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　2015年度は、民間資金の拡大に集中する「中期戦略計画2017」
の初年度となりました。
国際協力事業は、計5件の支援事業（緊急復興支援3件、開発支援事
業2件）を実施しました。そして実施国は、5カ国（ガーナ、アフガニス
タン、東ティモール、フィリピン、ネパール）となりました。
　啓発普及事業は、本年度も2大キャンペーン（つながる国際協力
「CAREスマイルギフトキャンペーン」と歩く国際協力「Walk in Her 
Shoes」）を実施しました。メディアへの露出とイベントへの参加者数
なども急増しており、多様な協力者の皆様によって支えられているこ
とを実感しています。
　決算は、収入9,114万円、支出9,284万円、収支差額169万円の赤
字となりました。CRM（寄付付き商品）を通じた一般寄付が大幅に減
り、収入に大きな影響を与えました。3期連続の赤字を打開し黒字化
するべく、資金源の多様化をさらに加速しなければなりません。
　さて、本年は戦後70周年にあたります。米国ニューヨークで民間
組織22団体がCAREを設立した1945年からも70年が経ちます。米
国市民の寄付は、「CAREパッケージ（ケア物資）」により、敗戦国も
含めヨーロッパ各国をはじめ、日本やアジアの国々にも届き、復興へ
の糧となりました。
　その後、「CAREパッケージ（ケア物資）」という形の支援は終了し、
CAREの活動は多様になりました。物資を提供するだけでなく、潜在
的な能力を引き出すソフトな支援が数多く実施されています。例え
ば、住民が子どもの栄養に関する知識と意識を高めて、それを実践す
るようにサポートするといった支援方法です。一方、支援をする側の
方法も寄付だけでなく、ボランティアとしてファンドレイジングをした
り、ハガキや切手や本等のモノによる寄付を行ったり、多様化が進ん
でいます。変化をとらえて柔軟に対応する姿勢を我々は今後も続けて
行きます。
　これからも現場の声と支援者の声
をたくさん聞き、効果のある活動をし
ていきます。様々なカタチでのご協
力を引き続きよろしくお願いいたしま
す。

年度総括
　当財団は、ケア・インターナショナルの日本の組織として設立27年
目を迎え、引き続き公益財団の社会的責務を果たすための努力を続
けています。ひとえに支援者の皆様の不断のご指導とご支援の賜物
と御礼を申し上げます。
　本年5月、日本経済新聞社が主催する「日経ソーシャルイニシアチ
ブ大賞」において、当財団は、味の素株式会社、公益財団法人プラン・
ジャパンと共同で栄えある大賞を受賞しました。途上国においては離
乳期の子どもの栄養改善が喫緊の課題となっています。本事業はア
フリカのガーナをモデル地域として、味の素が同社のアミノ酸栄養の
ノウハウを活かして離乳期の子ども向けの栄養サプリメントを開発
し、その中で当財団は女性の自立支援を目的にした「販売モデル」の
実証試験を担当して、過去数年にわたって推進してきたものです。
ガーナ大学、ガーナ政府や日米両政府機関など、幅広いソーシャルセ
クターとの連携を通じ、持続可能なビジネスモデルとして構築してき
たことが評価されたものです。
　当財団にとっても、ソーシャルビジネス事業は新しい事業分野の柱
としてますます力を入れて行く分野ですが、その意義はまず当財団の
モットーである「女性の自立」につながることが大前提であり、そして
ソーシャルビジネスの両輪である「社会課題の解決」と「ビジネスの
採算性」の二つを確実に実現させることにほかなりません。今後とも、
本大賞受賞を弾みにして成果を納めて参りたいと一同決意を新たに
しております。
　また、当財団には全国各地に7つの強力な「CARE支援組織」があ
り、ファンドレイジングをご支援していただいております。このような
支援組織体制は他に例がなく非常に誇りに思っております。本年度
は、「ケア・サポーターズクラブ大分」が設立10周年を、「ケア・フレン
ズ長野」が設立5周年を迎えました。誠に心強い限りであります。そ
れにお応えできるよう、今後とも鋭意努力して参りたいと存じます。
　今後とも当財団は、ミッションであ
る女性と女子を中心とした途上国支
援活動に邁進して参る所存です。こ
の年次報告書が皆様の当財団に対す
るご理解を深め、なお一層のご支援
を賜る一助となれば幸いです。
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東ティモール「学習雑誌『ラファエック』を通した農村地域の自立支援事業」
＿ アジアで一番新しい国の農村部の人たちに生きるチカラを届ける

