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ごあいさつ 

2021 年度 献金・募金額報告 

日頃よりカリタスジャパンの活動を支援してくださるみなさまに、感謝とともに、2021 年度の

年次報告書をお届けいたします。 
 

目に見えない小さなウイルスによって世界中が振り回されて、もう二年です。このまま終息に向

かうのか、誰ひとり確実なことは分かりません。不確実さの中でいのちの危機に直面するとき、

闇の中に取り残されて彷徨っている心持ちになります。不確実さに支配され、心の不安が増大

し、希望を奪われた社会では、わたしたちはどうしても自らの安全・安心を優先させて利己的に

なり、不寛容な社会を生み出します。 
 

感染症のためにいのちの危機に直面する人が多くいるのと同時に、感染対策によって訪れた経済

危機と格差の拡大によって、いのちの危機に直面している人も少なくありません。 
 

国際カリタスはこういった状況に直面する中で、この二年間、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きました。カリタスジャパンも同様

に、コロナ禍の状況の中で助けを必要とする方々への支援を強化してきました。 
 

国際カリタスは、コロナ後の世界を視野に、新しい世界的キャンペーン「"Together We"（トゥ

ギャザーウィー：ともにわたしたちは）」を、2021 年 12 月 13 日に開始し、世界的連帯を呼びか

けています。「すべてのものはすべてのものと密接に関わっており、無関心でいられるものなど

なにひとつない」と指摘し、総合的エコロジーの視点を強調される教皇フランシスコは、わたし

たちの共通の家である地球をまもるために世界的な連帯を呼びかけておられます。分断と孤立化

が激しく進む今だからこそ、互いに助け合い支え合う世界的な連帯は、いのちを守るために不可

欠です。 
 

カリタスジャパンは教皇様の呼びかけに応え、いのちの危機をもたらすさまざまな問題に対応し

ながら、神のいつくしみに満ちあふれた世界を連帯によって現実とするために、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。 

 

      2021 年 2 月 10 日 
 

カリタスジャパン責任司教 菊地   功 
カリタスジャパン担当司教 成井 大介 

2021 年度献金・募金総額   ¥175,991,406 

四旬節献金        ¥68,386,214 

国内援助         \9,668,594 

海外援助        ¥41,149,430 

国内緊急災害           ¥2,428,039 

海外緊急募金             \461,338 

クリスマス募金        ¥23,136,728 

マンスリーサポーター募金       ¥9,810,832 

事務局運営寄付         ¥1,673,220 

新型コロナ緊急募金       ¥19,277,011 



国際カリタス緊急

支援

30%

新型コロナ支援

19%

海外一般支援

51%

海外支援分野別

 

 
 

2021 年度 援助総額  ¥113,406,302 
地域別支援額（千円） 

日本国内 41,716 37% 

アジア・オセアニア 39,602    35% 

アジア全般         713                  キルギスタン    2,682           モンゴル    5,511 

インド     11,026                     ネパール      2,204           ラオス     1,095 

インドネシア   1,196                     パキスタン     4,894 

カンボジア    3,265                     バングラデシュ   7,017 

アフリカ 17,703    16% 

南部アフリカ    2,200    スーダン       1,040 ニジェール     1,298 

エチオピア         526 チャド             1,302 モザンビーク      634 

ウガンダ         5,441   中央アフリカ        640 

コンゴ           1,100 タンザニア         3,522 

中近東 8,074  7% 

イラク       2,199                パレスチナ      4,787          ヨルダン       1,088 

欧州 2,594     3% 

アルメニア     649 ギリシア        649 クロアチア     640 

ウクライナ        655 

ラテンアメリカ・カリブ   2,572     2% 

ハイチ      2,572 

総計         112,261 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支援 19% 

コミュニティエンパワメント支援 13％ 

カリタス組織教会支援 11％ 

平和構築 3％ 

保健・公衆衛生 3％ 

生活再建支援 2％ 

援助活動 

国内支援分野別 

新型コロナ

30%

東日本大震災

53%

外国人支援

5%

依存症ケア12%



2021 年度援助実績 

 

