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1.は じめに〜創立 20周 年 を経て〜

1‑1

改めて原点 に立ち返って

ジャパ ン・ プラットフォーム (JPF)は 設立以来、世界 で頻発する大規模災害や紛争 による
被災者・難民 に向けた緊急人道支援を行 うために、NGO・ 民間 (経 済界・市民)。 政府が対
等なパー トナーシ ップのもとに連携 し、単独では素早 く包括的に支援を行 う財政基盤 と知
見の共有等が十分 に達成できない日本 の NGOを さまざまな形でサポー トし、加盟 NGOが
世界 の人道支援国際 NGOと 比肩できる規模 と専門性を有 した組織 となるべ くさまざまな
形 でサポー トする中間支援団体 として発足 し、爾来 20年 を経て、新たなステージを迎えま
した。
この間、今 日までに、総額 700億 円以上、1,800事 業以上、50以 上の国・地域 を対象 に人道
支援を展開 して参 り、世界各地の難民 キャンプや様 々な紛争、災害地 において相応 のビジビ
リテイと評価、また多 くの被災者・難民の方 々か らの感謝を受けるまでに育 って きました。
特 に 2014年 以降の 5年 間の JPFへ の政府 ODA資 金供給額 は毎年平均 59億 円水準で推移
し、これを受けて私 たちは「世界の緊急人道支援 の現場 では、それだけの緊急人道支援の必
要規模 が少なくとも確 かに存在す る上に、それだけの規模 の事業活動 を実行するだけの十
分な能力があること」 を、 この間の JPFグ ループ総体 の実践 によって確実 に実証 して参 っ
た ことは強調 したい と思います。
ところで世界の人道支援ニーズは 228億 USド ル (約 3兆 円)と 計算され、昨今の新型 コ
ロナバ ンデ ミックの深刻な影響が更 にこれを増幅 させる中、2019・ 2020年 の政府 ODA資
金 の JPFへ の支給額 がそれぞれ 42億・43億 円に低下 してい る点については、再 び 60億 円
を更 に超 える支援規模 を実現 していただけるよう、 自らも最大 の努力を重ね ることを心に
誓いつつ、関係各位 のご理解を心からお願 い申 し上げる次第 であ ります。
他方、当年度より政府 ODA資金供与を受ける加盟 NGOに 認 められる、自らの経費を賄 う
一般管理費 については従来 の上限 5%か ら、当該 NGOの 支援実績・資金調達力並びに財務
の健全性 によ り、上限 15%ま での増枠 が認 められた意味は大 きく、今後 の加盟

NGOの さ

らなる発展 に資す るものと期待 されます。また同様 に、JPF事 務局 の一般管理経費 について
も、従来の 5%か ら 10%に 増枠 され、誠 にあ りがた く、今後更 に一層 の業務 の拡充 と高度化
に努力する所存 であ ります。

JPFの 国内事業は 10年 前の東 日本大震災被災者支援から始ま りました。同プログラムでは
民間資金 (企 業 。個人 よりの募金)は 総計 73億 円に達 し、 これに支 えられて現在 も、将来
に向けた防災・減災また発災時緊急対応準備 に至 るまで視野 を広げつつ、引き続 き事業活動
を継続 しています。その後 も熊本地震被災者支援 (九 州地方広域災害被災者支援)、 西日本
豪雨被災者支援、令和元年台風 (15号 ・19号 )被 災者支援等 々、災害頻発を受 けて、総額

86億 円に達する支援活動を展開 してきました。
らｊ
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斯様 に、JPF事 務局の ミッションの一つは JPFグ ループとしてのファン ドレイジング (募
金)活 動であ り、会費制度 (企 業・個人)、 マンス リーサポーター制度 (月 次寄付金)、 一般
寄付金

(目

的事業を特定 しない)に 加えて、発災時 にそれに向けて寄付を募 る特定寄付金が

あ り、これが募金 の大半を占めてお ります。なお現在、海外の紛争 にかかる難民支援 に向け
た募金 は、この間の努力にも関わらず極めて限定的であることも事実であ り、創業以来 の民
間資金のフアン ドレイジング (募 金)総額 は 126億 円 と積み上がっていますが、年間平均
では約 6億 円に留まってお り、引き続き JPFの 今後 の課題 だと認識 しています。 ところで
今や日本 において も世界の潮流を追 う形で、SDGs、

ESG投 資また CSR、 CSV等 々、企業

の社会貢献や企業 とNGOの 連携などについて、新 たな関心が拡大 してお り、また昨今 よう
や く「個人が自らの社会参加 を通 じて、公共の正義を実現 し市民社会 に貢献する」ことの重
要性への関心の高まりも感 じられ、NGO・ NPO活 動 に関わる人 々 も少 しずつ増 えているの
は喜ば しいことであ ります。我 々は今 ここで新たに原点に立ち返って、日本の国際 NGOに
よる緊急人道支援活動の拡充発展 にさらに取組み、それを多 くの方 々に知 っていただき、理
解 していただ く努力を重ねることを通 じて、格段 のファンドレイジング活動 の充実 に尽力
する所存であ ります。
なお ここで少 し視点を変えて JPFグ ループ、つ ま り加盟

NGO全 体 によるフアン ドレイジ

ング努力の総額を、2019年 度 の財務諸表から概観 してみるに、政府並 びに国際機関等 から
の公的資金 と独自の民間資金募金努力 の合算総額 は、少なくとも 260億 円以上 と計算 され
ます。この内 JPFか らの支援 (政 府資金)は 58億 円ですから、一つの見方ではあ りますが、
日本 を代表す る民間の人道支援組織 としての JPFグ ループ全体 の貢献度がこれによって理
解 いただけると思います し、それを支えるフアンドレイジング努力 の実力 も理解 していた
だけると考えます。もちろん これは長年にわたる各 NGOの 努力の果実であ り、今後 ともそ
れぞれが深 く耕 してい く部分 ですが、斯様 に浸透 しつつあるジャパ ン・ プラットフォーム

OPF)と いうプランドカを活かしたグループとしてのファンドレイジングの努力について
は、今後一層 JPF事 務局がまとめ役となって、グループ全体の知恵を結集して行わねばな
らないと考えております。

1‑2

「アカウンタビリティ (説 明責任)と 透明性」の一層 の向上 に向けて

ジャパ ン・ プラットフォーム (JPF)は 、官 と民 とNGOが 協働す るプラットフォーム (場 )
であるとい う意義を忘れてはな りませんが、日々の国際緊急人道支援 の活動実践 とい う点
か らは、加盟 NGO(現在 45団 体)が 集 うプラットフォーム (場 )で あ り、JPF事 務局 もそ
こにあって JPFの ミッション達成 に向けてサポー トする中間支援団体です。かかる「場 =
集合体

(コ

ンソーシアム)」 としての JPFグ ループとしては、
「 日本 の NGO支 援 を世界 に

広げ、すべての人が自ら未来を切 り拓 く世界を築 きます。
」 を創設以来 のビジョンとして掲
ι
六 民間ならではの他 に優れた効果 (Effectiveness)と 効率 (Efnciency)を 発揮 して、被災
４ハ
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者や難民 の方 々に向けた人道支援 を実現す べ く、日々努力 して い る訳ですが、内外 にわた る
現場実践 は加盟 NGOが 担 う一方、政府 ODA資 金並 びに民 間寄付金等 を管理 し、これを最
も有効 に活 かすための支援事業 の審査 と成果評価 な どは JPF事 務局 が担 っています。また

JPF事 務局 は、JPFグ ループとしてのファンドレイジング活動や、加盟 NGOと 共 にキャパ
シティビルデイングや企業連携 といった戦略的連携な どのまとめ役 も担 ってい るのです。
つまり JPFグ ループには、端的に云って、支援事業の審査・成果評価をする側 とそれを受
ける側 が共存 している訳で、そうした組織 の「アカウンタ ビリティと透明性」を確保するに
は独特 の工夫が必要であ り、一時の混乱 の後 この 2年 余 の「理事会ガバナ ンス改革」もその
実現 のための努力 であった訳 ですが、皆 さまのご支援を得 て成果を得つつあることを喜 ん
でいます。
この間私たちは多 くの議論を重ねてきましたが、改めて我 々の目指すものは、先 に述べた
「JPFグ ループのビジョンの実現」であって、そのためには「現場で稗益者 のために働 く

NGOの 活動が、常 に最 も効果的で効率的なモ ノであ り続 けるための最適な仕組みの作 り込
みと日々の実践以外 にはない」とい うことを再確認 した次第です。そしてその実現のために
は、JPF事 務局 と加盟 NGOが 、立場 の違 いによる厳 しい議論 はシッカリと詰 めるが、同時
に常 に対等 の立場 で 自由闊達 に議論できる風土を醸成 し、 さらには全ての人 々が遣 り甲斐
をも感 じられる仕組みの作 り込みが何 よりも大切 との合意 に至ってお り、 これ こそが他な
らぬ「理事会を中心 とするJPFガ バナ ンス改革」の目的であると考えています。
より具体的 には、まず「資金・資産 の管理・審査の適性性確保」に向けては、資金 の受け手
である NGO代 表を除いた形 で「事業審査委員会」 (個 別審査委事業の審査)と 「資産管理
委員会」 (年 次決算 。予算の審議)を 新設 し、厳正な運用を心掛けています。特 に日々の活
動実践 に直結す る事業審査 では、国際人道支援の専門家・研究者を増強 して「事業審査分科
「国 。地域
会」での一次審査 の内実の更なる充実を図るとともに、
「事業審査委員会」では、
プログラム方針」に沿 った支援事業 の審査 と、地域分析 も含めた事業評価 の充実 をめざし、
その内容 と課題認識を加盟 NGOサ イ ドに伝えて、将来 の事業成果の高度化 の糧 とするな
どのフィー ドバ ック機構 の構築な ども試みています。
次 に「加盟

NGOが 稗益者 のために、最適最高の機能を発揮 できる環境 の整備」 に向けて

は、加盟 NGOの 現地感覚 と情報ネ ットワークの尊重をめざして「プログラム戦略会議」を
設置 しました。これは従来 の「NGOユ ニ ット会議」を JPFの ガパナ ンス組織 の中に明確 に
位置づ けたものですが、さらに大切な コ トとして、JPF共 同代表理事 (NGO代 表)が 議長
を務めると共 に、JPF事 務局 の部門責任者が構成メ ンバ ー として加わ り、事務局な らではの
視点からの意見具申を行います。その検討 の成果は、常任委員会 に報告 され検討承認の上、
理事会の正式決定 となる仕組みです。
「理事会ガバナ ンス体制の整備」「アカウンタビリティと透明性 の一層 の向上」の努力 とし
て、2020年 5月 に東京都 より「特定非営利活動法人」 の認定 の更新を得 たことも成果の一
つ として報告いた します。 これに伴 い改めて JPF事 務局 の組織諸規定等 (定 款その他)、 事
5
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務局諸規定 (就 業規則そ の他 )、 決裁権限 と事務 フロー、文書保管規定 と確認等 々の見直 し
と一層 の整備 が進む と共 に、改 めて リス クマ ネ ジメン トの観点 か ら「内部監査室」機能 の充

実も計画 されています。なお JPF事 務局の「マネジメント改良」 について も多 くの成果を
得ていますが、現下のコロナバ ンデ ミックに伴 う緊急事態宣言等の不測 の事態の中、次年度
に継続 の事項 も多 く、2021年 度の事業計画 と共 に別途報告す ることと致 したい。

2。

事業活動報告 (総 論)

(1)海 外人道支援活動の概況
2020年 度 の海外支援事業 の特徴 は、大 き く2つ 挙 げられる。
1つ 目は、2019年 度 から組織改編 としてプログラム戦略会議 が設立 され、2020年 度 はプロ
グラム戦略会議を開催 し、運用を開始 した。目的は、JPF事 務局 および加盟 NGOが 、JPF
にお ける今後 の戦略・方針を協働 で議論 し、提示することである。具体的 に 2020年 度事業
計画 の方針内容、新型 コロナ感染症対応 にお ける対応協議な ど、プログラム戦略会議で加盟

NGO・ JPF事 務局が協議 し、それらの内容 を、海外支援事業 に反映できるよう試みが始 ま
った。

2つ 日は、新型 コロナウイルス感染症対応 である。世界的な新型 コロナウイルス感染症拡大
は、全ての国・地域 に多大な影響を与えた。 これにより、人道支援 の現状 は、確実 に複雑・
複合化 したと言える。新型 コロナウイルス感染前の人道支援ニーズに加え、すべての人道支
援 において、新型 コロナウイルス感染症対応が必須 とな り、事業実施 の際、必ず対応を組み
込む こととなった。新型 コロナ禍で、以前 より脆弱であった紛争地域、国の社会経済への影
響 は甚大であ り、引き続き対応 が必要である。

(表

1)2020年 度海外事業活動(1)― プログラムー覧

アフガニ スタ ン人道危機対応 支援

139,395

イエ メ ン人道危機対応支援

142,000
′０
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イラク・ シ リア人道危機対応支援

(活 動地域※1)

21

10

ミャンマー避難民人道支援

南 スーダ ン難民緊急支援

330,913
425,676

14

(活 動地域※2)

イ ン ドネ シア・ ス ラウェシ島地震・ 津波被災者支援
パ レス チナ 。ガザ人道危機対応支援 (複 数年)

50,000
′４

127,981

ベ ネズエ ラ避難民支援

71,120

ウガ ンダ国内 コ ンゴ民主共和国難民緊急対応支援

301,596
︐

ア フ リカ南部サ イクロン被災者支援

新型 コロナウイルス対応策緊急支援 (活 動地域X3)

57,000

318,366

10
′０

′０

イラク北部 。シ リア北部緊急支援

４ ︵

害虫被害緊急支援

787,200

(活 動地域※4)

89

合計

※ 1:シ リア・ イラク・ トル コ・ レパノン・ ヨルダン

64

119,936

277,039
3,148,222

※ 2:ウ ガンダ 。南スーダン・スーダ ン・ ケニア・エチオ ピア
× 4:南 スーダン・パ キスタン・ケニア

× 3:ア フガニスタン・ 南 スーダ ン・ ウガンダ・バ ングラデシュ・ シリア

(2)海 外人道支援 緊急対応活動 の概況
2020年 3月 よ り新型 コロナ ウイルス感染 による影響 へ の対応 を開始 し、当初 は中国向け支
援 プ ログラム として い たが、4月 以降 は、更 なる感染拡大 を踏 まえて、他地域、お よび日本
国内へ対象地域 を拡大 して プ ログラム を実施 した。新型 コロナ ウイルス感染 の想定以上 の
広 が りと、前例 のな い事象 で あ った ことか ら、加盟 NGOや 関係者 か ら意見 を集 めなが ら、
対象地域 の優先順位付 けや絞 り込 みな どを実施 した
型 コロナ ウイルスの対応以外 では、
̀新
ネパ ールでのサ イクロン・ア ンフ ァ ンヘ の対応、ベ イルー トでの大規模爆発 へ の対応、また、
ベ トナ ム水害、シ リア森林 災害、モザ ンピー クにお けるサイクロン・エ ロイーズに対 して迅
速、かつ適切 に対応 した。さらにエ チオ ピア北部 テ ィグ レの紛争 による被災者 へ の支援 に対
す る対応 を決定 した。

(表

2)2020年 度海外事業活動 (2)一 緊急対応 プ ログラムー覧

::三
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バ ングラデシュ・ サ イクロンア ンフ ァ ン被災者支援
︐

ベ トナ ム水害 2020被 災者支援

107,762
60,000

シ リア森林火災被災者支援

30,959

ベ イルー ト大規模爆発被災者支援

129,093

サ イク ロン・ エ ロイーズ被災者支援

50,000
合計

11

11

377,814
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(3)国 内人道支援活動の概況
国内支援事業 について も、海外 同様 に新型 コロナ ウイルス感染拡大 による影響 が支援活動
に も大 き く影響 した一年 で あった。年度当初 より感染拡大が広が って いたため、例年 の大雨
の時期 に備 えて、事前 に関係者 とコロナ禍 での災害対応 に関 して協議 を重ね、一定 の対応方
針 を合意 して いた。 このため、2020年 7月 の九州地方 での大雨発生時 には、事前合意 をも
とに原則、被災地 には立 ち入 らず に支援 をす る ことを基本 とし、被災地入 りす る場合 には十
分な感染症対策 を講 じ、加盟 NGOと 慎重 に協議 を重ねなが ら事業 を実施 した。
一方、実質今年度 か ら事業 開始 を した体眠預金 を活用 した事業 においては、今後 も支援活動
上避 けては通れない、この感染症禍 での支援活動 を可能な限 り進 めるための、災害対応準備
として、防災減災事業 に着手 し、これまでの国内災害支援 の知見集約 と新 たな地域 の活動団
体 との連携体制 づ くりがは じめ られた事業年度 となった。

ワ

東 日本大震災被災者支援 (福 島)

46,258

熊本地震被災者支援 (九 州地方広域災害被災者支援)

21,709

西日本豪雨被災者支援

53,495

令和元年台風被災者支援 (台 風 15号 。19号 )

79,346

新型 コロナ ウイルス対策緊急支援 (国 内)

９ ´

2020年 7月 豪雨災害支援

４

。19号 被災地支援

(体 眠事業)2020年 度

87,362

４＾

(休 眠事業)15号

247,131

11

新型 コロナウイルス対応緊急支援

32,313
45,504

(体 眠事業)防 災・ 減災事業、緊急災害支援

契約締結前
合計

29

34

613,118

(4)事 業資金 と事務局経費の概況
2020年 度 の事業活動収入 は総額 で 50億 9,900万 円であった。 これに対 し、事業費支出 は、
4,918百 万円、管理費 9,400万 円、そ の他支出 600万 円の、総額 50億 1,800万 円で、 総
額 としては、前期 よ りの繰 り越 し 18億 400万 と合 わせて、 18億 8,600万 円を次期 に繰 り
越す こととな った。
政府資金 の事務局 へ の一般管理費が 5%か ら 10%に 引 き上 げられ た ことによって、安定
的な事務局運営 が可能 となった。
(明 細 は以下 の通 り)
(表

4)2020年 度JPF事 業資金と事務局経費の概況

1.政 府 (ODA)予

算

(全 額海外用 )

4,198

3,987
Ｏё
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内、期初予算

2,500

内、補正予算

1,266

432

内、期末調整費
民間 (会 費・寄付金)

555

597

体 眠預金活用事業

346

94

2.JPF事 務局経費 の概況
388

収入予算総額
政府資金 よ りの繰 り入れ

293

※1

民間資金 よ りの繰 り入れ
支 出総額

51
×

334

2

240

うち 連携調整費

94

うち 管理費

※ 1:補 正予算 を除 く政府予算 の 10%
※ 2:旅 費、人件費及 びシステム関連費用 の減少

(5)事務局 の活動 の概況
JPF事 務局 は、2020年 度を「人材基盤 と財務基盤 の強化」 の年 とし、事務局機能の質の向
上や安定 した組織運営 に向けた取 り組みを実施 した。
コロナ禍での安定 した組織運営 に向けた取 り組み として、経費精算 システム、菓議 ワークフ
ローシステムを新たに導入 し、コロナ禍 のテ レワー クにおいて も、事務局 の生産性を担保す
るとともに、事務局内の組織体制 の課題 を整理 しなが ら手続 きや制度内容で異なる解釈が
生 じない よう必要な規定類 の整備 および改訂を実施 し、事務局職員の業務効率化 を図った。
また、JPFの ミッションで もある支援のための効果的な連携、および牽引力 となるための活
動 として、支援 に関す る国際社会 の潮流を学 び、NGOの 説明責任を強化する取 り組みを行
っているが、 これまで実施 してきた国際基準 に関す る研修事業 に加え、2020年 度 は国際社
会で取 り組みが進んでいる「性的搾取・虐待・ハ ラスメン トからの保護 (PSEAH)」 を日本
国内で推進する取 り組みを実施 した。
日本国内では取 り組みが遅れているPSEAHの 取 り組みを推進す るため、
JANICや 他 NGO、
国連機関等 と協力 してワーキング・ グループを立上げ、2020年 度 は外務省 NGO研 究会 の
資金を得て、国連機関、海外の NGOネ ットワー ク団体等を招聘 したオ ンラインでのシンポ
ジウムや勉強会を開催 し、PSEAHに 関す るハ ン ドブックの作成などを行 い、PSEAHの 周
知や学びの場づ くりに貢献 した。 ワーキング・ グループの活動 は引き続 き継続 してい く。
財政基盤 の強化 に向けたフアン ドレイジ ングに関す る取 り組み として、企業や団体 との連
携 を強化 してきた。9月 には旅行会社 との連携企画である「17 Goals Project」 がスター ト
し、また防災・減災・災害発生時の救済インパ クトを上 げるイノベーティブな開発を行 うイ
Ｑノ
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ニシアチブ「More lmpact」 の取 り組みから生まれた商品の一般販売 も開始 された。2020年
12月 には、国民生活産業・ 消費者団体連合会 (生 団連)と の災害時連携協定 を締結 し、発
災時 には物資やサービスの支援 を供給 して頂 く供給網が格段 に拡がった。
広報活動 として、コロナ禍 にお けるメディア、医療関係者、加盟 NGOと の連携オ ンライン
イベ ン トの開催や、SDGsを 軸 にした広報チ ャネルの拡大等 によ り、多様なプレイヤーとの
交流を創出 し、また継続的なメディアリレーションによるメディア露出の質 と数 の追及を
実施 したことで、JPFの 認知向上 に寄与 しマンス リー会費の増加等の成果を得た。
そして、2020年 5月 には、特定非営利活動法人 の認定 の更新を得 ることができた。

3。

事業活動報告 (各論)

(1)海 外人道支援国・ 地域別プログラムの活動報告

①アフガニスタン
【プログラム予算】 139,395,000円 (政 府資金)
実績】 139,395,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
実施団体】 5団 体 (R可 、SCJ、 SVA、 JPF、 JEN)、 5事 業
【
概要】アフガニスタンの治安状況は、2019年 に入 ってからも政府 とタリバ ン及 びイスラ
【
ム国ホラサンといった過激派組織間での戦闘が激 しさを増 してお り、混迷 を深めてい る1.
混沌 とした情勢 の陰では多 くの民間人が命 を落 とし、深刻な人道危機 の状況が続 いている。
度重なる戦闘 によ り同国のインフラ状況はほぼ機能不全 となってお り、家を追われ る人々
が後を絶 たないため人口移動 が著 しく、2020年 12月 末までに約 39万 人が国内避難民 とな
っている2.災 害大国でもあるア フガニスタンにおいて、近年洪水や干 ばつ といった災害 の
発生頻度 と規模 は気候変動 の影響な どで一層悪化 してい る

加 えて、隣国からの帰還民の
継続的な流入 も続 いてお り、受 け入れ地域では限 りある資源がひっ迫 し、国際支援 のニーズ
3。

も高まっている。

JPFは 、2001年 からアフガニスタンにおける支援 を開始 し、形 を変えながらも、現在まで
支援を続 けてきた。2017年 2月 から周辺国からアフガニスタンに帰還する難民 に焦点を当
て、2018年 からはアフガニスタン国内で家を追われている国内避難民 と、それらの受け入

l ACヽ
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れ地域 住民 に も対象 を拡大 してきた。2020年 度本 プ ログラムでの支援分野 は、支援分野 は、
水・ 衛生、食糧、保健、教育 と多岐 に渡 った。水衛生事業 で は、ア フガニスタンのナ ンガル
ハ ル県 において、国内避難民・帰還民 とそのホス トコ ミュニ テ ィに対す る水衛 生環境 の改善
事業、並行 して新型 コロナ感 染症拡大予防支援事業 を実施。食糧、保健分野 ではナ ンガハ ル
県及 び クナール県 において、生活困窮家庭 へ の食糧・衛生用品配布及 び感染予防 の啓発支援

事業を実施 している。各加盟 NGOが 以前から積み重ねて きた実績 を活かし、①人々を中心
に据え、人道支援の原則 に則 った支援を徹底す ること、②脅威 に直面する人々の緊急ニーズ
ヘ対応すること、③複合的な脆弱性 に配慮 しながら状況 に見合 った支援 を実施すること、の
3点 を戦略目標 に掲げ、支援を実施 してきた。JPFで は、引き続 きアフガニスタンの状況を
注視 し、脅威 に直面 してい る人々のそれぞれの脆弱性 に配慮 した支援を続けてい く。
評価】治安が悪 く、邦人の渡航が制限されているアフガニスタ ンにおいては、新型 コロナ
【
感染症 の感染拡大が著 しい現地の状況 も考慮 し、JPF事 業実施団体 とは別 の機関 (第 3者)
に委託 した独立性 の高い現地訪間 と JPF事 務局 によるオンラインの聞き取 り調査を組み合
わせ、4事 業 に対 して柔軟 にモニタリングを実施 して、事業 目標 を円滑 に達成するための学
びを抽出 した。更 に、5事 業 に対 して、モニタリング同様、第 3者 による外部終了時評価 を
実施 し、稗益者 の満足度など客観的なデータを元 に事業 の成果を把握、広 く国民へ共有 した。
現金給付を通 じた食糧支援や学校 の教室の増設な ど、緊急性 の高い支援であ りながら、現地
ポランティアや学校関係者 が主体的 に事業 の核 となる活動へ携わ るよう工夫 され、支援 さ
れる側 の意向や意見が反映された ことか ら、支援への高い満足度へ結 びついていた。また、
移動診療 を行 う医療従事者 に感染者が出た場合 の代替 え医療者を予 め配置 してお くなど、

COVID‐ 19の 感染拡大 の中でも、支援を届 けるための工夫 がなされていた。事業対象地 に
は治安の不安定な地域 も含まれる中、更 に、新型 コロナウイルス感染症の感染拡大 によるロ
ックダウンにより活動 が一部制限され、例年 にも増 して困難な事業をとりま く状況下 にお
いて、事業実施団体 の創意工夫 も功を奏 して、JPF支 援が確実 に現地 に届 いてい ることが明
らかとなった。

②イエメン人道危機対応支援
【プログラム予算】142,000,000円 (政 府資金)
実績】142,000,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
実施団体】3団 体 (ICAN、 SCJ、 JPF)、 3事 業
【
概要】2015年 3月 以降の紛争の激化 に伴い状況が著 しく悪化 しているイエメンでは、依
【
然 として世界最悪の人道危機 に直面 しているといわれている。紛争の長期化 は、イエメンが
歴史的に抱えてきた慢性的な貧困、ガバナンス体制の不備 と腐敗、そして輸入への過度の依
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存 か ら水不足 とい った さまざまな脆弱性 を悪化 させ、 イエ メ ンの人道 ニーズ を増幅 させて
い る 。生命 を維持す るために入道支援 を必要 とす る人 々 は、2019年 には総人 口 3,050万 人
の 内約 8割 の 2,410万 人 に達 した4.
深刻 な人道状況 に対応す るため、イエ メンでは 2018年 か ら世界最大 の人道支援 オペ レーシ
ョンが展 開 されてお り、 2019年 度 のイエ メ ンの人道危機 に対応 す るため計画 (Yemen

Humanitarian RespOnsc Plan 2019‑HRP2019)は 各分野 にお けるさらなる支援 のスケ ール
ア ップ とモ ニ タ リングの強化 をキー ワー ドに下記の五 つの戦略 目標 を掲 げた 3:

