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「食料支援はコロナと闘う底力となる」
 皆様の永年のご支援に深く感謝申し上げます。

2020年は国連WFPがノーベル平和賞を受賞する大変
意義のある1年でした。この受賞によって食料支援が
世界の平和を築く礎であると広く認められたことを誇
りに思うとともに、これまで当協会を通じ、国連WFP
を支えてくださった皆様の永年のご支援に深く感謝申
し上げます。しかし、平和がなければ、飢餓ゼロとい
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デイビッド・ビーズリーのスピーチ全文はこちら
https://ja.wfp.org/news/wfp-chief-urges-world-use-its-wealth-

prevent-famine-nobel-acceptance-speech

Prologue

う世界的な目標を達成することはできません。そして、
飢えがある間、私たちは決して平和な世界を達成する
ことはありません。世界ではいまだに7億近い人々が
十分に食べることができずにいます。一人でも多くの
人へ食料を届けられるよう、今後とも皆様からの温か
いご支援を心よりお願い申し上げます。

今日、私は毎晩空腹のまま眠りについている6億9,000万人の人々のために、どの
ように協力して世界の飢餓を終わらせることができるのかをお話しできればと思い
ます。危機は迫っています。

今回のノーベル平和賞は感謝以上のものです。行動を呼びかけるものです。多くの
戦争、気候変動、政治的・軍事的武器としての飢餓の蔓延、そして世界的なパンデ
ミックの蔓延によって、 2億7,000万人が餓死に向かっています。彼らのニーズに
対応できなければ、新型コロナウイルスの影響をはるかに上回る飢餓パンデミック
を引き起こすことになります。

一方、現在の世界には400兆ドルの富があります。 新型コロナウイルスのパンデ
ミックの絶頂期にあっても、わずか90日で、さらに2.7兆ドルの富が生み出されま
した。そして、飢饉から3,000万人の命を救うために必要なのはたった50億ドルで
す。

私の多くの友人たち、そして世界中のリーダーたちが私に言いました。「あなたは
何百万人もの人々の命を救う、世界で最も偉大な仕事をしている」と。

しかし、私はこう言っています。「私は、夜私たちが救った子どもたちのことを考
えて寝るのではなく、救えなかった子どもたちのことを思い、泣きながら寝るので
す。そして、十分なお金も、必要なアクセスもない時に、どの子が食べて、どの子
が食べないか、どの子が生きて、どの子が死ぬかを決めなければなりません。その
仕事をどう思いますか?」

私たちに誰が生きて誰が死ぬかを決めさせないでください。

このメダルに刻まれている「平和と兄弟愛」というアルフレッド・ノーベルの精神
にのっとって、彼ら全員を食べさせてあげましょう。食は平和へと続く道です。

私たちは、
食料が平和へと続く道だと
信じています。

ノーベル平和賞授賞式での
WFP国連世界食糧計画事務局長デイビッド・ビーズリーのスピーチより抜粋

国連WFP協会 Annual Report 2020
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飢餓パンデミックを食い止めるために。
ワクチン普及までの最大の特効薬は、食料です。

Highlights 2020

国連WFPが管理する国連人道支援
物資備蓄庫（UNHRD）は、74の支
援国に対して物資を発送。個人用
保護具、緊急医療キット、麻酔
キット、噴霧器、ストレッチャー、
体温計、遺体袋、浄水器材、後方
支援機器などを届けました。

人道支援物資を迅速に
届けるためのロジスティクス
1月 - 国連WFP

Djibouti

難民キャンプのあるアリアデ地区
に受益者情報および送金管理プ
ラットフォーム「SCOPE（スコー
プ）」を導入し、カードを使って現
金を支給。これにより地元の小売
店で好みに応じた食料を買うこと
ができるようになり、地元経済に
も貢献しています。

送金管理プラットフォーム
「SCOPE」を導入

2月 - ジブチ

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で食料危機に直面する人々が
急増していることを受けて国連
WFPは「世界的な大惨事の影響
を緩和するために協力しなければ
ならない」と声明を出しました。

コロナ禍で食料支援を
呼びかける緊急声明
4月 - 国連WFP

コロナ禍でサバクトビバッタが大量発生し、東ア
フリカ全体の作物を食い荒らしました。

サバクトビバッタが大量発生
2月 - 国連WFP

East Africa

大勢が集まる支援現場では、受益
者を小グループに分け、その中で
もソーシャルディスタンスを徹底
し、さらに支援物資を受け取る前
と後に必ず石けんで手洗いをする
ことを徹底しました。また職員た
ちは手袋とマスクをして支援を行
いました。

支援現場での
手洗いの徹底
3月 - マラウイ

Malawi
©WFP/Francisco Garrido © WFP/Alicia Torbay

© WFP/Badre Bahaji

© WFP/Rafael Campos
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Pakistan

8月の記録的豪雨によって大規模な洪水と地すべ
りが発生し、数千人が避難しました。国連WFP
は栄養不良の予防のために、自治体と一緒に小麦
粉や豆、食用油、栄養価の高いビスケットなどの
食料を提供しました。

記録的豪雨の
被災者に食料支援
9月 - パキスタン

Burundi

9,000人以上が住むニャンカンダ難民キャンプで
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために手
洗い、検温を徹底。また、調理された食事ではな
く家族全員分の食料パッケージを配布することで
1家族1人のみが支援場所に訪れました。

家族全員分の量の
食料パッケージを
配布
9月 - ブルンジ

© WFP/Saiyna Bashir © WFP/Irenee Nduwayezu

国連WFPなどの5つの団体が報告した「世界の食
料安全保障と栄養の現状」のなかで「飢餓、食料
不足とあらゆる形の栄養不良撲滅への取り組みを
開始してから5年、今なお2030年までの目標達
成から遠い状況にある」と警告しました。

