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はじめに 

 
「アフリカで活動する日本の NGO/NPO ダイレクトリー」は、TICAD（アフリカ開発会議）
にアフリカの草の根の声を届けようと結成された NGO の連合体、市民ネットワーク for 
TICADの事業の一環として、事務局を務めるアフリカ日本協議会が中心となり作成しました。 
 
アフリカで活動する日本の NGO/NPOの全体像を把握することは容易ではありません。日本
全国、大小さまざまな団体が多様な形でアフリカとつながり、活動しています。今日も、広
い大陸のどこかで新たな活動が始まっているかもしれません。2007 年にアフリカ日本協議
会が「NGOデータベース」をウェブ上で作成し、以降アップデートはしてきたものの、十分
な形ではありませんでした。今回ダイレクトリーとして作成・発行するために、そのデータ
ベースにあった団体と連絡を取り、活動の継続状況や活動内容に変更があるかなどを確認し
ました。また新たに追加する団体を調査し、記載にご理解・協力いただいた団体を加え、全
部で 109団体を掲載しています。アフリカで活動する NGO/NPOに関してこれだけ網羅した
のはおそらく初めてのことだと思いますが、それでもまだ連絡が取れていない団体が全国に
あると思います。今後は市民ネットワーク for TICADおよびアフリカ日本協議会のウェブ上
でも公開し、引き続き情報を得て、随時新たな団体も加えていければと思います。 
 
日本語版の発行に先立ち、英語版のダイレクトリーを発行しました。日本の NGO/NPOに関
する貴重な情報として、アフリカ現地や国際機関でも高く評価されるものとなりました。 
 
ダイレクトリー作成のために様々な形でご協力くだった皆さま、また、記載情報をまとめ、
アンケートにご返信いただいた各 NGO/NPOの皆さまに心より感謝いたします。このダイレ
クトリーの作成・発行は「世界の人びとのための JICA基金」のご支援により実現しました。
この場を借りて、改めて御礼を申し上げます。 
 
アフリカで活動する NGO/NPOはもちろん、アフリカでの活動を検討している団体、また民
間企業や公的セクターも含めて、異なる分野の団体や人びとにとって、このダイレクトリー
が情報源となり、垣根を超えて新たな協力や連携の促進につながることを願っています。 
 
 
 
市民ネットワーク for TICAD 
特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 代表理事 
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ダイレクトリーの掲載内容について 

各項目はスペースの関係から、以下のとおり、形式または字数を限定して回答していただき
ました。 
 

 
団体名                  代表者名： 

住所 

TEL:        FAX:           E-mail: 

URL:       Facebook:                Twitter:   

事業分野 

2015年に国連サミットで採択された SDGsの 17の目標分野（持続可能な開発のた
めの目標：貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、雇用、
産業、格差是正、地域づくり、気候変動、漁業・海洋保全、森林保全、平和・人権、
協働）からの選択（複数回答可）、および自由に記述する形式で回答 

事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究、人材派遣また
は講師派遣より選択（複数回答可）、および自由に記述する形式で回答 

対象国 国名または地域名 

主な事業 3つ程度に絞って記載 

定期刊行物  

その他 インターン制度、ボランティア募集の有無 

団体より一言 100字程度で記載 

 
※回答シートのなかで記載のなかった項目は削除して掲載しています。 
※NGO/NPO の活動は、常に変化し続けています。最新の情報や、団体および事業の詳細に
ついては、各団体のホームページやフェイスブック、ニュースレター、また説明会などの機
会を通して直接ご確認ください。 

ロゴ 
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ボツワナ 
NICE 

レソト 

NICE 
ウォーターエイドジャパン 
 

ギニアビサウ 
エスペランサ 

ジブチ 
アイキャン 

モロッコ 
NICE, 
ウーマンズフォーラム魚 

 

モーリタニア 
日本モーリタニア友好協会 

セネガル 
ウォーターエイドジャパン,NICE 
森のエネルギーフォーラム,ミレ 

ニアム・プロミス・ジャパン, 
バオバブの会 

 

チュニジア 
NICE 

スーダン 
難 民 を 助 け る 会 , 
CAPEDS,JVC,ジョイセフ ,

ロシナンテス  

ソマリア 
アクセプトインターナショ

ナル,日本紛争予防センター 

リベリア 
コンサベーション・インターナショナル・ジ

ャパン,ウォーターエイドジャパン 

コートジボワール 
NICE 
ICA ジャパン 
ウーマンズフォーラム魚 

ブルキナファソ 
ウォーターエイドジャパン,ハンガー・フリー・ワ

ールド,緑のサヘル,道普請人,ブルキナファソ野

球を応援する会 ,森のエネルギーフォーラム

JBFA,NICE,ル・スリール・ジャポン 

エチオピア  
アフリカ理解プロジェクト, ADRA Japan,アジアとアフリカをつ
なぐ会,ミレニアム・プロミス・ジャパン, ササカワ・アフリカ財団,  
ホープ・インターナショナル開発機構,ウォーターエイドジャパン 
 

Djibouti 
ICAN 

 

マリ 

サヘルの森,ササカワ・アフリカ財

団,ウォーターエイドジャパン, ワ

ールド・ファミリー基金 
ニジェール 
AMDA 社会開発機構 
ウォーターエイドジャパン 

トーゴ 
NICE 

ベナン 

ハンガー・フリー・ワールド 

ナイジェリア 
アクセプトインターナショナ

ル,NICE,ササカワ・アフリカ財団,

ウォーターエイドジャパン 

南スーダン 
JVC,日本紛争予防セン

ター,ピース・ウインズ・

ジャパン,わかちあいプ

ロジェクト 

ジンバブエ 
NICE, ADRA Japan 

ジンバブエ友の会 

マダガスカル 
コンサベーション・インター

ナショナル・ジャパン 

ウォーターエイドジャパン 
 

チャド 
森のエネルギーフォーラム 
緑のサヘル 

タンザニア 
AfriMedico,ウォーターエイドジ

ャパン,Class for Everyone, ジ
ャパンアフリカトラスト,ジョイセ

フ,セーブ・ザ・チルドレン・ジャ

パン,タンザニア・ポレポレクラブ, 
NICE, JOCS, ミレニアム・プロ

ミス・ジャパン, ムワンガザ・ファ

ウンデーション,森のエネルギーフ

ォーラム,わかちあいプロジェクト 

スワジランド 
ウォーターエイドジャパン 
 

ケニア 
ICA ジャパン,アクセプトインターナショナル,アフリカ子

どもの本プロジェクト,アサンテナゴヤ,CanDo,アフリカ

と神戸俊平友の会,ウォーターエイドジャパン,PLAS,ケニ

アの未来,サイディア・フラハを支える会,ジャパンアフリカ

トラスト,GVS,ジョイセフ,チャイルドドクター・ジャパン,

トゥマイニ・ニュンバーニ,NICE, 難民を助ける会,JOCS,
日本ケニア交友会,NICCO,日本紛争予防センター,日本リ

ザルツ,パンゲア,HANDS,ピース・ウインズ・ジャパン,マ

ゴソスクールを支える会,まさよし夢基金,道普請人、ミレニ

アム・プロミス・ジャパン,メサフレンドシップ, リトル・
ビーズ・インターナショナル 

アフリカで活動する日本の NGO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

コモロ:コンサベーション・インターナシ

ョナル・ジャパン 
セイシェル: コンサベーション・インター

ナショナル・ジャパン 

モーリシャス: コンサベーション・インタ

ーナショナル・ジャパン, 第 3 世界ショッ

プ基金 

エジプト 
NICE 

シエラレオネ 
AMDA 社会開発機構, NICE 
ウォーターエイドジャパン 

ガーナ 

ACE,アイセック HI, CARE, 
ジョイセフ,NICE 
,NGO セスコ,ミレニアム・プロ

ミス・ジャパン, 
ウォーターエイドジャパン 

ルワンダ 
ARC, AMDA, ミレニアム・プロミス・ジャパ

ン, ムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェ

クト,ウォーターエイドジャパン,リボーン京都 

南アフリカ 
アジア・アフリカと共に歩む会,コンサベーション・インター

ナショナル・ジャパン, DPI 日本会議, JVC, ニバルレキレ, 
NICE, SAPESI-Japan, 第 3 世界ショップ基金, ウォータ

ーエイドジャパン 
 
 

ザンビア 
AMDA 社会開発機構,ウォーターエ

イドジャパン ,IFMSA-Japan, ジ
ョイセフ,TICO, NICE, 難民を助

ける会, ワールド・ファミリー基金  

コンゴ民主共和国 
NGO セスコ,GVS,テラ・ルネッサンス, 
森のエネルギーフォーラム,ヒューメイ

ン・インターナショナル・ネットワーク 

ブルンジ 
テラ・ルネッサンス 
ブルンジジャパンフレンドシップ, 
ムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェクト 

ウガンダ 
ウォーターエイドジャパン,PLAS,在日ウガンダ人の会,ササカワ・アフリカ財団,

ジャパンアフリカトラスト,セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン,テラ・ルネッサン

ス,ハンガー・フリー・ワールド,NICE,難民を助ける会,JOCS,ピース・ウインズ・

ジャパン,福岡・ウガンダ友好協会,ミレニアム・プロミス・ジャパン 

モザンビーク 
NICE, ウォーターエイドジャパン,えひめグローバ

ルネットワーク,モザンビークのいのちをつなぐ会 マラウイ 
NICE, ミレニアム・プロミス・ジャパン

ウォーターエイドジャパン 

※「アフリカ」や「世界」を
活動の対象にしていると回答
した団体については、この地
図には含まれておりません。 
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目次 

ページ 団体名 所在地 電話番号 ホームページ 
フェイスブック 
http://www.facebook.com
/ 

主なアフリカの対象国・地域 

1 アイキャン 愛知県 052-253-7299 http://www.ican.or.jp  ICAN.NGO ジブチ 
1 ICA文化事業協会（ICAジャパン） 東京都 03-3484-5092 http://www.icajapan.org icajapan ケニア、コートジボワール  

1 
アイセック一橋大学委員会（AIESEC HI） 東京都   EN-貧困問題コミュニティー開

発 -in- ガ ー ナ —
307892439629190 

ガーナ 

1 AYINA 神奈川県 090-2842-6516 http://ayina.org ayina.org アフリカ 

2 アクセプト・インターナショナル 東京都 050-3598-4373 https://www.accept-international.org accept.international.org ソマリア、ケニア、ナイジェ
リア 

2 アジア・アフリカと共に歩む会（TAAA） 埼玉県 090-9957-2256 http://www.taaa.jp TAAA.page 南アフリカ 
2 アジアとアフリカをつなぐ会（AAJE） 滋賀県 077-596-8011 http://aaje.jafore.org  エチオピア 

2 あしなが育英会 東京都 03-3221-0888 http://www.ashinaga.org（日本語）
http://en.ashinaga.org/（英語） 

ASHINAGAofficial サブサハラアフリカ 

3 ADRA Japan 東京都 03-5410-0045 http://www.adrajpn.org adrajapan   ジンバブエ、エチオピア 
3 アフリカ協会 東京都 03-5408-3462 http://www.africasociety.or.jp africasociety.or.jp アフリカ 
3 アフリカ子どもの本プロジェクト 東京都 03-5936-8338   http://africa-kodomo.com africachildrenbooks アフリカ、ケニア 
3 アフリカ支援 アサンテ ナゴヤ 愛知県 052-933-1588 http://asante-nagoya.com asante.nagoya ケニア 

4 アフリカ女性・子供を守る友の会
（SWACIA） 

兵庫県 090-1173-9378 http://www.swacin.org  
http://www.swacin.com 

Swacin アフリカ 

4 アフリカ地域開発市民の会（CanDo） 東京都 03-3822-1041 htp://www.cando.or.jp candoafrica  ケニア 
4 アフリカと神戸俊平友の会 東京都 03-6277-8297 http://www.s-kambevet.org kambe.shumpei ケニア 

4 
アフリカ日本協議会（AJF） 東京都 03-3834-6902   http://www.ajf.gr.jp（AJF） 

http://africankidsclub.ajf.gr.jp（アフリカ
ンキッズクラブ） 

Africa.Japan.Forum（AJF） 
African.Kids.Club（アフリカン
キッズクラブ） 

アフリカ 

5 アフリカ平和再建委員会（ARC） 東京都  03-3351-0892 http://www.arc-japan.org ARCJAPAN ルワンダ、アフリカ 
5 アフリカ理解プロジェクト 東京都 03-3758-5665 http://africa-rikai.net AfricaRikaiProject アフリカ、エチオピア  
5 African JAG Project 東京都 03-6318-9718  http://www.africanjag.org AfricanJAG アフリカ 

5 アフリック・アフリカ 京都府  090-9719-5420 http://afric-africa.vis.ne.jp/about/index
.htm 

 アフリカ 

6 AfriMedico 東京都 050-5319-6525 http://afrimedico.org afrimedico タンザニア 
6 AMDA 岡山県 086-252-7700 http://www.amda.or.jp AMDA.international ルワンダ 

6 AMDA社会開発機構 岡山県 086-232-8815 http://www.amda-minds.org amda.minds シエラレオネ、ニジェール、
ザンビア 

7 
ウォーターエイドジャパン 東京都 03-6240-2772 http://www.wateraid.org/jp WaterAidJapan ブルキナファソ、ガーナ、マ

リ、ニジェール、リベリア、

http://www.icajapan.org/
http://ayina.org/
https://www.facebook.com/ayina.org
https://www.accept-international.org/
https://www.facebook.com/accept.international.org
http://www.facebook.com/ASHINAGAofficial
http://www.adrajpn.org/
http://www.africasociety.or.jp/
http://africa-kodomo.com/
https://www.facebook.com/africachildrenbooks
https://www.facebook.com/asante.nagoya/
https://www.facebook.com/candoafrica
http://www.facebook.com/Africa.Japan.Forum
http://www.arc-japan.org/
http://www.facebook.com/ARCJAPAN
http://africa-rikai.net/
https://www.facebook.com/AfricanJAG/
http://afric-africa.vis.ne.jp/about/index.htm
http://afric-africa.vis.ne.jp/about/index.htm
http://afrimedico.org/
https://www.facebook.com/afrimedico/
http://www.facebook.com/AMDA.international
http://www.facebook.com/amda.minds/
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ナイジェリア、シエラレオネ、
マダガスカル、マラウイ、モ
ザンビーク、ザンビア、レソ
ト、スワジランド、エチオピ
ア、タンザニア、ウガンダ、
ケニア、ルワンダ、南アフリ
カ、セネガル 

7 

ウ－マンズフォ－ラム魚（WFF） 東京都 03-3546-1291    http://www.wff.gr.jp/conte.html  モロッコ、コートジボワール
他、COMHAFAT（西アフリ
カ漁業大臣会合）加盟 22 カ
国 

7 エイズ孤児支援 NGO・PLAS 東京都 03-6803-0791 http://www.plas-aids.org NGOPLAS ケニア、ウガンダ 
7 ACE（エース） 東京都 03-3835-7555 http://www.acejapan.org acejapan  ガーナ 

8 エスペランサ 福岡県 0946-24-9263 http://www.npo-gb-esp.org エスペランサギニアビサウ
-353639904824201/ 

ギニアビサウ 

8 NGO セスコ  大阪府    コンゴ民主共和国、ガーナ 
8 NGO日本アフリカ国際開発 千葉県 0476-36-5573 http://www.janida.org JANIDA アフリカ 
8 えひめグローバルネットワーク 愛媛県 089-993-6271 http://www.egn.or.jp wakuwaku.egn   モザンビーク 

9 FGM廃絶を支援する女たちの会（WAAF） 千葉県  http://www.jca.apc.org/~waaf womens.action.against.fgm.j
apan  

アフリカ 

9 オックスファム・ジャパン 東京都 03-3834-1556 http://oxfam.jp OxfamJapan アフリカ他 
9 関西・南部アフリカネットワーク 大阪府 090-7873-3836   アフリカ 
9 Class for Everyone 神奈川県 090-1120-8503 http://class4every1.jp class4every1 タンザニア 
9 グリーンピース 東京都 03-5338-9800 http://www.greenpeace.org/japan  アフリカ他 
10 ケア・インターナショナル・ジャパン 東京都 03-5950-1335 http://www.careintjp.org CAREjp アジア、アフリカ 
10 公益財団法人結核予防会 東京都 03-3292-9211   https://www.jatahq.org/  アジア、アフリカ 
10 ケニアの未来 東京都  http://kenyanomirai.org kenyanomirai ケニア 
10 国際医学生連盟 日本（IFMSA-Japan） 東京都  http://ifmsa.jp ifmsajapan  ザンビア、アフリカ 
11 国際環境 NGO FoE Japan 東京都 03-6909-5983 http://www.foejapan.org FoEJapan   東南アジア他 
11 国境なき医師団日本（MSF Japon） 東京都 03-5286-6123 http://www.msf.or.jp msf.japan   世界約 70カ国・地域 

11 
コンサベーション･インターナショナル・
ジャパン 

東京都 03-5315-4790  http://www.conservation.or.jp Conservation.International.Ja
pan 

コモロ、セイシェル、マダガ
スカル、南アフリカ、モーリ
シャス、リベリア 

11 サイディア・フラハを支える会 東京都 03-3391-6600 http://saidiafuraha.sakura.ne.jp/top.ht
ml 

saidiafuraha  ケニア 

12 在日ウガンダ人の会 福岡県 092-982-7276 http://ugadiaspora.jpn.org/index.html Uganda Diaspora Japan - UDJ ウガンダ 

12 ササカワ・アフリカ財団 東京都 03-6257-1870 http://www.saa-safe.org/jpn Africa-Association-35257808
4771870 