●受益者の声
小学5年生のエガス・ゴメスくんは、「ラ
ファエック」を読むことを毎回楽しみにし
ています。「『ラファエック』の中で一番好
きなところはお話し（物語）です。学校や
家で『ラファエック』を使っていろいろ勉
強しています。遊ぶことが好きだけど、学
校で勉強することの方が好きです。学校
の授業で一番好きな教科は算数です。今
熱中しているスポーツはサッカーで、毎日
友だちとサッカーをしています。たくさん
勉強して将来は政府高官になりたいで
す」と笑顔で語ってくれました。

課題
アジアで一番若い国である東ティモールは、国民の半数が1日1.25ドル以下で暮らすアジ
ア最貧国の一つ。貧困層の85%は農村部に暮らしおり、昨今、農村部と都市部との経済・

教育格差が顕著となっています。成人識字率は都市部で約80%であるのに対し農村部では約44%と
低く、農村部では十分な識字能力や計算能力を身に付けることができず、経済活動や家計の管理にも
支障をきたし、親の識字能力の低さが子どもの栄養・健康状態、そして就学率にも悪影響となって現
れています。

3年間のパイロット期間を終え、本年度から本体事業として対象地域を全13県に拡大
して実施。また、成人向けと未就学・低学年児童向けに加え、新たに、教員向け「ラファ

エック」も追加し、小学校教師に配布しました。具体的には、年3回の配布を通じ、子どもの健康と教
育の促進や日々の生活情報と生業支援を目的とした成人向け「ラファエック」を全13県の約80,000
世帯に配布。配布後に、対話ワークショップを開催し、「ラファエック」の内容について対象世帯の理
解と実践能力を強化しました。また、未就学・低学年児童向け「ラファエック」を約110,000人に配布、
教員向けを13県の約8,000人の小学校教師に配布しました。教員用については、教育言語（ポルトガ
ル語）の問題や、従来の指導法から参加型指導法への転換を巡る問題等、「ラファエック」にバランス
良く反映していくことが今後の課題となっています。

活動内容

13県 80,000世帯
対象となった県（東ティモール全県） 対象となった世帯数

3種類
学習雑誌「ラファエック」の種類

（成人向け、未就学・低学年児童向け、
教員向け）

開発支援
事業

ガーナ「ソーシャルビジネス事業」
＿赤ちゃんの栄養改善を目指して、貧困層の女性たちがセールスレディとして活躍

1,587回 20,818名 51,354 袋
需要創出イベントの開催回数 左記イベントへの延べ参加者数 栄養補助サプリメント

「KOKO plus」の販売数

開発支援
事業

継続
事業
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●担当者の声
CAREガーナ事務所　マーシー・ニアミケ
プロジェクト・マネージャー
このプロジェクトは、乳幼児の栄養支援で
あると同時に、女性の自立支援でもあり
ます。「KOKO Plus」の販売員となった女
性の収入を高める方法についても検討し
ました。いろいろな手法を用いて行ったこ
のプロジェクトは大成功でした。ある母親
は、栄養不良で元気がなかった生後１５ヵ
月の息子が「KOKO Plus」を与えてから目
に見えて健康になったと報告してくれまし
た。彼女はこのプロジェクトによって幸せ
になれた多くの母親のひとりです。プロ
ジェクトを通じ、一人でも多くこのような女
性と家族を増していきたいと思っていま
す。

課題
ガーナでは、経済的な南北格差が生じており、貧しい北部の開発支援が急務となっていま
す。さらに、気候変動の影響により、北部の貧困層は非常に厳しい生活環境におかれ、乳

幼児の栄養状況についても、北部ではより深刻な状況となっています。ソーシャルビジネス（本案件で
は、貧困層に対する栄養補助サプリメント「KOKO plus」販売・普及）を通じて、女性の収入機会の創
出とその安定化に加え、母親の栄養知識の向上を促進することにより、6ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼
児の栄養改善を目指しています。

本年度は、１）栄養補助サプリメント「KOKO plus」のソーシャル・マーケティング活
動の実施、２）村のボランティアを活用した栄養啓発の強化、３）セールスレディの育

