
■アジアを中心とした国・地域への支援（助成金、寄付金、募金）

地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

青葉 イラク 3 JIM-NETハウス運営
日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥50,000 寄付金

青葉
イラク・シリア・

日本
福島県 1

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥83,303 募金
チョコレート募金キッ
クオフ参加

青葉 フィリピン
ザンバレス

州
1

フィリピン 貧しい母子のための
診療所/先住民アエタの村での子
ども教育支援

NEKKO ¥171,939 寄付金 報告会開催

青葉 メキシコ
マヤビニッ

ク
12

人びとが希望をもって生きてい
ける機会を捉えサービス（モ
ノ・コト）に変える活動支援

豆乃木 ¥72,860 募金

青葉 日本
神奈川県
 横浜市

10 外国籍女性支援シェルター 女性の家「サーラー」 ¥50,000 寄付金 報告会開催

青葉 日本
福島県

 いわき市
11

放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥265,399 寄付金、募金 報告会開催

青葉 日本
福島県
 浪江町

11
原発事故により殺処分対象の牛
を生かし続ける活動支援

希望の牧場 ¥174,544 寄付金、募金
ドキュメンタリー映画
上映会・講演会開催・
現地訪問

あさお 日本
神奈川県
川崎市

2
困窮者の食と心を支えるフード
バンク（フードバンクかわさ
き）

ファースト・ステップ ¥10,927 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

旭
アフガニスタン・

パキスタン
11

アフガニスタン・ピースアク
ション（平和教育と地域住民に
よる平和の取り組み）,平和にユ
ナイト！パキスタンにおける青
少年の地域平和活動とアフガニ
スタンとの連帯

平和村ユナイテッド ¥210,000 助成金、寄付金
報告会（リモート参
加）

旭
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥110,000 募金

旭 パレスチナ 16
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥200,000 助成金、寄付金
報告会開催・リモート
報告会参加

旭 バングラデシュ 14
マイノリティの子供たちが行う
プラスチック調査

ジュマ・ネット ¥50,000 助成金
報告会参加（リモー
ト）

旭 フィリピン 15 植林募金 イヤマン ¥100,000 募金

旭 フィリピン 4
クリスマス「レインボーキャン
ペーン」

イヤマン ¥16,000 募金

旭 ミャンマー 16
ミャンマー・カヤ―州における
地雷犠牲者への義足支援活動

地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) ¥100,000 助成金
報告会参加（リモー
ト）

旭 日本
福島県
各地

11 福島ぽかぽかプロジェクト FoE Japan ¥190,275 助成金、募金

旭 日本 横浜市 1
貧困なくそうキャンペーンによ
る支援

さくらんぼ ¥151,835
助成金、寄付
金、募金

報告会開催・現地訪問
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

厚木 カンボジア 4
「村の幼稚園」地域での継続運
営

幼い難民を考える会（CYR） ¥800,000 助成金 リモート報告会開催

厚木 ネパール 4
カンチャンジャンガ紅茶農園の
子ども達への奨学金支援

ベルダレルネーヨ ¥800,000 寄付金 リモート報告会開催

厚木 ミャンマー 16
タイ国境にあるミャンマー難民
キャンプの図書館事業

シャンティ国際ボランティア会(SVA) ¥200,000 助成金 リモート報告会開催

厚木 日本 首都圏 10
在日外国人支援＝外国人母子の
保健医療サービスへのアクセス
改善プロジェクト

シェア＝国際保健協力市民の会 ¥100,000 助成金

厚木 日本
宮城県

気仙沼市
11

地域住民への生活支援(被災者交
流事業の継続、母親対象の子育
て支援事業、いのちの大切さを
伝える事業)

プロジェクトK ¥100,687 助成金、募金

厚木 日本
福島県
郡山市

11
福島県内の小児甲状腺がん患者
と家族及び支援者へのサポート
事業

甲状腺がん支援グループ・あじさいの
会

¥200,000 助成金

あやせ
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥12,000 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

いずみ
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥55,000 募金 広報

いずみ カンボジア 1
ゆたかで幸福なコミュニティー
の構築

ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機
農園学校

¥100,000 助成金

いずみ パレスチナ 1 パレスチナ支援事業 地球のステージ ¥50,000 募金、寄付金 講演会

いずみ ミャンマー 5
インド・アッサム州のマイニリ
ティー支援事業

ジュマ・ネット ¥300,000 助成金、募金 オンライン報告会

いずみ ミャンマー 3
ミャンマー・カヤ―州における
地雷犠牲者に対する緊急支援

地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) ¥50,000 助成金 オンライン報告会

いずみ 日本
神奈川県
横浜市

5 DV被害者の自立支援事業 共同の家プアン ¥195,701 募金、寄付金 学習会

いずみ 日本 主に福島県 3
甲状腺がんの治療費及び生活支
援

甲状腺がん子ども基金 ¥300,000 募金、寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

伊勢原 アフガニスタン 16

アフガニスタン・ピースアク
ション（平和教育と地域住民に
よる平和の取り組み）・アフガ
ニスタン地域教育/識字アクショ
ン！(地方部における若者と成人
の識字教室および通教育促進事
業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥30,000 助成金

伊勢原 アフガニスタン 16
教育支援（アジア・友だち・み
らい貯金による支援）

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥5,481 募金

伊勢原 イラク 3 イラク小児がん支援
日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥100,000 寄附金

