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添付資料 6：COVID-19に対する日本の国際協力NGO活動リスト 

 

COVID-19 に対する日本の国際協力 NGO の活動を、全国のネットワーク NGO 等のホー

ムページ等から以下の通りまとめた。なお、以下には、当初予定していた地域・内容も含む。 

（50音順） 

 

 団体名 活動地 活動内容 

1 アーシャ＝アジ

アの農民と歩む

会 

南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供 

2 アーユス仏教国

際協力ネットワ

ーク 

日本 『街の灯』支援事業として、コロナ禍を

乗り切るためのNGOがそれぞれに始め

ているプロジェクトへの支援 

3 アイキャン フィリピン マニラ、貧困地域のトンド地区や、路上

の子どもたちが多く生活するマニラ市

とケソン市各地にて、米や缶詰、石鹸等

のセットを配布 

4 ISAPH 東・東南アジア、サブ

サハラ、アフリカ 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

5 IVY 日本、東・東南アジア、 

南アジア、中東、北ア

フリカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供、施設の建設等 

6 アクセス－共生

社会をめざす地

球市民の会 

フィリピン 収入がなくなり、食事に困っている人た

ちや、外出禁止で生産できなくなったフ

ェアトレード生産者への支援、消毒剤や

マスク、食糧等の物資の提供、受益者へ

の現金提供(CBT）、生活困窮者の保護・

相談受付、外出規制下のメンタルケア 

7 アクセプト・イ

ンターナショナ

ル 

ソマリア連邦共和国、

ケニア共和国 

スラム地域居住者や難民、コロナ禍で過

激化やテロ組織への加入が懸念される

同地域の若者を対象に、感染予防のため

の啓蒙啓発や物資の支援 

8 アジア・コミュ

ニティ・センタ

ー21（ACC21） 

フィリピン ストリートチルドレンとその家族を対

象に、1 週間分の食料や衛生用品などが

入った緊急支援物資を配布 
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9 アジアキッズケ

ア 

日本、東・東南アジア、

サブサハラ・アフリカ 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、②受益者への現金提供(CBT） 

【日本】消毒剤やマスク等の物資の提供 

10 アジアキリスト

教教育基金 

南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

施設の建設 

11 アジアパシフィ

ックアライアン

ス・ジャパン 

日本 病院や介護施設へマスクやテントを支

援。ポータブルレントゲンやトレーラー

の貸与も行う 

12 アジア協会アジ

ア友の会 

日本、インド、ネパー

ル、バングラデシュ、

フィリピン 

【国内】アジア諸国からの生活に困窮す

る留学生を対象に生活費サポート支援 

【海外】食料、生活必需品、医療用品の

提供、感染拡大防止のための衛生啓発活

動 

13 アジア車いす交

流センター 

東・東南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

受益者への現金提供(CBT）、生活困窮者

の保護・相談受付 

14 アジア女性自立

プロジェクト 

フィリピン 政府支給の未開封マスクを集めてフィ

リピンへ送付 

15 アジア砒素ネッ

トワーク 

バングラデシュ 病院で非感染性疾患（NCD）サービスを

提供する事業とともに、感染防止対策、

SMS 等を活用したモニタリングなどを

実施 

16 ADRA Japan ネパール、エチオピ

ア、ジンバブエ 

感染予防のための啓発活動、保健医療施

設への感染症対策のための物資支援、医

療従事者への研修、井戸や貯水タンクの

修繕、収入向上の縫製研修（マスク作り） 

17 アフリカ日本協

議会 

日本、 サブサハラ・ア

フリカ 

【海外】先進国・途上国の現地NGO の

ネットワーク等と連携して、国際機関等

との連携や提言機能の強化を行う 【国

内】COVID-19 に関する情報発信・政策

提言・国内当事者団体へのコンサルティ

ング・官庁や地方自治体との意見交換会

合等の設定 

18 AMDA 中国、フィリピン、日

本 

マスクの寄贈、オンライン無料医療相

談、在日外国人の新型コロナウイルス等

に関する電話相談 
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19 AMDA 社会開

発機構 

東・東南アジア、 南ア

ジア、 サブサハラ・ア

フリカ、 中南米 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

③予防や感染時対応等の研修の実施、情

報提供 

20 アムネスティ・

インターナショ

ナル日本 

世界 「分断ではなく、団結の時」を合言葉と

した署名キャンペーンを世界中で展開 

21 ESAアジア教育

支援の会 

バングラデシュ ロックダウンで職を失い、食べるものも

手に入れられなくなったバングラデシ

ュの 2地域で、緊急食糧支援を実施 

22 イカオ・アコ 日本、 東・東南アジア 予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

23 イランの障害者

を支援するミン

トの会 

中東・北アフリカ、日

本 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供【日本】消毒剤やマスク等

の物資の提供、予防や感染時対応等の研

修の実施 

24 International 

Medical Corps 

Japan 

世界 医療従事者とスタッフを保護するため

のトレーニング、医療品の配布、等 

25 インドネシア教

育振興会 

日本、 東・東南アジア 【海外】予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供、 生活困窮者の保護・相談

