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理事長　

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

ボブ・ピアスと1人の少女との出会いから始まったワールド・ビジョンの活動は、
60年を経た現在世界約100カ国に広がり、およそ400万人の子どもたちに、
支援を届けるまでに成長させていただきました。
しかしながら、どれほど支援規模が大きくなっても、私たちの活動の目的が、
一人一人の子どもたちの健やかな成長であることに、変わりはありません。
生まれた国に関わらず、すべての子どもたちが健康であり、
大切にされ、守られるべきです。
教育を受け、自分の人生を切り開いていくための機会、
選択の自由が与えられなければなりません。
そのためには、子どもたちが今日必要なものだけでなく、
明日への希望と機会を得られる環境が必要です。

2010年度は長引く不況、頻発する自然災害など、
世界の子どもたちを取り巻く環境には、多くの困難がありました。
そのようななか、ワールド・ビジョン・ジャパンには多くの善意が寄せられ、
チャイルド・スポンサーとしてご支援くださる方は
2009年度から約5,300人増え、52,686人となりました。
皆さまのお気持ちを、身が引き締まる思いでお受けするとともに、
常に一人一人の子どもたちの目線に立ちながら、
必要で効果ある支援を届けていきたいと願っております。

今後とも、皆さまの深いご理解とご支援を賜りたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。

心からの感謝をこめて、
2010年度の年次報告書をお届けいたします
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一年の活動ハイライト

2010年度、ワールド・ビジョン・ジャパンは36カ国で158事業を実施しました
一人一人の力は小さくても、たくさん集まれば“何か”ができる－。
私たちの小さな愛の実践は、国境を越えて世界の子どもたちに届けられています。

　中南米
★エクアドル
★エルサルバドル
　チリ
　ハイチ

東欧・中東
アゼルバイジャン
パキスタン
ウズベキスタン

★チャイルド・スポンサーシップによる地域開発プログラム（ADP）を行っている国　※全実施事業の一覧は、17～18ページをご参照くださいワールド・ビジョン・ジャパン活動国

大地震による被災者に支援物資を配布する坂
スタッフ（ハイチ）

大地震によって自宅が倒壊し、ワールド・ビジョ
ンが支給した避難テントで暮らす家族（チリ）

地域の女性グループと、女性が抱える課題に
ついて話し合う山野スタッフ

洪水によって被災し、ワールド・ビジョンが運営する
チャイルド・フレンドリー・スペースに集まる子ども
たち（パキスタン）

支援によって建設中の水タンク。これにより、
支援地域に住む400世帯以上が、安全な水に
アクセスできるようになります（ケニア／キア
ムボココADP）

マラウイの支援地域の人々と中村スタッフ。
ワールド・ビジョン・ジャパンでは、HTCセンター
（HIV/エイズ検査相談所）と、そこで働くカウン
セラーの養成を進めています（マラウイ）

支援によって建設された小学校に通う子ども
たち（ウガンダ／ナラウェヨ・キシータADP）

支援によって建設された井戸から水を汲む
男の子（バングラデシュ／ビロルADP）

農業訓練に参加した家族。収穫量が増えれば、収
入向上につながり、安定して食事をすることがで
きます（ラオス／タパントンADP）

地域の小学校で、子どもたちの健康診断を
実施しました（ミャンマー／タバウンADP）

支援地域の男性と田村スタッフ

山野真季葉　ミャンマー（08年3月～10年9月）
伊藤　真理　南部スーダン（08年5月～10年5月）
田中久美子　ウズベキスタン（08年5月～10年3月）
池田　真理　ベトナム（08年10月～09年12月）
伊藤　洋子　マラウイ（09年5月～12月）
田村　岳雄　南部スーダン（09年5月～10年4月）
加藤奈保美　ハイチ（10年2月～）
三浦　　曜　スリランカ（09年7月～）
芳島　昭一　ザンビア（10年4月～）
池内　千草　カンボジア（10年9月～）

　アジア
★バングラデシュ
★カンボジア
★中国
★インド
★インドネシア
★ラオス
★モンゴル
★ミャンマー
★ネパール
★フィリピン
★スリランカ
★タイ
★ベトナム

支援地域の子どもたちと芳島スタッフ

100以上のホームレス家族を調査した結果とし
て、特に必要を覚える30世帯にモンゴルの伝統
的家屋を提供しました（モンゴル／バヤン・ウル
ギーADP）

長期人材派遣
多くの日本人スタッフが、

世界各地で支援活動に従事しています

　アフリカ
★エチオピア
★ケニア
　北スーダン
　スーダン
★ルワンダ
　ソマリア
★タンザニア
★ウガンダ
　アンゴラ
★コンゴ民主共和国
　レソト
★マラウイ
★スワジランド
　ザンビア
　ジンバブエ
　ニジェール

支援地域の子どもたちと池田スタッフ

遊びを通じて、グループワークを体験する障
がい児たち（ウズベキスタン／障がい児支援
事業）
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チャイルド・スポンサーシップによって実施する地域開発プログラムは、インド、エクアドル、フィリピンの4つのプログラムが支援卒業を
迎えた一方、3つ　の新たなプログラム開始のために準備を進め、計23カ国61事業での実施となりました。52,686人のチャイルド・スポ
ンサーの方々が、59,292人のチャイルドと、彼らが暮らす地域を支援してくださっています。

