
 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度 カリタスジャパン年間活動報告書 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 年度 献金・募金総額    ￥212,910,686 
 

四旬節献金    \39,351,652 
 

国内援助     \9,598,241 
 
海外援助    \30,546,996 

 
国内緊急災害     \6,289,183 

 
海外緊急募金             \680,210 

  
クリスマス募金   \24,336,531 

 
マンスリーサポーター募金   \8,653,167 

 
事務局運営寄付    \1,325,167 

 
東日本大震災     \7,619,269 

  
新型コロナ緊急募金   \84,510,270 

 

2020 年度 献金・募金額報告 

ごあいさつ 

 カリタスジャパンの活動を支援してくださる皆さまに、心からの感謝を込めて、2020 年度の年次報告

書をお届けいたします。 

 この一年は、新型コロナウイルス感染症への対策に追われ、社会全体が大きな影響を受けた歴史に残

る一年でした。 

 世界各地でこの未知のウイルスに感染した方は数知れず、その中から多くのいのちが奪われました。

亡くなられた方々の永遠の安息を祈り、治療に奔走される医療従事者の健康のため、また病床にある方々

の回復のために祈ります。 

 感染対策は、世界各地で現実世界の「時」を止め、経済に大きな打撃を及ぼしています。職を失った

人、貧困の状況がさらに悪化した人、孤立のうちに取り残される人など、いのちの危機に直面している人

は増え続けています。この状況がいつまで続くのか見通せる人はおらず、暗闇の中で光を求めて彷徨って

いるように感じます。 

 そのような状況の中で、国際カリタスは、教皇庁諸部門と連携し、世界各地の状況に応じた支援策を、

現地のカリタスを通じて実施しています。カリタスジャパンも、特別に募金をお願いしながら、国内でい

のちの危機に直面している方々の支援に取り組んでおられるさまざまな活動を、援助しています。カリタ

スジャパンは、その活動を通じて、社会を覆う闇を振り払う、希望の光になりたいと願っています。 

 この 3 月 11 日、東日本大震災発災から、10 年が経過しました。カリタスジャパンにとって東北での

復興支援活動は、この 10 年間の最優先課題でありました。10 年をもって、日本のカトリック教会全体と

しての組織的な支援活動は終了しますが、カリタスジャパンはこれからも、東北各地で地道に活動をする

皆さんを支援しながら、ともに歩んでまいります。 

 これからも、いのちの危機をもたらすさまざまな危機に対応しながら、国内では啓発も進め、神のい

つくしみに満ちあふれた世界を現実のものとするために、活動を続けてまいります。みなさまのご理解と

ご協力を、お願い申し上げます。 

 

 カリタスジャパン 責任司教 菊地 功 

担当司教 成井大介 

 



 
2020年度 援助金総額    ¥262,669,228 

 
海外援助先一覧（全 45 件 新型コロナ緊急支援含む） 

援助国／教区 援助活動名 援助団体 援助金額（円） 

海外一般（12件）                                                                                          36,268,851 

イラク HOPE プロジェクト カリタスイラク 2,073,600 

ウガンダ 持続可能な農業開発支援 カリタスウガンダ 5,381,044 

キルギスタン 青少年育成事業 カリタスキルギス 1,315,477 

キルギスタン 組織強化支援 カリタスキルギス 2,447,400 

スリランカ 南インドからの帰還家族及び、プランテーション女性のエンパワメント事業 カリタススリランカ 4,219,994 

ネパール 安全な移住労働と地域再統合の促進事業（新型コロナ） カリタスネパール 4,886,120 

パレスチナ 医療支援 カリタスエルサレム 2,182,200 

バングラデシュ チッタゴン丘陵地帯における少数民族のための教育プログラム カリタスバングラデシュ 5,566,500 

マダガスカル ダム修復プロジェクト マリアの御心会マダガスカル 1,619,616 

モンゴル 貧困地帯の子どもセンター支援 カリタスモンゴル 2,737,000 

モンゴル 組織支援 カリタスモンゴル 2,737,000 

ヨルダン シリア・その他難民とヨルダン人困窮者人道支援 カリタスヨルダン 1,102,900 

海外緊急（33 件）                                                                                       30,629,170 