「飢餓ゼロの達成が危うい状況に」
と警告
7月 - 国連WFP

海外から帰国した労働者が滞在する7つの隔離施
設（検疫センター）で20,662人に30万食以上の
食事と基本的な衛生用品を提供しました。

食事と
基本的な衛生用品を提供
7月 - ラオス

Lao PDR

©WFP/ Lalongkone Chanhthamaly© WFP/Marwa Awad

教育省と連携して休校中の生徒や
その親に持ち帰り食料を配布。
2019年は88,000人へ支援したの
に対し、2020年の支援は11万人
にのぼりました。

持ち帰り食料を配布
4月 - コロンビア 

女性の自立を支援するため
トレーニングを実施

難民キャンプと地域に暮らす2万
人の女性を対象に実用的な技術や
金融知識の研修を提供し、対価と
して現金支給をしています。この
自立支援プログラムを通じて地方
自治体などが使うマスクづくりに
も参加してもらいました。

5月 - バングラデシュ

© WFP/Miller Choles © WFP/Nalifa Mehelin

Colombia Bangladesh
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Highlights 2020

資金が不足しています

2020年国連WFPは84億米ドルの資金を
調達することができました。しかし、こ
れは必要とされた額137億米ドルに対し、
53億米ドル不足しています。この資金
不足により、国連WFPの現地職員は支
援対象者の選択や支援量の削減など、苦
渋の決断を迫られています。

必要額

億米ドル
137

調達額

億米ドル
84

不足額

億米ドル
53

Myanmar
国連WFPは「飢餓と闘う努力、紛
争の影響を受けた地域の平和のた
めの条件の改善への貢献、そして
飢餓を紛争の武器としての使用を
防ぐための原動力としての役割を
果たした」ことに対して、2020年
のノーベル平和賞を受賞しました。

国連WFPの活動が
ノーベル平和賞を
受賞
10月 - 国連WFP

ラカイン州の36,000人の国内
避難民に携帯電話を通じた電子
送金を開始。携帯電話を持って
いない世帯に対しては、地域の
平和が回復して元の場所に戻れ
るようになるまで、携帯電話を
貸し出しました。

携帯電話を通じた
電子送金を開始
12月 - ミャンマー

Rwanda

学校再開に向けて、小学校高学年の生徒
35,423人に学校給食を提供。小学校低学年
の33,000人以上の生徒たちには読書を続け
られるよう本の貸し出しを継続。さらに、学
校での規則的な手洗い習慣を根付かせるため
学校に新たに常設の手洗い場を建設しました。

学校再開に向けて
生徒を支援
12月 - ルワンダ

Yemen Sudan

3月から10月までの休校中、3,324校の生徒
たちへ栄養強化ビスケットなどを配布。これ
により、保護者たちにも学校の取り組みが理
解され、子どもたちの退学防止につながりま
した。休校明けもビスケットを支援し、子ど
もたちの就学率は前年より高くなりました。

生徒たちの
退学を防ぐために
ビスケットを配布
11月 - イエメン

保健省と協力して、生後6～59ヵ月の栄養不
良の子どもへの、栄養補助食品の支援と健康
診断を実施。また妊娠・授乳中の女性に対し
て、栄養指導や生計をたてるための石けんの
作り方、帽子の編み方、洋服の縫い方を指導
しました。

栄養不良の子どもと
妊娠・授乳中の
女性への支援
11月 - スーダン

© WFP/Hebatallah Munassar

© WFP/Assouman Ntakirutimana © WFP/Rein Skullerud

© WFP/Mar Mar Swe

© WFP/Leni Kinzli
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Report

Bangladesh

「後悔するな。まずはやってみよう」を合言葉に
―

　どうしてこんな大変な時に戻ってきたの?  ―2020年3
月初旬、日本から赴任先バングラデシュ南東部のコックスバ
ザールに戻ってきた私に同僚がそう聞きました。ちょうどバ
ングラデシュでも新型コロナウイルスが広まり始め、100万
人の難民キャンプにウイルスが広まったら大変なことになる
と騒がれていた時期だったからです。
　3月末にダッカの日本大使館から2度ほど帰国チャーター
便の搭乗希望案内をいただきましたが、断りました。大変な
時だからこそ途中で職務放棄できなかったし、国連WFPの
食料支援が届かなければ100万人のロヒンギャ難民の命が危
機に晒されてしまうと考えたからです。
　前例のない事態に試行錯誤が続きましたが「後悔のないよ
うまずはやってみよう」と新たな挑戦をし続けました。その
結果、政府と共にホストコミュニティ（難民を受け入れてい
るキャンプ周辺地域）の貧困層57万人への食料と現金の配
布を実施するなど、大きく実を結んだ活動もありました。

難民たちが故郷に帰れる日がくることを願って
―

　いまでも家族からは毎日のように電話がかかってきて、娘
は「なんで家族のことを放っておいて他の人たちを助けなけ
ればいけないの!」と私を責めます。そのたびに私は娘にア
ンパンマンの話をして「パパはマントを付けていないけれど
も、本当はアンパンマンで、お腹がすいて困っている人たち
を助けているんだよ」などと話しています。
　もちろん、新型コロナウイルス感染が収まったら、日本に
戻って家族と再会します。でも、こんな機会は人生の中でそ
んなに多くないとも思います。危機だからこそ私たちWFP
が必要とされているし、だからこそアンパンマンパパはこの
場にとどまって、任務を遂行していきたいと思います。
　WFPの存在はバングラデシュの人々にも知られていて、
子どもたちはWFPの車両を見かけるたびに手を振ってくれ
ます。いずれ支援がなくとも難民たちが食料を手に入れられ
るように、そしていつの日か自分の故郷に帰れる日がくるよ
うに、今日も食料を届けています。

アンパンマンとして
現地にとどまり食料支援を続けています。

バングラデシュ事務所
中井 恒二郎

娘には

と話しています。

「パパはマントを付けていないけれども、
本当はアンパンマンで、
お腹がすいて困っている人たちを助けているんだ」 もっと読みたい方はこちら

https://ja.wfp.org/stories/koronatodouuwfpribenrenzhiyuan

© WFP
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2020年は多くの寄付をいただき、
過去最高額を届けました。

