
水供給及び衛生 



案件の成果： 
 

・案件を実施したチカドゥ村では，これまで，乾期になると，多額の
費用をかけて飲料水を調達したり，女性や子供が川へ水を汲みに
行き生活用水を確保していましたが，ヤマハ発動機株式会社製浄
水処理装置を含む上水道設備が整備されたことにより，安全な飲
料水及び生活用水を常時確保することができるようになり，同村
の住民約５７０人に裨益しています。 
 
・この上水道設備を運営・維持管理するため，地元住民による「水
管理委員会」が組織され，ヤマハ発動機株式会社による技術指導
も行われました。同委員会は，浄水処理された水を適正価格で販
売し，販売で得られた利益を浄水処理装置等の電気代や維持管
理費にあてることで，上水道設備の持続的な運用を可能にしまし
た。現在も販売益により，新たな設備の購入等が行われています。 
 
・本件引渡式には，プルワカルタ県知事も出席し，その様子は，当
地日刊紙や県のＨＰ等で，大々的に報道されました。 

案件の概要： 
 
安全な飲料水及び生活用水の確保を通じて住民の生活改善を図る
ため，ポンプ施設の建設，浄水処理装置の設置及び配水管の整備
を行い，上水道設備を整備するもの。 

 平成２４年度 インドネシア共和国「西ジャワ州プルワカルタ県における水道整備計画」（官民連携）  

   

（引渡式の様子） 

（浄水の試飲） 



計画の成果： 
 

・南トング郡のケタ湿地帯周辺は，気候的，地質的な問題から安
全な水を確保することが困難で，住民の健康面にも影響を及ぼし
ていました。しかし，当国水道局が管理する主要水道本管からコ
ミュニティまで水道枝管を敷設し，各地に公共水栓を設置すること
により，住民が安全な水を確保できるようになりました。 
 

・また，本計画では，水タンクの設置も組み合わせて実施したこと
から，水道局本管からの給水が少なくなった場合や，断水の際に
も安定的に水を供給できるようになりました。 
 

・設置した水道施設の維持管理訓練および水衛生・保健教育も行
われた結果，現在も，施設は良好に維持され，住民に安全な水を
供給しています。 

 
・本計画完了時には水道管の敷設された各地区代表から感謝状
が届けられ，また，住民からは，遠方への水汲みに費やす時間が
非常に減った，衛生が向上したことから病気が減った等の効果の
声があがるなど，住民の親日感情が醸成されています。 

計画の概要： 
 
ボルタ州南トング郡の６つの集落の住民に安全な飲料水を安定的
に供給するため，水道管の敷設及び水栓の設置を行うとともに，維
持管理のための訓練を行うもの。 
 

 平成２２年度 ガーナ共和国 「南トング郡水･衛生環境整備計画」 

   

（引渡し式の様子：地域住民との集合写真） 

Ｇ／Ｃ署名式，供与式等
の写真や現地報道記事

を貼る。 

（引渡し式の様子：地区代表との握手） 



計画の成果： 
 

・同地域は乾燥地帯であり，住民の９０％が牧畜で生計を立ててい 
ます。そのため，水を探し求めて以前は遊牧生活を送っていました
が，本計画を実施して以降，年間を通じて水に困ることがなくなり，
地域住民は定住生活が送れるようになりました。水汲みの時間が
短縮され，定住生活が送れるようになったことで，子どもを学校に
通わせる家庭がここ数年増えてきています。 
 
・プロジェクト完了から５年以上経過していますが，これまで一度も
ダムの水が枯れたことがありません。 
 
・過去にウガンダ政府やUNHCRが「今後の参考にしたい」と視察に 
 訪れた実績があります。 
 
  

計画の概要： 
 
南スーダンやウガンダと国境を接する，ケニア北西部の乾燥地帯で
あるトゥルカナ郡において，砂ダムを建設し，地域住民及び家畜の
生活改善（水汲みに係る労力の軽減及び家畜の健康状態の改善）
を図るもの。 

 平成２０年度 ケニア共和国 「ペレケチ砂ダム建設計画」     

（２０１５年１２月に，新しく設置したサインボード） 

（ペレケチ砂ダムの一部） 



案件の成果： 
 

• 本案件実施以前は，近隣の地区と水道システムを共有してい
たため，週に１～２回，２～４時間のみの給水であり，１～２km
先の共同井戸まで歩いて水を汲みに行かなければなりません
でした。主に，その仕事を担っていたのは女性や子供で，日々，
水を運ぶために多くの労力と時間を費やしていましたが，本案
件実施により彼らの生活が大きく改善されました。 
 

• 本案件実施により，地区の住民約１，２００人が裨益し，住民
は日本の援助に非常に感謝しています。 

 
• 住民は水を自由に使えるようになったことから，水道システム

の維持管理を積極的に行っています。突然の故障などに備え
た維持管理費の確保，注水タンクや設備の清掃及び警備等も
行っており，案件完了後２年が経過した現在も，住民の生活を
支える重要な役割を担っています。 
 

 

案件の概要： 
 
サンタ・マリア・デ・パンタスマ市コラ地区に水道システムを整備し，
同地区住民の生活環境改善を図るもの。 

平成２５年度ニカラグア共和国 「サンタ・マリア・デ・パンタスマ市コラ地区水道システム改善計画」  
   

（地区の民家の水道：十分な水圧で水が供
給されている） 

（貯水タンク内の様子：満杯になると止水する仕
組み。月に一度内部の清掃が行われる。） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



案件の成果： 
 

・本案件は赤十字１５０周年記念における当国の赤十字事務所と
の連携強化に繋がりました。 
 

・本案件実施中に邦人職員の当地派遣が行われ，案件を通じて影
響力を持つ当機関の上層部から現場職員に至るまで，以前より活
発で密接な関係構築が出来ました。 
 

・署名式（平成２５年１０月２３日）当時のラサマ副首相，リゴベルト
社会連帯副大臣，モニズ水・衛生・都市化担当国務長官が出席し，
当地政府のプレゼンスが高い式典となりました。 
 
・また，竣工式にもモニズ国務長官が出席，その様子は公共テレビ
で放映されるとともに，新聞２社にも記事が掲載され，ビジビリティ
の高い式典となりました。 
 
 
 
  

案件の概要： 
 
リキサ県バザールテテ準県モタウルン村において，使用が不可能と
なった上水道施設を改修するとともに，安定的な水の供給を通じた
公衆衛生知識に関する意識向上事業を行うことで，公衆衛生環境
を改善させるもの。 

平成２５年度東ティモール民主共和国「リキサ県バザールテテ準県モタウルン村における公衆衛生環境
改善計画」  

   

（竣工式の様子：後方がモニズ長官） 

（署名式の様子：左から２番目が社会連帯副大
臣，副首相，シメネス事務局長，モニズ長官） 



案件の成果： 
 

・塵芥車２台と清掃ダンプ車１台が整備されることにより，ごみ収集
作業の効率が向上し，ごみ収集サービスを提供できる回数が，年
間１．５倍に増えるとともに，運搬中のごみが市街に飛び散るとい
う問題が解決し，衛生環境が改善しました。 
 

