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Ⅰ

農業と環境の支援
パレスチナ・ガザ

占領と封鎖によって産業基盤が破壊されたガザ地区では、
人口の8割が
援助物資に頼った生活をしているため、
農業などの生産活動と経済活動を
活発にすることが重要です。
しかしガザ農業は土地と水の不足、
水質悪化などの環境問題、
農薬や肥料の過剰な使用、
農業技術の不足、
封鎖による流通の停滞などの問題を抱えています。
2009年より農業復興と環境保全、
経済自立のために現地のNGOである
パレスチナ農業開発協会と協働でガザでの農業支援を続けています。

人材育成

たり、
農家からの聞き取り調査をするなど、
実務レベル
での活動にも従事して経験を積むことができました。

 大学農学部卒業後3 ～ 5年以内の若者を対象に10か
月の環境保全型農業研修を実施。特に大学の実習農
場が2009年以来破壊されたままなので、農業実習に
重点を置いてガザの農業専門家を育成（3年間で計
56人）しています。その結果、最初の2年間の研修修
了者35人のうち23人がガザの農業関連分野に就職し
ました。
 3年目にはこれまで以上に実践的な研修を提供したほ
か、研修生が農家を訪問して資機材の配布や設置をし

農業技術の伝播

ました。
 地元では農薬を過剰に使いすぎるため、農薬の適正使

 毎年60名の篤農家に3カ月の研修を実施しました。

用によって作られた作物をレストランなどに卸し、安

各農家は早速ガザ各地で環境保全型農業を自ら実践

全性の高い野菜のプロモーションを進め、販売を通じ

し始めています（3年間で合計174人）
。

て現地NGOの活動資金にしました。

 研修参加農家は自ら実践するだけでなく、周辺の他の
農家へ知識や技術を広めています。その結果、多くの
農家がコンポスト、節水農業、減農薬・減肥料、薬草・
ハーブ栽培などを実践しました。
 実習農場の栽培展示も農家の間で話題となっており、
てん じ

ほ じょう

訪問者が増えています。実習農場に展示圃場を開設

し、実際の取り組みを紹介するオープンデイを実施、
農家や農業関係者ら800名以上が育苗、接木技術、節
水灌漑、
試験栽培などを見学しました。
日本から派遣した樹木医が2月に現地で農家や若手
技術者への研修を実施、農家訪問や、現地スタッフへ
の技術指導をしました。また簡易土壌水分計の課題
や不具合についても日本の専門家からの助言を受け
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育苗と配布による農地復興
野菜苗550万苗、果樹・緑葉樹21,900本を生産（3年
間合計：野菜苗803万苗、
果樹苗61,700本）

残り、厳しい環境や土壌伝染病への耐性を見せたため、
購入希望農家がかなり出てきています。

 生産した野菜および果樹苗は1,920の小規模農家へ
配布（約6,800アール相当分＝ガザ耕地面積の約1.7%
に相当）しました。

玉ねぎ、セージ・タイム、ズッキーニ、唐辛子、ナス、ト

樹木は学校、国連、

マト、メロン、キュウリ、スイカ、イチジク、ザクロ、ブド

NGOなどの施設

ウ、
アーモンド、
グアバ、オリーブ、
シトラス、
リンゴ、常

に配布し、緑化を

緑樹など。

 野菜接木技術は2年目に確立し、3年目はトマト、キュ

促進しています。

ウリ、スイカ、メロンの接木51,700苗の生産ができま
した。12月の寒波・豪雨の際にも接木苗だけは生き

節水型農業の普及
ガザでは水問題が非常に深刻ですが、これまで地元の
農家は過剰な水使用を行ってきました。そこで、簡易
土壌水分計を使った適正灌漑指導を実施しました（3

