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日本ＮＧＯ連携無償資金協力注 1及び 

ジャパン・プラットフォーム（JPF）注 2事業 

実施件数・実績額の推移 

 

 

 

 

                                                                     ※…補正予算含む 

 

（注 1）日本の国際協力 NGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に外務省が資金

協力を行うもの。 

（注 2）海外で大災害・紛争等が起こった際の、日本の NGOによる迅速で効果的な緊急人道支援

活動を目的として、政府、NGO及び経済界が協力して設立した組織（２０００年設立）。 

 

  

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

日本NGO連
携無償

実績
（①＋②）

12.01 34.58 25.38 27.97 27.26 18 29 43.81 53.29 57 62.6 72.59 108.46 100.1 98.77 107.19 103.18 111.36 98.04 92.1

日本NGO連
携無償

 ①実績 5.91 7.58 10.38 11.97 10.26 13.73 18.35 20.81 24.89 29 34.68 36.59 40.9 37.79 43.5 50.74 50.47 55.96 58.15 57.02

資金協力 件数 60 56 72 67 52 64 72 81 78 81 92 106 108 97 102 113 106 113 109 96

ＪＰＦ

（政府資金）
35.1417 4.27 10.65 23 62.3128.4 28 27.92 36 67.56 39.8955.452.7156.4555.27②供与額 6.1 27 15 16

※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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令和３年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力の実績 

（合計９６件、 5７億２0６万 3,2７8円） 
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ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援の実績 

（令和３年度・政府資金のみ） 

（合計９４件、３５億１,４８３万２,４３６円） 

 

 

 

 

 

  

プログラム名 件数 金額 割合 プログラム名 件数 金額 割合

イラク・シリア人道危機対応
支援

21 977,816,000 27.8% ハイチ地震被災者支援2021 2 89,979,628 2.6%

アフガニスタン人道危機対応
支援

6 331,000,000 9.4%
新型コロナインド変異株危機
対応支援プログラム

4 77,816,225 2.2%

南スーダン難民緊急支援 7 322,968,000 9.2%
フィリピン台風ライ被災者支
援

3 69,504,982 2.0%

アフガニスタン緊急越冬支援 7 300,000,000 8.5% ベネズエラ避難民支援 2 63,000,000 1.8%

ミャンマー避難民人道支援 8 274,000,000 7.8%
ウガンダ国内コンゴ民主共和
国難民緊急対応支援

2 60,000,000 1.7%

ガザ地区人道危機緊急対応 7 259,296,218 7.4% イエメン人道危機対応支援 2 58,000,000 1.7%

エチオピア紛争被災者支援 5 188,853,282 5.4%
パレスチナ・ガザ人道危機対
応支援（複数年）

1 44,883,261 1.3%

サイクロン・セロージャ被災者
支援

4 116,853,282 3.3% 害虫被害緊急支援 2 28,000,000 0.8%

モザンビーク北部紛争被災者
支援

2 110,000,000 3.1%
モンゴル砂嵐災害被災者支
援

1 25,000,000 0.7%

ミャンマー避難民キャンプ大
規模火災緊急対応

4 100,000,000 2.8% 緊急初動調査 4 17,913,267 0.5%

合計 94 3,514,832,436 100%

4 
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日本ＮＧＯ連携無償資金協力 

平成３１年度～令和３年度 3か年の推移 

（分野別） 
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教育・人づくり

16.89 
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教育・人づくり
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9.07 
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防災 2.69 防災 6.01 
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環境 1.08
環境1.07

その他 2.97 
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令和元年度

¥5,596,245,563

令和２年度

¥5,814,666,807

令和３年度

¥5,702,063,278

金額(億円) 契約額の推移



日本ＮＧＯ連携無償資金協力
2022年5月25日 現在

単位：円

国 G/C締結日 案件名 分野 被供与団体名 Ｇ／Ｃ締結額

東アジア地域

2022年3月16日
パプア州小規模農家、水産事業者の生活向上に向けた、生産・加工・販

売工程を改善する簡易設備の導入・普及及び研修事業（第１年次）
農林業

（重点課題）
一般社団法人

コペルニク・ジャパン
42,976,116

2021年9月1日
マルチセクター間の連携促進による災害対応ネットワークの構築事業

（第１年次）
防災

（重点課題）
一般社団法人

アジアパシフィックアライアンス
51,031,188

2021年7月16日
伝統的生活様式を守って生活する共同体の生活基盤の整備と生活

環境の改善，生計向上の支援事業（第２年次）
農林業

（重点課題）
公益財団法人

オイスカ
46,248,732

2021年6月30日 インドネシア地方政府での模擬行政事業レビューの実施事業 その他
一般社団法人

構想日本
49,913,437

2022年3月11日
カンボジア市民への環境意識普及啓発による持続可能な生活環境実

現事業（第２年次）
環境

（重点課題）
特定非営利活動法人
Nature Center Risen

13,009,788

2022年3月11日
カンボジア・コンポンチャム州の学校における子どもに対する暴力削

減事業（第１年次）
その他

（重点課題）
公益社団法人

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
75,307,860

2022年3月9日
カンボジア、パイリン州におけるコミュニティ・ラーニング・センター
（CLC）の質の向上を通じた青少年の就労支援事業（第３年次）

教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち

48,167,352

2022年3月9日 プレアビヒア州における母子保健・栄養・水衛生改善事業（第３年次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

