサービスを本格始動。体制を整え活

動量を増や した。活動 (個別対応)の有無により寄付額に変動が見られる。

● 関係構築の要である「感謝」に注力 し、キャンペーン時期には、カレンダーを送付

(985件 )。 またチャイル ド・スポンサーシップ追加支援や募金実績を週次で確認

し、随時電話やメールでお礼をしている。その他、個別訪間を約 40件実施 した。

● 募金訴求にあた り、日頃の関係構築に加え、DMへの一筆箋同封、電話による訴求

を実施。クリスマス募金のこの層からの募金実績は対 日標 70%。 10万円以上の大口

募金の件数減少 と、想定していた方からの高額の募金 1件がなかったことが影響。

● 夏期に実施 した難民支援募金は、高額支援者層から約 13.5百万円 (目 標達成率 70%)

高額支援者潜在層から約 414万円 (達成率 278%)。 高額支援者層での達成率が低い

が、同層 (潜在層を含む)か ら新型コロナウイルス対応募金のために約 4,000万円

のご寄付をいただいてお り、必要を大きく支えていただいた。

● 高額支援者への新たなプログラムとして FY19に開始 した 1日 100万円単位で寄付

を募る「マイルス トーン・プロジェク ト」は、第 3弾 として「イラク共和国シンジ

ャー地区 学校修復支援事業」への支援を2月 1日 ～3月 末 日に訴求。30日 の日標

に対 し (新型コロナの影響に鑑み、日標を 20日 に下方修正)、 20人の方から23日

/23百万円の申込があった。

● 個人からの特別プロジェク ト募金は 6プロジェク ト/5名 、54百万円をいただいた。

個人・法人をあわせた特別プロジェク ト募金収入は 154百万円。

● 遺贈・相続等による寄付収入は、3,389万 円。内訳は、遺贈 4件 (23百万)、 相続

による寄付 6件 (10.5百万)、 香典寄付 1件。遺贈・相続等による寄付について、

支援者への周知に取 り組むとともに、新規にもリーチすべく広告 (デジタル、新聞

(読売)・ 雑誌 (文藝春秋・週刊文春))を出稿。紙媒体広告からは、273件の資料

請求を得た。また、国際 XO(4団体)と社会福祉協議会 (4団体)の連携による

終活セ ミナーにも継続出展 し、種まきを実施。より多様な相談・寄付に対応できる

よう、体制強化に向けた調査やプロセス整理に着手した。

● チャイル ド・スポンサーの支援地訪間ツアーは、FY20は 1本、7月 に 4年ぶ りのエ

クア ドル訪間の旅を計画 し、3月 末 日までに最小催行人数を超える 17名 の方より

申込。 しかし、新型コロナウイルスの状況に鑑み、5月 にツアー中止を判断 した。

また、チャイル ド・スポンサーの個人訪間を 7件 (10名 )、 プライベー トツアー形

態では 1件 (13名 )をアレンジ。新型コロナウイルス関連で計 6件の個人訪間の



中止をお願いした。現在は無期限で申し込み受け付けを停止 している。

(2)鮭ェ塑控 強化

● 山崎製パン株式会社「社員マッチングギフト」は2年 目に入り、909人の社員の方

にご参加いただき、359人のチャイル ドを支援いただいている。国際開発救援財団

(FIDR)法人賛助会員様向けの合同報告会に加えて、工場での報告会を実施。ご参

加くださっている社員の方に、支援によるインパク トをお伝えする貴重な機会と

なっている。 (新型コロナウイルス発生後は休止)

● 塩野義製薬 (株)と の連携によるMother to Motherプ ロジェクトは、現行事業の 3

倍の規模である第二期事業 (6000万 円/年 ×3年間)が承認され、4月 より開始し

た。現行事業の第 5年次と次期事業の初年度が重なる今年度の募金収入は8,000万

円。次期事業の承認に先立ち、事務局長が本社を訪問し、経営報告会で講演を実施。

(3) 』募金による支援活動

山崎製パン株式会社、株式会社不二家ほかの協力により実施しているヤマザキ『ラブ・

ローフ』募金により以下事業を実施した。

● ルワングにおいて安全な水が不足し、衛生環境が著しく損なわれている地域の

人々のための水供給施設整備支援事業。

3.課題 と今後の取り組み

(1)高額菫援者への取り組み

● 効果のあった活動を拡充 し、高額支援者層からの各種募金 日標を達成する。

● 訪問・対面報告を代替するサービスを拡充する。

● ミドル・スポンサー (支援チャイル ド数 4人から9人)と の関係構築を深め、継続

率の維持・改善を目指す。

● 新型コロナウイルスの影響下にあってきめ細やかな支援者対応を進め、ご支援を

継続・増額いただけるように働きかける。

● 遺贈・相続のお申し出により幅広 く柔軟に対応できることを目指 し、調査と体制整

備を進める。

(2) 企業連携の拡充 ( に向けた取 り組み)

● 現在提案中の企業連携条件の成約を目指す。

● 国連 GCNJ等のプラットフォームを活用 し企業連携を拡大する。

ヤマザキ『ラブ・ローフ
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1。 今年度の活動方針

(1)団体の認知・信頼向上につながる、収入向上に資するコミュニケーション活動を行 う。

(2)将来への種まきとして、特に若者への啓発活動を拡充する。Take Back Future(TBF)キ

ャンペーンやグローバル教育を通 じて、多くの若者・子どもとつながっていく。

2.活動概要と成果

団体の認知 ・ イ言 向上、収入向上に資するコミュニケーション活動

0 オウン ドメディア (SNS、 ホームページ)を 中心に日々の発信を強化。パー トナーシ

ップから出されるW活動ニュース等も発信する機会を増や している。

新型コロナウイルスに関して、日本での感染拡大直後 (3月 )、 情報発信を強化 し募

金の呼びかけを行った。メディア向けのプレスリリースを 2.5カ 月で 7本発信 (昨

年比約 2倍 )。 6件の記事掲載 と、各 リリースそれぞれ 30件以上の転載に結びつい

た (通常は平均約 20件 )。

3年 目となる「未来 ドラフ ト」関連で主要メディアヘの掲載が相次いだ (東京新間、

読売新聞、毎 日新間、朝 日新聞デジタル、NHK veb、 Yahoo!ニ ュース等)。 「未来 ドラ

フ ト」参加者の活躍が取 り上げられるケースが多く、若者に注目した企画がメディ

ア関係者の興味・関心と合致 した結果と思われる。

自然検索によるHP流入数増を目指 し、SEO(Search Engine OptimizatiOn)対 策を

強化。読者の目線に合わせたコンテンツを作成 しHP流入増につながっている。

WVUSを中心にパー トナーシップに広がつているイベン ト「Globa1 6K」 を 11月 4日

初開催。途上国の子どもたちが水を求めて歩く平均距離 (6キ ロメー トル)を実際

歩いて体感するイベン トを中野坂上近辺で実施。81名 が参加。スポンサーシップ申

込 4件 と約 9万円の募金が集まった。

東京マラソン 2020チャリティ寄付先団体に選出され、20万 円以上の寄付で出走権

が得 られるアクティブチャリティランナーを 50枠が全て確定 し、一般チャリティ

ランナーからの寄付と合わせ約 2750万円の募金が集まった。新型 コロナウイルス

の影響によリランナーの出走は来年に繰 り越 しとなった。

団体 FY19年次報告書を発行 し、3月 全支援者に届けた。
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0