やマニュアル作成などに力を入れ、農家が自立して設
備を使えるようになりました。

 将来を考えて下水処理水の農業用再利用の啓蒙活動
を開始し、
ガザで建設途中の新型下水処理場の見学会
を行い多くの農家に参加してもらいました。参加者

年間で171農家）
。

は再処理水

うになり平均約60%という非常に大きな節水効果を

に積極的な

 簡易土壌水分計の導入後は、
適正な灌水量が分かるよ
出せました。節水によって病害虫の減少、施肥の効率
化などの副次効果も現れ、農薬・肥料使用量の減少な
ど営農コストの削減にもつながっています。

台所・風呂からの生活排水を果樹栽培へ再利用する

の農業利用
考えを持つ
ようになっ
ています。

設備を新たに5件設置。土壌と水の分析を行い再処
理水の安全性も継続的に確認。設備のメンテナンス

農業普及に向けた
様々な取り組み
ガザの農業関連イベントに出店／節水や再処理水利
用に取り組む農家の農場に掲示板を設置／節水農業
や再処理水利用を啓蒙するポスターの作成と配布／
接木技術の紹介・普及リーフレットの作成と配布／節
水農業の成功例集の作成と配布／簡易土壌水分計マ

修 教 科 書 ）の作 成
と配布／新聞やテレ
ビなど多数の現地メ
ディアからの取材を
受けました。

ニュアルの作成と配布／環境保全型農業ガイド（研

今後の課題

育苗事業の採算が取れるよう
になるためには、接木の元にな

る土壌病に強い在来種の種子が必要です。残念なが
ら現在のガザでは見つけることができないため、他の
地域で代わりになるものを探すという課題が残って
います。

2014年7月に勃発したイスラエル軍のガザ侵攻で
農場にも被害が出ていますが、グリーンハウスなど主
要な資機材への影響はそれほど深刻ではなく安堵し
ています。しかし、
ガザ全体で見たときには、
多くの農
地が破壊され、人的な被害も多く、ガザの農業復興が
また後戻りしたことは否めません。
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Ⅱ

子どもと家族の支援
パレスチナ・ガザとレバノンの難民キャンプ

パレスチナでは人口の過半数が15歳以下の子どもたちです。
しかし多くの子どもたちが
戦争の被害を受け、
占領による人権の侵害や貧困の中で生活をしています。
また、
パレスチナ人は65年以上にわたり難民生活を余儀なくされていて、
その数は世界の難民の4人に1人です。
パレスチナ子どものキャンペーンでは、
1986年より
こうした子どもたちの教育や保健支援をガザ地区やレバノンの難民キャンプで続けています。

ガザ

アトファルナろう学校
ガザ地区のアトファルナろう学校で11名の教員支援
を継続しました。アトファルナろう学校は幼稚園から
中学校まで、3歳～ 15歳の350人が通学し、加えて70
人以上の職業訓練生も在籍しています。なお職業訓
練で作られた製品を日本でも販売しています。当会
の支援は1992年の開校以来22年目になりました。
9月に日本人画家2名がアートワークショップを実施、
小学生100人以上がクラフトや絵画のプログラムに参
加しました。また、環境ワークショップを実施。太陽
電池を使った理科実験に中学生40人が参加しました。
農業支援事業とアトファルナろう学校をつなぐ支援
ができました。農業事業からトマトやキュウリ、なすな

ナワール児童館
ガザ地区ハンユニスの児童館の運営を継続支援しま
した。
（2005年～ ）
レクリエーション、
スポーツ、
演劇、
ダンス、
児童館では、
アート、写真、アニメーション、補習クラスなど多彩な
文化・教育活動を地域の小学生200人以上に提供して
います。
近隣の小学校の児童を児童館に招いてのイベントや

展示会、小学校教員の能力強化研修など、公教育との

連携を強化しました。クラフト作りや料理教室などの
母親活動も実施し、毎月100人以上のお母さんが参加
しています。
9月に日本人画家2名が現地でアートワークショップ