成や流通ハブ（拠点）のモニタリング、４）事業展開の拡大に向けた新たな事業地の選定を実施しまし
た。その結果、あらゆる面での栄養啓発活動が功を奏し、父親の子どもたちの栄養に対する責任感が
高まり、家事を助ける等の栄養改善に向けた行動変容が起こっています。また、ビジネスの拡大に向け、
販売商品に工夫を凝らしたり、夫の協力を得て先行投資をするセールスレディも出てきています。一方、
事業を展開している北部は人口密度が低く、流通コストも高いこともあり、ソーシャルビジネスとして持
続的なビジネスを行う上での今後の課題として、より広範囲への販売量拡大の必要性が高まっていま
す。

活動内容

継続
事業
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緊急・復興
支援事業

フィリピン「フィリピン台風被災者復興支援事業」

27,040世帯 181米ドル
生業支援を受けた特に脆弱な世帯数 現金支給された

約4か月分の世帯収入相当額

220回
再建計画や家計管理に関する

研修の実施回数

＿最も弱い立場におかれた被災者を優先して、確実に届けられる支援

1,744人 62校 17校

アフガニスタン「遠隔農村地域におけるコミュニティ運営による初等教育事業」
＿女子教育の実現によって、子どもたちに「未来」という贈り物を

コミュニティ運営の学校に
登録した生徒数

コミュニティ運営の学校数 生徒の公立学校への転校に伴い
閉鎖したコミュニティ運営の学校数

緊急・復興
支援事業

5  

●受益者の声
79歳の未亡人ベロニカさんは、台風で、
自宅兼食料品店を失いました。CAREの
生業支援で現金支給を受けたベロニカさ
んは、これを店の再開資金に充て、飲み
物やスナック、トイレ用品等を購入、商品
として陳列しました。ベロニカさんは自分
が作った商品にマーケティング戦略として
ラベルを張り始めるなど、現状に満足して
いません。「もう一度稼いで、自分のため
に何かを買えるなんて、すごいごほうびを
もらったようです」と、ベロニカさんはお
店を再開できた喜びを語ってくれました。

課題
2013年11月8日、史上最大の台風がフィリピンを襲い、全81州のうち6州が被災しました。90%
の家屋が倒壊した被災地もあり、またインフラへの被害も甚大で、水道、電力等のライフラインも

大きな損傷を被りました。アクセスが容易ではない遠隔の被災地も多く、被災状況の全容の把握にも困難を極
めましたが、CAREは発災直後から、Accord等の現地の協力団体と連携し、とりわけ支援の行き届かない地
域を中心に、緊急支援活動を実施しました。状況はかなり改善し、安定してきていますが、被害の規模や被害
範囲が大きかったため、最も脆弱な立場におかれた何百万もの人々が、特に住まいや生業の分野で継続的な支
援を必要としています。

本年度は、生業支援に注力し、特に脆弱な世帯に、生活再建の初期費用として約4ヶ月分の
世帯収入に相当する現金を支給し、200回を超える再建計画や家計管理に関する研修を行

いました。その結果、現金支給から1ヶ月後には、小売業（食料品や日用雑貨等）を始めた被災者が、また養豚
など家畜業を開始した被災者は、約3～ 5ヶ月後に、収入を得ることができるようになりました。現金支給によ
り、90%を超える被災者が、被災前に営んでいた事業を再開する、あるいは養豚などの新たな事業を始めるこ
とができ、その内60%の事業が女性によるものでした。今後は、長期的視点に立ち、次の災害を見据えた「よ
り安全な再建」を目指します。特に、最貧層や高齢者や妊婦、障がい者等の弱い立場におかれた人々が受益し、
災害リスクの軽減や男女平等の促進に寄与する生業支援を、現地の団体とともに展開していきます。

活動内容

●受益者の声
CBSに通う3年生のサジヤ（10歳）の叔
父のアブドゥルは、「サジヤは変わりまし
た。家族の中で先生のような役割を担い、
学校で習った健康や衛生について教えて
くれます。私でさえ、この小さな女の子か
ら沢山のことを習っています」、また
「CBSが子どもたちを変え、子どもたちが
コミュニティを変えました。この点で、CB
Sに通う全ての生徒が重要な役割を果た
しています。私の親戚は、カブールなどの
都市で暮らしています。親戚への連絡は、
殆ど、CBSに通う子どもたちを通して行っ
ています。村民の多くは読み書きができ
ないので、子どもたちに、携帯電話をかけ
てもらったり、手紙の読み書きを手伝っ
てもらっています」と話してくれました。