69,964,992

2022年2月23日
バンテアイミアンチェイ州における地雷・不発弾処理を伴う復興支援

事業（第２年次）
地雷・不発弾
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会

97,024,932

2022年2月23日
ストゥントレン州における不発弾（クラスター子弾）機械処理を伴う復

興支援事業（第２年次）
地雷・不発弾
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会

97,284,996

2022年2月14日
モデル地域での実践強化および評価制度の確立を通した、障がい児

のためのインクルーシブ教育普及事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
難民を助ける会

28,774,224

2022年2月14日
カンボジア王国　国立体育・スポーツ研究所(NIPES)体育科コース4年

制大学化プロジェクト（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ハート･オブ･ゴールド

43,045,128

2022年1月19日 バッタンバン州における小学校建設を通じた学習環境改善事業
教育・人づくり
（重点課題）

公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会

43,478,964

2022年1月19日 コンポンチャム州子どものケア支援ネットワーク強化事業（第３年次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
ピープルズ・ホープ・ジャパン

21,697,848

2022年1月19日 クラチェ州における小児外科診療体制強化事業（第３年次）
医療・保健
（重点課題）

公益財団法人
国際開発救援財団

13,501,296

2022年3月7日
ラノーン県のマングローブ林再生を通じた社会的弱者層生計向上プ

ロジェクト（第２年次）
農林業

（重点課題）
公益財団法人

オイスカ
60,370,317

2022年1月14日
タイ国のミャンマー人移民を対象とした新型コロナウイルス感染症に

関する人道支援事業
医療・保健

特定非営利活動法人
メータオ・クリニック支援の会

47,902,450

2022年3月15日 母子保健サービス活性化事業（第１年次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会

58,160,182

2022年2月14日 エルメラ県アッサベ郡農業用水改善事業（第２年次）
農林業

（重点課題）
公益財団法人

ケア・インターナショナル ジャパン
37,769,976

2022年2月8日
エルメラ県における母子保健リプロダクティブヘルス向上事業（第２年

次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
地球のステージ

38,909,916

2021年8月16日
東ティモール大型自動車整備士および建設機械整備士・オペレー

ター養成事業
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本地雷処理・復興支援センター

33,096,708

2022年3月14日 農家の生計向上を目指す高品質イチゴの観光農園の普及事業
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

イカオ･アコ
29,965,140

2021年9月15日
マルチセクター連携による防災・災害対応におけるコミュニティのレジ

リエンス強化事業
防災

（重点課題）
一般社団法人

アジアパシフィックアライアンス
53,484,563

2022年3月15日
ベトナムにおける医師・歯科医師国家試験創設支援および支援セン

ター開設事業
医療・保健

特定非営利活動法人
日本医学歯学情報機構

15,145,763

2022年3月1日
ハザン省およびライチャウ省における少数民族の若者の収入向上事

業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益財団法人
プラン・インターナショナル・ジャパン

85,424,976

2022年2月28日
有機農業の実践と青少年への環境教育による小規模農家の生計改

善と環境に配慮した地域開発事業（第３年次）
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

Seed to Table
19,849,968

2022年2月28日
キンザン省、チャビン省の小学校、幼稚園のインクルーシブ教育研修

システムの構築事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
アジア・レインボー

13,715,136

2022年2月24日
ディエンビエン省における山岳民族の女児と女性に対する人身取引

予防事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

69,092,244

マレーシア 2022年3月1日
サラワク州先住民族居住地域における水環境整備による生活改善事

業（第２年次）
水

（重点課題）
公益社団法人

日本マレーシア協会
27,381,276

令和３年度 地域・国名別　

カンボジア

ベトナム

東ティモール

フィリピン

タイ

インドネシア
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国 G/C締結日 案件名 分野 被供与団体名 Ｇ／Ｃ締結額

2022年3月14日
シャン州山岳少数民族地域における循環型農業普及と農業生産環

境整備事業
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

地球市民の会
51,085,979

2022年3月14日
行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プロジェク

ト
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

44,429,980

2022年3月14日
シャン州北部地域マイエー地区の山岳地帯における母子保健改善事

業（第１年次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

40,948,095

モンゴル 2022年3月15日
モンゴルにおける義務教育期間を通した切れ目のないインクルーシブ

教育推進事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

74,662,884

2022年2月11日
シェンクワン県におけるクラスター子弾不発弾機械処理加速化事業

（第３年次）
地雷・不発弾
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会

67,379,796

2022年2月10日 タパントン郡における初等教育の学習環境改善事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

45,214,416

2022年1月3日 ウドムサイ県における少数民族の基礎教育改善事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益財団法人
プラン・インターナショナル・ジャパン

