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理事長より皆様へ

ちょうど１年前の2010年度年次報告書の冒頭挨拶は、「確実な成長を目指して」というタ

イトルでした。2011年度のJANICの活動が、このタイトルにある「確実な成長」となった

かどうか、ここで活動のごく一部を振り返りつつ2012年度を展望したいと思います。

2011年３月11日の東日本大震災発災後の被災地での救援・復興活動として、まず宮城県、

次に岩手県に事務所を設置し、現地で支援を行うNGOや他のネットワーク組織との協力の

もと活動を展開しました。現地組織およびNGOの活動が軌道に乗ったことを受け、JANIC

としては両県での事業を縮小した一方で、被災の状況が深刻、かつ復興の目処が立たない

福島に事務所を設置し、本格的な支援を開始しました。今後は、これまで実施してきた内

外のアクターや資源を結び付ける活動に加えて、福島での状況をモニターし、NGO・NPO、

そして住民の方々の動きを世界に向けて発信することにも力を注ぎます。

NGOの社会的責任向上を目的としたアカウンタビリティ・セルフチェック2008は、開始以

来３年目を迎え、年度末までに正会員の97団体中56団体にチャレンジしていただきました。

この過程で皆様から様々なご助言や指摘を頂戴しました。それらをしっかり受け止め、2012

年版のアカウンタビリティ・セルフチェックを完成させる作業を現在鋭意進めています。

他セクターとの連携では、（財）自治体国際化協会との協働事業である市民国際プラザの

活動に加えて、「ひろしま平和発信コンサート」の実行委員への参加を通じて「国際平和拠

点ひろしま構想」策定をお手伝いするという新しい経験もさせていただきました。これを

きっかけに、広島県とは「新しい公共支援事業」などの協働が生まれました。

社会に対する発信や提言ですが、2010年度の５回から大幅増加して、2011年度に13回の

声明や要望を出しました。この背景には、東日本大震災やODA減額、そして11月に韓国の

釜山で開催された援助効果に関する閣僚級会議などがあります。

組織としては、懸案だった認定NPO法人の申請を2011年度に行い、2012年５月に認定を

取得することができました。JANICに寄付される方が、大きな税額控除を受けられるよう

になりました。しかし昨年度の財政が、期待したほど安定しなかったことは課題です。

2012年度のJANICは、さらなる「確実な成長」を遂げたいと思います。これをさらに進

めていくため、皆様、どうかよろしくお願い申し上げます。
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ごあいさつ

特定非営利活動法人

国際協力NGOセンター（JANIC）

理事長



JANICについて

JANICとは
飢餓、貧困、人権の侵害から解放された、平和で公正な地
球市民社会の実現を目指して1987年に設立されました、
日本の国際協力NGO団体を正会員とする、日本有数のネ
ットワーク型国際協力NGOです。

JANICの理念
平和で公正な地球市民社会の実現に貢献します。

JANICの使命
人々の貧困からの脱却、自立的発展、基本的人権の擁護、
対立・紛争の解決、地球環境の保全等に向けて、国際協力
を行う日本の市民社会組織（NGO）の活動の促進および
強化を図ります。

NGO行動指針
私たちが住む地球社会は、相互依存を強めるとともに、

貧困、飢餓、難民、過剰消費、環境破壊、人権侵害、性差
別など、様々な課題を抱えています。市民の主体的・自発
的な参加に支えられて国際協力に携わる私たち市民組織
（NGO）は、地球的な視野に立って、そうした国境を超え
る問題に、非政府、非営利の立場から取り組んできました。
ここに、賛同する私たちNGOは、世界的にも、国内的

にも高まっている私たちNGOへの期待に応え、社会的な
責任と役割を果たすため、互いに協力しつつ、次のような
指針に沿って自らを律し、行動することを表明します。

1. 自立への協力

途上国の人々をはじめ、特に社会的に弱い立場に置かれ
た人々が、自らの潜在力を引き出し、依存心を強めること
なく自活・自立することができるよう協力します。
2. 対等なパートナーシップ

途上国などの人々やNGOと対等なパートナーシップを確立
し、互いの価値観や文化を尊重しつつ、自由な意見や情報
の交換を行います。
3. 地球市民学習

途上国の人々が直面する問題には、先進国に住む私たち
にも責任があることを認識し、南北問題など地球規模の問
題についての理解を深め、自らの生活のあり方や意識を見
直すために、地球市民としての学習を進めます。
4. 政策提言

政府・地方自治体や企業をはじめ、広く社会に対して、
人間の尊厳が保障される持続可能な社会の実現に向けて、
建設的な提言を行います。
5. 開かれた組織運営

広く市民の参加を求め、民主的な組織運営を行うととも
に、自らの理念、目的、活動内容、活動結果などについて
情報を公開します。
6. 厳正な資金管理

市民の善意に基づく寄付金や公的な資金を厳正に管理す
るとともに、効果的に活用し、その使途を適正に報告します。
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事業報告

