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支援者の皆様へ

ご挨拶

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26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ご指導とご支援の賜物と御礼
を申し上げます。
2014年度は、地球規模で天候不順・異常気象に見舞われました。
なかでも史上最大の「フィリピン台風30号」ではフィリピン全土で甚
大な被害がありました。また、シリア紛争、ガザ情勢、ウクライナ情勢
等々世界各地の紛争や内乱は後を絶ちません。それに伴う難民への
支援は大きな課題です。当財団では、特に前述のフィリピン台風被害
と、シリア紛争では現代のネット社会を反映する「オンライン緊急募
金」を呼びかけて成果を挙げることが出来ました。今後ともインター
ネットによるご支援もよろしくお願い致します。
その一方で、近年のグローバル不況により、国際協力事業を取りま
く環境は引き続き厳しい状況にあります。国際協力NGOにとって深
刻な資金不足の現状打開のためには、BOPビジネスなど新たな事業
形態の創出が喫緊の課題となっており、ケア・インターナショナルも
その例外ではありません。強い危機意識のもと、スイスの本部とメン
バー国が知恵を出し合い、早期に「新たな事業構造」に移行する努力
を続けています。
そのような中、当財団には全国各地には強力な「CARE支援組織」
があり、ファンドレイジングを支援していただいております。こういう
支援組織体制は他に例がなく非常に誇りに思います。昨年度は金沢
で「ケア・パートナーズ金沢」を、また2014年度は千葉で「ケア・サ
ポーターズクラブ千葉」を相次いで設立いただき、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。
さらに、直近では特に若年層を対象に「ファンドレイジング・ボラン
ティア」グループが既に6期を数え、多様なメンバーが多様な活動を展
開しています。これからの可能性に
期待するところ大です。
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。

2014年度は、当財団にとって、厳しい年になりました。新しい海外
支援事業を始めていく計画でしたが、政府系助成金が予定通りに獲
得できず、さらに企業資金で想定していた事業も実施できませんでし
た。その一方で、2013年11月に起こった「フィリピン台風30号」では、
個人と企業から多くのご支援をいただき対応できたことは、実にあり
がたいことでした。
まず、国際協力事業では、計6件の支援事業を実施しました。緊急・
復興事業2件、開発支援事業2件、その他2件となりました。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、日本）でし
た。
啓発普及事業は、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」という2つの参加型
キャンペーンを実施し、たくさんの皆様にご参加いただくことができま
した。また、モノによる支援として「あつめて国際協力」も開始するな
ど、これまで接点のなかった皆様との新しい出会いも数多くありまし
た。さらに、当財団の新しいキャッチコピーを公募して、200件を超
えるご応募の中から「変える、女性も女子も活躍する豊かな世界に」
に決まりました。
新たな海外支援事業を増やせない厳しい状況から我々の使命を果
たすべく、新たな3年間の中期戦略計画を策定しました。より多くの
個人、企業、団体の皆様とともに、民間のチカラを結集していく方向
です。昨今、先進国から途上国への資金の流れを見ると、民間資金
は政府開発援助（ODA）の2.5倍にのぼっています。2012年では民
間資金が31兆円、ODAが13兆円でした。途上国支援の主役はODA
から民間資金に変わってきています。
故ネルソン・マンデラ氏は言います、
「奴隷制やアパルトヘイトと同
様に、貧困は自然にうまれたものではなく、人間が作り出したものだ。
だから、貧困は人類のチカラを結集すれば克服できる、この世から葬
り去ることができるのだ。貧困を克
服するには、施しという素振りではな
く、正義という名の行動がいる」。貧
困をなくすために行動を起こす人々
が1人でも増えるよう、これからも力
を注いでいきたいと思います。