国名/教区 援助活動名 援助団体 援助金（円） 

海外一般（13 件/39 件）                                          35,087,474                        

タンザニア ヴダンドゴ プロジェクト  カリタスムワンザ  3,522,470 

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 5,315,000 

キルギスタン 天文キャンプ事業 2021 カリタスキルギスタン 1,389,222 

モンゴル デイケアセンター 2021 カリタスモンゴル 2,755,500 

キルギスタン カリタスキルギスタン組織強化支援 2021  カリタスキルギスタン 1,292,300 

カンボジア FVSDC 支援事業 2021 カリタスカンボジア 3,264,600 

パレスチナ 西岸地区、東エルサレム、ガザ地区における、医療・社会サービス支援              カリタスエルサレム 2,179,600 

南部アフリカ IDEAS-組織強化支援プロジェクト 2021  カリタスアフリカ 2,200,400 

パキスタン カラチ教区における強制退去の影響を受けたカトリック信徒への

緊急支援ならびに復興支援  

カリタスカラチ 1,677,482 

ラオス 組織開発と能力強化を通した（ラオスにおける）カリタス設立支援  カリタスアジア 1,095,400 

モンゴル 2021 年組織運営財政支援 カリタスモンゴル 2,755,500 

イラク ホーププロジェクト カリタスイラク 2,199,000 

ウガンダ 持続可能な農業支援 カリタスウガンダ 5,441,000 

国際カリタス緊急支援要請（22 件／39 件）                                 20,917,058  

エチオピア 平和的共存のための人道活動 カリタスエチオピア 519,900 

スーダン 東スーダンにおけるエチオピア難民支援 カフォッド 1,039,800 

モザンビーク サイクロンイダイからの復興プロジェクトフェーズ 2 カリタスモザンビーク 634,150 

クロアチア クロアチアにおける地震被災者へのシェルター提供支援 カリタスクロアチア 639,950 

インドネシア 西部スラウェシ地震への緊急対応 カリタスインドネシア 532,108 

中央アフリカ ５つの地域における紛争被害者支援 カリタス中央アフリカ 639,950 

アルメニア アルメニア紛争被害者への日用品・シェルター支援 カリタスアルメニア 649,400 

ヨルダン シリア難民、それ以外の難民と脆弱なヨルダン人のための人道支援 カリタスヨルダン 1,088,200 

インドネシア 中部スラウェシ地震による被災世帯の復興支援 カリタスインドネシア 667,850 

パレスチナ ガザ侵攻後(の人びとのための）の医療改善事業 カリタスエルサレム 1,310,000 

バングラデシュ バングラデシュ・コックスバザールにおけるミャンマー難民と地域

住民への支援活動 2021 

カリタスバングラデシュ 1,144,700 

ウクライナ ウクライナ危機の緊急対応 カリタスウクライナ 655,000 

バングラデシュ サイクロンヤースによるバングラデシュの被災者支援事業 カリタスバングラデシュ 557,400 

チャド 中央アフリカ共和国危機による難民とシド(チャド）住民への緊急支援 カリタスチャド 1,301,900 

ニジェール 武力紛争への対応 カリタスニジェール 1,297,700 

コンゴ ニーラコンゴ火山噴火による、避難民・帰還民に対する緊急支援プロジェクト カリタスコンゴ 1,099,500 

エルサレム ガザ緊急要請 2021 カリタスエルサレム 1,297,700 

ギリシア ギリシア―山火事への対応 カリタスギリシャ 649,450 

ハイチ 2021 年 8 月地震による被災者支援 カリタスハイチ 1,289,600 

パキスタン アフガン難民対応 2021 カリタスパキスタン 1,292,300 

パキスタン 2021 年地震対応 カリタスパキスタン 1,328,500 

ハイチ 2021 年 8 月 14 日地震の影響を受けた世帯への復興支援 カリタスハイチ 1,282,000 

新型コロナ緊急支援（海外 4 件/39 件、国内 10 件／21 件）                                               30,131,020                                         