50,693,364

2021年10月28日
社会的弱者家庭への不発弾回避教育と生活基盤整備支援プロジェク

ト（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
テラ・ルネッサンス

12,798,108

南アジア地域

2021年12月24日
トリンコマリー県　帰還民再定住エリアを中心とした農業水利施設の整備によ

る農地の復興と農業収入の多源化による収入向上支援事業（第３年次）
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

ピースウィンズ・ジャパン
80,159,736

2021年10月26日
ビジネスとコミュニティにおける災害時の官民連携による体制強化、

および捜索救助の人材育成（第１年次）
防災

（重点課題）
一般社団法人

アジア・パシフィックアライアンス
57,992,799

2022年3月1日
ムグ郡の小中学校における水衛生設備整備および衛生教育普及事

業（第２年次）
水

（重点課題）
特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン
99,995,243

2022年2月28日
ゴルカ郡の先住民族やダリットなど、社会的に不利な立場の人たちが

多く住む地域の学習環境改善事業（第１年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
チャイルド・ファンド・ジャパン

92,410,063

2022年2月22日 被災地、先住民族地域における教育の質の改善事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会

60,980,521

2022年2月14日 マクワンプール郡児童労働削減事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力

の会
21,775,412

2022年1月14日
チトワン郡における水害リスク軽減のための広域流域管理プロジェク

ト（第３年次）
防災

（重点課題）

特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力

の会
66,695,586

2021年12月28日 カトマンズ市における積極的結核患者発見プロジェクト
医療・保健
（重点課題）

公益財団法人
結核予防会

60,222,507

2021年9月1日 給水施設整備と営農支援を通じた生活・生計改善事業
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

ピースウィンズ・ジャパン
75,737,484

2022年4月22日
ハイバル・パフトゥンハー州オラクザイ郡におけるコミュニティに対する

水供給支援事業  （注）
水

（重点課題）
特定非営利活動法人

ジェン (JEN)
46,892,112

2022年2月28日
ハリプール郡における、障がい児の教育支援体制構築事業（第３年

次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
難民を助ける会

59,012,280

2021年12月1日
ハイバル・パフトゥンハー州における女子の中等教育へのアクセス拡

大と質の向上事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
国境なき子どもたち

98,327,725

2021年6月25日
ハイバル・パフトゥンハー州クラム県における子どもたちの教育環境

改善支援事業
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ジェン (JEN)

78,303,941

2021年5月28日 パキスタン、シンド州干ばつ等対応防災力向上事業（第３年次）
防災

（重点課題）
特定非営利活動法人

CWS Japan
52,849,413

2022年3月15日
カラパラ郡におけるサイクロンシェルター修繕・建設および住民の防

災能力向上支援
防災

（重点課題）
特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン
99,999,746

2022年3月8日
北ダッカ市ミルプールの貧困層居住地区におけるコミュニティのごみ・

衛生管理能力強化事業（第３年次）
その他

（重点課題）
特定非営利活動法人

ワールド・ビジョン・ジャパン
59,102,224

2022年3月8日
コックスバザール県における子どもの保護システム強化事業（第２年

次）
その他

（重点課題）
公益社団法人

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
72,972,638

2022年3月8日
すべての子どもたちが等しく継続的に初等教育を受けられる地域づく

り（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力

の会
34,235,348

2022年2月28日
バングラデシュ・シュンドルボン(The Sundarbans)における農畜林水産部門の

6次産業化による零細農村生産者の生計向上プロジェクト （第３年次）
農林業

（重点課題）
公益社団法人

日本環境教育フォーラム
84,918,395

2022年2月17日 サイクロン・アンファン被災地の貧困層を対象とした復旧支援事業
防災

（重点課題）

特定非営利活動法人
シャプラニール＝市民による海外協力

の会
84,553,228

2022年1月19日 ジナイダ県の農業における水管理と気候変動適応推進事業
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

アジア砒素ネットワーク
22,283,913

2022年1月11日
マルチセクターによる災害対応プラットフォームの構築およびその持

続的な運営のための能力強化事業
防災

（重点課題）
一般社団法人

アジアパシフィックアライアンス
75,758,480

2021年12月23日
コックスバザール県テクナフ郡脆弱世帯の女性のための生計向上プ

ロジェクト（第１年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
 IVY

55,346,935

スリランカ

パキスタン

バングラデシュ

ラオス

ネパール

ミャンマー
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国 G/C締結日 案件名 分野 被供与団体名 Ｇ／Ｃ締結額

タジキスタン 2022年2月4日 インクルーシブ教育推進のための教職課程構築事業 教育・人づくり
特定非営利活動法人

難民を助ける会
46,272,600

中東・北アフリカ地域

2022年3月15日 アフガニスタン防災力向上に向けた人材育成事業（第２年次）
防災

（重点課題）
特定非営利活動法人

CWS Japan
58,161,756

2022年3月15日 子どものための図書館普及にむけた基盤整備事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会

99,999,836

2022年3月14日 ナンガルハール県の女子教育環境改善を中心とした支援事業
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ジェン (JEN)

99,999,967

2022年3月14日 イラク共和国学校教育環境整備事業
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ＩＶＹ