東日本大震災の発災を受けて、JANICでは仙台市、遠
野市、福島市に連絡事務所を設置し、駐在員を派遣して情

報収集や連絡調整にあたりました。被災地の状況や救援に
関する情報は、情報交換会、メーリングリスト、ホームペ
ージなどで共有され、JANIC会員団体、企業、助成団体
などが、支援先や新たな協力関係を見つけることにつなが
りました。特に、海外からの支援団体、リソースや経験が
乏しい新規に活動を開始したNGO、企業などが震災支援
への関わり方を模索している場合も多く、有効に機能しま
した。
地方事務所では、キャパシティが十分ではない地元組織

へ外部リソースをつなぐ支援や、プロジェクトを立案する
支援などを通じた協働の促進を図りました。また、資金的
（東日本大震災活動支援まとめて募金）、物的（携帯電話の
無償貸与やパソコン、被災地地図の無償供与など）、人的
なリソースの提供も行い、被災地で活動するNGOや現地
組織の活動を後方支援しました。
そして 般市民に対するNGO活動の広報と理解促進や

今回の教訓と次の大災害への対応に関する提言の取りまと
めを目的として、震災支援に関わるNGOの活動を記録し
た報告・提言書とDVDを発行しました。課題の取りまと
めにあたっては、アンケート調査、インタビュー、座談会、
ワークショップやシンポジウムなどを通じて、今回震災支
援に参加したNGOの意見を集約しました。
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東日本大震災支援活動
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今回不十分であったと反省されたのは、公的機関と市民
組織との連絡調整でした。政府や行政機関、地元組織との
調整は、種々の調整・連絡会議を通じて行いましたが、お
おむね情報交換に留まり、課題として残りました。NGO
を含む市民社会の関わりが公的な認知を受けて、関与の枠
組みが事前に合意・準備されていれば、支援活動の調整は
よりスムーズに行われ、国際協力NGOは能力をより発揮
できたと考えられます。次の国内大災害対応に向けて、マ
ルチセクター参加型の災害対応計画の策定など事前の準備
や公的な調整メカニズムへの参加などが課題として認識さ
れました。
今回の震災支援では多くのNGOが、緊急人道支援にお

ける国際基準（HAP、SPHEREなど）の適用が容易でな
かったことを指摘しています。こうした国際基準の現地化
と主流化（日本の実情にあわせた適用と啓発・提言）も今

後の課題として残りました。
また、当初から支援が手薄で今後長期化が想定される福

島の問題については、2012年度も集中的に関わっていき
ます。
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現場職員の
採用と連絡

その他現地での
関係機関との
関係構築

活動地の
選定

資金・物資
等の獲得

【課題】NGOが今回の震災活動で最も苦労した点

※回答団体数＝47、複数回答 2011年12月JANIC調べ

5割のNGOが現地調整で苦慮

平時の関係と制度の
構築の重要性

団
体
数

シンポジウム（2012年3月開催）

遠野まごころネットで活動するJANICスタッフ

東日本大震災支援NGO情報交換会

ゆうきの里東和 菅野氏から放射能汚染状況を聞く

今後の展望



社会を変えるための
政策提言と調査活動

事業報告
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2011年6月に日本でMDGsフォローアップ会合、11月
に韓国の釜山で第4回援助効果向上ハイレベルフォーラム
が開催され、JANICはこれらの国際会議の機会を活用して
活発な提言活動を行いました。また震災タスクチームと連
携して、政府のODA削減方針や被災地物資のODA活用に
よる援助への反対表明、原発問題に関わる意見書などを提
出しました。さらに、2012年に開催されるリオ+20やIMF
世銀年次総会に向けて準備を進めました。
これらの時局に応じた取り組みや、毎年継続している

NGO外務省定期協議会、NGO‐JICA協議会などの運営・
事務局業務を通じて、積極的に日本のNGOが提言する場を
提供する役割を果たしました。また政務三役などハイレベ
ルの政府関係者と質の高い政策対話を実現し、JANICの提
言内容を政策決定に反映させました。具体的には、ODA2
割削減の阻止、NGO支援予算の確保、JICA草の根技術協
力および草の根人間の安全保障支援無償のスキーム改善な
どです。また、過去に比べて多数の専門性の高い提言書を
タイムリーに発行し、 定の成果をあげることができまし
た。

方で、MDGs達成や東アフリカ飢餓対策のための資金
の拡充、日本のODAの援助効果向上（パリ宣言とアクラ行
動計画への取り組み強化）などについては政策決定への影
響力に課題が残りました。
また、2010年度に引き続き、NGOの活動の質を高める
ためのCSO開発効果に関する取り組みも行いました。ODA

の援助効果／CSO開発効果については主要な国際会議に複
数回参加し、特に韓国ネットワークNGOのKCOCを含む海
外NGOとの連携をより 層強化しました。

引き続き日本のNGOが提言活動を行うための場作りを行
い、ODA全体の動向をモニタリングするとともに、CSO開
発効果、MDGsとポストMDGs、NGOと政府の連携政策、
原発と福島が抱える課題について、積極的な調査・提言活
動を展開します。さらに2012年に開催されるリオ+20や
IMF世銀年次総会を、国内外のNGOとのネットワーク強化
の機会として積極的に活用し、JANICの国内外でのプレゼ
ンスを高めていきます。