を実施、小学生200人がクラフトや絵画のプログラム
に参加しました。また児童館の子どもたちによるコラ
ージュ作品「海はつながっている」を大槌町こども
センターに寄贈しました。
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ど低農薬野菜を提供して給食を実施。また農業事業
の専門家による環境ワークショップには小中学生152
人、親40人が参加しました。実習農場への遠足と育
苗体験や食の安全性について体験学習を実施し、
小学
生80人が参加しました。聴覚障がいの子どもの多く
はこれまで農業に接する機会がなかったので、その体
験は新鮮で、
農家になりたいという子どももいました。
ガザの青少年スポーツ文化庁より優れた活動をした

団体としてアトファルナろう学校が2位に選ばれまし

た。聴覚障がい者
が中心に運営して
いるアトファルナ
レストランが1周
年を迎えました。

2月に環境ワークショップを実施。太陽電池を使った
理科実験に小学生20人が参加。また農業専門家が環

境ワークショップを実施。水の循環やガザの水不足
問題、日常での節水についてのワークショップに小学
生14人、
母親など10人が参加しました。
農業事業の実習農場への遠足と育苗体験や食の安全

性について体験学習を実施し150人以上が参加しま

した。水など環境問題のワークショップを実施。また
農業事業より提供された樹木苗を子どもたちが植樹
し世話をしています。
子どもが書いた物語をも
とにした絵本5冊を出版

しました。またアニメー
ションも製作しています。
青少年スポーツ文化庁

より優れた活動団体とし
てナワール児童館が4位
に選ばれました。

レバノン難民キャンプ

子ども歯科
公的な医療サービスを受けられず、また国連によるサ
ポートも十分ではない難民の子ども達の歯科保健を、
レバノンのNGO「子どもの家」と協力して20年以上
継続支援しています。
2013年度はシャティーラ難民キャンプの子ども歯科
診療所の改修工事と老朽化した歯科機材の交換、従
事者の人材支援、歯科材料の提供、子どもやコミュニ
ティへの歯科保健の普及、また日本人専門家による現
地でのワークショップを実施しました。同キャンプに
流入しているシリア避難民の子どもや家族にもサー
ビスを提供しています。
年間の受診者は約4,000人（うち幼児の検診約1,200
人）
。保健教育実施約1,000人。
近郊の3つの難民キャンプに住む子ども、住民、またキ
ャンプ周辺に住む貧困層の患者が診療に訪れていま
す。狭く暗い環境、非常に劣悪な水質や電気事情に悩
まされながらの診療は厳しいものがありましたが、改
修により診療所内が明るくなり、また機材が一新した
ことで、よりスムーズな活動ができるようになり、今後
10年間は同施設での診療が可能と予想しています。

ャンプの幼稚園（計40クラス）の幼稚園児や、
「子ど
もの家」の活動に参加している小学生に対して、歯の
健康、歯ブラシの正しい使い方、歯や健康によい食べ
物、悪い食べ物などをテーマに、ゲームや歌、アニメ映
像などを教材として学ぶ機会を提供。収入の不安定
な難民キャンプでは栄養のバランスが悪く、歯磨きの
習慣がない家庭も多いので、親への呼びかけも行って
います。
5月には日本から歯科医師と歯科衛生士が訪問し、6

つの難民キャンプの歯科医師、看護師15人を対象に
歯周病と細菌感染・全身疾患について、歯科疾患と社
会環境について研修を実施しました。

また「予防教育の大切さ、口腔や唾液の機能につい
て」の研修には、
幼稚園や補習クラスの指導員58人が
参加し、日頃子
どもと接してい
る立場から、ま
た子どもを持つ
母親の立場から、
様々な疑問や活
発な意見が出さ
れました。