伊勢原
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥20,100 募金

伊勢原 カンボジア 4
「村の幼稚園」開設のための教
材補助事業

幼い難民を考える会（CYR） ¥100,000 助成金 報告会開催

伊勢原 カンボジア 4
みんなで布チョッキン～カンボ
ジアの子どもたちへ人形とボー
ルを～

幼い難民を考える会（CYR） ¥53,000 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

いそご アフガニスタン 16

アフガニスタン地域教育/識字ア
クション！(地方部における若者
と成人の識字教室および普通教
育促進事業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥100,000 助成金
連絡会、報告会参加
（Zoom）

いそご アフガニスタン 4
教育支援（アジア・友だち・み
らい貯金による支援）

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥8,762 募金

いそご アフガニスタン 16
アフガニスタン緊急‐戦闘で親
を亡くした子どもたちに平和
を！

平和村ユナイテッド ¥50,000 寄付金 報告会参加(Zoom)

いそご
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥28,600 募金

いそご スリランカ 4 奨学金支給活動 アラリア会 ¥10,000 寄付金

いそご パレスチナ 3
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥100,000 寄付金
報告会（Zoom）への参
加や、直接担当者から
報告を受けた

いそご フィリピン 4
クリスマス「レインボーキャン
ペーン」

イヤマン ¥10,000 寄付金、募金

いそご ミャンマー 4
クーデター下、コロナ禍の子ど
も達への教育支援

Act for Child ¥100,000 寄付金 報告会(Zoom)開催

いそご ラオス 15
住民主体の自然資源の管理と利
用の支援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥50,000 助成金
ラオス担当者から活動
の説明を受けた

いそご 日本 福島県 3
放射能から子どもや家族を守る
ための放射能測定活動

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥110,000 寄付金、募金 報告会参加（Zoom）

いそご 日本 神奈川県 1 磯子区内のこども食堂の活動 磯子区こども食堂ネットワーク連絡会 ¥100,000 寄付金
「身近な貧困を考え
る」学習会開催
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

海老名 アフガニスタン 11
貧困なくそうキャンペーン
平和教育活動

平和村ユナイテッド ¥105,004 助成金、募金

海老名
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥42,725 募金

海老名 ウクライナ 16 ウクライナ緊急支援 ADRA Japan ¥58,000 寄付金

海老名 パレスチナ 11
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥70,215 助成金、募金

海老名 フィリピン 4
クリスマス「レインボーキャン
ペーン」

イヤマン ¥10,582 募金

海老名 日本
福島県

いわき市
11

いわき放射能市民測定室支援・
福島の子どもの保養プロジェク
ト

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥147,189
助成金、寄付
金、募金

おおいそ
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥11,000 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

おだわら アフガニスタン 4

アフガニスタン地域教育/識字ア
クション！(地方部における若者
と成人の識字教室および普通教
育促進事業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥66,414 寄付金、募金

おだわら アフガニスタン 16
アフガニスタン緊急‐戦闘で親
を亡くした子どもたちに平和
を！

平和村ユナイテッド ¥140,000 寄付金

おだわら ウクライナ 16 ウクライナ人道危機緊急支援 難民を助ける会（AAR Japan） ¥40,610 寄付金、募金

おだわら パキスタン 16
平和にユナイト！パキスタンに
おける青少年の地域平和活動と
アフガニスタンとの連帯

平和村ユナイテッド ¥50,000 寄付金

おだわら フィリピン 4 奨学生支援（高校生2名） ミンダナオ子ども図書館 ¥120,000 寄付金

おだわら 日本
福島県いわ

き市
3

放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥73,318 寄付金、募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

かながわ アフガニスタン 4
教育支援（アジア・友だち・み
らい貯金による支援）

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥30,000 募金

かながわ
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥136,951 募金

かながわ カンボジア 4 「村の幼稚園」保育者給与 幼い難民を考える会（CYR） ¥50,000 助成金
報告会（Zoom)を開催
し、現地の報告を受け
た

かながわ カンボジア 1 給食おやつ募金 幼い難民を考える会（CYR) ¥11,420 募金 同上

かながわ カンボジア 4 保育事業 幼い難民を考える会（CYR) ¥49,750 助成金 同上

かながわ シリア 3
＜Coffee for Peace＞　シリア
の子供たちのいのちをつなぐ

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥11,000 募金

かながわ フィリピン 2

コーヒーのアグロフォレスト
リー栽培による災害に強いコ
ミュニティづくり（クラウド
ファンディング）

コーディリエラ・グリーン・ネット
ワーク（CGN）

¥10,000 寄付金

かながわ 日本 福島県 3
放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥128,168 募金、寄付金 報告会に参加（Zoom)

かながわ 日本 福島県 3
放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック子供ドッグ
手帳

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥10,000 助成金 同上

かながわ 日本 福島県 11
原発事故により殺処分対象の牛
を生かし続ける活動支援

希望の牧場 ¥5,954 募金
ドキュメンタリー映画
上映、講演会に参加
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

港南 アフガニスタン
ナンガルハ

ル県
16

アフガニスタン・ピースアク
ション（平和教育と地域住民に
よる平和の取り組み）

平和村ユナイテッド ¥150,000 寄付金

港南
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥150,000 寄付金

港南 ミャンマー 3 地雷廃絶のための活動 地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) ¥150,000 助成金