地域開発プログラム　段階別の特徴的な活動例

【ご支援金の送金について】

皆さまからお寄せいただく
チャイルド・スポンサーシップ
のご支援金は、72%

※

を送金
し、現地での事業計画にそ
って大切に使わせていただ
いています。プログラムが
どの段階にあるかによって、
活動内容は異なり、必要な
支援額も年ごとに変わりま
す。そのため、地域開発プロ
グラムのために使われてい
ることが決まっているもの
の、今すぐには送金しない
資金を事業引当資産として
計上し、プログラムの予算
執行を計画的に行う体制を
整えています。

※残りの28%は、国内での活
動に使わせていただいています。
詳細は、P.14～16の会計報告
をご覧ください

クスバンバ地域は、標高3,000メー
トルの山間部に位置しています。安
全な飲み水が乏しく、高い乳児死亡
率や低識字率など、多くの問題を抱
えていましたが、13年の支援活動を
通じて人々の生活は改善し、地域全
体が大きく変わりました。今後はコミ
ュニティが助け合い、力をあわせて
子どもたちと地域を支えていきます。

タイ南部に位置し、インド洋に面した
トゥンワ地域。2004年12月のスマト
ラ沖地震により発生した津波では、
11の村が被災し、ワールド･ビジョン
を含む様々な団体が緊急人道支援を
行いました。しかし現在も、子どもた
ちが安心して成長できる環境とはい
えません。チャイルド・スポンサーシップ
による支援活動を行っていくために、
地域の人々が一体となって、長期的
視野に立ったプログラムの計画を立
てました。

カリラ地域は丘陵地帯ですが、山の
地肌が見えるほど森林の伐採が進ん
でいました。地域の人々とともに森林
保護地域を定め、一角には果樹を植
林。森林を守っていく計画を立てまし
た。計画にそって支援活動が開始さ
れた第1年目はグループを組織し、果
樹についての研修を実施。苗床を作
り、苗を育て始めました。将来はこの
果樹を販売し、生計を向上させてい
くことが期待されます。

地域の人々が日々の生活に必要な水
を十分に確保し、衛生的な環境を作り
出すことができるよう、現地政府やコ
ミュニティの人々と協力しながら、水
資源開発や啓発活動を行ってきまし
た。その結果、活動の第2段階半ばで
多くの人々が必要な水を確保できる
ようになり、当初の目標を達成したこ
とから、水・衛生プロジェクトは終了。こ
れからは、コミュニティの力で大切な
水を適切に管理・使用していきます。

活動当初、人々のほとんどはHIV/エ
イズが病気であることさえ知らず、体
調が悪くなるのは呪いや祟りのせい
だと思い込んでいました。地道な啓
発活動を続けた結果、現在は6割以
上の人がHIV/エイズに関して十分な
知識を持ち、感染経路や予防方法、感
染した場合の投薬やケアについて正
しく理解しています。エイズ遺児や
HIV/エイズとともに生きる人々を住
民同士で助け合うグループもでき、
人々は自分の足で歩き始めつつあり
ます。

第1段階（1～5年目）
地域住民、行政関係者との関係構築
チャイルドの登録
住民組織形成とともに学校や保健施設の
建設開始

支援卒業、自立的発展へ

準備期（約2年間）
地域住民、行政関係者との関係構築
支援ニーズ調査、事業計画策定
事務所借り上げなど、事業実施準備

第2段階（6～10年目）
灌がい施設建設、農業基盤強化
小規模融資による収入向上支援
住民に対する保健・教育分野での研修など

第3段階（11年目～）
住民組織強化のためのトレーニング
地方行政政府、現地NGOとの連携強化
施設管理など、活動引継ぎの準備

この図はプログラム実施の一例です。
実際の具体的活動、時期、支援額は
各地域プログラムにより異なります。

－自分たちの足で、歩き始めています－ －支援卒業　将来に希望が持てる社会に－
－安全な水が確保でき、

衛生的な環境が整いました－
－苗と一緒に、希望が育っています－―緊急支援から開発支援へ―

支援地域の人々 苗床を囲む支援地域の人 （々中央は中村スタッフ） 支援地域を視察する藪﨑スタッフ 地域の状況を報告しあう住民グループ 支援地域の子どもたち

タイ
トゥンワ地域開発プログラム

マラウイ
カリラ地域開発プログラム

ケニア
オレントン地域開発プログラム

ウガンダ　
カサウォ地域開発プログラム

エクアドル
クスバンバ地域開発プログラム

最終評価中間評価中間評価

チャイルド・スポンサーシップによる支援活動について

チャイルド・スポンサーシップは、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを目指して、
地域に根ざした開発援助を行うプログラムです。
約10～15年という長期間にわたって貧困削減を目指し、地域の人々が主体となって、活動を進めます。
支援期間は、準備期間とそれに続く3段階に分かれ、それぞれの段階の目的に応じた活動を行います。

チャイルド・スポンサーシップによる地域開発プログラム
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カンボジア
メコン拡大地域における人身取引対策
－国境を越えた人身取引問題に取り組んでいます－