エチオピア、ウガンダ、ナイ
ジェリア、マリ 

12 SAPESI-Japan 
（南アフリカ等教育支援の会） 

東京都 03-6848-8141 http://www.sapesi-japan.org SAPESI.Japan 南アフリカ 

http://www.plas-aids.org/
https://www.facebook.com/NGOPLAS
http://www.acejapan.org/
https://www.facebook.com/acejapan　
http://www.npo-gb-esp.org/
https://www.facebook.com/エスペランサギニアビサウ-353639904824201/
https://www.facebook.com/エスペランサギニアビサウ-353639904824201/
https://www.facebook.com/JANIDA
https://www.facebook.com/wakuwaku.egn/
http://www.facebook.com/womens.action.against.fgm.japan
http://www.facebook.com/womens.action.against.fgm.japan
http://oxfam.jp/
https://www.facebook.com/OxfamJapan
http://www.careintjp.org/
http://www.facebook.com/CAREjp/
http://kenyanomirai.org/
https://www.facebook.com/kenyanomirai
http://ifmsa.jp/
https://www.facebook.com/ifmsajapan/
http://www.facebook.com/FoEJapan
http://www.msf.or.jp/
http://www.facebook.com/msf.japan
http://www.facebook.com/Conservation.International.Japan
http://www.facebook.com/Conservation.International.Japan
https://www.facebook.com/Uganda%20Diaspora%20Japan%20-%20UDJ
http://www.saa-safe.org/jpn/
https://www.facebook.com/Africa-Association-352578084771870/
https://www.facebook.com/Africa-Association-352578084771870/
http://www.sapesi-japan.org/
https://m.facebook.com/SAPESI.Japan
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13 サヘルの森 東京都 042-721-1601 http://www.jca.apc.org/sahel-no-mori/
index.html 

sahelnomori 西アフリカ、マリ 

13 ジェン（JEN） 東京都 03-5225-9352  http://www.jen-npo.org Japan.Emergency.Ngo アフガニスタン他 

13 ジャパンアフリカトラスト 愛知県 052-710-7479 http://jat-jp.org  ケニア、ウガンダ、タンザニ
ア他 

13 ジョイセフ 東京都 03-3268-5875 http://www.joicfp.or.jp JOICFP ガーナ、ザンビア、タンザニ
ア、ケニア、スーダン 

14 地雷廃絶日本キャンペーン（JCBL） 東京都 03-3834-4340 http://www.jcbl-ngo.org JapanCampaigntoBanLandmi
nes/?fref=ts 

アフリカ 

14 ジンバブエ友の会 長野県 026-295-6124 http://www.societyforzimbabwe.org DanceWithAfrica ジンバブエ 
14 スーダン障害者教育支援の会（CAPEDS） 茨城県 080-1184-9393   スーダン 
14 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ） 東京都 03-6859-0070 http://www.savechildren.or.jp SCJ.SavetheChildrenJapan ウガンダ、タンザニア 
15 世界の医療団（メドゥサン・デュ・モンド）  東京都 03-3585-6436     http://www.mdm.or.jp mdmjapan 世界約 80カ国 
15 第３世界ショップ基金 東京都  03-3791-2147 http://www.p-alt.co.jp  南アフリカ、モーリシャス 
15 タンザニア・ポレポレクラブ 東京都 03-3439-4847 http://polepoleclub.jp TanzaniaPolePoleClub タンザニア 
15 地球ボランティア協会（GVS） 兵庫県 0797-34-0078 http://www.gvs.jp  ケニア、コンゴ民主共和国 
16 チャイルドドクター・ジャパン 大阪府 072-920-0858 http://www.child-doctor.org ChildDoctorJapan ケニア 
16 DPI日本会議 東京都 03-5282-3730 http://www.dpi-japan.org DPIJAPAN.Office 南アフリカ 
16 TICO 徳島県 0883-42-2271 http://www.tico.or.jp ticohq ザンビア 

16 テラ・ルネッサンス 京都府 075-741-8786 http://www.terra-r.jp terra.ngo ウガンダ、コンゴ民主共和国、
ブルンジ 

17 トゥマイニ・ニュンバーニ 大阪府  https://tumaini-nyumbani.jimdo.com TumainiNyumbani ケニア 
17 「飛んでけ！車いす」の会 北海道  011-215-8824 http://tondeke.org  世界（現在 80カ国） 

17 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 東京都 03-3358-7140 http://nice1.gr.jp nice.workcamp エジプト、チュニジア、モロ
ッコ、ケニア、ウガンダ、タ
ンザニア、ナイジェリア、ト
ーゴ、ガーナ、コートジボワ
ール、ブルキナファソ、セネ
ガル、シエラレオネ、ザンビ
ア、マラウイ、モザンビーク、
ジンバブエ、ボツワナ、レソ
ト、南アフリカ他 

18 難民支援協会 東京都 03-5379-6001 https://www.refugee.or.jp ja4refugees 日本 

18 難民を助ける会 東京都 03-5423-4511 http://www.aarjapan.gr.jp aarjapan スーダン、ザンビア、ケニア、
ウガンダ 

18 ニバルレキレ～I am Special! ～ 神奈川県 0466-47-8300  
090-96706706 

https://www.ngibalulekile.org NGIBALULEKILE 南アフリカ 

18 日本救援衣料センター 大阪府 06-6271-4021 http://www.jrcc.or.jp  アフリカ他 

18 日本キリスト教海外医療協力会（JOCS） 東京都 03-3208-2416 http://www.jocs.or.jp JOCS.office ウガンダ、ケニア、タンザニ
ア 

19 日本ケニア交友会 東京都 03-3702-0234 https://kenyatea.jimdo.com mtkenyatea ケニア 

http://www.jca.apc.org/sahel-no-mori/index.html
http://www.jca.apc.org/sahel-no-mori/index.html
https://www.facebook.com/Japan.Emergency.Ngo
http://jat-jp.org/
http://www.joicfp.or.jp/
http://www.facebook.com/JOICFP
https://www.facebook.com/SCJ.SavetheChildrenJapan
http://www.facebook.com/mdmjapan
http://www.p-alt.co.jp/
http://polepoleclub.jp/
https://www.facebook.com/TanzaniaPolePoleClub/
http://www.gvs.jp/
http://www.child-doctor.org/
https://www.facebook.com/ChildDoctorJapan/
http://www.facebook.com/DPI日本会議
http://www.facebook.com/ticohq
http://www.terra-r.jp/
http://www.facebook.com/terra.ngo
https://www.facebook.com/TumainiNyumbani
https://www.facebook.com/nice.workcamp
http://www.facebook.com/ja4refugees
http://www.facebook.com/aarjapan
http://www.jrcc.or.jp/
http://www.facebook.com/JOCS.office
https://kenyatea.jimdo.com/
https://www.facebook.com/mtkenyatea/
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19 日本国際ボランティアセンター（JVC） 東京都 03-3834-2388 http://www.ngo-jvc.net NGOJVC 南アフリカ、スーダン、南ス
ーダン 

19 日本国際民間協力会(NICCO) 京都府 075-241-0681 http://www.kyoto-nicco.org NiccoKyoto ケニア 
19 日本ブルキナファソ友好協会（JBFA） 千葉県  047-498-0302 http://jbfa.org jbfa.jp ブルキナファソ 

20 日本紛争予防センター 東京都 03-5155-2142 http://www.jccp.gr.jp NGOJCCP 南スーダン、ケニア、ソマリ
ア 

20 日本モーリタニア友好協会  東京都 03-6764-0781 http://jmfa.main.jp  モーリタニア 
20 日本リザルツ 東京都 03-6268-8744 http://www.resultsjp.org  ケニア 
20 バオバブの会 神奈川県 045-373-0059 http://the-baobab.org  セネガル 

21 ハンガー・フリー・ワールド 東京都 03-3261-4700 http://www.hungerfree.net hungerfreeworld.japan ベナン、ウガンダ、ブルキナ
ファソ 

21 パンゲア 京都府 075-741-8877  http://www.pangaean.org npo.pangaea     ケニア 

21 HANDS  
(Health and Development Service) 

東京都 03-5738-7135 http://www.hands.or.jp npohands ケニア 

21 BHNテレコム支援協議会（BHN） 東京都  03-6803-2110 http://www.bhn.or.jp.official bhnassociation  アジア他 

22 ピースウィンズ・ジャパン（PWJ） 広島県 0847-89-0885 http://www.peace-winds.org PWJPublicRelations ウガンダ、ケニア、南スーダ
ン 

22 ヒューメイン・インターナショナル・ネッ
トワーク 

東京都 03-6279-1080 http://www.epopee.co.jp/hint hint.member コンゴ民主共和国 

22 広島アフリカ講座 広島県 090-5706-4886   アフリカ 
22 福岡・ウガンダ友好協会 福岡県 092-573-8945 http://fuufa.main.jp  ウガンダ 
23 ブルキナファソ野球を応援する会 北海道 0167-23-4505  burkinabaseball  ブルキナファソ 

23 ブルンジ ジャパン フレンドシップ ブルンジ 25772145271 
（ブルンジ） 

 FriendsWithBurundiProject ブルンジ 

23 ホープ・インターナショナル開発機構 愛知県 052-204-0530 http:www.hope.or.jp HOPEInternationalJapan エチオピア 
23 マゴソスクールを支える会 三重県  http://magoso.jp magososupportersclub ケニア 

24 まさよし夢基金―アフリカのお友達の夢
をかなえるまさよし基金 

愛知県    ケニア 

24 マラリア・ノーモアー・ジャパン 東京都 03-3230-2553 http://www.mnmj.asia  アフリカ他 
24 道普請人 京都府 075-343-7244 http://coreroad.org  アフリカ 
24 緑のサヘル 東京都  03-3252-1040   http://sahelgreen.org sahelgreen.org ブルキナファソ、チャド 
25 宮城アフリカ協会（AFAM） 宮城県 022-376-4092 http://www.afam-org.com afamorg 日本 

25 
ミレニアム・プロミス・ジャパン 東京都 03-5842-2801 http://millenniumpromise.jp mpj.end.poverty ウガンダ、マラウイ、ケニア、

セネガル、ガーナ、ルワンダ、
エチオピア、タンザニア他 

25 
ムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジ
ェクト 

神奈川県 080-6564-4448 http://www.onelove-project.info  
http://oneloverwanda.blog105.fc2.com 

 ルワンダ、ブルンジ 

25 ムワンガザ・ファンデーション 長野県 026-253-2440 http://www.mwangazafoundation.jp  タンザニア 
26 メサ フレンドシップ 茨城県 029-272-5296 http://mesafriendship.web.fc2.com  ケニア 

http://www.kyoto-nicco.org/
https://www.facebook.com/NiccoKyoto
https://facebook.com/jbfa.jp
https://www.facebook.com/NGOJCCP
http://www.resultsjp.org/
http://the-baobab.org/
http://www.facebook.com/hungerfreeworld.japan
http://www.pangaean.org/
https://www.facebook.com/npo.pangaea
http://www.facebook.com/npohands
http://www.facebook.com/bhnassociation
https://www.facebook.com/PWJPublicRelations
http://www.epopee.co.jp/hint/index.html
https://m.facebook.com/hint.member
https://www.facebook.com/FriendsWithBurundiProject/
https://www.facebook.com/HOPEInternationalJapan
http://www.afam-org.com/
https://www.facebook.com/afamorg
https://www.facebook.com/mpj.end.poverty
http://mesafriendship.web.fc2.com/
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26 モザンビークのいのちをつなぐ会 福岡県 093-472-1444 http://www.tsunagkai.com //tsunagukai モザンビーク 

26 
森のエネルギーフォーラム 福井県 0778-43-0717 http://blog.canpan.info/mori  タンザニア（セネガル、ブル

キナファソ、チャド、コンゴ
民主共和国他） 

26 リトル・ビーズ・インターナショナル 東京都 03-3805-5548 https://www.littlebeesinternational.org littlebeesinternational ケニア 

27 リボーン・京都 京都府 075-213-1731 http://www.reborn-kyoto.org rebornkyoto ルワンダ 
27 ル・スリール・ジャポン 愛知県 050-5809-8120 http://ojvs.or.jp/ le.sourire.japon.ojvs ブルキナファソ 
27 ロシナンテス 福岡県 093-521-6470 https://www.rocinantes.org rocinantes.japan スーダン 
27 わかちあいプロジェクト 東京都 03-3634-7809 http://www.wakachiai.com wakachiai  南スーダン、タンザニア他 
28 ワールド・ビジョン・ジャパン 東京都 03-5334-5350 http://www.worldvision.jp WorldVisionJapan アフリカ 
28 ワールドファミリー基金 東京都 03-3262-5033 http://www.liv-craft.com/wff  マリ、ザンビア 

 

※対象国・地域の詳細については、ダイレクトリー本文または各団体のホームページなどでご確認ください。 

http://www.tsunagkai.com/
https://www.facebook.com/tsunagukai/
http://blog.canpan.info/mori/
http://www.reborn-kyoto.org/
https://www.facebook.com/rebornkyoto
https://www.facebook.com/le.sourire.japon.ojvs
https://www.rocinantes.org/
https://www.facebook.com/rocinantes.japan
https://www.facebook.com/wakachiai
http://www.facebook.com/WorldVisionJapan
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認定 NPO法人 アイキャン                              代表理事:田口京子 
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3丁目 5番 4号 矢場町パークビル 9階 
TEL:052-253-7299  FAX:052-253-7299  E-mail:info@ican.or.jp 
URL:http://www.ican.or.jp  Facebook:@ICAN.NGO 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、雇用、平和・人権、子どもの保護、難民キャンプの運営 
事業形態 開発事業、緊急支援、啓発・研修 
対象国 ジブチ、イエメン、フィリピン 

主な事業 
●紛争の影響を受けた子どもたちの事業 
●路上の子どもたちの事業 
●自然災害の影響を受けた子どもたちの事業 

定期刊行物 年次報告書、会報（年 2回）、マンスリーレポート 
財務情報 収入:274,693,580円 支出:262,127,951円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 「人々の“ために”ではなく、人々と“ともに”」を合い言葉に、危機的状況にある子どもたちの生活が向上し続
けるよう、活動しています。平和な社会の実現に向け、「できること」を実践する人を増やしていきます。 

 
 認定特定非営利活動法人 ICA文化事業協会（ICAジャパン）             理事長:佐藤静代 

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-1-22-2F 
TEL:03-3484-5092 FAX:03-3484-1909 E-mail:staff@icajapan.org 
URL:http://www.icajapan.org Facebook:@icajapan 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、産業、格差是正、地域づくり、気候変動、森林保
全 

事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、啓発・研修、調査研究、講師派遣、復興支援 
対象国 インド、ケニア、ネパール、コートジボワール、福島 

主な事業 
●コートジボワール共和国アニェビ州の農村社会経済基盤開発のための生計技術習得事業（外務省） 
●震災弱者の回復と地域復興のためのネパール共和国チャングナラヤン村ラーニングセンター改修（外務
省） 
●ケニア北部ロヤンガラニ地区における半砂漠地域での植林緑化活動（地球環境基金） 

定期刊行物 ニュースレター 
財務情報 収入:106,774,050円 支出:95,759,398円 （2014年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 参加型のコミュニティ開発を通して、住民の団結と能力の開発をめざし、地球に優しいプロジェクトを行っ
ています。 

 

 

アイセック一橋大学委員会(AIESEC HI)                      委員長:本木雅朗 
〒186-8601 東京都国立市中 2-1 アイセック気付 
TEL:042-577-0992 FAX:042-8177-8884 E-mail:en.hilc.ghana@gmail.com 
Facebook:@EN-貧困問題コミュニティー開発-in-ガーナ—307892439629190 

事業分野 貧困、保健、教育、水・衛生、地域づくり、コミュニティ開発 
事業形態 開発事業、物資供給 
対象国 ガーナ 

主な事業 
●アフリカに興味のある若者を対象としたインターンシップ事業 
●農業、教育、健康衛生の 3分野を通じたコミュニティ開発事業 
●現地のコミュニティに物資を送る物資支援事業 

その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
「内発的で持続可能な開発」をテーマに、学生にコミュニティ開発の分野でのインターンシップ経験を提供
しています。アフリカでの実地経験は、あなたの価値観を変えます。インターンに興味を持った方は、
facebookよりご連絡ください。 

 
 特定非営利活動法人 AYINA                        代表:ゾマホン・スールレレ 

〒244-0844 神奈川県横浜市栄区田谷町 1459番地 26 
TEL:090-2842-6516 E-mail:sourou@ayina.org 

事業分野 貧困、教育、雇用、地域づくり、平和・人権、アフリカ 
事業形態 開発事業、啓発・研修 
対象国 アフリカ、日本 

主な事業 
1 教育活動〜主体性をもったリーダーを育成する〜 
2 農業改革 
面での自立を図る〜 
3 イノベーション〜地球にやさしいグリーンエネルギーの促進〜 
 文化交流 偏見を打破した客観的思考を身に ける  その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 私たちは、日本人によるアフリカへの偏見をなくしたり、日本とアフリカ双方の交流活動により、お互い
が抱える問題を解決する場（アフリカイベント、アフリカホームステイなど）を提供します。 
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 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル                 代表:永井陽右 
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-2-3ドミール 1A 
TEL:050-3698-4373 E-mail:info@accept-int.org 
URL:https://www.accept-international.org Facebook:@accept_int 

事業分野 平和・人権 事業形態 開発事業、物資供給、啓発・研修 
対象国 ソマリア、ケニア、ナイジェリア、中国（新疆ウイグル自治区） 

主な事業 

１テロ組織への加入防止:暴力的過激主義対策の一環として、思想的影響を受けやすい若者層を対象とした過
激化防止の取り組みを実施。対象はケニア・中国（新疆ウイグル自治区）。 
２テロ組織からの脱退促進:拘留・投降などによりテロ組織から脱退した戦闘員に対するリハビリテーション
及び職業訓練等を通じた脱過激化・社会復帰支援、「地域社会における戦闘員の受け入れ」促進に向けた当
地での啓発活動を実施。ソマリア・ナイジェリアを対象地域とする。 
３テロと紛争をはじめとする社会問題に関する啓発事業:中高生を対象とした講演などイベントの実施を通
じて、幅広い切り口から、テロや紛争をはじめとする社会問題について学び考える機会の創出を目指す。日
本各地で実施。 

定期刊行物 現地渡航活動報告書 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
「テロを止める。紛争を解決する。」前例がないこの挑戦は確かに前途多難かもしれません。だからこそ、
小さな一歩を積み重ねることによってのみ達成できるものだと信じています。私たちは無力でも微力でもな
い。あなたの一歩が未来に繋がっています。 

 
 特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会                  代表:久我祐子 

〒338-0012 さいたま市中央区大戸 5-17-1                        TEL:090-9957-2256 
FAX:048-832-8271 E-mail:info@taaa.jp  URL:www.taaa.jp  Facebook:@TAAA.page 

事業分野 貧困、食料、教育、格差是正、地域づくり 事業形態 開発事業 
対象国 南アフリカ共和国 
主な事業 ●学校図書支援プロジェクト ●学校・コミュニティ菜園プロジェクト  ●サッカープロジェクト 