・また，本案件は，廃棄物管理に係る人材と制度の強化を目的とし
て大洋州１１ヵ国で実施された「太洋州地域廃棄物管理改善支援
プロジェクト」（J-PRISM）と連携して行われたため，被供与団体は
J-PRISMから派遣された廃棄物管理専門家から技術指導を受け
ることができました。その結果，被供与団体における当該車両の
有効利用に向けた意欲が一層大きくなりました。 
 
・更に，当該案件を契機に，平成２６年度草の根無償で，同州のソ
ケース自治体及びキチ自治体において，ごみ収集用の車両の整
備と研修を実施する運びとなりました。 

案件の概要： 
 
ポンペイ州コロニア地区及び周辺地域のごみ収集事業及びリサイ 
                                    じんかいしゃ 

クル事業が抱える問題解決と効率向上のため，中古の塵芥車２台
と清掃ダンプ車１台を整備するもの。 

 平成２２年度 ミクロネシア連邦 「ポンペイ・コロニア自治体廃棄物収集事業機材整備計画」（リサイクル）  

   

（引渡式の様子） 

                                        じんかいしゃ 

（整備された塵芥車） 

Ｇ／Ｃ署名式，供与式等
の写真や現地報道記事

を貼る。 

内部用は写真や報道記
事にかかわらず，成果の
分かる資料でもよく，な
ければ削除してもよい。 



計画の成果： 
 
・１４の公立学校に浄水設備（浄水フィルター，殺菌装置，圧力タンク，
貯水タンク等）を整備することにより，１校あたり１日約６，０００リットル
の水道水の浄化が可能となり，対象校の児童合計約６，２４５人が安全
な飲料水にアクセスすることが出来るようになりました。市販の飲料水
を購入する経済的余裕の無い家庭の児童は水道水を飲んでいますが，
本計画によって学校の水道水が飲料可能なレベルにまで浄化すること
が出来ました。各校には周辺に住む難民世帯もアクセスが可能な水道
栓が整備され，現在約１，４１５人のシリア難民が本件により浄化された
水を利用しています。 

 
・本計画完了時には，地元自治体，UNICEF，WHOとの協力の下で，水
と衛生に関するワークショップを開催しました。ワークショップでは水に
関するクイズや浄水の実験，人形劇の上演，絵画コンクール等を行い，
子ども達が水や衛生について考える機会を提供しました。なお，本ワー
クショップを機会に，公立学校の水衛生施設の改修や学校での保健教
育の重要性が関係機関内で共有され，その後「全国学校保健プログラ
ムの強化（２０１６年WHOと実施中）」，「公立学校改修計画（２０１６年
UNICEFと実施中）」等，日本の新しい協力計画の実施につながってい
ます。 

計画の概要： 
 
サヘル・サハラ－ニー郡の１４の公立学校に浄水設備を設置し，児
童及び学校周辺に居住する貧困層（シリア難民含む）に，安全な飲
料水へのアクセスを提供するもの。 

 平成２５年度レバノン共和国「サヘル・ザハラーニー郡における公立学校浄水設備整備計画」  

   

（プロジェクト完了時には，安全な水と衛生医に関する
ワークショップを実施した。（UNICEF, WHO協力）） 

（安全な水に関するワークショップ開催時には，水をテー
マにした絵画コンクールも実施され，表彰式が行われた） 



教育 



案件の成果： 
 

・新たな校舎が建設されたことで，これまで受入れ人数が限定的
で訓練を受けることができなかった若者が，職業訓練を受けること
ができるようになりました。また，教室が増えたことにより，新しい
科目を教えることができ，幅広い訓練を実施し，より多くの若者の
就職を手助けする機会を提供できるようになりました。 
 

・これまでに５００人以上が，１４種類のコースを受講しました。生
徒の中には高校を中退した若者もいますが，新たな校舎の有効
活用として，空き時間には自習をするスペースもできたため，基礎
学力の向上にもつながりました。 
 

・卒業生からは，「高校を中退した自分が，技術を身につけるだけ
でなく，問題に対処する能力などを身につけることができ自信を強
めることができた」，「学んだことを参考に，起業することができた」，
「全ての若者にセンターの研修を受けることを勧める」といった，若
者や女性のエンパワーメントに貢献したと評価する感謝の声が多
く寄せられています。 
 
 
 
 

案件の概要： 
 

若者の就職率向上のため，職業訓練を行う新たな建物を建設する
ことにより，より多くの若者たちが，多岐にわたる訓練を受けられる
教育環境を提供するもの。 

 平成２３年度アンティグア・バーブーダ 「弱者青年層のための職業訓練施設建設計画」  
   

（供与式の日，新たな校舎を見学する生徒） 

（ウィリアムズ総督から卒業証書を受ける生徒） 

写真等貼り付け 



計画の成果： 
 

（経緯） 
・ 当初，セムナーン州セムナーン市の外れにあるアフガニスタン難民居
住地内には，３校のアフガニスタン難民児童用学校があり，約７００名
の児童が通学していました。 
・ しかしながら，他の州の一部のアフガニスタン難民居住地が１年前に
閉鎖された影響により，同難民居住地に移住してくる難民児童数が増
えたため，既存の学校内の教室のスペース不足，１人当たり指導時間
の減少などが問題とされてきました。 

（成果） 
・ イランは，アフガニスタン安定のため，同国の復興・開発支援や難民
支援等に積極的に関与してきており，日本としても，イランにおけるアフ
ガニスタン難民問題の解決に協力していくことが重要です。 
・ 本計画は，アフガニスタン難民の人材育成に寄与するだけでなく，日
本による支援として開校式の様子が新聞で報じられるなど，難民支援
を通じた日・イラン間の外交的な効果も期待される取組事例となってい
ます。 
・ 現在，学校はセムナーン州外国人移民管理局により運営されており，
２１３名（男子女子２シフト制）の児童が通学すると同時に約１２名の教
師・事務員が常勤しています。 
・ また，本計画完了後には，イラン政府の取組によって，学校へのガス
供給や，教室の窓への安全柵の追加など，教育環境の更なる改善が
図られているところです。 

計画の概要： 
 
アフガニスタン難民居住地内の難民児童に対し，初等教育環境を改
善するため，新たに学校を建設するもの。 

 平成２３年度 イラン・イスラム共和国 「セムナーン州におけるアフガン難民児童用学校建設計画」 

   

（学校の外観） 

（教室内の様子） 



計画の成果： 
 
・識字教育ホール（テラコヤホール）が建設されることにより，多くのエイズ孤
児が心のケアプログラムを通じた心理的サポートを受けることができるように
なりました。また，識字教育プログラムを通じて，学校に通うことのできないエ
イズ孤児が読み書きや計算を学んでいます。施設の利用者数は「テラコヤ」
事業の実施開始時の２００７年には１３名でしたが，毎年着実に増え続けてい
ます。テラコヤホール完成後２００９年には周辺コミュニティの孤児１，８７７名
が土曜のケアプログラムを利用するなど，草の根無償で支援した建物を利用
し，多くの孤児がサポートを受けています。 
 