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイに中国を加えたメコン
拡大地域では、子どもを含む人々が国境を越えて売り買いされ、肉体
的・精神的に搾取され、時には生命の危険にもさらされてしまう、人身
取引が問題となっています。6カ国政府は協同でこの問題に取り組む
ことを合意していますが、ワールド・ビジョン・ジャパンでは、その取り組
みがより実効的なものになるよう、多角的に活動しています。

夏期募金による支援を通
じて、食糧を受け取った
女性（ジンバブエ）

ザンビア
小規模酪農支援事業
－将来への希望を－

日本政府(外務省)と企業からの助成を受け、南部州のマザブカ郡マ
ゴエ地区おいて、小規模酪農を支援しています。親戚のエイズ遺児を
引き取ったり、母親だけで子どもを育てたりなど、生活が苦しい農家
に対し、生産性の高い乳牛を貸し付け、飼育方法や飼料生産を指導。
仔牛の繁殖や牛乳の生産を促しています。支援を受けた家族が、日々
食べていくだけで精一杯の不安定な生活から、将来への希望が見出
せるようになることを目指しています。

開発援助全体では、多くの日本の方々からの募金に加え、日本政府からの委託金などにより、カンボジアでの人身取引に対するアドボカ
シー事業、ザンビアでの小規模酪農支援事業などを実施することができました。

2010年度は、1月12日に発生したハイチ大地震を始めとして、自然災害が頻発しました。ワールド・ビジョン・ジャパンではこれらの災害
に対応するとともに、スリランカ北部での人道支援、スーダン、ケニア、ウガンダ、ジンバブエなどでの食糧支援も引き続き実施しました。

緊急人道支援開発援助－募金、他団体との連携による支援事業－

スタッフとの遊びを通して心の傷を癒す、人身取引の被害にあった子どもたち

支援を受けた農家の子どもたち

スリランカ
スリランカ北部人道支援
－故郷へ帰還した人々が、再定住できるように－

26年にもおよぶ内戦が続いていたスリランカでは、2009年10月
半ば頃より、北部ワウニア近郊にある避難民キャンプで暮らしていた
人々が出身地域へ帰還し始めていますが、人々はキャンプでの生活
中に、所有物や生計手段を失ってしまいました。そのためワールド・ビ
ジョン・ジャパンでは、厳しい状況に置かれた帰還民を支援するため、
生活物資や漁業・農業用具の配布、鶏やヤギなどの家畜、家畜小屋の
提供といった生計回復、短期的な収入源確保を目標としたキャッシュ
･フォー･ワーク支援を行いました。

ハイチ
ハイチ大地震緊急人道支援
－被災した人々が、安全に生活できるように－

2010年1月12日に発生した大地震により、22万人が命を奪われ、
33万人が負傷、人口の3分の1にあたる300万人が被災したハイチ。
ワールド・ビジョン・ジャパンでは、地震発生直後に日本人スタッフを現
地に派遣し、緊急人道支援を実施。2010年2月から2カ月間、住居を
失った人々が安全に生活できるよう、首都ポルトープランスでシェル
ター（家族用テント）の配布を行いました。また、2010年7月からは、
ポルトープランスや多くの被災者が避難した地方において、トイレや
手洗い場の設置、安全
な水の供給や、人々の
衛生に関する知識を
高めるためのトレーニ
ングなどを行っていま
す。

生活物資の支援を受けた家族

皆さまからの募金や各団体との連携が、多岐にわたる支援活動を可能にしています

募金報告
2010年度、チャイルド・スポンサーシップ以外の募金
は64,961件に達しました。例年のクリスマス募金や
夏期募金に加え、ハイチ大地震緊急支援やチリ大地
震緊急支援といった大災害の被災者支援のためにも、
大変多くの方々がご協力くださいました。深く感謝い
たします。

外務省
国際協力機構（JICA）
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）
国際難民支援協会（RIJ）
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
国連児童基金（UNICEF）

国連世界食糧計画（WFP）
国連開発計画（UNDP）
世界エイズ・結核・マラリア対策基金（Global Fund）
スーダン復興基金（SRF）
世界銀行（WB）
アフリカ開発銀行　など

現地支援活動における連携団体紹介2010年度募金実績
児童保護募金    118,228,838円
　うち危機にある子どもたちのための募金 　52,142,819円
クリスマス募金    　90,140,927円
夏期募金    　53,819,228円
ハイチ大地震緊急援助募金   139,828,519円
特別プロジェクト募金   　51,653,000円

政府の人身取引対策官や、
NGO関係者との連絡・調整会議

避難キャンプに設置された水タンクを利用する人々

担当：加藤スタッフより
2010年2月より、ポルトープランスに駐在し
ています。現地の状況や必要は常に流動的で、
また人々の慣習を変えるのには時間がかかり
ますが、支援を通じてbuild back better（被
災前より、少しでも改善された生活環境へ戻
すこと）を目指し、私たちの活動を通じて被災
地の子どもたち、人々に安全な生活環境を提
供できるような支援を、一貫して行っています。