インド サイクロン・アンファン被災者支援 カリタスインド 1,068,200 

ウクライナ 紛争被害者支援 カリタスウクライナ 1,186,800 

エクアドル ベネズエラ移民保護緊急支援 カリタスエクアドル 1,088,800 

エリトリア エリトリアにおける干ばつレジリエンスと食の安全プログラム カリタスエリトリア 523,250 

エチオピア エチオピアにおける蝗害と洪水被害者支援 国際カリタス 554,350 

カンボジア 洪水緊急対応 カリタスカンボジア 519,650 

ギリシャ 難民キャンプ支援 カリタスギリシャ 1,186,800 

グアテマラ ハリケーンエタと COVID 19 の影響を受けた家族への人道的支援 カリタスグアテマラ 517,250 

ケニア 洪水災害支援 カリタスケニア 1,077,900 

ザンビア 干ばつ緊急支援 カリタスザンビア 545,550 

ジンバブエ 干ばつ緊急支援 カリタスジンバブエ 1,091,100 

スーダン ダルフール難民支援 カリタスイングランド 1,097,200 

セネガル 農村食糧安全保障強化プロジェクト カリタスセネガル 1,071,800 

トルコ イズミル大地震緊急支援 カリタストルコ 631,900 

ナイジェリア 紛争被害者の苦難と死亡率の軽減（新型コロナ） カリタスナイジェリア 632,370 

ニカラグア ハリケーンエタ及びイオタによる被災者支援 カリタスニカラグア 631,900 

ニジェール 食糧危機・武力紛争の被害者と COVID 19 の緊急支援プロジェクト カリタスニジェール 1,208,400 

ニジェール 脆弱な洪水被害家庭支援 カリタスニジェール 611,100 

パキスタン モンスーン洪水への対応プロジェクト カリタスパキスタン 529,250 

バングラデシュ ロヒンギャ難民・受入コミュニティ住民支援 カリタスバングラデシュ 2,189,600 

バングラデシュ 洪水災害支援 カリタスバングラデシュ 1,077,900 

フィリピン カタンドゥアンにおける台風ゴニ被災者支援 カリタスフィリピン 631,900 

ブラジル ベネズエラからの移民対応プロジェクト カリタスブラジル 529,250 

ブルキナファソ 食糧の安全保障事業 カリタスブルキナファソ 1,071,800 

ベネズエラ 人道危機による被災者の食糧へのアクセス支援 カリタスベネズエラ 1,054,100 

ポーランド アデンにおける保健医療と衛生的な水配給による人道危機対応 事業 カリタスポーランド 1,034,500 

ホンジュラス ハリケーンエタ被災者への人道支援 カリタスホンジュラス 517,250 

モーリタニア 食糧危機回避プロジェクト カリタスモーリタニア 1,208,400 

ルワンダ マハマキャンプにおけるブルンジ難民の経済支援 カリタスルワンダ 627,750 

レバノン 社会経済危機緊急支援 カリタスレバノン 550,000 

レバノン 経済・政治危機 緊急支援 カリタスレバノン 1,088,800 

レバノン ベイルート爆発による被災者の救済 カリタスレバノン 2,122,800 

レバノン ベイルート爆発による被災者の救済（新型コロナ） カリタスレバノン 529,250 

援助活動 



 

国内援助先一覧（全 53 件）                                             

国内一般（12 件）                                                                                       27,849,300 

さいたま 入管被収容者、生活困窮外国人の支援 牛久の友の会  1,000,000 

東京 「ともにいきぬく」支援プロジェクト 自立生活サポートセンター・もやい 1,500,000 

東京 首都圏で暮らす難民の孤立防止 ミナ― 1,000,000 

東京 路上生活者等の食料支援 ほしのいえ 2,000,000 

東京 生活困窮者支援事業 でんでん虫の会    1,200,000 

東京 外国人労働者救済支援センター（シェルター）運営事業 労働相談.com  2,500,000 

東京 令和 2 年 7 月豪雨災害復興支援（九州） 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 2,000,000 

横浜 利用者出口支援事業のための清掃機材購入 山梨ダルク 891,300 

名古屋 東海地方に暮らす難民申請者の困窮及び孤立防止 名古屋難民支援室 1,000,000 

名古屋 野宿生活を余儀なくされた人への緊急自立支援 福信会炊き出しの会   2,000,000 

大阪 こどもたちに未来を（排除 ZERO キャンペーン） カトリック大阪大司教区社会活動センターシナピス 2,000,000 

CI COVID19 緊急共同ファンド 国際カリタス 10,758,000 

国内緊急 台風 19 号（2 件）                                                                             31,149,415 

仙台 台風 19 号による被災地支援事業 カリタス南三陸 1,149,415 

東京 令和元年台風 19 号災害への支援物資事業 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 30,000,000 

国内緊急 熊本地震（2 件）                                                                              19,320,160 