・計画を実施したあしながウガンダは，２００１年にウガンダ政府に登録された
NGO団体ですが，日本の「あしなが育英会」を通じてウガンダにおける孤児支
援をしています。建設されたボランティア用宿舎には日本から受け入れている
学生ボランティアが滞在し，孤児支援に携わりながら日本とウガンダの架け
橋となっています。 
 
・あしながウガンダでは，アフリカ４９か国を対象とした遺児学生を対象に高等
教育支援も始め，ウガンダはその拠点の一つとなりました。ウガンダからも優
秀な学生たちが日本の高校や大学で教育を受け，卒業した学生たちは日本
とウガンダのために貢献しています。 

 
 
 

計画の概要： 
 
ウガンダ中央部ワキソ県において，エイズ孤児の心のケア及び識
字教育のための大ホール１室，図書室１室，ボランティア用宿舎２
部屋及び台所・トイレ・バスルームを含む施設１棟（床面積合計２０
０㎡）の建設を行うもの。 

 平成１９年度 ウガンダ 「エイズ孤児のための識字教育ホール建設計画」  

   

（テラコヤホールで学ぶ子どもたち） 

（テラコヤホールの引き渡し式） 



計画の成果： 
 

・校舎の改修及び新しい教育機材を供与することで，学校に通う生徒約１
５０名が，衛生的で，そして冬でも暖かい教室で学ぶことができる環境を
整備することができました。 
 
・引渡式には日本国大使夫妻をはじめマリーナ・ポロシェンコ大統領夫人
が出席し，１００名以上の出席者の前で本計画の重要性について述べる
とともに，感謝の言葉を述べられました。また，大統領夫人の参加により
多くのメディア関係者も集まったことから，本計画はテレビや新聞におい
てウクライナ国内で幅広く報道されました。 
 
・本計画引渡式への出席をきっかけに，草の根無償を通じたポロシェンコ
大統領夫人との直接の協力関係を構築することができたことから，２０１
６年には２回目となる引渡式への出席が実現しました。このような協力も
あり，草の根は日本による支援としてウクライナにおいてより一層広く知
られる制度となっています。 
 
・また，大統領夫人を通じて，日本の草の根・人間の安全保障無償資金
協力についてはポロシェンコ大統領も良く知るところとなっており，大統領
より日本大使に対し「日本の温かい支援」に感謝するとの発言がなされ
ています。 

 
 
 
 

計画の概要： 
 
キロヴォフラット州の老朽化した学校の教育環境を改善するため，窓，
天井，屋根及び外壁といった校舎の改修に加え，学習用の新しい机
や椅子，黒板等の教育機材を整備するもの。 
 

平成２４年度 ウクライナ 「ノヴォミルホロッド市立ズラトピル学校教育環境改善計画」 

   

（引渡式の様子：右から３番目が 
ポロシェンコ大統領夫人） 

（改修した学校） 



計画の成果： 
 

・本件はハイレマリアム首相の故郷であるウォライタ県において，
中等及び初等教育機会の拡充・環境改善を図るものである。２つ
の学校で行った引渡式には，ロマン首相夫人，当館より岸野大使
（当時）が参加し，盛大な式展となった。新聞やテレビで大きく取り
上げられ，日本の支援成果を効果的アピールでき，首相夫人との
人脈作りにも良い機会となった。 
 
・きれいな教室と十分な机・椅子などの機材を整えることにより，
約２，７００名の生徒の学習環境を改善した。特に，ウォライタ県ソ
ド町のリカ学校においては，２０１３年度の大学進学時の国家試験
において全国一番の生徒を輩出するなど，同校の名前が全国的
に知られるようになった。同校関係者によると，後日，ハイレマリア
ム首相が同校を訪れ，日本の支援に謝意を表したとのことです。 
 
・２０１４年度にも，首相夫人からの要請を受け，リカ学校にICT教
室の建設を草の根無償で支援しており，本計画を通じて，生徒の
学習環境の改善のみならず，首相夫人と継続的に良好な関係を
築くことができ，日本に対する親日感情が醸成されている。 
 

計画の概要： 
 
南部諸民族州ウォライタ県ソド町と同県ボロソ・ソレ郡に校舎を新規
に建設することで，教育機会の拡充および教育環境の向上を図るも
の。 

平成２３年度 エチオピア 「南部諸民族州ウォライタ県リカ学校およびソレ・ホンバ小学校拡張計画」  

   

（完工式の様子：首相夫人と大使のテープカット） 

（学校建設を喜ぶ生徒達） 



案件の成果： 
 

・サン・ミゲル特別学校の移転により，十分なスペースを得て教育
環境を整えることができ，これまで就学できなかった多くの児童・
生徒たちに学習の機会を与えることができるようになりました。 
 

・竣工式には周辺住民をはじめ，教育大臣・次官及び地方公共団
体，メディア等から約２５０名が参加しました。ハスブン教育大臣
（当時）はスピーチにおいて，「中央政府，地方政府，コミュニティに
日本という国際ドナーが協力して初めてサン・ミゲル特別学校の
移転が可能となった」として政府を代表して深い感謝の意が伝えら
れました。 
 
・サン・ミゲル特別学校移転から２年が経った現在，年間２００名以
上の児童・生徒が同校に通っており，障がい者の就学率上昇及び
社会統合の推進に貢献しています。また，現在JICAシニアボラン
ティアが同校に派遣され，日本の協力で作られた学校で日本人ボ
ランティアが活躍するという日本の顔が見える支援となっています。 
 

 

案件の概要： 
 
一軒家を借用していたサン・ミゲル特別学校の教育環境改善のた
め，サン・ミゲル市から寄贈された土地に新たに校舎３棟等を建設
するもの。 

 平成２３年度 エルサルバドル共和国 「サン・ミゲル市サン・ミゲル特別学校移転計画」 

（竣工式の様子：左から４番目は 
ハスブン教育大臣（当時）） 

（新設された校舎） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



計画の成果： 
 
（経緯） 

本計画の実施地は，１９９０年代の部族紛争で土地を失った人々が定住した
地域であり，土壌もやせているため，小規模農業によって得られる収入が極
めて低い地域でした。そのような地域に住む子どもたちの父兄から，学校施
設を建設するための建設費を捻出することは困難で，そのことが他の地域の
学校施設と格差が生じる原因にもなっていました。 
 
（成果） 

・吹きさらしの仮設教室から常設教室で学べるようになったことで，天候が悪
い日であっても雨音に邪魔されることが減り，児童たちは授業に集中できるよ
うになり，教育環境は大幅に改善されました。 
 
・計画完了後，地域住民の自助努力により，トイレの増設や貯水タンクの設置，
窓ガラスの補修なども行われており，草の根・人間の安全保障無償資金協力
による支援を受けて以降，学校は年々発展しています。 
 
・建設当時の児童数は，２０９名でしたが，２０１５年には３２６名に増加してお
り，年々裨益者数が増加しています。 

 
  