理事長

常務理事・事務局長

五月女英介

武田勝彦
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THE CARE WORLD 2014

日本（P6）
「東日本大震災
被災者支援事業」

ガーナ
（P4）
「ソーシャルビジネス事業」

アフガニスタン（P5）
「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」

東ティモール（P4）
「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」

フィリピン（P5）
「台風被災者緊急支援事業」

ガーナ 「ソーシャルビジネス事業」

継続
事業

P4

開発支援事業
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」

緊急・復興支援事業
（海外）

緊急・復興支援事業
（国内）

その他の事業
3

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」

新規
事業

継続
事業

P4

P5

フィリピン 「台風被災者緊急支援事業」

新規
事業

P5

日本 「東日本大震災被災者支援事業」

終了
事業

P6

ジェンダーと NGO についての研究会

終了
事業

P6

３

開発支援
事業

継続
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

5,429

名

調理実演への参加者数累計

課題
受益者の声
Yepoaさん（35歳）は、本事業が彼女の
目を開かせてくれたといいます。
「食物が

26

78,230

人

男性啓発促進員の数

袋

栄養補助サプリメント
「KOKO plus」の販売数

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

体の中でどう作用するのか、どうして3大

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

栄養素を考えて料理をするのかがわかり

児の栄養改善を目指しています。

ました。私は出産後、授乳ができず困りま
した。息子はお乳が欲しいけれど出てこ
ないので泣き出し、私もどうしようもなく
泣くばかりでした。息子はとても細くて病
弱で、誰も抱いてくれようとせず、あやし

活動内容

本年度は、１）コミュニティ・ヘルス・ボランティア、男性啓発促進員、母親ファシリテー
ターへの栄養啓発リフレッシュ研修や彼らによる栄養啓発活動の実施、２）栄養啓発

配布物の開発、３）需要創造活動（調理実演、栄養劇等）の実施、４）対象13村において、栄養補助サ

てもくれませんでした。息子が何かの病気

プリメント流通から消費者購買の全ての段階のモニタリング、５）四半期ごとにサンプルとなる世帯での

にかかっていると恐れて、私の調理した食

調査を行いました。栄養補助サプリメントの好調な売れ行きにより女性起業家の収入も伸び、ビジネス

事を口にしない人もいました。でも、この

の拡大を図る女性も現れ、より収益の高い商品をそろえ販売する、対象の13村以外の近隣にも栄養補

製品のおかげで息子はお粥を食べるよう
になり元気になりました。私にとってはこ

助サプリメントを売りに行くという姿も散見されました。その一方で、播種期は女性起業家も農業に専

の製品が救ってくれたといえます」と語っ

念する場合もあり、栄養補助サプリメントの販売も購入も減少しました。今後、さらに効果的な啓発活

てくれました。

動を行う必要があります。

開発支援
事業

新規
事業

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

46

集落

ボボナロ県、コボリマ県、エルメラ県、
リキサ県内の対象集落数

課題
受益者の声
小学5年生のカニストロ・ノベロ（写真右）

22,000
対象となった世帯数

世帯

3

回

「ラファエック」の年間配布回数

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

くんは、学校で流行っている輪ゴムで遊

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

ぶゲームが大好きで、毎日友だちと輪ゴ

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

ムを使って遊んでいるといいます。
「ラファ

れています。

エック」については、
「自分の教科書がな
いので『ラファエック』を大切に使ってい
ます。勉強することがとても楽しいです。
『ラファエック』の中で一番好きなところ
は算数です。毎回楽しみにしています」と
笑顔で話してくれました。

活動内容

本年度は、１）年3回各号約22,000世帯を対象に子どもの健康と教育の促進と日々
の生活情報と生業支援を目的とした学習雑誌「ラファエック」の配布、２）
「ラファエッ