●提言書一覧
・「政府開発援助（ODA）2割削減」再考を求める声明文
・「政府開発援助（ODA）」予算に関する共同提言書
・MDGsフォローアップ会合へのNGO声明文（共同提言）
・ODAによる被災地産業の支援に関する提言書
・原発問題と持続可能な社会に関するJANICの考え方
・平成23年度・24年度予算における政府開発援助（ODA）予算に関
する要望
・第4回援助効果向上にかかるハイレベルフォーラム（釜山HLF）に
おける援助の透明性の実現に関する要望書（国内外のNGOと共
同提言）
・第4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するNGOの要望
・第4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するNGOの要望（共同
提言）
・第4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するお願い（共同提言）
・釜山宣言（最終版）に向けた提言書
・第4回援助効果閣僚級会合 釜山成果文書に関する緊急提言（共
同提言）
・JANICイシューペーパーNo.2『釜山への道、釜山からの道：CSO
と援助・開発効果』

山花外務大臣政務官との面会の様子
（ODA予算要望）

中野外務大臣政務官との会合の様子
(釜山HLF)

釜山市民社会フォーラム集合写真

活動内容

今後の展望
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世界の貧困問題と
MDGs達成のためのキャンペーン

2010年度から2年間の予定で開始した、『世界の「貧し
い」を半分に。MDGs2015キャンペーン』は最終年度を
迎え、キャンペーンに参加する多様なセクターとの連携を
さらに強化し、キャンペーンサイトやTwitterを通じたメ
ッセージ集めやワークショップの実施などを通じて、
MDGsにこれまで関心がなかった層にも積極的に働きかけ
を行いました。
主な成果としては、キャンペーンサイトをはじめとした

広報ツールやイベント、ワークショップなどを通じて 般
市民がMDGsを知り、行動する機会を提供することができ
ました。特に、MDGsフォローアップ会合やグローバルフ
ェスタJAPAN2011などのMDGsや国際協力に 般市民
の関心が高まるタイミングで、イベントや広報を効果的に
行うことができました。また、MDGs達成に向けて活動す
る正会員NGO52団体の参加に加えて、後援・協賛・協力、
助成・寄付などで11社、32団体のご支援をいただきまし
た。これらキャンペーン参加団体で構成するMDGsカウン
トダウン・ネットワークを通じて、情報交換やイベントの
共催、講師派遣、提言活動などを行い、多くの組織や人々
と協働してMDGsの啓発を行うことができました。

方で、 般市民を対象としたMDGsの啓発は、特にウ
ェブサイトのアクセス数や寄付額が伸び悩み、 般市民へ
のMDGsの理解促進については課題が残りました。

2011年度で、『世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015
キャンペーン』は終了しましたが、今後もJANICとして
は、本キャンペーンの経験を活かしつつ、2015年の達成
期限を目指してMDGsの啓発・提言活動を継続していきま
す。特に、2012年度はリオ＋20やIMF世銀年次総会など
MDGsやポストMDGsに関わる重要な国際会議が予定され
ていることもあり、JANICはこれらの動きにも積極的に
関わっていきます。

今後の展望

MDGsワークショップの様子

キャンペーンサイトのハートロゴ

活動内容

MDGsに関するパネル展示



100万人の市民が
NGOを好きになるための広報

事業報告

国際協力とNGOの理解者の拡大に向け、NGOの総合ポ
ータルサイトであるJANICウェブサイトのコンテンツ整
理を行うと同時に、東日本大震災発災直後に東日本大震災
NGO活動情報サイトを開設した結果、ページビュー数を
大幅に伸ばしました。また、救援活動に取り組む日本の
NGOの活動を海外に発信し、海外の団体や個人からの寄
付をNGOにつなげることができました。
国際協力NGOの情報誌「シナジー」については、東日

本大震災がNGOに与えた影響と課題を3回にわたり特集し
ました。また提言活動でも注力しているCSO開発効果も
取り上げ、国際的な動向と日本のNGOの関係を分かりや
すく解説し好評を得ました。手軽に入手できる方法として、
NGOの発行物としては初めて電子書籍としての販売を試
行しました。
外務省、JICAとの共催事業であるグローバルフェスタ

JAPAN2011は、過去最高のNGO出展数（176団体）と
来場者数（11万2千人）を達成しました。メインテーマを
東日本大震災で確認された途上国と日本の絆とし、日ごろ
からの国際協力の重要性を訴え、多くの来場者の共感を得
ることができました。

また社会が内向きになりがち
な時期であるからこそ、途上国
が抱える課題を分かりやすく
人々に伝えることにも取り組み
ました。UNDP、JICAとの連
携事業である「なんとかしなき
ゃ！プロジェクト」において、
SOSアフリカキャンペーンを
行い、東アフリカの飢餓の実情
を伝えるとともに支援を呼びか
けました。毎日新聞社協賛のFacebook寄付企画も含めご
寄付はすべて、「東アフリカまとめて募金」に参加してい
る正会員7団体を通して役立てることができました。

層の国際協力とNGOへの理解の促進に向け、ポータ
ルサイトの各コンテンツの内容充実化を進め、試行中の電
子書籍版シナジーの販売などの新しい取り組みの効果を見
極めていきます。2012年度には5年ぶりに正会員と制作
するNGOガイドを発行予定であり、25周年関連の取り組
みとの相乗効果もあげるよう努めていきます。
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活動内容