44,904,180

2021年11月1日
シンジャールからの国内避難民の生活環境、生計能力及びコミュニ

ティ連携向上事業（第２年次）
その他

（重点課題）
特定非営利活動法人

ピースウィンズ・ジャパン
99,994,272

2022年3月1日
イルビッド県における脆弱層に向けた初等・中等教育の就学・学習支

援体制強化事業（第１年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

82,534,788

2021年7月1日
ヨルダンの少年勾留施設における心理的ケアを主眼に置いた更生支

援活動の実践と支援体制モデル構築事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益社団法人
日本国際民間協力会

75,329,136

2022年3月3日
理科室の充実化と人材育成による小学校理科教育の質向上事業（第

１年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
パレスチナ子どものキャンペーン

99,982,364

2022年3月3日 ガザ地区心理社会的ケアモデル構築事業(第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
地球のステージ

41,652,710

2022年2月28日 ハン・ユニス県における羊の畜産支援（第１年次）
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

パルシック
96,795,567

2022年2月4日
東エルサレムにおける女性の生計向上とエンパワメント事業（第２年

次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本国際ボランティアセンター

39,672,917

サブサハラ・アフリカ地域

2022年2月14日
ウガンダ西部における農家の生計向上支援と母子栄養指導を通じた

栄養改善事業（第３年次）
医療・保健
（重点課題）

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

75,703,464

2022年2月14日
ウガンダ難民居住地区における難民およびホストコミュニティ女性の

保護支援（第２年次）
その他

（重点課題）
特定非営利活動法人

ピースウィンズ・ジャパン
78,786,972

2022年3月14日
エチオピア連邦民主共和国環境に配慮した市場志向型農業推進プロ

ジェクト
農林業

（重点課題）
一般財団法人

ササカワ・アフリカ財団
82,629,665

2022年3月1日
アムハラ州フェレゲ・ヒウォット病院の安全・衛生環境改善事業（第２

年次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

70,344,208

2022年2月4日
オイダ地区における住民参加型水供給事業を通じた女性の自立支援

事業（第２年次）
その他

（重点課題）
特定非営利活動法人

ホープ・インターナショナル開発機構
80,901,279

2022年3月25日
ケニア共和国トゥルカナ郡カロベイエ地域およびカクマ難民キャンプにお

ける若者の中等教育の就学率・生徒定着率向上事業（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
難民を助ける会

60,118,632

2022年3月25日 ニエリカウンティにおける母子保健サービス強化事業（第１年次）
医療・保健
（重点課題）

公益財団法人
ジョイセフ

91,474,056

2022年2月9日 チサンバ郡における母子保健サービス改善事業
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
ロシナンテス

29,421,360

2021年12月28日
メヘバ元難民再定住地における農業を通じた生計活動支援（第２年

次）
その他

（重点課題）
特定非営利活動法人

難民を助ける会
49,850,748

2022年4月15日
西マショナランド州ニャミニャミ地区における住民参加型学校開発事

業（第１年次）  （注）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ADRA Japan

90,684,713

2021年6月29日
ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境の包括改善事業

（第３年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
ADRA Japan

90,232,645

セネガル 2022年3月17日
ンブール県農村部での循環型持続可能な農業普及拠点構築事業（第

２年次）
農林業

（重点課題）
特定非営利活動法人

ムラのミライ
36,527,843

タンザニア 2022年3月8日 ムキンガ郡における水の安全保障プロジェクト（第３年次）
水

（重点課題）
特定非営利活動法人

ワールド・ビジョン・ジャパン
84,108,672

トーゴ 2022年2月15日
モー県およびバサール県におけるインクルーシブ教育推進事業（第１

年次）
教育・人づくり
（重点課題）

公益財団法人
プラン・インターナショナル・ジャパン

80,759,514

マダガスカル 2022年3月1日
アチモンジャン郡における5歳未満児の栄養改善支援事業（第１年

次）
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

34,346,334

マラウイ 2022年2月8日 パロンベ県初等学校保護者参加による教室建設事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
アフリカ地域開発市民の会

28,717,970

南アフリカ 2022年2月8日
家庭環境が困難な子どもに対する地域のケアサポート体制強化およ

び青少年育成事業（第２年次）
教育・人づくり
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本国際ボランティアセンター

12,917,998

モザンビーク 2022年3月1日
ガザ州マサンジェナ郡、マバラネ郡、シブト郡におけるコミュニティの

水衛生設備整備および衛生啓発活動事業（第１年次）
水

（重点課題）
特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン
89,282,637

2022年3月16日 東部県キレヘ郡における水・衛生環境改善事業
水

（重点課題）
特定非営利活動法人

ウォーターエイドジャパン
53,581,284

2022年2月24日
ルワンダ国の農村の貧困削減と自律的な発展に向けた農道整備体

制の確立（第２年次）
通信・運輸
（重点課題）

特定非営利活動法人
道普請人

36,054,828

アフガニスタン

エチオピア

ジンバブエ

ルワンダ

ヨルダン

イラク

ウガンダ

パレスチナ自治
区

ザンビア

ケニア

中央アジア及びコーカサス地域
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国 G/C締結日 案件名 分野 被供与団体名 Ｇ／Ｃ締結額