1.困 窮 してい る人 々が飢餓状況 を乗 り越 えるための食糧や生計支援 の提供、
2.コ レラをは じめ とす る感 染症 の発生 を減 少 させ るための水・衛生支援 や保健支援 の提供、

3.家 を追われ国内避難民 の集住地 な どで暮 らす世帯 の尊厳 の回復 につ なが る包括的な支援
の提供、

4.更 なる強制移動 と民間人 に対す る暴力 の リス クを低減 させ、紛争 によって トラウマ を受
けた人 々の回復 を促進す る専門的な支援 の提供、

5.行 政機 関が命 を守 るため に欠 かせないサー ビスの提供 を継続す るための能力 を後押 しす
る形での支援 の提供 (優 先分野 において活動 を続 ける行政機関 の職員へ の手当ての支給、行
政サ ー ビスが崩壊 しかけて い る地域 にお ける緊急 の保健、水・衛 生、教育支援 な どを届 ける
際 の運営 コス トの一部負担やそ のため欠 かせない イ ンフ ラの復 旧)。

JPFで は、2015年 10月 からイエメンにおける人道支援 プログラムを開始 してお り、2020
年度は、戦略目標 として①人 々を中心 に据 え、人道支援の原則 に則 った支援 を徹底すること、
②緊急支援 の実施 と同時 に、可能な限 り人道支援 と開発援助 にまたがった支援 を実施する
こと、そして③支援がそれを最 も必要 とする人々に確実 に届 くよう、強化 されたモニタリン
グを実施すること、の 3点 を掲げ、2団 体が小規模ながらも堅実な支援を届 けようと、命を
繋 ぐために欠かせない食糧配布、過酷な状況のなかで も日常を取 り戻そうとする人 々を後
押 しするため教育分野 にお ける支援活動を実施 した。
評価】2020年 度上半期は、前年度 に実施 した 2事 業 の個別事業評価結果の総括および教
【
育セ クターのユーズ調査を実施 し、下半期 は、11月 に事務局 によるモニタリング評価事業
を形成の うえ、1月 に 1事 業 のモニタリングを、3月 に 1事 業の評価を実施 した。
019年 度事業 の評価 の結果、対象 とした 2事 業 ともにイエメン人道対応計画や各 クラスタ
ーの方針 に合致 した高い妥当性 を有すること、稗益者満足度 の高 さや コンポーネ ン ト間の
相乗効果 によ り有効性 も担保 された ことを確認 した。また、苦情受付 システムの認知率向上
や学校管理職員への働 きかけ強化 といった具体的なア ドバ イス もなされた。
さらに、JPF加 盟 NGOが イエメンにおいて知見を有する教育セ クターに関 し、26名 の現
地教育関係者を対象 としたインタビュー調査を現地法人 コンサルタントに委託 のうえ実施
し、プログラムとして今後貢献可能な支援 ニーズを分析 した。多 くの教育 に関す るニーズの
4 0CHA Memen Httanitam」
3 0cHへ

聖型 螢三型型ヱ堕 漁 bruaり 2019,p.16
聖堅 ≧
.1■ ュ
理型 !望1コ .墜 2⊆狙豊 ̲理型 型 ■2,Februaり 2019,pp.10■ 1&p.15.
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中で も、学校 に通 えない子 ども (Out of School Children)は 、2017年 の約 230万 人 か ら

2019年 には 470万 人 と大幅 に増加 してお り、 とくに女子や障がい を持 った子 どもの教育 ア
クセス支援 の必要性が多 く指摘 された。本調査 はイエ メ ンで教育分野 に関 わ るキーステ ー
クホルダ ーの現場 の声 をま とめた もので あ り、事業実施 団体 お よび

JPFの 今後 の支援形成

に活用 した。

2020年 度実施事業 のモニタ リング評価 については、11月 に事務局事業 を立ち上 げ、 1月 に
オ ンライ ンに よる簡易 モ ニ タ リングを実施 した。モニ タ リングでは、加盟 NGO本 部 スタ ッ
フお よび現地提携団体職員 を対象 に、事業評価部 が直接聞 き取 りをお こな った。具体的 には、
前期事業 の評価 において課題 と指摘 された苦情受付 システムの認知度 向上 に向 けた取 り組
み状況や、活動時 に COⅥ D‐ 19感 染防止対策 を講 じる際 の課題等 について確認 した。3月
には現地 コ ンサル テ イ ング企 業 に委託 の上 、終 了時評価 に係 る現地調査 を実施、2021年 3
月末時点 において評価結果 の取 りまとめ中である。なお、進捗 に遅れ のみ られ る案件 につい
ては必要 に応 じて加盟

NGOに 詳細状況 の間 き取 りをお こな うな ど、実施期間 をとお して

密 なフォ ロー ア ップに努 めた。

③イラク・シリア人道危機対応支援
【プログラム予算】787,633,000円 (政 府資金)
実績】787,199,774円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
実施団体】10団 体 (AAR、 CCP、
【
JPF)、

IVY、

NICCO、 PARCIC、 PWJ、 iRIALs、

SCJ、

WⅥ 、

21事 業

概要】 シ リアの人道危機は 2020年 3月 で 10年 目を迎えたが、依然 として多 くの人々が
【
暴力 から逃れるために、国内外 において避難生活を強い られている。国内避難民の数 は2019
年 9月 時点で約 620万 人 にのぼ り 同年 10月 の トル コによる北東部への侵攻 によ り10月
5、

21日 時点で少な くとも約 19万 人 の新規国内避難民が発生す るなど

6、

不安定な状況が続 い

ている。2019年 8月 に国連が発表 したシ リア人道危機対応計画 (Syria Humanita an
ResponscPlanJanuary‐ December 2019)で は、シ リア国内で人道支援を必要 としてい る人 々
は約 1,170万 人、その うち特 に深刻な状況 にある人々は約 500万 人 にのぼると報告 されて
この数字は約 1年 前 に国連が発表 したものから微減 してはい るものの大 きな変化は
見 られない。あらゆる分野 にお ける人道 ニーズ は深刻な状態であ り、シ リア全土 において約
おり

7、

S ACAPS,コ
6 ACAPS,壁 ̀:i20veMew,Accessed
igШ 国墜塾髪生コ￨⊆ 2!二on
20距壼
0dober
亘⊇
菫L⊇2019.
コ山笙製璧里堕」塾型些壁墜型聾odober 2019.
7 0CHへ
興

型璽皇亘量I堕堕」聖」塾型亜菫」
壁曇ュ」
L二 聖コ
堅 二2里墜型」墜ョ望聖壺}August 2019,p.7.
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ち子 ども約 410万 人)が 保護 (Protection)分 野 での支援 を、約 620万 人 が
水・衛生分野 にお ける緊急支援 を、そ して約 1,320万 人が保健 。医療分野 の支援 を特 に必要
1,320万 人

(う

として い る8。
イラクでは、2017年 12月 に政府 といわゆるイス ラム国 (Islamic State:以 下 IS)間 の戦闘
が終結 した後、国内避難民 の大規模 な帰還 が続 いてい たが、2019年 にはそのベ ースに陰 り
が見 え、1月 か ら 6月 の半年間 に発 生 した帰還民 は約 19万 人 に留ま り、2019年 8月 末時点
で依然 として約

155万 人 が避難生活 を余儀 な くされている

8。

帰還 を果 た した人 々の中で

も、 11%が 厳 しく不安定な生活状況 にあ り、 かつて ISに 支配 されていた地域 の多 くでは貧
困率 が 40%を 超 え、失 業率 は 22%に 達 して い る

9。

2019年 8月 に発表 された国連 のイラク

人道危機対応計画 (Imq Humanitarian Response Plan MOnitOring RepO■

January‐

May 2019)

によると、 イラク国 内 において約 670万 人 の人 々が引 き続 き人道支援を必要 としてい る10。
イラク、 トル コ、 ヨル ダ ン、 レバ ノ ン、エ ジプ トな どのシ リア周辺国 には、2019年 9月 20
日時点 で約 564万 人 のシ リア人が UNHCRに 難民 として登 録 されてお り11、 この数字 は

1

年前 の約 563万 人 か らほぼ変化がない。2019年 6月 に発表 された国連 のシ リア周辺国 にお
ける難民危機 に対す る対応計画 (Regiond Rcigec and Resiliencc Plan in Response to Sria

ew 2019/2020)に よると12、 周辺国 のシ リア難民 の状況 は
困窮 を極 めてお り、貧困率 は 60%を 超 えて い る。 また、5〜 17歳 の子 どもの 35%が 学校 に

Crisis:Regiond Strategic OverⅥ

通 うことがで きず、早婚、ジェンダーに基 づ く暴力、児童労働 そ して搾取 な どの保護 の リス
クに 晒 され て い る。 シ リア紛 争 に よって 二 重 難 民 とな った パ レス テ ナ人 シ リア難 民
(Palestine Reigees from Syria:以 下 PRS)も 、特有 の脆弱性 を抱 えなが らの避難生活 を

強 い られてお り、国際連合 パ レスチナ難民救済事業機 関 (United Nations Relief and Works

Agencyお r Palestine Rcigeesin the Near East:以 下 UNRWA)に よる支援 に大 き く依存 じ
た生活 を余儀 な くされて い る。また、シ リア とその周辺国を取 り巻 く昨今 の政治的 。
経済的・
社会的動向は、シ リア難民 の状況 を悪化 させ るとともに、周辺国 の難民受 け入れ コ ミュニテ
ィの脆弱層 に対 して も、同様 に負 の影響 を及 ぼ してお り、支援対象者 には、非登録難民 も合
めたシ リア周辺

5カ 国 にいるシ リア人 に加 え、難民 を受 け入れている地域 に暮 らしてい る

約 399万 人 の脆弱層 が含 まれてい る13。

2020年 度本 プログラムでの支援分野 は、食糧 。物資配布、 シェルター、水・衛 生、保護、
栄養、教育、医療・保健、心理社会、農業、そ の他 と多岐 に渡 った。 シ リア、イラク、 レバ
ノ ン、 トル コ、ヨル ダ ンの 5か 国 において、各加盟 NGOが 以前 か ら積 み重ね てきた実績 を

I
8

ACAPS, SyriaOverview Accessed on 20October2019.
IOM lraq, Displacement Trackinq Matrix, Accessed on 30 September 2019.

e ACAPS, lraq Ovewiew Accessed on 30 September 2019.
10 OCHA,

lraq Humanitarian response Plan Monitoring Report January-May 2019, August 201$ p.6.

" UNHC&
" UNHC&
13

Accessedon20September2Ol9.
June 2019, p.7.

UNHCR, Syria 3RP 201 9 Progress Report August 201 9, p.3.
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活か し、シ リア国内においては、戦略目標 として①人々を中心 に据 え、人道支援 の原則 に則
った支援 を徹底すること、②脅威 に直面す る人々の緊急ニーズヘ対応す ること、③全ての支
援 に保護 の観点を取 り入れること、そ して④人 々の 自力 による生活再建 を後押 しすること
を掲げ、イラクおよびシリア周辺国においては、戦略目標 として①人々を中心 に据え、人道
支援 の原則 に則 った支援を徹底す ること、②全ての支援 に保護 の観点を取 り入れること、そ
して③ 人 々の 自力 による生活再建や、紛争終結後 の安定状況 の持続 を後押 しする支援 を展
開す ることを掲げ、支援を実施 してきた。また、国連/国 際機関 との連携 の重要性 も常に認
識 し、国連/国 際機関が主導する当地 のセクターやクラスターシステムに参加 し、支援 に偏
重や調整不足が起 きた りすることがない よう努めた。
評価】2020年 度事業評価部では、本 プログラムにおいて実施 されていた 8事業を対象 に
【
モニタリング・評価 を実施 した。世界規模 での新型 コロナウイルス感染症拡大 によ り、例年
のような邦人評価部員の現地訪間を伴 うモニタリング・評価 は実現 で きなか ったため、8事
業の うち、 トル コ国内 2事 業およびレバ ノン国内 3事 業 については、 トル コ在住 の評価部
員 (M&Eコ ンサルタン ト)を 中心 とした現地個人 コンサルタン トチームによる一部現地調
査を伴 うモニタリング・評価を行 い、シ リア国内 3事 業 については、レバ ノンに拠点を有す
る法人評価 コンサル タン トと業務委託契約 を締結 し、第三者評価 を行った。トル コおよびレ
バ ノンでは、開始後間 もない事業 については、中間時モニタリングを実施 し、事業実施団体
を含めた関係 アクターヘの Key lnお rmant lntelview(KH)や 稗益者 への間き取 り調査を中
心 に、事業 の進捗状況、および残 り事業期間 において改善すべ き事項の確認、技術的なア ド
バ イス等 を行った。例 えば、新型 コロナウイルスの感染拡大 によ り、当初計画 していたコ ミ
ュニテイセンターでの活動 に大 きな制限が課 されていた トル コ事業 については、モニタリ
ング時 に実施 した関係者 との協議 に基 づ き、オ ンライ ンシステムを活用 したサービスの提
供 と、既存 の人的 リソースを活用 したアウ トリーチによる個別支援 の提供 を提案 し、採用 さ
れた。終了間近、または既に終了 していた事業 については、 Iや 稗益者への間き取 り調査
を基 に、事業 の妥当性や効果、インパ ク トについての価値判断を合む事業 の質 の向上 とアカ
ウンタ ビリティの担保を目的 とした、総合的な個別事業評価 を行った。シ リア国内事業 につ
いては、個別事業 の視点のみでな く、事業横断的な視点 も評価項 目に合 め、プログラム とし
て総括 で きる評価 の実施を試みた。
新型 コロナウイルスの世界的な拡大 によ り、 レバ ノンでは現地訪間や対面でのインタビュ
ー等が実施 で きず、電話や SNSを 活用 したオ ンラインによる調査が主になるなど、例年 と
は異な る実施体制 を余儀な くされたものの、様 々な制約下 において も実現可能な方法を模
索 し、次年度 プログラム計画策定 に寄与す るモニタリング・評価事業を実施す ることができ
た。
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④ミャンマー避難民人道支援
プログラム予算】330,913,325円 (政府資金)
【
実績】330,913,325円 (政 府資金)
【
プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
【
【実 施 団 体 】 8団 体 (AAR、 IVY、 JISP、 PWJ、 PIAN、

WⅥ 、 JPF)、 9事 業
概要】ミャンマー連邦共和国のラカイン州北西部に住むイスラム系少数民族の「ロヒン
【
ギャ」OPFで は民族的背景及び避難されている方々の多様性に配慮し、ミャンマーからバ
SCJ、

ングラデシュに避 難・ 強制移住 させ られた人 々 を「 ロヒンギャ」ではな く「 ミヤンマー避難
「 ロヒンギャ」 と
民」または単 に「避難民」 と表現)が これまで受 けて きた迫害・ 差別 は、
名乗 ること自体 を政府 によって公式 に否定 され不法移民 として国籍 を与 えられない ことに
加 え、国内の移動・ 結婚 の制限、労働 の強制、恣意的 な課税、財産 の没収等 にお よび、人間
「 ロヒンギャ」は 1970
としての尊厳・基本的人権 を奪 う悲惨 な状況が今 日まで続 いてい る。
「 ミャ ンマー避難民」
年代末 と90年 代初 めの 2回 にわた リバ ングラデ シュヘ 20万 人規模 の
となって大量 に流 出 し、その ことで国際的 に認知 され るようになった過去があるが、強制移
動 の中で も 2017年 8月 25日 の暴力 14に よ リバ ングラデ シュヘ難民 として逃れた人の数 は
過去最高 と言われ てお り、2019年 12月 末時点 で 85.5万 人

(う

ち 18歳 以下 の子 ども 45。 9

万人合)以 上の人 々が、主 にバ ングラデ シュ南東部 の コ ックスバ ザ ール県 に避難 し、「 ミャ
ンマー避難民」 として登録 され、ウキア郡・ テクナ フ郡 にある避難民キャ ンプや居住 区 に居
住 してい る15。 コ ックスバ ザ ̲ル 県 には 34の 避難民 キャ ンプや居住 区があるが、そ の中で
も最大 のク トゥパ ロン・バル カ リ避難民 キャ ンプにはわずか 13 km2の 土地 に 62.6万 人以上
の避難民が居住 して い る。過密化 したキャ ンプ内での衛 生環境 は極 めて劣悪 で、洪水 と土砂
崩れ の リスクを伴 う地域 に住 む避 難民 もい る。安全 な水や衛生設備 へ のアクセスは限 られ、
配給 され る食糧 は栄養 バ ランス を欠 き、多 くの避難民が (圧 倒的多数 は女性 と子供 であ り、
高齢者 も多 い)慢 性的な健康 の リスクにさ らされてお り、過去 の迫害・差別 による トラウマ
によ リス トレス を抱 える避難民 も多 く、 そ うした人 々の脆弱性 に配慮 を した支援 と保護 が
必要不可欠 で ある。
また、最近 では避難民 とホス トコ ミュニテ ィ住民 の間 で緊張 が高 ま り、衝突 が起 きてい る こ
とか ら緊張緩和・ 関係改善 を視野 にいれた対応 が求 め られ る。雨季やサ イク ロ ンな どの天候
による緊急事態 に対す る支援 へ のよ り大 きな依存 も懸念 されてお り16、 さらに 2020年 に入
り世界的 に流行す る新型 コロナ ウイルスの感染拡大 の影響 を受 け、 ミャンマー避難民 は一

1a

United Nations Human Rights Council (UNHRO, Report of the lndependent lnternational Fact-Finding Mission on

Myanmar, 18 September 2018.
1s Pl3, Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (January- December 2020),

overuiew of the crisig needs

and 2020 response
16 Rohingya Refugee Crisis,

OCHA 2019
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層厳 しい生活環境下 におかれている。
2017年 11月 に ミャンマー政府 とバ ングラデシュ政府 が帰還 に関す る覚書 を締結 し、2018
年 11月 および 2019年 8月 に帰還者名簿 に基づいた帰還計画を実行 した。 しか し帰還を希
望する避難民は現れず、2回 とも実現 に至 らなかった17.帰 還先での安心 と尊厳、基本的人
権 の保障を主張す る避難民 は、それが担保 されない限 り自発的な帰還 はない との一貫 した
姿勢を保 っていることから18、 今後 の帰還 の見通 しは全 くたっておらず、キャンプ生活が長
引 くことが予想 されている。彼 らの脆弱性 に配慮 した効果的、効率的かつ中長期的視点 に立
った支援を通 じ、彼 らが自力で立ち直 る力を強化 し、避難先および将来 の帰還先での自立 し
た生活 の実現 に貢献 し得 る支援が今後の課題 となって くる。
2020年 度の本 プログラム支援分野 は、医療・保健、食料安全保障、 シェルター・NFI、 保
護、教育、水・衛生 と多岐 に渡 った。当該国・地 において、 これまで事業 を実施 してきた各
加盟 NGOが 積み重ねてきた実績・経験を活 かし、① 人 々を中心に据え、人道支援の原則 に
則 った支援を徹底す ること、②全ての支援 に保護 の観点を取 り入れ実施すること、③災害時
に命 を守ることにつながる備 え・対策を強化すること、そして④避難民 とホス トコ ミュニテ
ィ住民のどちらに も稗益す る支援 を実施すること、 の 4点 を戦略目標 に掲げた。本 プログ
ラムでは、国連/国 際機関/他 団体 との連携・調整、当該国・地 のセクターやクラスターシス
テムヘの参加等を重要視 し、さらに人道支援国際基準 に準拠 した、効率的かつ効果的な継続
した支援 を実施 した。
評価】2020年 度は、4〜 5月 に前年度 に実施 された 7事 業の個別事業評価 を実施、6月 に
【
はその評価結果共有を目的 とした「評価委員会 ワー クショップ」 を開催、9月 には 2020年
度実施 の 6事 業 を対象 とした中間モニタリングをお こない、12月 から3月 にか けては 4事
業 を対象に現地訪間を伴 う終了時評価を実施 した。
4〜 5月 にか けて実施 した

2019年 度の事業評価では、世界的な新型 コロナウイルス感染症

拡大 のため、デスクレビューと主 としたアプローチを採用 し、CHSの 観点から各事業の価
値判断を試みた。本評価結果 の共有を目的 にオンラインで開催 した「評価委員会 ワークショ
ップ」では、̀̀ホ ス トコ ミュニティとの関係"や 保守的な文化・風習への配慮"と いった、評
価 から明らかとな った事業横断的課題 に関 してグループディスカ ッションを通 じて理解を
深め、戦略性を持 ったホス トコ ミュニティ支援 の重要性や、男性 の若 い世代へのジェンダー
啓発活動、セ クターを超えた視点 を持つことの必要性 といった提言が抽出 された。
中間モニタリングは、事業 目標 の達成 に向けた課題 の整理 と事業後半 の活動実施 に向けた
提案 。目標達成 のための軌道修正を目的に、AfterAction Rc ew(AAR)と い うモニタリン
グ評価アプローチを事業評価部 として初 めて採用 し、オ ンラインワー クショップ形式で実
施 した。グループワークでは、"Remote Management"と C00rdinatiOn"と い う2つ のテーマ
を採用 し、各テーマに関 して現行事業 のグッドプラクティスや課題 を共有 した。ワー クショ
17 UNHCR. UNHCR Statement on Voluntary Repatriation to Myanmar. Web. 19 September 2019
18 P13, Joint Response Plan for Rohingya Humantarian Crisis (January- December 2019), overview and response strategy
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ップの最後 には、事業後半 に向 けたアクションプ ラ ンについて協議 し、「オ ンライ ンを活用
「稗益者 か らカジュアル にフィー ドバ ックを得 る機会 を作 る」等、
したスタ ッフ研修 の実施」、
実施時期や担 当者 も含 め、各団体 が事業 の質向上 に向けた具体的な プランを作成 した。
終了時評価 は、バ ングラデ シュ 。ダ ッカに本社 を置 くコ ンサル テ ィ ング企業 に現地調査 を委
託 の うえ、12月 か ら対象 4団 体 と協議 を開始 した。2〜 3月 にか けて避難民 キャ ンプお よび
ホス トコ ミュニテ ィにて稗益者 イ ンタ ビューやサ ー ベ イを実施、2021年 3月 末時点 におい
て評価結果 の取 りまとめ中であ り、5月 に振返 りの ワー クショップを企 画 して い る。

⑤南スーダン難民緊急支援
【プログラム予算】482,815,000円 (政 府資金)
実績】425,676,366円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
実施団体】 8団 体 (PWJ、 AAR、 Sq、 PりN、
【

WⅥ 、REALs、

ADRA、

JPF)、

14事 業

概要】2019年 、南スーダ ンでは再活性化 された衝突解決合意 によ り南スーダ ン人 に新 た
【
な機会の申し出を約束 した。 この流れを汲み、2020年 2月 22日 には、国家統合のための
再活性化 された移行政府が樹立 され、紛争から逃れた数百万人 もの人々にとって、包括的な
解決への重要な節日となった。しか しながら、再活性 された移行政府 の下、深刻な問題 は山
積み となっている19。 2020年 は、南 スーダンにとって、大 きな 3つ のショックがあった。一
つ目は地域 の武装勢力 に関わる国内での武力紛争、二つ 目は、2年 連続での大規模な洪水被
害、3つ 日は新型 コロナによる感染拡大である。南 スーダ ン国内では、およそ 160万 人 の
人々が、未だに国内避難民であ り、周辺国へ逃れた難民はおよそ 220万 人いる20。
人道支援 のオペ レーションとして は、大きく 3つ の戦略目標 が掲げられる。一つ 日は保護
を中心 とした人道支援対応 で、GBVに 対する予防・対応 が含 まれる。二つ 目は人道支援 と
開発を組み入れたアプローチに則 り、人道支援関係者 は手堅 い人道支援 による解決 と開発
を関連付 けて密 にした働 きかけが必要であること。三つ 目は人道支援ニーズヘの解決 と紛
争へ配慮 したアプローチを適合 した平和構築への働 きかけである21.
南スーダ ン難民を受け入れている周辺国は 5カ 国あ るが、内エチオ ピア、ケニアそしてウ
ガ ンダは自助的なレジ リエ ンスを高め、国家 システムに難民を含 めることによる包括的難
民支援枠組みを運用 してい る。また、スーダ ンとコンゴ共和国政府 による難民 をキャンプの
外へ促す政策 もより大きな支援 とな りうる。
南スーダ ン難民を受け入れる周辺国の事情 も受 け入れ国 によ り、異なる。エチオ ピアは長 い

le South Sudan Humanitarian Needs overview 2021 (January 2021)

'o la-b,

21 South Sudan Humanitarian Response

Plan2021 (March 2021)
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間、難民 の受 け入れ国 となってい る。エチオ ピア国内で、避 難場所 を探す難民 へ、人道的な
アクセス、保護 を施 し、門戸 を開 いている。2020年 10月 現在 で、 お よそ 36万 人 の南 スー
ダ ン難民 を受 け入れ ている。他方 で、多 くの南 スー ダ ン難民 を受 け入れて い るガ ンベ ラ地域
の治安状況 は、未 だに不安定 で あ る。2019年 度 に起 きたヌエル族 とアニ ュアク族 との衝突
は、難民、ホス トコ ミュニ テ ィ、人道 支援者 に影響 を及 ぼ し、死 亡者 まででた。新 しく到着
した南 スーダ ン難民 の実 に 91%は ヌエル族 で あ り、元 々エ チオ ピアに暮 らして い る、エ チ
オ ピア・ヌエル が居住 して い る地 域 に土地 を用意 し、キャ ンプを拡大 する こ とが懸案 となっ
てい る。その為、ガ ンベ ラ地方行政 は、直近 の新 たに到着 した難民 を別 の地域 に移動す るよ
う要請 し、新 たな難民 を別地域 に移動 させた22.ま た、 エ チオ ピア情勢 として、2020年 11
月

4日

にエ チオ ピア共和 国 テ イグ ライ州 に勃発 した 、 Tigray Regional Security Forces

(TRSF)と 政府軍 Ethiopia Nation」 Defense Force(ENDF)間 の武力紛争 は、11月 末 に発表
された政府 の勝利宣言 に も関わ らず、現在 も州内広範 囲 にて戦間 が続 いてお り、同国 の南 ス
ーダ ン難民支援 とは別 に政情不安定な要因 の一つ として今後 も注視 してい く必要がある。
ケニ アは 2020年 10月 時点 で、お よそ 12万 人 の南 スー ダ ン難民 を受 け入れ てお り、その多
くは トゥル カナ郡 のカクマ難民 キャ ンプ とカ ロベエ イ居住 区 に住 んでい る。ケニ ア政府 も、
難民 に対 し門戸開放政策 を維持 してい る。
カ ロベエ イ居住 区 にお ける人道支援 団体 と政府 の対応 は、難民数 が一杯 になって い るカク
マ難民 キャ ンプの負担 を軽減す るために、統合 された居住 区 を開発す る ことを目的 とした
2015年 カ ロベエ イ政策 に則 り、難民 とホス トコ ミュニテ ィが社会的・経済的 に統合す る こ
とに焦点 を当てて い る23.
スー ダ ンは 2020年 10月 時点 でお よそ 73万 人 の南 スー ダ ン難民 が い る。 スー ダ ン政府 は、
お よそ 130万 もの南 スー ダ ン難民 がい ると見積 りを立 ててい るが、実情 として 2013年 の南
スー ダ ンでの紛争勃発以前 よ り、スー ダ ンに住 んで い る人 もい るため、この数字 に対 しては
更 なる検証が必要 とされてい る。南 スー ダ ン政府 も、難民 に対 し安全 で居住地 へ制限 の ない
アクセス を認 めてい る。 お よそ 19万 の難民 が、 9つ のキ ャ ンプに居住 して い るが、一方 で