0

(2)二左 :望塑 :菫 2三[塁鐘 12_二:生:とli[⊥:L整 塵 ■ _グニ:2`立l盪:喧 :

● 若者が関心を持って参加 し継続的な関係ができるよう、「Take Back Future一 難民

の子どもの明日を取 り戻す」の一環で実施 しているアイデアコンペティション「未

来 ドラフ ト」の優勝チーム 4名がウガンダのビディビディ難民居住区を訪問しアイ

デアを実現 (1/4～ 13)。 スタッフ 1名 が同行。

● 難民居住区を訪問 した経験のある高校生が帰国報告会を継続実施 (東京、福岡)。 同

年代を中心に認知が広が り、NⅢ の取材 (後 日テ レビ放映)等 もあった。

● 3年次の活動として 「アイデア発想イベン ト」を無観客・ ライブ配信型で 3月 8日
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に開催 が登壇 し、若い世代を中心に約 400人が視聴。7件のメディア掲

載があった。約 200件 のアイデア応募の中からベス ト8を決定 し、6月 21日 に決

勝大会を開催。お題発案 として、Yahoo、 テレビ東京、ムラサキスポーツ、クックパ

ッドの各社が参加 した。

グローバル教育では、東京都教育委員会が実施する「オ リンピック・パラリンピッ

ク教育推進事業」プログラム集に活動が掲載 されたことにより、新規の公立小中か

ら講師派遣の依頼が増加 していたが、コロナ禍において、活動の機会が縮小。オン

ラインで実施を継続 した。派遣授業・事務所訪間を 28件実施 し、2,157人の子 ども

と保護者に途上国の子どもたちの状況等伝えた。

「クリスマス募金箱 (ア ドベン トカレンダー募金箱から改称)」 の活動に関して、よ

り多くの方に向けてアピールすべく、有名キャラクター 「チェプラーシカ」を採用

した。資料請求者数では、新規 271人 (昨年 148人 )を含む総数 362人 (昨年 211

人)と 、過去最高を記録することができた。

3.課題 と今後の取り組み

(1)

●

●

●

0 WVパー トナーシップ含め、団体の活動をタイムリーに積極的に発信し、認知を広

め信頼を深める。

次期キャンペーンに向けて、他課と協働しSEO対策を強化。HPへの流入数を増

やす。

るコミュニケーション

?'u *,,stv(2) へ の をターゲ 卜に した

0 アイデア募集企画 「未来 ドラフト」において、次期計画策定

● サマースクール実施と参加者 (応募者)のフォローアップ

● 次期ア ドベントカレンダー企画準備。企業との協働による認知拡大施策を進める。

● グローバル教育オンライン実施コンテンツの準備。オンライン教材の開発。
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マーケティング第 2部

1.今年度の活動方針

(1)チ ャイル ド・スポンサーシップの継続率の向上 (90.7%)

支援の喜びを感 じていただけるよう、デジタルサービス等従来のサービスを体系的に確

実に実施するとともに、支援中止可能性が高いタイ ミングでの丁寧な連絡を実施する

(支援開始期、チャイル ド交替、入金中断、支援ADP終了期等)。

(2)既存支援者からの追加支援・募金額達成による途上国ニーズヘの対応 :

既存支援者 (チ ャイル ド・スポンサー、既存 ドナー)の方々に継続 してより広く支援い

ただくために、支援の成果を実感いただけるような報告やサービスを提供 し、適切なタ

イミングで各種アピール等を実施する (ス ポンサーシップの追加支援、継続プレッジ、

募金のアピール等)。

③ 新たに支援に参加・継続 しやすいスポンサーシップ以外の募金プログラム (継続プレッ

ジ)の拡大を目指 し、サー ビスを充実させる。

(4)支援者対応のフロン トラインとして、コンタク トセンターに寄せ られる声に日々真摯に

向き合い、関係部署に効果的に共有するとともに、より多くより長 く支援をいただくよ

う問い合わせ者に継続的に働きかける。

(5)よ り多くの支援の喜びを支援者に届けるため、内外情報の適切な把握、マーケティング

両部横断的な成果把握、提案を行 う。また、マーケティング両部に関わる業務システム

を運用・改善する。

2.活動の概要と成果

(1)チャイル ド・スポンサーシップの継続率の向上 (90.7%)

0 総スポンサーシップ数増加や新型コロナウイルス感染拡大もあった中、年間キャ

ンセル数は5,666件 と前年・ 目標を下回 り (前年実績5,933件、日標6,022件 )、 継

続率91.24%と 多くの方に支援を継続頂 くことができた。途上国での感染拡大に伴

うチャイル ド交替報告件数減少、終了予定であった響Pの うち3AP(タ イ2件,マ

ラウイ1件)の 1年延期が大きな要因。支援開始直後のスポンサーや複数支援者の

継続は引き続き課題 として取 り組む。

● 感染拡大に伴いデジタルサービスを強化。現地の状況やADPマネージャーの感謝

メッセージ等スポンサー向け特別メールを定期的に発信するとともに、4月 以降8

回のオンラインWVカ フェ (活動報告会。 うち1回は ドナー (募金者)向 け)の開

催、手紙に代わるチャイル ドヘのオンライン寄せ書き募集等を行った。また、対

面のWVカ フェの開催 (～ 2月 )、 チャイル ドや地域の動画配信、「成長報告」の

発送準備等従来のサービスも確実に実施 した。

● FY20終了予定の4APの うちカンボジアポニャー・ルーAPを終了した (残 り3APは

1年延期)。
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(2)既存支援者からの追加支援、募金 日標額達成による途上国ニーズヘの対応

● 追加支援 :年間目標を超える申込み数をいただいた。

● 各種募金 :