国連WFP協会とは

　特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会（国連WFP協
会）は、飢餓をなくすことを使命にする国連唯一の食料支援機関であ
るWFP国連世界食糧計画の、日本における公式支援窓口です。WFP
国連世界食糧計画の活動はすべて、各国の政府の拠出金や、企業・団
体、個人などの寄付金でまかなわれており、国連WFP協会は、民間
を対象とした募金活動や、企業・団体との協力関係の推進、広報活動

を通してWFP国連世界食糧計画の活動を支えています。
　また、日本においては、「国連WFP」という総称を用いて、国連機
関であるWFP国連世界食糧計画と、それを支援する認定NPO法人で
ある国連WFP協会という2つの団体が協力して活動を行っています。
　国連WFP協会は、1999年に設立され、2005年より「認定NPO法
人」に認定されています。

寄付金と支援活動実績

寄付金実績

15億
円

17.5億
円

5億
円

7.5億
円

10億
円

12.5億
円

2020

19億6,985万5,612円
国連WFP協会への寄付金総額

14億7,739万1,712円
WFP国連世界食糧計画への送金額

11億8,271万1,650円
15億7,694万8,864円

2019

9億9,070万6,873円
13億291万8,658円

2018

8億6,849万4,895円
11億5,999万3,190円

2017

8億3,470万1,896円
10億9,981万3,603円

2016

9億13万2,413円
12億223万5,171円

2015

2020年度、国連WFP協会に寄せられた企業・団体、個人の皆様からの
ご寄付は過去最高の約19.7億円となりました。国連WFPの世界の民間
支援部門からの寄付総額1億6,100万米ドル（約170億円、105円/1米ド
ル換算）のうち、当協会からの寄付額は国連財団に次ぐ世界第二位とな
りました。

総額
19億6,985万

5,612円13億6,794万3,206円
69%
■個人

6億191万2,406円
31%
■企業・団体

国連WFP協会への寄付金総額の内訳

総額
14億7,739万

1,712円

日本の皆様よりお預かりし、国連WFP協会がWFP国連世界食糧計画に
送金した寄付額は約14.8億円となりました。そのうちの約7.7億円は、
“誰も取り残さない”という方針のもと「使途指定なし」として送金し、
国連WFPが最も資金を必要とする支援活動に活用させていただきました。

7億6,995万2,497円
52%
使途指定なし

5億391万7,745円
34%

学校給食支援

1億6,153万4,593円
11%

緊急支援

4,198万6,877円
3%

母子栄養支援

WFP国連世界食糧計画への寄付金総額の内訳
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日本から支援の輪を広げる取り組みをしています。

WFPチャリティー エッセイコンテスト2020

今年も開催されたエッセイコンテストでは「みつけた! わた
しの元気ごはん」をテーマに過去最多となる22,905通の作
品が寄せられました。協力企業からの寄付は2,061,450円と
なり、約6万8,700人の子どもたちに給食を届けました。特
別審査員の竹下景子さん、ふなっしーさん、河本準一さんも
参加した表彰式はYouTubeでの配信もされました。

「SDGsユーモアイラスト展」を開催

支援企業の協力によって、国連WFP協会理事で、クリエイ
ティブディレクターでもある本田亮氏による「SDGsユーモ
アイラスト展」を首都圏の各地で開催しました。このイラス
トは持続可能な開発目標（SDGs）の17のゴールを分かりや
すく表現したもので、多くの方にSDGsと国連WFPの活動
への理解を深めていただくことができました。

世界食料デーキャンペーン

食品ロス削減の取り組みを途上国の食料支援につなげるキャ
ンペーン「ゼロハンガーチャレンジ食品ロス×飢餓ゼロ」を
実施しています。2020年はSNSでの投稿やリツイートなど
のアクション数が前年の3倍以上に達し、学校給食22万人分
相当の寄付が集まりました。

新型コロナウイルス緊急支援

全世界で広がった新型コロナウイルスの感染拡大により、甚
大な影響を受ける途上国の人々の命を守る為「新型コロナウ
イルス緊急支援」を実施。多くの個人、法人・団体の皆様か
ら温かい寄付が寄せられました。

15年程前の講演をきっかけに国連WFPの活動
を知り、マンスリー会員としての寄付やチャリ
ティーオークションを開催するなど、さまざま
な支援に取り組んできました。2020年は新型
コロナウイルスの影響で飢餓に苦しむ人が世界
で急速に増えたため、緊急支援の寄付もしまし
た。これによって子どもたちが飢餓から救われ
ればと強く願っています。

NPO法人志澤塾
塾長  香

こう

山
やま

廣
ひろ

紀
き

 様

支援者の声

国連WFP協会の活動

© JAWFP

© Mayumi Rui

© WFP/Ratanak Leng

© WFP/Jama Hassan

© RYO-HONDA
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ガンビア
学校給食支援
30,000,000円

ナイジェリア
緊急支援

30,000,000円

ギニアビザウ
学校給食支援

1,125,000円

コンゴ民主共和国
緊急支援

13,200,401円

グアテマラ
緊急支援
30,000,000円

ニカラグア
学校給食支援
44,434,382円

エクアドル
学校給食支援
15,000,000円

9

SDGsの基盤となる
目標2「飢餓をゼロに」の達成に向けて

「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」
は、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「質の高い教育をみんなに」
など、2030年までに達成すべき17の国際社会の共通目標をまと
めたものです。国連WFPは、目標2「飢餓をゼロに」が他の目標
達成の基盤にもなるとの考えのもと、パートナーシップを通じて
活動し、全てのSDGsの達成に貢献しています。