77%の 難民 は、キャンプ地 の外側 のあ る、100以 上 の居住 区 にい る。難民 の中 には、基本的
なサ ー ビスが限 られて い る、 開発 されて い ない地方 でホス トコ ミュニ テ ィに沿 うよ うに居
住 して い ること も見受 けられ る。7年 間 の人道支援 を経 た今、緊急支援 を超 えて、ホ ス トコ
ミュニテ ィ同様、 キャ ンプ内外 の難民 へ、長期的な解決方法、 レジ リエ ンス、自助努力 に焦
点 を当て る必要性 がある24。
ウガ ンダは 2020年 10月 時点 でお よそ 88万 人 の南 スー ダ ン難民 を受 け入れ てお り、南 スー
ダ ン難民 を受 け入れて い る周辺国で、一番 多 い国 で あ る。 難民 へ の好意的な保護環境 は、

2006年 の難民条項 と 2010年 の難民制定 に基 づいてい る。 これ らの制定 は、難民 の 自由な

22 south Sudan lRegionai Refugee Response pian,p39

23同 上′ 7
同̲L′ p53

24
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移動、就労 の権利、 ビジネ スの起業、資産 の所持、そ して公共 サ ー ビスヘ のアクセス も認 め
てお り、初等教育、中等教育、そ して医療 も含 まれ ている。
居住移行 ア ジェンダ (Settlement Transformative Agenda)を 通 じて、 ウガ ンダ政府 は、難
民 の保護・支援 でキャンプ外居住政策 を打ち出 して い る。難民 は、居住 のための土地 区画、
耕作、 そ してホス トコ ミュニ テ ィに沿 う形 で居住 す ることがで きる。

JPFは 、2020年 度南 スーダ ン難民緊急支援 プ ログラム として実施 した事業 は多岐 にわた り、
南 スーダ ン国内では、水衛生、保健、子 どもの保護、教育、生活向上支援 な どの事業、スー
ダ ンで は、水衛 生、医療 な どの事業、ウガンダでは、教育、子 どもの保護、水衛生な どの事
業、 ケニ アでは公衆衛生、生活 向上支援事業、 エ チオ ピアでは、水衛生事業 を実施 した。
評価】2020年 度上半期 は、前年度 に実施 した 5か 国 8事 業 の個別事業評価 の結果取 りま
【
とめ 。フォローアップ、お よび複数年 プログラム評価報告会 を企画・実施 し、下半期 には、
本年度実施 された 3か 国 6事 業 の個別事業 モ ニ タ リング・ 評価 を進 めた。

2019年 度実施事業 の評価 に係 る現地調査 は前年度 中 に実施済 で あ り、 これ ら評価結果 の取
りまとめ と共有・報告 を本年度初頭 にか けてお こな った。ケ ニ ア・ ウガ ンダ 。エ チオ ピアの

3か 国 については、事業評価部 が現場訪間 による調査、聞 き取 りを実施 してお り、各事業 の
妥当性、有効性等を確認す るとともに、特 に WASH分 野 においては、 コ ミュニ テ ィ主導 の
包括的な衛生 (CLTS)の 実現 に向けて加盟 NGOと 現場 レベルで意見交換 をす る等、 イ ン
プッ トの機会 も設 けた。 スー ダ ン、南 スー ダ ンの

2か 国 については コンサル タ ン トを雇上

し第 二者評価 を実施 し、2事 業 ともに目指す成果 を概 ね達成 した ことを確認す るとともに、
女性 を積極的 に巻 き込む活動 か ら、意図 して いなか った事業効果 として、草 の根 レベルでの
ジェンダー平等へ の貢献 も確認 された。

6月 には、2016年 度 か ら「南 スーダ ン支援 プ ログラム」、「南 スーダ ン難民緊急支援 プ ログ
ラム」、「南 スーダ ン人道危機対応 プログラム」 の

3つ のプログラムの もとで実施 された全

55事 業 を対象 に、主 にデス クレビューによって実施 したプログラム評価 の報告会 をお こな
い、複数年 プ ログラムの成果 。課題 を広 く関係者 に共有 した。具体的 には、外務省 の人道援
助方針、国連機関が発行 してい る対応計画 の内容 との整合性 が高 く、プ ログラム全体 として
高 い妥当性 を有す ること、 また、予算執行率 は 97〜 99%と 高 い精度 を持 って効率 よ くなさ
れて いた ことが確認 された。さらに、3年 間 の稗益者数合計 は約 143万 人 で計画値 の 126%
で あ り、 うち社会的弱者が

87%を 占めていた とい う結果 か らも、 プ ログラム全体 として社

会的弱者 へ の対象 の絞 り込 みが で きてお り、高 い有効性 を持 つ と判断 された。一方 で、イ ン
パ ク ト、持続可能性 については定量的なデー タや エ ビデ ンスに乏 しく、判断 が難 しい とい う
結果 であった。提言 として、 プ ログラム としての Collective lmpact発 現 に向けて明確 なプ
ログラム ロ標 を設定す る ことの重要性や、複数年 プ ログラムで あ りなが らも単年度 申請 を
必須 とす るス キームが、長期的展望 に立 った事業形成 を阻む懸念 について指摘 がなされた。
2020年 度 に実施 された事業 については、3か 国 6事 業 を対象 に、現地訪間 を伴 う中間モ ニ
タ リングお よび終了時評価 を 10〜 3月 にか けて実施 した。2021年 3月 末時点 において評価
20
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結果 の取 りま とめ中で あ り、 5月 に振返 りの ワー クシ ョップを企画 して い る。

⑥インドネシア・スラウェシ島地震・津波被災者支援
【プログラム予算額】50,000,000円 (政 府支援金)
実績】50,000,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
実施団体】 3団 体 (PARCIC,PWJ、
【

JPF)、

3事 業

概要】2018年 9月 28日 にインドネシア中央 ス ラウェシ州を襲 ったマ グニチュー ド 7.4
【
(最 大規模 :現 地時刻 17:02)の 地震、およびそれ に続 く地滑 り、津波、土壌 の液状化現象
が発生 した。その後 も M2.9か ら M6。 3に およぶ規模 の余震 は 76回 を数え、 この災害 によ
り今なお行方不明の 667人 を含 め 4,340人 の命 が奪われ、4,000人 を超える人びとが負傷
し、約 20万 人が避難を余儀な くされた。地域全体 の被災者数 は 140万 人以上 にのぼ り、甚
大な被害をなった。
震災か ら 2年 以上が経過するなかで、 日本 の支援 には長年培 ってきた豊富な防災教育や地
域防災組織 に対する知識 の共有 を強 く要望 され、さらには地域防災、自主防災、学校 におけ
る防災訓練な ど防災知識 の実例 の共有 。指導、防災活動内容 の普及等 によって被災地 の防災
能力強化 に寄与することが求められた。 とくにインフラ整備 の遅れている山間部 の復興 は
進まず、被災者 の喪失感が深 まってい る中、地域復興計画・防災計画策定の支援・実施への
早急な対応 は、重要かつ必要不可欠である。
また政府 および関係機関が農業 の復興 に向けた支援 を展 開 してい るが、復興 はなかなか進
まない。特 にニーズに対 し支援が大きく足 りていない食糧 と生計分野では、食糧安全保障の
安定、農業 の復興 。再建へのニーズは大きく、農業が主要産業 である中央ス ラウェシ州 (被
害 の大 きかったシギ県はス ラウェシ島の一大穀倉地帯 の一つであった)の 住民 の生計向上
を目指すためにも、農地の復旧が不可欠である。簡易灌漑 や農業用 の井戸建設 をはじめとす
る農業 イ ンフラの整備、種や苗木 の配布等 によ り安定 した収入源 を確保する等 の復興支援
事業 の実施が必要である。
JPFは 、2020年 度 の本 プログラム支援分野 (緊 急対応期)と して、新型 コロナウイルスの
感染拡大防止 に配慮 しながら、食料安全保障、生計、防災を中心 に被災者 が安心 して生活で
きる環境整備、 また被災からの復興および持続的発展 に貢献する事業を実施 した。
評価】2020年 度事業評価部 では、本 プログラムにおいて実施 されている 2事 業 を対象 に
【
現地訪間を伴 う中間時モニタリングを実施 した。両事業 とも 2021年 度 に事業 を終了するた
め、終了時評価 については、2021年 度 に実施予定である。
世界規模 での新型 コロナウイルス感染症拡大 によ り、例年 のように邦人評価部員の現地訪
間を伴 うモニタリングは実現 できなかったため、イン ドネ シア在住 の現地個人 コンサルタ
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ン トと業務委託契約 を締結 し、遠隔 でモ ニ タ リングを行 った。また、当初計画 では、分野専
門家 お よび M&Eコ ーデ ィネ ー ターが現地 を訪間 し、稗益者や関係者 に質問票 に基 づいた イ
ンタ ビュー を行 い、進捗状況確認だけで な く、今後 の活動 に向 けた技術 的な提言 。助言 を行
うこ とを想 定 してい たが、新型 コロナ ウイルスの影響 によ リモニ タ リングの実施時期 が後
ろ倒 しとなったこと、実施時期 の遅れ によ り終 了時評価 まで期 間 が短 くなった こと、現地提
携団体 のモ ニ タ リングチ ーム受 け入れ に制 限 が生 じた こと等 を鑑 み、当初計画 して い た よ
りも簡易的な現場視 察 とい うアプ ロー チヘ の変更 が余儀 な くされた。
限 られた現地滞在 日数 や調査対象者 で あ った ものの、両事業 ともに現地視察、関係者 へ の
I、 稗益者 へ の聞 き取 り
調査 を滞 りな く行 い、2021年 に実施 す る終 了時評価 の参考 とな る
モニ タ リングを実施す る ことがで きた。現地 モ ニ タ リングか らは、両事業 とも、新型 コロナ
ウイルスの影響 によ り事業進捗 に多少 の遅 れ は発生 してい た ものの、当初計画 して い た活
動 を概 ね計画通 り実施 できていることが確認 された。また、関係者 へ の間 き取 り調査 か ら、
両事業 とも、現地提携団体 を含 めた様 々な現地 アクター との十分 な連携 。
調整 の もと実施 さ
れて い る こと、現地 の社会経済復興 に寄与 す る支援 で あると認識 されて い る ことが明 らか
とな り、稗益者 へ の間 き取 り調査 か ら、稗益者 のニーズに適合 し、非常 に満足度 の高 い事業
が実施 されてい る ことが確認 された。
2020年 度 に実施 した中間時モニタ リングを基 に、2021
年度 は終 了時評価 の実施、 お よびプ ログラムの振 り返 りとしての過去 に実施 された事業 の
簡易評価 を実施予定である。

⑦パレステナ・ガザ人道支援
プログラム予算】900,000,000円 (政 府資金、3年 間の複数年 プログラム)
【
実績】127,981,067円 (政 府資金)
【
プログラム期間】2018年 9月 〜2022年 3月 (3年 間の複数年 プログラム)
【
実施団体】 3団 体 (CCP、 PWJ、 JPF)、 4事 業
【
概要】パレスチナ自治区・ガザ地区では、2014年 7月 8日 〜8月 26日 に起きた「50日
【
間戦争」により大きな打撃を蒙 り、もともと脆弱であった人々の生命、暮 らし、教育、経済
に多大な負の影響を与えた。これを受け、JPFで は初動対応 として「パ レスチナ 。ガザ人道
支援 2014」 を開始 した。ガザ地区では食糧不足、電力不足、飲用 に適 した水の不足、イス
ラエルの攻撃 によって破壊 された家屋の再建など、喫緊の緊急ニーズヘの対処が必要 とさ
れる一方で、社会における基本サービスとしての医療・保健分野のサービスの不足も深刻 さ
を増 してきている。このような先行きが不透明な状況を鑑み、JPFは 、本プログラムを単年
度事業ではな く、複数年プログラムとして行 ってきた。
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2020年 時点 でパ レスチナ全体 では 130万 人25が 保健分野 での支援 を必要 としてお り特 にガ
ザ地 区内 の医療 ニ ーズ は増 え続 けている。年 2.8%の 人 口増加率26や 昨今 の COIVD‐ 19ウ イ
ルス感染拡大 へ の対応等、現場 での対応 を迫 られ る医療従事者 の負担 が急激 に増加 して い
る。さらに封鎖、パ レステナ 自治政府 とガザ地 区を実効支配す るハマ ス政権 の対立 によるガ
ザ地 区内 の医療物資 の慢性 的な枯渇 によって、医療 サ ー ビス は質的 に も量的 に も低下 して
い ると保健 クラス ター は警鐘 を鳴 らして い る. この ような状況 を踏 まえ、2020年 8月 には
プ ログラム期間を 7か 月延長す る こととした。

2020年 度 は、①提供 される医療・保健サービスの質を改善すること、②危機や脅威 に対処
するための自己対応力を強化すること、③医療・保健分野 におけるコ ミュニティのネットワ
ー クとレジ リエ ンスを強化すること、そして④医療・保健サービスヘのアクセスを確保する
こと、の 4点 を戦略目標 に掲げ、身体障がい者が継続的 に リハ ビリを受けられる環境づ く
りを通 じた社会復帰促進支援、妊産婦 。新生児・乳幼児への保健支援 と心理社会的サポー ト
の提供、そ して 3〜 5歳 を中心 とした未就学児 の健康状態改善のための、未就学児への健康
診断、健康診断に必要な機材 の幼稚園への配布、保健 。衛生教育支援事業を行 った。
評価】治安上、邦人 による日をまたいだ滞在 に制約があるガザ地 区においては、JPF資 金
【
によ り実施 されていた 2事 業 について、事業実施団体 とは別 の機関 (第 3者 )に 委託 した
独立性 の高い現地訪間を含む評価を実施、将来 の事業 の改善 に向けた提言や教訓を抽出 し、
事業実施団体 と共有 した。評価 は、これら2事業 の目指 した成果 が、支援を受ける側 のニー
ズに合致 し、なおかつ支援セ クターの政策 との整合性を確認、支援 される側 の健康環境 の改
善 に資 していたことを明 らか とし、これらの事業成果 を広 く国民 に共有 した。これらの各事
業評価 に加えて、ガザ地区 15郡 の 385世 帯 を対象 としたサンプル調査 と、現地支援アクタ
ー代表者 からの間き取 りを実施 して、ガザ地区住民の健康保険加入状況および支出状況、保
健 。医療サービスに対す る住民の満足度、住民の慢性疾患・ メ ンタルヘルス・障害の有無、
児童保健 の状況、保健・医療 にかか る費用への対処法、及び保健 セ クター全体 の課題 といっ
た多岐 の項目にわたって調査 を実施、2022年 に 3.7年 間続 いた支援終了を予定 してい るパ
レステナ・ガザ人道危機対応支援 プログラムの基礎データを把握 し、事業実施団体 の支援形
成 にも活用 した。

③ベネズエラ避難民支援
プログラム予算】72,000,000円 (政 府資金)
【
実績】71,120,701円 (政 府資金)
【
プログラム期間】2020年 3月 〜2021年 3月
【
2s 2020 Humanitarian Needs Overview

occupid Palestinian territory

26 https://palestine.u nfpa.orglen/population

P.46

-matters-0

23

特定非営利活動法人 ジャパ ン・ プラッ トフォーム(認 定 NPO法 人 )

2020年 度 事業報告書
【
実施団体】2団 体 (PLAN、 JADE)、 2事 業
概要】南米 ベ ネ ズエ ラは、国内の政治・社会 。経済的混乱 を受 け、国民生活 が危機 に瀕 し
【
てい る。大規模 な停電、断水 の頻発、それ に伴 う病 院や学校 な どの閉鎖 に加 え、深刻 な食糧
や医薬品不足が続 いてお り、あ らゆる面 で生活 が立 ち行かない状況 に陥 って い る27.ハ イパ
ー イ ンフレーシ ョン も進行 してお り、食糧や医薬品 をは じめ とす る基本的な生活必需品 を
購入 で きない世帯 が続出 し28、 治安 は悪 化 の一途 を辿 り、国内不安が一層 の高 ま りをみせて
い る29。 この結果、労働人 口を含 む多 くの国民が国外 に流出 し続 けてお り (2019年 10月 時
点 で 450万 人30)、「南米最大 の難民危機」となって い る。避難民 の流出は今後 も続 くとされ、

2020年 末 まで に南米各地 に逃れ るベ ネズエ ラ避難民 は 550万 人 を超 えるとの予測 も出 され
た31。 多数 のベ ネズエ ラ避難民は、移動す る過程や避難先 で、食糧不足 に陥 り、十分 な住居
を確保す るの も難 しく、医療サ ー ビスや教育機会 へ のアクセス も限 られて い る。また強奪、
脅迫、ジェンダーに基 づ く暴力、搾取や人身売買な どの リス クや差別 に さらされ る場合 も少
な くな く、なかで も女性や子 どもの保護 ニ ーズが高 まって い る32。 しか し既 に避難民 の受入
能力 が限界 に達 して い る多 くの受入国・ 地域 では病 院や教育施設 な どにお けるサ ー ビス低
下や予算不足 が深刻化 してお り、地元住民 と避難民 の間 の衝突 も増加傾 向 にあ るため33、 こ
れまで寛容 に避難民 を受 け入れ て きた近隣諸国で さえも入国条件 を厳 しくす る国が増 えて
い る34。

2018年 、ベネズエ ラか らの人 口流出の加速化 を受 け、同年 4月 に国連事務総長 の要請 で国
連難民高等弁務官事務所 (UNHCDと 国際移住機関 (IOM)が 中南米各国 にお けるベ ネズ
エ ラ避 難 民 へ の 支 援 を調 整 す る こ と と な り、 2019年 9月 に Regiond lnter‐ Agency
Coordination Pla」 orm(以 後

R4V)が 設立 された35。 中南米地域 にお けるベネズエ ラ避難民対

応計画 (Regional Reigee Responsc Planお r Reigees and Migrants from Venezuela― 以下

RMRP)で は、2020年 、支援対象 を 247万 人、必要支援額 を 13億 5,000ド ル としてお り
これ以上の状況 の悪化 を食 い止め るためにも、食糧、WASH、 保健 医療、保護、教育、
社会統合等 の複合的なニーズに対応す る継続的、長期 的な支援 が求 め られ てい る。
36、

2020年 は、今後対象国を見直す可能性 を残 しなが らも、支援対象国 はベルーのみで あ り、
NFI、

保護、社会統合 の分野 を中心 に支援 を実施 した。ベルー は、 コロ ンビア に続 く避難民

27 ACAPS,
Venezuela:
2E

Situational Update and 2019 Outlook March 28 2019, pp.2-4

ACAPS 6t START Network, Peru: lnflux of Venezuelans in

2e ACAPS, Venezuela:

Tumbet 25 June

201 9, p.3.

Situational Update and 2019 Outlooh March 28 2019, pp.5-6.

30 https://data2.unhcr.orglen/documents/details//3277
31 httpsl
detailsn3277

ldala2.unhcr.orqlenldocuments/
Monitoring Venearela Situation Update #1 (Januarv

32 UNHC& Protection
33 ACAPS, Venezuela:

il

-

June 2019), 19 July 2019, pp.lE-25.

Situational Update and 2019 Outlook March 28 2019,p.7.

UNHCR, Protection MonitorinqVenezuelaSituation Update#1 (January-June2019), 19Ju|y2019, p.3
3s Response for Venezuelans (R4V), Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Miqrants from Venezuela
201 9, December 2018,

p.12.

36 R4V Regional Refugee and Migrant Response Plan

for Refugee and Migrant from Venezuela 2020, p.9.
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受入国 であるが

(コ

ロンビア、ベルー、エ クア ドル、チ リ、ブラジルの順、コロ ンビアで 140

万人受入37)、 その受入人数 は 86.6万 人以上 に達 し、そ の うち亡命 (難 民申請 をして定住 )
希望者数 は約 29万 人 にのぼ る38.ベ ルーに入国 したベ ネ ズエ ラ避難民 の約 8割 は首都 リマ
を中心 に生活 しているとされ るが、い まや国内最大数 の避難民 を抱 えてお り、リマ において
住居場所や職 を見 つ ける こ とは極 めて 困難 で ある ことか ら、最近 では多 くの避難民が エ ク
ア ドル との国境地域 か ら近 い ピウラ県な どベルー北部地域 に居住 して い る39。 ベルー政府 は
ベ ネズ エ ラ避難民 に対 し、一時的な在留資格 を与 える制度 を導入 し、難民申請 を受 け付 けて
い るが、2020年 末 に受入人数 は 100万 人 に達す ると予測 され る中、増 え続 ける避難民 に対
応が追 いついていな いのが現状 で ある。この動 きは 2020年 3月 に新型 コロナ ウイルスの感
染拡大 を受 け国家緊急事態宣言 が発令 されて以降、さらに鈍 化 して い る。ベルー政府 は各手
続 きのオ ンライ ン化 を進め、手続 きにかか る時間 の短縮化 に努 めているが40、 そ の情報 は広
く行 き渡 ってい ない。感染拡大 の影響 か ら脆弱度・困窮度 が増 して い る避難民 へ の喫緊 の人

道ニーズ対応策 として、JPFで は食糧配布・NFI、 保護、社会統合 (住 居、食糧 (栄 養)、
WASH、 医療、教育、保護、統合41等 ある全体 のユーズ より抽出)を 中心 に実施 し、 さらに
は今後 よりよい生活を持続的 に構築す る基盤の整備、生計向上支援策が期待 されている。ま
たベルー国内のホス トコ ミュニティ地域住民 に対 しても医療サービスか ら社会経済的ニー
ズに至 る支援が必要 とされてお り、特 に多 くの避難民が到着する県 。地域住民への配慮は欠
くことができず、避難民 と地域住民双方への支援が早急 に求められてい る。
評価】2020年 度 より運用を開始 した JPFモ ニタリング・評価方針 では、本 プログラムは
【
プログラム小 に分類 され、モニタリング・評価のいずれ もデスクレビューによ り実施す るこ
とを原則 としている。2020年 度事業評価部では、本方針 に基づ き、M&E対 象 となる 3事 業
の実施時期や手法 を定めたモニタリング・ 評価実施概要を作成 し、対象加盟 NGOと 共有、
合意を得た。モニタリングは、四半期毎 に事業実施団体 か ら提出される月報 のレビューを実
施 し、事業終了に向けて進捗を把握 した。評価 については、3事 業 いずれも 2021年 度中の
実施 を予定 してい る。

⑨ウガンダ国内コンゴ民主共和国難民緊急対応支援
プログラム予算】301,596,012円 (政 府資金)
【
実績】301,596,012円 円 (政 府資金)
【
ヨ
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【プログラム期間】2020年 4月 〜2021年 10月
実施団体】 3団 体 (SCJ、 PWJ、 AAR)、 5事 業
【
概要】コンゴ民主共和国 (以 下 DRC)は 、1997年 の
【

の退任以降、国内情勢

が安定せず、特 に、同国東部では武装勢力 による内紛が継続 し、国内避難民や難民が大量 に
発生 した。隣国 に位置するウガ ンダは、最大の DRC難 民受け入れ国 となっている。

2018年 末 に大統領選挙が実施 され、政権は比較的円滑 に移行 された42も のの、国内東部 の
情勢 は改善せず、2019年 には、イ トゥリ州、北 キブ州、南キブ州で民族間の武力衝突が激
化 した。その結果、同 3州 と国境を接するウガ ンダに大量の難民が流入 した。国連難民高等
弁務官事務所 (UNHCDの 発表 によると、2020年 7月 までにウガ ンダに流入 した DRC難
民の数は約 41万 人 に上った43.流 入 した難民への支援 が急がれる一方で、ウガ ンダ政府 お
よびホス トコ ミュニティの負担 は増大 している。国連、国際諸機関、NGO等 による国際社
「難民 に関す るグローバル・ コンパ クト」 のも
会の支援 もニーズを十分 に満た しておらず、
と、国際社会がさらに協力 して難民受け入れ国の負担 を軽減 し、難民問題へ対応 してい くこ
とが求められている44。
2020年 度本 プログラムでは、保護、教育、水・衛生支援の 3分 野 に重点を置 き支援を行 っ
てきた。保護分野では、心理社会的ス トレス、暴力、児童労働、ネ グレク トなどの様 々なリ
スクにさらされている DRC難 民の子 ども 。青少年 に対 して、保護事業を実施 した。教育分
野 においては、DRC難 民 とホス トコ ミュニティに子 どもを対象 に学習支援を実施。水・衛
生分野 において も、難民・ホス トコ ミュニティ住民 の給水衛生環境改善等 の支援 を行ってき
た。JPFで は、定期的 に DRCの 情勢やウガ ンダにお ける DRC難 民やホス トコ ミュニティ
のニーズを把握 しつつ、緊急期 を脱 した後 も中長期的人道支援 の必要性 について検討 し、プ
ログラムの継続 を判断する必要があると考える。
評価】2020年 度事業評価部では、本 プログラムにおいて実施 されていた 3事業を対象 に
【
現地訪間を伴 う中間時モニタリングおよび終了時評価 を実施 した。世界規模 での新型 コロ
ナウイルス感染症拡大 によ り、例年 のように邦人評価部員の現地訪間を伴 うモニタリング
は実現できなかったため、 ウガ ンダ在住 の現地個人 コンサルタント (M&E分 野専門家、
WASH分 野専門家、教育分野専門家)と 業務委託契約 を締結 し、遠隔で現地モニタリング
稗益者への聞き取 り調査 および Focus
Group Discussionを 実施 し、各事業 の妥当性、有効性、効率性、イ ンパ ク ト、持続可能性 お
および評価 を行 った。現地視察、関係者への

KII、

よび CHS9コ ミットメン トをモニタリング評価項 目として、価値判断を含む事業の質 の向
上 とアカウンタビリティの担保を目的 とした、総合的な個別事業評価 を行った。
3事 業 とも、総 じて難民およびホス トコ ミュニティのニーズに適合 し、JPFお よび現地政府
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の方針 に沿 った事業を実施 してい ること、新型 コロナウイルス感染拡大 の影響を受けなが
らも、高いパ フォーマンスを発揮 しているとの評価結果 が得 られた。分野専門家が現地調査
を行 ったことによ り、例えば給水 ポイントの揚水 システムの問題点が洗 い出され (太 陽光を
利用 したタンクヘの給水 に数時間要す るといった技術的な問題等)、 WASHワ ーキング・ グ
ループでの調査 と対応 の検討 が提起 されるなど、残 り事業期間および次期事業での事業 の
質 の 向上 に寄与 した他、 同 プ ロ グラムで事業 を実施 して い る JPF団 体 間 で 、 Child
Satguardingの 分野 で協働す ることが推奨 され るな ど、 プ ログラム としての Collect e
lmpactの 可能性 について提案 されるなど、有意義なモニタリング・評価 が実施 された。

⑩アフリカ南部サイクロン被災者支援
【プログラム予算】57,000,000円
実績】57,000,000円
【
【プログラム期間】2020年 3月 1日 〜2021年 3月 31日
実施団体】 2団 体 (GNJP、 PWJ)、 2事 業
【
概要】2019年 3月 、モザ ンピークは南部アフリカにおいて過去 20年 間で最悪 といわれ
【
るサイクロン
「イダイ」に襲われ、同国の被災規模 は観測史上未曽有の事態 とな り、死者 603
ち 100万 人が子 ども)が 影響を受 け、40万 人以上の人 々の家屋が
破壊 された。収穫期前の洪水 によ り農作物への被害 も非常 に大 きく、深刻な栄養問題 を引き
起 こしてお り、またサイクロン後 のコレラやマ ラリア等 の感染症 も懸念 され、早急な緊急人
名、被災者 185万 人

(う

道支援が必要 とされている。また、衛生や生活再建 に関す る支援が必要不可欠である。
さらに、多 くの学校 も損壊被害を受けてお り、約 1,372校 (4,219教 室)が 損壊 し、38万 人
以上 の子 どもの教育機会 に影響が出ている。教室 の修繕や再建等 の膨大なニーズがある中
で、教育分野 に充当で きる予算 には限 りがあ り、学校 の復旧・復興 のための十分な資金が集
まっていない状況であることから、子 どもたちの学習環境 を早期 に整備 し、教育へのアクセ
スを改善するための支援が急がれてい る。
2020年 度本 プログラムでの支援分野 は、給水・衛生分野、教育分野、食糧分野 など特 に緊
急支援 としての分野 で多 く支援を行 った。事業を行 っている団体が これまでの経験 を活か
し、①人 々を中心に据え、人道支援 の原則 に則 った支援 を徹底す ること、②食糧安全保障 に
寄与す る支援 を実施すること、③命 を守 るために不可欠な支援 が、それを必要 とする人々に
確実 に届 くよう緊急支援を展開すること、そ して④気候変動性 に対応 した、人々の生活再建
や自立 につながる能力の向上 に寄与す る支援 を展開す る、 ことの 4点 を戦略 目標 に掲げ、
公共施設 にお ける給水状況 の改善を通 じた被災者への安全な水 の共有、公立小学校 2校 に
対する、 トイレ・教室・学校備品の整備、児童の学習環境改善 と感染症蔓延予防 に取 り組ん
だ。
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評価】2020年 に開始 された 2事 業 については、JPFの モニタリング・評価の方針に基づ
【
き、日常的なモニタリングは事業実施団体が担い、JPF事 務局 は四半期毎に事業実施団体か
ら提出される進捗報告を基 に事業関係部によるデスクレビューを実施、2021年 度中の事業
終了に向け、進捗を把握 した。

⑪新型コロナウイルス対策緊急支援
【プ ログラム予算】367,060,034円 (政府資金 327,000,000円 、民間資金 40,060,034円 )
実績】 318,365,521円 (政 府資金 285,283,913円 、民間資金 33,081,608円 )
【
【プ ログラム期間】2020年 4月 10日

〜

2022年

【
実施 団体】 7団 体 (AAR、 CWS、 PARCIC、 PWI、

3月 31日
1斑 強Ls、

10事 業

SVA、 WVI)、

概要】新型 コロナ ウイルス (COVID‐ 19)に よる感 染 は、2020年 4月 時点 で 200を 超 え
【
る国 と地 域 に広 が り、感染者数 が世界中で 70万 人 に達 した。各国 の医療体制 に大 きな負担
を与 えるとともに、す でに人道危機 にある地域 では、既存 の人道危機 が更 に悪化 し、人道支
援 ニーズ が未 曽有 の高 ま りを見 せ続 けてい る。2020年 3月 25日 に発表 された COVID‑19
の人道支援対応計画 (G10bd Humanitarian Responsc Plan:GHRP)に お いて は、 これ まで
にない全世界で の危機 に対 し、20億 米 ドルの ア ピールが出 されたが45、 わずか約

1か 月後

の同年 5月 7日 に発表 された GHRP改 訂版 ではそ の額 が 3倍 以 の 67億 米 ドル増額 され46、
さらに 11月 17日 に発表 された再改訂版では約

5倍 の 95億 米 ドルに達 した47.