今後の展望

シナジー

グローバルフェスタ2011

グローバルフェスタ2011―サブステージ

ブックフェア企画―著者と話す



他セクターとNGOとの
連携促進

MDGsの達成、貧困削減などのグローバル・イシューの
解決を共通目的に、NGOと他セクターそれぞれの強みを
活かし、弱みを補完する連携を積極的に行いました。
企業との連携は、4年目を迎えたCSR推進NGOネット

ワークの活動を中心に、「連携の質を高め量を増やす」こ
とを目標に活動を行いました。特に、広島と東京で連携シ
ンポジウムを開催した他、NGOの企業連携実態調査を実
施し、その結果をWeb版NGOダイレクトリーに反映しま
した。更に、東日本大震災を機に、物資の提供、寄付金、
社員ボランティアの派遣・受入れといった多種多様な
NGOと企業の連携が新たに生まれました。
自治体との連携は、（財）自治体国際化協会との協働事

業である「市民国際プラザ」の運営業務の中で、連続勉強
会、各種情報提供、相談対応などを行いました。また、北
海道と広島でワークショップを開催しました。
労働組合との連携は、NGO─労働組合国際協働フォー

ラムの枠組みにおいて、全体会兼学習会、合同企画委員会、
児童労働に関するシンポジウム等の各種イベント開催など
を通じてNGOと労働組合との連携促進を行いました。ま
た、新たな試みとしてNGOと労組の国際協力メールマガ
ジンの発行を開始しました。

これまでの経験を活かしつつ、企業、自治体、労働組合
とNGOとの連携促進事業を 層強化していきます。また、
地球規模課題解決のためには、1対1のセクター間連携に
とどまらず、複数のセクターが連携・協働していくことが
求められています。JANICとしても、NGOを含む多様な
セクターが共通の目標達成を目指して連携していく、マル
チステークホルダー・ダイアログのような連携促進を行っ
ていくことを視野に入れてゆきます。
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活動内容 今後の展望

CSR推進NGOネットワーク定例会 市民国際プラザ展示会

児童労働反対世界デー
映画上映会＆シンポジウム2011



事業報告

個々のNGOが抱えている組織の課題解決に資するため、
2010年度に引き続き「NGOの組織運営・管理集中講座」
を開催しました。NGO管理職向けメンタルヘルス講座に
は北海道や名古屋からも参加者が集まり、スタッフが活き
活きと働ける組織のあり方について考える機会として好評
を得ました。「国際協力NGO次世代リーダー育成事業」は
2010年度に行った評価調査結果も含め研修参加団体の組
織強化の成果をNGOスタッフ以外とも広く共有する会合
を4回開催しました。また、JICA地球ひろばよりNGO向
け研修・支援制度に関する評価調査の委託を受け、今後の
制度のあり方への提言を行いました。
NGOの信頼性向上に関する取り組みでは、2011年度

は新たに35団体にアカウンタビリティ・セルフチェック
2008にチャレンジしていただきました。アカウンタビリ
ティ・セルフチェック2008の3年間の実施から得られた
意見や課題を踏まえ、改訂委員会を発足し、2012年10月
の改訂版公表に向けた作業に着手しました。
東日本大震災に関連したNGOの組織強化や信頼性向上

に関する取り組みも行いました。災害に強いNGOを育成

することを目指し、大規模災害時における事前の備えをテ
ーマとした研修事業と個別団体への助成事業を組み合わせ
た事業を開始しました。また、今回の国内における緊急支
援の現場においてNGOが十分に機能したか、支援の受け
手に対するアカウンタビリティを果たせていたかという問
題意識に立ち、国際的に利用されている緊急人道支援にお
ける国際基準（HAP、SPHERE）を日本に紹介する取り
組みに参加しました。

NGOの組織強化に関する取り組みは、複数年で計画し、
毎年度の内容詳細についてはドナーの皆様とNGO関係者
の皆様の助言と協力を得つつ進めています。2012年度は、
これらの関係者とともに内容を発展させつつ実施していき
ます。NGOの信頼性向上に関しては、改訂委員会による
アカウンタビリティ・セルフチェック改訂版の作成を進め
ると同時に、複数のアカウンタビリティに関する取り組み
も意識しつつ、より多くのNGOの実践に向けた理解と情
報の普及が進むよう取り組んでいきます。
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NGOの能力強化と
社会的責任の向上

次世代リーダー全体共有会＠関西

メンタルヘルス講座

人道支援の国際基準トレーナー養成研修を共催

活動内容

今後の展望



ファンドレイジング・タスクチームをグループ横断的に
立ち上げ、自己財源拡大に向けた取り組みを強化しました。
その結果、東日本大震災関連の多額の寄付が集まったこと
もあり、自己財源総額（会費、寄付金、広告・自主事業収入）
は1億3,800万円、JANIC総収入の54%に達しました。
NGOサポート募金は、信頼性の更なる向上に向けた取

り組みを実施しました。特に被災地で活動するNGOへの
支援を目的とする「東日本大震災 活動支援まとめて募金」
を震災直後に開設し、英語対応やきめ細やかな活動報告、
法人への働きかけなどを行った結果、多額の寄付が集まり
ました。 方で、震災以外の分野の募金は伸び悩み、特に
個人からの寄付は大きく落ち込む結果となりました。
JANIC応援募金は、夏と冬の募金キャンペーンに事務局
全体で取り組んだ結果、獲得目標額を達成しました。
広告収入・協賛金収入は、MDGsキャンペーンへの協賛