カンボジア駐在中の池内スタッフ

担当：池内スタッフより
人身取引問題には、多角的に取り組む必要が
あります。政府や地域社会に対して問題の重
要性を訴えるアドボカシーでは、6カ国政府が
集う会議の場での提言、地域での啓発活動を
行っています。また、より具体的な活動として
は、被害にあった子どもたちや人々が、保護さ
れたシェルターから、出身地域や自宅へ安心
して帰還できるような仕組みづくりを目指し
ています。政府と地域社会、両方の理解が鍵
となっています。

ハイチの子どもたちと加藤スタッフ



大阪

東京
埼玉

神奈川 

北海道

愛知

千葉 
福岡

静岡

兵庫島根
鳥取

佐賀

栃木

福島

岩手

宮城

福井

宮崎
鹿児島

岡山広島

開催地

9 10

4月に開催したアートイ
ベント「手形で『巨大な地
球』を完成させよう！in六

本木ヒルズ」には、3日間
でのべ2,737人が参加。
直径6メートルの竹で組
まれた地球が、「子どもた
ちを救いたい」という意
志をこめた手形でいっぱ
いになりました（特別協
力：森ビル株式会社　監
修：武蔵野美術大学　板
東孝明教授） photo by 
Jiro Kodama

貧困の原因について声をあげ、問題解決のために市民社会や政府へ働きかけていくアドボカシー。国連ミレニアム開発目標
（MDGs）

※

の達成期限である2015年に向けて、大きな節目となる2010年度は、各国のワールド・ビジョン、国内のNGO、ネットワー
ク、企業、団体などと協力しながら、精力的な活動を行いました。

アドボカシー ご支援者の皆さんとともに

　「Child Health Now－アクション！救えるはずの命のため
　に」2009年11月にスタート！
－より多くの子どもたちが、5歳の誕生日を迎えられるように－
MDGsの達成期限である2015年に向けて、人々の行動を喚起
し、各国のワールド・ビジョンと連携しながら、政府の取り組みの
強化を訴えています。ワールド・ビジョン・ジャパンでは11月に、
国際シンポジウムを開催。2010年春には、「子どもたちを救い
たい」という意志を表す20,000件の「手の写真」と「メッセージ」
を募集しました。株式会社プレコフーズ様、山中製菓株式会社
様のご協力により、1件あたり
が100円の支援となって、カ
ンボジアの母子を守る活動に
役立てられています。

　カナダ・ムスコカG8／トロントG20サミット
－G8で「母子保健」が主要議題となり、130万人の子どもた
ちを救うことが約束されました－
3年目となる「子どもたちを救うG8サミットを！」キャンペーンに
は3,933人のご賛同をいただき、菅直人首相宛ての書簡を外
務省経済局長に手渡しました。6月末のG8／G20サミット開催
期間中は、現地の国際メディアセンターに谷村スタッフを派遣。
他のG8国のワールド・ビジョンスタッフと連携し、分析と情報発
信を行いました。

ワールド・ビジョンのパフォーマンス「Pregnant with Promise」のようす。
「支援の約束」を宿したG8首脳が登場する寸劇を通して、約束の遵守を訴
えました

　ネットワーク、他のNGOとの連携
国連子どもの権利委員会に対する個人通報制度の実現を目指
す国内キャンペーンに協力したほか、（特非）国際協力NGOセ
ンター、（特非）ジャパン・プラ
ットフォーム、教育協力NGO
ネットワーク、「動く→動か
す」(GCAP Japan)などに参
加し、外務省やJ ICAとの協
議会でも提言を行いました。

※国連ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)とは？
2000年9月に開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に主要な国際会議やサミットで採択された国際
開発目標を統合し、1つの共通の枠組みとしてまとめたもの。2015年までに達成すべき、貧困・教育・保健などに関わる8つの目標を掲げています。

チャイルド・スポンサーシップや各種募金を通じて、ワールド・ビジョン・ジャパンをご支援くださる方々は79,396人にのぼります。
また、多くのボランティアの方々の働きにも、支えられています。ご支援者の皆さんを通して、日本と世界の子どもたちをつなぐ絆が
広がっています。

　ツアー・現地訪問
－チャイルドの輝く笑顔－
ベトナム、エルサルバドル、ウガンダの5つの支援地域を、計55
名のチャイルド・スポンサーが訪問。視察を通して、地域の人々
が主体となり、スタッフと協力しながら積極的に活動が進めら
れているようすと、支援の成果を確認していただき、これからの
活動への期待が高まりました。どの支援地域でも、スポンサー
を迎えてくれる子どもたちの笑顔は輝いていました。

　活動報告会
－24回開催、863人が参加－
ワールド・ビジョン・ジャパンの団体説明や活動報告、支援者同
士の交流などを目的に、全国各地で行っています。2010年度
は、北海道から鹿児島まで24回開催し、863人の方々がご参
加くださいました。「現地では、地域の人々や子どもたちの可
能性を引き出しながら支援していることが、よく分かりました。
これからもっと周りの人たちに広げていきたいと思います」と
いった声を、多くいただきました。

　チャイルドとの交流
－海を越えて届く手紙－
約75,500通のチャイルドからの手紙、54,000通
の成長報告とグリーティングカードを、チャイル
ド・スポンサーの皆さまへお届けしました。その
うち、約51,000通のチャイルドからの手紙と、約
7,700通のチャイルド・スポンサーからの手紙は、
ボランティアの方々によって翻訳されました。