> 上半期主要アピールのクリスマス募金 (水・食糧支援募金含)収入額119百万

円 (目 標達成率99%)、 下半期主要アピールの難民支援募金収入額 101百万円

(日 標達成率135%)、 危機にある子 どもたちのための募金収入額48百万円

(日 標達成率137%〉 と、日標並みもしくは日標を大きく超える支援を頂いた。

> 3月 からアピールの新型コロナウイルス緊急対応募金に対しても、72.7百万円

と大きな支援をいただいた。

● 元スポンサーを含む、既存 ドナー (募金者)へのアプローチを開始、継続プレッ

ジやスポンサーシップ申込につながっている。新 しい試みとして、8月 半ばに ドナ

ー向けオンライン報告会を開催 した。初参加者の割合が7割超 と高く、既存 ドナー

とつなが り、成果をお伝えする良い機会となった。

(3)継続プレッジの開発

● 昨年度開発の新規継続プレッジ 「コミュニティ・サポーター」を ドナーに定常的

にアピール。1,112件の申込みをいただいた (目 標938件)。

● 紛争等で不安定な状況にある地域向けの新継続プレッジアピール開始。従来の難

民向け継続支援プログラムと合わせ申込み815件 (目 標645件)。

(の ご支援継続につながる支援者対応

● 繁忙期 (キ ャンペーン期)においても遅滞ない問合せ対応を行った。また、国内

での感染拡大下においては新たな執務体制を構築 し、従来と遜色ない支援者対応

を行った。また、問合せ 自動応答システム等新たなツール導入準備を進めた。

● 電話 自動応答カー ド決済システム(IVR)導入やキャンペーン期スポンサーシップ申

込者への初回入金促進活動を積極的に実施 し、初回入金率維持向上に貢献 した。

● 2月 に夜間ボランティアを試行 したが、感染拡大状況に鑑み3月 末以降事務所での

ボランティア活動全体を停止。可能な方には在宅で活動いただき、事務所ボラン

テイアスタンフとは定期的にオンライン交流会等を実施 している。

(5)両部横断的な資源配分・成果把握・改善提案、業務システム運用・改善

● アピール先の選定、頻度の高い進捗把握 と提案等により、キャンペーンや各種アピ

ールの目標達成に寄与 した。

● 繁忙期や感染拡大下においても着実に入金業務 (領収証発行含む)を実施 した。

● 団体ホームページの改善に着手、支援申込ページでの離脱率改善に寄与 した。

● メール自動配信システムの統合を行い業務の効果効率の向上に貢献 した。

● 国内での感染拡大下にマーケティング両部が十分に機能するよう、在宅執務環境の

整備や業務効率化、各種サービスのデジタル化をサポー トした。一方、マーケティ

ング部顧客管理システムの大規模改善は 1年間延期 とした。
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3.課題と今後の取り組み

(1)ス ポンサーシップ継続率の維持向上 :今年度開始した各種デジタルサービスの効果検

証と来年度以降の活動への反映。支援開始直後支援者や複数支援者の継続率向上強化。

(2)既存支援者からの追加支援、募金目標額達成による途上国ニーズヘの対応 :既存 ドナー

に対するサービスとアピールの強化・体系化。

(D継続プレッジの開発 :継続プレッジの定期的なアピールとサービスの確立。

(の 支援者対応 :新たな執務体制におけるAP終了時対応の着実な実施と、支援者対応・初

回入金率向上活動の質向上に向けた業務見直し (ツ ール導入含む)。 来所が難しい中の

ボランティアスタッフとのつながりの継続。

(5)部署横断的な分析と提案、システム運用・改善 :団体ホームページの継続改善と分析。

新たな執務体制における分析・入金業務の着実な実施。マーケティング両部の業務効果

効率サポー ト向上 (デジタル化)。

サービス開発課

1.今年度の活動方針

(1)ス ポンサーシップの継続率を維持向上する (90.7%、 キャンセル数6,022人以内)。

(2)既存支援者 (チ ャイル ド・スポンサー、既存 ドナー)か らの追加支援・募金額達成に

よる途上国ニーズヘの対応。

(3〉 新たに支援に参加・継続しやすい募金プログラム (継続プレッジ)の拡大、サービス

の充実

2.活動の概要と成果

(1)チ主∠_2ド 1_zボンサーシップ継続率の向上 (リ テンション)