中南米地域

グアテマラ 2022年2月24日 アルタ・ベラパス県における若者の収入向上支援事業
教育・人づくり
（重点課題）

公益財団法人
プラン・インターナショナル・ジャパン

79,714,800

ホンジュラス 2022年2月25日
サン・ルカス市、サン・アントニオ・デ・フローレス市における妊産婦ケ

ア強化事業
医療・保健
（重点課題）

特定非営利活動法人
AMDA社会開発機構

32,164,452

大洋州地域

パラオ 2022年3月2日
パラオ共和国における爆発性戦争残存物（ERW）処理、技術移転及び

安全監視事業（第１年次）
地雷・不発弾
（重点課題）

特定非営利活動法人
日本地雷処理を支援する会

94,671,396

ミクロネシア 2021年9月8日 チューク州における戦没船油漏れ対策事業（第２年次）
環境

（重点課題）
特定非営利活動法人

日本地雷処理を支援する会
94,333,896

計 35ヵ国・1地域／  96件  ／ 51団体 5,702,063,278

（注）令和４年度予算より支出
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プログラム名 政府承認日 実施国 事業名 分野 実施団体名 助成額

2021/8/5 アフガニスタン

バーミヤン県における国内避難民及び帰還民を

含む気候変動の影響をうける人々に対する食

料安全保障の改善およびレジリエンス向上のた

めの緊急支援

食糧 CWS Japan 70,747,324

2021/8/5 アフガニスタン
ナンガルハール県における脆弱な人々の生命を

守るための緊急食糧支援
食糧 ピースウィンズ・ジャパン 55,712,373

2021/8/5 アフガニスタン
クナール県における生活困窮者への物資配布・

衛生啓発及び女性の保護支援事業
給水・衛生 シャンティ国際ボランティア会 73,618,005

2022/1/31 アフガニスタン
アフガニスタン・バルフ州における食糧支援および

衛生・栄養支援事業
食糧 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 68,322,298

2022/1/31 アフガニスタン

アフガニスタン ナンガルハール県の２居住区にお

ける帰還民・国内避難民を対象とした水衛生

環境改善支援

給水・衛生 ジェン 53,600,000

2022/2/14 アフガニスタン アフガニスタン人道危機対応評価事業2021 調査・モニタリング・評価 ジャパン･プラットフォーム 9,000,000

2022/1/28 アフガニスタン
ナンガハル県・クナール県における食糧・NFI配

布による越冬支援事業
食糧 シャンティ国際ボランティア会 45,801,927

2022/1/28 アフガニスタン
ナンガルハール県における脆弱な人々の緊急越

冬食糧支援
食糧 ピースウィンズ・ジャパン 43,882,500

2022/2/1 アフガニスタン
ナンガルハル県の国内避難民、帰還民、脆弱な

ホストコミュニティへの緊急食糧・物資支援
食糧 ジェン 42,978,471

2022/2/1 アフガニスタン アフガニスタン中央部における食料配布事業 食糧 Reach Alternatives 42,857,142

2022/2/2 アフガニスタン
アフガニスタン・ラグマン県における人道危機の影

響を受ける人々への緊急越冬支援
食糧 CWS Japan 37,359,144

2022/3/1 アフガニスタン 越冬のための食糧支援および爆発物回避教育 食糧 難民を助ける会 44,610,490

2022/3/14 アフガニスタン
アフガニスタン・ヘラート州における緊急食糧配布

支援
食糧 日本国際民間協力会 42,510,326

2021/9/28 イエメン

イエメン・タイズ県における地域と学校を対象とし

た水・衛生支援およ

び子どもの保護システム強化支援事業

給水・衛生 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 55,000,000

2021/12/27 イエメン イエメン人道危機対応支援評価事業 2021 調査・モニタリング・評価 ジャパン･プラットフォーム 3,000,000

2021/9/7 シリア
シリア国内避難民・帰還民、地域住民、パレス

チナ難民の食糧安全保障
農業 パルシック 74,784,060

2021/9/14 シリア
シリア中南部における物資配布および学校修繕

支援
食糧 ピースウィンズ・ジャパン 69,864,326

2021/9/14 レバノン
レバノンにおける脆弱なシリア難民・レバノン人児

童への教育支援（５期）
教育 パルシック 38,130,050

2021/9/14 トルコ

トルコ共和国エルデムリ地区とメルスィン市４地

区における脆弱なシリア難民への情報提供・個

別支援事業

保護・心理社会的支援 Reach Alternatives 56,379,045

2021/9/14 イラク
イラク共和国北部における帰還民への緊急人道