　ボランティア
－のべ3,000人以上が参加－
事務所では、のべ3,000人を超えるボランティアの方々にご協
力をいただき、様々な作業が迅速かつ丁寧に行われました。在
宅翻訳ボランティアも約400人体制が整い、インターネットを
利用した翻訳依頼が開始されました。
4月に六本木ヒルズで開催されたアートイベントでは、のべ
124人の方々がボラ
ンティアとして支え
てくださり、また新た
な試みとして、有志
ボランティアによる
「友人紹介プローモ
ーションチーム」も発
足しました。

スポンサーとシャボン玉遊びを楽しむチャイルドたち（ベトナム）

チャイルドとの対面に、笑顔が
こぼれます（エルサルバドル）

スポンサーを歓迎するチャ
イルドたち（ウガンダ）

日本のスポンサーからの手紙を受け取
るチャイルド（ルワンダ）

参加者の皆さん（岩手）

ボランティア室のようす

幼稚園や学校からも、たくさんのメ
ッセージや手形が寄せられました

2009年11月、子どもの権利委員会に対する個人通報制度実施に関
する国会議員会館内セミナーにて。右から、ヤンギー・リー国連子ども
の権利委員会委員長、ワールド・ビジョン・ジャパン片山事務局長、グロ
ーバルキャンペーンを率いるワールド・ビジョン・カナダのサラ・オーステ
ィンスタッフ、小宮山洋子厚生労働副大臣

　MDGs首脳会合
－「母子保健に関する世界戦略」が発表されました－
MDGsの進捗を確認し、2015年に向けた取り組みを話し合う
首脳会合が、9月下旬にニューヨークの国連本部で開催。改善
が遅れている母子保健に関する「世界戦略」が発表され、市民
社会を代表して、ワールド・ビジョン・インターナショナル総裁の
ケビン・ジェンキンスが、各国閣僚に並んで登壇しました。また、
ワールド・ビジョン・ジャパンでは会合に向け、他団体と連携して
日本政府に提言を行うとともに、意識調査を実施しました。

国連事務総長による
「母子保健に関する
世界戦略」発表イベ
ントでスピーチする、
ケビン・ジェンキンス
（左）

参加者同士の交流タイム（北海道）

スポンサーへの手紙を書くチャイルド（カ
ンボジア）

毎年開催しているボランティア感謝会
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1人でも多くの方に、途上国の子どもたちの現状をお伝えし、支援の輪に参加していただけるよう、様々な活動を行いま
した。日本に住む子どもたちを対象とした開発教育や、メディアを通した働きかけも積極的に行っています。

　開発教育
ー日本に住む子どもたちに、世界のことを伝える活動が広がっていますー

国内での活動

高校生・大学生向けイベント
「FAMINE」では、6時間食事をせ
ずに、飢餓に苦しむ子どもたちに思
いをはせ、食事代を募金しました

　ワールド・ビジョン・カフェ
－15回開催、1,849人が参加－

ワールド・ビジョン・カフェで、インターネットを通じてベ
トナムの子どもたちと交流する野口さん

　キャンペーン
－支援の輪が広がりました－

生き生きと語る夏木マリさん

企業、学校などの教育機関、各種団体、教会などから3,436件、総額
3億589万9,510円の支援をチャイルド・スポンサーシップや各種
募金、特別プロジェクトの支援、商品・サービスの売上より一定額をご
寄付いただくタイアップ企画型の募金、チャリティー・イベントの開催
を通じた協力など様々な形でお寄せいただきました。

企業および各種団体では、山崎製パン株式会社、株式会社デイリー
ヤマザキ、玉の肌石鹸株式会社、住友化学株式会社、株式会社チュ
チュアンナ、日産自動車株式会社／日産自動車社員一同、積水ハウ
ス株式会社／積水ハウスマッチングプログラムの会、朝日新聞厚生
文化事業団、毎日新聞社会事業団、あいのり募金（株式会社フジテレ
ビ）／アイラブワゴン（歌手・川嶋あい）、セゾンカード／UCカード「永
久不滅ポイント」など。

教育機関では、捜真小学校、捜真女学校中学部・高等学部（神奈川
県）、梅光学院大学（山口県）、梅光女学院高等学校・中学校（同）、玉
川聖学院中等部・高等部生徒会（東京都）など。

教会では、渋谷教会（日基教団）、荻窪栄光教会、カンバーランド長老
キリスト教会日本中会、池の上キリスト教会、大和カルバリーチャペ
ル、淀橋教会などからご支援をいただきました。 セゾンカード／UCカードの「永久不滅ポイント」

地域のようすを伝える、チャンち
ゃん（左）とホアンちゃん（右）

「教科書にのっていない
アフリカ」スクール版を体
験する高校生

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、日本に住む子ど
もたちに国際協力への理解を広め、できること
を考え、行動していくことの大切さを伝える、開
発教育に力を入れています。2010年度は、計
15,487名の子どもたちが参加しました。事務所
訪問や、派遣授業の依頼も増えています。
また、体験型イベント「教科書にのっていないア
フリカ」スクール版を全国で6回開催、計1,452
名が体験しました。「ワールド・ビジョン・サマース
クール」や「ワールド・ビジョン・カフェ for キッズ」、
「FAMIN」（ファミン）などの子ども向けイベント
も開催し、壁新聞やホームページからの情報発
信など、多岐にわたる活動が広がっています。