が好調であった 方、シナジー広告やNGO向け広報サー
ビス請負業務の獲得は厳しい結果となりました。
事業収入は、JANICの専門性を活かした講演、ワーク

ショップなどの講師派遣収入が大きく伸び、全体で獲得目
標額を大きく上回る成果を残し、前年度比154％となりま
した。また、国際協力について学ぶ集中講座「JANIC
Laboratory（ジャニラボ）」も好評でJANICの新たな自
己財源獲得の基幹メニューとして定着しました。書籍販売

は、2011年7月に発行した「データブック2011」が好
調に売り上げを伸ばしました。

ネットワークNGOとしての強みを活かし、ファンドレ
イジングに携わるスタッフのファンドレイジング・スキル
を向上させていくことで、会費、寄付、事業収入をそれぞ
れに伸ばし、自己財源の更なる拡充と安定化を目指します。
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ファンドレイジング

◆自己財源推移

JANIC Laboratory（ジャニラボ）で講義をする大橋理事長 JANIC Laboratory（ジャニラボ）のようす

0

20

40

60

80

100

120

140 事業収入

広告

寄付

会費

2011年度2010年度2009年度

百万円

活動内容

今後の展望



会計報告
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自主事業収入 5% 会費収入 6％ 

寄付金収入 
45％ 

助成金収入 
20％ 

受託事業収入 
24％ 

2011年度 収入内訳

東日本大震災
事業 17％

調査・提言
事業 5％

広報事業 6％

渉外事業 9％
能力強化事業
17％

ファンドレイジング
事業 37％

（支払寄付金等）

管理費 9％

Ⅰ.経常収益 253,034,082
1.受取会費 14,068,166

正会員会費 6,996,666
協力会員会費 7,071,500

個人会員 1,604,000
団体会員 2,317,500
企業会員 3,150,000

2.受取寄付金 113,384,016
受取寄付金 112,184,890
資産受贈益 1,199,126

3.受取助成金等 51,336,615
受取助成金 49,940,041
受取補助金 1,396,574

4.事業収益 73,502,589
受託事業収益 61,635,761
自主事業収益 11,866,828

5.その他収益 742,696
受取利息 8,196
雑収入 734,500

Ⅱ.経常費用 247,466,100
1.事業費 224,692,728

（1）人件費 78,851,221
（2）その他経費 145,841,507

2.管理費 22,773,372
（1）人件費 15,128,442
（2）その他経費 7,644,930

当期経常増減額 5,567,982
Ⅲ.経常外収益 78,889
Ⅳ.経常外費用 648,721

税引前当期正味財産増減額 4,998,150
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増減額 4,928,150
前期繰越正味財産額 20,196,256
次期繰越正味財産額 25,124,406

◆2011年度活動計算書
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） 単位：円

科 目 金 額

2011年度 支出内訳

＊その他内訳：光熱費、減価償却費、租税公課等

Ⅰ.経常収益 253,034,082 233,919,390 46,566,022 9,475,115 11,323,402 21,843,218 42,712,186 101,999,447 19,114,692

1.受取会費 14,068,166 0 0 0 0 0 0 0 14,068,166
2.受取寄付金 113,384,016 110,077,686 10,378,925 0 0 2,300,000 0 97,398,761 3,306,330
3.受取助成金等 51,336,615 50,426,615 34,119,847 1,896,574 1,200,000 3,082,000 10,128,194 0 910,000
4.事業収益 73,502,589 73,415,089 2,067,250 7,578,541 10,123,402 16,461,218 32,583,992 4,600,686 87,500
受託事業収益 61,635,761 61,635,761 0 7,531,041 6,132,395 16,151,233 31,191,092 630,000 0
自主事業収益 11,866,828 11,779,328 2,067,250 47,500 3,991,007 309,985 1,392,900 3,970,686 87,500

５．その他収益 742,696 0 0 0 0 0 0 0 742,696

Ⅱ．経常費用 247,466,100 224,692,728 42,681,318 13,322,940 14,305,753 22,361,642 41,470,893 90,550,182 22,773,372

１．人件費 93,979,663 78,851,221 25,337,937 9,403,381 10,347,353 16,947,029 12,601,162 4,214,359 15,128,442
２．その他経費 153,486,437 145,841,507 17,343,381 3,919,559 3,958,400 5,414,613 28,869,731 86,335,823 7,644,930
支払寄付金等 85,596,814 85,596,814 198,000 0 0 0 2,000,000 83,398,814 0
業務委託費 4,274,039 4,274,039 1,647,385 1,004,160 653,294 969,200 0 0 0
研修費 18,988,969 18,883,969 1,000 38,900 18,844,069 0 105,000
諸謝金 2,018,911 2,018,911 71,111 375,000 100,000 404,800 1,060,000 8,000 0
印刷製本費 1,490,434 1,361,284 407,481 59,115 418,548 472,660 3,480 129,150
旅費交通費 10,732,793 10,514,883 3,284,241 1,304,897 381,910 858,465 3,871,830 813,540 217,910
通信費 1,967,737 1,446,262 367,381 56,361 316,756 136,840 155,907 413,017 521,475
消耗品費 5,510,062 5,011,498 2,865,963 226,297 642,584 732,705 490,600 53,349 498,564
地代家賃 6,917,575 5,859,175 2,938,375 496,800 540,000 648,000 1,236,000 0 1,058,400
リース料 2,239,365 2,163,075 1,945,850 50,397 66,953 46,096 53,779 0 76,290
支払手数料 2,869,369 1,924,068 190,183 72,937 96,812 74,500 200,344 1,289,292 945,301
その他＊ 10,880,369 6,787,529 3,426,411 332,710 1,100,976 1,086,559 484,542 356,331 4,092,840