健康に育つためには、一人ひとりの意識付けが重要と
考え、歯科保健の普及にも力を入れています。難民キ

補習クラス

支援も必要になっています。またパレスチナ難民の
若い人たちは、海外に移住することで将来の安定を目

2013年度も継続した支援を行いました。補習クラス

指すため、教育水準の高いスタッフの交代がしばしば

レバノンの教育カリキュラムでは小学校1年生から母

っています。

の事業は15年近い実績があります（参加者250人）
。

語であるアラビア語の他に英語も導入されるなど、子

どもたちにとっては非常に厳しい条件があり、特に難
民キャンプでは家庭での学習支援が得られないため、
多くの子どもがドロップアウトしてきた過程がありま

起きます。そのため新しい指導員の研修が必要にな
この補習クラスは全く新しい事業として2001年に始

まりましたが、最近ではキャンプ内でも他の団体によ
る補習クラスができてきているので、クラスの規模は
相対的に以前よりも小さくなっています。

す。
学習保
2005年から本格的に開始した補習クラスでは、

障と同時に学童期の子どもたちにレクリエーションや
心理サポートもあわせて提供することで、子どもたち

が自己肯定感と復元力を自ら育てられることを目指し
てきました。この10年間の活動で、補習に参加した子
どもたちの8割以上が優秀な成績で義務教育を終える
ことができました。
最近では、シリア避難民の子どもと地元の子どもたち
が混合したクラスや地元の子どもたちのクラスなどの
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Ⅲ

緊急の支援
シリア内戦の激化により、
レバノンには避難民100万人が流入。
レバノン国内のパレスチナ難民キャンプにもシリアからの避難民が激増しています。
2013年はレバノンのパレスチナ難民キャンプに仮住まいする
女性と子どもの避難民世帯を対象とした支援をしました。

シリア避難民支援
2013年以降、シリアに住んでいたパレスチナ難民5万
人以上がレバノンの難民キャンプに避難していて、キ
ャンプ内の住民数は以前の7倍に膨らみ、劣悪な生活
環境は更に悪化して、国連からNGOに緊急協力要請
が出されるほど困難を極める状態に陥りました。これ
らのパレスチナ人は、同じ難民とはいえシリア人避難
民とは異なる待遇に置かれ、レバノンの滞在ビザなど
でも厳しい扱いを受けています。

キャンプ内では、食料・生活物資支援や保健・衛生状
態の改善が緊急課題となる他、
精神的外傷や生活不安
によるストレスの影響も大きな懸念事項として挙げら
れています。学校や幼稚園に通えない子どもも増加し、
居場所のない子どもたちがキャンプの路上でたむろ
する光景が目立つようになるなど、早急な対応が求め
られてきました。

当会では2012年秋にヨルダンでシリア避難民支援を
開始し、13年4月よりレバノンに活動現場を移しまし
た。長年のパートナーである現地NGO「子どもの家」
、
および専門的な心理ケア機関の「ファミリーガイダン
スセンター（FGC）
」と連携して進めています。

1 家庭訪問と食糧・生活物資の配布
難民キャンプ4か所（ブルジバラジネ、バダウィ、ラシ
ャディエ、ブルジシェマリ）で現地ソーシャルワーカ
ーが1,527世帯に家庭訪問を実施。うち1,373世帯に
対しては継続的な訪問を実施。地域の生活情報冊子
を作成・配布しました。また各世帯が抱える問題に応
じ、子どもの保育・心理サポート／医療支援・メンタ
ルサポートの活動を紹介し、これらを通じて、孤立し
がちな世帯のコミュニティ参加や地域におけるネット
ワークの強化を促し、孤立感の軽減と安心感の増強を
図ると共に、支援を必要とする人が取りこぼされるこ

剤、蚊よけスプレーなどを配布。またガレージなど特
に劣悪な住環境の世帯には扇風機も配布しました。
越冬対策として10月と3月に、
食糧の他、
毛布やストー
ブなどを配布しました。

2 幼稚園・学童クラブへの受け入れと
心理サポート

4つの難民キャンプで子どもたちが安全で安心できる
日常的な居場所の提供、トラウマやストレスの緩和を
目的とした幼稚園・学童クラブへの受け入れとして、
新規クラス開設、時間割の工夫等によるクラス数増加
支援、イベント開催、心理サポートを実施。2,885人の
子どもたちが参加しました。