 定期刊行物 年 2回会報 『南アフリカの声』発行 
財務情報 収入: 20,464,806円 支出: 16,823,595円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
南アフリカには、学力も仕事もなく健全な社会参加ができていない若者が多くいます。私たちは、子供たち
が将来、社会で自立して生きていけることを願って教育支援を行なっています。プロジェクトでは、生徒が
リーダーシップを発揮して活動を継続していく力を育てています。 

 

 
アジアとアフリカをつなぐ会                            代表:重田眞義 
〒520-0501 滋賀県滋賀郡志賀町北小松 1748番地の 99 
TEL:077-596-8011  FAX:077-596-8011 E-mail:aaje@jafore.org  URL:http://aaje.jafore.org 

事業分野 食料、教育、協働 
事業形態 開発事業、調査研究 
対象国 エチオピア、南オモ県 
主な事業 ●エンセーテを基盤としたコミュニティ開発プロジェクト  ●国際理解プロジェクト 

団体より一言 2008 年より在来農業システムを生かした農村開発に着手しました。エチオピア独特の栽培植物エンセーテ
の品種多様性の保持、その加工品開発とマーケティングを実施し地域社会の生計への貢献をめざしています 

 
 あしなが育英会                                  会長:玉井義臣 

〒102-8639 東京都千代田区平河町 1-6-8 平河町貝坂ビル 
TEL:03-3221-0888 FAX:03-3221-7676 E-mail:info@ashinaga.org 
URL:http://www.ashinaga.org Facebook:@ASHINAGAofficial（英）Twitter:@AshinagaGlobal（英） 

事業分野 貧困、教育 
事業形態 啓発、研修、奨学金貸与及び給付 
対象国 日本、サブサハラアフリカ 

主な事業 

●日本国内外の遺児を対象に、高等教育機関へ進学するための奨学金を給付または貸与 
●遺児奨学生に対する教育的・精神的な支援を提供。奨学生のための寮「心塾」や遺児のためのケアセンタ
ー「レインボーハウス」を運営 
●サブサハラアフリカ各国から毎年 1名ずつ優秀な遺児を世界の大学に留学させ、母国の様々な分野で活躍
するリーダーを育てようという構想を実施 
●奨学生を対象に、サマーキャンプ、中長期の海外研修、留学などを提供 

定期刊行物 NEWSあしながファミリー（年 6回）KOKOROZASHIニュースレター（年 4回）ウガンダニュース（年 2
回）など 

財務情報 収入:7,404,900,000円 支出:6,168,500,000円 （2016年度見込み） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 あしなが育英会は、様々な形で国内外の遺児学生に教育的、精神的、経済的支援を行っています。「やさし
さ」を集めて、一緒に世界を変えましょう。 
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 特定非営利活動法人 ADRA Japan                          理事長:柴田俊生 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-11-1 
TEL:03-5410-0045  FAX:03-5474-2042  E-mail:support_adra@adrajpn.org 
URL:http://www.adrajpn.org  Facebook:@adrajapan Twitter:@ADRA_Japan 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、水・衛生 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援 
対象国 ネパール、ミャンマー、ジンバブエ、アフガニスタン、エチオピア、レバノン、イエメン 、日本 

主な事業 ●ジンバブエ教育環境改善事業      ●エチオピア南スーダン難民人道支援 
●ネパール形成外科医療チーム派遣事業 

定期刊行物 ADRA News(季刊）、年次報告書 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
ADRA Japanは「ひとつの命から世界を変える」をモットーに、途上国や災害被災地において開発支援や緊
急支援活動を行ないます。その活動は、現地のニーズに基づき、人々の自立を目指して一人ひとりに寄り添
って行ないます。 

 

 
一般社団法人 アフリカ協会                            会長:松浦晃一郎 
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-23-6 第一白川ビル 2階 
TEL:03-5408-3462  FAX:03-5408-3463 E-mail:info@africasociety.or.jp 
URL:http://www.africasociety.or.jp  Facebook:@africasociety.or.jp 

事業分野 全般 事業形態 啓発・研修、調査研究 
対象国 アフリカ諸国全般 

主な事業 
1 アフリカ諸国との経済、技術、文化交流の促進 
2 アフリカ諸国に関する資料の整備、調査研究及び紹介 
3 機関誌『アフリカ』の発行、「月刊アフリカニュース」のメール配信、フォーラムや懇談会等の各種イベ
ント開催 

定期刊行物 機関誌『アフリカ』 
財務情報 収入:21,087,419円 支出:20,786,188円（2016年度） 
 

 

アフリカ子どもの本プロジェクト                        代表:さくまゆみこ 
〒177-0042 東京都練馬区下石神井 1-4-4 作間方 
TEL:03-5936-8338  FAX:03-5936-8338 E-mail:amai_3@yahoo.co.jp 
URL:http://africa-kodomo.com  Facebook:@africachildrenbooks 

事業分野 教育、子どもの本 事業形態 物資供給、啓発・研修 
対象国 アフリカ全体、ケニア 

主な事業 

＜アフリカ＞1. ケニアに設立した二つの図書館運営（司書給料支援、図書資料 
の補充、現地図書委員会との連絡等）。2. 必要な場所に必要な児童書を送る（要請を受けて） 。 
＜日本国内＞1. 「アフリカを読む、知る、楽しむ、子どもの本展」:日本で刊行されている、アフリカを描
いた児童書約 120点、解題、写真パネルなどのセット貸出。2. 「アフリカに関する児童書 おすすめリス
ト」上記 1.の児童書を中心にした推薦図書のリストを作成、随時新刊図書を選書して追加。 

財務情報 収入:1,049,583円 支出:732,037円 ※繰り越し金除く（2016年度） 
その他 ボランティア募集（必要に応じて） 

団体より一言 
本を送る際、子どもたちの興味を広げる本、現地の文化を尊重する本を厳選している。また、図書館のあり
方や実務などに関する情報を伝えて司書をサポートし、地域の人々だけで図書館を運営する体制作りを考え
ている。 

 

 

特定非営利活動法人 アフリカ支援 アサンテ ナゴヤ                 理事長:石川佳子 
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 1-25-1 ニッシンビル 906号 
TEL:052-933-1588  FAX:052-933-1588  E-mail:africa@asante-nagoya.com 
URL:http://asante-nagoya.com  Facebook:@asante.nagoya 

事業分野 貧困、保健、教育、水・衛生、雇用 
事業形態 開発事業、物資供給、啓発・研修、調査研究、無料医療キャンプの実施 
対象国 ケニア 

主な事業 
●ケニア奥地の農村ゲム・イースト地区で無料医療キャンプを毎年 1回実施 
●現地にてコミュニティセンターの建設、井戸の掘削等の事業を実施 
●センターを公的な医療機関として登録。恒常的に医療を提供できる医療施設とする 

その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
私たちアフリカ支援 アサンテ ナゴヤは、ケニアの農村部における高い HIV 陽性率を改善するために、毎
年無料医療キャンプを実施し、現地の人たちに HIV/AIDS に関する知識を伝え、HIV 検査を受けて頂くこ
とを目標に活動して参りました。 
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 特定非営利活動法人 アフリカ女性・子供を守る友の会（SWACIA）          代表:長島日出子 
(日本)〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 8-1-6  神戸国際会館 22階 
(ナイジェリア) No.1 River Close Phase 1 Jikwoyi, Karu Abuja, Nigeria 
(米国) 616 Corporate Way Suite 2-6380 Valley Cottage, NY 10989 
TEL:090-1173-9378  E-mail:info@swacin.com 
URL:http://www.swacin.org  Facebook:@Swacin  Twitter:@swacin 

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、気候変動、平和・人権、就労訓練 
事業形態 物資供給、啓発・研修、調査研究、人材派遣 
対象国 アフリカ全域 

主な事業 
1 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動  
2 環境の保全を図る活動 
3 国際協力の活動 

定期刊行物 無料配布ニュースレターサバイバルガジェット、FMYYラジオ放送グローバル・エコ・トークショー 
財務情報 収入:6,571,475円 支出:5,676,915円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
ボコハラム被害等の苦境に苦しむ貧困層にはひとりひとり出来る事を地道にやっています。 たとえば、ひ
とりは広報、ひとりはラジオ放送、ひとりは会計等々。そうした一人一人のちいさな力添えを集団でコツコ
ツ行って巨大なパワーになります。（＾＾）ｖ 

 

CanDo 
特定非営利活動法人 アフリカ地域開発市民の会（CanDo）          代表理事:永岡宏昌 
〒110-0001 東京都台東区谷中 2-9-14 第 2森川ビル B号 
TEL:03-3822-1041 E-mail:tokyo@cando.or.jp  
URL:http://www.cando.or.jp Facebook:@candoafrica 

事業分野 保健、教育 事業形態 開発事業、啓発・研修 
 

対象国 ケニア 

主な事業 
●小学校における保護者の学校運営能力向上と施設拡充 
●地域保健ボランティア（CHV）の育成 
●地域保健ユニット（CHU）活性化への協力 

定期刊行物 「CanDoアフリカ」（ニュースレター、年４回） 
財務情報 収入:53,663,816円 支出:51,182,095円（2016年度） 
その他 インターン制度:ケニア派遣（業務期間は 6か月）、ボランティア募集あり 

団体より一言 アフリカの人々が、ほんとうに求めるものを。アフリカの地域に暮らす人々が、より豊かな社会を実現する
ために、教育、保健、環境保全の課題の解決に、共に取り組み、住民参加の社会開発を行なっています。 

 

 

アフリカと神戸俊平友の会                              代表:獣医師 神戸俊平 
〒150-0047 東京都世田谷区世田谷 2-19-2 野口理佐子 
TEL:03-6277-8297  FAX:03-5545-0931  E-mail:shimouma1chome@gmail.com 
URL:http://www.s-kambevet.org  Facebook:@kambe.shumpei 

事業分野 貧困、水・衛生、気候変動、森林保全、その他（獣医師） 
事業形態 政策提言、調査研究 
対象国 ケニア 
主な事業 ●マサイ家畜診療   ●野生動物保全活動   ●スラム給食支援 
定期刊行物 ナイロビ通信（年間 3〜4回） 
財務情報 収入:4,235,917円 支出:4,235,917円（2009年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 獣医師として、野生動物とマサイを中心とする伝統的な地域社会との共存のために! マサイの家畜診療活
動と野生動物の保全と診療活動、スラムの子供給食支援、日本支援をアフリカの地域の立場で伝える。 

 
 特定非営利活動法人 アフリカ日本協議会（AJF）                   代表:津山直子 

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 3階 
TEL:03-3834-6902 FAX:03-3834-6903  E-mail:info@ajf.gr.jp URL:http://www.ajf.gr.jp 
Facebook:@Africa.Japan.Forum（AJF） ＠African.Kids.Club（アフリカンキッズクラブ） 

事業分野 SDGsや TICADの市民ネットワーク、食料、保健、気候変動、森林保全、平和・人権 
事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 アフリカ全域 
主な事業 ●ネットワーク形成 ●アフリカ理解促進 ●在日アフリカ人支援 ●政策提言 ●アフリカキッズクラブ 
定期刊行物 『アフリカ NOW』 
財務情報 収入:29,504,968円 支出:28,886,738円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 アフリカ各国に精通した会員とともに、アフリカの魅力や現状を伝えていきます。また多様な課題に対して
アフリカと日本の市民が共に考え、実践するための架け橋となることを目指しています。 
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アフリカ平和再建委員会（ARC）                           会長:大林稔 
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-6-1 四谷サンハイツ 511号 
TEL:03-3351-0892  FAX:03-3351-0892  E-mail:headoffice@arc-japan.org  
URL:http://www.arc-japan.org  Facebook:@ARCJAPAN  Twitter:@ArcJapanNews 

事業分野 平和・人権 事業形態 開発事業、啓発・研修、調査研究、講師派遣 
対象国 ルワンダ、アフリカ広域の問題 

主な事業 
●ルワンダのマイクロセービングを通じた和解醸成活動 
●ルワンダ子ども支援基金（戦災孤児･エイズ孤児の奨学支援） 
●国連 PKOの性的搾取・虐待問題の調査研究 
●ストップ子ども兵士アクション（映画を通したアフリカの子ども兵士と紛争問題の啓発キャンペーン） 

定期刊行物 アフリカ平和再建委員会活動レポート 
財務情報 収入:1,567,153円 支出:642,057円 （2009年度）  
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
●現場主義－アフリカ人の声を聞く。 
●ローカル・イニシアティブの尊重と協働。 
●アフリカの知恵を理解し、事業に生かす。 
●見落とされている問題を指摘する。 

 
 アフリカ理解プロジェクト                                                        代表:白鳥くるみ 

〒146-0093 東京都大田区矢口 1-11-8 
TEL/FAX:03-3758-5665（若松）  E-mail:events@africa-rikai.net 
URL:http://africa-rikai.net  Facebook:@AfricaRikaiProject  Twitter:@africarikai 

事業分野 貧困、教育、オルタナティブトレード 事業形態 開発事業、啓発・研修、調査研究、講師派遣 
対象国 アフリカ全般、エチオピア 

主な事業 
●出版プロジェクト:アフリカや国内での書籍出版 
●遊牧民コミュニティ支援「エチオピアみんなの学校プロジェクト」 
●開発教育・グローバル人材の育成:セミナーや講座の企画実施、講師派遣等 

定期刊行物 WEBサイト http://africa-rikai.netでメールマガジンなどを発刊 
財務情報 収入:1,650,664円 支出:1,334,701円（2015年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 私たちの豊かさは、世界の国々との相互依存のうえに成り立っています。アフリカの多様性は豊かな生活を
しながらも、閉塞感に包まれた私たちに「よく生きるとは何か」というヒントを与えてくれるはずです。 

 
 African JAG Project                                                              代表:浅野典子 

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷 2-13-2 テラステラノ 2F 
TEL:03-6318-9718  FAX:03-6318-9718  E-mail:info@africanjag.org 
URL:http://www.africanjag.org  Facebook:＠AfricanJAG 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、水・衛生、エネルギー、地域づくり、平和・人権、協働、 医療支援 
事業形態 物資供給、緊急支援、啓発・研修、人材派遣 
対象国 一般支援＝アフリカ諸国全般 情報発信＝世界中 
主な事業 アフリカの貧困地域における緊急支援及び自立支援 
定期刊行物 African JAG News、メールマガジン 
財務情報 収入:8,056,069円 支出:7,211,245円（2010年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
アフリカ大陸に蔓延する貧困、飢餓、病気、民族対立…。それに苦しむ多くの人々。常に“死”と隣り合わせ
の日常。そんな現実を知ってください。できることを考えてください。そしてほんの少しの力を貸してくだ
さい。 

 

 
特定非営利活動法人 アフリック・アフリカ                     代表理事:松浦直毅 
〒606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町 2161 
TEL:090-9719-5420  FAX:075-781-6769  E-mail:afric-africa@b.vis.ne.jp 
URL:http://afric-africa.vis.ne.jp/about/index.htm   

事業分野 貧困、教育、地域づくり 事業形態 開発事業、啓発・研修 
対象国 アフリカ、日本 

主な事業 ●メールマガジン「アフリック・ニュース」●アフリカ先生プロジェクト 
●セレンゲティ・人と動物プロジェクト 

定期刊行物 会報「アフリック・アフリカ」（年 1回発行）、メールマガジン「アフリック・ニュース」（毎月発行） 
財務情報 収入 1,939,674円 支出 1,939,674円（2016年度） 
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特定非営利活動法人 AfriMedico                           代表:町井恵理 
〒105-0004 東京都港区新橋 6-18-3  
TEL:050-5319-6525  E-mail:afrmedico@afrimedico.org 
URL:http://afrimedico.org  Facebook:@afrimedico  Twitter: @AfriMedico 

事業分野 保健 事業形態 医療支援 
対象国 タンザニア 

主な事業 
1 アフリカにおける配置薬事業（置き薬）の普及  
2 現地における医療教育活動、リサーチ業 
3 日本国内でのセミナー・イベント業 

定期刊行物 年次報告書 
財務情報 収入:4,190,000 支出:2,539,000円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティアあり 

私たち Af iM di は“継続的に医療環境 向上を図る仕組み”とし 日本発祥 置き薬を普及させる とに
  

 団体より一言 
私たち AfriMedico は“継続的に医療環境の向上を図る仕組み”として日本発祥の置き薬を普及させることに
より、アフリカの人々の健康の向上に貢献し、Universal Health Careの実現を目指しています。300年前
に富山の薬売りから始まった置き薬の“先用後利”の仕組みが現代のアフリカの医療課題解決になると信じ
ております。 

 

 
特定非営利活動法人 AMDA                              代表:菅波茂 
〒700-0013 岡山県岡山市伊福町 3－31－1 
TEL:086-252-7700  FAX:086-252-7717  E-mail:member@amda.or.jp 
URL:http://www.amda.or.jp  Facebook:@AMDA.international Twitter:@NGO_AMDA 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、平和・人権 事業形態 開発事業、緊急支援、啓発・研修 

対象国 ネパール、インド、スリランカ、パキスタン、カンボジア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、バング
ラデシュ、ルワンダ 

主な事業 ●災害発生時の緊急支援活動  ●復興支援活動  ●中長期社会開発事業 
定期刊行物 AMDAジャーナル（季刊） AMDAダイジェスト（年 2回） 
財務情報 収入:262,178,278円 支出:118,291,532円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
AMDAは 1984年の創立以来、相互扶助精神をもって、2017年 6月現在 59の国と地域で 184件の緊急支
援活動を行ってきました。「現地の人が一番よい解決法を知っている」との考えにより、現場主義に基づい
た活動を行っています。 

 

 
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構                     理事長:鈴木俊介 
〒700-0818 岡山県岡山市北区蕃山町 4-5岡山繊維会館 3階 
TEL:086-232-8815  FAX:086-232-7668  E-mail:info@ml.amda-minds.org 
URL:http://www.amda-minds.org  Facebook:@amda.minds  Twitter:@amdaminds 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、格差是正、地域づくり 
事業形態 開発事業、啓発・研修、講師派遣 
対象国 シエラレオネ、ニジェール、ザンビア、ネパール、ミャンマー、ホンジュラス、日本 