当期経常増減額 5,567,982 9,226,662 3,884,704 △3,847,825 △2,982,351 △518,424 1,241,293 11,449,265 △3,658,680

◆部門別収支計算書 単位：円

合計額 事業部門計 東日本大震災 調査･提言事業 広報事業 渉外事業 能力強化事業 ファンドレイジング事業 管理部門
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NGOサポート募金
86％

東日本大震災
寄付金 9％

MDGｓ寄付金 2％

JANIC寄付金 3％

東日本大震災
まとめて募金 84％

支援分野別
まとめて募金
13％

MDGｓ
まとめて募金 1％

東アフリカまとめて募金 2％

NGOサポート募金内訳
（合計97,398,761円）

正会員NGOへの寄付額 
（含2012年4月以降配分予定額） 

76％ 

事業活動費 
(東日本大震災活動・MDGsキャンペーン)  
11％ 
 管理費 13％ 

寄付金報告

◆貸借対照表（平成24年3月31日まで） 単位：円

科 目 金 額
（資産の部） 57,379,317

流動資産 51,785,239
現金及び預金 38,480,877
売掛金 77,590
棚卸資産 1,132,308
未収金 11,914,264
その他流動資産 180,200

固定資産 5,594,078
有形固定資産 2,531,340

リース資産 2,531,340
無形固定資産 2,868,438

電話加入権 328,384
ソフトウエア 2,540,054

投資その他の資産 194,300
差入保証金 194,300

資産合計 57,379,317

（負債の部） 32,254,911
流動負債 27,990,319

未払金 4,491,815
未払法人税等 70,000
未払消費税等 1,487,000
前受金 12,869,477
預り金 8,021,547
未払費用 1,050,480

固定負債 4,264,592
長期リース負債 2,593,080
退職給付引当金 1,671,512

（正味財産の部） 25,124,406
前期繰越正味財産額 20,196,256
当期正味財産増減額 4,928,150

負債及び正味財産合計 57,379,317

3月11日の東日本大震災発災直後より、「東日本大震災 活動支援まとめて募金」をはじめ、JANICの東日本大震災活動支援など

へ、多くのご寄付をいただきありがとうございました。

寄付金収入割合（合計113,384,016円） 寄付金支出割合



◆正会員（97団体）
（特活）アーシャ＝アジアの農民と歩む会
（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク★
（特活）ICA文化事業協会★
（特活）ACTION
（特活）アクセス―共生社会をめざす地球市民の会
（財）アジア・アフリカ国際奉仕財団
（学）アジア学院★
（公社）アジア協会アジア友の会
（特活）アジアキリスト教教育基金
（特活）アジア・コミュニティ・センター21
（特活）アジア日本相互交流センター
（特活）ADRA Japan★
（特活）アフリカ地域開発市民の会（Can Do）★
（特活）アフリカ日本協議会★
（特活）APEX
（特活）アムダ
（特活）ESAアジア教育支援の会★
（特活）WE21ジャパン★
（特活）ACE★
エイズ孤児支援NGO・PLAS★
（特活）エファジャパン
（特活）オックスファム・ジャパン★
（公財）オイスカ★
（特活）幼い難民を考える会★
（特活）開発教育協会
（特活）かものはしプロジェクト★
（特活）カラ＝西アフリカ農村自立協力会
（特活）環境修復保全機構★
（特活）グッドネーバーズ・ジャパン★
（公財）ケア・インターナショナル ジャパン★
（特活）ケアリングフォーザフューチャーファンデー
ションジャパン
（特活）国境なき医師団日本
（特活）国境なき子どもたち★
（公財）国際開発救援財団★
（特活）国際協力NGO・IV－JAPAN
（特活）国際子ども権利センター★
（特活）国際ボランティアセンター山形（IVY）★
国際民間援護協議会「メコン基金」
（特活）金光教平和活動センター
（特活）シェア＝国際保健協力市民の会★
（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会★
（公社）シャンティ国際ボランティア会★
障害分野NGO連絡会（JANNET）★
（特活）歯科医学教育国際支援機構（OISDE）
（特活）JHP・学校をつくる会★
（特活）JEN★
（特活）ジャパンハート
（公財）ジョイセフ★
（特活）ジーエルエム・インスティチュート★
（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
（特活）聖地のこどもを支える会★
（公財）世界宗教者平和会議日本委員会
（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン★
（特活）地球市民ACTかながわ／TPAK★
（特活）地球市民の会★
（特活）地球の木★
（特活）地球の友と歩む会／LIFE★
（特活）地球緑化センター
（特活）燈台（アフガン難民救援協力会）★
（特活）東方科学技術協力会
（特活）難民支援協会★
（特活）難民を助ける会★
（特活）2050
（特活）日本・雲南聯誼協会
（社）日本カトリック信徒宣教者会★
（公社）日本キリスト教海外医療協力会★
（特活）日本国際ボランティアセンター★
（特活）日本ヒアリングインターナショナル
（特活）日本フィリピンボランティア協会
（特活）日本紛争予防センター★