支援
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 42,065,067

2021/9/17 シリア
シリア・デリゾール県紛争下の子どもたちへの教育

支援事業
教育 認定NPO法人IVY 66,818,775

2021/9/22 イラク
モスル西部の安全な教育環境の整備と子どもの

保護事業
教育 ワールド・ビジョン・ジャパン 39,705,600

2021/9/28 イラク
イラク・ニナワ県元ISIL占領地へ帰還した子ども

たちへの教育支援
教育 認定NPO法人IVY 38,229,333

2021/9/29 トルコ
シャンルウルファ県における障がいのある難民の保

護環境の整備
保護・心理社会的支援 難民を助ける会 65,052,236

2021/10/15 レバノン

レバノン北部におけるシリア難民と脆弱性の高い

ホスト・コミュニティの子どものための教育支援事

業（第２期）

教育 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 38,938,962

2021/10/21 シリア
シリア共和国北西部における国内避難民への

食料配布と保護強化支援事業
食糧 Reach Alternatives 79,673,240

2021/10/28 シリア
シリア北西部における食糧配付および農業支援

を通じた国内避難民および地域住民支援
食糧 難民を助ける会 82,612,724

2021/11/8
シリア、イラク、レバノ

ン、トルコ、ヨルダン

イラク・シリア人道危機対応プログラム個別事業

評価2021
調査・モニタリング・評価 ジャパン･プラットフォーム 15,000,000

2021/11/14 レバノン

レバノンのパレスチナ難民キャンプにおける教育、

医療・保健、心理社会的サポートを通じた子ど

もと家族、コミュニティへの支援

保健・医療 パレスチナ子どものキャンペーン 45,930,988

2021/12/13 トルコ

トルコ キリス県で新型コロナの影響を受けたシリ

ア難民・ホストコミュニティの脆弱な人々を対象と

した緊急食糧支援

食糧 ジェン 18,568,719

2022/3/11 シリア
アレッポ県における新型コロナウイルス感染拡大

防止支援
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 31,959,948

2022/3/11 シリア
シリア北西部における基礎的水衛生サービスを

通じた新型コロナウイルス感染予防対策事業
給水・衛生 ワールド・ビジョン・ジャパン 37,812,257

2022/3/14 シリア
シリア・デリゾール県紛争下の若者への職業訓

練と初等教育支援
教育 認定NPO法人IVY 36,246,875

2022/3/17 シリア
シリア北西部における COVID-19 対応医療

機関のネットワーク強化
保健・医療 パルシック 32,801,650

2022/3/18 シリア
シリア北西部における衛生用品配付、感染予

防啓発および給水を通じた国内避難民支援
給水・衛生 難民を助ける会 36,762,604

ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援の実績（政府資金のみ）

令和３年度　プログラム別

     単位：円

アフガニスタン人道危機対応支援

アフガニスタン緊急越冬支援

イエメン人道危機対応支援

イラク・シリア人道危機対応支援

1



プログラム名 政府承認日 実施国 事業名 分野 実施団体名 助成額

ジャパン・プラットフォームによる緊急人道支援の実績（政府資金のみ）

令和３年度　プログラム別

     単位：円

2022/3/22 シリア

シリア・ハサカ県 COVID-19 拠点病院

（CTF）の機能強化と避難民キャンプでのクラ

スター発生防止

保健・医療 認定NPO法人IVY 30,479,541

2021/10/18 ウガンダ
ウガンダ共和国西部コンゴ民主共和国難民居

住地における教育支援（第3 期）
教育 難民を助ける会 30,201,177

2021/11/18 ウガンダ

ウガンダ南西部におけるコンゴ民主共和国難民

及びホスト・コミュ

ニティの子ども・青少年の保護事業

保護・心理社会的支援 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 29,798,823

2021/4/12 エチオピア
エチオピア共和国ティグライ州における被災者を

対象とした食糧および医療薬・物資緊急支援
保健・医療 グッドネーバーズ・ジャパン 30,000,000

2021/5/27 スーダン
スーダン東部におけるエチオピア難民に対する水

衛生環境の改善
給水・衛生 難民を助ける会 39,024,345

2021/6/15 エチオピア
ティグライ州における緊急水衛生・保健栄養支

援事業
給水・衛生 ワールド・ビジョン・ジャパン 50,000,000