キャンセル数は、9月 末 目標6,022人 に対 し、実績5,666人 (前年実績5,933人 )。

新型コロナウイルス感染拡大がある中、継続率は近年では最も高い91.24%。

9月 末終了のカンボジア・ポニャー・ルウAPの ご支援者 (約 570人)の内、メール

ア ドレスがあるご支援者 (約 350人)に、支援地域からの感謝動画を送信。

感染拡大の影響で終了年1年延長のタイ・ タプラヤA:P・ トゥンワAP、 マラウイ・

クーユAPのスポンサー係■ ,700名〉に延長連絡。概ね好意的反応を頂いた。

デジタルサービス強化 として、オンラインWVカ フェを4月 以降8回開催。オンラ

インのため、海外駐在員によるリアルタイムでの報告等が可能 となり、参加人数

増加や新たな層へのリーチにつながっている。また、4月 以降スポンサー向け特別

メールを定期的に配信 (APマ ネージャーからの感謝の言葉や、支援地の感染拡

大・対応状況等)。 従来の手紙に代わるチャイル ドヘのオンライン寄せ書き募集

等を行い、チャイル ドとのつながりを実感頂けるよう努めた。

支援年数2年以内のスポンサーヘ感謝架電や活動成果報告の発送、支援チャイル ド

動画や支援地域動画の配信、4回の対面WVカ フェ開催等、2019年 「成長報告」の

発送準備等、従来のサービスを着実に実施 した。

●

●

0

●

0
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(2〉 工仁 量髪望量2藁匿壁 艶萎塾

● クリスマス募金 (水・食糧支援募金)収入額119百万円 (含スポンサー以外の方

からの募金)。 年間日標達成率99%と多くのご支援をいただいた。

● 新たな取り組みとして、既存 ドナー (募金者、元スポンサー等)への継続支援訴

求活動 (メ ール配信、架電)を キャンペーン期～1月 末実施。募金感謝と継続支

援の重要性を伝え、支援金額の選べる継続プレンジ (コ ミュニティ・サポータ

ー)への申込みを多く得られた。

● 4月 に予定していた「ADP追加支援」 (支援AP内の特定ニーズ支援)ア ピールの

実施を今年度は見送り、感染拡大対応を強化した。

● 4月 に「新型コロナウイルス緊急対応募金」アピールをスポンサーに対し実施。

スポンサー以外の方からの支援も含め72.7百 万円の支援をいただいた。

● 難民支援募金アピールを6月 に実施。収入額101百万円と過去最高額の支援をいた

だいた (日 標達成率135%)。 難民・国内避難民など、避難生活を送る子どもた

ちの感染防止と教育機会の担保をアピール。支援地の生の様子を伝えるため現地

対応スタッフからの近況報告レターを同封した。

(3) 継続プ レッジの拡大とサービス充実

● 昨年度開発 した継続プレッジ 「コミュニティ・サポーター」の ドナー向けへのア

ピールが始まり、定常的な申込みにつながっている。

紛争等の不安定な地域に対する継続プレッジ開発を進め、7月 に新たな獲得ペー

ジを公開した。今後、既存の難民向け継続支援プログラムとの統合を見据え、サ

ービス・報告内容を検討する。

3.課題と今後の取り組み

●

支 か の 上

● 既存 ドナーが募金による貢献や喜びを感 じられるよう、 ドナー向け支援者ジャー

ニーを実行する。

● 既存支援者へのアピール方法・内容やタイ ミングを見直し、募金支援の継続や、継

続支援プログラムヘの移行等につなげる。

(3)継続プレッジの拡大とサービス充実

継続プレッジに申し込んだ方に支援を継続いただけるよう、サー ビスや報告内容

を拡充する。

=-A^A

●

(1)五ェ乙∠ヒ上」_乙杢ン上ニヱ z∠継位整のコ上

● 国内の感染拡大状況を注視 しつつ、引き続き、パー トナーシップからの知見等を活

かし、支援者ジャーニー (体系的な支援者体験セット)を確実に実行する。特に、

新型コロナによる影響で発送が遅れている 2019年 「成長報告」を 10月 末に確実

に発送する。

● 支援年数 2年以内のスポンサー、チャイル ド交代期、複数チャイル ド支援者、AP
終了時等支援中止が多いグループヘのケアを他課 とも協働 しながら強化する。

● オンライン WVカ フェの継続開催や、スポンサー向け資料のデジタル化等デジタ

ルサービスを拡充する。

(2)
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支援童立ポー L_墨

1.今年度の活動方針

(1)問合せ者の必要や思いを理解することに努め、スポンサー満足度調査における問合せ満

足度 「やや満足」以上の回答割合を維持向上する。

(2)チャイル ド・スポンサーシンプの継続率維持向上に加え、一度 WVJに支援をくださっ

た方の何等かの形での支援継続を目指す。

(3〉 チャイル ド・スポンサーシップとそれ以外の支援の初回入金率向上を目指す。

(4)既存のボランティアに加え、新しいボランティア参画の機会を提供する。

2.活動の概要と成果

(1)凹全せ適星度の維持向上

● 繁忙期 (キ ャンペーン期)においても遅滞ない問合せ対応を行った。

● 国内でも新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、通常時と遜色ない支援者対応が

できるよう執務体制を構築し、対応品質の維持を行った。

● 上半期においては、問合せの内容を月次で他部課に共有した。

(D スポンサーシップの継続率維持向上、一度 WVJに支援 くださった方の支援継続

0 9月 末終了APのスポンサーヘのチャイル ド交替等各種連絡を実施 した。

(3) スポンサ プ 継 締 プレッジの初回入金率向上― シ ツ

0 電話自動応答クレジットカー ド決済システム (DR)を導入。外注業者 とも連携 し

キャンペーン期のスポンサーシップ申込者への初回入金促進活動を積極的に実施

し、初回入金率維持向上に貢献 した。

継続プレッジの初回入金活動を開始 した。

(銅 LL`12:=2_≧生ZL」1三二1参[目1壁全」Z≧幽 lζ

0 社会人層のボランティア参画機会の提供 として、新 しく2月 に夜間ボランティアを

試行 したが、感染拡大状況に鑑み 3月 末以降事務所でのボランティア活動全体を停

止 した。国際郵便制限に伴い、手紙の引き受け・発送も停止 している。

● 可能な方には在宅でボランティアを継続いただくとともに、オンライン交流会や、

スタッフからの感謝 ビデオ配信等を行っている。

3.課題 と今後の取り組み

●
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(1)固合せ適星座進持向上

0 新たな執務体制においても満足度を向上し、次期キャンペーン達成を実現できるよ

う業務自動化ツールの導入や業務フローの見直しに取り組む。

(2)継董重壼LL」2回△全茎重止

● 定型業務の自動化等により、継続率・初回入金率向上のためのリソースを確保する。

● チャイル ドの交替 、A:P終了時の準備・対応を着実に行う。



③ 五 L4L二i[Z」と
`:2_`[』

:塗[亘ig21`堕2旦」1

0 ボランティアの方々との交流を続けるとともに、在宅で取り組んでいただけるボラ

ンティア活動を準備する。

● 新たな執務体制における手紙業務・フローの見直しに取り組む。

企 チーム

1.今年度の活動方針

(1)3カ 年計画のインディケータの定期的状況確認、課題把握 と提言を行 う。

(2)収入向 卜に向け、既存ご支援者や潜在支援者層 (特に団体公式サイ ト訪問者)の寄付

行動や関心分野の分析を強化する。

(3)多様な支援者層からの寄付受け入れに向け、新規募金プログラムの試行・改善と環境

整備を行 う。

(4)入金業務の確実な遂行、入金モニタリング、決済手段整備等より入金率を向上する。

(D業務フローの見直し・プロセス自動化等の業務効率化や、PDCA(計画、実行、評

価、改善)を推進する。

2.活動概要と成果

(1) 的な情報提供と課題共有

0 3カ年計画に対する進捗の定期的レポーティングと情報の蓄積を行った。

● 各種アピール活動時には目標設定時から協働し、活動開始後の進捗状況共有・レ

ポー ト構築、課題抽出等、日標達成に向けた提言、情報提供に努めた。

● パー トナーシップ共通のウェブ分析ツール (Googe Analytics360)へ の移行、設

定を完了した。

(2)収入向上のための既存・潜在支援者昼の宣量生動や関心分野の分析強化

キャンペーンや国内での新型コロナウイルス感染拡大期の申込み者、支援中止者

の属性や過去支援歴などの分析を行い、関係者の対策構築をサポー トした。

WVJウェブサイ トヘの流入状況・訪問者の動きを分析 し、特に訪問者の申込完了

率を上げるため申込みページを改善した。

(3)

マーケティング状況の定

●

●

か の

の

け入れに た プログ ム の と

● 顧客データベース登録者 (登録者)か ら、より継続支援の可能性高い層を抽出し

継続支援訴求活動をサポー トした。活動継続のための結果分析も実施 している。

マーケティング・オー トメーション (MA)について、登録者に加えイベン ト参

加者等新規のリー ド層に対する運用状況の分析 と改善提案に取 り組んでいる。

手段整

●

ン

組織変更直後のキャンペーン期 (繁忙期)や、国内の感染拡大下においても柔軟

に執務体制を検討 し、遅滞なく正確な入金業務を行った。

(4)

●

金
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● ご送金手続きに不備がある方や長期間ご送金がない方への早期の連絡を強化 し継

続支援の開始や再開につなげた。

● IVRの 導入をサポー トしスムーズな運用につなげた。

(5) 当落 効率 イ́ や CA `言+商 i 実行 _評儒 _改善 )椎准PD

各課施策の企画段階から協働 して目的・目標を設定 し、迅速に結果提供を行 うこ

とで、具体的成果やその後の改善につながるPDCAを推進 した。

感染拡大下での執務体制構築において、マーケティング両部スタッフに固有のPC

環境設定や情報セキュリティ整備の支援を行った。

.課題 と今後の取 り組み活動概要と

グ収入や支援者動向の定期的な 況の共有と提言

●

●

(1)マーケティ ン

0 定期 レポーティングと目標達成に寄与する提言を継続する。

重要度の高まるウェプのレポー トについて、パー トナ~シ ンプに沿った分析環境と

運用ルールなどを整え、定期的かつ信頼できるレポーティングに取 り組む。

(2)収△向上のための分伍強化

● ご支援者の寄付額や関心分野に沿って、支援者ジャーニーに基づいた団体からの

発信ができるよう、データ分析や支援者アンケー トの回答に基づき提言を行 う。

(3) か の

● 新しい継続プレッジや各種募金プログラムの状況、感染拡大に伴 う日本の人々の

行動の変化を提え、ウェブサイ ト改善、MAの継続改善や申込み方法の見直し等を

行い、申込み増を目指す。

〈4)入全基盤:の確実な遂行=入金モニタリンZ菫 決済壬段整備

● 紙資料のニーズを見極めつつ、入金作業フローの見直しやデジタル化を進める。

● 今後の収入拡大に資する新たな決済方法の調査と導入を検討する。

(5) 業 ヌ色

`効

≧之
`イ

′・ フ ロー の 甲百 しとPDCAの椎 准

● 国内外の感染拡大が続 く中、各種施策を限られたリソースで遂行できるよう、業

務プロセス再設計やツール導入など自動化を支援する。

● 現行の顧客管理システムiVisionの アップグレー ドに向けて、計画 と体制構築、現

業確認を進める。
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V 2020年度 サポー トサービス部 活動報告