COⅥ D‐ 19の 発生以前 か ら、紛争 や 自然災害 な どの問題 を抱 えていた国や地域 にお ける
影響 は深刻である。COVID‐ 19の 感染 による問題 に加 えて、 この感染 の対応 を優先 す る結
果、既存 の医療体制 では子 どもの予防接種 な ど通 常 の基本的な医療 サ ー ビス を提供 で きな
い よ うな事態 も発生 してい る。 COⅥ D‐ 19に よる医療制度 の逼迫 か ら、他 の病気 へ の対応
がで きな くな り、それ によ り病状 が悪化す るケ ースや、最悪 の場合 は命 が奪われ るケース も
起 きてい る。また、人道危機 に対応 して い る国や地域 にはよ り配慮 が必 要 とされて い る。ウ
ガ ンダ国内、バ ングラデシ ュの コ ックスバ ザ ール地域、シ リア北西部や イラク北部 な どの難
民 。国内避難民キャンプでは、人 々が過密状態 の生 活 を強 い られ てい るところが多 く、住民
間 の感染 を防止す る ことが重要 で あ り、早期 の感染 同定、対応 の強化が求 め られて い る。国
によっては、国際機関が中心 となって この体制 の整備 が実施 されて い るところもあ るが、い
まだ衛生環境が整備 されて い な い劣悪 な環境 に あ り、感染予防 のための衛 生用品を入手す
るこ とが難 しく、正 しい感染予防知識 をもたな い人 々が居住す るところ も多 くあ り、そ の よ
うな COVID‐ 19の 感染が拡大 し易 い地域 にお けるに感染拡大防止対策 に寄与 す る支援 が求
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められてい る。
海外支援事業 について 2020年 度は、「脆弱な人々への支援 を実施 してい る現行の JPFプ ロ
グラム実施国 。地域 において、COVID… 19の 感染拡大 の影響 によ り活動 の継続が困難 とな
ることを防ぎ、これによ り既存 の人道危機 のさらなる悪化を防 ぐことを目指す。また、GHRP
に設定 されている戦略的優先事項 に沿 った事業実施 を推進する。
」 ことをプログラムロ標 と
して掲げ、実施方針 として①JPF資 金 による現行事業 の有無 は間わないが、原則 として現地
で事業実施体制が整ってい ることを前提 とすること、②難民 キャンプや IDP居 住地など、
密集 して居住する環境での事業、感染予防・啓発活動、および、脆弱層 (高 齢者、障がい者、
子 ども、女性)へ の支援を優先的な事業 とすること、そ して③各国の感染状況、当該国によ
る対応 を十分考慮・分析 した上で、必要 と認 められる場合 には、教育、保護、生活再建支援
事業 について も対象 とすることを定めた。 この日標・方針 に基づ き、7団 体がアフガニスタ
ン、南 スーダ ン、 シリア、バ ングラデシュ

(コ

ックスバザール)、 ウガ ンダにおいて、 これ

までに同地 にて整備 してきた体制、培 ってきたネットワー クや経験・知見を活かし、感染予
防のための衛生用品配布や衛生啓発活動、水衛生施設環境整備、現金配布、食糧配布等の支
援 を実施 した。

⑫イラク北部 0シ リア北部緊急支援
【プログラム予算】270,000,000円 (政 府支援金)
実績】 119,936,475円
【
【プログラム期間】2019年 12月 3日

〜 2020年 11月 2日

実施団体】 6団 体 (PARCIC、 REALs、 PWJ、 WVI、 ⅣY、 SCJ)、 6事 業
【
概要】2019年 10月 、 トル コ軍がシリア北部 に侵攻 し、国境地帯 では空爆や砲撃が続き、
【
その 2週 間後 には約 20万 人が避難 を余儀な くされる状況 となった48。 侵攻が起 きてす ぐシ
リア国内の国内避難民の数 は約 14万 人 に達 し、ハ ッサケ県やラッカ県南部、デ リゾール県
のクル ド側 に移動 した49。 国内避難民の多 くはホス トコ ミュニティに身を寄せ、
約 1万 4,000
人が学校等 の避難 シェルターで避難生活を強い られた。隣国イラクとの国境付近へ も避難
を余儀 な くされた人 々が連 日到着 し、イラク北部へ流入 した新規 シ リア難民は 12,014人 50
にのぼ り、国連難民高等弁務官事務所

(UNHCR)も 5万 人強 のシ リア難民がイラク北部ヘ

流入す る想定に基づいて支援 を開始 した。
そんな中、2020年 1月 中旬以降 トルコ政府 は、シリア政府軍 に対抗すべ く、 トルコ政府 の
48 UNOCHへ OCHA Syria Fiash Update#8 Humanitar:an:mpact ofthe Miiitary Ope● tion in Northeattem Syria 19‑20
0ctober 2019 20 0dtober 201%UNOCHA

49 UNOCHへ OCHA Syria Flash Update#9 Humanibrian impact ofthe MiLary Operation in Northeaゞ
0d:ober 201乳 25 0dlober201a UNOCHA
50:C)M,:()MD:SPLACEMENT TRACKiNG MATR:X Update on Border Crossing,27C)《

ern Syria 21‑24
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実効支配地域周辺 へ の爆撃やイ ドリブ県へ の侵攻 な ど関与 を強 めた。さらに 2月 27日 、 ト
ル コ政府軍 が、シ リア政府軍 によるイ ドリブ県の空爆 で トル コ軍兵 ± 34人 が死亡 した こと
を受 けて攻撃 を強めた ことか ら、戦況 は悪 化 した。3月 5日 に ロシア と トル コ との間 で停戦
が合意 され、幹線道路 M4の 北 と南それぞれ 6キ ロを通行可能 な安全回廊 にす ることと、3
月 15日 か ら M4沿 いにロシア と トル コが共 同警備 に当たる ことが決 まったが、 シ リア政府
軍 と反体制派 の衝突 は各地で継続 した。
また、ア レ ッポ県西部 とイ ドリブ県 の反体制派支配地域 では、約

94万 人51が 避難生活 を送

る一方、3月 19日 時点 で 24,251人 が帰還 してい る52こ とも確認 された。 しか し、帰還先 の
地域 は戦闘状態 の悪化 によ り、多 くの人道支援活動 が一時停止、あ るい は撤退 を余儀 な くさ
れた場所 であ り、支援 が行 き届 いてい ない。また、新 たにシ リア政府 の支配地域 となったア
レ ッポ県西部や イ ドリブ県南部 については、両県 の 200の コ ミュニ テ ィで人道支援 ニ ーズ
があ る53と 報告 されて い る。 この ような状況下 で、あ らゆるセ クターでの緊急対応 が喫 緊 に
求 め られてお り、JPFか らの支援 は当初、2020年 6月 までの 6か 月 を計画 して いたが、支
援対象地 の状況 を鑑 み、2020年 11月 まで と 5か 月 の延長 と予算 の拡張 も行 った。
本 プ ログラムで は、食糧及 び衛生用品 の配布、衛生啓発活動、水衛 生サ ー ビスの提供、国内
避難民 の子 どもたちお よびその家族 に対 して緊急保健・栄養 サ ー ビス を提供 な ど、各団体 の
経験 。知見 に基 づいた支援 を展開 した。

α璽翌日≡轟□
【プログラム予算】330,000,000円 (政 府資金)
実績】277,038,791円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 4月 1日 〜2021年 10月 31日
実施団体】 4団 体 (Rり 、IRInLs、 CWS、 JEN)、 7事 業
【
概要】2019年 12月 以降に大量発生 したサバ クトビパ ッタ
【

(以 下「パ ッタ」という)の 大

群はアフリカおよび南アジア諸国で深刻な被害をもたらした。パ キスタンでは、2020年 1
月以降、イランやインドで大量発生 したバ ッタの侵入により壊滅的な農業被害を受けてお
り、合計 98万 5,230haの 農地でバ ッタの群れが確認 され、産卵期後には穀倉地域 にもさら

51 0CHA Recent Deve:opmentsin Northwe■
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なる被害が予測 された54.
東 アフ リカ諸国では、2019年 12月 以降、大量発生 したバ ッタが農 業地帯 で多大 な被害 をも
た らし、lk」 の群 れが 1日 で 35,000人 分 の食料 を食 べつ くした55。 特 にケ ニ アでは、70年
で最 も深刻 な被害 とも言われ てお り56、 北部、中部 では 7万 haの 農地や牧草地 に被害 をも
た らした57.近 年、干 ばつや洪水 の被害 で苦 しむ北部地域 では、300万 人以上が食料危機 に
直面 してお り、更 なる悪化 が予想 された58。 また、南 スーダ ンで は、紛争 による政情不安定
や 自然災害 な ど、複合的危機 の新 たな要因 としてバ ッタの被害 が加 えられ、食料危機 の深刻
化や子 どもの栄養状態 の悪化 を防 ぐためにも、迅速 な対策 の必要性 が、国際機関な どによっ
て指摘 された59。
本 プ ログラムで は、食糧・種苗配布、害虫駆 除剤 の供与、農家・ コ ミュニテ ィ支援、関連研
修 の実施 な どの支援活動 を展開 してきた。パ キス タ ンにおいて は、ハ イバ ル・パ フ トゥンハ
ー州 の

3県 で、サバ ク トビパ ッタ被害 を受 けた農民へ の生計基盤支援事業 を実施 し、地元

テ レビで取 り上 げ られ るな ど、支援 コ ミュニ テ ィか らも評価 を受 けてい る。ケニ アの トウル
カナ郡 においては、バ ッタの監視や駆 除作業 を実 際 に コ ミュニ テ ィで行 うことにな る若者
たちへ の指導 を行 うため、行政職員約 40人 に対す る指導員研修 を実施 した。南 スー ダ ンの
中央 エ クア トリア州 ジュバ 市 においては、バ ッタが襲来 した地域で、害虫被害 へ の対策研修 、
種苗 の配布、及 び食糧生産性 を向上 させ る こ とでバ ッタによる食糧減少 を最小限 に とどめ、
農業技術 の向上 のための研修害虫被害防止 と農業支援事業 を実施 した。JPFで は、今後 も各
加盟 NGOと 連携 しなが らニーズに沿 った支援 を展開 してい く。

(2)海 外人道支援緊急対応活動の報告

①バングラデシュ・サイクロンアンフアン被災者支援
プログラム予算】108,000,000円 (政 府資金)
【
実績】107,761,552円 (政 府資金)
【
プログラム期間】2020年 7月 19日 〜 2020年 12月 2日
【
実施団体】4団 体 (GNJP,JISP,PWJ、 SN)、 4事 業
【
概要と成果】
【

FAO,些 型 工」型2112LLL」 墜 L菫 ユ」」LLL型2gLL堕 」≦
≧1ョ 11塾 型 Q■ DF 27腱 bruaり 2020
5S Aσ ED,≦
製理 :Desett Locu■ 2ub笙ョk墨翌 id Needs Assessment,12降 bttaり 2020
56同 上
57 FAO,2堅
菫墜̲些墨奎:笙 .g型 」
聖]型 LL墜 聾:=l壁 二【
ls=亘 :L」,13随 bruary 2020
58同 上
̀呈
59 FAO,S≦

型th塾!d型■5i型 壁12ュ 雪
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2020年 5月 20日 にバ ングラデシュに上陸 した大型サ イクロン「アンフアン」 によ り、バ
ングラデシュ南部、および南西部 に甚大な被害をもたらし、1,000万 人以上が被災 した。現
地で活動する団体 からの出動発議を受け、JPFと して 6月 18日 に出動を決定 した。新型 コ
ロナウイルスの感染者が増加 している中での支援 とな り、避難所等での感染拡大 も懸念 さ
れる一方で、支援団体の感染症対策 も課題 となる中での事業実施 となった。現地で活動実績
のある団体がその経験 と知見を活 かして対応 し、具体的 には、緊急支援物資の配布、簡易家
屋資材 の配布 の他、苗の配布や冠水 による感染症が懸念 される家畜へのワクチン接種、家屋
修繕等の生活再建支援、また、感染症予防啓発活動等を行った。

②ベ トナム水害20"被災者支援
プログラム予算】90,000,000円 (政 府資金)
【
実績】60,000,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2020年 12月 1日

〜 2021年 3月 31日

実施団体】2団 体 (PIAN、 SCJ)、 2事 業
【
概要 と成果】
【
2020年 10月 6日 にベ トナム中部を直撃 した豪雨は、広範囲での洪水 と土砂災害を引き起
こした。さらに、10月 28日 に過去 20年 でベ トナムに上陸 した中で最 も大きな台風のひ
ラヴェ)が 同地域 にさらなる被害を及ぼした。約 20万 の家屋が
洪水被害を受け、公共医療や教育施設 にも被害が出た。こうした状況を受けて、JPFと して
11月 6日 に出動を決定 した。事業 としては、被災地域 における学校再開事業や、生計支援、
また子 どもへの水衛生支援事業などを実施 した。当初 は、3団 体が出動を検討 していたが、
とつである台風 18号

(モ

2団 体の実施 となった。

③ベイルート大規模爆発被災者支援
プログラム予算】140,000,000円 (政 府資金)
【
実績】129,092,500円 (政 府資金)
【
プログラム期間】2020年 10月 16日 〜 2021年 4月 15日
【
【
実施 団 体 】 3団 体 (CCP、 PARCIC、 SCJ)、

3事 業

概要 と成果】
【
8月 4日 にレバ ノンの首都 ベ イルー ト港湾地区 において大規模爆発 が発生 し、死者 180
名以上、負傷者 6,500名 以上の被害 とな り、30万 人以上が家を失 った。また、爆発 によ り
レバ ノンの 85%の 穀物が貯蔵 されていた穀物倉庫 も破壊 され、長引 く経済危機 によ り逼迫
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して い た食糧事情 をさらに悪化 され ることが懸念 された。1被 災 した人 々には シ リア難民や
パ レス チナ難民 も含 まれてお り、脆弱な立 場 にい る人 々が さらに困難 な状況 に陥 ることが
懸念 された。 こ うした状況 を受 けて、8月 31日 に出動 を決定 し、新型 コロナ感染症 の拡大
とその影響 が懸念 されてい る中での対応 となったため、現地 で既 に拠点 があ り、支援実績 の
ある団体が支援す る こ ととした。食糧や衛生用品 の配布、家屋修復等 の緊急的な支援 に加 え、
子 どもの心理社会的支援や障がい者 へ の リハ ビ リ支援等 を実施 した。

④シリア森林火災被災者支援
【プログラム予算】60,000,000円 (政 府資金)
実績】30,959,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2021年 1月 1日

〜 2021年 6月 30日

実施団体】1団 体、1事 業
【
概要】
【

2020年 7月 以降、シ リア北西部で断続的 に発生 していた森林火災 は、10月 8日 に沿岸部で
再発 し火災の範囲が広 が り、農地を含めて 3万 ヘ クタール以上が消失 し、20万 人以上が家
屋や農地消失などの被害を受けた。火災以前から脆弱なインフラ、生活環境 にある地域 でア
クセスも困難な状況であることから、JPFと して 11月 2日 に出動を決定 した。当初 は 2団
体が支援を実施することを計画 していたが、1団 体 のみの対応 となった。支援 としては、食
糧や衛生用品の配布を行い、十分新型 コロナ感染症の対策 を講 じながら、実施 している。

⑤サイクロン・エロイーズ被災者支援
【プログラム予算】80,000,000円 (政 府資金)
実績】50,000,000円 (政 府資金)
【
【プログラム期間】2021年 3月 25日

〜 2021年 8月 24日

【
実施団体】1団 体 (PWJ)、 1事 業
概要】
【

2021年 1月 23日 にモザ ンピークに上陸 したサイクロン・エロイーズは、強風 と豪雨 によ
ってソファラ州、マニカ州、ザ ンベジア州、イネ ンバネ州、ガザ州に大 きな被害をもたらし、
約 45万 院が被災 してい る。これらの地域 は、2年 前 に甚大な被害をもたらしたサイクロン 。
イダイとほぼ同じ進路 と辿 ったため、サイクロン・ イダイの被災者 が暮 らす再定住地域 73
か所 の うち、64か 所 が再度被害を受け、 さらに困難な環境 に置かれている。現地で活動実
績 のある 2団 体 (GNJP,PWJ)は 、2月 初旬 に合同で緊急初動調査を行 い、 ニーズ調査 を
33

特定非営利活動法人 ジャパ ン・ プラットフォーム(認 定 NPO法 人)
2020年 度 事業報告書

実施 し、同時に緊急物資支援 を実施 した。 この調査結果を踏まえて、JPFと して 2月 24日
に出動を決定 した。2020年 度内に PWJが 事業を開始 してお り、物資配布、および給水支援
事業を実施 している。今後もう1団 体が事業 を実施予定である。

(3)国 内人道支援事業活動の報告

①東日本大震災被災者支援
【プログラム予算額】約 53,000,000円 (民 間資金)
実績】46,257,584円 (民 間資金)
【
【プログラム期間】2021年 1月 1日 〜2021年 12月 31日
実施団体】2団 体 (AAR、 JPF)
【
概要】
【

2019年 度 に実施 した評価活動 で専門家からあげられた「福島に残 された 3つ の課題」 の解
決 に JPF全体 で取 り組み、地元主体で持続的に復興 を進められる体制を整 える。また、国
内外 で も注 目される福島のケースをもとに、長期避難や原発事故 の被災者支援 で得 た教訓
を国内外 に発信 し、改 めて現在進行形 の災害である原発事故 の現状 について理解を促す こ
とを目的 に、2021年 1月 より事業 を開始 した。
課題 1「 福島県内外 の被災者・避難者への支援」 は、2011年 7月 から本活動 を継続 してい
るAARが 、福島県内 3か 所 で県内の被災者 と、首都圏内の避難者への支援を実施。課題 2
「被 ば くリスクの軽減」 は、「共 に生きる」 ファンドで成果をあげて きた「特定非営利活動
「た らちね」
法人いわき放射能市民測定室 (た らちね)」 (以 下、
)へ 、放射能測定 と労働者 の
健康管理事業 をJPFか ら業務委託 した。課題 3「 地元主体で復興を担 う体制の構築」は、放
射能測定技術者 の育成 をたらちねへ、また精神医療専門家 と民間支援者が協働 し、多 くの地
域 に避難指示が出た浜通 り地区を中心 に住民へのこころのケアを担 う体制づ くりを一般社
団法人ぶ くしま連携復興センター (以 下、「ふ くしま連復」
)に 業務 を委託 した。
評価】
【

AARに よる課題 1「 福島県内外 の被災者・避難者へ の支援」は、社会福祉協議会 との調整や
稗益者 の希望を調査 し、感染症拡大防止対策をした うえで、県内での支援を 12回 、県外で
の支援 は 8回 実施 した。また、2月 には、オ ンライ ンシンポジウム「震災から 10年 一人 ひ
とりが願 う未来の実現 に向けて」では、これまでの実績 と教訓を関係者 とともに発信、10年
を振 り返 る冊子 も作成 した。JPFか らは、ほとんどの地域が帰還困難区域 とされている大熊
町からの避難者が集 まる交流会議 に AARの 出席を依頼、避難を継続、もしくは帰還する場
合 も安全な生活を維持するために、当事者が どのような支援を必要 としているか、共 に検討
してい る。
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課題 2「 被ばくリス クの軽減」の測定事業は、たらちねのホームページなどで毎月の定期発
信は順調 に進んでいる。また、労働者 の健康診断の受付体制を整え告知 も始 めた。JPFは モ
ニタリングの中で、労働者 自身が健康管理 に対す る意識を高 く持てない労働環境 のため、当
事者への丁寧な声がけによ り啓発 に努 め、希望を把握 しながら対応す るよう依頼 した。
課題 3「 地元主体で復興を担 う体制 の構築」の うち測定技術者 の育成 は、たらちねに 2名 の
新 たなスタッフが加わ り、測定方法の教材づ くりの具体的な計画 も 3月 まで に見通 しが立
ってい る。こころのケアの体制づ くりを担 うふ くしま連復は、地域で中心 となる専門家・行
政・民間支援団体が集まるコアチームの毎月の会議で事例 が共有 され、地元で活用できる連
携促進 ツールの具体案が提案 され始 めてい る。

JPFは 、開催 される各会議に参加 し、月報や議事録で も進捗を把握、外部からの専門家が必
要な場合は、手配できる体制を整えている。また、事業半ばには外部専門家 による課題解決
の進捗確認を実施する予定である。

②熊本地震被災者支援

D

(九 州地方広城災害被災者刻

【プログラム予算額】28,700,000円 (民 間資金)
実績】21,708,625円 (民 間資金)
【
【プログラム期間】2016年 4月 16日 〜2022年 3月 31日
※2020年 度事業期間 は、新型 コロナウイルスと 2020年 7月 豪雨 の被災 によ り現地 に大き
な負担がかかったため、2020年 4月 1日 〜2021年 7月 31日 と当初 より4か 月延長 した
実施団体】 1団 体 OPF)
【
概要】
【
支援団体・行政 。社会福祉協議会な どが協働 し、多様な被災者 ニーズを的確 に把握す ること
で、包括的かつ効果的な支援を促進する環境を整えるため、2017年 からJPF事 務局主導で
「地域力強化」事業 を実施 し、本年度 はその仕上げの 1年 。また、熊本での支援経験 で得 た
知見をその他 の地域へ も共有 し、今後発生する災害 に対 し、協働 して支援実施 することの重
要性 の浸透を目指 した。
被災地 で住民自らが立ち上が ってい くための活動を資金助成 によ り下支え し、被災者 をと
りまく様 々なニーズに、タイム リーかつ適切 に対応。また、熊本だけでな く、他 の地域 と熊
本で経験 した学びを共有 し、多発する国内災害 に対応す るために連携 して支援す るポイン
トとその効果を伝 える、啓発活動 も実施 した。
評価】
【
「地域力強化」 では、特定非営利活動法人 くまもと災害ポランテイア団体ネ ッ トワーク
(KVOAD)に よる地元団体 の発掘で予定通 り4市 町へ助成、2016年 4月 からのそれぞれ
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の支援 と連携 の知見 をま とめた冊子 の完成、関係者 へ の報告 や発信が 3市 町村 で終了 して
い る。4月 の開始時 よ り新型 コロナウイルス禍 での対応 と、2020年 7月 豪雨 の被災 によ り
現地 に大 きな負担がかか ったため、今期 の事業期間 を 4か 月延長 し、残 り 1町 も 5月 には
完成 の 目途が立 って い る。
例年 4月 に開催 して きた活動報告会 は コロナ の影響 によ り 5月 に延期、夏 に予想 され る豪
雨時 の連携体制 を話 し合 うオ ンライ ン ミー テ ィングを開催、全国 の関係者 が参加 した。これ
によ り、7月 の豪雨前 に、県内へ の外部支援 は県内行政、社会福祉協議会、支援団体 と調整
の うえ現地入 りす る ことを告知で きた。
次年度 に予定 して い る、熊本地震被災者支援 プ ログラム全体 の評価準備 も、関係者 の聞 き取
りや専門家 と評価計画 の立 案 もま とめの作業 に入 り、次期事業 をスムーズに開始 で きる目
途 が立 ってい る。JPF初 の国内事業 で あ った東 日本大震災被災者支援 とは違 うア プ ローチで
の本 プ ログラムの知見 をま とめ、知見 を残 し、今後 の国内災害 で も活用 で きる事例 として全
国 に発信 し、 プ ログラムの終 了 とす る。