課題
アフガニスタンは、20年以上にわたる長い紛争の結果、現在も社会的・経済的指標が世界で
最も低い最貧国のひとつとされています。紛争下、子どもたちは質の高い教育を受けることが

できず、特にタリバン政権下においては女性に対する権利は抑圧され、学校に通えた女子はわずか5％で
した。加えて同国の教育システムは紛争以前からも非常に脆弱である上に、人材の不足（教師、特に女性
教師）や財政面、行政組織の体制面での弱さなどから、教育システムの改善・発展は現在も非常に困難な
状況にあり、特にアクセスの悪い遠隔地においては、子どもたち、特に女子への教育機会は少なく、また
継続も非常に難しいという状況があります。アフガニスタンには今、子どもたちの初等教育を受ける権利
に応えるため、包括的な支援が急務とされています。

本年度で約4年にわたる事業を終了。本年度は、コミュニティ運営の学校（CBS）62校
の運営を継続する一方、生徒の公立学校への転校に伴いCBS17校を閉鎖しました。成

果としては、児童の学力向上、児童による家族の生活改善への貢献、また貧困家庭出身の教師の活躍に
より児童や住民の教育への意識が向上したことなどが挙げられます。その他、事業開始時から教育省に
対し遠隔地での学校建設の重要性を啓発してきた結果、遠隔地にも公立学校が新設され、CBS在席生徒
を自宅近くの新設校に転校させることができました。さらに、母親が学校管理に携わる機会も確保するこ
とができました。今後、本事業は現地アフガニスタン事務所に引き継がれるため、これまでに達成された
児童の学力向上などの良い成果が更に拡大されるよう、現地事務所の事業運営能力のより一層の強化が
求められます。

活動内容

継続
事業

終了
事業
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新規
事業

ネパール「ネパール大地震被災者緊急支援事業」
＿家屋全壊世帯、下位のカースト世帯、母子世帯など災害弱者に確実に届けられる支援

3,982世帯 9,725 世帯 8,199世帯
食糧を配布した世帯数 緊急のシェルターと

生活物資を提供した世帯数
安全な飲料水と

衛生用品を提供した世帯数

緊急・復興
支援事業

日本「アドボカシー事業」

42団体 17目標
「動く→動かす*」加盟団体数

（2015年6月30日現在の正会員）
持続可能な開発目標（SDGs）の

目標数

15 年
SDGsの達成目標年の
2030年までの残年数

＿変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に
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その他の
事業

●支援者の声
「人々は家を失ったけれど、希望は失って
いません」と、CAREネパール事務所で
ジェンダーチームを手伝う26歳のヤショ
ダさんはいいます。「ほとんど毎日、地
震の被災者と話をします。彼らは強く、
そして立ち直りが早いです。でも、女性
と女子にとっては、状況はとても厳しい
ものです。家計の負担を減らす手段とし
て、児童婚や人身売買が増えていくこと
を、私たちは心配しています。CAREは、
コミュニティ保健ボランティアや、コミュ
ニティの動員を働きかける人々とともに、
性差に基づく暴力に関する啓発と支援
活動を行っていきます」と力強く語ってく
れました。

課題
2015年4月25日、マグニチュード7.8の地震がネパールを襲い、全75郡のうち35の郡が
被災し、被災者数は約280万人、死者8,831人（男性3,936人、女性4,889人）にのぼり

ました。CAREネパール事務所は、発災直後から6月末までの約2ヶ月間、緊急シェルター、食糧配布、
水と衛生の分野を中心に緊急支援活動を展開。発災直後、地方への道路が寸断され、支援物資の地
方への搬送が困難を極める中、首都カトマンズへの支援集中を回避しつつ、特に、家屋が全壊した世
帯、下位のカーストに属する世帯、母子世帯等の社会的に周縁化された女性、HIVエイズ感染者・患者、
障がい者、5歳未満の子ども、乳幼児、高齢者等の災害弱者に対する支援を優先して実施しました。

2015年6月末までに、3,982世帯（19,910人）に食糧を配布。品目には固形食品を
中心にビスケット等のインスタント食品、米、豆、油、塩等が含まれました。同時に、

9,725世帯（48,625人）に、緊急シェルターと生活物資を提供し、瓦礫の撤去作業も併せて実施しま
した。加えて、8,199世帯（40,989人）には安全な飲料水及び衛生用品を提供するとともに、簡易ト
イレの設置も進めました。今後は、被災者の生活再建に向けたシェルターの自主再建や生業支援を行
いながら、時間の経過とともに、平常時以上に問題がより顕在化されると考えられている家庭内暴力
や人身売買等の性差に基づく暴力が深刻化しないように、被災地域の住民や関係諸機関に広く啓発し
ていく必要があります。