(2019年 10月 ～2020年 9月 )

1.今年度の活動計画

下記(1)本 文を主要な活動として継続しつつ、New Vision 2020三 カ年計画の 3年目として

ド記(2)以 降にも注力して活動を行う。

(1)諸法令を遵守し、説明責任を追及しながら、且つ、外部環境の変化の動向を的確に把握

し必要な対応を行いながら、引き続き適正、適切かつ誠実に、財務経理業務・人事労務

業務・総務業務・IT業務・法務業務等を行 う。

(2)効果的な資源配分の促進への貢献

① 当部所掌業務の中で取得されている各種情報 (人財、資金、時間等)の効果的な提

供を継続・改善する。

(3)次世代人財の採用・育成・動機付け

① スタンフ、次世代リーダーの研修プログラムの充実化を進める。

② 人事評価制度の継続実施 (特に成長プランの重要性を意識しつつ)と 必要な見直し

を行う。

(4)リ ソースの効果効率的活用と個々の能力発揮を促進する制度構築

① 多様な「働き方」の実現のための制度の浸透と、自律性向上への取り組み

② 上記①にも資する情報共有プラットフォームの構築・提供

(5)基本文書の理解深化と体現

① 基本文書を基とした組織のアイデンティティについて、スタッフー人ひとりがその

「強み」を確認し、自分の言葉で自信をもって発信・体現できるよう、各種機会の

継続提供と充実化を進める。

③ WVカ フェ等のイベント機会や、グローバル教育教材、各種発信物を効果的・積極的に

活用し、キリス ト教系諸団体との関係を強化・拡大する。また、他宗教・宗派団体と定

期的に情報交換を行うとともに、信仰と開発との関係についての団体内理解を促進する

取り組みを行 う (明文化等)。

2.活動概要と成果

(1)当 部所掌業務 (*)に ついて、諸法令を遵守 し、説明責任を重視 しつつ、適正・適切に遂行

した。 〈*):財務経理、人事労務、総務、IT、 法務

加えて、特に、以下にも注力 した。

● WVの Global lnternal Audit(内 部業務監査)の応査 (2月 にチーム来 日)

● 新型コロナウイルス感染拡大影響下での円滑な業務遂行を促す各種インフラ整

備

(D効果的な資源配分の促進 :月 次及び中長期収支状況、人員状況等について、マネジメン

ト間で課題を共有 した。

(3)次世代人財の採用・育成・動機付け :人事評価・成長促進制度や外部機会を活用 し、マネ

ジメン ト層を含む職員の成長の促進を後押 しした。
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(の リソースの効果効率的活用 と個々の能力発揮を促進する制度構築

① 昨年 9月 に改定、本年 4月 施行の就業規則について、自律性向上とより効果的な働

き方を推進するための詳細ガイ ドライン等を構築・施行 (在宅勤務、月フレックス

タイム制 等)。 新型コロナウイルス感染対策防止の勤務体制にも資 した。

(5)基本文書の理解深化 と体現 :下記機会を活用 し、Wの 理念、基本文書への理解の深化

を促進 し、WVのアイデンティティを体現することを具体的に考える機会 とした。また、

新型コロナウイルス感染拡大影響下において、継続的なこれ らの取 り組みが、スタッフ

の一致と信頼を促進する機会 ともなった。

● Day of Prayer(年 度初 日)、 基本文書を学ぶ機会 (毎月)、 部署横断のカルチャ

ー醸成委員会、リトリー ト (初のオンライン開催)等
(6)各種会議やネ ットワークに積極的に参加 し、また、各種の発信 〈紙媒体・デジタル)を積

極的に行 うことで、キリス ト教系諸団体との信頼関係の強化・拡大につなげている。

3.課題 と今後の取り組み

(1〉 課題

① 組織全体の経営に資する新しい取 り組みや改善に取り組むリソース(時間・人)の

確保

② より効果的な情報提供・課題の提供を促すための方法・内容等の改善

③ どのような勤務体制においても、各スタッフ及び管理職の「個の成長」への動機付

けと効果的な研修の実施

④ 基本理念に根差した組織としてのアイデンティティやカルチャーの継続的深化と

理念の継承、また、新型コロナウイルス感染拡大影響下での新しいかたちの機会の

提供

⑤ 災害時等における事業継続計画の整理・構築と準備。外部環境変化等への柔軟かつ

適切な対応

(2)今後の取り組み

① 引き続き適正かつ誠実に所掌業務を遂行しつつ、次世代リーダーの育成に努める

② 引き続き中長期的収支状況を確認しつつ、効果的な資源配分 (人財、資金、時間、

資産等)に資するべく、共有情報等の改善・工夫を継続的に行 う。働く「場」 (オ

フィス)、 制度、働き方等の最適を模索し、必要な見直しを行 う。

③ 各種 リソースの効果効率的活用と多用で自律的な働き方を促進する情報共有等の

プラットフォームの整備・構築

④ 基本理念に根差した WVJのアイデンティティや理念に対する理解を深め、体現し

ていくための各種機会を、オンライン等の機会も活用しながら継続提供

⑤ 引き続き、キリス ト教系諸団体との関係深化・拡大を図るとともに、信仰と開発と

の関係についての団体内の理解を促進する

⑥ 事業継続計画の整理・構築 (特に、IT分野を含め)
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I‐2.その他の事業

本年度は行わなかった。
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書式第 13号 (法 第 28条関係 )

2020年 度 活動計算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動去人ワール ド・ビジョン・ジャパン

受

1:

言[:#1菫こ
シンプ募0 0, 171.565.000

742.680,304

38.560.232

2 受

受取補助金・助成金
■取委託金
受取補助今年返還額

13.623.703

1・ 140.587.700

1.341

723 58876
4 事業収益

5 その他の収益
受取利息
雑収益

_____為_螢差益

14.508
3.538,962

185.701

0.739.271

【A

用

14 680

1

2
0ヽ 8 752

給料千当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費

地域開発援助事実質
会議費
旅費交通費
賃借料
支払手数料

4.660.083.370

403.607

3,089,389
26.437.519

449.976

108.007.443

8.950.438
8,006,9451

16,338,1651

“

域 4.347.735.234

綸料 子当

1

2
2,

219.348

2

5.374.657

1

04f 777

1 295 996

(2)そ

給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費

517.131.579

1.405,820
4.711,021

36.767.273
101.116.159

啓発教今費
会議費
旅費交通費
賃借料
支払手数料

145.016.662

9.971.954
11,509,366

22.975.995

啓発 : 867 949 602

27.417166
109

=37

(1)