ク」配布後に、対象地域内で対話ワークショップを開催し、雑誌で取り扱う内容について対象世帯の
理解と実践能力の強化、３）試験期間中の事業の有効性、適切性、効率性、持続性等の評価を行いま
した。2013年12月に実施した評価結果では、対象地域の85% 〜 90％の大人と子どもが雑誌を読
み、雑誌が配布された世帯の90%がその内容から学んだことを記憶し、71%が日常生活で実践して
いたことが実証されました。また、子どもの認知能力や通学についての親の関与の重要性について、
著しい改善が確認できました。今後の課題としては、雑誌を受け取った世帯に対しては、対話ワーク
ショップへの参加を促し、よりきめの細かい住民へのフォローアップの必要性が挙げられます。

4

5

緊急・復興
支援事業

継続
事業

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

1,734

62

人

コミュニティ運営の学校数

コミュニティ運営の学校に
登録した生徒数
（うち女子1,224名）

課題
受益者の声

17

校

名

女性教師の数（男性教師は4５名）

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

女性教師のルピア先生は、教師になって
から父親の考え方が変わったといいま
す。
「父は以前は女性が熱心に勉強をす
ることへの関心があまりなかったようで
す。でも、今は違います。今は、私が村の
子どもたちに読み書きを教えた結果、賢

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。

くなって、親の商売も助けられるように
なったので、
『あなたの娘はとても立派、
すごく感謝しています』と、その父親たち
から言われるのが、とても嬉しいようで
す。これからも、たくさんの子どもに読み
書きを教えたいです」
と話してくれました。

活動内容

本年度は、引き続き学校運営を行うとともに、教師や学校運営委員会の能力育成研修や
生徒の学習進捗状況のモニタリングを行いました。また各学校に図書コーナーを設置し、

教材・文具・教育備品を提供しました。教育省・教育関係団体との連絡調整、日本の支援者への報告・中
高大学生向けの講 義も行いました。主な成果としては、事業開始から現 地 職員が 教育省に対し遠隔地に
おける学 校 建設を働きかけてきた結果、271名の生徒が自宅近くに新設された公立学 校に転入できたこ
と（これにより8校を閉鎖）、生徒の学力向上により家族の生活改善がみられること、女性教員が家計を
助けることにより父親・家族全員から感謝され、女性が家庭の外で働くことに対してより多くの男性が賛
同するようになったことが挙げられます。

緊急・復興
支援事業

新規
事業

フィリピン「台風被災者緊急支援事業」
＿
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

40,000

世帯

1,115,000

対象となった世帯
（レイテ、南レイテ、
サマール、パナイ島）

課題
受益者の声
3人の子のシングルマザーのジュリエット・
イニサさん（44歳）は、地元の食物を作り
売って収入を得ていましたが、台風は彼女

たちのためにも借金をし調理と販売の仕

4,040

面

配布した防水シートの総面積の
バスケットボールの
コート相当数

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。

の家を吹き飛ばし、1ヶ月間収入を絶ちま
した。しかし、ジュリエットさんは、子ども

配布した食糧相当数

kg

活動内容

発災直後は食糧の配布と食糧購入のための現金支給を行い、その後はそれらと並行して緊
急住居用建材（防水シート、工具、調理用具含む）や緊急住居用修理道具セットの配布、そし

事を再開。
「シングルマザーは重い荷を背

て被災する前に従事していた仕事を再開するかまたは新たな仕事に就くための専門的な研修を実施しました。

負っているけれど、子どもたちのためにで

緊急住宅支援では、建材や工具の配布にとどまらず、より災害に強く安全な家屋を再建するための技術研修を

きないことは何もないの」といいます。ま

実施することで、災害に強い地域づくりを目指しました。今後は、被災者が自立して日々の糧を得られるように、

た、CAREから住居用修理道具セットを
受け取り、
「CAREが私の負担を軽くして
くれたことに感謝しています。この支援が
なかったら、どれだけ働いたとしても、家
を修理できなかったと思います。私のよう