（特活）日本リザルツ★
（特活）熱帯森林保護団体
（特活）ノマドインターナショナル
（特活）ハート・オブ・ゴールド
（特活）ハーベストタイム
（特活）ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン★
（特活）ハンガー・フリー・ワールド★
（特活）パレスチナ子どものキャンペーン★
（特活）ヒューマンライツ・ナウ
（特活）ヒマラヤ保全協会
BAC仏教救援センター
（特活）ピースウインズ・ジャパン★
（特活）フェアトレード・ラベル・ジャパン
（特活）フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
（特活）フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN★
（特活）ブリッジ エーシア ジャパン★
（公財）プラン・ジャパン★
緑のサヘル★
（特活）緑の地球ネットワーク
（特活）ミレニアム・プロミス・ジャパン
（財）民際センター
（特活）メドゥサン・デュ・モンド ジャポン★
（特活）ラオスのこども★
（特活）れんげ国際ボランティア会★
（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン★
ワールド・ファミリー基金
（特活）ワールドランナーズ・ジャパン★
★：ASCマーク取得団体（2012年3月31日現在）

◆協力会員

●団体（57団体）
（特活）アース・アイデンティティ・プロジェクト
あしなが育英会
（特活）アジア砒素ネットワーク
（財）WESLEY FOUNDATION
ACA-AQUA
（財）MRAハウス
（特活）オーシャンファミリー海洋自然体験センター
（財）大竹財団
（特活）神奈川海外ボランティア歯科医療団
（特活）環境アリーナ研究機構
（公財）キープ協会
技能ボランティア海外派遣協会
（財）国際開発センター
（特活）国際協力研究所・岡山
（財）国際協力推進協会
（公財）国際緑化推進センター
（社）コンサベーション・インターナショナル・ジャパン
（公財）笹川平和財団
（特活）シャンティ山口
（財）CSOネットワーク
（公社）シビックフォース（緊急即応チーム）
宗教法人真如苑
JGC通訳ボランティア事務局
（特活）じゃっど
（特活）ジャパン・プラットフォーム
（特活）JIPPO
（財）自治体国際化協会
（公社）青年海外協力協会
（特活）世界の子どもにワクチンを日本委員会
（公財）損保ジャパン環境財団
タンザニア・ポレポレクラブ
（財）ダイバーシティ研究所
天理教国際たすけあいネット

（公財）トヨタ財団
日本イラク医療支援ネットワーク
（特活）日本カンボジア交流協会
（財）日本国際協力システム
（財）日本国際協力センター
（特活）日本地雷処理・復興支援センター
日本生活協同組合連合会国際部
（特活）日本ファイバーリサイクル連帯協議会
（社）日本福音ルーテル社団
（公財）日本ユニセフ協会
（公社）日本ユネスコ協会連盟
日本労働組合総連合会
ハイチ友の会
（特活）HANDS
（特活）ひろしまNPOセンター
（特活）BHNテレコム支援協議会
（特活）ビラーンの医療と自立を支える会
ピースボートUPA国際協力プロジェクト
（財）福岡県国際交流センター
プロアルテエクアドルジャパン
（特活）ホープワールドワイド・ジャパン
マンフィーと青年基金
UIゼンセン同盟
（財）ゆうちょ財団国際ボランティア貯金センター

※法人格の略称表記
（公財）：公益財団法人（公社）：公益社団法人
（特活）：特定非営利活動法人

●企業（40社）
アクセンチュア（株）
旭硝子（株）
味の素（株）
SGSジャパン（株）
沖電気工業（株）
オリンパス（株）
花王（株）
京セラコミュニケーションシステム（株）
キッコーマンビジネスサービス（株）
（株）サステナブル・プランニング
（株）資生堂
（株）ジェイアイズ
住友化学（株）
ソニー（株）
武田薬品工業（株）
（株）大和証券グループ本社
有限会社テトルクリエイティブ
デベックス日本支社
（株）電通
（株）トクヤマ
（株）日本開発サービス
日本郵船（株）
野村ホールディングス（株）
（株）ノルコーポレーション
（株）博報堂
バークレイズ証券（株）
バークレイズ投信投資顧問（株）
バークレイズ・バンク・ピーエルシー（バークレイ
ズ銀行）東京支店
（株）ビデオエイペックス
ファイザーホールディングズ（株）
富士通（株）
（株）ブリヂストン
（株）ベルモ
（有）松田興業
ミズノ（株）
三井住友海上火災保険（株）
三菱商事（株）
三菱地所（株）
（株）リコー
Red-Zone（株）

●個人 166名

会員一覧／組織概要
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会員一覧 （2012年3月31日現在）

