活動報告
2019

新型コロナウイルス、
併合問題、
経済危機の
共感と連帯がこれまで以上に求められてい

2019年度も皆様のご支援・ご協力で具体的な支援活動を広げることができました。
ここに具体的な活動の報告と支援できた子どもたちの様子をお知らせし、
改めて感謝を申し上げます。

「世界中がガザみたいになったのね」とガザの子ども

たちが言っているように、新型コロナウイルス感染が拡

がり非常事態やロックダウンなどにより外出や移動、日
常生活が世界中で制限されています。今のところ、封鎖

2020年1月に発表された「トランプ和平提案」では、

米国自身が仲介をした「オスロ合意」を否定し、
「パレス

されているガザでの感染者は他よりも少し少ないですが、

チナ国家」承認と500億ドルの経済援助と引き換えに、

ガザでは想像を超える状況になるでしょう。また、経済

す。このトランプ提案によればパレスチナ国家の面積は、

ャンプや難民居住地区で職をなくした人たちが日々の

レスチナ国家は武装解除され、他国と同盟を結んでは

ートの繁華街でも1日に2時間しか電気がなく、またそ

の首都とする一方で、パレスチナの首都は分離壁の外側

もし感染が広がったら停電や水不足で苦しむ密集した
危機の広がっているレバノンでは、劣悪な環境の難民キ
食に困るところまで追いつめられています。首都ベイル

西岸のユダヤ人入植地のイスラエル併合に言及していま
現在の西岸とガザよりもかなり小さなものとされ、またパ

ならないとされています。そしてエルサレムをイスラエル

の間は断水状態になっていて感染拡大が深刻です。

にあるエルサレムの周辺地域におくと示唆されています。

した危機は全世界的とはいえ、難民や脆弱層などによ

の権利を放棄する代わりに新たな国際機関を作って再

パンデミックの中で私たちが改めて気づいたのは、こう

り多くの被害が出ているということです。世界中で格差

が広がり、自国中心、自分中心のカルチャーが広がって

なおパレスチナ難民については帰還権を認めず、難民
定住を支援するが、UNRWAは廃止するとされました。

トランプ提案を背景に、イスラエルのネタニヤフ首相

いるいま、私たちには、難民、貧困、抑圧され人権を保

は、三回やり直した総選挙の公約として、
「ヨルダン渓

が問われています。

占め、併合すると資源的にも軍事的にもイスラエルにと

障されない人たちと、どのように繋がろうとしているのか

2018年以降、米国トランプ政権による国連パレスチ

ナ難民救済機関（UNRWA）拠出金停止は、米大使館
のエルサレム移転とともに、パレスチナ人の生活を困難