活動内容

●インターンの声
藤谷　碧（ふじたに　みどり）（大学2年生）
「アドボカシー」とは普段は聞かない言葉
だと思います。一番の大きな仕事は、飢餓
や女性差別など、世界の問題について、一
般の人、企業、政治家、政府の職員に広め、
巻き込むことです。インターンとして、「動
く→動かす」第8期年間総会に参加し、ミ
レニアム開発目標（MDGs）の実施期間中
に達成されなかった、安全な水や十分な
栄養・教育などの目標を達成するために
は、世界が直面する問題について認識する
人を増やす必要性、そのタスクにおけるア
ドボカシーの役割の重要性を強く感じま
した。

課題
日本では、13年ぶりにODA大綱の見直しが行われ、途上国の人々の声を政策に反映させ
る必要がありました。また、2000年に制定された国連ミレニアム開発目標（MDGs）が期

限を迎えるにあたり、2015年9月には、国際社会の変化を踏まえながら、未達成の目標も含めて新た
な開発目標を決める時期となっています。

他団体（特に、「動く→動かす」と特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター
（JANIC））と協力して、ODA大綱の見直し（開発協力大綱）、ポスト2015（持続可能な

開発目標：Sustainable Development Goals (SDGs)）、そしてジェンダー関連に優先順位をおき、国
会議員や外務省などとの各種会議やパブリックコメント等を通じて、政策提言を行いました。

活動内容

新規
事業

*ミレニアム開発目標（MDGs）を達成し、貧困問題を解決するために2005年に発足した世界的な市民社会ネットワーク
GCAP（Global Call to Action Against Povertyの略。ジーキャップ）。世界131ヵ国にまで広がるこのネットワーク
の日本版として設立されたのが、「動く→動かす」。

6



CARE支援組織　
活動紹介
～全国から届いたレポートを紹介します～

ケア・フレンズ岡山

岡山国際ホテルにて歌舞伎俳優中村獅童氏をお迎えして、「私の夢」
というテーマでの講演会とバザーを行いました。助六の舞まで披露し
ていただき飾らないお人柄に接し、会場に居られる皆様が魅了された
様子でした。

中村獅童講演会・バザー（2015 年 3月7日）

ケア・フレンズ東京

第17回講演会は、テノール歌手の秋川雅史様をお迎えしました。夢を
叶える為の努力、そして夢を持つ事の大切さをお話し頂いた後、素晴
らしい歌声で、1,500名のお客様は涙し、感動のひと時に、秋川様に
感謝致しました。

秋川雅史講演会・バザー（2015 年 2月11日）

ケア・フレンズ長野

設立5周年を記念して、立川志の輔師匠をお招きしての楽しい記念落
語会を開催。感動深い式典を行うことができました。さらに活動を記
録した5周年記念誌も発刊して、関係者の皆様にお配りしました。

ケア・フレンズ長野 5周年記念落語会（2014 年10月30日）

ケア・サポーターズクラブ大分

秋風が心地よい中、知事公舎の庭園にて、総会及びガーデンパーティ
ーを行いました。会長お手製のスペイン料理や大分の食材を使った
数々の料理を頂きながら、楽しいひと時を過ごしました。

総会・ガーデンパーティー（2014 年 9月21日）

ケア・サポーターズクラブ熊本

安倍洋子様、加藤睦子様を講師にお迎えし、第9回講演会を開催しま
した。インタビュー形式で女性として、妻として、普通はなかなかお聞
きできないようなお話に会場は大変盛り上がりました。

チャリティ講演会「未来を見つめて」（2014 年10月22日）

ケア・パートナーズ金沢

留学生トークフォーラムに合わせ、映像やスピーチを織り交ぜながら、
「CARE」の理念を紹介し、活動への参画を呼び掛けました。使用済
み切手などを回収する「あつめて国際協力」も展開しました。

「JAPAN TENT」での PR 活動（2014 年 8月25日） 北國新聞社 提供

ケア・サポーターズクラブ千葉

会長所属「千葉すずらん会　女性の会」総会にて、バザーを出展しま
した。富山市のかね七株式会社より鰹節パックを頂き、昆布だしなど
の組み合わせを作り販売。高評の中、楽しくバザーを行い、ネパール地
震被災者への緊急募金に充てました。