計画の概要： 
 
首都ナイロビから約１５０キロ離れた公立小学校であるシーラ小学
校の学校施設（職員室，教室，トイレなど）は，全て木造であり，床
が張られていなかったほか，壁は隙間が多く，ほぼ吹きさらしの状
態であった。そこで，同校の教育環境を改善すべく，職員室１棟，教
室８室，トイレ８基を建設するもの。 
 

 平成１４年度 ケニア共和国 「シーラ小学校教育環境改善計画」     

（２００３年１月２３日のDaily Nation：署名式の記事） 

（皇后美智子様の名前が付けられたホール） 

（日本の地名や過去の総理
大臣の名前が教室名になっ
ている。左の写真は，
「HIROSHIMA」教室） 



計画の成果： 
 

・本計画実施前は，昼食時に帰宅し，午後の授業を欠席するため，
授業についていけず退学に至る生徒が毎年６０名～８０名いまし
た。本計画実施後は，学校内の食堂で給食が提供され，生徒は帰
宅を必要とせず全日授業に集中できることから，退学者はいなくな
りました。 
 
・食堂が建設されたことにより，児童や保護者の同校への通学に
対する理解と関心が高まり，児童数が，本計画実施時（平成２１年
度）は１，００９名だったところ，現在（平成２８年度）は１，１９３名に
増加しました。 
 
・給食の提供に際し，手洗いの指導を徹底することで，生徒達の
衛生意識が向上しました。 
 
・同小学校の校舎は，１９９９年に国際協力機構（JICA）によって建
設されました。本計画で食堂を建設したことで裨益効果が高まり，
同校区における親日感情を更に醸成できました。 
 
 

計画の概要： 
 
アビジャン市アボボ地区ボカボ・ライユ第三小学校の生徒が，衛生
管理の行き届いた安全な給食サービスを受け，昼食に関する問題
による中途退学を防止するため，小学校内に食堂を建設するもの。 

 平成２１年度 コートジボワール共和国 「アビジャン市アボボ地区ボカボ･ライユ第三小学校食堂建設計画」    

（ボカボ・ライユ第三小学校外観） 

（食堂の状況） 



案件の成果： 
 

・コロンビアではサントス大統領及びガルセス文化大臣の主導に
より国民の読書倍増計画を進めており，署名式にはガルセス文化
大臣，文化次官，国立図書館館長といった文化省のトップ３名が
揃って陪席し，日本に対して謝意が表されました。文化省ＨＰに掲
載されたプレスリリースには，署名式の様子とともに日本によるこ
れまでの図書館建設支援（計１１５件）が紹介されました。 
 
・供与式には地域住民約２００名が見守る中，文化次官やトカ市長
等が出席し，文化次官からは「日本は読書倍増計画の重要な
パートナーであり，この児童図書館は知識を増やす場所だけでな
く，まさに人材育成を達成する場所となる」との発言がありました。
この図書館建設によりトカ市の児童約３,０００人が図書に触れるこ
とができ，学習活動の拠点となっています。 
 
・２０１４年に安倍総理大臣がコロンビアを訪問しサントス大統領と
会談を行った際，トカ市で図書館を活用している女の子からの安
倍総理大臣への感謝の手紙が大統領から手渡されました。 

案件の概要： 
 
図書館がなく非識字率が高いトカ市において，児童が読書ができる
環境を整備するため，児童図書館を建設し図書に触れる機会を提
供するもの。 

 平成２３年度 コロンビア共和国 「トカ市児童図書館建設計画」 

   

 （女の子からの手紙） 

 図書館には妹と一緒に来て本を読めることが一番
楽しいです。図書館のおかげで学校の勉強もよくで
きるようになりました。 

（署名式の様子：署名を見守るガルセス文化大臣（右
から２番目）とロペス文化次官（１番右）） 



案件の成果： 
 

・サントス大統領夫人の主導により進められている教育復興計画
（プラン・パドリーノ）に協力する案件であるため，供与式にはサン
トス大統領夫人が出席されました。首都ボゴタから約７５０km離れ
た建設地（グアヒラ県ディブジャ市）までは，大統領夫人とともに政
府専用機等で移動しました。 
 
・供与式は地域住民約２５０名が見守る中で行われ，大統領夫人
からは，サントス政権の６年で３人の大使と連携してきたことに触
れつつ，幼児教育施設建設の重要性に賛同している日本政府及
び大使に対し感謝の言葉が述べられました。 
 
・本案件は既存の幼児教育施設に新たに２つの教室と大食堂を増
築したものであり，約１５０名の幼児への教育ができることとなった
だけでなく，年間約１００名の児童への衛生教育や食事提供，同
約３００名の保護者への職業訓練の実施が可能となりました。 

案件の概要： 
 
大統領府教育復興計画（プラン・パドリーノ）に協力し，特に貧困が
深刻な地域において幼児教育施設を建設し，幼児教育と保護者の
就業環境の改善に貢献するもの。 

 平成２４年度 コロンビア共和国 「ディブジャ市幼児教育施設建設計画」 

   

 （供与式の様子②：畑中大使に対し，日本の支援
について謝意を述べるサントス大統領夫人） 

（供与式の様子①：会場入りするサントス大統領夫人
（右側），畑中大使（左側）と畑中大使夫人（中央）） 



案件の成果： 
 

・ホンダ技研工業株式会社の現地法人Asian Honda Motor  Co., 
Ltd，株式会社クボタの現地法人SIAM KUBOTA Corporation Co., 
Ltd両社による協力のもと，職業訓練のための環境整備を実施し
た本件を通じ，ミャンマー国内および難民キャンプ内において受講
することが難しかった職業訓練の２コースが開設され，「農業機械
メンテナンスコース」で計９８４名，「コンピュータースキルコース」で
計１，５５８名もの受講者が研修を積むことができています。このこ
とにより，受講者の技術向上が図られ，習得した知識を活かして
難民キャンプ内で活躍している人材が生まれており，「難民の自
立」と「帰還の準備」に向けて前進しています。 
 

・本件は，帰還支援への後押しだけでなく，難民の自立支援にもつ
ながるミャンマー支援の一環となる案件ということで，各メディアに
も取り上げられました。UNHCRやUNDPをはじめとする国際機関に

おいて，官民連携による難民の解決を目指すモデルプロジェクトと
して評価されています。 
 

案件の概要： 
 
タイ－ミャンマー国境沿いの難民キャンプに避難をしているミャンマー少
数民族難民に対し，母国への帰還後に活かせる技術を身につけるため
の職業訓練環境を整備するもの。職業訓練機材（ガソリン/ディーゼルエ
ンジンなど工具類）の提供および技術指導は，日系企業（ホンダ技研工
業株式会社の現地法人Asian Honda Motor  Co., Ltd，株式会社クボタの
現地法人SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd）が行う。 

 平成２４年度 タイ王国 「難民帰還に向けた職業訓練計画」 （官民連携） 

   

（署名式の様子：両端はホンダ技研工業株式会社の現地法
人Asian Honda Motor  Co., Ltd，株式会社クボタの現地法
人SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd各社の代表者） 