にし、パレスチナでは妊産婦死亡率が2018-19年に急

2

増したという統計（完全には裏付けされていませんが）

もあります。

谷の併合」を掲げました。ヨルダン渓谷は西岸の60%を

っては大きなメリットがあるからです。パレスチナ人はも
ちろん、イスラエル国内でも国際的にも心あるユダヤ系

の人たちは、共存が脅かされる併合に反対をしています。

また、ヨルダンをはじめアラブ諸国は反対を明確にし、
グテーレス国連事務総長も非難声明を出しました。EU

機の中で
ています

ヨルダン川西岸

ヨルダン川

の多くも反対の意思を表明していますが、アラブ諸国も
EUも一枚岩でなく、こうした動きを止める具体的な対抗
策は出されていません。

パレスチナ難民の多いレバノンでは、19年6月に外国

人労働者を排斥する指示が労働相から出され、多くの

パレスチナ難民が職を失いました。その後、米国の対イ

死海

ラン経済制裁の余波を受けて、レバノンは通貨危機に

陥り社会的な混乱が続く一方で、
ドルの購入や銀行から

の引き出しも2020年にはできなくなりました。20年3月

には債務不履行も起こり、物価の高騰により庶民の生

活は大打撃を受けています。現地通貨レバノンポンドと
米ドルの為替レートは半年で6分の1まで下落し物価が

数倍に高騰、パレスチナ難民やシリア難民はますます生

活が厳しくなっているのです。

パレスチナ自治政府も深刻な経済危機に陥っていま

パレスチナ自治区
（自治政府の管理下）
イスラエル
イスラエル軍支配地・入植地
ヨルダン渓谷
（併合の危険）
ヨルダン渓谷のパレスチナの村
ヨルダン渓谷の入植地

す。自治政府の収入のかなりの部分を占める関税収入と

イスラエル内で働くパレスチナ人労働者の所得税はイス

ラエルが代理徴収していますが、その移管をイスラエル

が止めてしまっているからです。パレスチナ自治政府は

併合問題で妥協できない状況に追い込まれているだけ

でなく、財政危機が深刻化しているのです。パレスチナ

もレバノンも、他の地域と同じようにコロナ禍と経済危
機に苦しんでいます。

私たち自身が不安と恐怖を感じている中で、明るい
展望を示すことが難しい時期ですが、世界中の人たち
に共感し、連帯することがますます必要になっています。
2020年度もパレスチナ子どものキャンペーンは活動を
続けますので、引き続きご協力をお願い申し上げます。
皆様にはどうぞお元気でお過ごしくださいませ。
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パレスチナでの医療保健支援
2019年度も、障がい者支援、乳幼児への栄養支援、乳