　企業・団体との連携
－多岐にわたる団体から、様々なご協力をいただきました－

　メディア
－過去最高となる、463件の報道となりました－

4月に開催したアートイベント「手形で『巨大な地球』を
完成させよう！in六本木ヒルズ」には、親善大使の酒井
美紀さんが特別出演。多数のメディアにご取材いただ
きました

2010年度はラブケーキプロジェクト（朝日新聞、
日経新聞、NHK、TBS等）、ハイチ大地震緊急人
道支援（読売新聞、朝日新聞、テレビ朝日、フジテ
レビ等）、Child Health Now関連（日経新聞、
Yahoo!ニュース、テレビ東京等）など、国内外で
の様々な活動をメディア各社にご紹介いただき、
過去最高である463件の報道となりました。

「あいのり2」のメンバーと、「あいのり募金」で建設された
小学校の子どもたち（バングラデシュ）

　ラブケーキプロジェクト
－新しい支援の形に、大きな反響が寄せられました－

2010年度から新しく始まった、ラブケーキプロジェクト。あらかじめ
1ピース欠けたホールケーキ（ラブケーキ）を通常価格で販売し、ラ
ブケーキ1台につき、足りない1ピース分の金額が、食糧支援プロ
ジェクトへの募金になる、というものです。

首都圏に住む7人のパティシエの方々がご賛同
くださり、計303台のラブケーキが販売、
95,370円の募金が寄せられました。販売予定
数完売の店舗が続出し、多数のメディアでも紹
介されるなど、新しい支援の形に、大きな反響が
寄せられました。

ワールド・ビジョン・ジャパンの活動をより深く理
解していただくために開催している「ワールド･
ビジョン･カフェ」を、2010年度は15回開催、の
べ1,849人の方々が参加してくださいました。
スタッフだけではなく、チャイルド・スポンサーと
してご支援くださっている夏木マリさんや、
JAXA宇宙飛行士・野口聡一さんをゲストにお迎
えし、途上国の子どもたちに対する思いも語って
いただきました。また、Ustreamによる動画中
継を実施し、来場が難しい方にも視聴していた
だけるようになりました。

2009年11月1日～１2月28日まで、「“何か”はきっとできる」キャ
ンペーンを実施。目標6,500人のところ、5,600人の子どもたちに
チャイルド・スポンサーを見つけることができました。
キャンペーン期間中は、バングラデシュとエチオピアのチャイルドを
訪問された夏木マリさんを特別ゲストにお迎えし、「ワールド･ビジョ
ン･カフェスペシャル」を開催。317人の方々が来場してくださいまし
た。また、チャイルド・スポンサーシップによる支援活動が行われてい
るベトナム・バンエン地域から、チャイルドとして支援を受けている
チャンちゃん、ホアンちゃんが来日してくれました。

販売されたラブケーキ例
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経常
収益

100%=経常収益合計(A)4,358,213千円 100%=経常収益合計(A)4,358,213千円

人材派遣費（3） 0.4％
各種啓発教育費（4） 12.0％

事業管理費等（5）合計 11.0％
（うち人件費等合計 7.2％）

受取その他募金・寄付金　16.8％

その他　0.1％

受取補助金等　12.8％
経常
費用

2010年度会計報告 片山事務局長コラム

2010年度は依然として厳しい経済状況にあり、日本国内でも格差の拡大が問題となりました。その
ようななかにあっても、ワールド・ビジョン・ジャパンは皆さまのご支援により、成長を遂げることができま
した。チャイルド・スポンサーの方々は52,000人を超え、今年度の当期収入は約43億円、昨年度から
の繰越額等を含めると、総収入の規模は50億円を超えました。その結果、チャイルド・スポンサーシッ
プによる地域開発支援、ハイチでの緊急人道支援、Child Health NowやG8/G20サミットでのアド
ボカシーなどを展開することができました。今年度の活動を通して、特に感じたことをお伝えしたいと
思います。

1．開かれた市民社会の構築をめざして
国際社会では中国、インドなどの新興国の躍進が語られる一方、回復の兆しが見えないアメリカ経済の
低迷など、将来への希望が見えにくい年ではなかったかと思います。途上国の状況も大きく改善したと
は言えません。また、日本国内も子どもの貧困など、暗いニュースが多く、日本全体が内向きになってし
まったと実感しています。しかし、日本は自国だけで繁栄することはできません。自国の問題の解決だ
けを求めては閉塞状況を深めるだけであり、真の問題解決にはいたらないと思います。ですから、世界
に開かれた日本社会、市民社会の構築が必要です。そのため、私たちNGOは日本の問題に向き合いな
がら、国際的な視野で活動を続けることが大切だと改めて思います。真に市民に支えられるNGOとは
どのようなものかを問い続けながら、直面する課題にチャレンジし、ひたすら前に向かってゆく団体で
ありたいと、強く思った1年でした。