生業支援に活動の焦点を移し、とりわけ、女性のグループ、企業、その他地域主導の団体等の小規模ビジネス
の起ち上げを支援し、被災地や被災世帯のための持続可能な雇用機会の創出を目指します。特に地域の最貧
層や高齢者や妊婦、障がい者等の弱い立場におかれた人を優先し、災害リスクの軽減や男女平等の促進に寄与
する生業支援を継続していく必要があります。

なシングルマザーへの支援に本当に感謝
しています」と語ってくれました。

5

5

その他の
事業

終了
事業

日本「東日本大震災被災者支援事業（フォローアップ支援）」
＿
精神的苦痛の緩和とコミュニティが主体となった再生を目指して

29

団体

追加支援を行った芸術・
文化・スポーツ団体・
組織の数

課題
受益者の声
暖かい季節には野を歩き、採取した花を

705

26

人

左記29団体の会員総数

人

左記会員うちの子ども会員の数

2011年3月に発生した未曽有の大震災は、東北沿岸地域に暮らす人々の日常を容赦なく、
根こそぎ破壊しました。大切な人を亡くし、思い出や財産を失い、被災者が受けた心の傷

は計り知れないほど深いものでした。復興が進み、多くの被災者の仮設団地や高台への移住が進む

使った作品作り、冷たい風の吹く冬にはち

中、地域社会の崩壊が懸念され、特に弱い立場に置かれた高齢者や女性そして子どもたちの精神的

ぎり絵をしている「野の花の会」
。会員の

なダメージが深刻化し、孤独死などの二次災害も懸念されました。

半数以上は被災し、道具を全て失いまし
た。震災後は、仮設住宅で活動を続けて
います。CAREから提 供された 道 具で

活動内容

本件事業終了から1年後に行ったフォローアップ調査の結果、概ね支援の有効性が確

作った作品は、
「同じものを作っても、み

認された一方で、継続的な支援の必要性も一部確認されました。これを受け、CARE

んなそれぞれ個性が出る」そうです。道

ドイツから追加の支援により、被災者支援事業のフェーズアウト（出口段階）期に実施した、文化・芸

具の提供に加え、CAREの追加支援は、

能・スポーツ活動に従事する市民団体への追加支援を行いました。岩手県・宮古事務所はすでに閉鎖

仲の良いメンバーと一緒にものづくりに没
頭できる貴重な空間も提供しています。

したため、山田町教育委員会の協力を得て、山田町芸術文化協会加盟団体を対象に、活動の継続に
必要な資機材を提供しました。今後、被災地の市民団体が長期的に復興活動に取り組むための課題
としては、団体の人的・財政的な基盤強化と、被災者の高台移住が進むことによる地域社会の崩壊や
地域住民の流出を防ぐための官民連携による政策の推進の必要性が挙げられます。

その他の
事業

終了
事業

日本「ジェンダー * と NGO についての研究会」
＿
ジェンダー主流化の普及を通じて、日本の国際協力 NGO の支援事業の効果拡大を目指す
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団体

本事業の対象となる
国内のNGOの数

14

人

ハンドブックの
各章の執筆に携わった
専門家と実務者の人数

50

人

ワークショップと
事例セミナーに
参加した人の総数

*注：ジェンダーとは、生物学的性別に対して、社会や文化的に形成されてきた性別（田中由美子「ジェンダーと開発」）。

課題
受益者の声
福岡でのワークショップ開催にご協力いた
だ い た（特活）NGO福 岡 ネットワ ー ク

ジェンダーに基づく差別を是正し、ジェンダーの平等に取り組むことは、途上国における開
発支援および緊急支援の効果を拡大し、
（ポスト）MDGsを達成するためにも必要不可欠

であると考えられています。そのためにはジェンダー視点に立った開発・緊急支援・環境政策と事業
の運営、ジェンダー主流化にそった組織運営が重要だと認識されつつあります。その一方で、日本の