国連WFPの支援実施国

2020年は
84ヵ国1億1,550万人に
420万トンの食料を届けました。

国連WFPの支援実績

寄付金と支援活動実績

© WFP/Badre Bahaji

学校給食支援 緊急支援 母子栄養支援
国連WFP協会からの寄付送金国

p7-10_wfp_2020AR_F.indd   9p7-10_wfp_2020AR_F.indd   9 2021/06/30   10:282021/06/30   10:28

フィリピン
学校給食支援
20,302,658円

タジキスタン
母子栄養支援
41,986,877円

イエメン
緊急支援
30,000,000円

ジブチ
学校給食支援
24,434,382円

ミャンマー
学校給食支援
151,863,724円

ブルンジ
学校給食支援
61,757,599円

ルワンダ
学校給食支援
15,000,000円

パキスタン
緊急支援
30,000,000円

レバノン
緊急支援
8,166,541円

アフガニスタン
学校給食支援
90,000,000円

ジンバブエ
学校給食支援
20,000,000円

ラオス
学校給食支援
30,000,000円

緊急支援
20,167,651円

10

国連WFP協会 Annual Report 2020

国連WFPが活動している世界84ヵ国のなかでも、日本の民間の皆様からの支援を必要としている国やプロジェクト、ご支援者の皆様のご指定に合
わせた国、特に新型コロナウイルスの影響によって緊急支援を要している国や地域に送金しました。

Thank you for your support !

WFP国連世界食糧計画への送金額の国別内訳

学校給食支援 緊急支援

総額
5億391万
7,745円

5,943万4,382円
12%
中南米

1億5,231万6,981円
30%
アフリカ

2億9,216万6,382円
58%
アジア

総額
1億6,153万

4,593円

4,320万401円
27%
アフリカ

5,016万7,651円
31%
アジア

3,816万6,541円
24%

中東

3,000万円
18%
中南米

© WFP/Evelyn Fey © WFP/Gerardo Aguilar © WFP/Photolibrary © WFP/Alice Rahmoun
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5つの柱で“飢餓ゼロ”の達成に取り組んでいます。

代表的な支援活動実績

2020年支援実績 関連するSDGs

59
ヵ国 万人

1,500

学校給食支援は子どもの栄養状態を改善し、勉強への集中力を高めます。
特に家事のため家に留め置かれがちな女子の就学も促します。教育は国の安定と発展の礎です。

School Feeding

学校給食支援

休校でも給食を
食べられるのは
とてもうれしいです!

シリアに住む10才のリラスちゃん
　好きな教科は算数で、大きくなったらお医者さんになりたいです（まだ、どんなお医者
さんになるかは決めてないけれど）。だから、たくさん勉強をしなくてはいけないんです。
新型コロナウイルスから私自身を守るためにマスクをつけているし、何かをしたら必ず手
を洗います。咳をする時はひじで押さえます。学校の給食はとてもおいしくて大好きです。
だから、休校でも給食を食べられるのがとても嬉しかったです。休校でずっと家にいると
き、先生や友だちにはやく会いたくて、学校にとても行きたかったです。

コロナ禍でも地産地消の取り組みを続行

　国連WFPでは、提供する学校給食の食材に地元産
の農作物を使う地産地消の取り組みをしています。こ
れは、子どもたちの健康促進、給食の多様化、地元経
済の活性化につながります。ザンビアでは、2019年
の実証実験をもとに16州で34の水耕栽培用の畑を作
り、その地元食材を24,200人の子どもたちの給食に
使って栄養を強化しました。また、教育省と連携し、
水耕栽培のマニュアルやガイドラインを策定し、教師、
生徒、地域住民400人以上に水耕栽培のノウハウを伝
えました。これによって子どもたちに菜園技術や環境
を大切にすることの意識を醸成しました。

VOICE

教師が各家庭に給食を配達し
生活状況を確認

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ホン
ジュラスでも全国の学校閉鎖が命じられ、120万人の
子どもたちに提供していた学校給食支援も停止されま
した。国連WFPとユニセフは協働でホンジュラス政
府を支援するとともに、教師向けに食料配給のための
安全手順を策定しました。教師たちは学校での密な状
態を避けるためにバイクで各家庭に給食を配達し、そ
の際、新型コロナウイルス感染対策を家族に教えると
ともに、子どもたちと家族の生活状況などを記録して、
適切な支援を受けられるようにしました。

© WFP/Sophie Smeulders

© Photo courtesy of Golda Haylock

© WFP/Hussam Al Saleh
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紛争や大災害が起きた時、まず必要とされるのが食料です。
国連WFPはいち早く被災した地域に入り、人々に生きのびるための食料を届けています。

（コロナ緊急支援を除く）
万人

6,110
2020年支援実績

Emergency Response

緊急支援

　2020年8月にレバノンの首都ベイルート
で爆発が起こり、約200名の死者と6,500
人以上の負傷者が出て約30万人が住む場
所を失いました。爆発前からの食料危機に
加え、新型コロナウイルスでひっ迫する病
院で患者の受け入れが困難となるなど、保
健衛生の面からも危機的状態に陥りました。

4人の子どもを持つシングルファーザーのアリさん
　新型コロナウイルスとベイルートの爆発事故で、生活が苦し
くなりました。以前は車屋で仕事をしていましたが、爆発以来、
兄も私も一日も働けていません。国連WFPから現金支援（250
米ドル）を受け、それを食料の購入に充てています。また、ツ
ナの缶詰などの食料が入った小包を受け取りました。国連WFP
のお陰でなんとか家族に食事を与えることができています。

台風による540万人の被災者を支援

　2020年11月、フィリピン諸島で強力な台風が発生
し、多くの人々が被災しました。国家災害リスク軽
減・管理評議会の報告によると農業被害額は1億9,400
万米ドル。政府は緊急支援のために人道支援団体を招
聘し、国連は迅速にニーズを分析しました。国連WFP
も分析に参加し、最も被害の大きかった地域の食料安
全保障と生活状況を把握し540万人を支援することを
目的とした「人道的ニーズと対応計画」を立ち上げま
した。国連WFPは2万世帯以上に食料を購入するため
の現金支給と、女性や子ども、障がい者のいる世帯を
中心に被災した家族を支援しました。