2．ワールド・ビジョン・ジャパンとしての取り組み
インパクトのある支援事業の実施：支援の拡大とともに、より成果の出る事業を実施していかなけれ
ばなりません。新しい支援事業の開発や評価の徹底、それを実施するためのスタッフの育成に取り組
みました
効率化：NGOらしい柔軟な組織運営と、新しい人事評価制度の構築に取り組みました
アドボカシー、調査研究 ： 政策提言などの内容を深めるとともに、提案力の向上に努めました。また、時
間的・人的課題があるなか、他のNGOとの連携拡大にも取り組みました　
日本社会への浸透度、認知度 ： より多くの市民に支えられた団体へと成長するため、効果的な広報や、
参加しやすい仕組みづくりを行いました。また、説明責任をより一層意識し、活動をより分かりやすく皆
さまに報告するよう努めました
新たな課題： 深刻化する日本国内の子どもの問題について、支援事業の可能性を調査しました

3．前に見える希望　
種々の取り組みを行ってきましたが、課題は山積みなのが実情です。しかし、大きな可能性と希望はあ
ります。10月に訪問したマラウイ―アフリカでは珍しい、紛争のない平和な国と言われています―で
の経験を紹介します。ワールド・ビジョン・ジャパンはマラウイで、HIV/エイズの検査やカウンセリングな
どを行うHTCセンターを建設・運営しています。あるセンターで働く6人のカウンセラーは、「少ない給
料だけど、皆のために働けて幸せだ。この地区の感染率はぐっと下がっている！」と、胸を張っていました。
その笑顔の素晴らしかったこと。自分たちの仕事への誇りと、やればできるという自信に満ちたようす。
「そうだ。それこそがアフリカン・プライド！素晴らしい！」と、思わず声援を送っていました。“自分たちでや
るぞ！”という意識を支援地域の人々自身が持てるかどうかが、事業の成否を決めると言っても過言で
はありません。そこに支援事業の成功の可能性と、希望が見えるのです。

その他
受取補助金等
受取その他募金・寄付金
受取スポンサーシップ募金
その他の募金者数を含む全支援者数
チャイルド・スポンサー数（期末現在）

受取スポンサーシップ募金　70.3％ 地域開発援助事業費（※） 73.5％

「ひたすら前を向いて」
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百万円 人

経常収益の内訳

（単位：人または団体）

チャイルド・スポンサー数（期末現在）   　　
その他の募金者数（上記を除く）          　　　　　

（単位：百万円）

経常収益合計
　受取スポンサーシップ募金
　受取その他募金・寄付金
　受取補助金等
　その他

2,882　2,720
1,452　1,757
502　　494

　　927　　458
　1　　　11

3,494
2,192
609
688
5

3,775
2,670
386
712
7

2006年度　　2007年度　　 2008年度 　 2009年度　　 2010年度5カ年経常収益の推移
4,358
3,064
733
558
3

26,064　31,725 40,164 　47,396　 52,686
11,761　11,167 　14,341 　8,986　 13,457

HTCセンターのスタッフたちと
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ワールド・ビジョン創設者ボブ・ピアス博士

事務局長

総務課
総務
財務
人事
　IT
教育

国内事業部 支援者サービス課
支援者対応
現地訪問・ツアー
活動報告会

分析・システム課
マーケティング分析
業務システム管理

マーケティング課
新規支援者開拓
募金活動
イベント
広報・広告
企業対応
開発教育

海外事業部 緊急人道支援課
緊急人道支援事業監理
事業の企画・管理運営
モニタリング、評価

国際財務課
開発・緊急人道支援事業の
財務管理全般

アドボカシーチーム

総会

理事会

正会員

開発援助事業課
開発援助事業監理
事業の企画・管理運営
モニタリング、評価

コンタクトセンター
問い合わせ対応
入金処理
ボランティア活動支援

ワールド・ビジョン・ジャパンについて

ワールド・ビジョンの始まり
ワールド・ビジョンは、キリスト教に基づい
て開発援助、緊急人道支援、アドボカシー
（市民社会や政府への働きかけ）を行う
国際NGOです。子どもたちとその家族、
そして彼らが暮らす地域社会とともに、
貧困と不公正を克服する活動を行って
います。宗教、人種、民族、性別にかかわ
らず、すべての人々のために働きます。

ワールド・ビジョンの活動は、アメリカ生ま
れのキリスト教宣教師ボブ・ピアスによっ
て始められました。第2次世界大戦後、混
乱をきわめた中国に渡ったボブ・ピアス
は、「すべての人々に何もかもはできな
くとも、誰かに何かはできる」と考えるよ
うになりました。中国で出会った1人の少
女の支援を始めた彼は、より多くの支援
を届けるため、1950年9月、アメリカの
オレゴン州で「ワールド・ビジョン」を設
立。朝鮮戦争によって生まれた多くの孤
児や、夫を亡くした女性たち、ハンセン病
や結核患者に救いの手をさしのべること
から始まり、現在は約100カ国で活動を
展開しています。