③西日本豪雨被災者支援
【プログラム予算額】99,000,000円 (民 間資金)
実績】53,494,508円 (民 間資金)
【
【プログラム期間】2018年 7月 9日 〜2022年 3月 31日
実施団体】1団 体 (PWJ)
【
概要】
【

2018年 7月 5日 から西 日本 の広範囲で記録的な豪雨が続 き、広島県、岡山県、愛媛県な
ど 13府 県で甚大な被害が発生 した。JPFは 発災直後の 7月 8日 にプログラムを立ち上げ
た後、2021年 3月 31日 までプログラム期間を延長 し支援 を展開 している。 (12団 体 25
事業)
被災地域 の状況 については、特 に被害が大 きかった広島県、岡山県、愛媛県 において、住民
の仮設住宅から復興住宅等への移転 は概 ね完了 してお り地域支 え合 いセンターの制度 が終
焉 に向か う一方で、新型 コロナウイルスの感染拡大 の影響を受 け移転先 の整備 に遅延が生
じ未だ仮設住宅で暮 らす人や、元 の地域 に帰還す るも家族、友人、知人が地域外 に移転 して
しまってお り孤立する人々が散見 される。

2020年 度 は、JPF事 業 として、 とくに被害 が甚大であった岡山県倉敷市 を中心 に、孤立す
る被災者 の生活再建及 びコ ミュニティヘの復帰を目指 し、崩壊 した コ ミュニティの再構築、
常態化す る豪雨災害 に備えての地元住民の防災減災活動 の推進支援 を、加盟 2団 体が 2事
業 を展開 した。(2020年 度開始 は、1団 体、1事 業)
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評価】
【

2020年 度 は、現地 でのサ ロン活動やその他被災者 の集 ま りが大 き く制限 され、行政 による
集会所 の建設 の遅延が発生す るな ど、コロナ禍 の影響 を大 き く受 けた。また、被害 を受 けた
河川 の修繕・補強工事 がい まだ完 了 して い ない中、経済的な理 由 によ り平屋 の再建住宅 で暮
らす人 も多 く、被災地域全体 として今 なお多 くの課題 を抱 えて い る。
こ うした現地 での状況 にあわせ、当初計画通 りに被災者 に適切 な支援 が届 くよう JPF支 援
事業 も期間延長す る形 で対応 した:
これか らの被災地域 では、仮設住宅 に取 り残 され る被災者 へ の支援、帰還先・移転先 で孤 立・
困窮す る災害弱者 へ の支援、豪雨災害 に脆弱な環境下 におかれ る被災者 へ の災害対応力 (レ
ジ リエ ンス)の 向上 な どの 中長期的支援 が求 め られ る。JPFと しては本 プ ログラムが終 了
後 も、 これ らの支援 が地元団体 によ り継続的 に展開 され るよ う、地元団体 の支援体制 の構
築 。強化 が必要 だ と考 える。

④令和元年台風被災者支援

(台 風 15号・台風 19号 )

プログラム予算額】150,000,000円 (民 間資金)
【
実績】79,346,160円 (民 間資金)
【
プログラム期間】2019年 9月 22日 〜2022年 3月 31日
【
実施団体】3団 体 OISP, PBV,PWJ)
【
概要】
【
2019年 9月 、10月 にか けての台風 15号 ・ 19号 の影響 で、関東 甲信越、東北地方 を中心 に
甚大 な被害 をもた らした。JPFは 、台風 15号 に加 えて台風 19号 に対す る対応 もで きるよ
う、 10月 13日 に現行 のプ ロ グラム を拡大 し、「令和元年台風被災者支援」 として、対応す
る ことを決定 し (10月 13日 承認、予算 :6,500万 円、期間 :4ヶ 月)、 同年 10月 22日 にブ
ログラム予算 をさらに 1億 円 に増額 し 2020年 12月 21日 まで の期間延長 を決定 した。
被災地域 の状況 については、千葉県 では、ブルーシー ト張 りのニーズは概 ね終息 して い るも
のの、発災後 に設置 されたブルーシー トの劣化及 び雨漏 り、それに伴 う家屋 内 の広範囲 にわ
た るカ ビの発生が 多 く確認 されて い る。長野県 においては、コロナ禍 の中で住民同士 の復興
計画等 に関す る協議が遅延 してお り、 また これまで地域団体 と外部団体 との協働 で被災者
の心 の復興 を目的 として進 め られて きた写真洗浄 について も、ポ ラ ンテ ィアの受 け入れが
困難 にな り洗浄作業 と返却 に至 ってい ない写真が多 く残 されて い る。宮城県 においては、行
政制度 の被災者 へ の適応時期 の差 もあ り、生活再建 の 目途 が立 っていない世帯 が い まだ存
在 し、 とくに高齢者 や障が い者 の被災者 の心身的な負担が大 き くなって い る。

2020年 度 は、JPF事 業 として千葉県、福島県、宮城県における被災者の生活再建支援、集
会所物資支援、サロン活動支援、障がい者の生活環境整備・障がい児施設の運営支援、コミ
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ュニ テ イ再生 に向 けた公民館 の修繕、屋根展張 の担 い手育成活動な どを、加盟 5団 体 が 6事
業 を展開 した。 (2020年 度開始 は、 3団 体、 3事 業)

評価】
【
他 のプログラム同様、2020年度は、被害が大きかった千葉、長野、宮城県 において も新型
コロナウイルスの影響 によ り復旧、復興活動が遅延 している一方で、行政や社協 により仮設
住宅、みなし仮設、修繕 した自宅で暮 らす被災者 を見守るための「地域支 え合 いセンター」
は運営 されてお り、被災者全般 に対する地元内での支援体制 は整 いつつあった。一方で、上
述の様な公的制度 では対応 しきれない課題 (ブ ルーシー トの劣化 による住環境 の悪化、生活
再建 に至っていない被災者等)が 一部地域で存在 してお り、コロナ禍 の中で新規での外部支
援 は難 しい ものの、感染症拡大予防対策を万全 にした うえで、地域団体だけでは対応で きな
い課題 に対 しこれまでの JPF加 盟団体の専門性 をいか した支援の継続が求められている。

⑤新型コロナウイルス対策緊急支援
【プログラム予算額】 民間資金 200,000,000円 (民 間資金)【 実績】247,130,776円
【プログラム期間】2020年 4月 10日 〜2022年 3月 31日
実施団体】6団 体 (2 HJ,″ R,GNJP,PARCIC,PWJ,VNET)
【
概要】
【

2020年 は日本国内において、都市部 および一部の地方 で も緊急事態宣言が幾度 となく発出
され、全国的に感染拡大が広がる年 となった。人々の移動や交流活動、経済活動の自粛 が促
され、経済 の停滞や人 々の孤立化が社会全体に広が り、新 しい層 の生活困窮者が増加 した。
2020年 度 は、JPFで はコロナ禍を一種 の災害 と捉え、JPF事 業 としてクラスター発生施設
(医 療機関、介護施設等)に おけるゾーニ ング指導や物資支援な どの緊急対応支援事業、障

がい者団体への物資配布・テレワー ク環境整備事業、ひとり親家庭 や子 ども、高齢者等の生
活困窮者 への食料支援や感染予防物資提供事業など、 コロナ禍 の影響を受 けやすい災害弱
者層 の心身の健康、命を守る活動を、加盟 6団 体が 11事 業 を展開 した。
評価】
【

2020年 度当初 は、 日本社会全体 として コロナ禍が社会的脆弱層 に及ぼす影響 について、お
おまかな予測はあ って も、目の前 の感染 リスクや不安 に対す る対応で明確 にはなっていな
かった。JPFで は、これまでの災害対応 の経験をいか し、多 くの災害弱者 が大 きな影響を受
けることを予測 し、早急 にプログラムを立上げ、平時での活動 の知見 (困 窮者支援、障がい
者支援、医療 。福祉機関支援など)を 最大限に発揮 し、全国各所 の地域団体 と連携 しながら
迅速な支援を展開することが出来 た。
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⑥2020年 7月 豪雨災害支援
【プログラム予算額】146,148,518円 (民 間資金)
実績】87,361,615円 (民 間資金)
【
【プログラム期間】2019年 7月 9日 〜2021年 8月 31日
実施団体】9団 体 (AAR,ADRA,HuMAJCSAJH,PBV,SVA,VNET,JPF)
【
概要】
【

2020年 7月 4日 に熊本県、鹿児島県 において大雨特別警報が発令 され、熊本県球磨川が氾
濫するなど、複数 の河川 の氾濫や土砂災害等の被害が確認 された。こうした状況を受けて、
7月 4日 に加盟 NGOが 被害状況の把握、および捜索・緊急医療支援を想定 し緊急初動調査
事業を開始 した。新型 コロナウイルスの影響 によ り、発災前から全国災害ボランティア支援
団体ネ ットワー ク (JVO劇の 等 との コロナ禍 における有効な被災地支援活動 に関す る協議
を行っていたため、本 プログラムにおいては、事前 の協議をもとに現地 に先遣隊の派遣を行
わず、被災地域 の関係者 と情報共有や協議な どを行 いながら、7月 9日 に正式 にプログラム
を立上げ本格的な支援事業 の展開 に至った。2020年 度 は、JPF事 業 として家屋保全・土砂
と流木除去、避難所や医療 。障がい福祉施設等への車両提供や貸出、医師・看護師の派遣、
特別な配慮が必要な避難世帯 に家電等 の生活支援物資 の提供、災害 ボランテイアセンター
運営支援や傾聴活動、コ ミュニティ再生 に向けた公民館へ備品提供な どを、加盟 9団 体 が 9
事業を展開 した。
評価】
【

2020年 7月 豪雨災害は、被災地域が比較的限定されていた ものの、新型 コロナウイルス拡
大の最中に発生 し、熊本地震 にお ける復興段階で起 こった災害であった為、県外 の支援団体
が被災地域 で支援することが困難 であったことと、被災地域 の団体 も熊本地震被害への支
援活動 を展開 しながらの支援 となった。
この様な状況 の中で、感染症拡大下であっても被災 し苦 しむ人 々に必要な支援を届 ける術
はないか、 とい う議論が加盟団体 と事務局間でなされ、 コロナ禍 の JPF国 内災害対応規範
の策定 に至った。

2020年 度 は、JPF加 盟団体及び事務局が この規範 の内容 に順守す る形 で、可能な限 り、被
災地 に立 ち入 らず、被災地 の団体を通 じた支援を原則 とし、現地からの支援要請 に基づいた
支援 であること、また、どうしても被災地 に行 く必要がある場合 には、十分な感染症対策を
講 じることを徹底 した。

⑦

(休 眠預金)2019年 台風 15号

019号被災地支援

プログラム予算額】137,196,764円 (2020年 から3年 )(休 眠預金)
【
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実績】32,313,000円 (休 眠預金)
【
【プログラム期間】2019年 11月 27日 〜2023年 3月 31日
【
実施団体】 4団 体 (共 生地域創造財団、SEEDS、 ながのこどもの城、JISP)
概要】
【

2019年 9月 から 10月 の 2度 にわた り、全国に甚大な被害 をもたらした台風 15号 。19号
の被災地 に対する休眠預金を活用 した資金提供事業。
関東圏から東北沿岸 にわたる強風被害 による電力供給 の停止や家屋 の損壊が甚大な 15号 の
被害 に加 え、中部地方から東北地方 にかけて、豪雨 による堤防の決壊な どを引き起 こした 19
号は、相次 ぐ被災 と対象被災地の多 くが寒冷地であ ったため、被災地域での支援活動が停止
した状態であ り、また 2020年 に入 ってからは新型 コロナウイルスの影響で、人の移動や対
人支援を主 とする被災地での活動 が困難 となった、
本事業 においては 2019年 度 からの事業であったが、 このような状況を鑑み、2020年 5月
に資金提供先 を決定 し、事業を開始 した。
採択団体 は、堤防の決壊 によ り甚大な被害を受けた長野市、宮城県大郷町の 3団 体 と、東 日
本大震災からの住宅復旧途上の岩手県山田町での活動 1団 体 となった。
支援内容 は仮設住宅 に住まう高齢者、災害弱者へ の心理社会的支援や学校園や地域 の居場
所 を失った子 どもへの支援、早期 の地域復興 に必要な専門的知見を必要 とする地元 自治会
の支援 となった。
評価】
【
いわゆる コロナ禍 にお ける公募型 の資金提供 とな り、長野県を支援対象地 とす る事業 を 2
件、宮城県、岩手県 での事業 がそれぞれ 1件 とな り、いずれ も被災地 内での活動 が実施可能
な団体 を 4団 体 を採択 した。
甚大な被害 を受 けた地域 において、長期的な復 旧・復興支援 が必要な中、感染症蔓延 に伴 う
経済活動 の低迷等 によ り、支援 に要す る資金や資源 が不足す る中、発災前 にある程度 の予算
を獲得 して い た ことに よ り、資金提供 が行 えた。
審査 プ ロセス については、審査時 に申請団体 に対 し、感染症下 での活動 に関す る JPFの ガ
イ ドライ ンの遵守や活動力 の支援活動実施 の可能性 についての確認 な ど、臨機 に応 じた審
査基準 の提示 と、 申請団体 との コ ミュニ ケ ーシ ョンによ り適切 な団体 を採択 で きた と考 え
る。
各実行団体 の活動 については、いずれ の団体 も事業実施上大 きな事故 はなかったが、活動地
域 を含む県域 での緊急事態宣言等 の影響 によ り、活動 の鈍化 (予 定 して いた取 り組み の回数
や対象 とす る稗益者数 )な どがあったが、複数年事業 で ある休眠預金事業 においては、次年
度事業 に向けた事業実施方法 の確 立や準備 と結果 としてなった と考 える。
伴走支援 を行 う JPFと しては、 これまでの現地で のモ ニ タ リングが困難 な状況 にあ り、予
算上 の見直 しや未執行 が増加 し、次年度 に向け、状況 に適 したモ ニ タ リングや伴走支援手法
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を確立す る必要 が ある。

③

(休 眠預金)2020年 度 新型コロナウイルス対応緊急支援

【プログラム予算額】118,278,926円 (体 眠預金)
実績】45,503,700円 (休 眠預金)
【
【プログラム期間】2020年 1月 1日 〜2021年 3月 31日
実施団体】 3団 体 (2HJ、 フー ドバ ンク岩手、 ワンファミリー仙台)
【
概要】
【

2020年 のコロナ禍 に対する失業等 に起因する生活環境 の変化 によ り必要 とされる食料支援、
生活支援 に関す る休眠預金を活用 した単年度 の緊急資金提供事業。
全国的 に影響が深刻な新型 コロナウイルスの蔓延やその予防策 によ り、疾病以外 に経済 の
低迷 によ り多 くの生活困窮者 が発生 してい る。
特 に近年 の災害 による復興 の過程 にある地域や物流や医療資源 に限 りがある地域 において
は、食料や福祉制度 との連携が必須 となって きている。
本事業 においては 2020年 1月 から困窮状態 にある人々へ の食料支援、生活支援 に資す る活
動 と、復興過程や失業率が上昇 してい る地域 での活動 に絞 り公募を開始 した。
失業率が高 く、食料配布の必要性が高い と考 えられる東北 6県 、沖縄県を対象 とした 2団
体 の事業、同様 に失業率が高 くまた感染症 が蔓延 してい る首都圏等 からの人 口流入 がある
東北 の都市部 にお ける生活相談機能 の強化 を目的とした団体 1団 体へ資金提供を行 った。
事業実施 は主に 2021年 度から開始 となる。
評価】
【
本事業 については、支援災害以外 の人道支援 に対する資金提供事業 とな り、実事業 は 2021
年度 に入 ってからの事業 となっているため、現時点では評価前段階である。

⑨

)m20年度 防災・減災事業、緊急災害支援

(休 眠預金

プログラム予算額】108,885,293円 (体 眠預金)(2020年 1月 から2024年 3月 末まで)
【
実績】プログラム開始直後にて実績記載なし
【
プログラム期間】2020年 1月 27日 〜2024年 3月 31日 (休 眠預金)
【
実施団体】プログラム開始直後にて実施団体記載なし
【
概要】
【
近年毎年 のよ うに発生 してい る豪雨災害 に対 し、主 に全国域で活動する災害支援団体 と九
州、四国、中国をはじめ、関東甲信越北陸など豪雨災害が常態化 している地域内の団体 との
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ネ ッ トワー クや知見 の共有 を広 げるための災害対応準備 を目的 とす る体眠預金等 を活用 し
た資金提供事業。
従来 は国内災害 において発災 した場合 においては、ポラ ンテ イアをは じめ、全国域 で活動す
るような災害支援団体 が駆 け付 けた支援 を行 って きた。一方、2020年 に起 こった新型 コロ
ナウイルス蔓延 によ り、そ の支援方法 が今後 は必ず しも実施 で きない状況 となって きた。
また豪雨被害 が大 きい地域 においては、人 口減 の課題 を抱 えて い る地域 もこれまで多 く、ま
た必ず しも災 害支援 の経験 を有 した個人や団体 が存在 してい るとは限 らない状況 にあ る。
本 プ ログラムで は、発災時 に特 に重要視 され る、混乱す る避難所 にお ける運営支援、生活再
建 に向けた困窮者支援、支援 団体や関連 ス テ ー クホルダー な どとの情報共有 に関す るネ ッ
トワー ク構築支援 の 3つ に分野 を絞 り、公募 を実施 した。
災害時 に も活動可能 な 3団 体 を 2020年 度中 に採択 し、現在調整 中。

評価】
【
本事業 については、2020年 度内に災害時の生活困窮者への早期 の相談対応 を可能 とする事
業や避難所 の適切な運営、支援 ニーズなどの大量 の情報 に対 して支援者 が使 いやすい ITシ
ステム開発な どを行 う団体 を資金提供先 として採択できた。
実事業 は 21年 度 からの開始 となるため評価前段階であるが、JPFの 実質 はじめての災害対
応準備を目途 とした事業 としては、当初予定 していた分野 の団体を選定できた と考 える。

4.事務局 の活動
(1)事 業推進部
部門 目標

1:海 外 にお ける災害並 びに紛争発生時 に緊急対応部 による初動対応 を受 け、迅速
に加盟

NGOと 連携 して、 よ り質 の高 い人道支援事業 の組成 と申請 に協力 し審

査 を通 じて適切 なア ドバ イス を行 う。

プロジェクト概要 :上 述の通 り
結果

:

2019年 度 か ら取 り組 んでい る組織改編 の流れ として、事業推進部・事業評価部・ 事業管理
部の

3部 門 で、各部門 の役割分担、作業手順 を明確 に しつつ各部門間 を越 えて業務 を補完

し合 う協力体制 の土壌 を構築 した。具体的 に案件 申請 のプ ロセス にお ける事前 コメ ン ト、案
件審査後 の条件付 き承認解 除な どに至 るまでの過程 な どで、各部 の役割 を明確 に しただ け
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で はな く、判断 が難 しい内容 について協働 で対応す る土壌 を培 った。このよ うな案件 申請、
変更 申請、終了報告書 な ど、一部 の部だ けではな く、相互 に確認 し、解決 に向けて効率 を重
要視 す ることで、 日常業務 の迅速化 の一助 となった。
部門 目標 2:JPFの 改革 に向け、組織改編 に伴 う組織 としての支援 の方向性 を加盟 NGO、
特 にプ ログラム戦略会議 と協働 で ファシ リテ ー トし、組織改編 の仕組 みが機能
す ることを目指す。

概要

:

新 たな「プログラム戦略会議」を運用す るうえで、これからの JPFが 目指す方向、支援の在
り方 について、国際的な支援 の潮流・動向 との整合性を常 に確認 しながら、各 プログラムの
対応計画 の策定 に反映させ る。また、その中で、加盟 NGOと の継続的な協議 を経 ること
で、JPFの コンソーシアムとしての強みを活かした戦略を打ち出す ことに貢献す る。
成果 目標

:

中長期的な視点 に立った、JPF各 プログラムの対応計画を策定す るにあた り、加盟 NGO、
プログラム戦略会議 と協議 を実施 し、具体的な計画立案 プロセスを確立する。
結果

:

2020年 度 は、 プログラム戦略会議 の運用を軌道 に乗せ られるようにしっか りとした協議が
必要な事柄 に対 し、都度、 プログラム戦略会議を開催 した。年度初旬 には、2020年 度事業
計画 に関連 し、各 プログラムのニーズギャップをまとめ上げ、加盟 NGOの 知見も含 め、当
初予算 の使途を議論 した。また、
JPFは 団体 の規模 が大きいカテゴ リー 3,4だ けではな く、
カテ ゴ リー 1, 2の 加盟 NGOの 育成 も考慮 してい ることを年度事業計画 に反映す るため
に、新 たな試み として当初予算 にチャレンジ枠を設けるなど、これまでにない取 り組みも実
施 した。 中長期的な視点 に立った JPF各 プログラムの対応計画策定までには至 らなかった
が、各年度 のプログラムを総括 し、次年度対応計画 に反映す る方向で今後進めてい くことは、
プログラム戦略会議を通 して、共通認識 として熟成す ることがで きた。
部門目標 3:新 たに組織 された「事業審査委員会」「事業審査分科会」 の役割 の改善 と運用
を目指す。
概要

:

JPFの 存在意義でもある、質 の高い人道支援事業を実施するための NGOの 中間支援組織 と
しての役割を果たすため、新 たな「事業審査委員」の選出、役割 の明確化、運用 の効率化等
について、現場からの意見 を発信する。加 えて、「事業審査分科会」 にお ける委員の充実、
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申請事業案件 の審査 プロセスと審議基準や運用方法等の改善 に貢献す る。
成果 目標

:

各 プ ログラムの対応計画 の作成 (2020年 5月 )。 新 たな「事業審査委員」の リサ ー チ、余裕
の あ る審査 日程 と段取 りの確 立、そ して十分 な知見 に基 づいた情勢分析 を取 り入れ た案件
審査 を促すため地域専門家 の推薦 な どを通 した運 用 の改善な どを図 る。
結果

:

案件審査 に係 る審査 プ ロセスや審査基準な どの明確化 を目指 し、よ り迅速化、効率化す るた
めに、事業審査委員会 。
事業審査分科会・
務局 の案件審査 に係 る役割分担 を明確 に し、

JPF事

併 せて事業審査分科会 の委員再編 も実施 した。また、ガイ ドライ ン改訂 に係 る書式改定、案
件審査 の見 える化 を実現す るため に、案件審査項 目も洗 い出 しを行 い、可視化 した。さらに、
新 たな試み として国 0地 域特有 の情勢分析 が重要 になって い る現場 の事情 を考慮 し、地域専
門家 をイラク・ シ リア プ ログラムで導入 し、事業審査分科会 とは別 に、地域 に詳 しい専門
家 を含 めることで、よい質 の高 い事業 が実施 で きるよう試みた。これ らを踏 まえた新 たな運
用方法 を 2021年 度 に軌道 に乗 せてい く。

部門目標 4:人 道支援 に影響を与える関連分野 における国際動向を把握 し議論 に関与す る。
概要

:

国際動向に関す る戦略的な洞察を得 るため、関連会合やネットワー クヘの参加やステーク
ホルダー との積極的な情報・意見交換を重ね、事務局 の分析・考 えを加盟 NGO、 「プログラ
ム戦略会議」
、「事業審査委員会」を合む JPFの ステー クホルダー と共有することによ り、
そうした動向に関する理解度 の向上 と意識啓発 (sens zation)を 目指す。
成果目標
セ ミナーや勉強会 (他 団体主催 も含む)な どを通 した情報提供 および関連議論への貢献。JPF
主催 のイベ ン トについては、アンケー トをとり理解度をはかる。
:

結果

:

国際動向をフォロー し、人道支援 にお ける基準、スフィア・スタンダー ドなどを入道支援団
体 によ り普及 させるために、JANICを 通 して、WSな どを開催 した。また、JANIC、 他 NGO
などと協働 で、人道支援分野 における性的搾取・性的虐待お よびハ ラスメントからの保護
(Protection against Sexual Lが oitation,Abuse and Harassment)の 日本語版ガイ ドライン

の作成、UNHCRの 専門家などを招き、勉強会を実施 した。さらなる PSEAHの 普及を目指
し、来年度 も継続 して活動 してい く。
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(2)事 業評価部
部門目標 1:JPF支 援 による加盟 NGO実 施事業のアカウンタビリティ及び質の強化

概要

:

JPFモ ニタリング評価の再構築
成果目標

:

NGOと

の協議 を経て、今後 の事業 モ ニタ リングと評価 (Monitoring&
Evaluation:以 下 M&E)並 びに監査 (Audiう の方向性を打ち出 し、それに伴 う運用変更・

JPFと 加盟

ガイドライン細則の改訂を目指す。
結果

:

JPFの モニタリング・評価 の運用 について 2019年 度から 2020年 にかけて、誰が何をどこ
まで実施するのかの共通理解 の醸成、その基準を加盟 NGOと 協議 し、運用方針を明確化 し
「NGOに とって、事務局 にとって、JPF全 体 にとって」三方 に稗益す るとい う旗 の元、
た。
事業実施・助成ガイ ドライン細則 13(モ ニタリング)及 び同 14(評 価)に 則 り、事務局 が
加盟 NGOに 対 して実施す るモニタリング・評価 に係 る枠組み と手順を整理 し、加盟団体 を
筆頭 にすべてのステー クホルダーに共有 した。また、細則 13及 び 14を 補完 し、速やかで
より網羅的なモニタリング・評価 の執行 に必要な実務 に関わる基準 を試験的 に定め、運用を
開始 した。また、事業の資金 の財務状況モニタリングを中心 とす る監査 (Audit)に ついて
も、加盟 NGOと 共 に学ぶ姿勢でアカウンタビリティの向上を目指 した。具体的にモニタリ
ング・評価 を実施 した後、勉強会、ワー クショップを開催 し、ただ単 に結果共有 をするだけ
ではな く、加盟 NGOが 現行事業、次期事業 に活かせるよう、それぞれの団体 が抱えている
課題 も含め、議論することで、これまでにない気づ き、話 し合 いを通 じて出てきたアイデイ
アなどを共有 し、今後 に活 かせる M&Eを 試みた。また、運用方針 に係 るガイ ドライン改訂
も実施 した。次年度 は、さらにこれらの試みを継続 し、より内容を深 めてい くことで、さら
なる運用方針 の基盤を固めてい く。
部門目標 2:ケ ース・スタディを通 じた学びの推進
概要

:

遠隔で実施 される事業 に関す るケース・スタディの実施 と学びの共有、並びに NGOの キャ
パ シティビルディングをJPFグ ループ全体 での学び として推進す る。
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成果目標
ケース・スタディから得 られた学び・教訓が対応計画 の上位 目標・重点目標 に盛 り込まれる。
:

結果

:

支援実施地域 へ の邦人の入域が制限されているために遠隔で実施す る事業、現地提携団体
を通 して実施する事業形態が増加す る傾向にある中、遠隔事業を行 うにあたって、どのよう
な課題があるのか、加盟 NGOの 主体性を担保 しつつ、望ましいパー トナーシ ップの在 り方
を検討 してい くために、遠隔事業を行 っている、イラク・シ リア、アフガニスタン、イエメ
ン、南スーダ ンなどで、外部 コンサル タン トを通 じ、ケース・スタディを実施 した。本結果
を加盟 NGOの みならず、関連するステー クホルダー、具体的 に常任委員会、事業審査委員
会 において も協議 され、JPFと しての今後 の遠隔事業 の在 り方、ローカライゼーションも踏
まえて、議論 を継続 してい く方向性 の合意を得 た。今後 は、 さらに JPFと して提携団体 と
の事業実施 に係 る目指すべ きところ、加盟 NGOの 知見を活かすパー トナーシップの在 り
方、そして ローカライゼーションの観点 も含め、より議論を深 めてい く。