福岡 仮設住宅などにおける生活に必要な家電・備品配布事業

2019 年 12 月～2020 年 3 月配布分 

熊本災害ボランティアネットワーク 16,154,750 

福岡 同上 2020 年 4 月分～5 月分 熊本災害ボランティアネットワーク 3,165,860 

国内緊急 新型コロナ緊急支援（29 件）                                      37,160,036 

仙台 カリタス南相馬としての緊急支援 カリタス南相馬 1,200,000 

仙台 福島県浜通り地域および宮城県南部の生活困窮者、滞日

外国人、技能実習生支援 

カリタス南相馬 500,000 

さいたま 新型コロナウィルスに対する外国人生活困窮者の支援 北関東医療相談会 1,000,000 

東京 足立インターナショナルアカデミーAIA 教育支援 足立インターナショナルアカデミー 350,000 

東京 コロナ危機下におけるホームレス状態・生活困窮にある

方々への法的相談支援事業 

ホームレス総合相談ネットワーク 2,000,000 

東京 新型コロナ移民・難民緊急支援基金 移住者と連帯する全国ネットワーク 2,000,000 

東京 なんでも総合相談会開催 つながる総合相談ネットワーク東京 1,145,354 

東京 生活困窮者、 DV 被害者支援 くにたち夢ファーム 2,000,000 

東京 緊急食糧支援 カトリック東京国際センター（CTIC) 2,000,000 

東京 ナザレットの家の入口の手洗い場設置 慈生会 300,000 

東京 お米で緊急支援（フードバンク） あじいる 1,400,000 

東京 困窮する外国人と孤立する母子への食糧・医療支援 日本国際社会事業団  1,000,000 

東京 コロナ禍において生活に困窮している難民の集住地域

へのアウトリーチ事業 

難民支援協会  1,996,400 

東京 ペットとともに入居できる個室シェルター事業 つくろい東京ファンド 660,000 

東京 生活困窮家庭対策としての食料品提供事業 フードバンク TAMA 1,800,000 

東京 DV 被害者のためのトラウマケア レジリエンス 1,779,832 

東京 児童養護施設退所児童生活維持緊急プログラム セント・ジョセフ会 聖ヨゼフホーム 1,000,000 

東京 虐待・DV 被害者の電話メール相談及び保護手続きの同行支援 アフターケア相談所ゆずりは 1,000,000 

東京 コロナ困りごとプロジェクト 府中緊急派遣村 2,000,000 

東京 コロナ禍をのりこえる、働く女性の全国ホットライン 働く女性の全国センター 840,000 

東京 あしたのいえプロジェクト（シェルタープロジェクト） 聖イグナチオ教会 650,970 

横浜 院内におけるコロナ感染症拡大防止 聖マリアンナ医科大学 2,000,000 

名古屋 新型コロナウィルス感染症緊急支援 名古屋カトリック難民移住移動者委員会 1,287,480 

大阪 ホームレス支援 和歌山ホームレス支援機構 1,300,000 

大阪 難民移住者への生活・医療・自助活動 カトリック大阪大司教区社会活動センターシナピス 2,000,000 

大阪 依存症者の緊急避難場所の確保と相談支援の提供及び、

回復支援の居場所及び住居確保 

神戸ダルクヴィレッジ 1,650,000 

広島 コロナ禍子ども支援 震災復興子ども支援 800,000 

福岡 生活困窮者の住居・食料支援 抱樸   500,000 

福岡 新型コロナ感染症関連ホームレス支援 ホームレス支援福岡おにぎりの会 1,000,000 



国内緊急 東日本大震災（8 件）                                                                           80,291,846 

仙台教区 2020 年度東日本大震災復興支援活動（石巻ベース含む） 仙台教区サポートセンター 5,807,814 

仙台教区 2020 年度被災地復興支援事業  カリタス釜石 22,579,807 

仙台教区 東日本大震災被災避難者支援 2020 年度事業費 カリタス南相馬 19,243,764 

さいたま教区 福島県いわき市在住原発事故被災者支援 カトリックさいたま教区サポートセンター 219,875 

東京教区 東日本大震災福島県内外における被災・避難者への支援システムの構築 カトリック東京ボランティアセンター 6,004,805 

大阪教会管区 2020 年度大船渡ベース支援活動   大船渡ベース 14,288,855 

大阪教会管区 2020 年度南三陸ベース支援活動   南三陸ベース 8,898,213 

カリタスジャパン 災害対応マニュアル作成費用 
 

3,248,713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊表紙写真は、新型コロナ感染症支援：支援団体の皆さんが作ったお好みやきを受け取る子どもたち 

 

 

 

 

 

 

教区担当者会議 

2020年度定例全国教区担当者会議（オンラインにて実施） 

日程：2020年 10月 20日 

主な議題：新型コロナウイルス感染症の各教区の対応／2021年四旬節キャンペーン／事務局連携 

四旬節の「愛の献金」 キャンペーン 

■ 2020年四旬節教皇メッセージテーマ 

 「キリストに代わってお願いします。神と和解させていただき 

なさい」（二コリント 5・20） 
 
■ 四旬節キャンペーン小冊子 57,000部 発行 

教皇フランシスコの四旬節メッセージ、支援先プロジェクトの 

紹介などを掲載。 
 

■ 組み立て式募金箱  24,000部 発行 

 

■ 献金袋       64,000部 発行 

 

 

 

2020年 12月の司教総会にて、新潟教区 成井大介司教が 

カリタスジャパン担当司教に任命され、以下の 2名体制になる。 

■ 責任司教 菊地 功（東京教区大司教） 

■ 担当司教 成井大介（新潟教区司教） 

 

（宗）カトリック中央協議会  
 

住所 〒135-8585 江東区潮見 2－10－10 日本カトリック会館 

Phone 03-5632-4439   Fax 03-5632-4464 

E-mail  info@caritas.jp  URL  https://www.caritas.jp 

カリタスジャパン 担当司教 


