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セーブ・ザ・チルドレンは、
世界で１００年、
日本で30年
以上にわたり活動しています
す
生きる、育つ、守られる、参加する。

世界中すべての子どもの権利が実現された
世界を目指して。

日本を含む世界120ヶ国で
3,800万人を超える子どもたちに
支援を届けました。
2019年にセーブ・ザ・チルドレンが直接支援を届けた子ども38,714,825人
チルドレンが直接支援を届けた子ども40,795,551人

1920年代、
セーブ・ザ・チルドレンから食料支援を受けるロシアの子どもたち

■ 2019年にセーブ・ザ・チルドレンが活動した国や地域
■はセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが駐在員を
派遣するなどして事業を実施した国や地域

6 つのテーマを柱に支援を行っています
緊急・人道支援

VISION
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します。

セ

ーブ・ザ・チルドレンは、生きる・育つ・守られる・参加する「子ども
の権利」が実現された世界を目指し、現在日本をはじめ約120ヶ

国で活動する国際NGOです。第一次世界大戦後、多くの子どもが栄養
不良に陥っていたなか、敵味方を超えて子どもたちを助けようと立ち上
がったエグランタイン・ジェブが、1919年にイギリスで創設しました。

MISSION

日本では、1986年にセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが設立。海外では

セーブ・ザ・チルドレンは、世界中で、子どもたちと

緊急・人道支援を行っています。また、国内では、子どもの貧困問題解決

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します。

保健・栄養、教育などの分野で活動するほか、紛争や自然災害における
や子ども虐待の予防などに向けた事業のほか、西日本豪雨や台風19号
被災地などの大規模災害における緊急・復興支援を通して、子どもの権
利を実現する活動を行っています。
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海外での活動
緊急・人道支援

