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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
4,300万人を超える子どもたちに
支援を届けました。
20２１年にセーブ・ザ・チルドレンが直接支援を届けた子ども43,043,683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

■■20２
2019年にセーブ
１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、現在日本を含め約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、地震や台風、豪雨などの
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
教育

保健・栄養

子どもの保護

国内における自然災害への対応

子どもの貧困問題解決

新型コロナウイルス感染症子ども支援

その他の復興支援
2019年台風19号 復興支援
【子どもの学びの機会を守る】

2019年の台風19号により影響を受けた宮城県丸森町で、小学

校の校外学習用の移動用車両のチャーターを支援しました。
この
支援は2020年に予定されていましたが、新型コロナウイルス感
（イメージ）

ベトナムやラオスでは、
少数民族の母子の健康改善を目指し、
保健教

子どもを暴力や虐待などから守るため、バングラデシュや中国、

シリアやイエメン、南スーダンなどの紛争やアフガニスタンなど

モンゴルでは、障害や貧困、言語の違いなどにかかわらず、すべ

育や医療スタッフの能力強化などに取り組みました。
加えて、
ベトナム

モンゴルで行政など関係者と連携し子どもの保護システムを強

における人道危機、
ロヒンギャ危機への対応として、避難を強い

ての子どもが教育の機会を得られるよう、一人ひとりの子どもに

では妊婦の保健医療施設での受診促進や産前産後の母親の負担軽減

化するための活動を展開しました。
ヨルダンでは、長引くシリア危

られた子どもやその家族へ緊急支援物資の提供や、子どもの保

合った学習方法を学ぶ教職員研修、家庭訪問学習の機会や学習

のための取り組みを行いました。
ウガンダでは、
農村部の生計向上の

機などの影響を受ける子どもたちのために、現地の状況に即し

護、教育、保健・栄養などの分野で支援を実施しました。また、新

キットの提供などを行いました。
そして、就学前教育として幼稚園

ための技術指導や母子の栄養確保のための指導などを行いました。

た心理的応急処置を開発し、
こころのケアの支援を行いました。

型コロナウイルス感染症対応のための緊急支援も継続しました。

を中心に絵本や玩具を提供し、学習環境の改善を支援しました。

子どもの貧困

防災（災害リスク軽減）

7人に1人の子どもが相対的貧困下にあるといわれる日本。昨年

※無断転載・転送禁止

【夏休み・冬休み子どもの食応援ボックス】

Ⓒ日本ペルー共生協会

【新型コロナウイルス対応緊急支援助成】

から続く新型コロナウイルス感染症の影響で子育て世帯の家計

経済的に困難な状況にある世帯の子どもたちの食と栄養状況改

一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA）による休

も大きな影響を受け、子どもの貧困状況も深刻化しています。給

善のため、給食がなくなる長期休暇期間にあわせ、夏休みに

眠預金などを活用した新型コロナウイルス感染症対応緊急支援

付金の提供や、子どもの声を届ける社会啓発と政策提言を通じ、

3,182世帯、冬休みに3,198世帯を対象に食料品や日用品な

助成事業の資金分配団体として2020年10月から2022年1

子ど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。

どが入った応援ボックスを提供しました。

月までの期間に全国17団体を対象に助成を行いました。
これら

子ども虐待の予防、
子どもの権利推進

の助成を通して1,000世帯以上への食の支援や980人の子ど

国内緊急対応事業

もたちへの学びの機会などを提供しました。
また、
オンライン報告
会を実施し、助成を受けた団体や専門家がそれぞれの取り組み
を通して見えてきた課題などを共有しました。

【「子どもも気になる！新型コロナウイルス感染症のなぜ？」動画公開】

新型コロナウイルス感染症について、子どもたちが疑問に感じて
いることや不安に思っていることなど、子どもたちから寄せられ
た質問について、公衆衛生の専門家が分かりやすく回答した動
画をつくり発信しました。