ASCマーク
これは、JANICの「アカウンタビリテ
ィ・セルフチェック2008」マ クです。
JANICのアカウンタビリティ基準の4
分野（組織運営・事業実施・会計・情報
公開）についてチャレンジ団体が適切
に自己審査したことを示しています。



●助成金

・公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会
・Direct Relief International / Japanese
American Citizens League
・財団法人地球市民財団
・Church World Service
・日本労働組合総連合会
・公益財団法人庭野平和財団
・立正佼成会一食平和基金

●ご寄付

・特定非営利活動法人WE21ジャパン

・SGSジャパン株式会社
・カンボジア日本人会
・共同カイテック株式会社
・独立行政法人国際協力機構 有志
・宗教法人真如苑
・浄土宗東京教区青年会
・公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会
・日蓮宗あんのん基金
・株式会社二馬力
・New Mexico Supporting Japan
・パタゴニアインターナショナルインク日本支社
・株式会社ブリヂストン
・ブリヂストンオープントーナメント

・株式会社ヤマダ電機
・リシュモンF＆Aジャパン株式会社
・立正佼成会一食平和基金
・Red-Zone株式会社
・Zhi-Shan Foundation

●受託事業など

・外務省
・独立行政法人国際協力機構
・財団法人自治体国際化協会

※100万円以上のご支援をいただいたみなさま
を掲載しています。

みなさまのご支援、ありがとうございました。
2011年度、JANICは東日本大震災寄付金をはじめ、NGOサポート募金などへ多くのみなさまより助成・ご寄付をいただ
きました。心より感謝申し上げます。
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常任理事会

事務局長25周年記念事業タスクチーム

ファンドレイジング・タスクチーム

事務局次長（事業担当）

事務局次長（管理担当）

総会

理事会 監事

調
査
・
提
言
グ
ル
ー
プ

広
報
グ
ル
ー
プ

能
力
強
化
グ
ル
ー
プ

渉
外
グ
ル
ー
プ

東
日
本
大
震
災
タ
ス
ク
チ
ー
ム

市
民
国
際
プ
ラ
ザ
出
向

福
島
事
務
所

岩
手
事
務
所

宮
城
事
務
所（
９
月
末
ま
で
）

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
内
事
業
部
出
向

管
理
グ
ル
ー
プ

正職員11人、準職員11人、アルバイト5人、出向者1人（2012年3月31日現在）

役員一覧

事務局体制組織図

【顧 問】 伊藤 道雄（特活）アジア・コミュニティ・センター21  代表理事
船戸 良隆（特活）アジアキリスト教教育基金 理事長

太田 達男（公財）公益法人協会 理事長

【理 事 長】 大橋 正明（特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 副代表理事

【副理事長】 岩附 由香（特活）ACE  代表
谷山 博史（特活）日本国際ボランティアセンター 代表理事
鶴見 和雄（公財）プラン・ジャパン専務理事

【理 事】 安達三千代（特活）国際ボランティアセンター山形 理事・事務局長

菅 文彦 合同会社 コーズ・アクション 代表

木山 啓子（特活）ジェン 理事・事務局長

小林 毅（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン 事務局長

小林由紀男（特活）シェア＝国際保健協力市民の会 理事・事務局長
（2012年3月退任）

【理 事】 下澤 嶽 静岡文化芸術大学文化政策学部 教授

関 尚士（公社）シャンティ国際ボランティア会 理事・事務局長
（2012年3月退任）

関 正雄 株式会社損害保険ジャパン 理事・CSR統括部長

高木 克己（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン マーケティング部長
田尻 佳史（特活）日本NPOセンター 常務理事・事務局長
贄川 恭子（特活）WE21ジャパン 事務局長

野口 朝夫（特活）ラオスのこども 理事・事務局長
村田早耶香（特活）かものはしプロジェクト 共同代表
山口 誠史（特活）国際協力NGOセンター 理事・事務局長
渡邉 清孝（特活）ハンガー・フリー・ワールド 理事・事務局長

【監 事】 金沢 俊弘（公財）公益法人協会 専務理事・事務局長

浦田 泉 いずみ会計事務所 代表 （五十音順）



早大早大
正門へ正門

馬場下町馬 町
交差点点

サイゼリア
レストラン

居食処
かわうち

明治
通り

出口１

出口 3b

出口 3a
出口 2

Family Mart

交番
バス停

西早稲田

早大
正門へ

馬場下町
交差点

早稲田大学
戸山キャンパス
（文学部）

学習院
女子大学
中･高等部

みずほ
銀行

地下鉄副都心線
西早稲田駅

地下鉄東西線
早稲田駅

JANIC事務所
アバコビル 5F

特定非営利活動法人

国際協力NGOセンター（JANIC）
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田2‐3‐18
アバコビル5階
TEL：03‐5292‐2911
FAX：03‐5292‐2912
URL：www.janic.org
E-mail：global-citizen@janic.org

開所時間：平日9：30～17：30

●東京メトロ東西線
早稲田駅から徒歩5分

●東京メトロ副都心線
西早稲田駅から徒歩8分

2012年5月1日、国税局から「認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）」として認定され
ました。JANICへのご寄附は、寄付金控除の対象となります。

JANIC設立25周年ロゴ
JANICは2012年に設立25周年を迎えます。