パキスタン 学金を通した、学生の知識と希望の光プロジェクト  カリタスファイザラバード 595,620 

インド 新型コロナ感染症対策 カリタスインド 5,515,000 

インド 新型コロナ感染症対策 2 回目 カリタスインド 5,511,000 

ネパール ネパール 新型コロナ感染症対応 カリタスネパール 2,204,400 

大分教区 子どもの居場所と食の支援 ヒミツキチ 1,860,000 

東京教区 フードパントリー（ひとり親家庭・生活困窮者・路上生活者・滞在外国人対象） カトリック大森教会 PANE の会 2,000,000 

東京教区 2021 年度 SARC 東京性暴力被害者支援事業  性暴力救援センター・SARC 東京 1,000,000 

横浜教区 難民認定申請者等生活支援事業 わたぼうし教室 2,000,000 

東京教区 新型コロナウィルス影響下における子育て貧困世帯対策としての食支援事業  フードバンク TAMA 2,000,000 

東京教区 ミャンマー難民・コミュニティのための緊急生活支援事業 PEACE 2,000,000 

東京教区 カトリック葛西教会ベトナム支援グループ カトリック葛西教会 900,000 

東京教区 生活に困窮する外国人のための食糧支援 カトリック東京国際センター 2,000,000 

横浜教区 コロナ禍で生活基盤を失った方への食品支援事業 報徳支援食品センター 1,000,000 

大阪教区 2021 年ホームレス生活支援・入居後生活支援実施上の新型コロナ対策事業  和歌山ホームレス支援機構 1,545,000 

 国内一般（5 件／21 件）                                                                                  19.384,106                                            

仙台教区 コミュニティ支援事業と第一次産業支援事業 カリタス南三陸 3,385,306 

東京教区 人種差別撤廃法・条例の整備及び運用支援プロジェクト 外国人人権法連絡会 3,000,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島教区 入所施設開所に伴う備品・車両購入、事務所整備 おいどんダルク 2,000,000 

仙台教区 東日本大震災 被災者支援（2021 年 4 月～12 月） カリタス南相馬 5,498,800 

那覇教区 New Revival Academy 開設事業 DARC 大きな和 5,500,000 

国内緊急（東日本大震災）（6 件／21 件）                                                                   7,886,644 

大阪教会管区 大阪教会管区大船渡ベース支援活動（2021 年 1-3 月） 大阪教会管区 3,697,017 

大阪教会管区 大阪教会管区南三陸ベース支援活動（2021 年 1-3 月） 大阪教会管区 54,183 

仙台教区 被災地復興支援事業 カリタス釜石 3,266,471 

仙台教区 繋いだ 10 年、繋がるこれから カリタスみちのく 250,000 

大阪教会管区 大阪教会管区南三陸ベース支援活動（差額） 大阪教会管区 463,973 

 災害対応マニュアルワークショップトレーナー業務 カリタスジャパン 155,000 

四旬節の「愛の献金」 キャンペーン 

教区担当者会議 

 

（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 

啓発活動 

■ 2021 年四旬節教皇メッセージテーマ  
「今、わたしたちはエルサレムへ上っていく」（マタイ 20・18） 

■ 四旬節キャンペーン小冊子 56,500 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 22,000 部 発行  
■ 献金袋 58,000 部 発行 
■ ポスター2,400 部  

■ カリタスジャパン全国セミナー 
日 時：2021 年 11 月 3 日 10:00-16:00 （オンライン開催） 
テーマ：コロナ禍と私たち－叫びの中からともに見出す希望－ 
参加者：75 名 
 
第 1 部：報告・現状報告「コロナ禍から見えてきた〈叫び〉」  
第 2 部：トークセッション「〈叫び〉の中からともに見出す希望」 

成井大介司教（カリタスジャパン担当司教）／飯島裕子さん（ノンフィクションライター） 

小林未希さん（大学院生/国際関係専攻）／ビスカルド篤子さん（カトリック大阪大司教 

区社会活動センターシナピス）／吉羽弘明さん（カトリック麹町教会 福祉関連グループ 

連絡会、明日の家プロジェクト） 

■2021 年度定例全国教区担当者会議（オンライン） 
日 程：2021 年 10 月 13 日  議 題：四旬節キャンペーン／CJ キット／委員改選 
上記の定例会議のほか、1 月 28 日、7 月 8 日にオンラインによる臨時会議にて情報共有を行った。 
 

CI グローバルキャンペーン Together We 

期 間：2021 年 12 月 13 日~2024 年 12 月（予定） 
テーマ：トゥギャザー ウィ（ともに私たちは） 
概 要：教皇フランシスコの回勅『ラウダート・シ』『兄弟の皆さん』を、ともに実
践するための「ケアの共同体」を築く。具体的には、地球に住まう「すべてのもの
の共通の家（環境）」、「貧しさに追いやられ排除された兄弟姉妹」の状況を、自分
（私たち）のこととしてとらえ、すべての人の尊厳を守る実践的な共同体を築くた
めには、ともに何ができるかを考え、行動に移していく。 

表紙写真：キルギスタン 天文キャンプ 