（職業訓練の様子：農業機械メンテナンスコース） 



案件の成果： 
 
・本計画では，イシュカシム行政郡ゾング地区のコミュニティーセン
ター建物の全体改修を行いました。冬季には積雪のため孤立する
こともある同地区で唯一，公民館としての役割を果たす本コミュニ
ティセンターは，本案件実施前，老朽化のため使用不可能となっ
ていました。 
 

・改修されたコミュニティーセンターでは，現在年間１５０名以上の
地域住民に，パソコン教室と裁縫教室が無償提供されています。 

・このほか，運転免許取得の際の交通ルール教室も同センターで
実施され，１００名以上が同教室を受講しています。また国際ＮＧ
Ｏも住民を対象に家計管理についての講座等を行うなど，現在で
はセンターの使用用途は多岐に亘ります。加えて同建物は，自然
災害時の集合避難場所としても機能しています。 
 

・本案件で整備されたミシンは裁縫教室のほか，民族衣装や帽子
等の製作にも使用されています。作品は旅行者にも販売され，女
性の数少ない自助による収入源獲得に繋がっています。 

案件の概要： 
 
イシュカシム行政郡ゾング地区コミュニティセンターの改修を行うと
ともに，地元住民のニーズに即した職業訓練実施のため，ミシン１０
台，コンピューター７台，コンピューター用机７台を供与するもの。 

 

 平成２２年度 タジキスタン共和国 「イシュカシム行政郡ゾング地区コミュニティセンター改修計画」 

   

（供与式の様子：改修されたコミュニティーセンター建物内
のイベントホールで行われた供与式には，入りきらないほ
どの大勢の住民が集まりました。） 

（フォローアップ調査時には，本案件で供与されたミシン
を活用して，パミール地方独特の帽子や民族衣装が製
作されていました。） 



計画の成果： 
 

・当時約１，３００人が通うグワコ小学校は，もともと老朽化が激
しく，また教室も足りず，学習環境は劣悪でしたが，校舎の増築
により子どもたちはみな満足のいく環境で学習することができる
ようになりました。またコミュニティの人々が積極的に参画し，夜
間のパトロールや井戸の管理が適切に行われています。 
 

・本計画実施前は，グワコ・コミュニティ内に中等学校はなく，生
徒たちは卒業後，何キロも離れた他のコミュニティ内の中等学
校に通うか，中等学校は諦め農業の手伝いをせざるを得ませ
んでした。しかし本計画が完了したことを契機として，連邦首都
領域基礎教育普及化委員会が，小学校に隣接した土地に中等
学校を建設したことにより，生徒たちは卒業後，隣の中等学校
に入学できるようになり，中等学校就学率が飛躍的に向上しま
した。 

計画の概要： 
 
学習施設の不足が深刻なグワコ小学校において，新規校舎を増
築し，同校舎において使用される生徒用机及び椅子並びに教員
用机及び椅子を整備するとともに，併せて新規トイレ棟を建設し，
同校における就学環境及び保健衛生環境を改善するもの。 

 平成２２年度 ナイジェリア 「連邦首都領域グワグワラダ地域議会区グワコ小学校建設計画」 

   

（署名式の様子） 

  （計画完了後約３年が経過した小学校外観： 
   平成２６年６月撮影） 



案件の成果： 
 

• 本案件により，視覚障がい者が講義，実習，治療を行うため
の適切な環境を整備することができました。実施後２年間で，
５０人の視覚障がい者が指圧マッサージ講座を卒業できまし
た。 

 
• 教室不足が解消され，指圧マッサージ講座卒業生を対象とし

た無料の按摩講座も提供できるようになりました。また，以前
は教室にて行われていた，同講座卒業生の技術研磨のため
の一般患者への治療が，建設された治療室で行えるようにな
り，技術を研磨する卒業生と，安価で治療を受ける患者，月間
約１，８００人が裨益しています。 

 
• 同院へは，自身も視覚障がい者であるJICAシニアボランティ

アが派遣され，視覚障がい者の受講生らへの指導が行われ
ました。 

 
• 視覚障がい者の自立，社会参加に貢献するとともに，ニカラグ

アにおける，東洋医学の需要も高まっています。 
 

案件の概要： 
 
首都であるマナグア県マナグア市内の日本ニカラグア東洋医学高
等研究院構内に，視覚障がい者による指圧・按摩治療施設を建設
することにより，社会的弱者である視覚障がい者の社会参加を促進
するもの。 

 平成２３年度 ニカラグア共和国 「マナグア市視覚障害者支援促進計画」  

   

（教室の様子：視覚障がい者へ按摩講座が行われ
ている。） 

（治療室の様子：指圧マッサージ講座卒業生が患
者に治療を行うのに適切な環境が整備された。） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



案件の成果： 
 

・学校拡張前の生徒数は３３５名でしたが，２０１２年には５７２名，
２０１３年には６０９名，２０１４年には６５７名に増加しており，多くの
生徒に裨益しています。 
 

・この学校の所在地であるハイバル・パフトゥンハー州スワビ県シェ
ワ村の平均月収は約６，０００ルピー程度と，パキスタンの中でも
最も貧しい地域の一つであり，初中等教育を安価な授業料でより
多くの子供達に提供することが可能となりました。 
 

・日本の支援により質の高い教育を持続的に提供していくことによ
り，在校生及び卒業生を通し，この地域において，日本に対する親
日感情を醸成できました。 
 

 

案件の概要： 
 
ハイバル・パフトゥンハー州スワビ県シュワ村における小中学校を
増築し，生徒数の増加に伴う教室不足を解消するとともに，学習環
境を整備するため，机・椅子等の家具を設置するもの。 

 平成２２年度 パキスタン 「ハイバル・パフトゥンハー州スワビ県シェワ小中学校拡張計画」 

（署名式の様子①） 

（署名式の様子②） 



案件の成果： 
 
・台風３０号の直撃で，同校は屋根が全て飛び，窓ガラスが割れ全壊状
態となり，同校児童は全員島外の学校への通学を余儀なくされていま
したが，本案件が迅速な承認を得て再建工事にあたったため，本件引
渡式を機に同校生徒の半数が台風被害後初めて学校に戻ってくること
ができました。生徒の一人は「この島の，僕たちの学校に，また戻って
来ることができてとても嬉しい」と笑顔で話していました。 

 
・引渡式にはレメンゲサウ大統領，公共基盤・産業・商業大臣，天然資
源・環境・観光大臣、教育大臣と全閣僚の半数近くと上院議員２名が参
加し，パラオの首脳陣に日本の援助を一層認識してもらう機会となりま
した。 

 
・本件引渡式の模様を，パラオの大手紙Tia Belauは新聞一面で報道し，
パラオにおける日本の援助の認知度向上に貢献しました。  
 
・本件実施後，パラオ政府は，日本の支援に感謝し，同小学校を「パラ
オ日本友好小学校」と改名し，両国の友好関係がアピールされていま
す。 

 
 

案件の概要： 
 
台風３０号の直撃で壊滅的な被害を受けたカヤンゲル州のジョン・エフ・
ケネディー小学校に，より災害に強い機能を付加した校舎１棟の再建工
事を行うことで，児童が安全な校舎で再び教育を受けられるようにすると