レバノン大規模爆発の影響を受けた子どもやその家族に、精神保

インドでは、子どもたちが災害や暴力のリスクから守られ、学びを

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

タイでは、子どもの死亡理由で最も多い水難事故防止のため、

すべての子どもが暴力から守られ、安心・安全な養育環境で成長

日本でも自然災害の発生頻度が増加しています。
災害など緊急時

健・心理社会的支援（こころのケア）
や安全な住居確保のための支

継続できるよう学校を拠点に安心・安全な環境づくりに取り組ん

得られ、可能性が発揮できることを目指し活動しました。モンゴ

小学校での啓発活動などを実施したり、障害のある子どもにや

できることを目指しています。
たたく、怒鳴るといった体罰等をな

の子どもに特化した精神保健・心理社会的支援の研修を、保育士

援を実施しました。
加えて、
ハイチ地震など自然災害への緊急支援

でいます。
また、若年層の政治や選挙への参加意識が低いモンゴ

ルでは、地方遠隔地に暮らす若者を対象にアントレプレナーシッ

さしい水の事故予防の指導マニュアルを作成し、教職員に研修

くすために、
特設ウェブサイト
「おやこのミカタ」
を通して、
ポジティ

など子ども支援者を対象に実施しました。
また、大阪府吹田市と

ブな子育ての普及に向けた啓発活動を行いました。
また、
子どもの

「災害に強いまちづくりにおける連携協定」
を締結し、災害時の子

声を聴き、
子どもの権利推進のための政策提言を行いました。

のほか
「いのち・みらい貯金箱」
を活用し、
自然災害や紛争などの影

ルでは、ユース会合の開催やクラブ活動実施のための支援など

プ（起業家精神）教育を実施し、遊牧行だけでなく多様な分野で

を実施しました。
インドネシアでは交通量が多いジャカルタで交

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。

を行い、若者の選挙参加を促すための取り組みを行いました。

活躍できることを目的とした支援を行いました。

通安全の知識や意識向上のための講習会などを実施しました。

ども支援拡充に向けた自治体との取り組みを強化しました。

染症の影響で2021年に延期になりました。台風19号の支援は
2021年1月に完了しました。

2020年7月豪雨 復興支援
【子どもが過ごす場の環境整備】

2020年7月豪雨の被害を受けた熊本県内の保育園や認定こども
園などに対し、
施設備品と園庭の修繕支援を行いました。
また、
同県
内の高等学校に対し施設備品と部活動再開のための必需品の支援

も行いました。
7月豪雨復興支援は、
2021年6月に完了しました。

2021年8月大雨 緊急支援
【被災地域団体と連携した緊急支援】
特に被害の大きかった
佐賀県において、
衛生用

品や防災ホイッスル、文
具などをセットにした緊

急子ども用キットを、被
災地域のパートナー団体

を通して、子どもたちに
配布しました。

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。セーブ・ザ・チルドレンも策定に関
わり、2015年に国連で採択されました。私た
ちは事業やアドボカシー(政策提言)を通して、
SDGs達成に向けた活動を推進しています。

20２１年度決算報告
経常収益

23億3,666万円

経常費用

20億9,300万円

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1万6,000人以上にご支援
いただいたほか、
「 いのち・みらい貯金箱」を活用

経常収益の割合

管理費
6%

その他
2%

受託収入

43%

経常費用の割合

寄付金

55%

事業費

した緊急支援や季節の寄付キャンペーンなどを

94%

通してご協力いただきました。
また、
547の企業・団体からご寄付いただきました。

公益社団法人

セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン

〒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（平日のみ）
2022年6月発行

年次報告書 完全版をウェブサイトで公開しています。
表紙写真：
2020年8月に起こったベイルート大規
模 爆 発 事 故 の 影 響を受けた家 族 。セー
ブ・ザ・チルドレンは、精神保健・心理社会
的支援や生計支援などを行っています。
（レバノン）

この冊子はFSC®認証紙を使用しています。