シリアとレバノンでは学習の進度が異なるため、授業
についていけず不登校になる子どもが多いため、補習
クラスでは特に英語に力を入れました。

子どもの多くがトラウマ症状を抱えていたため年齢ご
とに心理サポートを実施。10歳以下は絵や工作など
の表現活動に、11歳以上は学習を通じて自尊心を持
てるような内容を実施。このほか、サッカー教室と試
合、夏休みの遠足、日本のアニメ上映会、ベイルート国
際マラソン大会への参加、合唱や演劇のクラス指導と
成果発表会などを実施しました。

とがないようにセーフティネットの基盤としています。 保護者からは、子どもの表情が明るくなった、外出を

5 ～ 7月にかけては、
米、
砂糖、
茶、
牛乳、
チーズ、
牛肉缶
詰、食用油、豆、石鹸、シャンプー、生理用品、食器用洗
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恐れることが少なくなったなどの報告があり、子ども

を安心して任せられる場所ができたことへの喜びの

声が聞かれました。またキャンプ住民との交流が生
まれ、知り合いが増えて心強いなどの声も聞かれ、母
親自身が活動に参加するなど積極的に変化するケー
スも見られました。

専門家から心理的問題に起因する子どもの問題行動
等について家族に説明をし、家庭とセンターが一体と
なって取り組めるよう体制を整備しました。保育者・
指導員の多くもシリア避難民で、活動に参加すること
で精神状態の改善を得ることができました。

3 保健支援
診療機会の不足や医療費負担の不安があるなかで、
特
にサービスの少ない歯科、
産婦人科、
および精神科・臨
床心理の分野で、
子どもの家、
ファミリーガイダンスセ
ンターの協力のもと保健支援を実施しました。
①歯科支援：ブルジシェマリ、
ラシャディエ、
バダウィ、
ナハエルバレド、
アイネヘルウェ
受診者数7,513人（治療3,047人、
検診4,466人）
。
幼稚園児への集団無料検診と歯科教育ワークショ
ップを開催し、全身の健康を左右する歯の健康の重
要性や歯磨きの習慣付け等を周知しています。ク
リニックには歯科材料費の提供を行っています。
②産婦人科：ブルジシェマリ、
ラシャディエ、
ブルジバ
ラジネ
受診者数866人。
女医の存在、患者の尊厳を尊重した丁寧な対応、守
秘義務の遵守などから評判が高く受診者が増加し
ていて、身体だけでなく心の悩みの相談を受けるケ
ースも多く見られます。
③精神科・臨床心理：FGCサイダ、FGCエルバス
精神科・臨床心理の受診者数2,201人。
待機リストが常時100 ～ 200人を超すほどの高いニ
ーズがあり、難民の増加に伴って更に受診者数の増
加が見られます。

専門家によると、顕著に見られるケースとして戦争体
験によるトラウマの他に家庭内暴力があります。また
過密な住環境が精神状態の回復を妨げたり、悪化の原
因となっているため、子どもだけでなく家族へのメン
タルサポートや介入なども行いました。

子どもたちが安全で精神を開放できる場所の提供、辛
い体験を受入れられるような環境作りが重要として、
現在の生活環境改善の必要性が指摘されています。
④女性向け心理サポート
対象地：ブルジシェマリ、
ラシャディエ、
バダウィ、
FGCサイダ、
ベイルート
女性を対象に各種ワークショップを開催、参加者数
733人

家庭内外における悩み（子育て、DV、非行、生活習慣
の乱れ、様々な障がい、学習、いじめ等）を共有する機
会を継続的に持ち、避難生活に伴う心的トラウマ、
PTSD等の症状等について専門家から広く示唆を受
けることで、実質的な問題改善を試みています。女性
たちに関心の深いテーマをとり上げることで、技術教
育の面と心理サポート、
仲間作りが可能になりました。