主な事業 ●シエラレオネ:保健行政システム向上事業  ●ニジェール:教育開発事業 
●ザンビア:保健・コミュニティ支援事業 

定期刊行物 ニュースレター（季刊）、年次報告書（年 1回） 
財務情報 収入:448,962,337円 支出:439,206,453円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
「世界の元気を育てたい。」をテーマにして活動しています。アジア・アフリカ・中南米の様々な国・地域
において、貧困の削減や健康の増進などの社会開発事業を推進することを通じて、一つでも多くの家族やコ
ミュニティが元気になることを目指しています。 
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特定非営利活動法人 ウォーターエイドジャパン                    理事長 滝沢智 
〒130-0026 東京都墨田区両国 2丁目 10-6 ローレンス・ノダ 301 
TEL:03-6240-2772  FAX:050-3488-2040  E-mail:info-japan@wateraid.org 
URL:http://www.wateraid.org/jp   Facebook:＠WaterAidJapan   Twitter:@WaterAidJapan 

事業分野 水・衛生 事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究 

対象国 
ブルキナファソ、ガーナ、マリ、ニジェール、リベリア、ナイジェリア、シエラレオネ、マダガスカル、マ
ラウイ、モザンビーク、ザンビア、レソト、スワジランド、エチオピア、タンザニア、ウガンダ、ケニア、
ルワンダ、南アフリカ共和国、セネガル、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、カンボジア、
ラオス、ミャンマー、東ティモール、パプアニューギニア、ニアラグア、コロンビア 

主な事業 
●エチオピア農村部ソロ郡における食料増産に向けた水・衛生プロジェクト 
●ニジェール 貧困コミュニティを対象とした気候変動への水・衛生対応力強化プロジェクト 
●タンザニア キオンボイ病院給水・衛生設備改善プロジェクト 

定期刊行物 会報誌 Oasis（年 2回）、年次報告書（年 1回）、メールマガジン（月 1回） 
財務情報 収入:35,756,085円 支出:35,513,326円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 2030 年までに、すべての人にとって、清潔な水とトイレ、適切な衛生習慣があることが「あたりまえ」の
ことになることを目指して活動しています。  

 ウ－マンズフォ－ラム魚（WFF）                         代表:白石ユリ子 
〒104-0061 東京都中央区銀座３－12－15 銀座細谷ビル 
TEL:03-3546-1291  FAX:03-3546-1164  E-mail:gyo@wff.gr.jp 
URL:http://www.wff.gr.jp/conte.html   

事業分野 食料、教育、ジェンダー、地域づくり、漁業・海洋保全 事業形態 啓発・研修、調査研究 
対象国 モロッコ、コートジボワール他、COMHAFAT（西アフリカ漁業大臣会合）加盟 22カ国、日本 

主な事業 
●「浜のかあさんと語ろう会」（日本で漁村女性と消費者を結ぶ活動として実施） 
●「海彦クラブ・われは海の子」（日本でこどもたちの海洋・漁業・離島学習として実施） 
●「RAFEPママのすり身プロジェクト」（西アフリカ 22カ国の女性ネットワーク（＝RAFEP）のメンバー
に対し、水産資源の有効利用についてワークショップを実施） 

定期刊行物 WFF Letter 
財務情報 収入:5,000,000円 支出:5,000,000円（2016年度） *姉妹団体「NPO海のくに・日本」と分割後 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
日本は海とともに生きてきた海洋民族の国です。500種もの水産資源を享受できることは日本に与えられた
恩恵であるにも関わらず、日本人にとっては当たり前になっていることから海や水産資源に対する感謝の念
は希薄です。まず日本人自身が海の恵みのありがたさに気づくこと、そしてアフリカにおいては水産加工の
技術指導だけではなく、女性たちに海と魚の利用がアフリカを変えることができると伝えたい。  

 特定非営利活動法人 エイズ孤児支援 NGO・PLAS                               代表理事:門田瑠衣子 
〒110-0005 東京都台東区上野 5-3-4クリエイティブ one秋葉原ビル 7F   
TEL:03-6803-0791  E-mail:info@plas-aids.org 
URL:http://www.plas-aids.org  Facebook:@NGOPLAS   Twitter:@plasjp 

事業分野 貧困、保健、教育 事業形態 開発事業、啓発・研修、講師派遣 
対象国 ケニア共和国、ウガンダ共和国 

主な事業 ●HIV 陽性シングルマザーの生計向上を通じたエイズ孤児支援事業  ●エイズ孤児と保護者に対するラ
イフプランニング支援事業。  ●シングル家庭の強靭で持続可能な生計のための農林業強化支援事業 

定期刊行物 年次報告書（年 1回）、PLAS POST（年 1回） 
財務情報 収入:14,882,673円 支出:16,475,011円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり（応相談） 

団体より一言 ケニア・ウガンダの二か国で、現地パートナー団体と共に「あたえる支援ではなく、つくる支援」を方針と
し、地域住民の自立を通じて「エイズ孤児の受け皿となる地域づくり」を目指して活動を続けています。  

 
特定非営利活動法人 ACE（エース）                                                代表:岩附由香 
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-4あつきビル３Ｆ 
TEL:03-3835-7555  FAX:03-3835-7601  E-mail:info@acejapan.org 
URL:http://www.acejapan.org  Facebook:＠acejapan  Twitter :@ace_japan 

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、雇用、産業、格差是正、地域づくり、平和・人権 
事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究、講師派遣 
対象国 インド、ガーナ、日本 
主な事業 ●子ども支援事業 ●アドボカシー事業  ●啓発・市民参加事業 ●ソーシャルビジネス推進事業 
定期刊行物 年次報告書（年 1回） 活動レポート（年 3回） 
財務情報 収入:96,337,084円 支出:93,506,468円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
ACEは、「2025年までにすべての形態の児童労働をなくす」という持続可能な開発目標（SDGs）に明記さ
れたグローバルな目標の達成を目指し、児童労働をしている子ども・家族への直接支援、政府へのアドボカ
シー、企業との協働、市民の啓発と参加機会の提供を行っています。 
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特定非営利活動法人 エスペランサ                                                  代表:馬場菊代 
〒838-0059 福岡県朝倉市平塚 530 
TEL/FAX:0946-24-9263  E-mail:contact@npo-gb-esp 
URL:http://www.npo-gb-esp.org  Facebook:エスペランサ＠ギニアビサウ 

事業分野 教育 事業形態 教育支援 
対象国 西アフリカ ギニアビサウ共和国 
主な事業 1 小・中学校の設立・運営  2 里親制度  3 普及啓発活動（日本国内） 
定期刊行物 ニュースレター（1回/3か月） 
財務情報 収入:19,447,203円 支出:18,074,692円（2015年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
私たちは、現地の「自立」を目指している。2016 年私達の小・中学校のスーパーバイザーのジョゼ（DR
コンゴから手伝いに来てくれている）が「馬場さんがいつまでもお金を持ってきてくれると思ってはいけな
いよ。馬場さんが死んだらどうするんだ？」とネネ（ギニアビサウ人の中学校の校長）に言った。彼は最初
キョトンとしていたが、その時から「自立」を考え始めた。 

 
 

NGOセスコ                                                                     理事長:山口正俊 
〒537-0003 大阪市東成区神路 4-7-25 

事業分野 貧困、教育 事業形態 開発事業、啓発・研修 
対象国 コンゴ民主共和国、ガーナ 

主な事業 ●DRCキンシャサ郊外にあるモンガフラ地区に、ストリートチルドレンのための「子ども農園」をつくる。 
●「アフリカ・Meets・関西」などファッションショウやセミナーを開催し「伝える」活動をしている。 

定期刊行物 『パートナーズ』 
財務情報 収入:3,830,000円  支出:2,100,000 円（2015年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 

アフリカの人々と親しく語り、行動を共にし、「釣った魚より魚のとり方」を伝えたいと始めたボランティ
アでもある。 
●ガーナ共和国 チョーコ村にデイケアーセンターと保育所建設。  
●アフガニスタン タブクス村に病院建設。 
●DRCキンシャサ郊外にモンガフラ 子ども農園。 

 
 特定非営利活動法人 ＮＧＯ日本アフリカ国際開発             代表者:ボケンヤ・アボベカ  

〒286-0201 千葉県富里市日吉台 1-15-3（三和コーポラスＢ棟 102） 
TEL:0476-36-5573 FAX:0476-36-5712  E-mail:info@janida.orgまたは info.janida@gmail.com 
URL:http://www.janida.org  Facebook:@JANIDA 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、地域づくり、気候変動、森林保全 
事業形態 緊急支援、啓発・研修、調査研究 
対象国 アフリカ、日本 

主な事業 ●防災、災害救助及び紛争防止 ●農業 ●環境保全や森林農業の促進、気候変動への取り組み 
●教育、スポーツ 

財務情報 収入:1,135,000円 支出:1,135,000円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
JANIDAに関わる全ての NGO/NPOやその関係者に御礼申し上げます。今後もアフリカ大陸の繁栄のため当
団体と知識や経験を共有して頂ける NGO/NPOや、共に活動する研究者やボランティアの方のご協力をお待
ちしております。 

 

 
特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク                  代表:竹内よし子 
〒790-0803 愛媛県松山市東雲町 5-6 
TEL:089-993-6271  FAX:089-993-6227  E-mail:wakuwaku@egn.or.jp 
URL:http://www.egn.or.jp  Facebook:@wakuwaku.egn 

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、格差是正、地域づくり、平和・人権、協働 
事業形態 開発事業、啓発・研修 
対象国 モザンビーク共和国 

主な事業 
●平成 29 年度外務省 NGO 相談員事業 
●環境省四国環境パートナーシップオフィス企画運営業務 
●地球環境基金助成金事業「モザンビークにおけるユース中心の SDGs 達成に向けたインターナショナル
ESD」 

財務情報 収入 50,110,020円 支出 50,276,505円（2016年度）  
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 EGNのモットーは、「地球規模で考え、地域で活動し、ひとり一人自ら変わること!」であり、より平和で持
続可能な市民社会づくりに努めている。そして、そのすべての活動の基本に ESDがある。 
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 FGM廃絶を支援する女たちの会（WAAF）   
〒270-2203 千葉県松戸市六高台 2-4-12   E-mail:waaf@jca.apc.org 
URL:http://www.jca.apc.org/~waaf  Facebook:@womens.action.against.fgm.japan 

事業分野 保健、ジェンダー 事業形態 緊急支援、講師派遣 
対象国 アフリカ諸国 

主な事業 
●日本国内での情報発信（国際シンポジウムや勉強会の開催、出前講座、ニュースレター発行、インターネ
ットによる情報提供） 
●「反 FGM基金（英語名:WAAF Fund）」による現地のプロジェクト支援 
●国際的な連携（FGM廃絶を目指す国際会議参加、国際 NGOとの交流や情報交換） 

定期刊行物 ニュースレター 
財務情報 収入:3,076,811円 支出:3,076,811円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
女性が心身ともに安全に生きる権利は普遍的な人権です。女に生まれただけで性器切除される子どもがこの
地上に一人でもいるのなら、ノー！と声を上げよう、私たちはそういう思いで FGM 廃絶運動に加わってい
ます。 

 
 特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン                                     代表:黒田かをり 

〒110-0005 東京都台東区上野 5-3-4 クリエイティブ One秋葉原ビル 7F 
TEL:03-3834-1556  FAX:03-3834-1025  E-mail:oxfaminfo@oxfam.jp 
URL:http://oxfam.jp  Facebook:@OxfamJapan   Twitter:@oxfamjapan 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、格差是正、気候変動 
事業形態 開発事業、緊急支援、政策提言、啓発・研修 
対象国 世界 90カ国以上 
主な事業 ●政策調査提言事業（格差・開発資金）●中小企業支援プログラム  ●CHANGE Initiative 
定期刊行物 メールマガジン（月 1〜2回）、アニュアルレポート（年 1回） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
「貧困のない公正な世界」を目指してオックスファムが取り組む課題と現場は多岐に渡ります。貧困の構造
的な問題に取り組む政策提言も重要な活動の柱です。世界を変えるのは、人の想い、声、力。私たちは、全
ての事業で人と現場を大切にしていきます。 

 

 
関西・南部アフリカネットワーク                          代表:原田光雄 
〒578-0943 大阪府 東大阪市若江南町 1-6-3 下垣気付 
TEL:090-7873-3836   

事業分野 平和・人権 事業形態 啓発・研修 
 

 
Class for Everyone                              代表理事:高濱宏至 
〒252-0187 神奈川県相模原市緑区名倉 2647-10 
TEL:090-1120-8503  E-mail:info@class4every1.jp  
URL:http://class4every1.jp  Facebook:@class4every1  Twitter:@class4every1 

事業分野 保健、教育、エネルギー 事業形態 開発事業、物資供給 
対象国 タンザニア共和国 コログウェ県 

主な事業 
●TASUKi:日本で使われなくなったデバイス機器をリユースし、途上国の ICT教育に再活用する事業 
●HIKARi:ソーラーパネルをリユースし、非電化地域に ICT教育機会を作る事業 
●MOBi:途上国の地方や遠隔地に住む子ども達に、ICT教育機会を届ける移動図書館事業 
(タンザニアでウフルー号プロジェクトという名前で運用しています) 

定期刊行物 ウフルー号通信(http://uhuru.class4every1.jp/document) 
財務情報 収入:8,754,075円   支出:8,933,537円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
ClassforEveryoneでは他団体や企業との連携を第一に考えており、100近い団体との連携実績があります。
スタッフについても多様な形で活動に参加できるようになっていますので、ぜひ一緒に活動できれば嬉しい
です。 

 

 
一般社団法人 グリーンピース・ジャパン                   代表:青木陽子、寺中誠 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-13-11 NFビル 2F 
TEL:03-5338-9800  FAX:03-5338-9817  E-mail:http://www.greenpeace.org/japan 

事業分野 環境保護活動 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 

グリーンピースは、環境保護と平和を願う市民の立場で活動する国際環境 NGO です。問題意識を共有し、
社会を共に変えるため、政府や企業から資金援助を受けずに独立したキャンペーン活動を展開しています。 
本部はオランダのアムステルダムにあり、世界で 300 万の個人サポーターに支えられています。 世界 55
カ以上の国と地域で活動し、国内だけでは解決が難しい地球規模で起こる環境問題に、グローバルで連携し
て解決に挑戦することが私たちの強みです。 
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 公益財団法人 ケア・インターナショナル・ジャパン（CARE)           理事長:目賀田周一郎 
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-2-1 目白カルチャービル 
TEL:03-5950-1335  FAX:03-5950-1375  E-mail:info@careintjp.org 
URL:http://www.careintjp.org  Facebook:@CAREjp   Twitter:@CAREjp 

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、水・衛生、格差是正、地域づくり、気候変動 
事業形態 開発事業、緊急支援、啓発・研修 
対象国 アジア、アフリカ 
主な事業 
 

●ガーナにおける乳幼児の栄養改善事業   ●東ティモールにおける農村地域の生計向上事業 
●タイにおける理数系教育を通じたリーダーシップ育成事業 

定期刊行物 ニュースレター「CARE World」（年 2回）年次報告書（年１回） 
財務情報 収入:91,546,348円 支出:101,349,889円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 CAREは、最も支援の届きにくいところに、最も弱い立場におかれた人々に確実に支援を届けることを大切
にしています。その過程で、現地の人たちに寄り添い、生きるチカラを信じて支えることを実践しています。 

 
 公益財団法人 結核予防会                             理事長:工藤翔二 

〒101-0061 東京都千代田区三崎町 1-3-12 
TEL:03-3292-9211 FAX:03-3292-9208 E-mail:kokusai@jata.or.jp  URL:www.jatahq.org 

事業分野 保健 事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 日本、アジア、アフリカ 
主な事業 ●国際協力事業  ●研修事業  ●研究事業 
定期刊行物 複十字 

 

 
特定非営利活動法人 ケニアの未来                          代表:田中友紀 
〒162-8433 東京都新宿区市谷本村町 10-5 JICA地球ひろば No.85 
E-mail:info@kenyanomirai.org  URL:http://kenyanomirai.org  Facebook:＠kenyanomirai 

事業分野 貧困、保健、教育、平和・人権 
事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修 
対象国 ケニア 

主な事業 
１ 地域社会での非行少年（保護観察・アフターケアの対象者）の更生保護及び児童保護支援事業 
２ 政府への提言事業 
３ 日本国内における広報、理解促進事業 

定期刊行物 『ケニアの未来便り』（団体ニュースレター、年２回発行） 
財務情報 収入:429,347円 支出:242,549円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
地域社会及び関係行政機関との連携を通じて、ケニアで社会的に困難な状況にある青年・子どもの保護と健
全な育成を目指しています。支援の対象は、保護が必要な子どもの中でも、特に 10 代の非行少年です。彼
らが地域社会の中で更生していくための制度を支援します。不必要な子どもの施設への送致を最小限にすべ
く、ケニアの地域社会の力を最大限に生かし、地域の大人が子どもを保護する社会を目指します。 

 
 国際医学生連盟 日本(IFMSA-Japan)                        代表:塚田凪歩 

〒113-8621 東京都文京区本駒込２-28-16日本医師会館内 IFMSA－Japan 
E-mail:secretariat@ifmsa.jp  
URL:http://ifmsa.jp  Facebook:@ifmsajapan  Twitter:@IFMSAJapan 

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、平和・人権 
事業形態 物資供給、緊急支援、啓発・研修、人材派遣、フェアトレード、診療所建設支援 
対象国 ザンビア共和国を主としたアフリカの国々。その他インドを主としたアジアの国々、および日本国内 

主な事業 ●Africa Village Project(学生視察団の派遣、ヘルスポスト建設支援、講演会 等) 
●Asia Community Health Project(ボランティア派遣、フェアトレード 等) 

定期刊行物 年次報告書 (Annual Report) ※個人会員・団体会員にのみ 11月頃配布 
財務情報 収入:30,028,881円 支出:30,028,881円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
IFMSA-Japanは、世界中に支部を持つ豊かな国際性を持ち味に、幅広いテーマに渡って活動しています。 ”
Think globally, act locally.”をポリシーとし、グローバルな視点を持ちつつ自分の住む地域や世界において、
社会をよりよくする変化を生み出す 1人となれるような人材を育成しています。 
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国際環境 NGO FoE Japan                      代表理事:ランダル・ヘルテン 
〒173-0037 東京都板橋区小茂根 1-21-9 
TEL:03-6909-5983  FAX:03-6909-5986  E-mail:info@foejapan.org  
URL:info@foejapan.org  Facebook:@FoEJapan   Twitter:@FoEJapan 

事業分野 エネルギー、気候変動、森林保全、平和・人権 
事業形態 政策提言、調査研究 
対象国 日本、中国、ロシア、東南アジアなど 
主な事業 開発金融と環境、気候変動、脱原発、再生可能エネルギー、森林問題、里山再生 
定期刊行物 Green Earth（年 4回発行） 
財務情報 収入:63,434,186円 支出:64,866,333円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 地球上のすべての生命（人、民族、生物、自然）が互いに共生し、尊厳をもって生きることができる、平和
で持続可能な社会を目指して、活動を行っています。 