ともに，災害時の島民の避難所としての役割を担う施設とするもの。  

 平成２５年度 パラオ共和国 「ジョン・エフ・ケネディー小学校再建計画」  

   

（引渡式の様子：右から５人目が大統領） 

（Tia Belauの一面で報道された記事） 

写真等貼り付け 

Ｇ／Ｃ署名式，供与式等
の写真や現地報道記事

を貼る。 



案件の成果： 
 

・洋裁室及びミシンが供与されることにより，質の高い洋裁教育を
実施することができ，母子家庭の母親の自活支援に役立っていま
す。現在２３名の母親が自活するための洋裁教育を受けています。 
 
・小学校が同じ敷地に整備されたことにより，母子家庭の児童は通
学のための費用を気にすることなく小学校に通えるようになりまし
た。また，小学校が近くにあるため，洋裁教育を受ける母親は安心
して洋裁教育に集中できるようになりました。 
 
・本件は在フィジー共和国日本国大使館で作成した草の根・人間
の安全保障無償資金協力の広報動画（英語）で紹介しています。 
動画サイト：
https://www.youtube.com/watch?v=y_iKlWdqygI&feature=youtu.be   
 

案件の概要： 
 
母子家庭における母親の自活支援のための洋裁教育実施にかか
る洋裁室を建設，ミシンを供与し，母子家庭児童のための学校教室
を建設するもの。 

 平成２４年度 フィジー共和国 「ワイニブク母子家庭支援コミュニティ整備計画」  

   

（洋裁教育の実施風景） 

（小学校の授業風景） 

https://www.youtube.com/watch?v=y_iKlWdqygI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_iKlWdqygI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_iKlWdqygI&feature=youtu.be


案件の成果： 
 
・同校では， １教室あたり約８０名の生徒を収容し，さらに午前と午後に
分けて登校させる２シフト制を導入して，教室不足に応対してきました。
しかしながら，著しい生徒の増加により，近い将来３シフト制（生徒の授
業時間が更に短くなる）に移行せざるを得ない状況に置かれていました。
本件にて１０教室を新設することにより， １教室あたりの生徒数が５０名
に減少し， ３シフト制への移行も回避でき，同校に通う約２，６００名の
生徒が裨益しています。 
 
・本件引渡式典には，学校関係者をはじめ，フィリピン共和国の教育大
臣や下院議員，市長などが出席し，新聞やニュースで多数報道されま
した。市長より「カロオカン市の最重要課題のひとつある教育問題に対
し， 日本から必要な支援を得られた」 と謝辞が述べられた他， 「均等
な教育機会の提供という目標に応える支援である」 等の好意的な評価
が表明されました。 
 
・平成２４年には，東日本大震災被災地の宮城県白石工業高等学校の
生徒１４名が「キズナ強化プロジェクト」として同校を訪問し，両国の若
者が国際交流を行いました。 
 

案件の概要： 
 
人口増加の著しいマニラ首都圏カロオカン市のマリア・クララ中等学
校において，生徒数増加による教室不足・生徒数過密状況を解消
するために， １校舎１０教室の建設と併せて黒板や机，椅子などの
備品を供与するもの。 

 平成２２年度 フィリピン共和国 「マリア・クララ中等学校における１０教室建設計画」  

   

（整備された教室の様子） 

（引渡式典の様子：中央左は教育大臣，中央右は大使） 



案件の成果： 
 
・ミンダナオ地方は，これまでの政府とMILFの和平交渉において，
政府及びMILF双方から，「正常化」が同地域の平和と安定の成否

の鍵を握る重要な課題と認識されてきました。そこで，バンサモロ
新自治政府設立に向け，平成２５年度に，紛争の影響で学校教育
を受ける機会を逸した青少年や，元MILF等の兵士が再度銃を手
にする必要に迫られることがないよう，MILFのキャンプ地内に職業
訓練施設及び関連機材等を整備しました。 

 
・現政権内でのバンサモロ基本法（BBL)成立が困難との見方が深
まる中，平成２８年３月，当館大使がムラドMILF議長を含む和平交

渉に関わる要人との面談を現地ミンダナオ島で行いました。その
際，ムラドMILF議長等も含めた要人とともに，本案件の引渡式を
同時に実施することで，BBLの行方に関わらず，引き続き日本はミ

ンダナオの和平と発展に貢献していくという，日本のコミットメント
を対外的に大きく印象付けることができました 
（その他，平成２７年度「ミンダナオの和平と復興に資する支援（J-
BIRD）案件５件の贈与署名式も現地で別途実施しました。） 

 
 

案件の概要： 
 
マギンダナオ州スルタン・クダラット町ダラパナン村（モロ・イスラム
解放戦線（MILF）のキャンプ地内）において，各種の職業訓練（一部
教育）を提供する青少年のための訓練センターを整備するもの。 

 平成２５年度 フィリピン共和国 「マギンダナオ州スルタン・クダラット町における青少年訓練センター整備計画」 

   

（引渡式の様子：右端はムラドＭＩＬＦ議長 
その隣は石川大使） 

（整備した訓練センター） 



案件の成果： 
 

・本案件の実施を通じ，サンタ・ロサ･デ･リマ教育施設に在籍する
生徒１，０８９名の教育環境が改善された。また，教室数が増えた
ことで中等教育を受ける生徒３４０名の新規入学が可能となりまし
た。 
 

・中学生の教室を増築することで，本地域の中学進学率，就学率
が向上しました。その結果，これが就職に優位に働き，本地域の
貧困層の縮小に寄与することも出来ました。 
 

・２０1６年２月，在ボリビア日本国大使館は同施設への訪問を行っ
たところ，同施設関係者だけでなく，児童・生徒及びその保護者か
ら学習する環境を整備してくれた日本国民に対する感謝の意が伝
えられました。また，日本の教育施設で行われている，児童・生徒
が自らの施設を綺麗に保つという教育方針を参考に，掃除の時間
が導入されている事が確認されました。教室の建設から７年経っ
た今でも良好な状態で保たれています。 

案件の概要： 
 
サンタ・クルス市内の貧困層が集まるフリオ・レイゲ地区には，他の
教育施設がなく，教室不足により，小学校過程を終えても，中学進
学を断念せざるを得ないケースが発生していたことを受け，こうした
状況を改善するために，新たに６教室を増築するもの。 

 平成２１年度 ボリビア多民族国「サンタ･ロサ･デ･リマ教育施設拡張計画」  

   

（増築された校舎概観） 

（学校訪問時に感謝を述べる児童らの様子） 
※「ありがとう日本」等と書かれている 



案件の成果： 
 

・「米百俵プログラム」は，１００校の小中高等学校を対象に校舎の
新規建設，増改築及び教育機材整備を行い，教育環境の改善を
図る計画です。米百俵とは，１８７０年，貧困に窮していた長岡藩
が他藩から百俵の米を譲り受けたものの，将来の教育発展を第一
と考え，食糧として消費せず学校建設の費用に充てたという史実
であり，現在の辛抱が将来の利益となることを象徴する故事です。 
  