受付、プロジェクト継続資材の提供 

【日本】生活困窮者の保護・相談受付、 

食料品の提供 

26 ウォーターエイ

ドジャパン 

バングラデシュ、イン

ド、パキスタン、エチ

オピア、ナイジェリア 

手洗い設備を設置、手洗いなど衛生習慣

の普及 

27 エイズ孤児支援

NGO・PLAS 

ケニア、ウガンダ 手洗い設備の設置やコロナウイルス感

染予防の啓発、HIV 陽性者へ食料配布や

生計向上のための研修の実施 

28 AAR Japan（難

民を助ける会） 

日本、トルコ、ケニア、

ウガンダ、パキスタ

ン、アフガニスタン、

タジキスタン、バング

ラデシュ、ミャンマ

ー、イタリア 

【国内】障がい関連団体へのマスクや消

毒液、手袋など衛生用品の配付 【海外】

生活物資の配付、政府や新型コロナウイ

ルスに関する最新情報の提供、心理士に

よる相談対応、特別支援学級への子ども

達への学習サポート 
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29 ACE 日本、 南アジア、 サ

ブサハラ・アフリカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

30 えひめグローバ

ルネットワーク 

サブサハラ・アフリカ 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供 

31 エファジャパン 東・東南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

生活困窮者の保護・相談受付 

32 エフエムわいわ

い 

日本、 東・東南アジア 【海外】予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供、遠隔教育支援【国内】消

毒剤やマスク等の物資の提供、予防や感

染時対応等の研修の実施、生活困窮者の

保護・相談受付 

33 オイスカ インド、インドネシ

ア、マレーシア、ミャ

ンマー、フィリピン等 

生活や感染予防に必要な物資の支援や

啓発発動、住民への野菜種の配布や栽培

支援、環境衛生対策の支援活動など 

34 開発教育協会 日本 グローバルに感染が広がる COVID-19

について、自分の気持ちを整理したり、

経緯をふりかえったり、様々なイシュー

との関連性を確認するなどして、話し合

うための教材 

35 カリタスジャパ

ン 

日本、海外 住まいの確保、食糧衣料の確保、滞日外

国人のケア、情報の保証、医療支援等 

36 キャンヘルプタ

イランド 

東・東南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供 

37 グッドネーバー

ズ・ジャパン 

アジア、アフリカ、中

南米等 

医療消耗品・衛生用品や栄養食品の配

布、衛生キットの提供、感染予防のため

の教育・啓発活動、手洗い場の設置、感

染予防知識の TV 番組の制作・放映、病

棟の改築や建設 

38 グリーンピー

ス・ジャパン 

日本 普及啓発、日本政府が COVID-19 に対

する緊急事態宣言の全面解除を決定し

たことを受け声明を発表 

39 ケア・インター

ナショナルジャ

パン 

アジア・アフリカ・中

東等  

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供、 施設の建設・提供、生活困窮者の

保護・相談受付 
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40 結核予防会 ザンビア、ミャンマ

ー、日本 

【海外】公的保健医療施設や保健ボラン

ティアへ 医療物資の配布、研修やワー

クショップ等で COVID-19 に関する

レクチャーを実施【日本】医療従事者に

よる治療 

41 神戸国際協力交

流センター 

日本 生活困窮に陥っている神戸市内の外国

人留学生などを対象とした生活支援事

業を補助・COVID-19対策外国人留学生

等のボランティア事業等 

42 CODE 海外災

害援助市民セン

ター 

中国（武漢）、ネパー

ル、インドネシア、日

本、メキシコ 

国際アライアンスで世界の仲間たちと

コロナ危機に対する取り組みや経験を

共有、医療従事者へ衛生用品等の提供等 

43 国際協力NGO・

IV-JAPAN 

日本、東・東南アジア、 

南アジア 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供 

44 国際子ども権利

センター（シー

ライツ） 

日本、 東・東南アジア 【国内】アドボカシー活動、子育て講座 

45 国境なき医師団 アジア・アフリカ・中

東等 

医療機関への支援、医療従事者の安全を

確保、弱い立場に置かれた人びとを援

助、現場からの提言等 

46 国境なき子ども

たち 

フィリピン、パキスタ

ン 

食料と衛生用品の配布、遠隔教育、医療

物資の支援 

47 コミュニティ・

4・チルドレン 

日本、 東・東南アジア 【海外】予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供、家庭菜園のための種苗、