部門目標 3:JPFに よる支援事業実施 に係 るガバナ ンスの向上
概腰

:

JPFが 行 う支援 が、人道支援 における国際スタンダー ドとされる質 とアカウンタビリティを
確保 できるための体制を強化す るために、国際的人道支援必須基準 (CHS)な どの主流化 に
取 り組む。
成果目標

:

人道支援 にお ける国際スタンダー ドに係 る JPF事 業 に携わ る人材の能力強化 を目的とした
JPF主 導、共催あるいは助成 によるワークショップや会議等を少な くとも述べ 30人 以上を
参加者 として 2回 以上開催、参加者 の満足度調査 で 80%以 上が 5段 階評価 で 3以 上と回答
する。
結果

:

JANICを 通 じ世界的な人道支援 のスタンダー トについての理解、普及及び運用を促進する
ための機会を提供 した。また、JANIC、 他 NGOな どと協働 で、人道支援分野 にお ける性的
搾取 。性的虐待 お よびハ ラスメ ン トからの保護 (PrOtection against Sexud E型 loitation,
Abuse and Harassment)の 日本語版ガイ ドラインの作成、UNHCRの 専門家な どを招き、
勉強会 を実施 した。JPF全 体 の方針 として、さらなる PSEAHの 普及 を目指 し、今後、ガイ
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ドライ ンヘ の反映 を念頭 に、来年度 も継続 して活動 して い く。

(3)事 業管理部
部門 目標

1:事 業実施・助成 ガイ ドライ ン等 の助成 プ ロセ ス全体 の見直 しと運用効率化 を強
化 す る。

概要

:

助成 プロセス全体のフローの見直 しを行 うとともに、JPF機 構改革のエ ッセンスが盛 り込ま
れたユーザーフレンドリーな事業実施・助成ガイドラインを目指し改善 してい く。
成果指標

:

①事業実施・助成 ガイドライン改善のための部内及 び

3事 業部検討会 を実施 し局内に提案

する。
②事務局内、外務省及 び加盟

NGOの 意見を集約、精査 し、年度 ごとに改善を実施 してい

く。
結果

:

最終的 に 2回 のガイ ドライ ン改定 を実施。ガイ ドライ ン担当者 1名 を選任す る ことで、 ユ
ーザ ーか らの改善要望 125件 の精査・ 改定案作成・ ガイ ドライ ン委員会協議等 において中
心的な役割 を果 たす ことが可能 となった。加盟 NGOか らの強 い要望 で あ った「民間資金 を
財源 とした海外事業 にお ける一般管理費率 の拡充」 や事業審査委員 か らの指摘事項 へ の対
応 も合 め対応項 目は多岐 に渡 り、年度末 まで に改定 を実施 した。また、これ に並行 して これ
まで整 備 が遅れて い た各種書式や フォーマ ッ トのバ ージ ョンア ップも実施 した ことで、 よ
り使 いやす いユ ーザ ー フレン ドリー な事業実施・ 助成 ガイ ドライ ンの実現 に向けての一歩
をよ り踏 み出す ことが出来 た と考 える。今後 もよ り質 の高 い支援 をよ り迅速 に実施 で きる
ための仕組みづ くりの一環 として、JPFら しさを前面 に出 した改定 を目指 して い く。

2020年 度 はガイ ドラインの改定 に加 えて、 コロナ禍 にお ける加盟 NGOの 支援活動 が無理
な く継続 出来 るよう 「新型 コロナ ウイルス感染症 に対す る対応指針」 や 「渡航 に係 る運用
ルール」な ど、変化す る状況 に柔軟 に対応す る ことで、加盟 NGOの 支援事業 をサポ ー トし
た。 2021年 度 も引 き続 き この流れを継続す る ことで、 よ り JPFへ の信頼度 を高めていき
た い。

部門目標 2:事 業進捗管理 システムの構築を行 う。
概雲

:
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マニュアル作業 で行われて い る事業進捗管理 をシステム化す るための制度設計 を行 い、 シ
ステ ム導入或 い は改良を実施 し業務全体 の見直 しを行 う。

成果指標

:

事業進捗管理 システム化 によ り、データ不整合を無 くし、作業工数を 10%削 減する。
結果

:

事業進捗管理業務 の作業負担軽減 を前提 とし、既 に導入 されて い るセールス フォースの有
効活用 を図 るべ く、IT部 門 とも連携 しなが ら事業進捗管理手法 を強化 した。デー タの一元
化 までは到達 して い ない ものの、既存 スキーム とセールス フォースヘ のデ ー タ取 り込 み及
び検証 を平行 して運 用 しなが らデ ー タの整理 を推 し進 めた ことによ り、外務省 へ の 月次報
告 お よび事業資金残 の早期確認等、事業進捗状況 の正確 なデ ー タ提供 に活 かされ、必要 とさ
れてい る支援事業 が円滑且 つ早期 に立 ち上 げ られ るような情報提供 ス キームの上台づ くり
に貢献 した。引 き続 き、作業 工程数削減 による業務負荷 の軽減 によ り、事業実績データの蓄
積 。分析 に充 て られ る時間 を捻出 し、関係者 にとって よ り有用 な情報 を活用 で きる体制 を構
築 していきたい。

部門目標 3:定 常業務 を遅滞な く問題な く実施 し、課題分析解決 に向けたスタッフの能力向
上を進めることにより事業管理運営 の信頼性 と効率を向上させ る。
概腰

:

定常業務 を遅 滞 な く問題 な く実施 し、事務局 での助成 プ ロセス全体 の効率化 を図 り、事業実
施・助成 ガイ ドライ ン順守 を担保す るために、過去知見や ノウハ ウの蓄積及 び共有 を可能 と
す る仕組 み及 びそのためのスタ ッフ能力向上 を行 う。

成果指標

:

①定常業務 を遅滞なく問題なく実施 し、報告書提出後 1年 以内に完了させる。
②経験 。ノウハ ウの整理・共有化の仕組みを作成 し、3事 業部勉強会及びユニ ットで共有す
る。
③② における成果から、事業実施・助成ガイドライン順守を担保するための手順を検討 し加
盟 NGOと 共有する。
結果

:

2020年 度 は構成 メ ンバ ー変更 による新体制 でのスター トとなったが、新規事業 申請 の対応
71件 、終 了報告 の対応 115件 、変更申請 の対応 217件 、郵送審議取 り扱 い 115件 、助成 カ
テ ゴ リー資格審査 38件 、一般管理費適用比率拡充 の審査 9件 を滞 りな く行 った。特 に終 了
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報告 か ら郵送審議 について は、主軸担当者が中心 とな り事業評価部や他部署 と連携 し、滞留
させ る ことな く進捗 を管理、早期 の返還金確定 に至 るプ ロセス を確立す る ことが 出来 た と
思われ る。 さらに毎月 の事業 申請や終了報告対応後 に振 り返 りの検証会議 を実施す る こと
で知見 を共有 し、よ り精度 の高 い事業形成 に貢献すべ くノウハ ウの蓄積 を推 し進 めた。会計
士お よび事務局 内経理担当者 を講師 とした事務局 内勉強会 も積極的 に開催 し事務局員 の能

NGOに 対 して も予算設計書お よび収支報告書 に係 る勉強会 を
NGOへ の指摘事項 が多 い項 目を中心 に説明す ることで相互理解

力向上 を図 ったほか、加盟
開催 し、事務局 か ら加盟

を深 めた。2020年 度 に新 たに立ち上 げ られた事業 プ ログラム「 チャ レンジ枠」 を活用す る
加盟 NGOの キャパ シテ ィ向上 に繋 が る活動 も取 り組 み もスター トさせてお り、2021年 度
も引 き続 き これ らの活動 を強化 させて い きた い。

(4)緊 急対応部
部門目標 1:海 外 にお ける人道危機発生時 にタイムリー、かつ適切 に対応を実施す る。
概要

:

新規 の 自然災害、紛争等 による人道危機 へ の対応 について、タイム リー、かつ適切 な対応 を
行 う。出動発議 がなされ る前で も、出動 が予想 され る人道危機 については、情報収集 を行 い、
レポー トを作成す るな ど、必要 に応 じて迅速 に対応 し、情報発信 で きる準備 を行 う。

成果目標

:

①加盟 NGOに よる対応が想定される人道危機 に対 して、情報収集、災害 レポー トを作成 し
た数
②新 たな人道危機 への出動、または支援実施 にかかる業務 がタイム リーに実施 されるプロ
グラム数
結果

:

2020年 3月 よ り新型 コロナ ウイルス感染へ の対応 を開始 し、当初 は中国向け支援 プログラ
ム として いたが、4月 以降 は、更 なる感染拡大 を踏 まえて、他地域、お よび日本国内へ対象
地域 を拡大 してプ ログラム を実施 した。新型 コロナ感染 の想定以上 の広 が りと、前例 の ない
事象 であった ことか ら、適宜加盟 NGOや 関係者 か ら意見 を集めなが ら、対象地域 の優先順
位付 けや絞 り込みな どを実施 した。また、JPFと して初 めての感 染症 へ の対応 となったため、
外部専門家 な どを講師 に呼 び、新型 コロナ感染症 に関す る勉強会 を合計

4回 実施 し、資金

提供 だ けでな く、各 団体、お よび関係者 に有益 な情報提供や意見交換 の場 を持 つ ことがで き
た。
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新型 コロナ以外では、ネパ ールでのサイクロン・ ア ンファンヘ の対応、ベ イルー トでの大規
模爆発 へ の対応、ベ トナ ム水害、シ リア森林災害、モザ ンピー クにお けるサイ クロン・エ ロ
イーズに対 して迅速 、かつ適切 に対応 した。また、エ チオ ピア北部 の紛争 による被災者 へ の
支援 に対す る対応 を決定 した。

部門目標 2:海 外の提携団体 との連携を強化・継続 し、各団体 の活動 に貢献す る
概腰

:

海外 の提携団体 との連携 を強化す るため、日々のや り取 りを継続 し、積極的なコ ミュニケー
ションを図る。アジア地域の団体 で構成す るADRRく アジア防災・災害救援ネ ットワーク)
とは、アジア・パ シフィック地域 での災害発生時等 にお ける連携を想定 した協力関係を継続
し、ADⅢNが 毎年開催 している年次会合 に出席す る。国内災害の枠組みで、全国災害ポラ

ンティア支援団体ネットワークOVOAD)が 連携を行う米国のNVOAD(NationdVoluntary
OrganizationActive in Disaster)と

も引き続 き、そ の連携 を強化す る。特 にNVOADの 国

際委員会 とは、それぞれ の国内 にお ける国際基準 の普及な ど、共通 の課題 があることか ら、

適宜情報共有などを行 い、JVOA:Dと 協力 しながら、NVOADの 年次 フォーラムにも参加 を
検討する。その他、EAA(EmergencyApped」 hancc)、 ICVA,OCHAな どのパ ー トナー団
体 との連携を継続 し、得 られた情報 は適宜、関連各部門並 びに加盟 NGOに も共有する。
成果目標

:

提携団体 からの情報を適切 に JPF事 務局関連各部門並びに加盟

NGOに 共有 し、事業実施

に役立てられる
結果

:

2020年 度 は、新型 コロナウイルス感染症の影響 によ り、ADRRN,NVOADと もに会合 は
実施 されなかった。DRRNは 、年次会合 は実施 されなかったが、オ ンラインでのセ ミナー
が実施 され、JPFの 事例 を紹介するセ ッションに登壇 し、アジアの他地域の NGOと も意見
交換などを行 った。EAAも 対面での会合は中止 とな り、計画されていた活動 も体止 となっ
たが、それに代わ り、年度 の後半 には、オ ンラインで各団体 の活動、ファンドレイジングの
状況 について共有す る情報共有 の会を毎月実施 された。共有 された資料、内容は、渉外・広
報担当者 にも共有 された。

部門目標 3:
①国内における災害発生時 にタイムリー、かつ適切 に対応を実施す る
②国内災害対応の連携調整強化 と人材育成
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③国内大規模災害に向けて、海外支援の受入れ、ロスター制度の枠組み策定の準備を開始す
る。

概要

:

昨年度 より、JVOADや 、その他国内で災害対応 を実施する NPOと 共同 し、民間、および
行政等 との連携調整機能を高め、支援効率を高めるため、コーディネーター研修 のモジュー
ル作 りを実施 してきた。昨年度 はその 1段 階日として、災害発生時の先遣隊派遣 の仕組みや
ツール作 りなどを協働 で実施 し、先遣隊向けの研修 を実施 した。2020年 度 は次の段階 とし
て、被災地で連携調整を実施する人材 の育成を進 めるため、コーディネーター育成 のための
モジュールの開発を進 める。また、先遣隊向けの研修 については、昨年 の台風 15号・ 19
号の対応 を踏まえて、見直 しを行い、さらに同様 の研修 を広げて実施す ることを検討す る。
また、2018年 度 に実施 された東 日本大震災の検証 を踏まえ策定 された国内災害対応方針 に
則 り、検討事項 となっている海外支援の受入れ と、JPFコ ーディネーターのロスター制度 に
ついて、具体的にその準備 を着手 し、内容 の検討 と枠組み作 りを開始する。

成果目標
①新たな自然災害への出動、および支援実施 にかかる業務がタイム リーに実施 されるプロ
:

グラム数
②国内災害連携強化のため、 コーディネーター研修 のモジュールができる
③ コーディネーター研修 に全国の災害対応 に関わる NPO,中 間支援組織 15団 体以上が参
加 し、その知見を得る
④国内の大規模災害対応 に向けて、海外支援の受け入れ案策定が開始される
⑤国内災害に対応する人員向けのロスター制度 につき、検討される
結果
・2020年 度 は、新 たな自然災害への対応 として、九州地方で発生 した 7月 豪雨災害への対
:

応を行 った。2020年 度 は、新型 コロナウイルス感染症 の拡大を受け、発災前から JVOAD
を始めとする支援関係者 とともに、コロナ禍での災害対応を想定 し、基本的な対応指針 につ
いて協議 を行ってお り、JPFも その「検討会議」 メンバ ーの一員 として、
「新型 コロナウイ
ルスの感染が懸念 される状況 におけるポランティア・NPO等 の災害対応 ガイ ドライン」の
策定 に参加 した。7月 豪雨災害発生後 は、右記ガイ ドラインに基づ き、先遣調査隊は派遣せ
ず、関係者を通 じた情報収集を行い、加盟 NGOに よる緊急初動調査を経て 7月 9日 プロ
グラムを立上げた。8事 業 の申請 に対応 し、加 えて JPF事 務局事業 も策定 した。JPF事 務局
事業では、JPFと して始 めて、県域中間支援組織 (KVOAD)と 協力 し、地元社協・地域支
え合 いセ ンターと連携 した避難者への家電等 の生活支援物資支援 を開始することがで きた。
・ コーディネーター研修 については、JVOADな どの関係者 とともに、2019年 の台風 19号
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の対応 に関 して、2019年 に実施 した先遣隊の研修 の内容を踏 まえて振 り返 りを実施 した。
JPFは 先遣隊研修準備 のコアメ ンバーに参加 してお り、研修 に関す る協議 に参加 した。この
振返 りをもとに、第

2弾 の研修モジュール作成をす る計画であったが、研修モジュール内

容の確定、実施 までには至 らなかった。理由としては、新型 コロナ感染拡大 の影響 もあ り、
JVOAD関 係者内での議論が予定通 り進まず、その後 の 7月 豪雨対応 と重なったことによ
る。1月 中に、関係者 と協議 を再開 し、研修 の骨子を策定す ることがで きた。骨子をもとに、
各県域のネットワークを集 めた説明会を行 い、意見収集を実施 した。
。
今後の大規模災害 に備 えた準備、ロスター制度整備 については年度内の検討 に至 らなかっ
たため、次年度以降検討する。
部門目標 48令 和元年台風被災者支援 (台 風 15号 。台風 19号 )プ ログラムのモニタリン
グ、および初動期 のレビューを通 じて、次期災害への知見を得 る。
楊騒i:
令和元年台風被災者支援 (台 風 15号・台風 19号 )プ ログラムは、4か 月の初動対応期 (2019
年 9月 22日 〜2020年 1月 21日 )を 終了 し、緊急期 として継続 しているが、初動対応期 に
開始 した JPF事 務局 による事業 は引き続 き 4月 末 (予 定)ま で実施す る予定である。JPF事
務局事業 として、加盟 NGO事 業 の現地モニタリング、および被災地の県域の中間支援組織
への支援等 について継続す る予定である。
成果目標
モニタリング・ および事業報告書が作成 され、加盟 NGOに よる事業 の質向上 に貢献す る。
:

結果

:

新型 コロナ感染拡大 の影響 によ り、現地 モ ニ タ リングの実施 は見合 わせ る こととした。当初、
対面 での ワー クシ ョップ形式 を想定 してい たため、新型 コロナの影響 を考慮 し、中間支援組
織 へ の支援 について も外部 へ委託 した レビューは行わず、代 わ りにオ ンライ ンにて支援 を
実施 した各地域 の県域 中間支援組織 との振返 リ ミーテ ィ ングを行 った。

部門目標 5:日 本の NGOセ クター内の PSEAの 国際基準順守を推進する
概要

:

人道 。開発支援 において支援団体 による PttA(Protection from Sexud E即 10itadon and
Abuse:性 的搾取・ 虐待 か らの保 護))規 範 の遵守 は、国際社会 において長年 にわた り取 り組
まれてきたが、近年、特 に支援 にお ける PSEAの 問題 に関す る国際的関心が高 まる一方 で、
日本国内での取 り組 みは遅れ ている。 これ を踏 まえて、昨年度後半 に、国際協力 NGOセ ン
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ター (JANIC)と ともに,有 志 NGOを 募 り、ワーキング・ グループを立上げて、日本国内
版 の PSEAの 方針作成 と普及活動を推進する活動 を開始 した。2020年 度 は、海外 の取組み
や方針をさらに学びながら、国内での普及 のための勉強会 の開催や、日本版 ガイドラインの
策定を行 う予定である。この ワーキング・ブループに積極的 に関わ り、この活動 に貢献する。

成果目標

:

①日本版 PSEAガ イドラインが完成する
②加盟 NGOを 含めた NGOセ クター全体で、PSEA(性 的搾取・虐待からの保護)を 理解
する人が増え、PSEAに 取 り組み、実践する団体が増加する。
結果

:

2019年 度 に立 ち上げた PSEAHワ ーキング・ グループ (WG)と 4つ のタスクチームに分
かれて活動 した。JPF事 務局 からは、緊急対応部、および評価部から WGに 参加 し、以下

3つ のタスクチームに関与 し、それぞれの活動 に寄与 した。なお、WG内 での議論 の結果、
性的ハ ラスメ ン ト(H)へ の対応 も活動範囲に合 めることとし、WGも PSEAか ら PSEAHと
した。

1)国 際連携 :ICVA,ACFID等 と連携 しながら、PSEAHに 関す る世界 の潮流や取 り組み
を学ぶためのオ ンライ ン・ セ ミナ ー を行 い、広 く関係者 に PSEAH潮 流、理解 を伝 えた。
2)ガ イ ドライ ン :日 本語ハ ン ドブック。CHS Allianceが 発行す るハ ン ドブックの 日本語
訳 を行 い、それ に 日本 の事例 を追加 し発行 した。

3)報 告会 :国 際協力 NGOセ ンター (JANIC)が 主 催 す る イ ベ ン ト HAPICの 分 科 会 に お
いて、WGと して、 これまでの活 動、ハ ン ドブ ック等 について報告 し、また、パ ネル デ ィス
カ ッシ ョンで各 アクターの取組 を紹介 し、今後 の普及 に貢献 した。

(5)地域事業部
部門目標 1:国 内の災害発生時 における緊急対応部 による初動対応 を受け、復興期への円滑
な事業継承を推進すると共 に、助成採択団体への事業相談、モニタリング等を通 じて支援活
動 の下支えをし、被災者へのよ り質の高い人道支援 に寄与す る。
概要

:

日本国内において大規模災害が発生 した際 に、JPFと しての初動・緊急対応 の支援をシーム
レスに引継ぎ、事業申請受付から終了報告 に至 るまで、JPF加 盟 NGO及 び非加盟団体への
支援 を含 め、地域事業部が一気通貫 に実施す る。
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成果 目標

:

新 しい業務 に適 した人 員整備及 びノウハ ウ継承、現行 の国内加盟事業 の継承、対応す る助成
事業 に対す る終 了報告 の提出 と承認 の準備

結果

:

加盟事業 に特化 した人材を採用 しこれまで加盟事業 を担 って きた事業部 と連携の上、切れ日
ない業務継承 を行った。また、すべての終了事業 に対 し事故なく適切な対応を行 うことが出
来た。

部門目標 2:「 休眠預金」を基軸 とした国内の災害発生時における質の高い事業助成 を推進
し、適切な審査並 びに評価業務までを実施、仕組み化する。
概要

:

JPFと して 2019年 度中に採択 された体眠預金「災害支援事業」を地域事業部 として継承
し、支援対象 となる被災地域 の事業助成 に関 し、ニーズ把握から応募団体への事前説明、公
募、受付、審査、モニタリング、評価、報告 に至るまで、適切な運用を実施、仕組 み化する。
成果目標

:

資金活用団体 の求める評価 レポー トの提出
結果

:

本来終 了予定だ った複数事業 が コロナ禍 の為延長す る ことにな り、評価 レポー トの提出 に
は至 らなかったが、単年度 の事業報告、精算報告 は適切 に提出 された。

部門目標 3:国 内災害 に対す る現行事業 の地域への引き渡 し及 び新たな対応方針 の立案 と、
今後の国内災害 に、 より効果的 に対応するための新 しい事業の立上 げに努める。

概要

:

①「来 るべき大災害への備え (防 災・減災)」 に関す る新事業の立上げの試み。
②現行の被災者支援事業の地域への引き渡 しと新たな対応方針の立案。
成果 目標

:

常任委員会 へ の新事業案 の提案、事業審査委員会 へ の既存事業 の新 たな支援対応方針 の提
案
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結果

:

JPFと して初 となる防災・減災 に関す る事業 (休 眠預金)の 採択 と開始 に至った。支援開始
から 10年 目を迎える東 日本被災者支援プログラムにおいて、今 のフェーズに合 った新 たな
プログラム対応方針を関係者 と協議を積み重ねながら提案、開始 に至った。

(6)渉外部
部門目標 1:既 存支援者様 の関係性深化 と支援拡大への展開
概要

:

2020年 度 は、既存支援者 とのコ ミュニケーションをさらに深化 させてい く。 イベ ン トの開
催な どにより、長期 にわたるご支援 に感謝を述べ ると共 に、今後更 に求められてい く国内外
での人道支援や防災減災の取 り組みについて説明を行 い、更なるご支援 を賜 る
成果 目標

:

・ 既存支援者 の満足度 向上 (支 援価値 向上 )に 向けた施策協議 の実施 。実行
・ 既存支援者 に対 して新 たなプ ログラムの ご案内や会員制度 の案内強化
・広報 と連動 しドナー サーベ イを行 う仕組 み の構築 と運 用開始

結果

:

新型 コロナ ウイルスの感染拡大 に よ り、多 くの企業団体 や個人 の方 が経済的な影響 を被 っ
てい る中、大変有難 い ことに、新型 コロナ ウイルス緊急災害支援や 2020年 7月 豪雨災害支
援 に多 くの ご支援 を頂 き、 2020年 度 の民間収入 は前年比 103%と い う実績 で あ った。 コロ
ナ禍 で初 めてオ ン ライ ンシス テ ム を通 じた寄付 の呼 びか けや企業 へ の事業説明 な ど、新 し
い試み を行 った。結果 として、新規 の賛助会員企業 の獲得 も前年以上 の実績 を残す ことが出
来 た。
また、広報部 と連 携 し、寄付者 に対 しての継続的 に ドナ ーサ ーベ イが行 える仕組 みを構築。
今後 のマーケテ イ ングに活用 して い く。

部門目標 2:新 たなファンドレイジングヘの取 り組み
概要

:

2020年 度 も継続 して、 JPF改 革 ワー クス トリームの方針 のもと、 フアンドレイジ ングヘ
の活動量を増や してい く。賛助会員企業へのご提案や SDGsへ の取 り組みに積極的な企業
に対 してアプローチをしてい く。また、広報部 との連携を強化 し、HPを はじめ SNSや メ
ディアを通 じて、企業 との接点 を拡大 させ、フアン ドレイジ ングに繋げてい く
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成果 目標

:

・企業 の CSR活 動や SDGs活 動 を支援す るファ ン ドレイジ ング提案 の実施
・広報 と連動 し、 マ ンス リー会員等寄付者拡大 に向けたWEBツ ールの改良
・価値 あるファン ドレイジングの企画力強化 へ教育機会 の拡大や企画会議 の開催

結果

:

JPF改 革 ワークス トリームの 1つ である「 フアンドレイジングの強化」に向けて、企業 との
連携企画を拡大 してきた。 9月 には旅行会社 との連携企画である「17 Goals Project」 がス
ター ト。コロナ禍で積極的な展開が困難な中、4つ の中学校・ 高校 に対 して講演活動 を行 っ
た。また、商品にJPFマ ークを入れて頂 いた寄付型商品も2メ ーカーか ら発売 して頂いた。
ホームベージ上の寄付ページも見直 し、寄付内容をより分か りやす く表現 し、一般寄付や緊
急災害支援基金 を訴求することによ り、同寄付が前年比で 107%と 最 も伸長する形 となっ
た。マンス リーサポーターか らの会費 について も前年比 120%増 加することができたが、新
規会員の獲得 については課題 が残 る。2021年 度 の重点事項 として取 り組 んでい く。
部門目標 3:企 業・NGOや 地方 自治体 との連携強化
概要
コロナウイルスの流行や今後想定される自然災害等への対応 として、既存 の枠組みにとら
:

われず、企業・NGOや 地方自治体等 との連携強化 に向けた取 り組みを強化 してい く。
その中でも 2019年 度 に協定を取 り交わ した全国市長会 と具体的な連携方法 を協議 してい
く。
成果 目標

:

・ フアン ドレイジングを通 じての連携強化
・ 地域事業部 と連携 し、全国市長会 と新 たな連 携 について協議開始 。モ デル構築

結果

:

2019年 12月 の全 国市長会 との連 携協定締結後 は じめての大規模 な災害が 2020年 7月 に起
こ り、発災当 日には 5つ の市長 よ り連絡 が入 り、この協定 の重要性 を感 じる機会 となった。
また、2020年 12月 には、国民 生活産業・ 消費者団体連合会 (生 団連 )と の協定 を締結。約

550を 超 える企業・団体 に災害時 の物資支援 にご協力頂 き、提携前 の 2020年 7月 豪雨災害
に も飲料 などを ご提供頂 いた。
そ して、2016年 か ら進 めてきた防災・ 減災・ 災害発 生時の救済 イ ンパ ク トを上 げるイノベ
ー テ ィブな開発 を行 うイニ シアチ ブ「Morelmpact」 の取組 み として、初 めて FASTAIDが
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商品化 され、一般販売が開始 された。2021年 度 は他 セ クター との連携 を更 に強化 し、効果
的な支援 が行 えるよう取 り組 んで参 りたい。