参加者からは、専門家に相談できてほっとした、地元

民には理解してもらえないと感じる悩みを共有でき
た、気兼ねなく話せる場所ができて嬉しいといった声
が聞かれ、普段は口にできず留め込んでいた気持ちを
吐き出せる機会になったことが窺えました。ワークシ
ョップをきっかけに地元民の友人ができたというケー
スもあり、定期的な会合が女性たちの居場所となり、
ネットワーク形成の機会となっています。またソーシ
ャルワーカーを対象にリラクゼーションのワークショ
ップを開催。避難民の深刻な悩みに日々接し対応す
るソーシャルワーカーも、自らも厳しい環境下にある
ため、臨床心理士がストレスの軽減方法等について指
導しました。
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Ⅳ

日本国内での事業

東北復興支援

岩手県大槌町の大槌

子どもが被災していて仮設住宅に生活し、家族や親族

町こどもセンターの

を失った子どももかなりの数に上ります。肉親を亡く

運営支援を継続しています。同センターは町で唯一

した子ども、思春期に入る高学年の子どもたち、
「発達

の児童館的な役割を担い、通常は小学校の放課後に、

障害」とみなされている子どもたちに対しては特に注

長期休みには全日開放しています。利用者は主とし

意深い支援を続けました。

て大槌小学校の児童で、大槌小学校の全児童約500人
の30％が登録をし、
毎日35 ～ 50人が利用しました。

町の教育委員会のかかわりも進んだほか、地域や外部
支援団体の協力がありました。夏休みの沢登り体験、

地元出身の保育士により、専門性の高い保育が実施で

春休みの動物園への遠足のほか、餅つき、七夕、流しそ

きました。震災から2年目のPTSDなどが出てくる時

うめん、クリスマス会など季節ごとの行事を楽しむこ

期の子どもたちと毎日向き合っています。ほとんどの

とができました。

パレスチナの
伝統工芸品などの販売

イベント

生活支援や自立支援のために難民キャンプの女性や
障がい者の作ったクラフトを買い取り、日本で販売し
ています。

2013年度も多くの支援者や関係団体の協力で、伝統
刺繍や木工製品の販売を通し、パレスチナの文化紹介
を行うことができました。イベント出店のほか、会報
サラームに同封したチラシによる通信販売、Webシ
ョップ販売、委託販売などを行いました。アトファル
ナの生徒の絵による年賀状の製作販売もしました。

会報発行など
サラーム96、97、98、99号を発行。各4500部。メ
ディアに載らない現地の様子を伝えることと、活動の
報告、人々の声を紹介することにポイントを置いてい
ます。また発送作業には多くのボランティアの参加を
得ています。
フェイスブック、
ツイッターなどを始めました。
ホームページから、会員やボランティア登録ができる
ようになりました。クレジットカードによるご寄付も
できます。
感謝

＊実施したイベント
（15回）
上映会：
「映像で知るパレスチナ」連続上映会開催（早稲田大
学ジャーナリズム研究会との共催 5月）／「サムニ家の子どもた
ち」上映＋古居みずえ監督トーク／「シリア避難民支援活動の報
告」／「スリングショットヒップホップ」
（ 一部）上映＋山本薫さん
［東京外国語大学講師］
講演＋フニさん
［在日コリアのラッパー］
／
「壊された5つのカメラ」
上映
講演会：
「二期目のオバマ政権と中東」高橋和夫さん［放送大
学教授］
6月）
「フルム・夢・パレスチナの子どもの絵画展」
（4月 横浜、7月 尼
崎、
3月 相模原。
パレスチナのハートアートとの共催）
チャリティイベント
「パレスチナに思いを馳せて」
（12月 東京）
現場からのスタッフ報告＋酒井啓子さん
［千葉大学教授］講演＋
ラビサリによるコンサート
西日本での活動報告会を開催しました（大阪、京都、名古屋、
宮崎、
福岡など。
各地の会員やユナイテッドピープル社などと共催）。
料理会や映画上映と現地報告会を組み合わせることで、新た
な層への働きかけにもつなげることができました。
イベント開催を、
学生インターンやボランティアが主体となって行い、若い層への働
きかけを積極的に行いました。
＊その他の参加イベント
（20回）
アースディ東京2013／インターナショナルフリーマーケット
（横浜）
／料理講習会（パルシステム東京）／第20回インターナショナルデ
ー
（関口教会）／第24回三鷹国際交流フェスティバル／グローバ
ルフェスタ2013（日比谷）同ワークショップ「数字で見るパレスチナ
問題」／パレスチナフェスティバル2013（板橋）／よこはま国際フェ
スタ2013／関口ルルド祭2013／日本中近東アフリカ婦人会チャリ
ティバザー／第1回関西アラブ音楽祭り
（京都）／ワールドコラボフ
ェスタ2013（名古屋）／祈り題目
（堀之内）／第25回武蔵野はら
っぱ祭り／平和募金団体交流会（パルシステム埼玉）／ワン・ワー
ルド・フェスティバル2013（大阪）／「平和のつどい」
（パルシステム
東京）／よこはま国際フォーラム2014 現地報告会「シリアとパレス
チナの子どもたち」