港南 日本
福島県

いわき市
3

子どもたちを放射能から守る活
動

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥150,000 寄付金

港南 日本 神奈川県 3 子どもの生活支援 子どもセンターてんぽ ¥150,000 寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

こうほく
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥442,877 寄付金、募金

こうほく ウクライナ 16 ウクライナ人道危機緊急支援 難民を助ける会（AAR Japan） ¥47,257 募金

こうほく カンボジア 2

「ポンロック・バイトーン(緑の
芽)有機農園学校(PBT)」を カン
ボジアの先導的な有機農園学校
に発展させる事業

ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機
農園学校

¥250,000 助成金

こうほく カンボジア 2
「農業センターの活用を通じて
知識や技術指導による生活向上
プロジェクト」

CAE（The Center for Actions
towards Equality)

¥339,995 寄付金

こうほく フィリピン 2
「コーヒーの森づくり」アグロ
フォレストリー栽培によるコ
ミュニティづくり

コーディリエラ・グリーン・ネット
ワーク（CGN）

¥100,000 寄付金

こうほく フィリピン 2
2022年度以降もコーヒー事業継
続のためのコーヒー乾燥設備資
材等

コーディリエラ・グリーン・ネット
ワーク（CGN）

¥200,000 助成金

こうほく ミャンマー 3
ミャンマー・カヤ―州における
地雷犠牲者への義足支援活動

地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL) ¥100,000 寄付金

こうほく 日本
神奈川県
横浜市

3 子どもの生活支援 子どもセンターてんぽ ¥16,593 募金

こうほく 日本
神奈川県
横浜市

1 寿町生活困難者自立支援 寿越冬闘争実行委員会 ¥20,000 寄付金

こうほく 日本
神奈川県
横浜市

1 寿町生活困難者自立支援 寿炊き出しの会 ¥47,135 寄付金、募金

こうほく 日本
福島県いわ

き市
10

放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥138,929 寄付金

15



地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

さかえ アフガニスタン 4

アフガニスタン地域教育/識字ア
クション！(地方部における若者
と成人の識字教室および普通教
育促進事業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥100,000 寄付金

さかえ アフガニスタン 4
教育支援（アジア・友だち・み
らい貯金による支援）

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥23,887 募金

さかえ アフガニスタン 9 農業復興のための用水路建設 ペシャワール会 ¥100,000 寄付金

さかえ
イラク・シリア・

日本
3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥132,000 募金

さかえ
イラク・シリア・

日本
3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥68,000 寄付金

さかえ ウクライナ 16 ウクライナ人道危機緊急支援 難民を助ける会（AAR Japan） ¥100,000 寄付金

さかえ 日本 神奈川県 1 活動全般への支援 コミュニティルーム「ここ」 ¥20,000 寄付金

さかえ 日本
岩手県
大槌町

18 活動全般への支援 大槌を応援する会 ¥50,000 寄付金

さかえ 日本
神奈川県横

浜市
18 東日本大震災被災者支援 福島子ども・こらっせ神奈川 ¥30,000 寄付金、募金

さかえ 日本 熱海市 11 熱海市土砂災害支援 ピースボート災害支援センター ¥5,000 寄付金、募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

相模原 アフガニスタン
ナンガルハ

ル県
16

アフガニスタン緊急‐戦闘で親
を亡くした子どもたちに平和
を！

平和村ユナイテッド ¥155,000 助成金

相模原 アフガニスタン 4 絵本を送る運動 シャンティ国際ボランティア会(SVA) ¥25,000 寄付金

相模原 アフガニスタン
ナンガルハ

ル県
4

アフガニスタン地域教育/識字ア
クション！(地方部における若者
と成人の識字教室および通教育
促進事業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥30,000 助成金

相模原
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥100,000 募金

相模原 パレスチナ ガザ地区 2
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥145,000 助成金

相模原 パレスチナ ガザ地区 16 ガザ地区緊急支援 日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥55,325 寄付金

相模原 東ティモール 13
ハリケーンによる豪雨被害緊急
支援

APLA ¥56,000 寄付金

相模原 日本
福島県

  いわき市
3

「たらちね子どもドック手帳」
の作成・配布を支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥213,320 寄付金

相模原 日本 東京都 17
カンボジア JVCの40年にわたる
支援DVD賛成協力

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥10,000 寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