・２００３年に訪日したマドゥーロ大統領（当時）に対して小泉首相
（当時）が米百俵の故事を紹介し，これに感銘を受けた大統領が
ホンジュラスの学校教育を充実させるために日本に協力を依頼し
たことで，２００４年より本プログラムが開始されました。対象校に
は米百俵学校記念碑の設置を行っています。 
  

・２０１６年２月には１００校目を達成しました。しかし，当地におけ
る教育インフラの改善ニーズは依然として大きいことから，今後も
米百俵プログラムを継続することとしています。 

  

案件の概要： 
 
ラ・パス県サン・ペドロ・デ・トゥトゥレ市マリアノ・バスケス小学校にお
いて，児童３４０名及び教員１７名が安全かつ快適な環境で教育活
動を行えるよう，４校舎（１６教室，図書室，職員室，倉庫及びトイレ）
の全面改修を行うもの。米百俵プログラム（下記参照）７６校目。 

 平成２４年度ホンジュラス共和国「サン・ペドロ・デ・トゥトゥレ市マリアノ・バスケス小学校改修計画」  

   

（米百俵学校記念碑） 

（マリアノ・バスケス小学校の児童） 



計画の成果： 
 

・モルドバ全土を巡回する移動図書館が新たに整備されたことで，
図書館の数及び蔵書数の不足から十分な数の図書に触れる機会
が制限されていたモルドバ農村部の児童約５，０００人以上に対し，
図書へのアクセスを大きく改善することができました。 
 
・引渡式には，ティモフティ大統領夫人やバブク文化相といった閣
僚が参加し，本件支援に対する感謝の言葉が述べられました。ま
た，引渡式では，児童のための折り鶴教室やモルドバ民謡のパ
フォーマンスといったイベントも行われたことから，多くの市民が集
まる盛大な文化交流イベントとなりました。 
 
 

・２０１５年には，本計画支援を知った日本企業が移動図書館のた
めの図書を国立児童図書館に寄贈し，その協力が報道されるなど，
計画完了後にも両国間の草の根レベルにおける関係強化につな
がる計画となっています。 

計画の概要： 
 
地方農村部における児童の図書へのアクセスを改善するため，国
立児童図書館に対して移動図書館のための車両及び設備を整備
するもの。 

 平成２４年度 モルドバ 「児童向け移動図書館整備計画」  

   

（引渡式の様子：右から６番目がティモフティ 
大統領夫人，５番目がバブク文化相）） 

（モルドバ各地を巡回する移動図書館） 



保健 



計画の成果： 
 
・ミッショナリー・オブ・ザ・プアという被供与団体は，カンパラ市内の貧困地区
マンゴ・キセニィ地区とブセガ地区において，孤児及び貧困者約４００人を収
容する宿泊施設を運営しています。同施設には障がいがある故に親に見捨
てられた児童が多く，自力での通学が困難でしたが，本計画において日本か
ら提供されたスクールバスにより，毎日学校に通うことができるようになりまし
た。 
 
・マンゴ・キセニィ地区にある宿泊施設敷地内には保健センターが併設されて
おり，地域の貧困層の唯一の保健センターとして機能しています。日本から
の支援で救急車が配備され，重体患者を手術及び緊急治療が可能な病院へ
緊急搬送することが可能になり，貧困層にも適切な医療を届けることができ
るようになりました。 
 
・被供与団体では，供与されたバス及び救急車を長持ちさせるため，自分た
ちで車体前方・下方に保護バーやシートカバーを取り付けるなどの工夫をし，
供与後２年以上経過した今でもとてもきれいに使用しています。 
 
・障がいがある故に親に見捨てられたり，HIVで親を亡くした児童，身寄りのな
い高齢者を支援する本計画は，まさに「草の根・人間の安全保障無償資金協
力」の目的に合致した計画と言えます。 

 
 
 
 

計画の概要： 
 
ウガンダの首都カンパラ市において，孤児，貧困者，障がい者（児）
等の医療・教育サービスへのアクセス改善を図るために，車両（救
急車１台，バス１台（３０名収容））を整備するもの。 

 平成２４年度 ウガンダ「貧困層の医療・教育アクセス改善のための車両整備計画」  

   

（毎日３０人の児童がスクールバスで学校へ） 

（２年経過後もメンテナンスが行き届いた車両） 

写真等貼り付け 

内部用は写真や報道記
事にかかわらず，成果の
分かる資料でもよく，な
ければ削除してもよい。 



案件の成果： 
 

・ウズベキスタンにおける乳がん罹患率は１０万人あたり１５名と
高く，その数値は胃がんと並び最高水準にあるとともに，国内死
因ランキングの上位を占めています。 
 
・本事業により調達された富士フィルム株式会社製の高機能デジ
タル・マンモグラフィーの設置により，同センターでは発見が困難
であった初期ステージの乳がんの早期発見が可能となりました。
これにより，一日あたり約３０名，年間９，０００名ほどの女性患者
が乳がん検診を受診できるようになりました。 
 

・また，機材供与式には，ウズベキスタン保健次官及び国内医療
関係者のみならず，富士フィルム株式会社直営店（在イスタンブー
ル）からも代表者の出席があり，同社製品の広報も兼ねたプレゼ
ンテーションを実施しました。 
 
・さらに，現地プレスも招待された本供与式の様子は，テレビ・新
聞を含む国内のマスメディアに大きく取り上げられ，日本医療機材
の当地における普及のための高い宣伝効果が得られました。 
 

案件の概要： 
 
ウズベキスタン共和国において罹患率の特に高い乳がんの早期発
見・治療が実施できるよう，国立がん研究センターに日本製の高性
能デジタル・マンモグラフィー機材一式を整備するもの。 

 平成２６年度 ウズベキスタン共和国「国立がん研究センター医療機材整備計画」  

   

（供与式の様子①：調達機材の視察 
右から保健次官，加藤大使，国立がん研究センター長） 

（供与式の様子②：現地マスメディアも参加した
大々的な式典となった。） 



案件の成果： 
 

・巡回医療機材が供与されることにより，今まで距離的・経済的理
由から診察を受けることができていなかった村落地域での診察が
可能となりました。これまでは一般診療が年間１２０人だったもの
が１，６０２人へ，歯科診療が年間２０人だったものが４１５人まで
増加し，貧困層を中心とした地域住民に対する医療環境が向上し
ています。 
 

・２０１６年８月には，村落地域を対象に病気の予防や健康意識の
向上を目的としたセミナーを実施するため，カルチ県と同市間で３
５，０００米ドルの予算を上記に充てる協定を結ぶ予定です。巡回
医療車の供与により，より広範囲での活動が可能になり，先述の
協定に繋がりました。 
   

・２０１６年４月１６日に発生したエクアドル地震を受け，同市は巡
回医療車と医療団を被災地へ派遣し，緊急医療支援を行いました。
全国紙にもその活動が取り上げられ，エクアドル共和国における
日本の支援を周知できる機会となりました。 