養殖する稚魚を配布(カンボジア）、起業

応援資金の貸し出し(フィリピン） 

48 コンサベーショ

ン・インターナ

ショナル・ジャ

パン 

世界 情報発信、普及啓発 

49 ザ・ピープル 太平洋州、日本 【国内】消毒剤やマスク等の物資の提

供、予防や感染時対応等の研修の実施、

生活困窮者の保護・相談受付 

50 SEEDS Asia 日本、 東・東南アジ

ア、 南アジア 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供【日本】消毒剤やマスク等
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の物資の提供、対面を最小限に留めなが

ら地域内の合意形成を図るためのタブ

レット端末の配布、WIFI 環境の整備 

51 CWS Japan 日本、海外 緊急対策支援のための「除菌液を届ける

プロジェクト」に対して連携協力実施等 

52 シェア＝国際保

健協力市民の会 

日本、カンボジア、東

ティモール 

【国内】保健NGO として、新型ウイル

ス感染症（COVID-19）に関する情報提

供、在日外国人に対するコロナ関連情報

の多言語発信【海外】物資の提供、予防

や感染時対応等の研修の実施 

53 JEN 日本、パキスタン 【海外】食糧配給、衛生用品の配布、コ

ロナウイルスに関する意識啓発活動と

衛生教育【日本】宮城県食料品の宅配と、

こども食堂を利用したこども達との文

通事業を支援 

54 JIM-NET 日本、 中東・北アフリ

カ 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、施設の建設・提供、生活困窮者

の保護・相談受付【日本】消毒剤やマス

ク等の物資の提供 

55 ジャパン・プラ

ットフォーム 

日本、海外 COVID-19 の影響に対する支援と既存

の人道危機への影響を増大させないた

めの活動への資金支援 

56 ジャパンハート 日本、ミャンマー、カ

ンボジア、ラオス 

【国内】長崎県へ医療チームの派遣、第

一種指定感染症医療機関、三次救急医療

機関、特定機能病院を中心とする医療機

関へ医療用のマスクを配布 

【海外】貧困層を対象に感染拡大防止対

策予防や感染時対応等の研修の実施、情

報提供 

57 シャプラニール

=市民による海

外協力の会 

ネパール、バングラデ

シュ 

生活困窮家庭への食料配布、コミュニテ

ィラジオを通じ、新型コロナウイルス対

策に関する適切な情報を発信するため

の番組制作および放送 

58 シャンティ国際

ボランティア会

（SVA） 

カンボジア、ミャンマ

ー（ビルマ）難民キャ

ンプ、ミャンマー、ア

【海外】衛生用品、食料や生活用品の配

布、感染予防の啓発啓蒙活動、図書館活
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フガニスタン、ネパー

ル、日本 

動の新しい取り組み【国内】学用品や家

で過ごせる教材セットの配布 

59 ジ ョ イ セ フ

（JOICFP） 

日本、東・東南アジア、 

サブサハラ・アフリカ 

【国内】妊産婦や女性の皆さま向けに信

頼できる情報を発信しているサイトの

紹介、消毒剤やマスク等の物資の提供 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供 

60 セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパ

ン 

アジア・アフリカ・中

東等  

【国内】学童保育への助成金（活動支援

金）提供、ひとり親家庭食料品・遊具の

提供等【海外】感染予防策の情報を提供、

医療ボランティア の訓練等 

61 世界の医療団 日本、バングラデシ

ュ・ロヒンギャ難民キ

ャンプ 

【国内】経済的困窮状態にある人々へ医

師、看護師による医療相談会の実施、感

染症予防キットの配布【海外】健康啓発

活動、診療へ繋げるためのコミュニティ

の仕組みの構築への支援 

62 地球市民の会 日本、 東・東南アジア 消毒剤やマスク等の物資の提供 

63 地球のステージ 東・東南アジア、 中

東・北アフリカ 

【国内】コロナ対策、今後どう生きるか

などのセミナーの実施 

64 地球の友と歩む

会 

日本、 東・東南アジ

ア、 南アジア 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、休校となった児童等への教育支

援 

65 チャイルド・フ

ァンド・ジャパ

ン 

フィリピン、ネパー

ル、スリランカ 

手洗いと衛生習慣についての啓発活動、

衛生用品等の配布、子どもたちが継続し

て学習できる環境整備等 

66 中国児童援助協

会 

東・東南アジア、日本 【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供【日本】消毒剤やマスク等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実