ざま アフガニスタン 16 平和教育支援 平和村ユナイテッド ¥20,000 寄付金

ざま
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥88,650 募金

ざま 東ティモール 3
住民参加によるプライマリーヘ
ルスケア強化事業

シェア＝国際保健協力市民の会 ¥30,000 助成金

ざま 日本
福島県

いわき市
11

いわきオーガニックコットンプ
ロジェクト

ザ・ピープル ¥40,000 助成金

ざま 日本
福島県

いわき市
11 たらちねクリニック支援 いわき放射能市民測定室 たらちね ¥45,000 寄付金

ざま 日本
神奈川県
座間市

1 フードバンク ワンエイド ¥2,570 募金
10月8日WE講座「コロナ
禍に於けるフードバン
クの支援」

寒川 日本 静岡県 11 7月熱海伊豆山土石流災害義援金 熱海市 ¥17,000 募金

寒川 日本 神奈川県 10
自立と社会参加の促進を目標に
地域社会で自分らしく生活でき
るように支援する

ともだち,地域活動支援センター「F] ¥105,000 寄付金

寒川 日本 神奈川県 10
自立に向け社会生活を目指す青
年への支援

湘南つばさの家 ¥128,535 寄付金、募金

寒川 日本 神奈川県 10
地域の方々が集まれる居場所づ
くりの場

縁が和 ¥5,000 寄付金

寒川 日本 神奈川県 10
WEショップちがさき店隣家火災
被害カンパ金

WE21ジャパンちがさき ¥80,000 寄付金

寒川 日本 福岡県 10
北九州を拠点に生活困窮者や社
会からの孤立状態にある人びと
の生活再建を支援

抱撲 ¥100,000 寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

すみだ インド
西ベンガル

州
13

気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥30,000 助成金

すみだ 日本 東京 18 活動全般へ カタリバ ¥5,000 募金

たかつ
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥79,200 募金

たかつ ウクライナ 16 緊急募金 国連UNHCR協会 ¥30,000 募金

たかつ パレスチナ 16 ガザ地区緊急支援
日本国際ボランティアセンター
（JVC）

¥16,271 募金

たかつ フィリピン 4 Challenge Base for Aeta NEKKO ¥50,000 寄付金

たかつ フィリピン 3
フィリピンの貧しい人のための
クリニック（CFP)

NEKKO ¥50,000 寄付金

たかつ ブルキナファソ 2
乳幼児・妊産婦対象の栄養改善
事業（CREN）

ハンガー・フリー・ワールド(HFW) ¥32,204 寄付金

たかつ 日本
神奈川県
  川崎市

1
困窮者の食と心を支えるフード
バンク（フードバンクかわさ
き）

ファースト・ステップ ¥50,000 寄付金

たかつ 日本 福島県 11 福島ぽかぽかプロジェクト FoE Japan ¥44,351 寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

たま アフガニスタン 9 活動全般への支援 ペシャワール会 ¥20,000 寄付金

たま カンボジア 18
「村の幼稚園」地域での継続運
営

幼い難民を考える会(CYR) ¥110,000 募金、助成金

たま パレスチナ 3
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥50,000 助成金

たま 日本
神奈川県
川崎市

5 女性の自立生活支援 ウィメンズハウス 花みずき ¥113,200 寄付金、募金

たま 日本 東京都 18
食の安全を守る提言と市民によ
る監視

食の安全市民監視委員会 ¥10,000 寄付金

たま 日本
神奈川県
川崎市

11 生田浄水場保全活動 川崎の安全でおいしい水を守る会 ¥10,000 寄付金

たま 日本 東京都 11 福島からの避難者の生活支援 避難の協同センター ¥60,000 寄付金

ちがさき
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥34,750 募金

ちがさき インド 5
気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥120,000 助成金
3/6Zoom報告会（インド
支援連絡会主催）

ちがさき 日本
神奈川県
横浜市

4 外国籍の子どもの学習支援 TIEトマトマの会 ¥100,000 助成金

ちがさき 日本
福島県郡山

市
11

福島県内の小児甲状腺がん患者
と家族及び支援者へのサポート
事業

甲状腺がん支援グループ・あじさいの
会

¥202,795 寄付金
毎月11日東日本復興支
援の日

ちがさき 日本
神奈川県茅

ケ崎市
2

フードパントリー（食糧支援、
相談）

地域のお茶の間研究所・さろんどて ¥31,108 寄付金
貧困なくそうキャン
ペーン広報誌発行

ちがさき 日本
神奈川県茅

ケ崎市
2 子ども食堂（食糧支援） 幸町子ども食堂おいしいね ¥31,108 寄付金

貧困なくそうキャン
ペーン広報誌発行
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

都筑
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥118,256 募金

都筑 インド 8
児童労働を教育へ変る、インド
のコットン生産地のコミュニ
ティ参加促進プロジェクト

ACE ¥100,000 寄付金

都筑 シリア 3 シリア小児がん医療支援 Team Beko ¥2,380 募金

つるみ
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥132,000 募金

つるみ カンボジア 4 「村の幼稚園」事業 幼い難民を考える会（CYR） ¥30,000 寄付金

つるみ 日本 神奈川県 11
WEショップちがさき店隣家火災
被害カンパ金

WE21ジャパンちがさき ¥20,000 寄付金

つるみ 日本 福島県 3
放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥60,000 寄付金

つるみ 日本
神奈川県
横浜市

2 フードバンク活動 フードバンクかながわ ¥22,400 寄付金

とつか
イラク・シリア・

日本
16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥165,000 募金

とつか ミャンマー 4
タイ国境にあるミャンマー難民
キャンプの図書館事業 絵本を送
る運動

シャンティ国際ボランティア会(SVA) ¥37,500 寄付金

とつか 日本 福島県 4
郡山を拠点に小児甲状腺がん患
者と家族を支援する

甲状腺がん支援グループ・あじさいの
会

¥80,000 助成金、募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

にのみや
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥33,000 募金

にのみや ウクライナ 16
ウクライナ緊急支援、ポーラン
ドで避難民への支援活動

世界の子供たちのために（CheFuKo) ¥100,000 寄付金

にのみや パレスチナ 3
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥172,783 助成金、募金
1/24大澤みずほさんに
よる活動報告