2021/7/27 スーダン
ガダーレフ州におけるエチオピア難民の子どもと若

者の保護と心理社会的支援事業
保護・心理社会的支援 プラン・インターナショナル・ジャパン 39,868,055

2021/9/27 エチオピア

エチオピア共和国ティグライ州における被災者を

対象とした食糧および医療薬・物資緊急支援

フェーズ２

保健・医療 グッドネーバーズ・ジャパン 29,909,173

2021/7/9 パレスチナ

2021年5月のガザ地区における武力攻撃で被

災した障がい者、脆弱世帯への緊急医療・生

活物資支援事業

保健・医療 パレスチナ子どものキャンペーン 46,461,396

2021/7/13 パレスチナ
ガザ地区における紛争被害者への物資配布支

援
食糧 ピースウィンズ・ジャパン 46,900,000

2021/7/13 パレスチナ ガザ地区被災農家の生計再建支援 農業 パルシック 33,500,000

2021/7/26 パレスチナ
ガザ地区北部ベイト・ラヒヤにおける下水管設置

事業
給水・衛生 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 32,434,822

2022/2/2 パレスチナ

2021年5月のガザ地区における武力攻撃で被

災した障がい者、脆弱世帯への緊急医療・生

活物資提供を通じた復興期への移行支援事業

保健・医療 パレスチナ子どものキャンペーン 50,000,000

2022/2/8 パレスチナ ガザ地区被災農家の生計再建支援第２期 農業 パルシック 30,000,000

2022/3/28 パレスチナ
ガザ地区における紛争被害世帯の若者への

キャッシュ・フォー・ワーク(CfW)事業
食糧 ピースウィンズ・ジャパン 20,000,000

2021/5/20 東ティモール
東ティモール豪雨被災者への家屋修繕とNFI配

布事業
シェルター・物資配布 パルシック 50,000,000

2021/6/11 東ティモール
サイクロン・セロージャの被災者に対する物資配

布および生活インフラ修復事業
防災・災害リスク削減 ピースウィンズ・ジャパン 30,000,000

2021/6/18 インドネシア
東ヌサ・トゥンガラ州豪雨被災者への生計活動

再開支援事業
農業 パルシック 10,000,000

2021/7/13 インドネシア

東ヌサ・トゥンガラ州におけるサイクロン・セロージャ

被災者世帯に対する緊急支援およびコミュニティ

防災力向上緊急支援

シェルター・物資配布 CWS Japan 26,853,282

2021/10/21 ハイチ
ハイチ南県における地震被災者への緊急物資

配布支援
シェルター・物資配布 ピースウィンズ・ジャパン 55,000,000

2021/10/25 ハイチ
ハイチ共和国南県・グランダンス県における家屋

修繕資材配布事業
シェルター・物資配布 グッドネーバーズ・ジャパン 34,979,628

パレスチナ・ガザ人道危機対応支援

（複数年）
2021/5/25 パレスチナ

ガザ地区における脆弱世帯の母子保健事業

（後期）
保健・医療 パレスチナ子どものキャンペーン 44,883,261

2022/2/1 フィリピン
フィリピン国西ネグロス州における家屋修復による

台風ライ被災者支援事業
シェルター・物資配布 ADRA Japan 29,999,992

2022/2/7 フィリピン

南レイテ州における住居、精神保健・心理社会

的支援、水衛生、防災

支援

給水・衛生 CWS Japan 19,975,304

2022/2/23 フィリピン
中部ビサヤ地方セブ州における教育継続支援

事業
教育 SEEDS 19,529,686

2021/9/8 ペルー
ピウラ、クスコにおけるベネズエラ避難民およびホ

ストコミュニティ住民の保護と生計向上支援事業
早期復興 プラン・インターナショナル・ジャパン 35,849,922

2021/10/14 ペルー

ペルーに避難した脆弱度の高いベネズエラ避難

民とホストコミュニティーに対する法的・心理的サ

ポート事業

保護・心理社会的支援 JADE-緊急開発支援機構 27,150,078

2021/8/3 バングラデシュ
コックスバザール県内の若者と思春期の子どもの

ための教育支援
教育 プラン・インターナショナル・ジャパン 42,239,616

2021/8/3 バングラデシュ

コックスバザール県におけるミャンマー避難民およ

びホストコミュニティのための保健医療サービス支

援事業

保健・医療 ピースウィンズ・ジャパン 44,644,122

ベネズエラ避難民支援

イラク・シリア人道危機対応支援

ウガンダ国内コンゴ民主共和国難民

緊急対応支援

エチオピア紛争被災者支援

ガザ地区人道危機緊急対応

サイクロン・セロージャ被災者支援

ハイチ地震被災者支援2021

フィリピン台風ライ被災者支援

ミャンマー避難民人道支援
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2021/8/20 バングラデシュ