VOICE

スーダンへ流入したエチオピア難民へ
食料や人道的支援物資を提供

　過去数十年で最悪と言われた洪水や、新型コロナウ
イルスの感染拡大、増加する国内避難民などの課題が
山積する中、11月に勃発したティグライ州（エチオピ
ア）での戦闘によってエチオピアの難民56,000人以上
が着の身着のままの状態で到着しました。国連WFP
は政府やパートナー団体と協力し、食料や人道支援物
資を貯蔵する倉庫を設営。通信機器やインターネット
を配備し、難民キャンプで緊急支援を開始。レセプ
ションセンターでは到着した難民へ温かい食事や高カ
ロリービスケットを提供し、キャンプ内では自炊がで
きるよう、レンズ豆や油、塩などを配給しました。

関連するSDGs

© WFP/Eva Celso

© WFP/Hasan Noureddine

© WFP/Leni Kinzli
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胎児から2歳までに十分な栄養を摂れないと、身体や脳の発達が遅れ、その影響は生涯に渡る恐れもあります。
国連WFPは妊産婦と乳幼児の栄養支援を強化しています。

関連するSDGs

Nutrition

母子栄養支援

子どもたちの栄養不良の治療に向けて
地域の30の団体に資金を提供

　新型コロナウイルスの流行が貧困層の経済状況に大
きな影響を与えたため、グアテマラでは、19,945人
の子どもたちが急性栄養不良と診断されました。急性
栄養不良は、栄養価の高い食事を十分に摂れていない
ことが原因です。これを受けて、2020年7月に政府主
導のプロジェクト「栄養と健康の団体」が設立され、
地元の女性たちに急性栄養不良の症状を伝える研修を
行いました。国連WFPは、このプロジェクトを通じ
て設立された地域の30の団体（保健省・食料安全保
障・栄養事務局が推進）に資金を提供しました。

栄養や授乳の知識など
実践的な情報をオンラインで提供

　栄養状態を改善するには食料支援だけでなく、健康
のためによい食事を自ら選択するなど、受益者の考え
方や行動を変容させる必要があります。そこで国連
WFPでは、テレビ番組やSNS、ポスターなどを使っ
たコミュニケーションを通じて人々の行動変容を促す、
社会的および行動変化のコミュニケーション（SBCC）
を取り入れています。その一環として、インドでは、
妊娠中の女性に向けて、新型コロナウイルスの予防方
法、妊娠中の食事法、健康と栄養などに関するビデオ
を複数の現地語で作成・公開しました。これは職員が
受益者と接触することなく必要な情報を届けることに
もつながりました。

　生後2週間でお母さんを病気で亡くしたマ
ラウイのチフンド君は、生後3ヵ月で栄養不
良の状態となりました。そこで叔父のワイソ
ンさんが地域の保健センターに連れていき、
国連WFPからスーパーシリアル（栄養強化
粉）をもらいおかゆにして食べさせました。

チフンド君を支えた叔父のワイソンさん
　栄養価の高い食べ物が効果を発揮しました。以前はチフ
ンドはただ座っているばかりで活動的ではなかったのです
が、今は歩けるようになりました。私のことも笑顔で認識
してくれています。これからも健康ですくすく成長してく
れることを願っています。

代表的な支援活動実績

VOICE

2020年支援実績

© WFP/Alejandro Arriola

©WFP/India

© WFP/Francis Thawani

51
ヵ国 万人

1,730
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国連WFPは、職業訓練やインフラ整備などの対価として食料等を支給しています。
中長期的に、住民自身が災害に強い地域づくりや、食料不足の解消に取り組むよう促します。

Resilience Building

自立支援

持続可能な地域づくりのために
小規模農家を支援

　国連WFPは道路や灌漑の整備など地域の住民
に積極的に町づくりに参加してもらい、その労働
の対価として現金支給をしています。マリでは特
に小規模農家の支援に力を入れており、2020年
はパンデミックの影響で限定的ではあったものの、
36,756人 （女性：14,702人、男性：22,054人）の
小規模農家を支援しました。現在は国連WFPの
支援食料の30%を地元の小規模農家から調達で
きるようになりました。輸入への依存を減らし、
小規模農家へ収益をもたらし、食料と栄養の安定
的な確保につながるよう、持続可能な農業システ
ムを作るべく支援を続けています。

国連WFPは食料支援とともに、輸送や物流といったロジスティクス、
および情報通信の分野において人道支援機関の中でリーダーの役割を担っています。

関連するSDGs

Supply Chain

ロジスティクス支援

サプライチェーンと
ロジスティクスの知見を活かし
保健医療・人道支援活動をサポート

　新型コロナウイルスによって世界のサプライ
チェーンと商業輸送市場に深刻な影響が出たこと
を受け、2020年において国連WFPは広範なサプ
ライチェーン能力とロジスティクスの専門知識を
活用し、保健医療・人道支援活動を支援しました。
9拠点にハブ空港を設け、424団体、27,866人の
ヘルスワーカー、人道支援団体職員を68の目的
地へ運び、フライト数は1,510にのぼりました。
また、173の国へ72の団体の物資145,500㎥の貨
物を運びました。

© WFP/Benoit Lognone

© WFP/Pixel Prod

2020年支援実績 関連するSDGs

49
ヵ国 万人

770
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企業の皆様の支援を通じて、一般の方々が
身近に始められる食料支援の取り組みが広がっています。

2011年11月にレッドカップキャンペーンが
開始して以来、協力企業の数は毎年増加し
ています。これまでに合計53社が参加、累
計約1,900万人の子どもたちに学校給食を
届けることができました。

1 レッドカップキャンペーン商品を買う

国連WFPの学校給食支援のシンボ
ルである「レッドカップ」のロゴ付
き商品を購入すると、売り上げの一
部が企業から寄付されます。 詳細はWEBへ!