ネパール援助のためのバザー（2015 年 5月11日）
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数字で見る　
CARE（ケア・インターナショナル）の一年
（2015年6月30日現在）　

75ヶ国
支援国の数

880 事業
実施プロジェクトの数

7,200万人
支援を届けることができた人の数

3,600万人 母子保健や栄養に関する
啓発活動を通じて、
母子の健康や栄養状態を
改善しました

140万人 教師の育成やコミュニティ啓発などを通じて、
子どもたちに「教育」の機会を提供しました 190万人 職業訓練やマイクロクレジットなどを通じて、

「生計向上」のための支援を行いました

460万人 女性の地位向上を目指し、
「ジェンダーの平等」
「女性のエンパワメント」に
ついての研修を実施しました

673万人 災害や紛争などにおいて、女性や子ども、
高齢者など支援を最も必要とする人々を
中心に、「緊急支援」を行いました

380万人 井戸・トイレの設置や
啓発活動などを通じて、
「安全な水」と「衛生的な環境」
を提供しました
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味の素（株）と協働するガーナ事業において、「第３回
日経ソーシャルイニシアチブ大賞」を受賞しました

数字で見る

ケア・インターナショナル ジャパン国内活動の一年

　
（2015年6月30日現在）

86件 企業からの延べ寄付件数

11人
当財団の職員数

3,666件 個人による一年間の延べ
寄付件数

283,880ページビュー（PV）
当財団ホームページへのアクセスページ数

168人
マンスリー・ギビング・プログラム参加者数

703人 イベント参加者数
（当財団およびファンドレイジング・
ボランティア主催）

99人
個人会員数

2,979人
facebookのファン数

323人 歩く国際協力
「Walk in Her Shoes 2015」参加者数

42件新聞掲載およびテレビ放映等の合計報道実績件数

1,382,961円 物品・サービス提供による支援の
寄付相当額

781,586円
「あつめて国際協力」への
支援総額（法人・団体・個人）

450人／社CARE 支援組織の会員数

129人 つながる国際協力
「CAREスマイルギフト
キャンペーン2014」参加者数
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［単位：円］

2015年度　会計報告

正味財産増減計算書

当年度 前年度 増減科目

（2014年7月1日～ 2015年6月30日）

Ⅱ  指定正味財産増減の部   

 受取寄付金 20,250,494 20,680,818 △ 430,324

 一般正味財産への振替額 △ 16,859,612 △ 16,346,519 △ 513,093

 当期指定正味財産増減額 3,390,882 4,334,299 △ 943,417

 指定正味財産期首残高 4,569,709 235,410 4,334,299

 指定正味財産期末残高 7,960,591 4,569,709 3,390,882

Ⅰ  一般正味財産増減の部   

１. 経常収益   

 基本財産・特定資産運用益 837,500 168,750 668,750

 受取会費 16,033,456 16,239,600 △ 206,144

 事業収益 31,217,940 63,400,591 △ 32,182,651

 受取寄付金 39,327,972 46,785,845 △ 7,457,873

 雑収益 3,730,558 1,011,948 2,718,610

 経常収益計 91,147,426 127,606,734 △ 36,459,308

    

２. 経常費用   

 国際協力事業費 58,876,388 102,502,391 △ 43,626,003

 マーケティング事業費 25,657,334 27,306,930 △ 1,649,596

 管理費 12,529,561 15,784,652 △ 3,255,091

 経常費用計 97,063,283 145,593,973 △ 48,530,690

　  評価損益   

 基本財産・特定資産評価損益等 4,178,750 87,775 4,090,975

 投資有価証券評価損益等 41,714 204,931 △ 163,217

 評価損益等計 4,220,464 292,706 3,927,758

 当期経常増減額 △ 1,695,393 △ 17,694,533 15,999,140

３. 経常外収益   

 経常外収益計 0 0 0

４. 経常外費用   

 固定資産除去損 0 4 △ 4

 経常外費用計 0 4 △ 4

 当期経常外増減額 0 △ 4 4

 当期一般正味財産増減額 △ 1,695,393 △ 17,694,537 15,999,144

 一般正味財産期首残高 53,024,692 70,719,229 △ 17,694,537

 一般正味財産期末残高 51,329,299 53,024,692 △ 1,695,393

Ⅲ  正味財産期末残高 59,289,890 57,594,401 1,695,489
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［単位：円］