(7)広 報部
●広報・渉外 3年戦略 報告
2018年 度開始の「広報 0渉 外 3年 戦略 〜 3つ の戦略骨子」※について、2020年 度 で完
了した。※別紙参照 :2018年 3月 14日 開催 理事会承認資料

3つ の戦略骨子
1)日 本 の人道支援 を届 けるプラッ トフォーム としての認知 向上

2)多 様 なプ レイヤ ーの交流 と実質的な新 しい価値・ 活動 の創造

3)上 記実現 のための広報活動・ ツールの戦略的ア ップグレー ド
結果サマ リー

3つ の戦略骨子 を据 えて計画 を年度 ごとに見直 しなが ら、EAAか らの学 びを生か し、各施
策 を実施 してきた。

1)日 本 の人道支援 を届 けるプラッ トフォーム としての認知 向上

について

:

高い目標 として掲げていた認知度サーベイ 20%CPFを 知 ってお り活動も知 っている人、
JPFに ついて聞いたことがある人)を 2019年 度末に達成。特 にメディアリレーション関
連の実績が著 しい。JPF掲 載を伴 う記事実現がスタンダー ドになり、2016年 以降 JPF主 催
イベ ン トヘのメディア参加者は 5〜 30倍 に。また海外メディア向けのメディア懇談会を実
施 し、海外メディアからの取材、記事実現の流れもできた。2019年 度メディア露出は広告
換算 16億 円以上を実現。JPF名 露出を目的にせず、メディアヘの情報やネットワーク提供
を目指 して開催 してきたメディア懇談会等は、結果的にJPF名 掲載記事だけでなく、
JaNISS、

NGOセ

NG02030、 共生きファンド助成団体など他団体のメディア露出実績を出 し、
クター全体の認知向上 とい うJPFの 存在意義の目標 につながった。大規模災害時

のメディア連携体制 については、引き続き組織 リレーションの突破 口が必要。渉外の新 し
いフアンドレイジング施策

(共 生きミライ)は 、始動 しなかったため広報延期。

2)多 様なプレイヤーの交流 と実質的な新 しい価値・活動の創造 について

:

と連携 した JPF× ART Projectは 、先方事務所 との5つ の計画をすべて
完了。主要各媒体 において多 くのメディア掲載を実現。JPF認 知者 の うち、勤労者の 63%
以上、一般の 45%以 上が、「JPF× ART Projectを 知 っている」 と回答 した。また、広報部
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のカバー範囲を広げて試みた、JPFXART PrOjectに よるマンスリーサポーター施策につい
ては、JPF過 去最大のサポーター獲得実績をあげることができた。CPFXART Proicct詳
細は、2019年 度報告書参照
各 セ クター との連携 に尽力 し、団体 を越 えた NG02030活 動、メデ ィア同行 な どのほか、
)。

特 に コロナ禍 においては、医療関係者 やメデ ィア との 日米連携な ど、逆境 をチャ ンスに変
えるオ ンライ ン施策 を多数実施す る等、毎年状況 に応 じた新 しい施策 に挑戦 した。若者 ヘ
の注力 は、NG02030の 毎月 のウェビナー活動や、4つ の大学 で講義 を実施。JPFと の連
携な どに通 じるさらなる関係性 を目指 した い。

3)上 記実現 のための広報活動・ ツールの戦略的ア ップグレー ドについて

:

「SDGs見 える化」 は、ウェプサイ ト、年次報告書、SNS新 企画、アイコン対策、20周 年
ロゴなどを通 して精力的 に実施。2019年 度末実施 の認知度サーベ イによると、JPFウ ェブ
サイ トを見て、勤労者層 &JPF認 知者 の 85。 7%、 一般層 &JPFを 知 らない人 の 35%が 「JPF
は SDGsの 達成 に取 り組 む団体だと思 う」 と回答 した。特 に「SDGsで みるJPF20年 」ペ
ージは、
「SDGs」 「NGO」 とい う検索 キー ワー ドによる自然検索で 1ペ ージロ掲載を実現。
最終年 は、渉外計画を取 り込み、広報 としてもドナーサーベイを実施.
今後 :結 果的には広報 のみが実施する形 になったが、今後セ クターを越 えた連携はさらに重
要 となって くるため、メディアだけでなく、企業 も含 めた連携の可能性 を双方 に探 りたい。
特 に ドナーサーベイ結果分析 は、各部施策 はもちろん連携施策 に生かしていきたい。

●2020年 度 単年 報告
部門目標 1:日 本の人道支援を届けるプラットフォームとしての認知向上
メディアリレーションの可視化 によるJPFの 認知向上】
【
概要
①メディア露出の質 と数の追求・可視化
:

②JPFメ ディアネットワークとNGO活 動の連携 (NG02030へ の貢献):
NGOセ クターの認知向上を目指 し、JPFの メディアリレーションと NGO活 動の連携 に
よリメディア露出につなぐことを、JPFの 付加価値の一つとして促進す る。
③EAAか らの学びをいか したメディアとの組織連携
成果目標
・ メディア掲載1数
:

(JPF、

NG02030)

・認知度サーベイ2020年 度末までの 3年 目標
。JPF広 報ツールでの露出

18%‑20%

※2019年 度末 に達成
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結果 :各 施策 の結果 は以下 のとお り。
① メディア露出の質 と数の追求・ 可視化
各 トビック、各 ターグ ットに対するメッセージ、SEO対 策の相乗効果 によ り、JPF名
・
:

・

掲載を伴 う効果的な露出を実現 した (以 下、主要なメディア掲載例 を抜粋)。
新 しい福島支援 のプレス リリース (2月 26日 発行)を 見て、米国通信社 Feature Story

Newsよ り取材依頼あ り。各国の海外駐在者 にも広 く視聴 されてお り、米国で「18年 連
続 で最 も高い信頼性」を獲得 している公共ニュースメディア「PBS News Hour」 に、
JPF福 島担当イ ンタビューを実現。昨年度からの海外 メディアヘの訴求や SEO対 策 に
より、海外主要各メディアがウェブ検索で JPFを 見つけられることが確認できた。
3月 11日 PBS News HourJapan marks 10th anniversa,of Fukushima nuclear disas":

o

新型 コロナウイルス関連も、ウェブ検索からNHKロ シアよ り取材依頼あり、緊急対応
部長のインタビュー記事を実現。またJPF名 がタイトルに入 ったハ フポス ト記事、JPF

の方針についても記載 した支援関係者向けの国際開発ジャーナル記事なども。
NHKロ シアコPF男型聖:三 生三:2三生生空萱菫菫塑望三二

ハフポスト 【
「国境なき医師団」
「ジャパン・プラ
新型コロナ】三菱商事が 10億 円を寄付。
ットフォーム」 などに

o

数馬酒造 と連携 した寄付付 き日本酒 プレス リリースは、JPFの 軸 がぶれない企画内容を
訴求。日経新聞、北国新聞、北陸中日新間のほか、JRグ リーン車搭載の雑誌な どにも
掲載 された。

・

昨年度 ブレス リリースを発行 した MOК Impactに ついては、日経新聞や化学工業 日報、
三井化学 のオ ウン ドメディア MOLpな ど各紙媒体、 ウェブ媒体で掲載 された。

②熙Fメ ディアネットワー クとNαЭ活動の連携 (N00"30へ のittD
o 2019年 度後半 より、JPF広報 として NG02030に 参加。本年度 より、本格的 にNG02030
の活動を JPF広 報計画 に入れ、有志 NGOと ともに NGO全 体 の認知向上 を目指 し、
主 にメデ ィア連携や広報視点で貢献 した。指標 となる認知度サーベ イ設定を提案 し実
施 したほか、2020年 10月 より、NG02030メ ンバ ー とともに毎月 1回 のウェビナーを
開催。voL4で は、村尾信尚氏 とトビタテ !留 学 JAPAN奨 学生の連携を企画 し、お申込
み 100人 を実現 (80%以 上が学生や国際協力 に興味のある社会人の参加、87%以 上が
初 めての参加。メディアからも5人 が参加)。
● NG02030と して参加 した Hハ PICイ ベ ン トは、メディアだけでな く、:企 業、NGO、 ド
ナーのそれぞれがプロセス段階から連携する重要性 をキーメッセージに、あ らゆるセ
クターが課題解決を目的 にフラットに話せ る場づ くりの提案ができた。

2021年 2月 14日 開催「NGOと の連携 でインパ ク ト拡大 を目指す !セ クター横 断ぶ っ
ち ゃ

:「 課題解決 の先 へ

HAPIC2021
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③]■ からの学 びをいかしたメディアとの組織連携
● EAAの 学びはここ数年の広報戦略全体にいか されている一方、組織連携 は今後 も長期
:

的 に模索 してい くことが課題。

部門目標 23多 様なプレイヤーの交流 と実質的な新 しい価値・活動の創造
【
JPF内 外を巻き込み、セ クターを越えた連携を促進】
槻腰::
①JPFXART Project第 2弾 を企画 :コ ロナ禍のためオンラインベースで」企画を準備
施時期は要検討).
②SDGsを 軸 に広報チャネルを拡大

(実

③JPF20周 年機会の広報サポー ト
成果目標
・イベ ント参加 メディア数
:

オ ンラインイベ ントヘの参加

・メディア掲載数
・広報起因による寄付者

TPttect第 2弾 を企画
結果 :各 施策の結果 は以下のとお り。①PFX」 団ι
・ 未来を担 う子 どもたちを対象 にしたキッズ連載を企画 し、コンテンツを作成。対象年齢
の小学生 とその親 にキッズア ドバイザーとして監修 いただき、連携の可能性 も広げる
ことができた。2021年 度、オンラインでのコ ミュニケーションを実施 し、JPF× ART
Project第 2弾 としても展開 したい。
医療現場 の声 を届 ける

2回 連続 オ ンラインイベ ン トは、以下 3つ のポイ ン トか ら開催

の意義が大 きか った。参加 申 し込 み者 は 10日 で 280人 以上。 ウェブペ ージ公開 10日
間 の PVが 2020年 度最多、 1か 月以上 は トップベ ージ よ りも多 い PVを 記録 した。内
容的 にも、内外 か ら非常 に反響 が大 き く感謝 され るイベ ン トとなった。

ディア、医療関係者、JPF加 盟 NGOと 日米 をまたぎ、命を守 る
目的で連携を実現。メディアは約 30人参加 し、支局長、団体や企業 の代表な どオ ピニ

連携の可能性拡大

(メ

オ ンリーダーの参加が非常 に多かった。また約 60%の 参加者が JPFを 知 らなかったと
回答 し新規開拓 となった)
NGOの 存在意義 とプロフェッショナル性

ンケー トより「メディアでは語 られない
現場 の声」や「報道 よりも信頼 で きる」ことを NGOに 対 して期待 されてい ることとそ
(ア

の評価が高かった)
臨機応変性 (コ ロナ禍でタイムリーに、当時ほぼ届 けられていなかった患者 に一番近 い
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看護師たちの声 を届 けた)。
12月 23日 開催

コロナ医療現場 の看護師/医 師 の リアル な声 を聞 く 緊急第 2弾

!「 年

末年始 に向けて、私 たちが知 ってお きた いこ と 〜NY、 東京、大阪、 日本各地 の現状
を知 り、大切 な人 の命 を守 るために〜」

10月 21日 開催 「今、 あなたや家族 が新型 コロナ にかか った ら 〜NY、 東京、大阪 の
医療現場 を支 える看護師/医 師 の リアル な声 を聞 く」

②SDGsを 軸 に広報チャネルを拡大
e SDGs17(パ ー トナーシップで目標を達成しよう)と しては、NG02030と して企画 し
た HAPICセ ッションの意義が大きい (部 門目標 l②参照)
o 数馬酒造の寄付付き日本酒企画 (部 門目標 l①参照).
地域事業部の体眠預金、渉外部のJTB連 携について、ウェブページ作成や SNS投 稿などで
広報協力。企画までは至らなかったが、サッカーJ2リ ーグの 3つ のチームの活動を SDGs
とからめて紹介。本来の連携は引き続き要模索。
③ F20周 年機会の広報サポー ト

o
「

2020年 度 は、JPF20周 年のための広報戦略 &全 施策を完了。20周 年 ロゴのデザイン、
ウ ェブサイ ト、SNS、 年次報告書 な どでの特 集企画 のほか、特 に コロナ禍 で活用 で きる
よ う広報 ツール (Z00m背 景、メール署名、 プレゼ ン資料 フォーマ ッ ト、 レターヘ ッ ド
等)を 作成 しビジ ビ リテ ィ最大化 を目指 した。ウェプサ イ ト特集 ベ ージ「SDGsか ら見

「SDGs」 「NGO」 の検索キーワー ドで Google検 索 lpめ を 7か 月以
るJPF20年 」は、
上 キー プ中。
渉外 リー ドの 20周 年 イベ ン トは 2021年 に延期。開催 の際 には、他 セ クター との企 画

ロ

な どで最大化 で きるよう連携サポ ー トして い く。

部門目標 38上 記実現のための広報活動・ ツールの戦略的アップグレー ド
マンス リーサポーター増 とSDGs押 し】
【
槻腰

:

① マ ンス リーサポー ター増 のための ウ ェブマーケテ イ ング強化

:

昨年 の ウ ェブマー ケテ ィング施策 に続 き、渉外管轄寄付 ベ ージ を更 新、改善 し、寄付増や マ
ンス リーサポー ターにつなげる。長年 の課題 である過去現在 の寄付企業・個人寄付者分析 の
ための寄付者 サ ーベ イを、渉外 と協力 して早急 に実施。
②JPFウ ェ ブサ イ トの SDGs見 え る化

:

SDGs見 え る化 と、各 プ ロ グ ラムベ ー ジヘ の毎 月 の活 動 レポ ー ト掲載 に よるアカ ウ ンタ ビ
リテ ィを強 化 、企業連 携 の フ ック とす る。

③SEO対 策のドナーサーベイによる改善

:
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これまでの SEO戦 略 の成果 と学 びを、 ドナ ーサ ーベ イ実施 と分析 によ り、 さらに効 果的 な

FR施 策 につ なげる。
成果 目標
。広報起因 による寄付者、 マ ンス リーサポー ター (渉 外起因 との共通 目標 に)
:

・ SEO成 果

結果 :① ②③各施策の結果をま とめて以下 に記載。
ドナーサーベイによると、クレジットカー ド寄付者 の JPF認 知経路 は、
広報起因は 87%
・
(Googleな どの検索経由 69%、 メディア掲載 16%、

SNS 2%

※2020年 度 4半 期結

果)。 検索のための SEO効 果は、熊本地震、西 日本豪雨以降のスタンダー トとな り、メ
ディアだけでな く企業や個人への寄付 アクションにつなが っている。また企業 か らの
寄付 に関す る新規お問合せの 75%(12件 中 9件 )も ネット検索であった。

ロ

JPFウ ェブサイ トの全体 PV数 は、上記施策 と以下 SEO対 策な どにより、2020年 度大
幅 に増加 し、約 50万 PV(509,820)と これまでの最高値 を得た。外部サイトからの訪
問数 127%増 、Facebook経 由のアクセス も、昨年比で、訪問数 137%、 PV数 162%と
大幅 に増加 した。
日々の コ ンテ ンツ更新 や SEOな どによ り、最 も効果 を目指 した い 自然検索 による全 体
訪間数 は昨年比 151%と 大幅 に増加。 また広告 を効果的 に活用 し、PV増 に成功 した。
以下効果 の高 かったペ ージ。
「新型 コロナウイルス対策 緊急支援」プ ログラムベ ー ジは、日英 ともに「新型 コロナ」
「募金」 や「 コロナ」「 NGO」 、「Donation」 「NGO」 な どのキー ワー ドによる検索 で
Google 1ペ ージ ロを約 10か 月以上 キー プ中。PVは 、プ ログラムページは約 54,000PV
で トップペ ージに続 き最多、プ レス リリースのベ ージは約 23,000と

4番 目。個人寄付

者 は同時期に700人以上 となり、
寄付アクションに寄与 していることがうかがわれる。
福島支援 については、地域事業部 と協議 したコンテンツを以下 3つ のベージで掲載。
「支援」で③が、Google検索 lp
「寄付」のキーワー ド検索で④が、
「東日本」
「福島」
めを数年間キープしていることは大きな SEO成 果 と言える。3月 の000合 計訪問者
数は約 2400PVで 、特 に④経由で約 30件 の個人 ご寄付 を獲得 している。
④東 日本大震災特設サイト「寄付をする」ベージ

③EFの担島支援強化ページ
プ レス リリースペ ー ジ (2月 26日 発行 )
0東 日本大震災被災者支援
SDGs関 連 ベージで は、「SDGs」「NGO」 とい うキー ワー ド組 み合 わせ の 自然検索 に よ
り、SDGs.で み 登」PF20生 が Google検 索 lpめ を 6か 月以上 キー プ中 (12,300PV).
62

特定非営利活動法人 ジャバ ン・ プラッ トフォーム (認 定 NPO法 人)

2020年 度 事業報告書

SDGsは 課題解決 のための共通言語 とい うタイ トル を活 か し改善 したペ ー
ジは、JPFの 活動 を越 えた新 コンテ ンツの追加や広告の効果的な活用 によ り、約
また過去の

24,000PV(2019年 度 は約 1,300PV)と ビジビリティをあげることがで きた。
上記の相乗効果 として、改善 した寄付 をするベージ PV数 も前年比 160%以 上増 で、ウ
ェブページ全体 の 10番 目の 6,214に (2019年 度 3,931)。

(8)管 理部
部門目標 1:認 定更新 の認定書獲得
概要

:

2020年 1月 に都庁 の立 ち入 り調査後、指摘 を受 けた事項 に対す る追加資料 の提出を着実 に
行 い、2020年 度定中 に更新 の承認 を確実 に取得す る。

成果指標

:

認定 NPO法人 の有効期間の更新 について、認定書 の取得
結果 :部 門目標 1:認 定更新 の認定書取得
JPFが 令和元年 7月 10日 に申請 していた認定 NPO法 人 の有効期間の更新 について、令和

2年 5月 27日 に認定書が交付 された。
部門目標 28人 事、総務、会議体、IT管 理業務 を効果的 に運用 して事務局 の生産性 の向上
に寄与す る。
概要

:

2020年 度 は事務局 内の組織体制 の課題 を整理 しなが ら必要 な規程改定 も対応 してい く。 ま
た事務局 の生産性 向上 のため、部門間 を横 断 してまたが る業務 プ ロセス改革 を IT担 当部門
として支援 して い く。
成果指標

:

(1)必 要な規程 の制定、改定
(2)事 業 プ ロセス改革 に伴 う、業務分析 とシステムの導入 を主導
結果

1

:

「業務分掌及 び職務権限規程」制定
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2
3
4
5
6
7
8

「稟議規程」 の改定
「決裁権限一覧表」 の制定
「役員 の利益相反防止 のための規程」改定
「 コンプ ライア ンス委員会規程」改定
経費精算 システ ム導入
稟議 ワー クフ ロー シス テ ム導入
反社 チ ェ ック、名刺管理 の効率化 を推進

部門目標 3:経 理業務 の継続的改善。
概要

:

A 経理規定及 び経理体制 の見直 し
B PCA会 計 システムの改修
C 予実管理方法 の標準化 とシステム化
D 認定更新 に必要 な財務情報 の標準化
E 経理情報 の電子保管方法 の仕組み作 りの検討
成果指標

:

A.経 理規定及 び経理体制 の見直 し
1.規 定 の整備・ マニュアル作成運用

2.定例業務 の改善
3.監 査指摘事項 へ の対応一 >プ ログラム終 了時 のルールの作成

B.PCA会

(未 完)

計 シス テ ムの改修

1.勘 定科 目体系 の変更

(部 門 コー ド追加及 びシステ ムテ ス ト)

2.既 存データベ ース を更新及 び修正

C.予 実管理方法 の標準化 とシステム化
1.月 次部門別経費 の集計報告

2.月 次財務報告書 の作成・ 共有

D.認 定更新 に必要 な財務情報 の標準化
1.情 報抽出のため、経理 データに付箋 を付 ける
2.必 要帳票 の定期的格納 (PDF化 )一 >管 理手順書 の作成 (未 完)

E.経 理情報 の電子保管方法 の仕組み作 りの検討
1.経 費精算 システムの選定・導入
2.シ ステムの運用開始
結果 :運 用ツール整備 を引き続 き行 う。
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1.事 業活動収入
金費収入
受取檜助金等収入
受取寄付金●収入
その他の事業収入
事業活動収入計
2.事 業活動支出
事業費支出
管理費支出
その他の事業活動支出
事彙活動支出計
事業活動収支差額
投資活動収支の都
1.投 資活動収入
固定資産発却収入
敷金・ 保肛金農 り収入
投資活動収入計
2.投 資活動支出
固定資産取得支出
敗金・ 保肛金支出
投資活動支出針
投資活動収支差額
財務活動収支の部
1.財 務活動収入
財務活動収入計
2.財務活動支出
財薔活動支出針
財薔活動収支差■
予●費支出
当期収支差額
前期繰趙収支差額

19,100,000
2.500,000.000
521,000,000
20̲〔ЮO̲000

17,880,000
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収支計算書の作成の基礎
収支計算書は、以下に掲げる事項に留意 して作成するものとする。

(1)収 支計算書は、事業年度におけるすべての収入及び支出の内害を明瞭に表示するものでなければならない。

(a

収支計算書の科 目は、その性■を示す適用な名称で表示するものとする。

(3)収 支計算書は、事業活動収支の都、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。
④

収支計算書には、次の事項を注配するものとする。

)資 金の範囲
(ィ )資 金の範囲を変更 したときは、その旨及び当餞壼更による影響
(ゥ )次 期繰趙収支差額に含まれる資産および負債の内訳
(ェ )科 日間の議用及び予算比の使用があった場合には、当菫科 目及び金額
(ォ )そ の他公査法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項
(ァ

なお、収支計算書は、特定非営利活動法人ジヤバン・ プラッ トフォームが第 18事 業年度の資金収支の状況を
特定非営利活動法人ジャバン・ プラッ トフォーム、日税庁及び所薔庁に颯告するために作成するものであり、
したがって、それ以外の目的には適合 しないことがある。

2.資 金の範囲について
■全の範囲には、現全預金、未収会費、未収金、前払金、貯繊品、立薔金、前払費用、外務省供与資金、事業特定寄付金、事業用資金、
未払金、前受金、前受会費、預 り返還金、預 り金.未 払消費税等を含めている。

3.次 期繰越収支差額の内審は、次のとおりである。
[三

[当:.死 こ :I]

日」
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1∞ ,α Ю
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未払全

0,田 9
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預 り金
預 り返還金
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22,164,242

仮曼金

1.180.856
462.535.260

合計

1,886.300,

4.物 品現物寄付収入を含む事業活動収入の内書は、次の とおりである。
(単 位 :円 )
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1.事 業活動収入
1)会 費収入
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2)受 取補助全等収入
3)受 取寄付金等収入
4)そ の他の事業収入
事業活動収入合計
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2,003,221,465

48,lCЮ

△ 28,075
594,640

︲
９
４

1,700,745
1,340,711
15,926,400
595,000

5,913,600

2,742,265
△ 50,000
32,699,227

△

６８
６獅囲ｍ
３
２
５
３８
３佃
２６
３３
７
７
７５

資産の部
1.流 動資産
現金預金
未収会費
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
流動責産合計
2.固 定資産
(2)特 定資産
外務省供与資金
事業特定寄付金
事業用資金
緊急災害支援基金
特定資産合計
(3)そ の他固定資産
建物付属設備
什署備品
ソフ トウ ェア
リサイクル預託金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
責産合計
E 負債 の部
1.流 動負債
未払金
前受会費
預 り金
預 り返還金
仮受金
流動負債合計
負債合計
皿 正味財産の部
1.指 定正味財産
外務省供与資金
事業特定寄付金
事業用資金
指定正味財産合計
(う ち特定資産 へ の充当額 )
2.― 般正味財産
く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

219.957.321

804,571,423
(804.571,423)
1,027,491,945
(787,140,975)
1,032,063,368
2,250,357,379

△ 7,931,035
△ 51,063,295
173,706,868
114,712,538
(114.712.538)
△ 32,916.472
5,822,675
81,796,066
125,537,315

正味財産増減計算書
2020年 4月 1日 か ら2021年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ジヤバン・プラッ トフォーム
科

目

当年度

前年度

増

減

1.経 常増減の部
(1)経 常収益
17=300,000
1,000,000
16,790,000

10.07501000

1,070,000
17,005,CЮ 0

4,100=836,953

6=054,033,480

2,708,836,953

4,884,011,730

△ 105,000
20,000
△ 215,000
△ 1,804=000,536
△ 2.175,174,777
△ 22,064,000

0

1,482,000,000

22,064,000
1,148,857,759

511,247=340

431,034,"2

70,412,054

476,780,271
34,282,827
175,248
1=000,005
6,469
55,065
947,531

400,030,302

76,758,969
2,478,737
175,248

264,429,204

227,350,318

6

214,648,403
49,780,891
4,985,402,658

170,41Ю ,480

35,247,923
",000,綱

105,615,655
19,752,518
15,989,417
2,591,

0
1,1201007

5,882
0
1,115,105

47.959,338
6,733,323,686
6,201,408,267
105,717,908

21,693,450
16,135,333
4,027,301
1,122,187
26,977,005

4,106,

3,711,385

88,

800

5,860,063, 068
159,927, 878
8,553, 201
14,062, 070
491,

447

2,086, 702
4,761,
62,

1,089,

1,413,499

172,804
1,174,167

5,466,584
204,417
250,082
1,218,746
253,565
3,570,850

572,
195,

760
372

1,263, 271
1,630, 321
5,176, 759
40, 156
1,4Ю 6, 521

3,851,

266.395

3,233,128

△

493,270
280,434

201,

9,987, 613
2,456, 419

205

５
７

4,802, 071
9,226,

103,457,076
50,648,771

△ 1,314,495,

２
４

99,232, 228
47,846,

８ ４
８ ０

1,622, 529
11,451, 709

︐
︐
︐
︐
︐５
︐
︐︐
︐
︐
︐
︐
︐
︐
︐
９
︐
２
０
２
３
２
９
︲
４
０
５
︲
５
２
∞
嶋３
４
出
８
９
０
６
７
３
６
８
８
８
︲
２
︲
２
０
８
７
０
６
８
０
０
４
６
３
２
︲
ー︐△

748,

161

15,348,
3,590, 289

１︐４︐△ １︐４・２︐４︐△ １︐ハ
△
△ △
△△

255,

949,
1,147.