(2)そ
614,641

1.450.502

12.449,988

5.217,624

給料手当
賞与ラ1当 金繰入額
退職給付費用
法定福利費

会議費
,`く 費交通費
賃倍料
支払手数料

47.140.776
3.733,267

3.995.797
8,139,038

管理 90 835.53,

【B

経

塁 1 , タ

″

【

経

当 増  シ [)

当 味 : : 十 1

前

1517116249次 月 , 日 ,+(

金

財

部

助

味

(指定正味財産増減の
【E】  受 取 補
【F】  ― 級 正

等

産 へ の 振 書 額

492.727.8
-325 108.4

当 味 E 十 F】  ・・・(
-302 680 569

015 727 583

次 )‐卜(

| 金   自 全走___

H」:L二」L二聾…こ」.俎
=:」

ユ…ニニQ.____………………………………………_……………ユユ里ユ
:【 C】 経 常 外 収 益                       |
l「

~~~¬
誼玄置油麻

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¬
肩丁

~~~~~~~~~

L豆 互 :二I正五壺E:三二三二 I三三 二II三 二三二三二三二
=三

二三二三 二三二三二三二 三正 三二三二三 ≡亜 40

:用

40.149

: 正

1産
医 工 墾_理_童_掟_工 _室_財_藍 _轟 ⑥+⑫ ・ … ③_____________________上 ______2菫コ2.■■

1 800.163.263
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貸_償_泣_【二姜
2020年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人 ワール ド・ビジョン・ジャハン

円 )

目科 当年度 前年度 増減

411,186,249
12,600

21,756,319
1,746,407
1,864,530
2,712,700

262.063

441,870,204
17,300

30,159,895
2,342,673

0

297,000
366.792

-30,683,955
-4,700

-8,403,576
-596,266

1,864,530
2,415,700
-103.729

439.540.868 475.052.864 -35,511,996

50,000,000 50,000、 000
50.()00.000 50,000,00()

139,498,850
40,000,000

1,()52,000,000
94,425,034
188,621,980

126,225,946
0

963,267,474
196,067,875
419.659.708

13,272,904
40,000,000
88,732,526

-101,642,841
-231,037,728

1,7()5.221.003 -190,675,139

5,404,754
10,621,397
7,556,208

372,736
49,912.524

6,339,142
13,973,801
4,746,078

372,736
49.912.524

-934,388
-3,352,404

2,810,130
0

0
73.867.619 75.344.281 -1.476,662

1,638,413.483 1.830.565.284 -192,151,801

2.077.954.351 2.305.618.148 -227.663.797

108,057,709
7,508,870

22,655,659
70.000

90,941,233
20,837,827
22,680,946

70.000

17,116,476
-13,328,957

-25,287

0

138,292.238 134.530.006 3,762.232

139.498.850 126.225.946 13,272,904
139.498.850 126.225,946 13,272,904

277.791.088 260,755,952 17.035.136

94,425,034
188,621,980

196,(〕 67,875
419.659.708

-101,642,841
-231、 037.728

615,

615.

-332,680,569
-332,680.569 )

1,517,116,249
50,000,000 )

1,092,000,000 )

1,429,134,613
50,000,000 )

963.267.474 )

87,981,636
0)

128,732,526)

1,800,163.263 2,044,862,196 -244.698.938

2.()77.954.351 2.305.618.148 -227.663.797

(2)特

][ヾ塁量言|:引 当資産

幕う墓事扇蔑
ξ2当

資
Fき 計

(3)そ の他固定資産
建物付属設備
什器備品
ソフ トウェア
電話加入権
敷金

そ の 他 固 定 資 産 合 計

Ⅱ.負債の部
_

1.流動負債
ニス金

貫菫言戻窺等
動 負 債 合 計

退職給付引当金
固 定 負 債 合 言|

皿.T味財産の部

1.指定正味財産
募金
補助金・助成金

指 定 正 味 財 産 合 計
(う ち特定資産への充当額 )

(う ち基本財産への充当額 )

(う ち特定資産への充当額)

正 味 財 産 合 計

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

流 動 資 産 合 計

基 本 財 産 合 計

2.固定負債

負 債 合 計

2.一般正味財産

2.昇
Tr嚢奮整芸金

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

資産の部

1.流動資産
現金預金
貯蔵品
前払金
立替金
未収金
前払費用
仮払金
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重要な会計方針
(1)固 定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施 し.償却額控除後の価額を表示している.

(2)引 当金の計上基準
賞与引当金 :

退職給付引当金 |

職員の賞与の支給に備えるため.支給見込額のうち当期に帰属する額を言1上 している.

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計 上している.

(3)キ ャッシュ・ フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金 (現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ 月以内に償遼期限の到来する短期投資からなっている。

(4),肖 費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっている。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
普通預金 50,000,000 50.000,000

計 50.000,(00 50.000,000

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
地域開発援助事業引当資産
募金引当資産
補助金・助成金引当資産

126,225,946

963,267.474
196,067,875
419,659,708

17,820,870
40,000,000

1,042,000,000

188,621.980

4,547,966

953.267.474
1(}1,642,841

419,659,708

139,498,850
40,000,000

052.000.000
94,425,034
188,621,980

1

′
|ヽ  計 1,705,221,003 1,288,442,850 1,479,117、 989 1,514,545,864

1,755,221.003 l.288,442,850 1,4・ 9,117.989 1.564.545,864

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源、年の内訳は、次のとお りである.

科  目 当期末残高
(う ち指定正味財産
からの充当額 )

(う ち―投正味財産
からの充当額 )

(う ら侵債|こ 対1心

する薇)

基本財産
普通預金 50,000.000 (50,000,000)

小  計 50.000.000 (50,000,000)

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
地域開発援助事業引当資産
募金引当資産
補助金・助成金引当資産

139,498,850
40,000.000

1,052,000,000
94,425,034
188,621,980

034)

980)

(94

(188

42

62

5,

1.

(40,000,000)
(1,052,000,000)

(139.498,850)

小   計 1,514.545,864 (283.047.014) (1.092.000,000) (139.498.850)

合   計 1,564.545,86′ 1 (288,047,o14) (1,142,000,000) (139,498,850)

固定資産の取得価額.減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は.次 のとお りである.

L狙 」五_重LL泣 _」■_ヱ_上_証

財務諸表の作成基準
当年度から、「公益法人会計基準」 (2008年 4月 11日 2020年 5月 15日 改正 内閣府公益認定等委員会)を採用 している.

科   目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物付属設備
什 器 備 品
ソフトウェア

13,113.450
31,637,974
13,711,352

7.708,696
21,016.577
6.155,144

04 754
397
208

合  計 o8.462. 776 34,880,41, 23,582,359

67
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補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

指定止味財産から ―
般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである.