●

がんの早期発見支援の3事業をガザ地区で継続しまし

人に研修やワークショップを実施し、医療機関・家

た。
●

戦争による負傷の後遺症や健康被害に苦しむ子ども

庭・地域で障がい者を支えることを可能にしました。

●

と若者588人に対して、訪問・通所で、理学療法など

啓発活動を通して、社会参加を促進しました。スポー

機能の維持・回復を得ることができ、46人が就労や

ツイベントも実施しました。
●

がガザから出て高度な医療を受けられるように補助

どを提供して日常生活の質の向上を図り、135人で食

しました。

事や移動などの日常生活動作が向上しました。

栄養失調を抱える乳幼児589人に医薬品を提供し栄

●

が完了し、残りの子どもたちの9割でも栄養状態はそ

●

養状態の改善を目指しました。その結果222人の治療

れ以上悪化しませんでした。

1,861人の女性の乳がん検診を実施しました。また患

者201人の化学療法など医療費の補助をし、140人

肢、歩行靴、スクーターなどの補助装具や紙おむつな

●

63人の身体障がい者が職業訓練や就職指導を受け、

12人が就労できました。また雇用者や一般市民への

のサービスを提供しました。その結果、200人が身体

復学・入学を果たしました。また、583人に車いす、義

医療従事者60人以上、患者・障がい者家族延べ818

12,000人以上のガザ住民に、
セミナー、家庭ミーティ

ング、SMSやパンフレットを通じて情報を提供しました。
ピンクリボンのイベントや患者と家族のイベントを開

きました。

栄養支援を受けた子どもたち

乳がん早期発見と患者支援

障がい者の職業訓練

検診車両

4

リハビリ・補助装具を受けた子どもたち

ガザと医療状況

民の生活は一層厳しさを増しているのです。
インフラも同様に制限されている。電力供給は、

1967年に占領されたガザは人口約200万人を抱

国際援助で時々改善するものの恒常的に不足してい

える密集地で、自治開始後も2007年以降イスラエル

るため、人々の命を守る医療にも大きな影を落として

の軍事封鎖下にあるなど、人や物の移動が著しく制限

おり、病院では電気で稼動する医療機器が十分に使

されており、経済活動も停滞しています。ガザの経済

用できず、人工透析などが必要な患者はとくに生命の

分野への投資は不十分で経済の立て直しは未だ進ま

危機にさらされています。また、ガザ域外から物資の

ず、ガザの失業率は54%、貧困率は53％に上昇して

搬入は厳しく制限されていますが、医療物資も例外で

います。しかし米国の拠出金停止によるUNRWAの

はありません。医療機器、医薬品、補助装具などが不

資金不足など国際的な支援が著しく減少する中、ガ

足しており、医療物資も国際社会からの援助に頼らざ

ザでは人口が増加し、ニーズも増加しているため、市

るを得ない状況にあります。

5

パレスチナでの教育支援
小学校での理科教育の推進
2019年度もベツレヘムとガザで、小学校の理科教育支
援を継続しました。
●

問題を抱える16の公立小学校で理科室の修繕や資

機材を提供し、設備面の整備をしました。

● 教員32人にカリキュラムに対応した実験、
児童中心型

指導法を研修し教材を作成しました。また教員を支

科学館への遠足

援できるよう校長の能力強化など指導環境の改善も

行い、理科教育の質的向上に取り組みました。
●

2,300人以上の児童が遠足や研究発表などを含めた

自由研究発表会

新しい経験を共有しました。
●

パレスチナの脆弱地域の小学生が実験・観察を通し

て主体的に理科学習に取り組むことのできる授業づ

くりを進め、中長期的には地域の5・6年生の理科にお

ける学習成績の向上に貢献することを目指しています。

教員研修

パレスチナの教育が抱える問題
パレスチナ自治政府教育省の統計によると、自治
区内の学校の3割は理科室や図書室がありません。
予算不足により多くの学校で校舎の修復や増築がで

の70%に影響を与えています。またイスラエル政府
から運営中止の勧告を受けたり、取り壊されたりする
学校もあります。
子どもの数が特に多いガザ地区では、西岸の自治
政府とガザを実効支配しているハマス政府との対立

きない状態で、必要な備品は十分に支給されておらず、 から、教育予算の不足がより深刻です。児童数の増加
教育の質に大きな影響を及ぼしています。加えて、予

に対して新規校の建築が間に合わず、ガザの小学校

算不足で教員の給与が削減され日常的な遅配や減配

の70％が二部制で運営されており、授業時間が大幅

などにより、
教員のモチベーションが低下しています。

に不足しています。また、断続的な停電は学校運営や

ヨルダン川西岸では、パレスチナ自治政府の自治

家庭学習を妨げ、児童の集中力低下にもつながってい

権がおよばずイスラエル軍の実質的な支配下にあるB
地区とC地区（全体の6割占める）が存在しますが、
B、
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ます。
かつて、パレスチナは周辺のアラブ諸国に比して、