６︐７︐１︐
△△

876,

1,432,
6,810,

△
△ △ △ △ ■ ６．
△ △

44,

4,554,567, 099
166,040, 083
1,069, 068
12,391, 118

70,

△ 1=362,321,

△

31,601
1,108,191
7,328,152
652,492
994,742
14,855,557
2,930,856
80,648
4,875,761

1.821.553

△ 1.747.921.028

△

920,

587

55,065
△ 167,574

６︐
△２
△

24,
130,

△ 111,022

３４
５
８４
７
２９
８５
１７
２蜘４
６ ４８
２５
７４
２５
９１
９３
５
０
１７
２
９６
５５
０３
３
１
１価２９

4,019,080,002

31,804,090

333,142,241

△ １︐△ Ｌ
△
△

受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取補助金等
受取外務省供与資金振書額
受取復興庁供与資金撮替領
受取外務省供与資金
受取寄付金
受取事業特定寄付金撮書額
受取一般寄付金
物品現物寄付
腱収益
受取利息
為替差益
雑収益
その他指定正味財豊か らの撮書観
受取事業用資金撮書額
運営資金等撮替額
経常収益計
(2)経 常費用
事業費
給与手当
臨時雇賃金
法定福利費
通勤費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
リース料
保険料
諧謝金
租税公課
支払助成金
晏託費
支払手数料
広報費
諸会費
研修費
物品現物寄付
為替差損
雑費
管理費
給与手当
臨時雇賃金
法定福利費
通勤費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
滅価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修経費
光熱水料費
賃借料

164,261
△ 1,156,
△ 2.632,

△ 12,330
337,722

8,170,

３２６
８獅７
２２
４
９細晰２
２５
４
３
６５６

34,
114・

3,341,
8,276,
1,045,
444,

870

77,

386
0

島
１︐１︐△ △ ＾
△ △
△

122,600
18,478
3,497,803
72.000

△ 173,
△ 15,

845,

△

672,302
18,499
7,526,361
62,016
4,010,312
6,843,610

△

リース料
保険料
諸謝金
租税公課
委籠費
支払手数料
広報費
諸会費
研修費
システム利用料
物品現物寄付
着書差損
経費
経常費用計
評価損益等調整前 当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
2.経 常外増減の部
(1)経 常外収益
固定資産売却益
経常外収益計
(2)経 常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般 正味財産増減額
―般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
受取補助金等 (指 定正昧財産)
受取外務省供与資金
受取国庫補助金
受取民間補助金
受取民間助威金
受取書付金 (指 定正味財庄)
事業特定寄付金
物品現物寄付
彙取週遭金
受取返還金
外務省供与資金週遭取鵬
その他 ―般正味財産増減撮薔■
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

24,

5,018,319,130
△ 32,916,472

6.384.865。 943

348.457.743

△ 137
△ 1,366,546,313
△ 381,374,215

△ 32,016,472

348,457,743

△ 301.374.21

543

△ 32,916,472
1,027,491,945
994,575,473
3,0621050,058
2,715,913,000

12,000
12,000

△ 12,000
△ 12,000

163,703
163,703

△ 1631703
△ 163,703
151,703

△ 151,703
348,306,040
679,185,905

0
346,146,058

■0,1",123
489,450,373
748,750
20,124=051
29,124,951

△ 16:615,076
△ 3,450,055!518
114,712,538
804,571,423
919,283,961
1,913,059,434

34旧 ,306,0̀

1,027,491,945

△ 32,916,472

2,665,714,034

396,345,024

2,571,876,241
0

△ 381.222.512

22,064,000
71,773,793

0
470,432,427
474,670,463
4,761.964
30,613,703
39,613,793

0
△ 5.533.465.350
△ 2.348.705.596
3,153,277,019
804,571,423
1,032,063,368

144=036,759

△ 22,064.000
△ 71,773,793
346,146,058
10,766=606
14,770,910

△ 4,013,214
△ 101488=342
△ 10,480,842
△ 16,015=076

2.003,41Q332
2.463,418.134

△ 2.348.705.596
114.712.538
01,796,CN〕 6

特定非営利活動法人
ラフC´ プラ′
トフォーム

キャッシュ・ フロー計算書
2020年 4月 1日 か ら2021年 3月 31日 まで

「‐
1■■:￢

:Lヨ ヨ
口

1.事 彙活動収入

ツ

増

会費収入
補助金等収入
受取外務省供与資金収入
受取復興庁供与資金収入
受取民間補助金収入
受取民間助威金収入
寄付金収入
事業特定書付金収入
受取一般寄付金収入
返遺金収入
雑収入
事業活動収入計
2.事 業活助支出
事業費支出
管理費支出
その他 の事業活動支出

・1彎吾評謬

17,930,000

18,165,000

4,:97,013,00(0

△ 235,0100

0,720,734,000

477,179,00(0

.000

31.120,0(Ю

△ 9.064.000
△ 71,773,793

2.0

0

71.773,793

346.140,058

0

489,450,373

474,670.463
31,304,000
200,∞ 2,4

346.1

.058
0

.282.32
104,910,890

2.134856

1.254263

5.204.032.004
△ 4.981.822,
△ 02.557.
巧 △ :20.∞ 0.

4552.832.

4

△ 6,201.108.132
△ 117,104.155
△ 200.384.006

こ互7雨 雨i正 面FV
90.351.1

西 τ両雨πttT371
△ 2.055.85■

14,779,010
2.470,737

△ 13.391.565
880.503
741,000,040
1.219,375,426
24,547.012
1∞ ,■ 3,123
■404,715. 1
2,146,705,∞ 1

:昇 iF口
12.

保証金属 り収入
投資活動収入計

△ 12,α Ю
l,426.3α )

l,426,

1,414,3∞

△ 660.20,
△ :■0.921

△ 336.0100

△ 1.0:￨. 127
△ 1,∞ ■1"

:,01Ю .361)

劉図

出
壼
婁
を
言
覇護
・ー
キ
ャ
■r.現 fロ
11驚斯議
計
2.腸 鶴
吾

鋼劉

ｍｍ
１
昴６
△△

ロ

V
V

減

ュ・ フ ロー

603.:27
2.007.487

・フロ
シュ
ー
需品EIる キャッ

現金及び現全目等枷に係る換算壺額
現金及び現奎目●枷の増減額

△ 60.284

[団

1

2.1

.251.387
2.276.24E.004

115,349
2.148.913.33フ

△

4.241.173.:07
387

△ 2,056,921,720
91.996.617

膊走網 目閣 鮨臥
ム
,ψ し・テ フオ‐
"ト

財劉壼割 塾整壺豊二
1.財 綺静轟等の作成の二腱
財猜情裏●は、公姜議人会計

=率

及び裁が目において―餞に公正妥当と日められ る0計 薔準に準機 して作成 している.

2.■ ■な会針方針
(1)口 定贅菫の■●償却の方法
0有 澤□定贅童
法人税法の規定に■づく定率法による。
平成 年 1日 以障に取得した麟襲付属臓0に ついては.定 ■法による。
②毎勝目定責魔 ̀月
法人摯法の規定に薔づく定饉法による。
ヨ:当 金 の針上薔率

②

賞口剛 当金・・ ・ 傾 権 の ■日 れ に よ る機 失 に● えるため、■償 騒傘傾 構 ● 特 定の使 構 について は、口 月 に回収 可能 性 を検 討 し、
日取 不腱 ■込 ● を針 上 してい る。

(3)消 費税等の会計燿理
消費税0会 訃処理は、税込方式によつている。
(4)キ ャッシュフロー‖算書における■金の籠日
キャッシュフロー計算書における贅金 (■ 金及び凛金田●●)は 、手許現金、日時 ,:き 出し■籠な預金及び審3に 換全可能であり.

かつ、輌■の壼間について饉少なリスクしか彙わない取0日 から3ヶ 月以内に債■翔晨の謝栞する短期投■からなっている。
3.会 針方針の
餞当事項はございません。
'コ

4.壺 示方法の■■
餞当事項はございません。

6.10定 責壼の増摯口及びその機富
特定貴嵐の増■●及びその機

=は

、次のとおりである。

l

博定 贅凛

外3■ 僕与贅全
事拿特定書付金
●彙用■全

l.2

.287.3
403.∞ 2∞

l

1

13,724,1

61

245."0.0211
01

■曇 菫 書 壺 饉 金

.

21

■200.505,7
7.5".

61

l

1.007.613,4

13,874,872,"￨
1.∞ 4,004."8

440.373.643
46■ 965.565

"7.745.492
106. 0,∞ 4

172670,7"l

6.特 定責産の財菫●●肉訳
特定責産の財

=●

の内釈は、次の とお りである。

科

ET=日

目

時定■壼
外薔●供事資金
事彙特定書付金
事彙用贅金

ち指定
財産 ￨(う ち―僣
財塵か ら
=昧
=味 ) ￨
か らの発着口
の発当饉〉

(う

(う ち負債に
対応する●〉

￨

1."7.6

.4

0,371・ 14̀

45■ 965.5̀:

644.00D!
15,075,0701

(7∞ ."3.710)

(::●

(286,865,620

(14.555.31カ

093,鴎 1?￨

(17.242.

3)

(m.052"1)

(340,015)

7.目 定貴産の取得●口、■●償却黒計1日 及び当翔栞薔富
日定貴産の取得隠

■薔●コ彙計暉及び当鋼束残富は、次のとおりである。

¨嘔面
叫﹂帆

その■0日 定責壼
菫蜘付口腱●
什■●昌
ソフ トウェア

l

l

̀.7".8

ll:雷 :鴛

1,773.

6

7,712,

6

￨

●.補 助奎等の内訳菫びに変付着、出期の増
及び腱富
りである.
構助全●の内訳並びに変付者、当期の■■●及び残富は、次のとお
"観

巨コ

柏 助全等の 名薔

交 付奢

外務省供与費全

El「 田

外務省供与費全

外務省

E=五 日□ I国

J■ P:A

=□

屁正

EEE圧

=□

巨

=E□

巨

2.715.0:3,000

2.472.43● 011

0.￨:● 71̀

̀.ml
752.000.02

1.432,"0.000

1.533,306."4

7m.2".7:̀

60.3■

8

￨

,:46.0調

46.936.001

860,

財注から―臓正昧財壼へ0● ●●の内釈
=味
檜定工味財農か ら…艘正味財壼への■,日 の肉Rは 、次の とお りである。

・ フロー 計
ャ ッシュ

=書

目饉

菫 要 な丼費 ●取
=￨
凛 枷 に よ り書 付 を受 け入れ た全郎

=嗜

187.

0.■ 定

10.キ

当用末残
うち、
=の(亭 彙用彙 嗜1,対日壺■●
お定
財魔

==コ

、923,000円 ある。

11.そ の仕
は、当団体が諄■・ モニタ リング●を行 う支橿事彙用の資金 として管理するために
指定工味財■に計上 している事業用責産
"3.614.180円
書えた資金 と、
寄付書等の意思によ り諄せ られた●的0● 田内で外務●供与資金 と事彙特定書付金か ら
=り
民口助咸金か ら撮 り曽えた贅金である。
猥 り書えられている責金の内訳は外務省供与資金23.98.470円 、事摯特定書付金 .366.288円 、民間勁威全321,310,431円 である。

4・

001

20.473.471

麟 区初

酬 キ1引
―像IE腱 財農
壼●■●

321.3:■ 43:

圏習

特定非晰
助法人
・プラットフォーム
ジヤバン

1.基 本財産及び特定資産の明細
特定資産については、財務諸表に対する注

2.引 当金の明綱
該当事項な し。

5及 び 6に 記載をしているため、内容の記載を省略 している。

財

目 録

産

第 20期

2021年

3月

31日

現在

特定非営利活動法人
ジ ャパ ン・ プ ラ ッ トフ ォー ム

JAPA‖
P二

ArFOR‖
口1111

財庄目録
""年

明 31日 現在

場所・●量零

目

使用 目的●

奎

(議 闘 資 鷹 )

■8資 金

現金

手元保管

書遭猥金

薔遭預金
三井住友饉行 麹町支店
J餞 情 本店
=贅
七十七銀行
日本構支授
『

200.56B.400
題営費金
遭営資金
ヨ営資金 :東 北事情所 出納
ヨ雷■全 :政 府提出金m:
週営資金 :全 菫・ 団体・ ■ 人拠 出金m:
一般寄付金 彙入 ロ

J銀 行 本店

=菫rJ饉

行 本店
『
二壼 J● 能銀行 本店

=贅

J饉 行 本店

『
『

=薔

2,010,701

事鵬局強化資金
2020年度贅助会 員会費

素収 会費

26.546,430
:05,685,700
926.141
65,707.635

2.860,086
40,010
6,704,3∞
1∞ ,0∞

50,300,400

未収金

定諷電気代

東東キ リンピパ レッジサー ビス絲式会社

1.520

済E遭 全

ハ盤財口法人 プラン・ イ ンターナシ ョナル・ ジャバ ン

"求
口求済週遭全

320.007

金金
遭遭
菫週
済済
求求
＝

公菫社 団法人 日本 田朦民口協力会
檸定書営利活鵬法人パルシ ック

:.:09,103
03.920

,定 葬曽稿活鵬法人饉日ヽ A● l●

特定諄曽■活口法人ジャバンハー ト
特定書
活麟法人ピースウィンズ・ ジヤバン

口求
■求清菫ヨ金
…

010,577
4,0 ,"7

特定葬営囀活麟法人ワール ド
・ ビジヨン・ ジヤバン

麟求済菫ヨ全

1.4

=層

貯E晨
切手 01
切子●6
切手 010
切手 004
切手 o04
切手 0100

300

=金

金
口求済
=遭
口求済遭遭金
●求清ヨ菫金
口求磨菫遭金

,0,0:3.323

:70,0"
:7.670,402

7".237
710

．
．
︐
２
⁚
８
電４︲
２

＝鶴鶴鶴

:駒
501

,000
,000

3∞

￨

0001

切手 01"

"01
42.0001

切手 01
切手●210
切 手020
切手 03"
収入印饉●
0
収入印績 ●"0
収入印儀 01∞ 0
収入印無 0沖 ∞

31."01

ml
32.0001

3.0釧

鶴鶴

菫払 費用

.007

口求済壼

花

ー僣社団法人日本インターナシヨナル・ サポー ト
・ プログ
ラム
chハ lto,mt'v● ●
:1定 葬営利活麟法人R●●
人SD88・ プロニス・ ジヤバン
博定鼻富網活
エン
特定■●囀活麟法人ジ
"法
螢薔社田法人セープ・ ザ・ テル ドレン・ ジャバン

立薔金
社宅

24

2',6乳

5.6∞

￨

4.0001
2.0001

31.2101

社 t■ ■ 僚 東)居住■ ■担分

●■2名

31,2401
2

12.323.

>

(*,

iSOSメ

"21
日

=2020概
・アクセスメンパーシップ
:ヨ ンプリヘンシフ
ンパーシップフィー
/01‑:2/31
rdbet Pr。

922.41,5

300.357
316.000

田)ラ イセンス 2021/14/0卜 2021/11/15

2021年 度会■ 2● 2:/04/01‑20271ν

31

セールスフォースアカウン ト使用料
ハ1■ 0/21
"21/ llノ
車々精算詢￨ラ イセンス 202ν 04/11‑"2ν
"
ース料 nⅨ東芝Dyn● hは 40台 )
=リ
農年全■およびヨンサルティング斜 (ヨ 営支援)202:/1← ∞
"20年
Smem貿 セ
lβ

34に

',260
138,250

Ｑ Ｌ
■

l

zo{i,

34件

２
６
田 Ш 圏３

(*)

<

0,004000
■261.336
:.003.割 Ю

２
３
１

(tt'i)r-x

Srmrn

優 先対応異的‖2021/0■2(2ν OI
事覇局■‖鷹か (引 縮):菫町田安ロ ビル″
"10/04
算■
雇用保険輌

２

arlg-il,|)7r7rrt-7
<*t
tE'FIl(*)
IIilftI
1 >, -t', 3 t tb z1t - z7') +,
orr74, t rall*tt
h.rtwy lDDc.l tlliffi
(I)t-r!17*-2. F" F:A
(*)
ft{,oTrrlf
14-r-w-7 l*,

" 202:/4/卜"2ν

283.
(口 定買菫 )

特定責壼
外薔省僕与資金

=螢

u:J口 行 本店

三贅昨J銀 行 本店
F罐 行 本店
=副tFJ饉 行 本店
=口
lFJ餞 ■1本 店
=壺 J銀
三菫肝 行 本店
昨J銀 行 ホ店
=贅
阻 行 本店

=副 FJ饉 行
=■

田
じJ餞

本店
店

=贅
"本
rJ■ 行
本店
=壼 FJ銀
=■

鵬

=菫

lFJ饉

行 本店
行 ホ店

三菫瞭J銀 行
J銀 行
=贅
『 uFJ銀 行
=費 昨J饉
行
=壺
暉J餞 行
=饉 FJ饉
田 行
=■
腑J銀 行
=菫
肝J餞 綺

=壼

+o
1,ill,117
2,053. $3

r, oe7,0r3,

書菫預金
外薔省脚 柏正 :イ ラク・シ リア人菫危機対応
外薔省HЮ 柏正 :ア フガニスタン人菫 2● 対応2019
外覇薔HЮ 柏正 :イ エメン人遭危●対応2010
スー ダン腱民緊急支援
外覇t'130槽
=:南
"19
外薔喘ml補 正 :イ ラタ・シ リア人菫危機対応支援
:南
ml柏
工
スー ダン腱民露 8支 饉
外薔省
外務省ml補 正 :ミ ヤンマー菫腱民人遭支饉
外覇省m2当 初
外覇省m2綸
ラタ・シ リア人菫危機対応支援
=:イ
外薔喘R)2環 摯,
外着省出謳政府支饉金 (=遭 金)
外薔雀::2鋪 正 :シ リア に 遍金)
外薔省腱 7槽 工 :シ リア鶴●人遺支援 (遭 遭金 )
:イ

本店
ホ店
本店
本店
本店
本店
本店
本店

ラク・シリア
.

外騒省H20政 府支援金 (返 還金)
)
外務省腱 1補 正 :ア フガニス タン人遭危●対応 (遭
=金
外薔●腱 9補 正 :イ エメ ン人遭危機対応支援 (週 題全 )

外覇●出り槽
ラク・シリア人菫危●対応支撮 (遷
)
=:イ
スーダン腱民緊念支援 (=ヨ 全) =金
外薔省厩
=:南
外薔省鵬Ю政府支援金 (題 遭全)
外3● 臨 正 (選 遭全)
外覇省m:菫 菫金

fi,050,068
23e $0
t36,226
11,600,

A4
1

237,926.133
2.385
631,206.218

t. 150,367
t30,3e3
7.7a1.282

30.

1,

6.
3,

16.:86.
10.250.
23.304.
45,:Ю フ
.

2,110.
44● 873.

旧

九州地方広壌贅害被贅書支饉

420,

13486●
40.543.913

０ ７．︱︐０︐■
４ ２︐７
１

"10

冑スー タン支饉
口 日本豪口敏 災奢支援2010受 入ロ
北海道地震械 災者支援20:8
アフガニスタ ン人遭危機対応支援20:￨
イエメン人三危機対応支援

"10
ア フリカ南部サイ クロン敏贅書支援
"19
南スー ダン盤民震亀支援20:￨
イラク・ シ リア人遭危●対応支援
パ レステナ・ ガザ崚E人 菫危● ":0
ンマー遭」
E民 人菫支薇
=ヤ
"10
スラウ エシ島澪菫歓■■支援2010
ネパー ル水害櫨災者支援
":9
台口 15■ 敏費者支根
令和元年台■複災者支援 (台 ■ 16■ /19■
台■ 15■ 被贅奢支援
"19
晰菫 ヨロナ ウィルス対策臓菫支援
麟菫 ヨ ロナ ウイルス対彙■3支 援
7月 豪薔贅‖ 贅奢支援

)

６．４．１︐３．こ ５︐こ ０︐０︐
１

=口

枷費●磁配布
東 日本大震贅敏災者支援
共に生 きるフアン ド
ンマー少数民族,0■ 民支援
=ヤ
アフガニス タン人菫支饉プ ログラム

．
．
１
０
嘱２︐
化配飢
０
１
︐

J銀 行 本店
=贅
三菫
『 rJ銀 行 本店
J銀 行 本店
=費 FJ銀
『田
行 本店
=■
田FJ銀 行 本店
=■
三菱 J銀 行 本店
『 暉J銀 行 本店
=贅 J銀
行 本店
=壺 J銀
三理疇
『
行 本店
三菱 J銀 行 本店
行 本店
『 順
=菫 J銀
暉
行 ホ店
=壺
三菱lFJ銀 行 本店
tFJ銀 行 ホ店
=贅
住友銀行 腱町支店
=丼 FJ銀
三日田
行 本店
暉J銀 行 本店
=薔 J銀
暉
行 ホ店
=贅
ι
FJ饉 行 本店
=贅 lFU餞
行 本店
=■暉J銀
行 本店
=菫 J銀
t「
行 本店
=螢 J饉
三菱
行 ホ店
『 暉J銀 行 ホ店

"20年
4,005,666

三饉口 銀行 ホ店
暉J銀 行 本店
=菫 腑J饉
店

=薔
"本
げJ饉 行
本店
=菫
lFU

行
=壺 ι
FJ銀 行
=菱 lFJ●
行
=壺 田U銀
行
=壺
三整rJ饉 行
rJ彙 行

=壼

三贅旺

=菫

本店
本店
本店
本店
本店
本店

行 本店

肝J銀 行 本店

嗜J銀 行 本店
=壼
暉J銀 行 本店

=菫

三菫暉J銀 行 ホ店

体眠■金●活用事業
休瞑預金等活用事彙
■減箕
休眠預金●活用事業""防 急ョ ロナ対応
"20緊
ロナ ウイルス対応摯亀支饉助威
在日外目人
休曜覆全●活用事業
"20ョ
支優 プログラム
パ レステナ・ガザ人菫支優モニ タ リング事拿②
ンマー豊菫民人菫支優籠●対応モニ タ リング静薔事菫
=ヤ
事彙
南スー タン支饉プ ログラム諄僣 および儡用モニ タ リング
"債
イラク・ シ リア人三た●対応モ ニ タ リング静籠事業
ア フガニスタン人菫危●対応モニ タ リング評債事彙
イエメン人菫艦●対応支撮モニ タ リング諄薔事彙
イ ン ドネシア・ スラウエシ島地震・ 澤菫被災書支援モニ タ リング絆●事
業
パ レステナ・ ガザ人三危機対応支楓モニ タ リング静薔事業 (2年 次・ 3年
次)
九州地方広崚贅書支握■壺およびモニタリング事拿(D

餞本■における中日支援饉●菫露およびモニタリング事彙
福■に残された3つ の諄■に取 り組み、奈素に″Fの 知見を強す事彙

2■
52. 553.62:
110, 83■ 01
:フ4,7:7.531

582.01

7,

lQ
社
a).
00,￨ 210,175

lFJ銀 行 本店
=菫
三井住友銀行 腱町支店

露亀贅書支援薔金受入 ロ
農急贅書支援薔金 (海 外)晏 入ロ

3●
20, 000.

その他固定資産
事務局菫曽
事薔局菫

=

フトウェア

デー タベース輌菫′就彙■■ システム

サイクル願
"金

自口販売●菫■レ台

:,773.230
1,732.鵬 旧

aa"

1:.

33,

Ю

400,α Ю

東北事書所 、社宅 (仙 台・福島・凛京)

2003.2:.
ム376."4.604
(議 ●■● )

0,6"

233.

彙払金
事 業■ :助 咸活腱
事彙費 :助 蔵活■ (休 曖預金等活用事■)
事象■ :支 橿活働
事 彙費 :菫 鶴麟菫

■■■

:35,15215:
47.303.503
13.652,328
21.004,213
:5,240,

口員会■

鳳 0∞
鳳 ば

2021年度費助会員会費

)

■り金
臓員/取 引先

600,473
377.573

菫 虫籠格税

22,:

り遭遭金
外薔省出諄政府支饉金 (燿 遭金)
外薔●躊 檜
リア (菫 遭金)
=:シ
外薔●腋 7政 府支援金 (菫 壼金)
・ シ リア餞民・口肉菫腱民支援 (返 還金 )
ラク
外薔喘貶7槽
=:イ
外●■‖田政府支援金 G■ ■金)
外薔告脳E綸 工 :イ ラク・シ リア人菫彙●対応支饉 (遭 壼全 )
エメン人菫危●対応支饉 (菫
)
外覇書田腱籠
=:イ
=金
外薔省H20政府支援金 (菫 遭金)
外覇省腱 0補 正 :ア フガニス タン人三危機対応 (H遣 金 )
)
外薔省H20檜工 :イ エメン人遭危機対応支援 (菫

=金
外■省腱 0補 正 :イ ラク・シ リア人遭危●対応支援 (燿 ヨ金 )
外薔省H"補 正 :南 スータン菫民農急支援 (菫 遭金 )
遭
)
外薔■腱 1檜 工 :ミ ヤンマー菫菫 民支援 《
=金
外薔●脚 菫席支饉全 GEE金 )
外■薔::3哺
府支援全 α ヨ金)
=取
外薔雀m:(選 菫金)

4

.

2

1,i50,307

".:∞

."3

8.675,
17.010,
0,

862

7. 47●
3. 517,
1●
10,

11,
36. 204,
73. 1田 .

2

:

シャンテ ィロ臓ポ ランテ ィア会

正味

遭遭金概算

特定非営利活動法人
・テカ小フォーム
シヤ
バン

量嵐田 阻塾 目」戯豊
1.財 産 目録の作成の基礎
財産目録は、公益法人会計基準及び我が日において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠 して作成 している。

書 式第

18号

(法 第

28条 関係 )
事

令和 2年 度年間役員名簿

業

告

報

用

(前 事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載 した名簿)

特定主営利活動法人ジャバ ン・ プラッ トフォーム

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。)

И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○

1

監事

(フ

リガナ)
住 所 又 は 居 所

氏

名

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)

・イ シュウ
ナカ
サイ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

永井

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

小美 野 剛

令和 3年 3月 31日

年

月

日

アキモトヨシ
タカ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

ミ
チ
イカワモト

令和 2年 4月 1日

年

月

日

井川 紀 道

令和 3年 3月 31日

年

月

日

イシイ マサコ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

セキ・
ト ヒロ
タカ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

関戸 博 高

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

秀哉

コミノタケシ
2

3

監事

秋元
4

5

監事

監事

石井

6

監事

7

光

・ユキ
ゞラカス
タ
キン
金原

8

正子

カワ ヒ
カル
イシ
石川

監事

義孝

主幸

監事

スキ'モ ト ヒロミ
9

監事

杉本
(天 花 寺

10

監事

宏美
宏美

エ ヨ
シア
ホリ
キ
堀江

良彰

)

書式第

18号

(法 第

28条 関係

)

事
圏雷
ヨ

監事

告

報

用

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

ロア
キ
イシ
イ ヒ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

石井

令和 3年 3月 31日

年

月

日

タナカ ヒロシ

令和 2年 4月 1日

年

月

日

田中

令和 3年 3月 31日

年

月

日

令和 2年 4月 1日

年

月

日

令和 3年 3月 31日

年

月

日

コオ ヒ
ロシ
ヨ
横尾

12

業

博

宏明

13

シ
ナタ
'

皓

・ユキ
カス

14
品田

和之

書 式第 4号 (法 第

10条 ・ 第 28条 関係
社 員 名 簿

設 立・ 事 業 報 告 用
)

(社 員の うち

10人 以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人ジ土ど ン・̲プ ラ2ト フォーム

氏

名

石崎 登

つ﹄

出原 充浩

3 岩崎 政孝

4

永野 諭

5 付尾 信 尚

6 吉田 聡

7

永井 秀哉

8 芹田 博
オム ロン株式会社
9 代表取締 役社 長 山田
義仁
特定非営利活動法 人難 民
10 を助 ける会

理事長

12

長 有紀枝

住

所 又

は 居 所