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
現金及び環金同等物の期末残高は貸借対照表に掲記されている現金預金勘定と一致 している。
また、重要な非資金取引はない。

(1)採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退臓一時金制度を設けており、一部について中小企業退職共済制度に加入している.

(2)退職給付債務及びその内訳

0退職給付債務 139,498,850

0退職給付引当全 139,498,850

σ, 、 8.011,407 |■ 発 費、11.509,366円 は啓発教育費に計上している.

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基つく期末自己都合要支給額を基礎として計算している.

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上の

記載区分

補助金・助成金

日本NGO連携無債資金協力■●―

"事
業第3期

日本NGU連携無償資仝協力
'´

・′7事業第3期

日本NCO連携無債資金協カ
′ヽし

'レ
■′,'●摯 業第 l期

日本 Cヽ崚携無債資仝協力 ,オス事業第l効

日本 CヽO連携無償資金機力,オ■7事業第 1勁

日本鵬0連携無債資金毬カ
,オ t7′「 ルr,事 業第 1期

日本■0連携無債安全協力
■ヽ■ 人

'同
l予防事業第 1知

日本 0ヽ(:達 携無債資金協力
,′ドン7 ,■ 7t■7事業第 1期

′17難民および」ル/ン人の子どもたちへの

教育支援事業6

南
'―

″′タンわ 郡教育′″ム|こ おける′メ 1●クス

強化事業3

′ヾン
'つ

ガツ^の建難民居tt地 における
/● ,デ ーに基づく暴力削減支援事業

rン′

'デ
′・

べ
`糧難民居

`LlLに

おける
′

',「

-1=基 づ く暴力被告防止事業
,′rラデ,,への避鷲 民唇住地における
ン■クパーに基づく暴力か らのス議 と

'こ=ア
′の

対応力強化事業
r'''デ ,,の ミ″●―達難民書住地 ,こ おける

新型,,十 ,ィ 鳳感染予防のための

水・,生 支援事業

'r´
′¬ヒ部における難民居,t地 での

数Ⅲ 子どもの侯護事業

イラ
'`ル

西部で,,の 影響を受けた
子ど 1,た ちのための教育蝶 護環崚改善事業

`ラ 'tス

ル画部の緊急期における子どもの

保護事業

1薇 ,―,レセンド′0.ア ,'ヽ ■

`“

緊急期の

教育■援事業

"ス

ーグ′7,′
'―

ナイルにおける繁急効の

教育支援事業

シ

"南
画部にお |す る綺,の影響を受けた

子 どもたちヽの教静 ヌ護支援事業

シリ北西部における国内選難民への

水衛牛支援事業

'ゴ
エク

',卜
地区竜化による生活改善支援事業

外務省

外務省

外務省

外務4
外務省

外務省

外務省

.+fiA

10,142,259
21,604,356

122,780,981

9,028,035

4,829,763

18,772,743

29,174,398

25,726,556

123,2()7,892

54,392,725

29,392,257

13,304.234

16,418.529

44, )36.848

19,986,475

13,623,703

10,142,259
21,604,356

50,557,119

38.974,193
68,376,058

30,855,764

23,393,529

26,235,787

112,396.141

9,028,035

4,829,763

18,772,743

14,152,992

11,749,980

29,174,398

25,726.556

13,949,363

118,774,892

23,044.439

54,392,725

17.634,496

13,623,703

18.552.658

17,679,400
21,788.562

22,412,692

29,467,794

21,345,961

10.384.840

15,239.265

1,554,254

2,469,166

4,433,000

20,992,409

2,301,979

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産
指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定T味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定工味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

指定正味財産

一般正味財産

合   計 419,659,708 506,351,563 737,389,291 188.621.980

内容 金額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額 825.408.429

合   計 825,408,429

C勤務費用 23,516.570

② 退職給付費用 23,516.570

68

9.退 職給付引当金

(3)退職給付費用に関する事項

69,109,777

56,653,593
90,164,620

53,268,456

52,861,323

47.581,748



贅イ省対
“

表,日 疇|]F ″壁等 使用 H鉤等 イ,|,

(流 動育 |■ ,

貯■品

"■
奎

立,奎

未●奎

歯■■月

=●
全

手元颯●
,,ち よ彙行

みずほ銀行 新宿西日支[
みず 1子銀行 新宿西口支店

みず |=銀行 新宿m支 店

たず|=銀行 新宿西口支店

みずli銀行 着
=画

口支店

みず |ま銀行 埓措画口支り■

みずlI銀行 新宿西口支[
みずll銀行 新宿西口支,E

みず11銀行 新宿西口支[
みずほ銀行 新宿西口支

`●みずほ銀行 新宿西日支′●

みずほ銀行 新宿西日支店

みずほ銀行 新宿西日支[
みすほ銀行 新宿西日支店

みずほ銀行 新宿西日支店

みずほ銀

`]新
宿西日支店

みず |=銀行 新宿再口支店

みず II銀行 新宿m支 店

みず |■銀行 新宿西口文り占

みず |ま螢行 所有西日支店

みずほ銀行 新宿西n支店

_菱 tlFJ銀行 大久保支店

1ヽ救i信 託螢′: 人三11支店

0■月中貴

中野礎務署

,● ヽ|;ヽ し株式会社

株式会社
"卜

,,“}●

"・

,″^外薇式会社 ●

運鶯贅査

澪■贅全

i櫂i[奮肇
::|」砕w(通携鰈

1黎霞8,ツト,71蝶 ロ
1麗濾5〃垣事犠業ロi「F助疏金・

:`:.`:し
,Ⅲ事業ロ

∫[獣
l:|:||::;:嘱 濯,事実「

鸞|:[1::i]iサ“‖I事業ロ助成金南‐ レt,1'● イ 7・ づ

`″

知 I事業 ロ

'助
・t争 ′|,I事 業 |

助 或金,17,-1,,,II事 業日

'ヽ

す
'・

,'事業ロ

武田薬品 I業事業 口

営資

' 
外貨瑕全 (〔 SD5 13)

営資金

理

'資
金 外貨損今 (lヽ,′′.● 37,X)

2011年 度管理費等.切手未晨用分 他

2021年 度地域開発援助事業螂 ,

2021年 度地域開発援助 事業資分

20211:度 地域開発援助 事業資金

!021`l:=地 域開発援助事業費,

駐在員田候責用■

駐在員関係 ,′刊,
駐在員関係食用等

:す在員間,(■ ,1等

長綺人■研究費′|,

未唄遺付消費費等

航空券代返金

… ア ,ン,4守● ●

他

66,762.902

8田,"8.287

6.`'`.1'イ
|

2.472.41;|

3.324.=311

4.844.6,01

4.438.5091

1.7● 4071

512.6お
|

34=.0001

=5:=51
ゼ
=.8491

=|〕
`〕

.■ ●11

1.8“.5801

1.'0,.● 001

1;ヽ .」101

2.'12 7ω l

2略 0031

.流 動資 ,r^″

(固 定資産 )