（FUNN）の本田正之さんは、
「ジェンダー

NGOにおいては、ジェンダー主流化についての十分な知識、方法論の理解が不足しているのが現状で

は、NGOが海外の現場で活動する際の大

す。本活動においては、ジェンダー主流化の普及を通じて、各NGOの国外での活動における事業の実

切な視点であることはもちろんですが、日
本での活動や私たちの日々の暮らしにお

施効果の拡大を目指します。

いても大切になるということを、ワーク
ショップを受けて改めて感じることができ
ました。
『女だから』
『男だから』という括
りではない『あなた』の特徴や役割が発揮
され、活かされる社会をつくるために、私

活動内容

外務省平成25年度NGO研究会を受託し、ジェンダー専門家たちの協力を得ながら、日
本における国際協力NGOのジェンダー能力向上を目指した活動を行いました。具体的

には、東京、大阪、福岡、名古屋でワークショップを行うともに、CAREノルウェーからジェンダー専門スタッ

たちNGOの組織や運営がより良いものと

フを招へいし、事例セミナーを実施しました。また、成果物として、
「ジェンダー・ハンドブック（PDF版）
」

なり、海外や国内での活動に活かされてい

を作成し、外務省HPおよび当財団HPにて公開しました。

くようにこれからも努力したいと思いま
す」と力強く語ってくれました。

6

6

ケア・フレンズ岡山

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〜

津川雅彦講演会（2014 年 3 月 8 日）

「我が俳優人生を語る」と題する津川雅彦講演会を開催しました。満
席のお客様をお迎えして、5歳から始まった俳優人生についてユーモア
を交えながらも説得力のある語り口で、日本人の精神性についてまで
示唆されました。

ケア・フレンズ東京

ケア・フレンズ長野

由紀さおり講演会（2014 年 2 月 11 日）

第16回講演会は、講師に歌手の由紀さおり様をお迎えしました。美し
い日本語の歌について興味深いお話と、世界を魅了する歌声に、会場
にお集まりの1,500名のお客様は、感動の渦につつまれ、由紀様に感

東日本大震災被災地視察旅行（2014 年 4 月 25 日〜 26 日）

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮古市の田老地区と山田町を
視察。災害から3年を経ても復興の兆しが遠いことに心が痛みました。
「やっと復興元年です」と言われた現地ガイドの言葉が重く心に残りま

謝致しました。

した。

ケア・サポーターズクラブ大分

ケア・サポーターズクラブ熊本

ケア・サポーターズクラブ大分 10 周年記念講演会（2014 年 4 月 9 日）

「コミュニティ運営による初等教育事業」活動報告会（2013 年 10 月 23 日）

「スポーツの力」と題して、神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー

CAREアフガニスタンのスタッフから、直接活動報告を受ける機会を

兼総監督（元ラグビー日本代表監督）平尾誠二氏が講演され、聴衆を

設けました。厳しい現実の中でも、私たち熊本からの支援で、少しず

魅了しました。我々会員も新たな気持ちでケア・サポーターズクラブの

つ明るく広がっていく子供たちの現状を確認し、支援の重要さを実感

活動に取り組みたいと思います。

しました。

ケア・パートナーズ金沢

ケア・サポーターズクラブ千葉

ケア・パートナーズ金沢 PR 活動（2013 年 8 月 26 日）北國新聞社 提供

設立記念行事「バシキール民族ダンス」
（2013 年 10 月 12 日）

「JAPAN TENT in 金沢」でPR活動に取り組みました。安倍洋子ケア・

設立を記念し、全国の支援組織の皆様に千葉にお越しいただき、来日

フレンズ東京会長ら、全国の支援組織代表者にご臨席賜り、
「CARE」

中のロシア民族舞踊の鑑賞会を行いました。訪ロされた安倍総理とプ

の理念を紹介、活動への参画を呼び掛けました。

ーチン大統領が掲げる文化交流重要性から派遣された格調高い舞踏
に、会場は感嘆の渦となりました。

2002年よりご支援をいただきました「ケア・フレンズ札幌（町村淳子会長）」は、今年度をもちまして解散しました。長きに亘るご支援に対して、心より感謝の意を表します。
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数字で見る