にのみや フィリピン 13 超大型台風22号被災者緊急支援 日比NGOネットワーク(JPN) ¥5,000 寄付金

にのみや 日本 3 シングルマザーの生活支援 しんぐるまざあず・ふぉーらむ ¥100,000 寄付金
6/13　2020年度活動報
告会

にのみや 日本 1 子どもたちの学習支援 子ども学習支援ボランティアこむ ¥10,000 寄付金

にのみや 日本
神奈川県
茅ヶ崎市

1 若者の自立援助ホーム 湘南つばさの家 ¥100,000 寄付金
湘南つばさの家の会報
誌にWE21にのみやに関
する記事が掲載された

にのみや 日本
福島県

いわき市
3

放射能から子どもや家族を守る
ための放射能測定活動

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥234,973 寄付金、募金 2/5　たらちね報告会

にのみや 日本
神奈川県中
郡二宮町

1 生活困窮世帯への食の支援 みんなのとまり木 ¥32,990 寄付金、募金
9/17　みんなのとまり
木訪問
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

ひらつか アフガニスタン 4
教育支援（アジア・友だち・み
らい貯金による支援）

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥49,956 助成金、募金

ひらつか インド 5
気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥50,000 助成金

ひらつか
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥67,050 募金

ひらつか カンボジア 3
手作りのぬいぐるみで子どもた
ちの健康づくりを応援

シェア＝国際保健協力市民の会 ¥15,000 助成金

ひらつか 日本 福島県 3
放射能測定調査・子どもたちの
放射能検査・治療活動

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥20,000 助成金

ひらつか 日本 福島県 11
いわきオーガニックコットンプ
ロジェクト

ザ・ピープル ¥20,000 助成金、募金

藤沢 南スーダン 5
避難民キャンプの子どもの就学
拡大と女性の生計向上支援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥224,967 助成金、募金

藤沢 日本
福島県
楢葉町

11
楢葉町、いわき市周辺の小学生
参加の横浜山北リフレッシュプ
ログラム

福島子ども・こらっせ神奈川 ¥22,730 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

ほどがや
アフガニスタン・

パキスタン
16

平和にユナイト！パキスタンに
おける青少年の地域平和活動と
アフガニスタンとの連帯

平和村ユナイテッド ¥164,834 助成金、募金 2/19報告会開催

ほどがや
イラク・シリア・

日本
福島県 16

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥38,196 募金

ほどがや カンボジア 1

「ポンロック・バイトーン(緑の
芽)有機農園学校(PBT)」をカン
ボジアの先導的な有機農園学校
に発展させる事業

ポンロック・バイトーン(緑の芽)有機
農園学校

¥150.00 助成金

ほどがや 日本 東京都 1
コロナ禍により、生活に追い詰
められたひとり親のための支援

しんぐるまざあず・ふぉーらむ ¥27,992 寄付金、募金

ほどがや 日本 熱海市 11 熱海土砂災害緊急支援募金 ピースボート災害支援センター ¥20,134 募金

ほどがや 日本 東京都 10
公的支援を全く受けられない難
民申請者や公的支援にアクセス
できない移民者への緊急支援

移住連と連帯する全国ネットワーク
（移住連）

¥24,815 寄付金、募金

ほどがや 日本 東京都 1
生活や人間関係において貧困状
況にあるひとへの自立支援

自立生活サポートセンター・もやい ¥25,046 寄付金、募金

ほどがや 日本 福島県 11 福島ぽかぽかプロジェクト FoE Japan ¥122,271 寄付金、募金
毎月11日の売上20％、
3/11の売上全額寄付、
募金箱常設
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

みどり インド
西ベンガル

州
15

気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥60,000 助成金 3/6オンライン報告会

みどり カンボジア 4 内戦後の子ども保育支援 幼い難民を考える会（CYR） ¥100,000 募金

みどり 日本 神奈川県 1 フードバンク活動 フードバンク横浜 ¥46,860 寄付金

みどり 日本 福島県 3
放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥42,219 募金

みどり 日本 4
子どもの居場所づくり、学習支
援、食事支援、保護者支援

Learning　For All ¥50,000 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

みなみ アフガニスタン 4

アフガニスタン地域教育/識字ア
クション！(地方部における若者
と成人の識字教室および通教育
促進事業)

Your Voice Organization(YVO),日本
国際ボランティアセンター(JVC)

¥60,000 募金

みなみ アフガニスタン 16
アフガニスタン緊急‐戦闘で親
を亡くした子どもたちに平和
を！

平和村ユナイテッド ¥74,000 寄付金、募金
12/16WE講座「戦争で親
をなくした子どもたち
に平和を！」

みなみ
イラク・シリア・

日本
3

チョコ募金（（イラク・福島の
子どもたちとシリアの難民を支
援するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥57,380 募金

みなみ インド 13
気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥180,000 助成金
3/6インド支援連絡会主
催報告会参加（オンラ
イン）