基 本財こ

特
`:資

,I

そのL罰定資■

薔本財置,■ヨ奎

欄
:li晶

1獅
=査:1章

1::|:を |`I:I]桶
‐
|:[ヨ li:|]曇 [蓼管1健£誓iit番を

瀬機,1当露

菫ウ付3崚●

十●●こ

ソフトウエア

●1“■入●

菫全

大科 ,朴曇● サイヌ盾 〈定熱ヨ全)

みずに晏, 新僣百口支店
みずに晏行 新僣百口支店

みずは銀行 新宿爾 支店

=菱 tFJ銀 行 大欠保支店

みずほ銀行 新宿西日支店

=奎
『

I銀行 大欠保支店

大和ネタス畷 行 |ア
`支

店 (定嘲頂今)

みずに晏
"'■

百口支店

みずほ銀行 新宿西n女店

みず11銀行 新宿西日支[
みイ|=銀行 新宿西口文店

",デ
,′,“頑け全

Ⅳレrメ ,ォ ,ィ ス預け金

W^:す 1■ ,′ ス項け金

W,,スオ々
'預

けt
みず |■銀行 新宿西口支店

みずほ銀

`1 
新宿西口支店

みず |=銀行 新宿西 |1支店

スず |ま 銀行 新宿白口支店

みず |■銀行 新宿m支 店

みず |=銀行 新宿西口支

「みずほ銀行 新宿画n,E

栞責事書所4●内姜工● ●

,ガ ,,・ ●
^・

―住

■■の選摯綺仕,情全几合の引当妻産

■客i菫琢,″,デ グ

「

ドのための引当贅薔

'イ
訃 ス

=′
|―″,関連事業

'´

′″ドス
=′

|―′,'関連 |,,ミ

1●′||スキ
'|―

″
'以

外の一般 事業

i●′11●

`′

|―′″ 以外の一般 ,業

緊■援助事業

■田墨贔工

'■
■

mヽ連 携無債助成全」北 7,r,′ ―′l■衆

.ヽ〕連携籐償助成 金κ′
'■

■■r,'I事 業

爛 連夕無僣助成金,オ 写ア:事業

唾 務無債助成 金, ・́ゴ I事業

(ヽて

'連
`無

夕助成金,本
.′ 7′ 匠ピ :ア i中来

ヽ0奎3無勒 金^ヽすよ人身取]|`防 I事業

鑓 夕無償助成金ア Iヽ事業

PF」・ r′Ⅵ事業

JPF,● ′/,デ ′,V苺 茉

JPF''ソ
'ラ

■,・ CWID-1,事業

jF′

''1重
案

耳 南 ―ヽ,′tン トラ,7,^,ィ ルI事業

J肝南1-′ ′
=′

|,″ イ,^サ イル■事業

J,Fパ ′′―ズ
'工

朴 〔事業

手書所選■

事蒻所選奮

■客管理琢,■ ■

m5日●
薫薫

…

“

.∞0,000

1".0鴎 8“

,t4・ 25.084

18ヽ 821,9〔Ю

“
ら,1● 524

資ぼ合計

量菫且量

特定
'1当

利活よ法人 ワール ｀ ビジョン ン'′ ン`
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奎

全

●
輌
狐

凛

颯

薔



量産旦量
J020`● 9.I`0■ ■在

1'定 :1計

`小 `ユ

法人 ワール .● ビジョン シャン`ン

貴■●′表1'|| 場所 4'量 守 仁|.」 ・̈ , t,i

(流 動負債 )

未菫全

ヨリ奎

彙4,I当 全

末ヽ法人■●

鮭員.取,た

m=0年 度啓発教育費 管理費等

CヽO連携無債,■と
'Ⅲ

事業 理還‐定額

ヽ

“

連携祭帥 ′
'■

テ′・ Ⅲ事業 返還予定頷

]PF,,〆 ′V事業 返還予定額

If南 ,―″′ル,,=1■ 事業 退退‐定額

]。F■ ン
''デ

′、Ⅱ事業 返還‐定額

]'pr′
''「

′・ Ⅲ事業 返還■定額

]r'r′
「

]早業 連遅予定顔

]'F′ ラ
'■

事業 返還予定額

l,「シ17:事 業 返還予定額

聰 員源 崇所4■.住 [モ, 他

・ ,',_,事 実質 争

●■の彙与|1当全

●申 0■ "20年度

l∝ .∞■700

7.60ら 870

22.65[ヽ 659

70,000
tt動 負債合il

(固 定負債 )

■●お付,1当全 ●■の■■●仕
'情

奎
■|■ f,債 ^j・

負墳 ^:'

=味財

“.=^:

70



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2020年度年間役員名簿 Jl:篇5紫ぢF槻萬議|:鶏,ξ齢話機器覗哲
所並

特定非営利活動法人 ワール ド・ビジョン・ジヤパン

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

ン

ン

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)氏   名

1

アンサ・イ マサル 2019年 10月 1日

2020年9月 30日

年  月  日

年  月  日安西 念

2 監 事
アント

゛
ウ リエコ 2019年 10月 1口

2020年 9月 30日

年  月  日

年  月  日安藤 理恵子

3
監 事理 事

ウチヒラ (ミ ナト) アキ 2019年 10月 1日

2020年 9月 30日

年  月  日

年  月  日内平 (湊)晶子

4
監 ヤ

カタヤマ ノフ
゛
ヒコ 2020年 4月 1日

2020年 9月 30日

年  月  日

年  月  日片山 信彦

5
監 事理 事

キナイ マリコ 2020年 4月 1日

2020年9月 30日

年  月  日

年  月  日木内 真理子

6 監 事理 事

a--, arl", 2019年 10月 1日

2020年9月 30日

年  月  日

年  月  日小西 孝蔵

7

ア ミンハン
年  月  日

年  月  日社 明翰

8 監 事理 事

ヒタ・チ ノリコ 2019年 10月 1日

2020年 9月 30日

年  月  日

年  月  日樋 口 紀子

9
・監事理 事

ミキ ハルオ 2019年 10月 1日

2020年 9月 30日

年  月  日

年:   月   日三木 晴雄

10 理 事 監 事

ミネノ タツヒロ 2019年 10月 1日

2020年 9月 30日

年=   月   日

■1   月   日峯野 龍弘
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

11
理 事 監 事

ムラカ ソフ
゛
ミチ 2019年 10月 1日

2020年 9月 30日 年  月  日村上 宣道

12
イイン'マ  ソフ

゛
ヒロ 2019‐年10月 1日

2020年9月 30日

年  月  日

年  月  日飯島 延浩

13
ナカシ

゛
マ シュウイチ 2019年 10月 1日

2020年9月 30日

年  月  日

年  月  日中島 秀一
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書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立 。事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

氏   名

1 新川 代利子

2 安 西  念

安藤 理恵子

4 飯 島 延 浩

5 内平 (湊)晶 子

6 片 山 信 彦

7 木 内 真 理 子

8 小 西 孝 蔵

9 榊 原  寛

10
杜  明 翰

(Hank Du)

11 富 岡 徹 郎
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特定非営利活動法人 ワール ド・ ビジョン・ジヤパン

住 所 又 は 居 所
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