CARE（ケア・インターナショナル）の 一年
（2014年6月30日現在）

927

9,700

事業

実施プロジェクトの数

100

万人

5,300

160

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

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

3,116
74

万人

支援を届けることができた人の数

© Josh Estey/CARE

職業訓練やマイクロクレジットなどを通じて、

万人 「生計向上」のための支援を行いました

© Peter Caton/CARE

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

ヶ国

支援国の数

5,100
8

© Josh Estey/CARE

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

330

© Tom Greenwood/CARE

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

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
（2014年6月30日現在）

11

人

当財団の職員数

73
1,275

110

つながる国際協力
「CAREスマイルギフト
キャンペーン2013」参加者数

人

人

個人会員数

件

個人による一年間の延べ
寄付件数

2,615

456

人

facebookのファン数

554

87

人／社

CARE支援組織の会員数

新聞掲載およびテレビ放映等の合計報道実績件数

186

万円

124

件

「あつめて国際協力」への
延べ寄付件数（法人・団体・個人）

12

件

ホームページ「News & Topics」への

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）

143

人

マンスリー・ギビング・プログラム参加者数

情報掲載件数

件

企業からの延べ寄付件数

76

件

物品・サービス提供による支援の
寄付相当額

317

人

歩く国際協力
「Walk in Her Shoes 2014」参加者数

9

2014年度

会計報告

正味財産増減計算書
（2013年7月1日〜 2014年6月30日）

科目

［単位：円］

当年度

前年度

増減

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

168,750

101,223

67,527

受取会費

16,239,600

14,335,000

1,904,600

事業収益

63,400,591

92,403,811

△ 29,003,220

受取寄付金

46,785,845

83,833,970

△ 37,048,125

1,011,948

3,978,728

△ 2,966,780

127,606,734

194,652,732

△ 67,045,998

102,502,391

183,311,382

△ 80,808,991

マーケティング事業費

27,306,930

20,198,601

7,108,329

管理費

15,784,652

15,608,890

175,762

145,593,973

219,118,873

△ 73,524,900

基本財産・特定資産評価損益等

87,775

1,951,115

△ 1,863,340

投資有価証券評価損益等

204,931

0

204,931

評価損益等計

292,706

1,951,115

△1,658,409

△ 17,694,533

△ 22,515,026

4,820,493

0

0

0

固定資産除去損

4

2

2

経常外費用計

4

2

2

△4

△2

△2

△ 17,694,537

△ 22,515,028

4,820,491

一般正味財産期首残高

70,719,229

93,234,257

△ 22,515,028

一般正味財産期末残高

53,024,692

70,719,229

△ 17,694,537

20,680,818

4,991,392

15,689,426

一般正味財産への振替額

△ 16,346,519

△ 35,558,351

19,211,832

当期指定正味財産増減額

4,334,299

△ 30,566,959

34,901,258

指定正味財産期首残高

235,410

30,802,369

△ 30,566,959

指定正味財産期末残高

4,569,709

235,410

4,334,299

57,594,401

70,954,639

△ 13,360,238

雑収益
経常収益計

２. 経常費用
国際協力事業費

経常費用計
評価損益

当期経常増減額
３. 経常外収益
経常外収益計
４. 経常外費用

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金

Ⅲ 正味財産期末残高
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賃借対照表
（2014年6月30日現在）