多くの会員、
支援者の皆様からのご寄付、
団体からのご寄付をいただきました。
あらためてお礼を申し上げます。
なお、
ご支援いただいた主な団体は以下の通りです。
外務省NGO連携無償資金、
NPO法人ジャパン・プラットフォーム、
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 国際ボランティア貯金、
生活協同
組合パルシステム東京、
生活協同組合パルシステム埼玉、
浄土宗平和協会、
NPO法人ドネーションシップわかちあい、
NPO法人国際協力
NGOセンター、
ひよこっち事務局、
日本聖公会北海道教区、
日本中近東アフリカ婦人会
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Ⅴ

決算報告

2013年度 特定非営利活動に係る事業
会計収支決算書
2013年4月1日から2014年3月31日まで
科

目

決

算

Ⅰ収入の部
１会費収入

4,495,000

２寄付金
（1）寄付金
（2）指定寄付金

23,803,881
5,524,109

３補助金

63,617,906

４各種助成金

58,839,836

５その他の収入
（1）事業収入（パレスチナ工芸品ほか）
（2）雑収入（為替差益ほか）

3,651,258
127,132

2013年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
2014年3月31日現在
科

目

当期収入合計（Ａ）

160,059,122

前期繰越収支差額

34,653,669

Ⅰ資産の部

194,712,791

1 流動資産

収入合計（Ｂ）

現金預貯金

（単位：円）
金

額

96,099,578

Ⅱ支出の部

棚卸資産

3,206,563

１事業費

前払費用

248,400

（1）海外事業

立替金
流動資産合計

アトファルナろう学校

1,814,000

ナワール児童館

3,808,850

エルサレム現地事務所

1,909,481

東京事務所敷金

子ども歯科

7,060,341

固定資産合計

心理サポートと補習（レバノン）

3,035,100

女性自立支援 （レバノン･ガザ）
子ども絵画指導

2 固定資産

資産合計

153,650

Ⅱ負債の部

136,410

１ 流動負債

農業研修および育苗事業（ガザ）

65,235,933

未払金

シリア避難民支援

57,405,136

未払費用

140,558,901
情報提供・開発教育・調査・提言
交流・イベント・ネットワーク
（各地）

事業費前受け
預り金

（２）国内事業
750,797
759,063

未払法人税
流動負債合計

会報発行

3,583,387

２ 固定負債

パレスチナ伝統工芸品普及

4,741,387

固定負債合計

東日本大震災復興支援

3,818,111

負債合計

13,652,745
東京事務所経費
当期支出合計（Ｃ）

7,385,423
161,597,069

1,380,000
1,380,000
100,983,229

3,600,000
1,532,644
51,880,572
197,728
70,000
57,280,944
0
57,280,944

III正味財産の部
１ 基本金

２管理費

48,688
99,603,229

２ 次年度活動準備金（繰越金）
３ 敷金

当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）

-1,537,947

正味財産合計

次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ）

33,115,722

負債及び正味財産合計

6,000,000
36,322,285
1,380,000
43,702,285
100,983,229
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