 

 

特定非営利活動法人 国境なき医師団日本                    会長:加藤寛幸（医師） 
〒169-0045 東京都新宿区馬場下町 1-1 FORECAST 早稲田 FIRST３階 
TEL:03-5286-6123  FAX:03-5286-6124  E-mail:office@tokyo.msf.org  
URL:http://www.msf.or.jp  Facebook:@msf.japan   Twitter:@MSFJapan 

事業分野 貧困、食料、保健、水・衛生 事業形態 緊急支援、政策提言、人材派遣 
対象国 世界約 70ヶ国・地域（主にアフリカ、アジア、中東） 
主な事業 
（ 

●緊急医療援助活動  ●証言活動 

定期刊行物 年次活動報告書(国際版・国境なき医師団日本版)、年次財務報告書(国際版サマリー・国境なき医師団日本版)、 
ニュースレター (冊子型年２回、リーフレット型年 6回) 

財務情報 収入:7,983,129,023円 支出:8,218,522,386円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり（不定期） 

団体より一言 
紛争や災害などによって命の危機にある人びとに、独立・中立・公平な立場で医療・人道援助活動を行う民
間・非営利の国際団体。海外派遣スタッフと現地スタッフ約 3 万 8000 人が、約 70 ヵ国で活動。1999 年
ノーベル平和賞受賞。 

 
 コンサベーション･インターナショナル・ジャパン      代表理事、CIバイスプレジデント:日比保史 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-7-1 エルプリメント新宿 507        
TEL:03-5315-4790  E-mail:japan@conservation.org  
URL:http://www.conservation.or. jp  Blog http://ci-japan.blogspot.com 
Facebook:＠Conservation.International.Japan   Twitter:@CI_Japan 

事業分野 貧困、食料、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、産業、地域づくり、気候変動、漁業・海洋保全、森林保
全、平和・人権、協働 

事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究 

対象国 インドネシア、インド、カンボジア、タイ、中国、フィリピン、ミャンマー、エクアドル、コロンビア、ブ
ラジル、ペルー、メキシコ、コモロ、セイシェル、マダガスカル、南アフリカ、モーリシャス、リベリア 

主な事業 

●GEF-Satoyama プロジェクト:地球環境ファシリティ(GEF)資金を元に、里山のように人と環境が共存す
る環境を対象に、マダガスカル、セイシェル、モーリシャス、コモロにて、生物多様性の保全・利用と住民
の生計手段の改善を両立させるプロジェクトを支援。 
●南アフリカ・ナマクワランドの持続可能な牧畜と植生回復プロジェクト:土地劣化と乱獲から生態系を守
るため、環境負荷の少ない放牧・家畜管理の導入、畜産組合の強化、保全契約を通じた生計向上、水辺の保
全などを実施。 

定期刊行物 年次報告書 
財務情報 収入:71251,054円 支出:85258,228円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
「自然を守ることは、人間を守ること。」私たち人間のWell-Being(幸福)の基盤となるのが自然です。CIは、
革新的なアイデアを生み出すこと、そして、困難なことにも取り組む姿勢が組織文化として根付いています。
CIの合言葉は、「Head in the Sky, Feet in the Mud」。つまり、地球規模のスケールで視野を持ちながらも、
事実に基づく戦略を立てることを大切にしています。 
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サイディア・フラハを支える会                           代表:大門千春 
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 2-1-11-901 大門様方 
TEL:03-3391-6600（横山宅）  E-mail:kwa-saidia@freeml.com 
URL:http://saidiafuraha.sakura.ne.jp/top.html  Facebook:@saidiafuraha 

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、子どもの保護・職業訓練（縫製） 事業形態 施設運営 
対象国 ケニア 

主な事業 

現地サイディア・フラハは、ケニアで日本人とケニア人が共同で 1994 年に創設した NGO です。児童養護
施設、幼稚園、小学校、裁縫教室、縫製工房を運営して、子どもや女性たちの自立の手助けをしています。
「支える会」は、その活動を運営・資金の両面から支援するため、日本で以下のような活動を行なっていま
す。 
●国内でのイベントなどにおける広報活動と現地で生産する縫製品などの販売   
●会員・支援者へのニュースレター発行・発送 
●現地プロジェクトの事業方針や運営に関するコンサルテーション 

定期刊行物 国内編集版「Pamoja!」年１〜２回、現地編集版「ビヨンボ通信」年２〜３回発行 
財務情報 収入:4,395,320円 支出:4,027,900円（2015年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 ケニアの「サイディア･フラハ」の特色は日本人とケニア人が共同で運営をしていること。日本の｢支える会｣
（任意団体）のモットーは「会員とケニアの子どもたちのお互いの顔が見える支援」です。 

 
 一般社団法人 在日ウガンダ人の会                                代表:チェユネ・リヴィングストン 

〒816-0832 福岡県春日市紅葉丘西 3-2-1 201（連絡事務所） 
TEL:092-982-7276  FAX:092-982-7276   E-mail:ugadiasporajpn@yahoo.com 
URL:http://ugadiaspora.jpn.org/index.html   Facebook:@Uganda Diaspora Japan - UDJ 

事業分野 国際経済交流、在日ウガンダ人援助、母国ウガンダへの援助活動 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 日本、ウガンダ 

主な事業 
●ウガンダの文化及び芸術の振興を目的とする民族衣装、民族楽器、写真、食品等の展示会 
●日本在住のウガンダ人の日本における起業の促進のための相談会 
●在日ウガンダ人の日本での就労支援を目的とした日本の技術や知識習得のための教育講座 
●ウガンダの子ども達の教育の充実のための経済協力を目的とする慈善キャンペーン 

財務情報 収入:150,000円 支出:100,000円 
その他 ボランティア募集あり 
 
 一般財団法人 ササカワ・アフリカ財団（SAA）                 会長:Ruth Oniang'o 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 笹川平和財団ビル 5階 
TEL:03-6257-1870  FAX:03-6257-1874  E-mail:info@saa-safe.org 
URL:http://www.saa-safe.org/jpn  
Facebook:@Sasakawa-Africa-Association-352578084771870 

事業分野 貧困、食料 事業形態 開発事業 
対象国 エチオピア、ウガンダ、ナイジェリア、マリ 

主な事業 ●農作物生産性向上事業                ●収穫後処理・農産物加工事業 
●市場アクセス＆マーケティング事業  ●現地農業大学との人材育成事業 

定期刊行物 Feeding the Future （ニュースレター:年 3-4回発行）、Annual Report 
財務情報 支出:$9,334,184 (FY2016) 
その他 インターン制度あり（不定期） 

団体より一言 
当財団は過去３０年にわたり、農業普及分野の官民のパートナーと共に、サブサハラ・アフリカの農業変革
に貢献しています。特に、零細農家（女性や若者グループを含む）が、農業生産性や収益性を高められるよ
う、バリューチェーンを包括した支援をしています。 

 
 特定非営利活動法人 SAPESI-Japan（南アフリカ初等教育支援の会）      事務局長:中川雅里名 

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-9-10-2F 
TEL:03-6848-8141  URL:http://www.sapesi-japan.org  Facebook:@SAPESI.Japan 

事業分野 教育 事業形態 物資供給、啓発・研修 
 対象国 南アフリカ共和国 

主な事業 
1 移動図書館車および児童向け書籍の送付事業 
2 「算数セット」普及事業（新） 
3 南アフリカに進出している日系企業のＣＳＲ活動支援事業 

定期刊行物 年間活動報告レター 
財務情報 収入:10,675,201円 支出:2,300,448円（2014-16年度平均）※事業の特性上、3年間の平均を算出 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
私たちのメインの活動である「移動図書館車による学校巡回図書活動プロジェクト」は、１人でも多くの南
アフリカの子供たちに本に接する機会を提供し、笑顔と輝きに満ちた子供たちをたくさん育成し、将来の無
限の夢を託すことができる活動です。遠く離れた日本からでも子供たちに夢を提供することができます。こ
の活動を通じて、一緒に夢を託すサポーターになりませんか。 
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特定非営利活動法人 サヘルの森                           代表:坂場光雄 
〒194-0013 東京都町田市原町田 1-2-3-403 エコプラン内 
TEL:042-721-1601  FAX:042-721-1704   E-mail:sahel-no-mori@jca.apc.org 
URL:http://www.jca.apc.org/sahel-no-mori/index.html  Facebook:@sahelnomori 

事業分野 森林保全、砂漠化防止、適正技術 事業形態 開発事業 
対象国 西アフリカ、マリ共和国 

主な事業 ●地域住民による小さな林づくりのための支援（苗木配布、植林ワークショップなど） 
●里山再生のための研修とその実践   ●里山再生技術の開発と普及 

定期刊行物 機関誌『サヘル』、年次報告書 
財務情報 収入:5,591,000円 支出:6,189,000円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり（翻訳（日⇔仏）、商品開発（縫製など）、イベント、事務の手伝い 

団体より一言 
2017 年で設立 30 周年を迎えました。ここまで活動を続けることができたのも、皆さまのご理解とご支援
のあったからこそです。これからもマリの人々が安定した生活が送ることができるよう、活動を続けていき
ます。 

 

 
認定特定非営利活動法人 ジェン（JEN）             共同代表理事:黒田由貴子、木山啓子 
〒162-0824  東京都新宿区揚場町 2-16 第二東文堂ビル 7階 
TEL:03-5225-9352  FAX:03-5225-9357  
URL:http://www.jen-npo.org  Facebook:@Japan.Emergency.Ngo Twitter:@NGO_JEN 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、産業、格差是正、地域づくり、気候変動、平和・
人権、協働、心のケア 

事業形態 緊急支援 

対象国 アフガニスタン、ヨルダン、イラク、熊本、東北、スリランカ、パキスタン（2017 年 7 月現在）、南スー
ダン（〜2015年末） 

主な事業 緊急支援:難民・避難民へのエンパワーメント、水衛生環境など住環境整備、支援物資配布、畜産・農業支
援、社会的弱者支援、学校再開、社会事業支援 

定期刊行物 ニュースレター 
財務情報 収入:1,751,909,118円 支出:1,683,784,472円 (2016年度)  
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 平和な国際社会を目指し、世界各地で紛争や自然災害により厳しい状況にある人びとへ「生きる力、を支え
ていく」をモットーに、緊急から復興の各段階できめ細やかな支援活動を行っています。  

 ジャパンアフリカトラスト                             代表:北瀬尚之 
〒455-0881 愛知県名古屋市港区船頭場五丁目 323-2 
TEL:052-710-7479  FAX: E-mail:info@at-jp.org  URL:http://jat-jp.org   

事業分野 貧困、教育、地域づくり 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、啓発・研修、調査研究、人材派遣 
対象国 ケニア、ウガンダ、タンザニア、その他 
主な事業 国際理解教育・インターンシップ・学校教育など 
財務情報 収入:340,000円 支出:330,000円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 国際協力活動と日本国内の地域課題に取り組む活動には、本質的に大きな差がないと考えています。そこで、
「地方発の地域とつながる国際協力」を新たなモットーとして活動を進めていきます。  

 
公益財団法人 ジョイセフ                             理事長:石井澄江 
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 1-10 保健会館新館 
TEL:03-3268-5875  FAX:03-3235-9776  E-mail:info@joicfp.or.jp 
URL:http://www.joicfp.or.jp  Facebook:＠JOICFP  Twitter:@NGO_JOICFP 

事業分野 保健、教育、ジェンダー 
事業形態 開発事業、コミュニティの活動支援、研修、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発、調査研究、人材派遣 

対象国 ガーナ、ケニア、スーダン、タンザニア、ザンビア、アフガニスタン、カンボジア、ミャンマー、ネパール、
ベトナム、日本 

主な事業 
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（SRHR/ 性と生殖に関する健康と権利）、女性のエンパ
ワーメント、母子保健、家族計画、HIV/AIDSに関する以下の活動。 
●技術協力・人材養成  ●社会貢献活動の普及、支援者拡大及び寄贈品支援事業 ●緊急復興支援事業 
●SRHRと女性のエンパワーメント・ジェンダーの分野の広報啓発・提言事業 

定期刊行物 ジョイセフフレンズ通信（年 4回）、RH+（年 4回）、年次報告書（年 1回） 
財務情報 収入:542,521,710円 支出:520,450,280円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
予防可能な妊娠や出産による合併症により世界では 1 日 約 830 人の女性が命を落とし、その 99％以上は
途上国の女性です。ジョイセフは、世界の妊産婦と女性の命を守るため、女性が健康で、自分自身の身体を
決定する権利が得られ、一人ひとりの SRHRが満たされる住民主体のコミュニティづくりを支援しています 
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 地雷廃絶日本キャンペーン                           代表理事:清水俊弘 
〒110-0005 東京都台東区東上野 5-3-4 クリエイティブ one秋葉原ビル 6F JVC内 
TEL:03-3834-4340  FAX:03-3835-0519  E-mail:office@jcbl-ngo.org 
URL:http://www.jcbl-ngo.org  Facebook:@JapanCampaigntoBanLandmines/?fref=ts 

事業分野 平和・人権 事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 アフリカ 

主な事業 ●条約の普遍化や日本政府への働きかけ（条約とは、対人地雷全面禁止条約とクラスター爆弾禁止条約のこ
と）●日本社会への働きかけ・シンポジウムの開催   ●犠牲者支援 

定期刊行物 JCBLニュースレター 
財務情報 収入:2,321,813円 支出:1,396,633円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
JCBL は人道的な立場から対人地雷やクラスター爆弾の廃絶を訴えています。国会議員への働きかけや、シ
ンポジウムの開催、講師派遣も行っています。また、金融機関にクラスター爆弾の製造関連企業への投融資
をやめるよう働きかける「投融資禁止キャンペーン」も行っています。JCBL は現地の被害者のニーズに沿
った支援を心がけています。 

 
 ジンバブエ友の会                                代表:林本久美子 

〒381-0082 長野県長野市大字上駒沢 292-26 
TEL:026-295-6124  FAX:026-295-6124  E-mail:kumikohayashimoto@gmail.com 
URL:http://www.societyforzimbabwe.org  Facebook:@DanceWithAfrica 

事業分野 貧困、保健、教育、平和・人権 事業形態 物資供給 
対象国 ジンバブエ 

主な事業 ●Domboshava primary school 教育支援プロジェクト 
●教育 Education 

財務情報 事業費:575,702円（2016年度） 

団体より一言 
貧困削減のアプローチの一つとして、ジンバブエのドンボシャワ小学校に 1 年から 2 年に一度、直接現地
に行き教科書を寄付している。当会の方針は、現地でどのような教科書が必要なのか「相談」し現地の会社
から「直接購入」している。現地の声を聞くことで信頼関係の構築を図っている。 

 

 
特定非営利活動法人 スーダン障害者教育支援の会（CAPEDS） 代表理事:モハメド・オマル・アブディン 
〒305-0062 茨城県つくば市赤塚 609番地 38 
TEL:080-1184-9393  E-mail:director@capeds.org 

事業分野 教育 事業形態 開発事業 
対象国 スーダン共和国、将来的にはアフリカ 
主な事業 ●視覚障碍者の基礎教育の支援  ●視覚障碍者の情報教育の支援  ●視覚障碍者のスポーツ普及 
定期刊行物 2007年 4月より、ニュースレター(芽キャベツ通信)を発行 
財務情報 収入:1,500,000円 支出:1,470,000円（2012年度） 
その他 ボランティア募集あり 
団体より一言 皆さんとの緊密な協力により、注目されにくい視覚障碍者の教育環境を改善しましょう。 

 

 

公益社団法人 セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン                 理事長:井田 純一郎 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-8-4 山田ビル 4F 
TEL:03-6859-0070  FAX:03-6859-0069  E-mail:HPよりお問い合わせください 
URL:http://www.savechildren.or.jp Facebook:@SCJ.SavetheChildrenJapan Twitter:@scjapan 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、水・衛生、雇用、格差是正、地域づくり、平和・人権、協働、栄養、子どもの保
護、子ども参加、防災 

事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究 

対象国 シリア、レバノン、イエメン、ガザ、ウガンダ、モンゴル、ミャンマー、ベトナム、タンザニア、スリラン
カ、インド、インドネシア、タイ、日本等 

主な事業 
●ウガンダにおける南スーダン難民支援事業   ●ウガンダにおける災害・気候変動能力向上事業 
●イエメン紛争の影響を受けた子どもたちのための緊急学習支援事業 
●ミャンマーにおける母子の健康のための保健システム強化 

定期刊行物 年次報告書、ニュースレター 
財務情報 経常収益:2,136,705,637円 経常費用:2,090,982,853円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
セーブ・ザ・チルドレンは、「すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参加する「子どもの権
利」が実現されている世界を目指す」というビジョンを持ち「世界中で、子どもたちとの向き合い方に画期
的な変化を起こし、子どもたちの生活に迅速かつ永続的な変化をもたらす」ことをミッションにしています。 
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 認定特定非営利活動法人 世界の医療団                                      理事長:オスタン・ガエル 
〒106-0044 東京都港区東麻布 2－6－10麻布善波ビル 2F 
TEL:03-3585-6436  FAX:03-3560-8073  E-mail:info@mdm.or.jp 
URL:http://www.mdm.or.jp  Facebook:@mdmjapan 

事業分野 貧困、保健、ジェンダー、水・衛生、格差是正、平和・人権、協働、医療 
事業形態 物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究、人材派遣 
対象国 日本を含めた世界約 80カ国でプロジェクトを実施 
主な事業 ●スマイル作戦   ●ハウジングファースト東京プロジェクト   ●ラオス小児医療プロジェクト 
定期刊行物 ニュースレター、活動報告書 
財務情報 収入:210,316,511円 支出:201,767,631円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 世界各地で人道医療支援に取り組む国際 NGO。「誰もが治療を受けられる未来を」をスローガンに、国籍、
人種、民族、思想、宗教などあらゆる壁を越え、世界で最も弱い立場にある人々の支援活動を行っています。 

 
 特定非営利活動法人 第３世界ショップ基金                     代表:古川あゆみ 

〒153-0062 東京都目黒区三田 2-7-10-102 
TEL:03-3791-2147  FAX:03-3792-5395  E-mail:info@p-alt.co.jp 
URL:http://www.p-alt.co.jp   