C地区では学習環境の確保と学校へのアクセスが問

識字率と教育水準の高さを誇っていましたが、現在の

題になっていて、登下校時のイスラエル軍による児童

パレスチナでは、初等教育における学習内容の定着

への身体検査や、学校近くでの発砲等は、西岸の児童

に大きな課題を抱えています。

アトファルナろう学校と聴覚障がいを持つ子どもの教育支援
●

ガザ市に位置するアトファルナろう学校は、当会と地

元の女性たちが1992年に設立したガザ初のろう学校

で、幼児から中学生までの300人が通学しているほか、
聴覚障がい者の職業訓練を実施しています。パレス

チナでは公的な障がい児教育がほとんどなく、NGO
が支えています。

●

2019年度も、小学校2年生クラス8人と6年生クラス

10人を支援しました。アラビア語(国語)、算数、英語、
理科などの学習のほか、図画工作、劇、パソコン、アニ

メ製作などの課外活動がありました。特に公立学校と
連携して実施した課外活動は、聞こえる子・聞こえな

い子の垣根を越えて交流する機会となり、子ども達の

ナワール児童館

心理的壁を取り除くことができました。また、学年をこ

えて活動することで、子ども達がより楽しめる活動を
実施できました。

親子で本を読むイベント

ガザでは20万人近い子どもが心理サポートを必要とし

ていると言われています。南部ハンユニス市の貧困地区

にあるナワール児童館は、当会と現地NGOが協働して

2006年に開設しました。児童館では子ども達が主体と

なって活動を行うことを重視しており、指導員とともに子

ども達自身が活動の計画や運営を担っています。また参

加型学習にも力を入れており、
その知見を地域の学校に

広める活動も行っています。
●

音楽、図工、運動、演劇、パソコン、遠足等のレクリエ

ーションを実施し、心理面・行動面の問題を解消し、

ス解消、自尊心の向上を図っています。親子一緒に参

習授業実施により、子ども達の学力を支えました。

極的な参加を促しました。

社会性・協調性・リーダーシップを育みます。また補

●

母親対象のワークショップや講習会を実施し、ストレ

加するイベントを開催するなど、地域や保護者の積

子どもたちの写真プロジェクト

村のすぐそばを高圧電線が通っているが、
村には電気が供給されていない

イスラエル南部のネゲブ地域には、行政から認められて

いない「非承認村」とよばれるベドウィンの人たちの居

住区が多く存在しています。非承認村では学校、診療所、

電気や水道などのインフラが提供されず、建物の建築

許可も得られないため、何世代にもわたってその場所に

住んでいたとしても無許可建築物として、政府によって

家屋破壊が日常的に行われます。ベドウィンの多くは、
経済的にも厳しい生活を強いられており、
十分に教育を

受けていない子どもも多く、ネゲブに暮らすベドウィン

の子ども達の70%が貧困であると言われ、子ども達の身
体・社会性・認知・感情など、様々な機能の健全な発達

に大きく影を落としています。

● 非承認村で暮らす子ども達にカメラを提供し、
写真の

撮り方を指導するワークショップを実施し、自分の村

やネゲブ地域の人権問題について考える機会を提供

しました。
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レバノンでの難民支援
2019年度も、レバノンに暮らすパレスチナ人シリア難民、