日本国内での活動
保健・栄養

教育

子どもの保護

子どもの貧困問題解決

国内における自然災害への対応
台風19号 緊急・復興支援

その他の復興支援
九州北部 大雨 緊急支援
多くの家屋が浸水した佐賀県大町町

では、避難所生活をしていた子ども
たちが自由に遊べるスペースが不足

していました。そのため保育園や児

童クラブのスペースを借りて、
「こどもひろば」
を開設し、避難生活

を送る子どもたちが安心して、
のびのび遊べる場を支援しました。
すべての子どもたちが質の高い教育を受けられることを目指し

暴力や虐待、搾取の被害を受けた子どもたちへの支援のほか、

シリアやイエメンなどにおける人道危機やロヒンギャの人々への

栄養不良や感染症の予防と治療、さらに、誰もが質の高い保健

活動。モンゴルでは、貧困や障害など、特別なニーズを持つ子ど

体罰禁止に向けた働きかけや、体罰等によらない子育ての普及

緊急対応として、難民や国内避難民の子どもとその家族へ緊急

医療サービスを受けられる社会を目指し活動。ベトナムでは、社

もたちを含むすべての子どもたちが平等に教育の機会を得ら

を推進。
レバノンやウガンダでは、紛争の影響を受けた子どもた

支援物資の提供や教育、子どもの保護、保健衛生などの分野で

会的に不利な状態に置かれ厳しい生活を送る少数民族の子ど

れるよう、教材開発や教職員研修、保護者への啓発活動などを

ちへの個別支援を行ったほか、また、
コミュニティで子どもを保

支援を実施。
また各地で「こどもひろば」を開設し、子どもたちが

もの栄養状態の改善を目指して、食料確保の支援、母子保健

実施し、
インクルーシブ教育の環境整備支援に取り組みました。

護する仕組みを強化するための取り組みも行いました。

安心・安全に学び、活動できる場所や機会を提供しました。

サービスの改善や、栄養指導などの支援を行いました。

子どもの貧困

防災（災害リスク軽減）

日本では現在、7人に1人の子どもが相対的貧困下にあります。

【学用品・備品の支援】

【子どもの居場所づくりの支援】

経済的に困難な状況に置かれた子どもたちを、給付金の提供な

甚大な被害を受けた福島県いわき市内の小学生と中学生481

福島県いわき市と宮城県丸森町で、子どもたちが遊びや学びな

どを通して支援するとともに、子どもの声や子どもの権利をも

人に体操服や運動靴などを提供しました。
また、いわき市内の保

どを通して日常に近い生活を取り戻すことができるよう支援し

とにした社会啓発や政策提言を行い、市民社会の立場から子ど

育園や宮城県丸森町内の保育園や小学校に必要な備品を届け、

ました。いわき市では避難所の子どもたちを対象に「こどもひろ

もの貧困のより良い解決に向けて、取り組みを進めました。

子どもたちの保育や学びの環境整備を行いました。

ば」を開設しました。また、丸森町では、県内の子ども支援団体

子ども虐待の予防

などが行った子どもの居場所の運営に協力しました。居場所で

国内緊急対応事業

は、学校再開後も放課後に宿題や遊びなど思い思いの時間を過
ごす子どもたちの姿が見られました。

西日本豪雨 復興支援
夏休み期間中、企業による実験教室を倉敷市真備町の児童館な

どで開催し、秋には被災した特別支援学校に対し、図書約600冊

を支援。
また、災害時に子どもたちが感じ、活動したことを記録す

る
「災害時に子どもたちが果たした役割の記録」
を開始し、寄せら
れた260件の投稿などをまとめた冊子の制作を行いました。

熊本地震 復興支援
被災により住宅が半壊以上または経済的困難な状況にある熊本

県益城町・御船町の新中学・高校1年生391人に入学関連費用

の一部を提供したほか、熊本県ひとり親家庭福祉協議会主催イベ

ントで保護者向けセミナーや子ども向けコーナーの企画・運営を

支援。熊本地震復興支援事業は2019年で活動を完了しました。

アントレプレナーシップ・チャレンジに参加した子どもたち

【こども園の園外活動支援】

また、2018年11月にモンゴルで発生した洪水や2019年3月

ミャンマーでは、安全な出産と健康な新生児の誕生を推進する

すべての子どもが生活や成長に必要なものやサービス、機会を

ウガンダやベトナムでの災害・気候変動への対応能力の強化、
タ

すべての子どもが暴力から守られ、恐怖や不安を感じることなく

子どもに特化した災害対応能力を強化するために「子どものた

および4月にアフリカ南部で発生した大規模なサイクロンで被災

ため、保健局と連携して補助助産師を育成するなど、保健シス

得られ、可能性が発揮できることを目指し活動。モンゴルでは、

イにおける子どもの水の事故防止、
インドネシアでの子どもと青

安心・安全に成長できる社会の実現を目指し、子ども虐待の予防

めの心理的応急処置」の研修や啓発活動を、子ども・子育て支援

宮城県丸森町では、町内最大の保育施設が被災しました。子ども

した子どもたちに教育支援、精神保健・心理社会的支援を提供し

テムの強化に取り組みました。ベトナム、ミャンマー、ラオスで

地方遠隔地に暮らす脆弱な立場に置かれている若者（15歳〜

少年のための交通安全などの活動を実施し、地域や行政ととも

に取り組んでいます。2019年は、親などによる体罰を初めて禁

関係者などへ幅広く実施したほか、紛争や自然災害の際、子ども

たちは近隣の別の園に通うことになり、保育生活に制約を受け、

に、子どもを中心とする防災事業に取り組みました。

止した改正法が成立しました。さまざまな機会を通して、法律に

を暴力などの被害から守るための国際基準「人道行動における

園外活動も十分行えない状況でした。
セーブ・ザ・チルドレンは、

よる体罰禁止が実現するよう社会啓発や政策提言を行いました。

子どもの保護の最低基準」の研修普及を国内でも始めました。

子どもたちが園外活動を行うためのバス支援を行いました。

たほか、
「いのち・みらい貯金箱」
を活用し、
自然災害や紛争などの

は、少数民族の母親と子どもの健康改善を目指し、保健教育や

24歳）を対象に、実践型・起業家育成プログラムの開発を通じ

影響を受けた世界各地の子どもたちに迅速に支援を届けました。

病院スタッフの能力強化、医療器材提供などに取り組みました。

た就労支援と起業支援に取り組みました。

東日本大震災復興支援 フォローアップ事業
2019年3月末、5年間実施した「石巻市子どもセンター」の運営
支援を完了。支援後も、市から子どもたちの想いを形にする施設

として大切に運営する旨の表明がありました。東日本大震災復
興支援フォローアップ事業は2019年で活動を完了しました。

持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み
持続可能な開発目標（SDGs）は、貧困や不平
等・格差、気候変動などのさまざまな問題を根
本的に解決することを目指す、世界共通の17
の 目 標 で す 。子 ど も の 権 利 を 推 進 する 国 際
NGOとしてセーブ・ザ・チルドレンも策定に関
わったこの目標は、2015年に国連で全会一致
にて採択されました。私たちは各地での事業や
アドボカシー（政策提言）を通して、SDGsの達
成に向けた活動を推進しています。

2019年度決算報告
経常収益

20億2,181万円

経常費用

20億741万円

個人の皆さまから、毎月の継続的なご寄付「SC
サポート」を通じて1万3,000人以上にご支援
いただいたほか、
モザンビークサイクロンや台風

経常収益の割合

管理費
6%

その他
2%

受託収入

41%

経常費用の割合

寄付金

57%

事業費

１９号などの緊急支援や季節の寄付キャンペー

94%

ンなどを通してご協力いただきました。また、
959の企業・団体からご支援いただきました。

公益社団法人

セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン

年次報告書 完全版をウェブサイトで公開しています。

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F

TEL 03-6859-0070 ウェブサイト www.savechildren.or.jp

ご寄付はこちら : 郵便局（ゆうちょ銀行）口座番号：００９００-1-120760

加入者名：セーブ・ザ・チルドレン子ども基金【クレジットカードでのご寄付はウェブサイトから】

ご寄付についてのお問い合わせ : TEL 03-6859-0068（平日9：30〜18：00）
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表紙写真：イラク北部にある難民キャンプでセーブ・ザ・チルドレンが運営する「こどもひろば」の活動に参加するシリア難民の少女。