当年度 前年度 増減科目

賃借対照表
（2015年6月30日現在）

Ⅰ  資産の部

　１. 流動資産

 現金預金 38,180,722 51,982,140 △ 13,801,418

 前払事業費用 10,700,137 15,670,570 △ 4,970,433

 未収金 568,111 5,565,787 △ 4,997,676

 貯蔵品 316,012 167,718 148,294

 前払費用・前払金・立替金・仮払金 734,632 955,802 △ 221,170

 流動資産合計 50,499,614 74,342,017 △ 23,842,403

　２. 固定資産

 基本財産 28,309,525 24,130,775 4,178,750

 その他固定資産合計 9,347,542 9,891,952 △ 544,410

 固定資産合計 37,657,067 34,022,727 3,634,340

 資産合計 88,156,681 108,364,744 △ 20,208,063

Ⅲ  正味財産の部

　１. 指定正味財産 7,960,591 4,569,709 3,390,882

　２. 一般正味財産 51,329,299 53,024,692 △ 1,695,393

 正味財産合計 59,289,890 57,594,401 1,695,489

 負債及び正味財産合計 88,156,681 108,364,744 △ 20,208,063

Ⅱ  負債の部

　１. 流動負債

 前受事業収益 11,963,139 25,509,559 △ 13,546,420

 未払金 14,625,652 23,579,323 △ 8,953,671

 前受会費 2,244,000 1,620,000 624,000

 預り金 34,000 61,461 △ 27,461

 流動負債合計 28,866,791 50,770,343 △ 21,903,552

 負債合計 28,866,791 50,770,343 △ 21,903,552
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国際協力事業費内訳

監査報告書

［単位：円］

主な支援者（注1） 総事業予算（注2） 当年度支出額総事業期間（注2） 累計支出額（注2）事業名

2015年度（2014年7月1日～2015年６月30日）

(注1）100万円以上の寄付者等を指す。(注2）今年度より各事業単位で表示。(注3）主な支出は次年度に計上。　

ネパール大地震
被災者緊急支援事業
（ネパール）（注3）

セガサミーホールディングス、
ヤフー（Yahoo!基金）、支援組織、
一般

2015年4月～2016年5月
（1年）

ソーシャルビジネス事業
（ガーナ）

2012年8月～2015年9月
（3年）

学習雑誌「ラファエック」を
通した農村地域の自立支援事業
（東ティモール）

2014年6月～2019年6月
（5年1ヶ月）

女子初等教育支援事業
（アフガニスタン）

2011年3月～2014年12月
（3年10ヶ月）

フィリピン台風被災者
復興支援事業（フィリピン）

2013年11月～2014年10月
（1年）

新規事業・その他 ―

味の素 75,000,000 11,676,117 70,768,722

愛知県教員組合、
支援組織、一般

25,880,000 9,926,159 9,926,159

ジャパン・プラットフォーム、
支援組織

250,000,000 27,372,786 277,852,791

セガサミーホールディングス、
支援組織、一般

12,000,000 1,656,640 12,547,688

315,9927,000,000 315,992

カランマス・セジャトラ社、
丸紅、支援組織、一般

― 7,928,694 ―

合計 58,876,388
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（2015年6月30日現在）

役員・評議員・顧問

名誉会長 柳井俊二 国際海洋法裁判所　判事

顧　問 稲川素子 株式会社稲川素子事務所　代表
 山東昭子 参議院議員、元科学技術庁長官、元参議院副議長

 原禮之助 株式会社 エスアイアイナノテクノロジー　顧問
 日枝　久 株式会社フジテレビジョン　代表取締役会長

代表理事（理事長） 五月女英介 元三菱電機株式会社　上席常務執行役　国際部長

代表理事（副理事長） 黒川千万喜 元公益財団法人トヨタ財団　常務理事

常務理事（業務執行理事） 武田勝彦 公益財団法人 ケア･インターナショナル ジャパン　事務局長

理　事 小島　明 公益社団法人　日本経済研究センター　参与
 藤掛洋子 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院　教授

監    事 荒牧知子 公認会計士・税理士　荒牧公認会計士事務所
 野々山徹 元株式会社富士銀行　常務取締役

評議員 安倍洋子 ケア・フレンズ東京　会長
 加藤睦子 ケア・フレンズ岡山　名誉会長

 河野洋子 カランマス・セジャトラ社　取締役
 小泉淑子 弁護士　シティユーワ法律事務所
 紿田英哉 アークヒルズクラブ　専務理事
 高橋　衛 ドイツ証券株式会社　コンサルタント、株式会社パレスホテル　顧問
 田中　皓 公益財団法人 助成財団センター　専務理事
 山本卓弘 社会福祉法人 野菊寮（御殿場コロニー）　理事
 渡邊美佐 株式会社 渡辺プロダクション　名誉会長