日本でできる取り組み

ファミリーマート
店頭募金箱

店頭や街頭、イベントなどで設置さ
れた募金箱からご寄付いただけます。

募金箱設置企業
株式会社朝日ネット／コネクシオ株式会社／
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ／
ソフトバンク株式会社／株式会社大創産業／
株式会社日本アクセス／日本ケンタッキー・
フライド・チキン株式会社／一般社団法人日
本フードサービス協会／株式会社ファミリー
マートなど　

2 募金箱へ寄付

協力企業が増えています

（株）大井川茶園（株）一榮食品 カンロ（株）（株）あさくま アサヒ飲料（株） （株）イズミ
クリエーションイカリソース（株）（株）あじかん

食料品

日用品

（株）グラム/
Q-pot.

アドヴェンチャー
グループ （株）日曜社 （株）プレーリー

ドッグ中山福（株） 丸眞（株） （株）ワコウ

レッドカップキャンペーン参加企業

3 ポイントや
カタログを通じた支援

クレジットカードやポイントカードのポイントを寄
付したり、カタログギフトで商品の代わりに寄付を
選択したりすることができます。

支援実施企業
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.／株式会社エ
ポスカード／株式会社クレディセゾン／株式会社ジェーシー
ビー／大和証券株式会社／株式会社髙島屋／三井住友カード株式
会社／三菱UFJニコス株式会社／リンベル株式会社など

タカシマヤ
ローズセレクション
The BEST GIFT

優しさや思いやりからはじまる、

「社会貢献ギフト」。
より豊かで幸福な未来を願って、タカシマヤでは社会貢献活動を行っている
団体に寄付していただけるメニューをご用意しております。

〈バーンロムサイ〉は1999年、HIVに母子感染
した孤児たちの生活施設としてタイ・チェン
マイに設立されました。皆さまのご支援のもと、
こどもたちはエイズの発症を抑える薬を飲む
ことにより元気に成長しており、現在はエイズ
孤児・遺児やさまざまな理由で行き場を失った
こどもたち30名が暮らしています。お寄せいた
だいた金額は、こどもたちの将来を支える教育
費等として役立たせていただきます。

詳しくはホームページをご覧ください。
 www.banromsai.jp

バーンロムサイ

HIVに母子感染した
孤児たちや地域社会をサポート。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

自然から離れて生き物は生きていけない。この
シンプルな決まり事を破った人間社会の問題は、
既に限界を越え、今や気候変動による災害は
日常的になっています。人間もまた生き物のひとつ
であることを自覚し、自然を知り、エネルギーを
もらい、命への想像力を育むことが大切です。
薪を使う生活に戻れずとも、森に出入りする生活
を取り戻すことは可能です。種を拾い、育て、
植える「森づくり」、笹を刈り除間伐を行う「森林
整備」、そんな広葉樹の森づくりを、普通の
人 と々淡 と々進めています。好きな時に、好きな
形で！

詳しくはホームページをご覧ください。
 http://www.dongurinokai.or.jp/

子ども一人ドングリ一粒

 NPO法人
ドングリの会

地球温暖化を乗り越えるため、
一生に一回、森づくりを。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

〈国連WFP〉は、世界で約9人に1人を苦しめ
ている飢餓の撲滅を任務とする国連の食料
支援機関です。世界で紛争・災害時の緊急
食料支援や、学校で栄養価の高い給食を
提供しています。ご寄付は、こどもたちの健全
な成長を促し、教育の機会を広げる「学校
給食プログラム」に活用させていただきます。

詳しくはホームページをご覧ください。
 www.wfp.org/jp

国連WFP

世界のこどもたちに
食料と希望を。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

©WFP/Anne Poulsen

91013-9
91012-0

91015-5
91014-7

91017-1
91016-3

社
会
貢
献
ギ
フ
ト
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　寄贈先は、6団体の中から
　お選びいただけます。

※�コース金額内の必要経費を除いた金額を、お選びいただいた団体へお申し込み日の翌月に寄付させていただきます。
※Aコースのお礼状のお届けには、お申し込み後約１カ月から１カ月半程かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お客様の個人情報を団体に通知して寄付していただく
コースで、後日寄贈先団体からお礼状が届きます。A

コース

お客様の個人情報を団体に通知せずに寄付していた
だくコースで、寄贈先団体からのお礼状は届きません。B

コース

乳がんは、30〜60代の仕事や子育てで忙しい女性
に多いがん。日本人女性の11人に1人がなる一方、
早期発見・早期治療をすれば90%以上が治るように
なりました。乳がんと共に生きる時代となり、医療従
事者のより高い質の技術や、患者・家族支援は欠か
せません。ご寄付は、早期発見・早期治療の大切さ
を伝える啓発活動や、医師・看護師・社会福祉士に
よる無料がん相談、医療従事者の研修、啓発団体
の支援などに役立てています。

詳しくはホームページをご覧ください。
 www.jcancer.jp/

公益財団法人 日本対がん協会 

乳がんをなくす
「ほほえみ基金」

乳がんで悲しむ人を
ひとりでも減らすために。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

91019-8
91018-0

原因がわからなかったり治療法が未確立で
あるなど、こどもの難病は700種類を超え、全国
で25万人以上のこどもたちが難病とともに暮
らしています。私たちは相談活動、交流活動、
啓発活動などを通じ活動を進めています。

詳しくはホームページをご覧ください。
 www.nanbyonet.or.jp/

認定NPO法人

難病のこども支援
全国ネットワーク

難病のこどもたちに、
明日への希望と勇気を。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

91021-0
91020-1

仙台平野では、伊達政宗公の時代より海岸林
が造成され、飛砂や塩害、強風や高潮から人々
や農地が守られてきましたが、東日本大震災に
よる津波により、約3,600haの海岸林が甚大な
被害を受けました。ご寄付は名取市被災地農
家の生計支援を通じた種苗生産（50万本・
100ha相当）・植栽・育林まで一環した「海岸
林再生プロジェクト10カ年計画」に活用させて
いただきます。