事業分野 教育、雇用、産業、地域づくり、平和・人権、協働 

事業形態 啓発・研修、人材派遣、フェアトレード、コミュニティトレード、コミュニティアグリカルチャー、コミュ
ニティベーストツーリズム 

対象国 南アフリカ、モーリシャス、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インド、ネパール、スリランカ他 
主な事業 ●「銃を鍬に！」平和プロジェクト  ●ソーシャルニットワークプロジェクト  ●インターン育成事業 
定期刊行物 第 3夢カタログ（年 2回） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
1993 年、創立者の片岡勝がモザンビークで始めた「銃を鍬に！平和プロジェクト」は、日本からミシンや
自転車を送って銃や弾薬と交換する武装解除運動で、その後各地に広まった。この運動は、「今困っている
ことは何ですか？」という問いから始まった。このような問題解決ビジネスの担い手を育てることで、世界
各地の「地域」の問題を解決していくことが私たちのミッションです。 

 
 タンザニア・ポレポレクラブ                            代表:藤沢俊介 

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻 1-28-15 サンライトハイツ 301 
TEL:03-3439-4847  FAX:03-3439-4847  E-mail:pole2club@hotmail.com 
URL:http://polepoleclub.jp  Facebook:@TanzaniaPolePoleClub  Twitter:@tanzania_pole2 

事業分野 森林保全 事業形態 開発事業 
対象国 タンザニア 
主な事業 1 植林事業  2 自立支援事業  3 生活改善事業 
定期刊行物 「ニュースレター」（年 3回）年次報告書（年 1回）  
財務情報 収入:2,586,155円 支出:3,010,980円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 「アフリカに緑を！」、「ゆっくり、ゆっくり、でも確実に」を活動理念として、約２０年間タンザニアで活
動を続けています。 

 
 認定 NPO法人 地球ボランティア協会（GVS）                                      理事長:稲畑汀子 

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町 12-6 
TEL:0797-34-0078  FAX:0797-34-1061  E-mail:gvs@k8.dion.ne.jp 
URL:http://www.gvs.jp   

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、産業、地域づくり、気候変動、漁業・海洋保全、森林保
全、協働 
事業形態 

事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究、講師派遣 

対象国 ケニア共和国、コンゴ民主共和国 
主な事業 ●母子保健クリニックの改善  ●保護者向け PHC研修 
定期刊行物 GVSニュースレター（年 1回）、GVS年次報告書（年 1回） 
財務情報 収入:38,397,737円 支出:38,397,737円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 現在は、現地の諸組織の能力強化とりわけ、マーケティング能力の改善を手伝い、高い卓越性をもったカウ
ンターパートになるよう注力しています。 
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特定非営利活動法人 チャイルドドクター・ジャパン                   理事長:森功 
〒581-0036 大阪府八尾市沼 1-41 医真会八尾総合病院内 NPO事務局 
TEL:072-920-0858  FAX:072-920-0858  E-mail:japan@child-doctor.org 
URL:http://www.child-doctor.org Facebook:@特定非営利活動法人チャイルドドクター・ジャパン 

事業分野 保健 事業形態 開発事業 
対象国 ケニア 
主な事業 ●医療スポンサーシップ事業   ●クリニック支援事業 
定期刊行物 年次報告書 
財務情報 収入:62,328,441円 支出:50,987,232円（2015年度） 

団体より一言 
チャイルドドクターは心の通った支援を大切にしています。現地での医療支援に加え、支援者さんとケニア
の子どもたちが頻繁に手紙交流を行い、支援する側もされる側もお互いがハッピーになれる関係作りを大切
にしています。 

 
 特定非営利活動法人 DPI日本会議                                               代表者:平野みどり 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-11-8 武蔵野ビル 5階 
TEL:03-5282-3730  FAX:03-5282-0017  E-mail:office@dpi-japan.org 
URL:http://www.dpi-japan.org Facebook:@DPIJAPAN.Office  Twitter:@DPIJAPAN 

事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究、講師派遣 
対象国 南アフリカ 
主な事業 ●アクセシブルなまちづくりを通した障害者自立生活センターの能力構築。 
定期刊行物 SSKS われら自身の声（月刊紙）、DPI総会、全国集会報告集（年次報告） 
財務情報 収入:83,448,723円 支出:80,153,897円（2016年度） 

 

 
特定非営利活動法人 TICO                                                           代表:吉田修 
〒779-3403 徳島県吉野川市山川町前川 120-4 
TEL:0883-42-2271  FAX:0883-42-2271  E-mail :info@tico.or.jp 
URL:http://www.tico.or.jp  Facebook:@ticohq 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、水・衛生 事業形態 開発事業、人材派遣 
対象国 ザンビア共和国、カンボジア王国 
主な事業 ●チサンバ郡総合的な農村母子保健を支える"地域力"強化事業 
定期刊行物 ニュースレター「Face to Face」（年４回）、年次報告書 
財務情報 収入:24,173,547円 支出:22,991,329円 （2016年度） 
その他 インターン制度応相談、ボランティア募集応相談 

団体より一言 
現在、地球規模で起こっている貧困，環境，人口，食糧問題，内紛などは改善の兆しが見えていません。我々
自身が開発途上国との共存を考え，今の日本の生活を見直さなければいけない時期にきています。私たちは
それら地球規模の問題に苦しむ人たちの自立を支援し，そこで学んだ経験を地域の人々と分かち合い，日本
人の生活をもう一度振り返るとともに持続可能な社会の構築を目指しています。 

 

 
認定 NPO法人 テラ・ルネッサンス                                                理事長:小川真吾 
〒600-8191 京都府京都市下京区五条高倉角坂町 21番地 jimukinoueda bldg403号室 
TEL:075-741-8786  FAX:075-741-7965  E-mail:contact@terra-r.jp 
URL:http://www.terra-r.jp  Facebook:@terra.ngo  Twitter:@terra_ngo 

事業分野 貧困、保健、教育、エネルギー、地域づくり、平和・人権  
事業形態 開発事業、緊急支援、政策提言、啓発・研修 
対象国 カンボジア、ラオス、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ブルンジ、日本 

主な事業 
●カンボジアの地雷除去、村落開発支援。    
●ウガンダの元子ども兵社会復帰支援。 
●日本の平和教育・啓発活動。 

定期刊行物 年次報告書（年１回）、機関誌『結晶母』（年２回）、メールマガジン（月２回） 
財務情報 収入:163,819,465円 支出:150,012,195円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 海外における現場での支援活動にくわえ、日本国内での平和教育・啓発活動に取り組むことで、課題の本質
的な解決に取り組んでいます。 
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 トゥマイニ・ニュンバーニ 
〒562-0022 大阪府箕面市粟生間谷東８丁目１−１大阪大学箕面キャンパス 
E-mail:tumaini-nyumbani@hotmail.co.jp  URL://tumaini-nyumbani.jimdo.com 
Facebook:＠TumainiNyumbani  Twitter:@TumainiNyumbani 

事業分野 貧困 事業形態 自立支援 
対象国 ケニア共和国 
主な事業 ●自立支援のための送金（月 5万円）●ケニアでのワークキャンプ ●イベントに出店しての工芸品の販売 

団体より一言 
支援しているシングルマザーや彼女たちの子どもたちの様子がよく分かる、そして直接会いに行ける、こと
が 1 番の特徴です。Messenger を使った現地メンバーとのミーティングや二週間ほどのワークキャンプを
開催しています。 

 
 特定非営利活動法人 「飛んでけ！車いす」の会                  代表理事:中原宏和 

〒064-0822 北海道札幌市中央区北 2条西 28丁目 2-8 
TEL:011-215-8824 FAX:011-215-8824 E-mail :tondeke@bz01.plala.or.jp  
URL:http://tondeke.org  

事業分野 保健、平和・人権 事業形態 物資供給、人材派遣 
対象国 世界中（現在 80か国） 
主な事業 ●車いす事業（上記） ●海外車いす整備事業（車いすを届けた国に整備者を送り、修理や整備を教える） 
定期刊行物 会報「とべとべ」（1100部）年 3回 
財務情報 収入:4,500,000円 支出:4,000,000円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
2017年 5月末で世界 80か国に 2780台の車いすを届けた。アフリカには、249台が届いている。相手の
体に合わせて車いすを選び、丁寧に整備して、直接お届けしてもらうことをモットーにしている。車いすの
整備や修理の技術もボランティアが出向いて教える活動も始めた。途上国の障がい児・者の生活が広がるよ
うにと願っている。 

 
 特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター）                      代表:開澤真一郎 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-1-14-401 
TEL:03-3358-7140  FAX:03-3358-7149  E-mail:info@nice1.gr.jp 
URL:http://nice1.gr.jp Facebook:@nice.workcamp Twitter:@nice_workcamp 

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、地域づくり、気候変動、森林保全、平和・人権 
事業形態 ボランティア派遣・受け入れ 

対象国 
エジプト、チュニジア、モロッコ、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ナイジェリア、トーゴ、ガーナ、コー
トジボワール、ブルキナファソ、セネガル、シエラレオネ、ザンビア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブ
エ、ボツワナ、レソト、南アフリカを含む世界約 90ヶ国、国内約 50ヶ所 

主な事業 
●国際ワークキャンプ（1~3週間 多国籍なメンバーで行う合宿型のボランティア活動） 
●中長期ボランティア（1ヶ月~1年 地域に住み込みながら行うボランティア活動） 
●グループワークキャンプ（学校・サークル・自治体・企業などのグループを対象にしたワークキャンプ） 

定期刊行物 会報誌 NICEプレス（季刊誌） 
財務情報 収入:140,912,364円 支出:132,347,879円(2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
日本で唯一（国際 NGO の日本支部を除く）、国連・CCIVS に加盟し、世界トップクラスのネットワークを
持ち、日本全国・世界各地の人々と共に、多様な生態系・文化・個性が生き生きと友好共存する地球社会を
開拓しています。 

 

 
認定 NPO法人 難民支援協会                          代表理事:石川えり 
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-10 第三鹿倉ビル 6F 
TEL:03-5379-6001  FAX:03-5379-6002  E-mail:info@refugee.or.jp  
URL:www.refugee.or.jp Facebook:@ja4refugees Twitter:@ja4refugees 

事業分野 難民支援・人道支援 
事業形態 法的支援・生活支援、物資供給、政策提言、調査研究、啓発・研修 
対象国 日本 

主な事業 
●日本で生活している難民への法的・生活・就労・コミュニティ支援活動 
●日本で生活している難民についての政策提言、調査・研究活動 
●日本で生活している難民についての広報活動 

定期刊行物 ニュースレター「For Refugees」、年次報告書 
財務情報 収入:140,874,463円 支出:135,871,209円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
私達は、難民が新たな土地で安心して暮らせるように支え、ともに生きられる社会の実現に取り組んでい
ます。約 3,500 件／年（来訪者 680 人・アフリカを中心とした 66 カ国） の相談に対して、スタッフが
一人ひとりへ支援しています。 
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 特定非営利活動法人 難民を助ける会                        理事長:長有紀枝 
〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-12-2 ミズホビル 7Ｆ 
TEL:03-5423-4511  FAX:03-5423-4450  E-mail:ホームページよりお問い合わせくだい  
URL:http://www.aarjapan.gr.jp Facebook:@aarjapan Twitter:@aarjapan 

事業分野 貧困、保健、教育、水・衛生、平和・人権、地雷、障がい者、啓発、地雷・不発弾 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究、講師派遣 

対象国 スーダン、ザンビア、ケニア、ウガンダ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、パキスタン、アフガニスタン、
タジキスタン、シリア、トルコ、ギリシャ、インド、日本 

主な事業 
●ウガンダ・南スーダン難民居住地における教育支援  
●トルコ南東部におけるシリア難民に対する複合的支援  
●ミャンマーにおける障がい者のための職業訓練校の運営および障がい者の就労支援体制強化 等 

定期刊行物 ＡＡＲニュース 
財務情報 収入:1,640,029,118円 支出:1,716,854,525円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
政治・思想・宗教に偏らずに活動することを基本理念とし、海外で支援活動を行う際には、困難な状況下に
ある人々の中でも、さまざまな理由から、より弱い立場にある方々を、長期的な視点をもって支援していく
ことを中心に考え、活動を行っています。 

 
 ニバルレキレ ～I am special! ～                        代表:小山えり子 

〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野 1-25-7-405 
TEL:0466-47-8300/090-96706706  E-mail :info@ngibalulekile.org  
URL://www.ngibalulekile.org Facebook:@NGIBALULEKILE 

事業分野 貧困、保健、教育、地域づくり 事業形態 開発事業 
対象国 南アフリカ共和国 ハウテン州エクルレニ市 

主な事業 
1 HIV陽性者やエイズ遺族・孤児、里親の心理ケアと生活支援 
2 貧困地区住民の手によるコミュニティセンターの運営 
3 薬物乱用防止の啓発活動と依存症者のリハビリテーション支援 
4 首都圏（関東地域）での原発事故からの広域避難者の心理ケアと生活支援 

その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 

ニバルレキレとはズールー語で「あなたはあなたであるだけですばらしい」の意味。「どんな境遇にあろう
と一人一人の命は輝いている」ことを伝え、常に最も困難にある人の生きづらさを軽減するための支援を社
会福祉・心理の専門技術を用いながら行っている。エイズホスピスでの遺族ケアの導入、エイズ孤児による
日本での写真・絵画展、自助グループの運営支援、コミュニティセンターの立ち上げ、ゼノフォビアの避難
所でのメンタルケア、薬物依存症者のリハビリテーション施設との連携事業など。 

 

 
特定非営利活動法人 日本救援衣料センター                     理事長:春日和夫 
〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-4-9 新船場ビル 5F 
TEL:06-6271-4021 FAX:06-6271-4022 E-mail :info@jrcc.or.jp URL:http://www.jrcc.or.jp 

事業分野 貧困、保健、気候変動、国際交流 事業形態 物資供給、緊急支援 
対象国 アジア、アフリカ、中南米、中近東、オセアニア（日本以外の地域限定せず） 

主な事業 
●貧困者への衣料寄贈により生活支援    
●難民や国内避難民への衣料寄贈による生活支援 
●自然災害者への衣料寄贈による生活支援 

定期刊行物 「日本救援衣料センターだより」（年 1回、毎年 3月 1日発行） 
財務情報 収入:129,628,385円 支出:131,490,458円（2016年度） 

団体より一言 1982年の活動開始より 2016年末までに 86ヶ国 15,244トンの衣料支援を実施しました。 
日本で実用には支障のない服をこれかも世界の服を満足に手にすることができない人々に届けてゆきたい。 

 

 

公益社団法人 日本キリスト教海外医療協力会（JOCS)                               会長:畑野研太郎 
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18-51 
TEL:03-3208-2416  FAX:03-3232-6922  E-mail :info@jocs.or.jp 
URL:http://www.jocs.or.jp Facebook:@JOCS.office Twitter:@OFFICE_JOCS 

事業分野 保健 事業形態 開発事業、啓発・研修、人材派遣 
対象国 ウガンダ、カンボジア、ケニア、タンザニア、バングラデシュ、インドネシア、ネパール 

主な事業 1 日本からの保健医療従事者の派遣   2 現地の保健医療従事者の奨学金支援 
3 現地協力団体と保健医療分野の協働プロジェクトを実施 

定期刊行物 『みんなで生きる』（ニュースレター、年 7回）/事業報告・事業計画書（年 1回）/年次報告書（年 1回） 
財務情報 収入:139,047,614円 支出:151,414,074円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
キリストの愛の精神に基づき、すべての人々の健康といのちがまもられる世界の実現のために、特にアジ
ア・アフリカの女性と子ども、障がい者、少数民族、HIV/AIDSと共に生きる人々に対して、保健医療協力
活動をしています。 
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 日本ケニア交友会 東京事務所                          代表:富塚比咲子 
〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-18-35-402 
TEL:03-3702-0234  FAX:03-3702-0234  E-mail :teatradeonfriendship@gmail.com  
URL:https://kenyatea.jimdo.com Facebook:＠mtkenyatea  

事業分野 教育、「ケニア山の紅茶」の販売 事業形態 紅茶を通しての農家支援と教育支援 
対象国 ケニア共和国 

主な事業 
●紅茶の直接取引（ケニア共和国メルー県ギドンゴ製茶工場） 
●紅茶販売の利益と寄付による、産地の教育支援（奨学金プログラム） 
●「ケニア山の紅茶」の販売促進と奨学金プログラムの PR 

定期刊行物 ニュースレター『ケニアからの手紙』 

団体より一言 
1980年代後半より、ケニア紅茶の買付を通して、生産者支援と教育支援を行っております。 
紅茶産地での奨学金プログラムと公立小学校への寄付の他、水のプロジェクト、給食支援、教科書寄付、陸
上部支援も行いました 

 
 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（JVC）            代表理事:谷山博史 

〒110-8605 東京都台東区上野 5-3-4 クリエイティブ One 秋葉原 6Ｆ 
TEL:03-3834-2388  FAX:03-3835-0519  E-mail :info@ngo-jvc.net  
URL://www.ngo-jvc.net Facebook:@NGOJVC Twitter:@ngo_jvc 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、水・衛生、格差是正、地域づくり、森林保全、平和・人権、協働 
事業形態 開発事業、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究、平和構築  

対象国 南アフリカ、スーダン、南スーダン、カンボジア、ラオス、タイ、アフガニスタン、パレスチナ、イラク、
コリア、東日本大震災被災地 

主な事業 
南アフリカやカンボジアなど、急激な変化にさらされている農村では環境保全型の農業を通して暮らしの改
善に協力するほか、南スーダン、スーダン、パレスチナやアフガニスタンなど紛争の影響を受けて人々が暮
らす地域では、人道支援や平和構築活動を行っています。 

定期刊行物 『Trial & Error』（年４回） 
 財務情報 収入:360,064,860円 支出:388,990,503円（2015年度） 

その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 足りないものをあげるのではなく、つくる方法を一緒に考える。紛争で傷ついた人を助けるだけではなく、
紛争を起こさない道をつくる。「問題の根本にこだわる」。この思いが JVCの活動を貫いています。 

 

 
公益社団法人 日本国際民間協力会（NICCO）                                      理事長:小野了代 
〒604-8217 京都市中京区六角通新町西入西六角町 101番地 
TEL:075-241-0681  FAX:075-241-0682  E-mail :info@kyoto-nicco.org  
URL:http://www.kyoto-nicco.org Facebook:@NiccoKyoto Twitter:@KyotoNicco 