科目

［単位：円］

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１. 流動資産
現金預金

51,982,140

42,871,854

9,110,286

前払事業費用

15,670,570

4,151,766

11,518,804

未収金

5,565,787

4,554,186

1,011,601

貯蔵品

167,718

237,680

△ 69,962

前払費用・前払金・立替金・仮払金

955,802

839,938

115,864

74,342,017

52,655,424

21,686,593

24,130,775

24,043,000

87,775

0

42,851,750

△ 42,851,750

9,891,952

9,572,794

319,158

34,022,727

76,467,544

△ 42,444,817

108,364,744

129,122,968

△ 20,758,224

前受事業収益

25,509,559

33,049,553

△ 7,539,994

未払金

23,579,323

22,985,936

593,387

1,620,000

1,584,000

36,000

61,461

548,840

△ 487,379

流動負債合計

50,770,343

58,168,329

△ 7,397,986

負債合計

50,770,343

58,168,329

△ 7,397,986

１. 指定正味財産

4,569,709

235,410

4,334,299

２. 一般正味財産

53,024,692

70,719,229

△ 17,694,537

正味財産合計

57,594,401

70,954,639

△ 13,360,238

108,364,744

129,122,968

△ 20,758,224

流動資産合計
２. 固定資産
基本財産
事業特定資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ 負債の部
１. 流動負債

前受会費
預り金

Ⅲ 正味財産の部

負債及び正味財産合計
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国際協力事業費内訳
2014年度（2014年6月30日現在）

主要ドナー（注1）

事業名

ソーシャルビジネス事業
（ガーナ）

［単位：円］

味の素

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 愛知県教員組合
（東ティモール）

女子初等教育支援事業
（アフガニスタン）

東日本大震災被災者支援事
業（フォローアップ支援）
（日本）

ジェンダーとNGOについての

ジャパン・プラットフォーム、
支援組織

CAREドイツ

外務省

研究（日本）

台風被災者緊急支援事業
（フィリピン）

セガサミーホールディングス、
森永乳業（森乳スマイルクラブ）
、
支援組織、一般

事業期間

2011年7月〜2015年3月
（3年9ヶ月)

2012年7月〜2013年6月
（1年）

2011年3月〜2016年2月
（5年）

2014年1月〜2014年10月
（10ヶ月)

2013年6月〜2014年3月
（9ヶ月）

2013年11月〜2014年12月
（1年2カ月）

総事業費
（予算）

当年度支出額

累計支出額

40,000,000

19,092,605

59,092,605

12,000,000

3,874,020

3,874,020

200,000,000

50,480,005

250,480,005

311,000,000

2,760,203

313,760,203

4,000,000

4,958,709

5,418,210

12,000,000

10,891,048

10,891,048

―

10,445,801

―

579,000,000

102,502,391

643,516,091

カラマンス・セジャトラ社、丸紅、
新規事業・その他

ヤマノビューティメイトグループ、

―

支援組織、一般
合計

(注1）主要ドナーとは、100万円以上のドナー等を指す。

監査報告書
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（2014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

顧

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

日枝

株式会社フジテレビジョン 代表取締役会長

問

久

所長

和久本芳彦

公益財団法人 東芝国際交流財団

代表理事（理事長）

五月女英介

元三菱電機株式会社

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

顧問

監事

上席常務執行役

国際部長

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

理

公益社団法人

監

事

事

評議員

小島

明

日本経済研究センター

事務局長

参与

島田京子

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団 専務理事

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

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

安倍洋子

ケア・フレンズ東京

会長

池田清貴

弁護士 くれたけ法律事務所

加藤睦子

ケア・フレンズ岡山

河野洋子

カランマス・セジャトラ社

小泉淑子

弁護士

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

田中

皓

公益財団法人 助成財団センター

教授

名誉会長
取締役

シティユーワ法律事務所

顧問

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

株式会社 PAP

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

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・フレンズ札幌

ケア・サポーターズクラブ千葉

ケア・フレンズ長野

ケア・パートナーズ金沢
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Vision

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。

Mission

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。

Our Work

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、
「女性や子ども」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
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。

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。

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

Emai : info@careintjp.org

TEL : 03-5950-1335

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。
（2014年10月発行）

FAX : 03-5950-1375