みなみ インド・ガーナ 8 児童労働撲滅活動 ACE ¥70,000 寄付金、募金
10/1～15
貧困なくそうキャン
ペーン

みなみ ウクライナ 16 ウクライナ緊急支援 ADRA Japan ¥40,000 募金
3/14～28（第１次募金
活動）

みなみ パキスタン 16
平和にユナイト！パキスタンに
おける青少年の地域平和活動と
アフガニスタンとの連帯

平和村ユナイテッド ¥50,000 助成金

みなみ パレスチナ 3
ガザ地区の子どもの栄養改善支
援

日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥120,000 助成金
1/29JVC報告会　（オン
ライン）

みなみ パレスチナ 3 ガザ地区緊急支援 日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥80,000 寄付金、募金 6/8～28募金活動

みなみ 日本 福島県 3 活動全般への支援 いわき放射能市民測定室 たらちね ¥120,000 寄付金、募金
11日サポートデー：売
上げ寄付、募金箱常設
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

みやまえ
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥44,650 募金

みやまえ ウクライナ 16 「緊急チーム」募金 国境なき医師団 ¥100,000 寄付金

みやまえ 東ティモール 3
住民参加によるプライマリーヘ
ルスケア強化事業

シェア＝国際保健協力市民の会 ¥100,000 助成金

みやまえ ブルキナファソ 2
乳幼児・妊産婦対象の栄養改善
事業（CREN）

ハンガー・フリー・ワールド(HFW) ¥22,180 寄付金、募金

みやまえ 日本
福島県

いわき市
11

いわきオーガニックコットンプ
ロジェクト

ザ・ピープル ¥38,154 募金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

大和 ウクライナ 10 ウクライナ危機緊急子ども支援 セーブ・ザ・チルドレン ¥50,000 寄付金

大和 カンボジア 4
みんなで布チョッキン～カンボ
ジアの子どもたちへ人形とボー
ルを～,「村の幼稚園」支援

幼い難民を考える会（CYR） ¥87,000 寄付金、募金

大和 カンボジア 5
市場向け有機農家の発展と有機
農園起業家の成功を支援

ゆたかで幸福なコミュニティ ¥50,000 寄付金

大和 バングラデシュ 10
ロヒンギャ難民支援活動及キャ
ンプ監視活動支援

ジュマ・ネット ¥50,000 寄付金

大和 フィリピン 4
クリスマス「レインボーキャン
ペーン」

イヤマン ¥5,000 寄付金、募金

大和 日本
神奈川県
横浜市

1 DV被害者の自立支援事業 共同の家プアン ¥100,000 寄付金
WE講座「若い女性の現
状と生きづらさ」

大和 日本
福島県

いわき市
11

いわきオーガニックコットンプ
ロジェクト

ザ・ピープル ¥50,000 寄付金

大和 日本
福島県

いわき市
11

放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援
海洋調査・こどもドック手帳作
成支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥106,000
助成金、寄付
金、募金

大和 日本 茅ヶ崎
WEショップちがさき店隣家火災
被害カンパ金

WE21ジャパンちがさき ¥30,000 寄付金
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地域NPO 支援国 都道府県
支援
分野

プロジェクト名 プロジェクト実行団体 金額（円） 支援の種類
現地訪問や
共育の活動

よこすか アフガニスタン 4
アフガニスタン緊急‐戦闘で親
を亡くした子どもたちに平和
を！

平和村ユナイテッド ¥105,000 助成金

よこすか イラク 3 イラク小児がん支援
日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥30,000 寄付金

よこすか
イラク・シリア・

日本
福島県 3

チョコ募金（イラク・福島の子
どもたちとシリアの難民を支援
するための募金）

日本イラク医療支援ネットワーク
(JIM-NET)

¥44,450 募金
オンラインキックオフ
ミーティング参加

よこすか インド 13
気候正義に関するDRCSCの既存プ
ロジェクトの追加活動

開発調査コミュニケーション・サービ
スセンター(DRCSC)

¥50,000 助成金 オンライン報告会開催

よこすか インド 2 児童労働とコロナ対策 ACE ¥35,640 寄付金 オンライン報告会参加

よこすか ウクライナ 16 ウクライナ危機緊急子ども支援 セーブ・ザ・チルドレン ¥50,634 寄付金、募金

よこすか パレスチナ 16 ガザ地区緊急支援 日本国際ボランティアセンター(JVC) ¥20,000 寄付金

よこすか 日本
福島県いわ

き市
11

放射線測定室併設検診センター
たらちねクリニック運営支援
海洋調査・こどもドック手帳作
成支援

いわき放射能市民測定室 たらちね ¥44,037 寄付金 オンライン報告会参加

よこすか 日本 4
災害で被災した子どもたちの教
育支援

カタリバ ¥5,027 募金

よこすか 日本 横須賀市 2
食品を必要としている人々への
支援

神奈川フードバンク・プラス ¥10,117 募金 フードドライブ

総計 ¥18,265,544
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

青葉 シリア 12
フェアトレード（アレッポの石けん
販売）

アレッポの石鹸 ¥15,000

旭 フィリピン 15 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥57,503

旭 フィリピン 3
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥44,495

旭 日本
福島県
郡山市

11 食品販売 郡山銘販 ¥65,000

旭 日本
宮城県

気仙沼市
3 物産品販売 ムラカミ ¥210,480

■フェアトレード・物産品販売による支援
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

厚木
インド･ドミニカ・

パラグアイ
12

山羊皮製品・チョコレート等のフェ
アトレード

第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥366,126

厚木 ネパール 1 生産者の経済的自立支援 ネパリ・バザーロ ¥100,418

厚木 フィリピン 1
バアヤン村コーヒーのフェアトレー
ド

珈琲工房＆百屋 ¥16,481

厚木 日本
宮城県

 気仙沼市
11 物産品販売 ムラカミ ¥1,430,940

あやせ フィリピン 3
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥14,562

いずみ フィリピン 16
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥168,749

いずみ ミャンマー 16 クラフト販売 Act For Child ¥42,140

いずみ 日本

福島県
いわき市
宮城県

気仙沼市

11 物産品販売 ムラカミ、杜のどーなつ ¥353,528
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