詳しくはホームページをご覧ください。
 www.oisca.org/kaiganrin

公益財団法人
オイスカ

東日本大震災復興
支援のために。

Bコース：商品番号

Aコース：商品番号

91023-6
91022-8

社
会
貢
献
ギ
フ
ト
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日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社では、2019
年に続き、売り上げの一部が寄付となるチャリティークー
ポンをチラシや公式アプリで配信。約587万人以上の子ど
もたちに給食を届けることができました。

寄付付きクーポン

4 株主優待を通じた支援

　当社では、国連WFPの食料支援活動の趣旨に賛同したこ

と、そして「社会貢献」に対する株主様の関心が高いこと

から、2012年より当社の「選べる株主優待」に国連WFPへ

の支援を加えています。現在、年に2回実施される株主優

待のなかで年間延べ400名を超える株主様に寄付をお選び

いただいています。

　ニッポンハムグループは、企業理念の一つとして「食べ

る喜び」をテーマに掲げ、食を通じて社会に貢献する様々

な活動を展開しています。世界的な人口増や気候変動など

に伴い、たんぱく質の供給難が予測されるなか、当社で

は、たんぱく質の安定調達と供給を目指すとともに環境や

人権・動物福祉などの社会面に配慮した取り組みを実施し

ています。

　今後も「国連WFPへの寄付」という形で選択された株主

様のご厚志をお届けできるよう、株主優待を通じた支援に

てお手伝いできればと思っております。

その他、株主優待で支援を実施する企業
キッコーマン株式会社／新晃工業株式会社／株式会社中村屋／日清
食品ホールディングス株式会社／日本証券業協会など

株主様の
ご厚志を届ける
日本ハム株式会社 
総務部  西畑友架子 様

interview

企業の株主優待の中には、優待品に代わって「国連
WFPへの寄付」を選択できることもあります。そ
うした支援を実施している企業の一つ、日本ハム株
式会社 総務部の西畑友架子様にお話を伺いました。

株主優待品の
代わりに
寄付を選ぶ

株主様

相当額を
まとめて寄付

ご支援企業様 国連WFP

国連WFPの
食料支援に

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40

（社）

30

20

10

レッドカップキャンペーン参加企業数

39
29252423201717

7

（株）ニコン 日清食品（株） 日本生活協同組
合連合会日清食品冷凍（株） マルイ食品（株）プリマハム（株） （株）ロッテハウス食品（株）

昭和産業（株）（株）湖池屋 （株）真誠 トップ卵（株）泉南乳業（株）全国農協食品（株）共立食品（株）キユーピー（株）キャンベル
ジャパン（株）

（株）タベキフ 東亜道路工業（株） 横浜市（株）明光ネット
ワークジャパン

（株）村内ファニ
チャーアクセス（株）河本総合防災

その他
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評議員（395社・団体）をはじめ、
多くの企業、団体の皆様からご寄付をいただきました。
皆様からのあたたかいご支援に、心より御礼申し上げます。

企業・団体からのご支援

給与天引き・マッチングプログラム 社員参加型の支援

2020年に100万円以上のご寄付をいただいた企業・団体の皆様

• アサヒ飲料株式会社
• 株式会社朝日ネット
• アドヴェンチャーホールディン
グス株式会社

• アメリカン・エキスプレス・イン
ターナショナル,Inc.

• アルフレッサ ホールディングス
株式会社

• 伊藤忠商事株式会社
• 伊藤忠プラスチックス株式会社
• 株式会社SMBC信託銀行
• 株式会社エポスカード
• 株式会社オフィス・カラーサイ
エンス

• 株式会社カスミ
• 株式会社カネカ
• 株式会社河本総合防災
• 関東総業株式会社
• カンロ株式会社
• キッコーマン株式会社
• キャンベルジャパン株式会社
• 株式会社Q'sfix
• キユーピー株式会社

• 共立食品株式会社
• 株式会社クレディセゾン
• 桑名エンヂニアリングプラスチッ
ク株式会社

• 株式会社ケアメディカル
• 株式会社湖池屋
• コカ･コーラ ボトラーズジャパ
ン株式会社

• 国際ソロプチミスト金沢
• 国連WFPサポーターズなごや
• コネクシオ株式会社
• シオノギ社会貢献支援会
• ジャンボパーキング株式会社
• 宗教法人松緑神道大和山
• 昭和産業株式会社
• 新晃工業株式会社
• 真如苑
• 3909合同会社
• 一般財団法人世界聖典普及協会
• 株式会社セゾン情報システムズ
• 株式会社セブン＆アイ・フード
システムズ

• 全国農協食品株式会社

• 泉南乳業株式会社
• 株式会社大創産業
• 大和証券株式会社
• 株式会社髙島屋
• DSM株式会社
• 株式会社 DINOS CORPORATION
• 東亜道路工業株式会社
• 東海農産株式会社
• 特定非営利活動法人TABLE FOR 

TWO International
• トップ卵株式会社
• 株式会社中村屋
• 中山福株式会社
• 医療法人なごみ
• 株式会社ニコン
• 日清食品株式会社
• 日清食品ホールディングス株式
会社

• 日清食品冷凍株式会社
• 株式会社日清製粉グループ本社
• 日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社

• 日本証券業協会

• 日本水産株式会社
• 日本生活協同組合連合会
• 日本ハム株式会社
• 一般社団法人日本フードサービ
ス協会

• 日本労働組合総連合会
• 野村ホールディングス株式会社
• ハウス食品グループ本社株式会社
• 株式会社ハローデイ
• 日立健康保険組合
• 株式会社ファイネット
• 株式会社ファミリーマート
• プリマハム株式会社
• 株式会社プレーリードッグ
• 一般財団法人ベターホーム協会
• 株式会社ボストン コンサルティ
ング グループ