法人会員

有限会社 秋山商事 株式会社イースクエア カランマス・セジャトラ社
株式会社サラスバ 神社本廳 セガサミーホールディングス株式会社
全日本空輸株式会社 大成建設株式会社 日産自動車株式会社
三菱商事株式会社 ミマスクリーンケア株式会社 株式会社ビデオエイペックス
株式会社フジテレビジョン 株式会社ヤマノビューテイメイトグループ 株式会社ロッテ
株式会社渡辺プロダクション  

支援組織

ケア・フレンズ岡山 ケア・サポーターズクラブ大分
ケア・フレンズ東京 ケア・サポーターズクラブ熊本
ケア・フレンズ長野 ケア・サポーターズクラブ千葉
 ケア・パートナーズ金沢
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ビジョン：
CAREは、貧困が克服され、人々が尊厳をもって安全に暮らすことのできる、希望
に満ちた、寛容で公正な世界を目指します。私たちは、貧困の根絶に向けた世界
的な動きの中で、グローバルな知見と機動力を発揮し、選ばれる存在となりま
す。そして、人々の尊厳に対する私たちの揺るぎない姿勢が、世界中の人々に知ら
れるようになります。

ミッション：
CAREの使命は、世界の最も貧しいコミュニティにおける個人や家庭を支援する
ことです。グローバルな多様性・資源・経験を強みとして革新的な解決策を導き
出し、世界の一員として果たすべき責任について提言します。私たちは、次のこと
を通して永続的な変化を促します。

1. 自立のための能力を高める
2. 経済的機会を提供する
3. 緊急時に救援を届ける
4. あらゆるレベルで政策提言を行う
5. すべての形態の差別に取り組む

現地コミュニティの意志に導かれ、私たちは人々が享受するにふさわしい、質の
高い、そして思いやりのある活動を通して使命を達成します。

ケア・インターナショナル ジャパンの活動：
ケア・インターナショナル ジャパンは、貧困の根源の解決に向け、主にアジアや
アフリカにおいて災害時の人道支援を行うとともに、「女性や女子」に焦点をあ
てた活動を通して最も困難な状況にある人々の自立を支援しています。

長期ビジョン2020：
私たちの目指す社会
1.「女性と女子」の自立支援を通じて貧困のない社会を目指します。特に、女子
教育、生計向上、母子保健の3領域に注力します。
私たちらしい支援
2.最も弱い立場におかれた人々や支援の届きにくい地域の人々に、現地協力者と
の連携を大事にしながら、確実に支援を届けていきます。
3.緊急支援の能力を高め、国内外の自然災害に対し、より迅速かつ効果的に対応
します。特に、東日本大震災での学びを今後に活かしていきます。
4.支援対象国の人々と日本の支援者をつなぐ役割を果たすことで、共に社会課題
の解決に取り組む世界の実現に貢献します。
私たちの目指す組織と人財
5.組織や事業の透明性を高め、あらゆる説明責任を果たすことで、幅広く共感を
得て支持される団体になります。
6.多様な人財と新しい価値観を尊重し、職員の成長と連帯を高めることで、長期
ビジョン2020達成への一人ひとりの貢献度を高めます。

ロゴについて：
互いにまっすぐ伸びていく手が形作
る輪。
グローバルな視点で地球規模の問
題に力を合わせて立ち向かう、CARE
の活動の本質をイメージするもので
す。それは、一体であるだけでなく、
多様性を認めるものでもあります。
様々な環境に生きる世界中の人々が、
共通の目標のもとに一つになったと
きに生み出される大きなチカラ。
CAREのロゴにはこのような意味が
込められています。

公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン
〒171-0031 東京都豊島区目白２－２－１ 目白カルチャービル5階　TEL : 03-5950-1335 　FAX : 03-5950-1375
Emai : info@careintjp.org ｠ http://www.careintjp.org
＊本書の一部または全部を無断で複写、転載引用することを堅く禁じます。
本報告書は、大日本印刷株式会社のご協力により、低価格でのカラー印刷が実現しました。
（2015年10月発行）
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