伊勢原
インド・スリラン
カ・ドミニカ・ペ

ルー
15

チョコレート・ナッツ等のフェアト
レード

第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥73,474

伊勢原 フィリピン 15
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥40,450

伊勢原 フィリピン 15 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥5,342

伊勢原 日本
宮城県

気仙沼市
11 物産品販売 ムラカミ ¥119,266

伊勢原 日本
神奈川県伊

勢原市
3 ポップコーン販売

伊勢原市手をつなぐ育成会　地域
作業所ドリーム

¥50,700

伊勢原 日本
神奈川県伊

勢原市
3 クッキー販売

脳外傷友の会ナナ　ピアサポート
センター

¥23,600
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

いそご フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥27,506

いそご フィリピン 神奈川県 8
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥3,450

いそご フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥4,797

いそご 日本
福島県
石川郡
平田村

11 物産品販売 宗 ¥23,760

いそご 日本
宮城県
牡鹿郡
女川町

11 物産品販売 きらら女川 ¥21,670
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

海老名 フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥54,160

海老名 フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥52,585

海老名 フィリピン 横浜市 12
バアヤン村コーヒーのフェアトレー
ド

珈琲工房＆百屋 ¥34,321

海老名 日本
宮城県

気仙沼市
11 物産品販売 ムラカミ ¥423,960

海老名 日本 横浜市 11 フェアトレード品
第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥42,239

おだわら パレスチナ 12
ガリラヤ産のパレスチナオリーブ
製品のフェアトレード（オリーブオ
イル）

パレスチナ・オリーブ ¥24,102

おだわら パレスチナ 12
ガリラヤ産のパレスチナオリーブ
製品のフェアトレード（オリーブ石
けん）

パレスチナ・オリーブ ¥7,508

おだわら フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥16,180

おだわら フィリピン 神奈川県 8
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥26,650
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

かながわ ネパール 12 生産者の経済的自立支援 ネパリ・バザーロ ¥22,377

かながわ パレスチナ 12 オリーブ石けんのフェアトレード
フレンズ・オブ・アシーラ/アシーラ
女性組合

¥30,492

かながわ フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥121,350

かながわ フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥11,309

かながわ フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥46,575

かながわ ペルー・ボリビア 12 チョコレートのフェアトレード ピープルツリー ¥22,284

港南 フィリピン 12
バアヤン村コーヒーのフェアトレー
ド

珈琲工房＆百屋 ¥19,500

港南 フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥27,000

港南 フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥28,700
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

こうほく フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥58,248

こうほく フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥101,787

こうほく フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥11,720

さかえ パレスチナ 8 オリーブ石けんのフェアトレード
フレンズ・オブ・アシーラ/アシーラ
女性組合

¥11,096

さかえ フィリピン 8
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥24,270

さかえ 日本
岩手県
大槌町

18 物産販売 大槌を応援する会 ¥72,163
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

相模原 パレスチナ 10 オリーブオイルのフェアトレード オルター・トレード・ジャパン ¥201,653

相模原 東ティモール 18
東ティモールコーヒーのフェアト
レード

オルター・トレード・ジャパン ¥239,969

相模原 フィリピン 3
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥135,926

相模原 フィリピン 18 黒蜜のフェアトレード オルター・トレード・ジャパン ¥88,452

ざま パレスチナ 5 オリーブオイルのフェアトレード オルター・トレード・ジャパン ¥7,082

ざま 東ティモール 5
東ティモールコーヒーのフェアト
レード

オルター・トレード・ジャパン ¥56,050

ざま フィリピン 5
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥46,296

寒川 フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥16,180

寒川 フィリピン 神奈川県 8
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥5,860
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

たかつ フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥35,596

たかつ フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥6,900

たま フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥81,640

たま フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥40,450

たま 日本
福島県

  二本松市
11 豆の販売 福島東北有機農業支援委員会 ¥28,100

たま 日本
神奈川県
  川崎市

11 恵水の販売 川崎の安全でおいしい水を守る会 ¥6,600

たま 日本
栃木県

  那須町
2

クッキー、人参ジュース、煎餅販
売

アジア学院 ¥38,900

ちがさき フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥40,450

ちがさき フフィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥7,325
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

都筑 パレスチナ 12
ガリラヤ産のパレスチナオリーブ
製品のフェアトレード（オリーブオ
イル）

パレスチナ・オリーブ ¥41,276

都筑 フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥19,388

都筑 フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥18,520

つるみ ネパール 12
生産者の経済的自立支援（ネ
パールカレースパイス・レトルトカ
レー）

ネパリバザーロ ¥20,519

つるみ フィリピン 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥11,500

つるみ フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥32,360

つるみ フィリピン バアヤン村 12
バアヤン村コーヒーのフェアトレー
ド

珈琲工房＆百屋 ¥9,416

つるみ 日本
岩手県
宮古市

11 三陸物産品販売 シートピアなあど ¥24,040

つるみ 日本 墨田区 12 廃食油のリサイクルハンドソープ ユーズ ¥9,000
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