• マルイ食品株式会社
• 三井住友カード株式会社
• 三菱商事株式会社
• 株式会社三菱UFJ銀行
• 株式会社三菱UFJ銀行社会貢献
基金

• 三菱UFJニコス株式会社
• 株式会社明光ネットワークジャ
パン

• 株式会社 明治
• 明治ホールディングス株式会社
• ヤフー株式会社
• 有楽製菓株式会社
• ユニー株式会社
• 立正佼成会  一食平和基金
• リンベル株式会社
• 株式会社ロッテ
• 株式会社ワコウ 

 （五十音順）

国連WFPコーポレートプログラム

パートナー サポーター

株式会社カネカ 株式会社ファミリーマート 日本生活協同組合連合会宗教法人松緑神道大和山 日清食品ホールディングス
株式会社

年間一定額のご寄付をいただき、継続的に国連WFPの活動にご協力いただくパートナーシップです。

コントリビューター

伊藤忠商事株式会社 三菱商事株式会社株式会社 Q’s fix 一般財団法人ベターホーム協会伊藤忠リーテイルリンク
株式会社

国連WFPの活動に賛同する社員
の皆様の給与から、定期的に一定
額を差し引いた寄付や、社員の寄
付に企業から同額を加えるマッチ
ング寄付をいただきました。

株式会社オリエンタルラン
ド／株式会社中村屋／株式
会社ファミリーマート／株式
会社ボストン コンサルティ
ング グループ／株式会社三
菱UFJ銀行／森永乳業株式
会社など

社会貢献につながる社内での取り
組みを通じての寄付や、社員の皆
様の行動に対してマッチング寄付
をする形でのご支援をいただきま
した。

株式会社ニコン（社員食堂
でのWFP応援メニューの喫
食数に応じた寄付）／日本
電気株式会社（災害対策備
蓄米を使ったメニューの社
員食堂での売り上げから寄
付）など　
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2020年度決算報告

活動計算書 2020年1月1日から2020年12月31日まで

※「1 事業費 （2）その他経費」には寄付金支出が含まれます。

科目 金額（単位：円）

Ⅰ 経常収益
1　受取会費 78,680,000 
2　事業収益 11,068,603 
3　受取寄付金 1,969,855,612 
4　受取助成金等 103,830,000 
5　その他収益 6,599,096 

経常収益計 2,170,033,311 

Ⅱ 経常費用
1　事業費 （1）人件費 67,388,346 

（2）その他経費　 2,016,664,972 
事業費計 2,084,053,318 

2　管理費 （1）人件費 17,098,565 
（2）その他経費　 15,358,727 
管理費計 32,457,292 

経常費用計 2,116,510,610 

経常外費用計
当期経常増減額 53,522,701 
税引前当期正味財産増減額 53,522,701 
法人税、住民税および事業税 74,500 
当期正味財産増減額 53,448,201 
前期繰越正味財産額 193,655,647 
次期繰越正味財産額 247,103,848 

賃借対照表 2020年12月31日現在

科目 金額（単位：円）

Ⅰ 資産の部
1  流動資産 現金預金 611,535,596 

未収金 140,985,370 
未収消費税 71,200 
商品 988,318 
前払金 3,739,392 
流動資産合計 757,319,876 

 2  固定資産 （1）有形固定資産 什器備品 871,552 
有形固定資産合計 871,552 

（2）無形固定資産 商標権 103,979 
ソフトウェア 3,886,290 
無形固定資産合計 3,990,269 

（3）投資その他の資産 投資有価証券 57,899,500 
差入保証金 2,000 
投資その他の資産合計 57,901,500 

固定資産合計 62,763,321 
資産合計 820,083,197 

Ⅱ 負債の部
1 流動負債 未払金 571,275,067 

未払法人税等 74,500 
前受金 970,000 
預り金 659,782 
流動負債合計 572,979,349 

負債合計 572,979,349 

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 193,655,647 
当期正味財産増減額 53,448,201 

正味財産合計 247,103,848 
負債及び正味財産合計 820,083,197 

活動における法令や指導等の遵守
国連WFP協会では飢餓問題の最新状況のご案内とご寄付
のお願いを目的に、関連各所の指導・許可を受け「駅前や
商業施設などでの街頭キャンペーン」を、また個人情報の
保護に関する法律（個人情報保護法）を遵守し「ダイレクト
メール（DM）の送付」を実施いたしております。より多く
の方に支援の輪をひろげるために、ご理解とご協力をお願
いいたします。

情報公開と監査報告
国連WFP協会は、法人の監事が内部監査を行うととも
に、監査法人に依頼して外部監査を受けています。事業報
告書や財務諸表および財産目録は、所轄庁である横浜市に
提出され、またウェブサイトにも掲載されています。

※紙面の関係から要約版といたしました。
　詳細は当協会ホームページにてご覧いただけます。

https://ja.wfp.org/jawfp-annual-report

会長 安藤  宏基
日清食品ホールディングス株式会社   代表取締役社長・CEO

理事 忍足  謙朗
WFP国連世界食糧計画  元アジア地域局長

同 小林  文彦
伊藤忠商事株式会社  代表取締役副社長執行役員CAO

同 近藤  正樹
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社  代表取締役社長

同
杉田  浩章
株式会社ボストン コンサルティング グループ  
マネージングディレクター＆シニア・パートナー

同 鈴木  邦夫
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会  事務局長

同 本田  亮
クリエイティブディレクター／環境マンガ家

同 松江  勝美
公益財団法人横浜市国際交流協会  元常務理事

同 焼家  直絵
WFP国連世界食糧計画 日本事務所  代表

監事 樫谷  隆夫
公認会計士・税理士

同 齋藤  史郎
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会  顧問

役員一覧 敬称略 五十音順  ※2021年4月1日現在
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国連WFP協会
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　  0120-496-819   受付時間 9:00～18:00（通話料無料・年始を除く年中無休）

SNSでも情報を配信しています
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