●

レバノン在住のパレスチナ難民、シリア難民などの支援

19か所（合計人口25万人以上）へ歯科機材を提供し

を継続しました。
●

2018年に引き続き、レバノン山間部のパレスチナ難民

計1,550世帯に対し、食糧の配布（2回）と冬場の暖
房用燃料の配布（2回）を実施しました。食料配布で

は、人々が日常生活で欠かせないものや、栄養価の

高いもの、人々の食文化に合ったものを選定しました。
燃料配布では引き換え券を配布し、受けとった人は

所定のガソリンスタンドへ行き、灯油を受け取りまし

た。新型コロナ感染拡大により食糧危機が進んだこ

2018年度に引き続き、シリア国内のUNRWA診療所

ました。
●

シリアで心理サポートに従事する32人の研修を実施

し、また母親478人と子ども670人が心理サポートの
ワークショップに参加して、ストレスケアを受け、自己
肯定感を高めることができました。また子ども170人

が学習支援と課外活動に参加しました。

山岳地帯での生活

とに対応して、山岳部とベイルートの難民キャンプで

合計2,500世帯にラマダン明けの食料配布を実施し

ました。
●

219人を幼稚園で受け入れ、293人を補習クラスで受

け入れました。
●

保健医療支援として、歯科で4,300人以上の子どもの

健診、3,400人以上の治療、児童精神科で精神科医

と臨床心理士が1,835回以上の診療を継続しました。
また産婦人科を371人以上が受診しました。

●

現地で支援が不足しておりニーズが高い心理社会的

支援の中でも、集中的な人材育成（19人）と偏見をな

くし予防を進めるために地域社会への広がりを目的
とした活動（参加者2,347人）を開始しました。

●

118人の妊産婦が育児ワークショップに参加し、別に

83人の女性がストレスケアのワークショップに参加し

ました。
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ベイルートの
難民キャンプ

幼稚園

幼稚園

女性ワークショップ

育児支援

レバノンと難民問題

研修

就業を禁止されているほか、不動産を所有することが
できないなど雇用や経済活動の機会が制限されてい

レバノンでは2019年に入り、長年続く財政難や経

ます。特に2019年6月にレバノン政府が外国人労働

済失政の影響が徐々に表面化し、物価高騰や現地通

者の取り締まり強化を発表してからは、パレスチナ難

貨レバノンポンドの下落といった形で、国民生活が脅

民が解雇される例も複数報告されており、
労働許可証

かされています。レバノンの政府債務残高対GDP比

を持たないほとんどのパレスチナ難民の就労がより

は150％を超え、脆弱な経済構造のもと、2019年は

一層困難となり、レバノン全体では52.5％のパレス

マイナス成長となり、3月には債務不履行に陥ってい

チナ人シリア難民が就業しておらず、貧困ライン以下

ます。

で生活する世帯が89％に上っています。

1948年以来多くのパレスチナ難民（現在約27万

パレスチナ難民の生活の糧となっているUNRWA

人）が暮らすレバノンには、2019年10月末時点で

は、2018年8月に米国が資金拠出の停止を発表し

約92万人のシリア難民（うち約2万9千人はパレスチ

たことから未曾有の資金不足に陥っており、安定した

ナ人シリア難民）が流入し、総人口の3割近くが難民

支援の継続が危ぶまれていて、パレスチナ人シリア難

という混迷状態になっています。

民向け食糧用現金支給を一時的に停止するなど、予

レバノンではパレスチナ難民は30以上の職種への

断を許さない状況が続いています。
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国内事業
様々な活動に今年度も多くのボランティア・支援者の皆さまにご協力・ご参加いただき、誠にありがとうございました。

2019年度も、子どもたちや家族を取り巻く厳しい現状と当会の支援活動を、様々なイベントやメディアを通じて紹介・
発信しました。特に、パレスチナをもっと身近な存在として感じてもらえるように、伝統文化や暮らしを紹介する展示会

や映画上映会、お料理会、刺繍のワークショップなども行いました。新規の取り組

みとして、百貨店や「フジロックフェスティバル」などへの出店、カード決済を導入し

ました。

台風19号による水害被害に見舞われた福島県いわき市で、11月に社会福祉協

議会の活動にボランティアのべ10人が20日間参加（泥かき、ごみ出し、ごみ運搬、
避難所手伝い等）し、
その後、12月と2月に平窪地区で炊き出しを実施しました（計
450人分）。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、3月以降の活動は中止しました。