とつか 日本 福島県 11
漬物、食べるオリーブオイル、い
わし、さんまのかば焼き他物品販
売

西野屋、宗、小田原屋他 ¥146,688

なか
インド・グアテマ
ラ・スリランカ

12 紅茶・コーヒー等のフェアトレード
第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥31,007

なか フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥17,929

なか ペルー・ボリビア 12 チョコレートのフェアトレード ピープルツリー ¥23,284

なか 日本 岩手県 11 菓子 サンタランド ¥23,328

なか 日本 岩手県 11 菓子 ワークハウスアトリエ ¥2,400

なか 日本 宮城県 11 菓子 きらら女川 ¥12,500

なか 日本 宮城県 11 ジャム 共生地域創造財団 ¥2,500
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

にのみや フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥64,720
10/4　フェアトレード学習会（内部
学習会）

にのみや フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥10,523

ひらつか フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥44,948

藤沢 フィリピン 5
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥80,900
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

ほどがや インド 12 チョコレート他
第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥44,098

ほどがや インド・アフリカ 12 紅茶 わかちあいプロジェクト ¥34,673

ほどがや パレスチナ 1
ガリラヤ産のパレスチナオリーブ
製品のフェアトレード（オリーブオ
イル）

パレスチナ・オリーブ ¥5,476

ほどがや ペルー・ボリビア 12 チョコレート・くるみ ピープルツリー ¥46,568

ほどがや

東ティモール・
フィリピン・ペ

ルー・ラオス・日
本

岩手県 12 珈琲・チキンカレー 珈琲工場＆百屋 ¥85,587

ほどがや フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥15,421

ほどがや フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥97,080

ほどがや フィリピン 神奈川県 8
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥27,670

ほどがや 日本 東京都 12 廃食油のリサイクルハンドソープ ユーズ ¥7,200

ほどがや 日本
岩手県大船

渡市
11 藻塩 サンシャイン ¥6,750

ほどがや 日本
宮城県

気仙沼市
11 物産品販売（海産物） ムラカミ ¥39,400
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

ほどがや パレスチナ 12 オリーブ石けんのフェアトレード
フレンズ・オブ・アシーラ/アシーラ
女性組合

¥10,164
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

みどり フィリピン 10
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥24,270

みどり 日本 神奈川県 18
障害者就労支援・革工房の小物
販売

アルカヌエバ ¥13,000

みなみ インドネシア 12 チョコレートのフェアトレード オルター・トレード・ジャパン ¥23,154

みなみ スリランカ 12 紅茶などのフェアトレード わかちあいプロジェクト ¥59,920 7月、11月　フェアトレード週間

みなみ ドミニカなど 12
チョコレート・ナッツなどのフェアト
レード

第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥63,370 7月、11月　フェアトレード週間

みなみ フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥83,327

みなみ フィリピン 神奈川県 12
森育ちのしょうがクッキーのフェア
トレード

夢21福祉会まどか工房/WE21ジャ
パン

¥28,630

みなみ フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥40,096

みなみ 日本
宮城県
石巻市

18 物産品販売 石巻祥心会かなん ¥27,202 震災復興サポート週間

みなみ 日本
宮城県

気仙沼市
18 物産品販売 ムラカミ ¥37,000 震災復興サポート週間
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

みやまえ フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥50,158

みやまえ フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥36,129

大和 ネパール 12
生産者の経済的自立支援（コー
ヒー・ヘナ・カレーなどのフェアト
レード）

ネパリ・バザーロ ¥100,360

大和 フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥22,002
森育ちのしょうがパウダーの生産
者とつながるフィリピンオンライン
スタディツアー

大和 日本
宮城県

気仙沼市
18 物産品販売 ムラカミ ¥270,560
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地域NPO 支援国 都道府県
支援分

野
プロジェクト プロジェクト実行団体

フェアトレード仕
入れ費（円）

現地訪問や
共育の活動

よこすか スリランカ 12 紅茶などのフェアトレード わかちあいプロジェクト ¥51,891

よこすか ドミニカなど 18 食品のフェアトレード
第3世界ショップ（株）プレス・オー
ルターナティブ

¥93,634

よこすか ネパール 12
はちみつ、クッキー、カレーなどの
フェアトレード

ネパリ・バザーロ ¥44,609

よこすか フィリピン 12
森育ちのしょうがパウダーのフェア
トレード

ウバパス/ダイヨコン/ランパダ/
シュントック

¥48,540

よこすか フィリピン 12 シサムコーヒーのフェアトレード
シサム工房/コーディリエラ・グリー
ン・ネットワーク(CGN)

¥39,656

よこすか 日本
宮城県石巻

市
18 バームクーヘンなど 石巻かなん ¥25,700 3.11を忘れないキャンペーン

よこすか 日本
宮城県気仙

沼市
18 かりんとう きらら女川 ¥40,000

総計 ¥7,943,483
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