事業分野 貧困、食料、保健、ジェンダー、水・衛生、産業 事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援 
対象国 アフガニスタン、ヨルダン、パレスチナ、ケニア、フィリピン、ミャンマー、日本（2017年 6月現在） 

主な事業 ●ケニア エコサントイレ（エコロジカルサニテーショントイレ（環境衛生式トイレ）を活用した村づくり 
●シリア難民支援     ●パレスチナガザ地区人道支援 

定期刊行物 会誌:リリーフ・アクション（Relief Action）/年 2回発行 
財務情報 収入:414,902,901円 支出:420,051,395円 （2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
日本国際民間協力会は、京都に本部を置く、国際協力 NGO です。設立以来、途上国の人々の経済的・精神
的な自立を図るため、世界 21カ国で、(1)緊急災害支援、(2)環境に配慮した自立支援、(3)人材育成に取り
組んでいます。 

 
 認定 NPO法人 日本ブルキナファソ友好協会（JBFA）                   代表:松山倫政 

〒270-1412千葉県白井市桜台 2丁目 6番 3-404号 
TEL:047-498-0302  FAX:047-498-0304  E-mail:info@jbfa.org  
URL:http://jbfa.org Facebook:@jbfa.jp  

事業分野 教育、水・衛生 事業形態 開発事業 
対象国 ブルキナファソ 
主な事業 ●小学校建設事業 ●感染症撲滅給水事業 
定期刊行物 HARMATTAN 
財務情報 収入:21,316,705円 支出:20,026,520円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 
団体より一言 ブルキナファソの人々が、平和で安心した生活を過ごせるように願って活動しています。 
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 特定非営利活動法人 日本紛争予防センター                   理事長:瀬谷 ルミ子 
〒112-0014 東京都文京区関口 1-35-20 藤田ビル 3F 
TEL:03-5155-2142  FAX:03-5155-2143  E-mail:contact@jccp.gr.jp  
URL:http://www.jccp.gr.jp Facebook:@NGOJCCP  Twitter:@NGO_JCCP 

事業分野 ジェンダー、地域づくり、平和・人権、協働 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 南スーダン、ケニア、トルコ、ソマリア 

主な事業 
●ケニア:ナイロビ市キアンビウ・スラムにおける女性と若者のためのコミュニティ平和構築事業 
●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周辺コミュニティにおける共同作業を通
じた民族融和と平和的共存の促進 
●ソマリア:ジェンダーに配慮したボサソ市場の修復と起業家の育成を通じた紛争予防および社会安定化 

定期刊行物 メールマガジン、ニュースレター 
財務情報 収入:195,734,817円 支出:197,893,295円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 私たちは紛争予防を目的として、異民族間の信頼醸成や、女性・若者をふくむ指導者の交渉・仲介・調停能
力の強化、地域社会への支援を行っています。平和構築の担い手が一人でも多く育つことを目指しています。 

 

 

日本モーリタニア友好協会                            会長:箱山富美子 
〒179-0084東京都練馬区氷川台 4-47-17-206 
TEL:03-6764-0781  FAX:03-6764-0782  E-mail :a.shiga@dream.com 
URL:http://jmfa.main.jp  

事業分野 文化 
事業形態 啓発・研修、会員相互の友好,情報交換, モーリタニアに関する情報発信、物資供給 
対象国 モーリタニア 

主な事業 
●日本・モーリタニアの経済・貿易・技術協力の増進 
●日本・モーリタニアの文化・言語・社会生活・学術・スポーツ等の情報交換と相互交流の推進 
●日本・モーリタニアの各分野の専門家及び代表団の相互派遣の推進 

財務情報 収入:175,000円 支出:67,000円（2015年度） 

団体より一言 
モーリタニアと日本の市民レベルでの交流を推進したい。 
古着をモーリタニアの女性ＮＧＯや青年スポーツ団体に送って活用された。 
日本で催される様々なモーリタニア関連イベントに協力。 

 

 

特定非営利活動法人 日本リザルツ                          代表:白須紀子 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-6-14 三久ビル 503 
TEL:03-6268-8744  FAX:03-3597-3448  E-mail :results. japan@resultsjp.org  
URL:http://www.resultsjp.org  

事業分野 貧困、保健 事業形態 政策提言、啓発・研修 
対象国 ケニア 

主な事業 
●ナイロビ市内スラム居住区におけるコミュニティ主導の結核予防・啓発活動の支援事業 
●ビヒガ州エスンバ村でまん延する感染症：スナノミ症の抑止キャンペーン、子どもたちへの運動靴輸送事
業 

財務情報 収入:93,301,000円 支出:79,295,000円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
日本リザルツは、国際保健分野の改善を目指し、政策提言を行う団体です。ケニアでの活動のほか、感染症
抑止、被さいした子どもたちの心のケア、Gaviワクチンアライアンスおよび国連パレスチナ難民救済事業機
関（UNRWA）のキャンペーン事務局などをしています。 

 
 バオバブの会                       代表:エル・ハッジ・マサンバ ディウフ 

〒240-0052 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷町 993-35 
TEL:045-373-0059  FAX:045-373-0059  E-mail :hajmass@hotmail.com  
URL:http://the-baobab.org  

事業分野 教育、フェアトレード 事業形態 資金供給 
対象国 セネガル 
主な事業 ●教育支援   ●フェアトレード   ●文化交流（例:日本の運動会をセネガルに紹介） 
定期刊行物 ニューズレター（年間 5号程度発行） 
財務情報 収入:2,939,039円 支出:1,557,262円（2016年度） 

その他 ボランティア募集あり（会長以下全員が無償のボランティアとして活動する小さなグループですが、イベン
ト参加また開催時に、会員以外の方から、ボランティアスタッフを募集することはあります） 

団体より一言 
「教育はすべてを変える大きな力」をモットーに、セネガルの子どもたちの教育環境、教育活動を改善。そ
の成果として就学率、成績、中学校進学率が向上。運営の自立を目指す計画（学校菜園、鶏小屋等）の支援
も開始。 
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特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド                                   理事長:関口和孝 
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-8-13 山商ビル 8階 
TEL:03-3261-4700  FAX:03-3261-4701  E-mail:info@hungerfree.net  
URL:http://www.hungerfree.net Facebook:@hungerfreeworld.japan Twitter:@hunger_free 

事業分野 食料、栄養 事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、青少年育成 
対象国 日本、バングラデシュ、ベナン、ウガンダ、ブルキナファソ 
主な事業 ●栄養改善事業  ●学校給食事業  ●母子保健センター運営   

定期刊行物 ハンガー・フリー・ニュース（年 2回）、写真で伝えるハンガー・フリー・ニュース（年 3回）、年次報告書
（年 1回） 

財務情報 収入:357,833,678円 支出: 357,833,678円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
身も心も健康に生きていくために必要な食料を自らの手で得られることは、最も基本的な権利の一つ。この
「食料への権利」の実現をめざし、地域開発、アドボカシー、啓発活動、青少年育成の 4つの活動を行って
います。 

 

 
認定 NPO法人 パンゲア                             理事長:森由美子 
〒600-8035 京都市下京区寺町通高辻下る京極町 509 象ビル 301 
TEL:075-741-8877  FAX:075-741-8876  E-mail:info@pangaean.org  
URL:http://www.pangaean.org Facebook:@npo.pangaea Twitter:@npo_pangaea 

事業分野 教育、地域づくり、平和・人権 事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 ケニア、カンボジア、ベトナム、韓国、日本など 

主な事業 ●児童の ICT国際理解教育事業  ●京都異文化サマースクール事業（KISSY） 
●児童を介した ICT知識伝達事業（YMC） 

定期刊行物 パンゲアニュースレター(月刊) 
財務情報 収入 12,515,913円   支出 9,867,225円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
私たちの未来は子ども達の手の中にあります。文化の違いによる偏見・差別・紛争を世界から減らすには、
子ども達が国際理解教育を享受し、他者と認め合うコミュニケーション力を身に付けることが重要だと考え
ます。 

 

 
認定 NPO法人 HANDS(Health and Development Service)                       代表:中村安秀 
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-41-12 富ヶ谷小川ビル２階 
TEL:03-5738-7135  E-mail:info@hands.or.jp  
URL:http://www.hands.or.jp Facebook:@npohands  

事業分野 貧困、保健、水・衛生、格差是正、地域づくり 事業形態 開発事業、啓発・研修 
対象国 ケリチョー郡・ケニア、エンガ州・パプアニューギニア 

主な事業 
●パプアニューギニア「山岳地域の女性が元気に暮らせる村づくりプロジェクト」 
●ケニア「コミュニティで育む幼児の成長および栄養改善事業」 
●ケニア「住民によりそう保健ボランティア能力強化事業」 

定期刊行物 年次報告書、会報 (Go to the People) 
財務情報 収入:90,616,780円 支出:105,946,376円（2015年度） 
その他 インターン制度あり（時期により）、ボランティア募集あり 

団体より一言 主役は途上国の人びとで HANDSは黒子。先進国や途上国の NGOや政府、国際機関と手を取り合い、国や
地域の人たちと一緒に学ぶ中で、彼らが自らの力で健康な社会を形成できるように働きかけていきます。 

 
 

特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会                                      理事長:佐藤征紀 
〒110-0005 東京都台東区上野 5-24-11 NTT上野ビル 
TEL:03-6803-2110  FAX:03-6803-2134  E-mail :bhntelecominfo@bhn.or.jp 
URL:http://www.bhn.or.jp.official Facebook:@bhnassociation  

事業分野 エネルギー、産業、情報通信、遠隔医療、地域づくり 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、啓発・研修 

対象国 ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、インドネシア、マレーシア、ラオス、カンボジア、スリランカ、
アフガニスタンなど 

主な事業 ●ミャンマー紛争被害者・少数民族帰還支援 ●ネパール大地震被災者初動支援 ●BHN人材育成研修 
●バングラデシュ・ハティ ア島におけるコミュニティラジオを活用した地域住民災害対応能力強化 

定期刊行物 Telecom CROSSROAD（年４回） 
財務情報 収入:211,178,251円 支出:209,272,410円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
「情報」も生活に欠かせない要素（ベーシック・ヒューマン・ニーズ:BHN）という考え方の元、コミュニ
ティ FMや同報システム、ソーラー発電システム、遠隔医療システムなど ICTを活用した国際協力活動を行
っています。 
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 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン                  代表理事:大西健丞  
〒720-1622広島県神石郡石高原町近田 1161－2 2F 
TEL:0847-89-0885  FAX:0847-82-2949  E-mail:pr@peace-winds.org  
URL:http://www.peace-winds.org Facebook:@PWJPublicRelations Twitter:@PeaceWindsJapan 

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、産業、格差是正、地域づくり、平和・人権 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、啓発・研修、調査研究、人材派遣 

対象国 アフガニスタン、イラク（シリア）、ウガンダ、ケニア、スリランカ、ネパール、ハイチ、ミャンマー、モ
ンゴル、東ティモー ル、南スーダン、日本（東北、熊本、広島、佐賀） 

主な事業 

●ケニア事業:PWJ は、未だ続くソマリアの内戦や度重なる干ばつのために住む場所を失い、隣国ケニアの
ダダーブ難民キャンプへ避難して きた人びとへの支援を 2011 年から行っています。事業開始から 2015 
年末までに 7,000 軒以上の仮設住宅を完成させ、難民 の人々に提供しました。  
●南スーダン事業:20 年以上続いた内戦の終結を受け、2006 年から支援を開始。完全に破壊された南部ス
ーダン（現在の南スーダン）で、支援 のニーズに合わせて井戸掘削やトイレの建設を進め、難民の帰還と
復興を促しました。2013 年 12 月の情勢悪化以降は、現地 NGO と提携し、ケニア・ウガンダからの遠
隔で国内避難民キャンプの水、衛生支援を継続しています。 

定期刊行物 ピースウィンズニュース（年 4回）、ピースワンコニュース（年 3回）、報告書（年 1回） 
財務情報 収入:4,325,241,566円 支出:4,211,685,092円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
紛争や自然災害、貧困に直面する人々に緊急支援をはじめ、復興・開発支援を行う。災害時にはレスキュー
チームや災害救助 犬が出動。国内では犬猫の殺処分ゼロを目指した活動のほか、地域活性化などにも取り
組む。 

 

 

特定非営利活動法人 ヒューメイン・インターナショナル・ネットワーク         代表:進藤重光 
〒164-0002 東京都中野区上高田 3-24-7 
TEL:03-6279-1080  FAX:03-6279-1080  E-mail:hint_info@epopee.co.jp  
URL:http://www.epopee.co.jp/hint Facebook:@hint.member 

事業分野 教育、水・衛生 
事業形態 開発事業 
対象国 コンゴ民主共和国、ベトナム 
主な事業 ●ベトナム保健医療支援事業  ●コンゴ学資援助事業 
定期刊行物 HINTニュースレター（年 2回） 
財務情報 収入:719,593円 支出:669,030円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 
団体より一言 サラリーマンを中心として、「出来るときに、出来ることを、出来るだけ」 をモットーに活動しています。 

 

 
広島アフリカ講座                                 代表:藤本義彦 
広島県広島市西区   TEL:090-5706-4886 E-mail:africakoza.in.hiroshima@gmail.com 

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、格差是正、平和・人権、協働 
啓発 研修 調査研究 事業形態 啓発・研修、調査研究 

対象国 アフリカ大陸全域 

主な事業 ●アフリカを理解するための勉強会を開催しています。 
●アフリカを理解するための公開講座を開催することもあります。 

団体より一言 アパルトヘイト終焉後、活動は勉強会を中心にしています。市民として、私たちの暮らす地でアフリカのこ
とを考え、そこからさまざまなことに思いを巡らせるようにしたいと思います。 

 

 
特定非営利活動法人 福岡・ウガンダ友好協会            代表:チェユネ・リヴィングストン 
福岡県春日市紅葉ヶ丘西 
TEL/FAX:092-573-8945 E-mail:fuufa2009@gmail.com URL:http://fuufa.main.jp 

事業分野 水・衛星 事業形態 井戸供給 
対象国 ウガンダ 
主な事業 ●井戸寄贈事業  ●現地にてカマド制作事業  ●イベント参加 ウガンダグッズ等販売事業 
財務情報 収入:1,500,000円 支出:3,000,000円（2016年度） 

団体より一言 設立当初（2009）、１年で１基ずつくらい寄贈できればと思っていました。昨年は一気に４基寄贈しました
ので、現在まで１２基 金額にして６００万円以上の井戸を寄贈しています。今年は資金不足です。 
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 ブルキナファソ野球を応援する会                          代表:出合祐太 
〒076-0006 北海道富良野市字西扇山２ 
TEL/FAX:0167-23-4505  E-mail:yutadeai@gmail.com  Facebook:burkinabaseball 

事業分野 教育、雇用、地域づくり、平和・人権 事業形態 開発事業、啓発・研修、人材派遣 
対象国 ブルキナファソ 

主な事業 
1 プロチャレンジプロジェクト（ベースボールアカデミープログラム） 
2 エルミットプロジェクト（各分野の人材育成を行い、現地人によって一地区文化を発展させ、街づくり、
人づくりのモデル化） 

財務情報 収入:約 800,000円 支出:約 700,000円 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 仮に一定の条件を満たしていないとしても、またどのような環境においても知恵と発想力によって問題解決
し、独自のプロセスを見出すことを大切にしています。 

 
 

ブルンジ ジャパン フレンドシップ                                          代表者:ドゥサベ友香 
ブルンジ共和国チビトケ県ルゴンボ郡カルラマ 
TEL:25772145271 E -mail:burundijapanfriendship@yahoo.co.jp    
Facebook:@FriendsWithBurundiProject  

事業分野 貧困、雇用、産業、格差是正、地域づくり、協働 事業形態 開発事業、物資供給 
対象国 ブルンジ共和国 

主な事業 
農家が収入を得るための協力 
●農民組織によるモリンガ葉石けん製造・販売事業を、マーケティング・販売の面で協力する。 
●民芸品を日本市場向けに改良し、小売店へ販売する。 
●コーヒー豆を日本の商社へ紹介する。 

財務情報 収入:30,000円 支出:30,000円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
「ブルンジ人によるブルンジのための活動がよりよい成果を出すために」をモットーに、現地組織を主に販
売部門で協力しています。今後はボランティアツアーなどで市民交流を促進し、更なる協力につなげたいで
す。 

 
 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              事務局長:ロウェル・シェパード 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-16-2 神谷ビル 2F 
TEL:052-204-0530  FAX:052-204-0531   E-mail:info@hope.or.jp 
URL :www.hope.or.jp  Facebook:@HOPEInternationalJapan   

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、マイクロクレジット 
事業形態 開発事業、緊急支援、啓発・研修  
対象国 エチオピア、カンボジア、インド、フィリピン、アフガニスタン、日本 

主な事業 
1 カンボジア 水供給・衛生教育支援、教育支援、マイクロクレジット 
2 エチオピア 水供給・衛生教育支援、コミュニティ強化、マイクロクレジット 
3 フィリピン 少数民族の高等教育支援 

定期刊行物 ニュースレター（月 1回） 
財務情報 収入:127,130,706円 支出:117,602,832円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
途上国に住む人々が貧困から抜け出すには安全な水の確保が不可欠だと考え、水供給を中心に現地の伝統や
独自の文化と共存できる技術や教育を提供し、希望あふれる世界を目指して包括的な自立支援を実施してい
ます。 

 

 
マゴソスクールを支える会                             代表:大城研司 
〒511-0044  三重県桑名市大字萱町 54-1 
E-mail:info@magoso.jp  URL:http://magoso.jp 
Facebook:@magososupportersclub  Twitter:@magosojp 

事業分野 貧困、食料、教育、雇用 事業形態 物資供給、緊急支援  
対象国 キベラスラム、ミリティーニ村（ケニア） 

主な事業 
●会員制度を作り、広く支援者を募集します 
●手作りアフリカングッズの販売 
●日本全国でアフリカトーク＆ライブの開催、ケニアスタディーツアーの企画 

定期刊行物 マゴソ通信 
財務情報 収入:377,705円 支出:244,222円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
マゴソスクールはキベラスラムの中にあります。スラムの駆け込み寺として、幼稚園から小学８年生までの
授業、スラムの貧困者のための職業訓練所と作業所、毎日の給食、高校生のための奨学金制度などを運営し、
2014年には、障がい児のための特別学級を作りました。 
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まさよし夢基金―アフリカのお友達の夢をかなえるまさよし基金（通称 まさよし夢基金）代表:丹羽正吉 
〒454-0972 名古屋市中川区新家 1-1102宮田荘 11-105 
FAX:042-562-7938   E-mail :yumekikin@outlook.jp 