会報誌「サラーム」

いわき市での炊き出し

タトリーズ刺繍販売

『サラーム』発行

4,000部
60人

4回
17回以上

百貨店など
催事・POP UP

ボランティア

イベント出展

講師派遣、出前授業、交流イベント

講師派遣、
出前授業
参加者

20 回

数千人

国際協力・交流系イベント
への出展
ボランティア
参加者

70人

数千人

情報提供・開発教育
インターネット広報

団体・学生受入

活動報告会

講演会・主催イベント

15万人〜
3 回150人以上

5 校 50人以上
3 回 250人以上

2019年度も多くの個人の方々と団体にご支援・ご協力をいただきました。なお、個人の方々のお名前は省略させていただきました。
ご支援・ご協力いただいた団体（順不同）
外務省、
（特活）
ジャパン・プラットフォーム、国連人口基金、国連パレスチナ難民救済事業機関、
（特活）
アーユス仏教国際協力ネットワーク、
あけ
の星会、いくの生活ともの会、大阪友の会、学校法人香蘭女学校、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会、聖ヨセフ会ベタニア修道院、
（有）センインター
ナショナル、
ソフトバンク
（株）、
（株）
テーブルクロス、西宮公同教会、
日本キリスト教協議会、
日本基督教団上大岡教会、
日本聖公会東京教区事
務所、
日本聖公会東豊中聖ミカエル教会、
（公財）パブリックリソース財団、生活協同組合パルシステム東京、パルシステム埼玉、
（合社）パレスチ
ナ・オリーブ、
（一社）
ピースボート災害支援センター、
（有）ふじもと薬品、立教池袋中学校・高等学校、学校法人立教女学院、
アトリエ久家、
（株）
いぐれっく、神楽坂椿屋、cafeどんぐりの木、GIFTEARTH、
ギャラリー古島、京急百貨店上大岡店、信州イスラーム世界勉強会、髙島屋横浜店、
タ
ッチアンドフロー、
（特活）地球市民交流基金アーシアン、toaru、東京聴覚障がい者支援センター、
日本中近東アフリカ婦人会、
（一社）函館ＹＷＣ
Ａ、株式会社遥懸夢、ハンドクラフトショップ楓杏、
フジロックNGOヴィレッジ、水戸京成百貨店、有隣堂横浜西口店 ほか
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決算報告

＊当会では、矢崎公認会計士事務所の会計監査を受けています。

2019年度 貸借対照表 2020年3月31日現在

2019年度 活動計算書 自2019年4月1日 至2020年3月31日

資産の部
流動資産
現金
普通預金
現地現金
現地預金
外貨普通預金
定期預金
売掛金
未収金
輸入棚卸資産
国内棚卸資産
前払 費用
仮払金
流動資産合計
固定資産
保証金
固定資産 合計
資産の部 合計

経営収益
受取会費
受取寄付金
受取助成金等
ジャパンプラットフォーム助成金
外務省補助金
国連他助成金
事業収益
その他収益
経常収益 計

（単位：円）

486,693
296,457,954
2,219,013
7,288,306
1,443,999
3,027,842
50,580
253,210
2,740,112
423,891
1,167,793
219,580
315,778,973
954,158
954,158
316,733,131

負債の部
流動負債
未払金
未払費用
事業費前受金
預り金
未払法人税等
流動負債 合計
負債の部 合計

52,319,448
26,678,464
178,538,951
341,762
70,000
257,948,625
257,948,625

正味財産の部
正味財産
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 合計
正味財産の部 合計
負債・正味財産 合計

その他の
子ども支援

難民支援

60,081,990
△1,297,484
58,784,506
58,784,506
316,733,131

国内
事業

事業費の
内訳

（単位：円）

経常費用
事業費
現地事業費
人件費
業務委託費
旅費交通費
売上 原価
通信運搬費
為替 差損
消耗品費
印刷製本費
その他諸経費
事業費 計
管理費
人件費
地代家賃
業務委託料
その他諸経費
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額
経常外収益
経常外収益 計
経常外費用
経常外費用 計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
経理区分振替額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

4,350,000
49,896,145
314,947,446
258,644,783
42,829,805
13,472,858
6,135,906
285,654
375,615,151

287,153,643
51,334,347
5,633,333
5,421,783
3,624,970
2,621,178
1,762,185
1,571,308
1,111,196
3,458,318
363,692,261
3,939,607
3,767,040
2,967,091
2,476,638
13,150,374
376,842,635
△1,227,484

0
0
△1,227,484
70,000
0
△1,297,484
60,081,990
58,784,506

パレスチナ
保健医療支援

パレスチナ
教育支援
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表紙・裏表紙：
ナワール児童館の子どもたち

特定非営利活動法人
（認定NPO法人）

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-23 豊ビル4階
TEL 03-3953-1393 FAX 03-3953-1394 Eメール info@ccp-ngo.jp
ホームページ https://ccp-ngo.jp/ Facebook パレスチナ子どものキャンペーンnew
※当会は認定NPO法人です。当会へのご寄付は税金の控除が受けられます。
郵便振替口座 00160-7-177367
みずほ銀行 高田馬場支店 普通 8030448
三井住友銀行 目白支店 普通 6852351 三菱UFJ銀行 目白支店 普通 0152056