役員・親善大使
特別顧問理事　
名 誉 会 長 　 　 　 　
理 事 長 　 　 　 　 　
副 理 事 長 　 　 　 　
常 務 理 事 　 　 　 　
理 事 　 　 　 　 　 　 　
理 事 　 　 　 　 　 　 　
理 事 　 　 　 　 　 　 　
理 事 　 　 　 　 　 　 　
理 事 　 　 　 　 　 　 　
監 事
監 事
　 　 　 　 　 　 　
親 善 大 使 　 　 　 　
親 善 大 使 　 　　　

羽鳥　 明（財団法人太平洋放送協会名誉会長）
峯野 龍弘（ウェスレアン・ホーリネス淀橋教会牧師）
榊原　 寛（お茶の水クリスチャンセンター副理事長）
飯島 延浩（山崎製パン株式会社代表取締役社長）
片山 信彦（特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン事務局長）
新川代利子（ウェスレアン・ホーリネス神学院助教授）
安西　 愈（弁護士）
日暮 道生（栄香料株式会社代表取締役社長）
三木 晴雄（玉の肌石鹸株式会社代表取締役社長）
湊　 晶子（前東京女子大学学長）
松澤　 建（前学校法人青山学院理事長）
吉持　 章（スウェーデン同盟キリスト教団理事長）

ジュディ・オング（歌手・女優）
酒井　美紀（女優）

ワールド・ビジョン・ジャパン組織図　　　　

監査と情報公開
ワールド・ビジョン・ジャパンでは、会計お
よび業務全体に関して2名の監事によ
る内部監査とともに、外部の独立した公
認会計士に依頼して会計監査を受けて
います。その会計報告の概要は、年次報
告書やホームページで公開しています。
また、特定非営利活動法人の所轄庁で
ある東京都と、認定NPO法人の認定を
受けている国税庁へ、事業報告書等を
提出し情報公開を行っています。

ワールド・ビジョン全体としては、内部に
監査機関を設置し、すべての各国事務
所が最低でも3年から5年に1度、事務
所全体の業務監査と会計監査を受ける
ことになっています。もし監査の過程で
疑義等が発生した場合は、その都度適
切な対処を行います。

ワールド・ビジョン・ジャパンについて
ワールド・ビジョンは1960年代、日本でも孤
児院などを通じて子どもたちに対する支援
活動を行いました。その後、日本の経済成長
と内外の海外支援に対する気運の高まりと
ともに、1987年10月に「ワールド・ビジョン・
ジャパン」が設立され、独自の理事会を持つ
支援国事務所として、活動を開始しました。

1999年に特定非営利活動法人の認証を
得、法人格を持つ民間援助機関としてその
歩みを進めています。2002年5月には国
税庁より「認定NPO法人」に認定され、それ
以降当団体への寄付金は、税制上の優遇措
置を受けられるようになりました。

（常勤一名を除き無給です）



ワールド・ビジョン・パートナーシップ

組織と運営
ワールド・ビジョン・パートナーシップにお
いて、日本を含む支援国では、各国で独
自に総会・理事会を持ち、その国のワー
ルド・ビジョンの運営に関する責任を負っ
ています。通常は、総会・理事会のもとに
事務局が置かれ、実際の運営を行います
が、最終的な責任はその国の総会・理事
会が持っています。
ワールド・ビジョン全体に関わる方針や事
業計画、予算等については、各地域から
選出された理事で構成される国際理事
会で決定されます。このほか国際理事会
では、新たに活動を始める国や活動を終
了する国の承認も行います。国際理事会
のもと、ワールド・ビジョン・パートナーシ
ップ事務所が、各国、各地域間の調整業
務や、技術的サポートを行っています。

ワールド・ビジョン組織運営図

2010年度ワールド・ビジョン活動国

ビジョン・ステートメント
私たちのビジョンは、すべての子どもに豊かないのちを
私たちの祈りは、すべての人の心にこのビジョンを実現する意志を

Our Vision for 

      every child,
               life in all its fullness
Our Prayer for every heart, 
                            the will to make it so

ミッション・ステートメント
ワールド・ビジョンはキリスト教精神に基づく国際的なパートナーであり、
イエス・キリストにならい、貧しく抑圧された人々とともに働き、
人々の変革と、正義を追及し、平和な社会の実現を目指します。
私たちは、このミッション実現のために、
総合的かつ全体的な方法で、以下の働きを行います。
  ・ 変革をもたらす開発
  ・ 緊急援助
  ・ 正義の追求
  ・ 教会とのパートナーシップ
  ・ 情報提供
  ・ スタッフの生活、行動等を通したミッション・ステートメントの実践

基本理念
私たちはキリスト教精神に基づいて活動します
私たちは貧しい人々のために献身します
私たちはすべての人を価値あるものとします
私たちは仕えるものです
私たちはパートナーです
私たちはすぐに対応します

ワールド・ビジョン・パートナーシップ活動データ
400万人
40,000人

アメリカ
カナダ
オーストラリア
韓国
香港（中国内）
ドイツ
台湾
イギリス
ニュージーランド
スイス
日本

人

人
人

人
人
人

人
人
人
人
人

ワールド・ビジョン・パートナーシップ主要支援国チャイルド・スポンサーシップ支援子ども数

データ2011年2月現在 データ2011年2月現在
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