事業分野 貧困、教育 事業形態 物資供給、緊急支援 
対象国 ケニアの以下の地域 キベラスラム（ナイロビ）、ミリティーニ村（モンバサ近郊） 

主な事業 
●会員の会費および募金による貧困家庭の子どものセカンダリー学費・寮費の支援 
●事業への理解協力を広めるイベント開催 
●障がい児学級運営の支援 

定期刊行物 ゆめ通信（年 2回 会員向けに発行） 
財務情報 収入:370,222円 支出:332,596円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
スラムなど貧困地域では、貧困であるために子ども達が将来の夢をもちながらも叶えられない、夢をあきら
めざるを得ないことが多い。夢を叶えるための第一歩としてセカンダリースクールに進学できるように支援
したい。 

 
 
 

認定 NPO法人 マラリア・ノーモア・ジャパン                    代表:神余隆博 
〒102-0083 千代田区麹町三丁目 7番地 4 秩父屋ビル 8階 （株式会社販売促進研究所 内） 
TEL:03-3230-2553 FAX:03-5275-2020 URL:http://www.mnmj.asia 

事業分野 保健 事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究、企業支援 
対象国 Asia, Africa 

主な事業 
●ゼロマラリア 2030キャンペーン 実行委員会 事務局 
●マラリア対策ツール（診断機器、媒介害虫防除など）の製品開発、WHO事前認証、市場調査支援など 
●政策提言と日経アジア感染症会議、マラリア部会 事務局支援 

 
 認定 NPO法人 道普請人（みちぶしんびと）                     理事長:木村亮 

〒600-8213 京都市下京区東塩小路向畑町 20-13プレサンス京都駅前 502号 
TEL:075-343-7244 FAX :075-343-7244 E-mail:info@coreroad.org URL:http://coreroad.org 

事業分野 貧困、雇用、森林保全、社会基盤整備 事業形態 開発事業、政策提言、啓発・研修、調査研究 
対象国 アフリカ、アジア、太平洋州、中南米 

主な事業 

●カロベエイ居住区コミュニティ・難民への土のうによる道路整備・園芸生産に関する技能向上プロジェク
ト（ケニア） 
●若者グループに対する持続的な雇用創出と自立支援に向けた「土のう」による道路補修事業（ケニア）  
●農民組織の持続的な活性化に向けた「土のう工法」を用いた農道改築事業（ブルキナファソ） 
●次世代に資源を残すために地域で取組む東アフリカ最大のマウ天然林保全プロジェクト（ケニア） 

財務情報 収入:99,880,209円 支出:100,009,849円（2016年度） 

団体より一言 「自分達の道は自分達で直す」という意識を広め、世界の貧困削減に取り組みます。現地材料を利用した簡
便な手法による生活社会基盤整備を通して、人々の持続的な生活改善に向けたやる気と自信を引き出します 

 
 緑のサヘル                                    代表:岡本敏樹 

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 16 NASビル 3階 
TEL :03-3252-1040   FAX :03-3252-1041 Ｅ-mail:agsj_tokyo@sahelgreen.org  
URL:http://sahelgreen.org  Facebook:＠sahelgreen.org 

事業分野 貧困、食料、水・衛生、地域づくり  事業形態 開発事業、緊急支援、人材派遣 
対象国 ブルキナファソ、チャド 

主な事業 
●「食糧生産性と現金収入向上のための住民目線に立った普及サイト創出及び活用プロジェクト」 
●「ブルキナファソ・ヤルカ村生活改善プロジェクト」 
●「ブルキナファソ・バム県における村落植林プロジェクト」 

定期刊行物 ニュースレター「La foret, C'est la vie!（森こそ命）」 
財務情報 収入:28,640,357円 支出:27,575,424円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
活動は全て立案・計画の段階から住民の参加を得て実施されており、生活に直結・密着するものとなってい
ます。また、常に村々の現状把握に努め、暮らしを圧迫しないよう活動の見直しや調整を行なっています。
そのため住民は積極的かつ熱心に活動に取り組んでおり、毎年大きな成果を上げています。 
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 宮城アフリカ協会（AFAM）             代表者:アイザック・ヤウ・アスイードゥ 
〒981-3222、宮城県仙台市泉区住吉台東 4-13-12 
TEL /FAX:022-376-4092  E-mail:hello.afam@gmail.com URL:http://www.afam-org.com 
Facebook:@afamorg 

対象国 東北地方、日本 

主な事業 
●宮城に初めて在住するアフリカ人留学生を迎え、生活を始めるサポートをする。 
●政府や市役所／区が開催するイベントに積極的参加。 
●セミナーやシンポジウムを開催し、企業政府などにアフリカのビジネス状況などを発信する。 
●JICA や大学機関が開催するアフリカ留学生向けのイベントへの協力や参加をする。 

団体より一言 事業の 1、2は毎年実施中。5. は 2017年 3月 7日〜9日に福島のスタディツアーを実施した。 

 

 特定非営利活動法人 ミレニアム・プロミス・ジャパン          代表:北岡理恵子（鈴木りえこ） 
〒112-0002東京都文京区小石川 4-16-13小石川パークタワー101 
TEL:03-5842-2801   FAX:03-5842-2802 E-mail:mpjapan@drive.ocn.ne.jp  
URL:http://millenniumpromise.jp Facebook:@mpj.end.poverty  Twitter:@MP_Japan 

事業分野 貧困、保健、教育、ジェンダー、水・衛生 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、啓発・研修、調査研究、人材派遣 
対象国 ウガンダ、マラウイ、ケニア、セネガル、ガーナ、ルワンダ、エチオピア、タンザニアほか 
主な事業 ●教育支援事業  ●開発支援事業  ●災害復興支援事業 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 ミレニアム・プロミス・ジャパンは貧困削減や持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成を目指し、ウガンダに
て女児就学支援や南スーダン難民支援、マラウイにて農民の自立支援などを行っています。 

 
 ムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェクト                代表:ルダシングウ真美 

〒253-0051 神奈川県茅ヶ崎市若松町 12-28-304 
TEL:080-6564-4448  E-mail:info@onelove-project.info  
URL:http://www.onelove-project.info  http://oneloverwanda.blog105.fc2.com 

事業分野 障害者支援 事業形態 開発事業 
対象国 ルワンダ共和国・ブルンジ共和国 

主な事業 ●障害者に対する義肢装具などの無償製作と配布 
●障害者に対する職業訓練（パソコン教室の開催など） ●障害者に対するスポーツの促進 

定期刊行物 「ワンラブ通信」（年 3回） 
財務情報 収入:13,000,000円 支出:11,500,000円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 活動を始めて 20 年が経ちますが、最終的には障害者の経済的自立と、活動の自立を求めています。義肢装
具士の育成、障害者に収入に結びつくような技術をつけてもらうこと、それが活動の中心となっています。 

 
 特定非営利活動法人 ムワンガザ・ファンデーション                              代表:小林フィデア          

〒389-1203 長野県上水内郡飯綱町大字赤塩 2376番地 2 
TEL/FAX:026-253-2440  E-mail:info@mwangazafoundation.jp  
URL:http://www.mwangazafoundation.jp  

事業分野 貧困、教育、ジェンダー、平和・人権、協働 
事業形態 開発事業、物資供給、人材派遣 
対象国 タンザニア 

主な事業 
●タンザニアの現地 NGOと提携して、孤児院の運営と孤児の養育、教育、自立を支援する。 
●孤児院 Kijiji Chema（祝福の村）を建設し、診療所や職業訓練校、小規模工場群、商業施設を整備する。 
●毎年チャリティコンサートを開催して、タンザニアの現状を伝えている。 

定期刊行物 会報 
財務情報 収入:14,442,336円 支出:14,213,259円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 
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メサ フレンドシップ                              代表:川瀬由紀子 
〒310-0018 茨城県ひたちなか市笹野町 3-15-37 
TEL:029-272-5296   E-mail:mykawase@paw.hi-ho.ne.jp 
URL:http://mesafriendship.web.fc2.com 

事業分野 貧困、教育、雇用 事業形態 啓発・研修、ケニア雑貨販売・支援金送付 
対象国 ケニア 
主な事業 ●英語によるデイスカッション（毎週）●国際協力活動:ケニア支援 ●日本語教室運営（毎週） 
定期刊行物 メサ会報誌(年 3回)   
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 
●外国人と対等に意見を交換し、共に国内外の諸問題を考え相互理解を図っている。 
●多くのイベントに参加し、ケニアのシングルマザーたちが手作りしたフェルトアニマル等の販売を通して
菊本照子氏(ケニア・マトマイニ・チルドレンホーム主宰）の活動やケニア事情の紹介に努めると共に、販
売益の送金を行っている。 

 
 
 

モザンビークのいのちをつなぐ会              代表理事／モザンビーク事務局長:榎本恵 
〒800-0233福岡県北九州市小倉南区朽網西 3-12-6 
＜モザンビーク＞Rua sem saida, bairro de Natite, Pemba, Cabo Delgado, Mozambique 
TEL/FAX:093-472-1444  E-mail:may@tsunagukai.com  URL:http://www.tsunagkai.com 
Facebook:@/tsunagukai 

事業分野 貧困、食料、教育、水・衛生、雇用、森林保全、協働、環境保全 事業形態 開発事業 
対象国 モザンビーク共和国 

主な事業 
●教育事業:スラムの学舎・寺子屋の建築と運営 
●公衆衛生事業:井戸とトイレ、共同水タンクの建設、公衆衛生教育 
●国際交流事業:アフリカ・マコンデ族の音楽と文化交流ツアー 

定期刊行物 マンスリーニュースレター 
財務情報 収入:7,127,953円 支出:6,725,784円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
モザンビーク人によるモザンビークの QOL 向上を目指し、真の草の根活動を展開。モザンビーク人スタッ
フのアイデアをもとに活動を実施。日本人の人件費を最低限に抑え、モザンビークの貧困層の収入が確保で
きるよう配慮しています。 

 

 

特定非営利活動法人 森のエネルギーフォーラム                   理事長:杉村和彦 
〒915-0228 福井県越前市大平町第 2号の 4.89番地 
TEL:0778-43-0717   FAX:0778-43-0717 E-mail:yoriyasumasuda@icloud.com  
URL:http://blog.canpan.info/mori 

事業分野 教育、エネルギー、地域づくり、芸術・文化 
事業形態 政策提言、啓発・研修、調査研究、プロジェクト事業 
対象国 福井県、タンザニア、（一部セネガル、ブルキナファソ、チャド、コンゴ民主共和国） 
主な事業 ●再生可能エネルギーが語る２１世紀  ●子どもアートセミナー  ●いまだて遊作塾  
定期刊行物 ニューズレター 
財務情報 １００万〜１５０万円未満（決算総額） 
その他 ボランティア募集あり 
団体より一言 一周遅れの最先端  福井が変われば日本が変わる。 
 
 特定非営利活動法人 リトル・ビーズ・インターナショナル              代表理事:髙橋郷 

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-40-22 
TEL:03-3805-5548   FAX:03-3805-5548 E-mail:littlebees@littlebeesinternational.org  
URL:https://www.littlebeesinternational.org Facebook:@ littlebeesinternational 

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、雇用、地域づくり気候変動、森林保全、平
和・人権、協働 

事業形態 開発事業、物資供給、政策提言、啓発・研修、調査研究、人材派遣 
対象国 ケニア共和国 

主な事業 
●女性の就業支援事業（リサイクルスクールバック製作事業） ●持続可能な環境形成事業（コロゴッチョ
スラムのコミュニティを中心とした循環型社会形成のための総合環境教育活動） ●スラムの子どもたちの
教育支援事業（アマニ教育センターの運営） 

定期刊行物 希望基金だより（年５〜６回）、LBIメールマガジン（毎月） 
財務情報 収入:5,759,500円 支出:6,457,174円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
LBIの現地スタッフも含め、コロゴッチョスラムに暮らす人たちの多くは、リソースのない絶望的な状況下
にありながらそれでもなお「生まれ育ったコロゴッチョが好きだから、何とかしたいんだ」と希望を捨てず
にいます。一人一人の小さな力を合わせたつながりが、笑顔で結ばれていく関係につながっていくように、
そんな社会を築くためのお手伝いをしていきます。 
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 認定特定非営利活動法人 リボーン・京都                       代表:小玉昌代 
〒604-8217 京都市中京区西六角町 101番地 
TEL:075-213-1731   FAX:075-213-1731 E-mail:info@reborn-kyoto.org  
URL:http://www.reborn-kyoto.org  Facebook:@rebornkyoto  

事業分野 ジェンダー、雇用 事業形態 啓発・研修 
対象国 ルワンダ、ラオス (その他、ヨルダン、スリランカ、イエメン、ベトナム、カンボジア) 
主な事業 ●洋裁訓練事業  ●フェアトレード事業 
定期刊行物 会誌(年 2回) 
財務情報 収入 32,052,616円 支出 30,694,473円（2015年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
日本文化を表した着物地を活用することで、途上国の人々の自立を目指した洋裁技術訓練を実施していま
す。ルワンダの首都キガリの洋裁技術訓練事業では、修了生のほとんどが縫製関連の職を得ることができま
した。 

 

 特定非営利活動法人 ル・スリール・ジャポン            理事長・事業管理責任者:石田純哉 
〒450-0001 愛知県 名古屋市中村区那古野 1－44－17 嶋田ビル 302号 
TEL:050-5809-8120 E-mail:info@ojvs.or.jp  
URL:http://ojvs.or.jp  Facebook:@le.sourire.japon.ojvs 

事業分野 教育 事業形態 開発事業、物資供給、啓発・研修 
対象国 ブルキナファソ 

主な事業 
●小学校での教室建設、住民と教員で構成された学校運営委員会の能力向上を目指した黒板塗装支援 
●小学 6年生を対象とした学習教材の配布とその管理指導 
●教員の授業能力を向上させるための実践例の共有および研修のための活動形成 

定期刊行物 会報「えがお」、年次報告書 
財務情報 収入:3,000,000円 支出:2,400,000円（2017年度予算） 
その他 ボランティア募集あり 

団体より一言 ル・スリール・ジャポンは特定の思想、理論にこだわらず、現地での調査により現状を把握し、問題の解決
方法を現地と協議し活動を行っています。そして皆が笑顔で生活できる社会を目指しています。 

 

 

特定非営利活動法人 ロシナンテス                         理事長:川原尚行 
〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町 1-35 
TEL:093-521-6470  FAX:093-521-6471  E-mail:info@rocinantes.org  
URL:https://www.rocinantes.org  Facebook:@rocinantes.japan  Twitter:@rocinantes.japan 

事業分野 保健、水・衛生、協働 事業形態 開発事業、緊急支援、啓発・研修  
対象国 アフリカ・スーダン共和国 
主な事業 ●巡回診療事業   ●水事業  ●栄養改善事業 
定期刊行物 年次報告書（年 1回）、会報『遠回り』（年 2回） 
財務情報 収入:124,450,479円 支出:86,760,078円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
スーダンの地域社会の発展を目指していきます。そのために、日本とスーダンを結びつけ、地域住民の協力
を得ながら、既存にない新しき価値ある「もの」「こと」を創出していきます。それが、スーダンに関係す
る国々にも広がっていくようにします。そのプラットフォームとなるのが、ロシナンテスの役割です。 

 

 
一般社団法人 わかちあいプロジェクト                      代表理事:松木傑 
〒135-0001 東京都江東区毛利 2-2-8 誠和ビル 
TEL:03-3634-7809  FAX:03-3634-7808  E-mail:order@wakachiai.com 
URL:http://www.wakachiai.com  Facebook:＠wakachiai  Twitter:@wakachiai_p  

事業分野 貧困、教育、産業、格差是正、地域づくり  事業形態 開発事業、緊急支援  
対象国 ミャンマー、南スーダン、タンザニアほか 

主な事業 ●国際フェアトレード認証製品の輸入、商品開発、販売 ●難民支援活動（古着支援、緊急支援） 
●途上国の自立支援（教育支援、コーヒー栽培支援） 

定期刊行物 ニュースレター（「わかちあいプロジェクトニュース」 年 1回発行）、フェアトレード商品カタログ（年１
回発行） 

財務情報 収入:70,669,574円 支出:72,829,486万円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
わかちあいプロジェクトは、世界中からフェアトレードの製品を取り寄せて、国内では最も多くの国際フェ
アトレード認証製品を取り扱っています。また、現地団体と協力して、難民支援や自立支援を実施し、様々
な地域の生産者の自立につなげています。 
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ワールド・ビジョン・ジャパン                           理事長:榊原寛 
〒169-0012 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー3F 
TEL:03-5334-5350  FAX:03-5334-5359  E-mail:info@worldvision.or.jp 
URL:http://www.worldvision.jp  Facebook:@WorldVisionJapan  Twitter:@WorldVisionJPN  

事業分野 貧困、食料、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、雇用、平和・人権 
事業形態 開発事業、物資供給、緊急支援、政策提言、啓発・研修、調査研究、講師派遣 
対象国 アジア、アフリカ、中南米、東欧・中東 
主な事業 ●開発援助  ●緊急人道支援  ●アドボカシー 

定期刊行物 ワールド・ビジョン・ニュース（年３回発行）、年次報告書（毎年 3月ごろ発行） 
メールマガジン 

財務情報 収入:4,803,449,000円 支出:4,625,370,000円（2016年度） 
その他 インターン制度あり、ボランティア募集あり 

団体より一言 
“何もかも”はできなくとも、”何か”はきっとできる。 
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もに働き、人々の変革と正義を追求し、平和な社会の実現を目指します。 

  

 

ワールドファミリー基金                      理事長:ロバート・M･ウイルソン 
〒102-0082 東京都千代田区一番町 11-5 ファミリア一番町 203 
TEL:03-3262-5033 FAX:03-3288-3579 E-mail:ilca@tokyo.email.ne.jp   
URL:http://www.liv-craft.com/wff 

事業分野 貧困、保健、教育、職業訓練、少額融資、農村開発 事業形態 資金助成 
対象国 マリ、ザンビア、インド、ネパール、フィリピン 
主な事業 ●少額融資プロジェクト ●鶏小屋プロジェクト ●洋裁プロジェクト 
定期刊行物 WFFニューズレター（年 1回） 
財務情報 収入:５,310,456円 支出:１,723,832円（2016年度） 
その他 ボランティア募集あり 
団体より一言 現地の人々が必要とする自立へ向けたプロジェクトを経済的に支援する。 
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