バングラデシュ・コックスバザール県のミャンマー避

難民キャンプにおける水・衛生環境および居住

環境改善事業

給水・衛生 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 39,857,751

2021/9/13 バングラデシュ

ミャンマー避難民キャンプ及びホストコミュニティに

おけるジェンダーに基づく暴力（GBV）からの保

護とコミュニティのGBV防止・対応能力強化事

業

保護・心理社会的支援 ワールド・ビジョン・ジャパン 42,139,994

2021/10/14 バングラデシュ

農業技術指導を通じたミャンマー避難民の能力

強化とホストコミュニティにおける水アクセス改善

事業

農業 認定NPO法人IVY 37,856,260

2021/11/18 バングラデシュ
ミャンマー避難民キャンプとホストコミュニティにおけ

る女性の保護環境改善事業
保護・心理社会的支援 難民を助ける会 42,262,257

2021/11/27 バングラデシュ
ミャンマー避難民人道支援対応モニタリング評価

事業2021
調査・モニタリング・評価 ジャパン･プラットフォーム 5,000,000

2022/3/25 バングラデシュ

バングラデシュ　コックスバザール県におけるミャン

マー避難民とホストコミュニティへの保健・医療支

援（フェーズ2）

保健・医療
日本インターナショナル・サポート・プログ

ラム
20,000,000

2021/4/27 バングラデシュ
ミャンマー避難民キャンプ大規模火災被災者へ

の衛生施設・住宅再建支援
給水・衛生 認定NPO法人IVY 26,600,000

2021/5/18 バングラデシュ

バングラデシュ・コックスバザール県におけるミャン

マー避難民キャンプ大規模火災被災者のための

保健・医療、シェルター/NFI、子どもの保護、

水・衛生分野における緊急支援

保健・医療 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 26,700,000

2021/5/26 バングラデシュ
ミャンマー避難民キャンプ大規模火災被災者支

援事業
保健・医療 ピースウィンズ・ジャパン 20,000,000

2021/7/5 バングラデシュ
ミャンマー避難民キャンプ大規模火災被災者へ

の生活復旧支援事業
防災・災害リスク削減 ワールド・ビジョン・ジャパン 26,700,000

2021/11/19 モザンビーク
モザンビーク共和国カーボ・デルガド州における紛

争被災者を対象とした水衛生緊急支援
給水・衛生 グッドネーバーズ・ジャパン 55,000,000

2021/11/19 モザンビーク
カーボ・デルガド州における紛争の影響を受けた

人々に対する生活再建支援事業
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 55,000,000

モンゴル砂嵐災害被災者支援 2021/7/1 モンゴル

モンゴルにおける砂嵐の影響を受けた子どもたち

および遊牧民世帯のための生計回復・生活環

境向上支援

シェルター・物資配布 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 25,000,000

2021/4/2 南スーダン

南スーダン中央エクアトリア州における農家および

コミュニティに対する害虫被害拡大防止のための

レジリエンス強化事業

農業 Reach Alternatives 25,000,000

2021/8/17 パキスタン
害虫被害緊急支援プログラム終了時事業評価

事業
調査・モニタリング・評価  ジャパン･プラットフォーム 3,000,000

2021/7/1 ネパール
ネパール南西部における新型コロナウイルス対応

能力強化のための医療機材・物資配付支援
保健・医療 ADRA Japan 24,820,914

2021/7/2 ネパール
ネパールシンドゥパルチョーク郡における隔離セン

ターの設備拡充支援
保健・医療 ピースウィンズ・ジャパン 12,999,851

2021/7/26 インド

マハラシュトラ州における新型コロナインド変異株

の影響を受けた生活困窮者への食料支援と感

染拡大を防止するための啓発及び感染者への

医療支援

食糧 アジア協会アジア友の会 11,995,845

2021/8/17 インド インド共和国ビハール州マガダ郡ガヤ県ブダガヤ市近郊おいてコロナウイルス危機により失業した生活困窮者に対する食糧支援保健・医療 日本国際民間協力会 27,999,615

2021/8/17 エチオピア

エチオピア ガンベラ州のクレ難民キャンプにおける

感染症予防対策と難民の水衛生レジリエンス強

化事業

給水・衛生 ADRA Japan 33,000,000

2021/10/19 南スーダン

中央エクアトリア州ジュバ市国内避難民キャンプ

とホストコミュニティにおける共同作業を通じた平

和的共存の促進と保護事業

保護・心理社会的支援 Reach Alternatives 46,001,615

2021/10/21 南スーダン
中央エクアトリア州における国内避難民への給

水衛生支援供
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 51,998,385

2021/11/26 南スーダン
南スーダン難民緊急支援プログラム個別事業評

価事業
調査・モニタリング・評価 ジャパン･プラットフォーム 6,000,000

2021/11/26 ウガンダ
ウガンダ北部難民居住地区の学校と特別の支

援を必要とする難民に対する衛生支援
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 66,000,000

2022/3/14 南スーダン

タンブラ郡における紛争後の新型コロナウイルス

感染リスクの高い人々への水衛生と保健施設

感染対策強化支援事業

保健・医療 ワールド・ビジョン・ジャパン 62,799,341

2022/3/14 南スーダン
中央エクアトリア州およびアッパーナイル州におけ

る国内避難民キャンプに対する給水衛生支援
給水・衛生 ピースウィンズ・ジャパン 57,168,659

2021/4/7 東ティモール
東ティモール・ディリにおける洪水被災者支援調

査（2021年）
調査 ピースウィンズ・ジャパン 4,999,945

2021/5/28 タイ
タイ国境ミャンマー難民支援における物資配布

支援および緊急初動調査
調査 シャンティ国際ボランティア会 4,995,731

2021/8/18 ハイチ ハイチ地震被災者支援調査（2021年） 調査 ピースウィンズ・ジャパン 4,917,591

2022/2/25 ポーランド ウクライナ人道支援初動調査 調査 ピースウィンズ・ジャパン 3,000,000

3,514,832,436

※件数、合計助成額には運営費の初動調査を含む

緊急初動調査

計20プログラム／94件／20団体

ミャンマー避難民人道支援

ミャンマー避難民キャンプ大規模火災

緊急対応

モザンビーク北部紛争被災者支援

害虫被害緊急支援

新型コロナインド変異株危機対応支

援プログラム

南スーダン難民緊急支援
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