施 

67 ツナミクラフト 日本、 東・東南アジア 【国内】生活困窮者の保護・相談受付、 

テレワークの指導 

68 DNDi Japan 日本、 東・東南アジ

ア、 南アジア、 中東・

北アフリカ、サブサハ

ラ・アフリカ、 中南米 

治療薬開発と低中所得国でのアクセス

確保のための取り組み、研究開発プラッ

トフォームの構築 
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69 テラ・ルネッサ

ンス 

カンボジア、ウガン

ダ、南スーダン難民居

住区、コンゴ 民主共

和国 

難民、国内避難民、紛争被害女性、元子

ども兵、最貧困層住民等に対し感染予防

活動、衛生用品の配布、簡易手洗い設備、

生計支援活動、緊急的な生活物資の支援

など 

70 「飛んでけ！車

いす」の会 

日本、東・東南アジア、 

南アジア 

【国内】消毒剤やマスク等の物資の提供 

【海外】手作りマスクを途上国に送る活

動を複数国へ支援、消毒剤やマスク、食

糧等の物資の提供 

71 難民支援協会 日本 難民の方々の衣食住を支える活動（生

活・就労相談、安全な宿泊場所の提供、

食料・日用品の提供、多言語での情報提

供） 

72 日本イラク医療

支援ネットワー

ク 

イラク 医療物資のための資金支援、予防啓発、

粉ミルク配布支援 

73 日本雲南聯誼協

会 

日本 中国から届いたマスクを日本の小学校

や医療機関に配布 

74 日本キリスト教

海外医療協力会

（JOCS） 

東南アジア・南アジ

ア・アフリカ 

物資の提供、予防や感染時対応等の研修

の実施・情報提供等 

75 日本国際飢餓対

策機構 

東・東南アジア、 南ア

ジア、 サブサハラ・ア

フリカ、 中南米 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供、生活困窮者の保護、相談受付 

76 日本国際ボラン

ティアセンター

（JVC） 

アフガニスタン、カン

ボジア、パレスチナ 

衛生用品配布および感染予防・啓発キャ

ンペーンの実施、帰国者の一時隔離施設

に衛生用品・食料品の支援を実施 

77 日本国際民間協

力会 

日本、 東・東南アジ

ア、 南アジア、 中東・

北アフリカ、 サブサ

ハラ・アフリカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

78 日本チェルノブ

イリ連帯基金 

中東・北アフリカ 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

79 日本ハビタット

協会 

日本、 東・東南アジ

ア、 中東・北アフリカ 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実
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施、情報提供【日本】消毒剤やマスク等

の物資の提供、生活困窮者の保護・相談

受付 

80 日本・バングラ

デシュ文化交流

会 

南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

81 日本バングラデ

シュ友好協力会 

日本、南アジア 【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、 医療従事者による治療、生活困

窮者の保護・相談受付、 日本から送金し

て防護服を購入、貧困者への食糧援助 

82 野毛坂グローカ

ル 

日本、東・東南アジア 啓発活動 

83 ハート・オブ・ゴ

ールド 

日本、 東・東南アジア 【海外】予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供 

84 パ ル シ ッ ク

（PARCIC） 

レバノン（シリア難

民）、インドネシア、

日本 

【海外】衛生用品と食糧の配布  

【日本】生活困窮者の保護・相談受付 

85 パレスチナ子ど

ものキャンペー

ン 

レバノン（パレスチナ

難民・シリア難民） 

レバノン山岳地域に住むパレスチナ系

シリア難民、ベイルートの劣悪な難民キ

ャンプに住むパレスチナ難民 500 世帯

に 2～3 週間分の食糧を配布 

86 HANDS パプアニューギニア、

ケニア、シエラレオネ 

COVID-19 に関する正確な情報・予防

方法提供 

87 PHD協会 日本、 東・東南アジ

ア、太平洋州 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、予防や感染時対応等の研修の実

施、情報提供、医療従事者による治療 

【国内】消毒剤やマスク等の物資の提

供、住居の提供 

88 BHN テレコム

支援協議会 

ネパール、バングラデ

シュ、インドネシア 

コミュニティ放送局の活動支援、コロナ

感染の疑いのある患者の治療のために

隔離病棟の建設 

89 ピースウィン

ズ・ジャパン 

日本、シリア、ウガン

ダ 

【国内】医療機関へのマスク・発熱外来

テント提供、医療機材セットの貸与、医

療的ケア児者支援等【海外】食料と衛生

用品キットを配布、手洗いタンクの設置

と啓発等 
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90 ピースボート災

害支援センター 

日本 災害が発生した時の感染予防方法や避

難生活の送り方をまとめた「新型コロナ

ウイルス 避難生活お役立ちサポートブ

ック」を作成、消毒剤やマスク等の物資

の提供、被災地でコロナ対策を伴う避難

所運営支援 

91 ピープルズ・ホ

ープ・ジャパン 

ミャンマー、カンボジ

ア 

医療施設への医療用品や衛生用品の配

布、感染拡大の防止策ついての指導や、

情報を共有 

92 ヒューマンライ

ツ・ナウ 

日本 「声明：新型コロナウイルス感染拡大防

止策における人権保障を求める」の発表 

93 フィリピン耳の

里親会 

東・東南アジア 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

受益者への現金提供(CBT） 

94 フェア・プラス フィリピン 山村マリナオ村のアバカ・マクラメ編み

製品生産者への支援 

95 Future Code ブルキナファソ 商標登録されたブルキナファソ産シア

バターが原材料のコスメブランドの販

売を通して、感染予防の知識等の普及活

動、予防の啓発等 

96 プラン・インタ

ーナショナル・

ジャパン 

アジア・アフリカ・中

東等 

【海外】感染予防や影響について伝える

子どもたち向けの英語テキスト教材を

制作、感染予防等のトレーニングの実

施、石けん付き手洗い場の設置等 

【国内】消毒剤やマスク等の物資の提

供、 生活困窮者の保護・相談受付 

97 フリー・ザ・チル

ドレン・ジャパ

ン 

フィリピン、インド、

ケニア、タンザニア、

エチオピア、ハイチ、

エクアドル、ニカラグ

ア 

感染拡大を防ぐための必要品の配布、お

よび健康管理のための啓発活動。 

98 blue earth green 

trees 

日本 手作りマスクを届けようプロジェクト

の開催 

99 ホープ・インタ

ーナショナル開

発機構 

東・東南アジア、 南ア

ジア、 サブサハラ・ア

フリカ 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 
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100 Bokk Jambaar 日本、 サブサハラ・ア

フリカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供 

101 マラリア・ノー

モア・ジャパン 

日本、インド COVID-19 に関する声明の発表、SNS 

を活用して、マラリアなど蚊媒介性疾患

の予防、早期診断・治療の重要性など意

識向上 

102 道普請人 日本、 東・東南アジ

ア、 南アジア、 中東・

北アフリカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修の実施、情報

提供 

103 民際センター 日本 新型コロナウイルス感染症における、支

援国への対応と支援についての方針の

発表 

104 モザンビークの

いのちをつなぐ

会 

サブサハラ・アフリカ 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

生活困窮者の保護・相談受付 

105 Reach 

Alternatives 

日本、 中東・北アフリ

カ、 サブサハラ・アフ

リカ 

消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

予防や感染時対応等の研修実施、情報提

供 

106 Little Bees 

International 

サブサハラ・アフリカ 消毒剤やマスク、食糧等の物資の提供、 

受益者への現金提供(CBT）、予防や感染

時対応等の研修の実施、情報提供、施設

の建設・提供、生活困窮者の保護・相談

受付 

107 ルワンダの教育

を考える会 

日本、 サブサハラ・ア

フリカ 

【海外】消毒剤やマスク、食糧等の物資

の提供、受益者への現金提供(CBT）、予

防や感染時対応等の研修の実施、情報提

供、 生活困窮者の保護・相談受付、固形

石鹸づくりのセミナー開催 

108 ワールド・ビジ

ョン・ジャパン 

アジア・アフリカ・中

東等 

【海外】衛生行動の促進、医療器具や衛

生用品の提供、在宅ケアのサポート、食

料の配布や遠隔教育のための教材提供

等 【日本】生活困窮者の保護・相談受

付、 子ども食堂支援 

 