案件の概要： 
 
カルチ県モントゥファル市に所在する市立保健診療所において，巡
回医療機材（巡回医療車，歯科機材，産婦人科機材，レントゲン機
材）を供与し，村落地域における貧困層住民の医療環境の向上を
図るもの。 

 平成２２年度 エクアドル共和国 「モントゥファル市巡回医療機材整備計画」  

   

（署名式の様子：在エクアドル日本国大使館にて署名） 

（エクアドル地震における緊急医療支援： 
４月３０日付Ｌａ Ｈｏｒａ紙掲載） 



案件の成果： 
 

・同医療機材一式が整備されることにより，今まで既存機材では対
応しきれていなかった患者数をより高い精度で検査できるようにな
りました。これまでは血液検査が年間２，２０２人だったものが４，７
４１人へ，尿検査が年間６，２０４人だったものが１０，７０２人まで
増加し，貧困層を中心とした地域住民に対する医療サービスが改
善しました。 
 

・同医療機材一式が整備されることにより，今までは一切感知でき
ずにいた緊急性の高い病状も検知できるようになりました。 
   

・全国紙にも同検査室の取り組みが掲載され、エクアドル共和国に
おける日本の支援を周知できる機会となりました。 

案件の概要： 
 
インバブラ県イバラ市に所在するエクアドル赤十字社インバブラ支
部の検査室に血液検査・尿検査に関る機材一式を供与することに
より，同検査室の検査処理速度を向上させ，同地域住民に対する
医療サービスを改善することを目的とするもの。 

 平成２２年度 エクアドル共和国「赤十字インバブラ支部医療機材整備計画」  

   

（署名式の様子：在エクアドル日本国大使館にて署名） 

（供与機材に関する記事：Ｌａ Ｈｏｒａ紙掲載） 



案件の成果： 
 

・同病院は，キルギス国内の母子医療の基幹病院であり，重度の
問題を抱える患者の多くが同病院に搬送されることから，本案件
は，5歳までの幼児死亡率をミレニアム開発目標の定める水準ま
で下げることに大きく貢献しています。 
 
・具体的には年間８０，０００人(うち１８，０００人は未熟児等の重症
患者)に対する医療サービスが大きく向上しました。これについて，
バティラリエフ保健大臣からも感謝の念が表明されています。 
 
・本件引渡式には田中和德衆議院議員を団長とする自民党国際
局代表団の4名の国会議員が参加し，日本の貢献に関してアピー
ルを行いました。引渡式の様子はテレビ局「ピラミッド」ほか，多くの
新聞・インターネットニュースサイトにおいて報道されました。 
  

案件の概要： 
 
キルギスでは最大・最高レベルの母子医療施設である国立母子医
療センター（於ビシュケク）に対し，増加する患者に対応するため，
新生児用保育器，新生児用人工呼吸器，未熟児用保育器，携帯型
レントゲン装置，持続気道陽圧装置(CPAP)，新生児用吸引器等の
医療機材供与を行うもの。 

 平成２６年度 キルギス共和国 「国立母子医療センター医療環境改善計画」  

   

（署名式の様子） 

（引渡式の様子： 
右からバティラリエフ保健大臣，田中和德衆議院議員） 



計画の成果： 
 

• 同センターを建設することにより，より多くの家庭内暴力の被害を受
けた女性に対して，総合的なケアを実施することが可能となりました。
これまでは，被害女性を月に１００名程度しか受け入れることができ
ませんでしたが，同センターの建設により，予定していた月４００名を
大きく上回る月１，０００名程度を受け入れることができるようになりま
した。 
 

• 更に，同センターの建設後は，常勤カウンセラーを２名から５名に増
員し，コールセンターとしての機能も果たしています。また，女性のみ
ならず子供をはじめとした社会的弱者の保護及び心のケアも提供す
る場となっており，想定以上の高い効果を上げています。 
 

• 被供与団体からは，「同センターの建設以前は，被害女性に対して
法律相談及び専門医を紹介することしかできませんでしたが，同セン
ターの建設で，カウンセリングをはじめ，法律相談，医療行為など総
合的なケアを効率よく行うことができ，多くの被害女性が救われてい
ます。」といった感謝の意が伝えられています。 

 

計画の概要： 
 
ジンバブエでは，伝統的に女性の権利が侵害され，多くの女性が家
庭内暴力の被害を受けています。このため，これらの女性被害者に
対してカウンセリング，法律相談，医療行為など組織的かつ総合的
なサービスを迅速かつ効果的に行えるよう，カウンセリングケアセン
ターを建設するもの。 
  

 平成２３年度ジンバブエ共和国「家庭内暴力被害者のためのカウンセリングケアセンター建設計画」 

（引渡式の様子） 

（建設されたカウンセリングケアセンター） 



案件の成果： 
 

・救急車１台が供与されることにより，当団体が行う不発弾除去等
の危険な作業に対し緊急時の移送体制が整い，戦跡地付近の市
民の安全な生活を脅かす不発弾を処理する活動が円滑に行われ
ています。 
 
・当団体の活動中の事故による救急車の出動に備えた継続的なメ
ンテナンス・トレーニングのみならず，当国中央病院との連携によ
り，病人や妊産婦の移送等に大いに活用されています。 
 
・不発弾処理は市民の安全に直結する事業であり，当国政府の関
心も高く，引渡式の様子は当国唯一の国営テレビ局（現在は閉
局）で放映され，ソロモンにおける親日感情の醸成に寄与しました。 
 
・当地は第二次世界大戦の激戦地であったため，現在でも未回収
の遺骨が多く地中に散在しており，本案件は日本の遺骨収集団が
行う活動の安全性の確保にも寄与しています。 

案件の概要： 
 
首都ホニアラで活動中の不発弾処理活動団体（ゴールデン・ウェス
ト財団）を側面支援するため，救急車１台を供与するもの。 

 平成２４年度 ソロモン諸島「不発弾処理のための救急車整備計画」 （対人地雷） 

   

（国営テレビで放映された引渡式での大使スピーチ） 

（日本国旗のステッカーが貼られた救急車） 

写真等貼り付け 

Ｇ／Ｃ署名式，供与式等
の写真や現地報道記事

を貼る。 



案件の成果： 
 

・本案件は，我が国自衛隊を含む多国間共同訓練「コブラゴール
ド」と連動した内容です。対象の３校は同訓練において「タイ北部
医療支援活動」の実施対象施設で，それぞれの学校で，２日間の
衛生教育・診療活動が行われてきました。 
 

・「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を活用した保健施設を
整備することは，生徒のみならず地域住民の健康を増進させる役
割を兼ね備えることが可能となり，訓練終了後の継続的な住民裨
益という点で有益です。人道支援民生活動に関する多国間共同訓
練「コブラゴールド」とODAが連携した支援形態は日本政府として
初の試みで，新たな支援モデルを作ることができました。 
 

・また，引渡式典には，政府の教育機関，様々な学校関係者，軍
関係者，地域住民が参加し，その様子はテレビ局で放映され，日
本政府からの支援を効果的にアピールする機会になりました。 

案件の概要： 
 
ピサヌローク県およびスコータイ県の市街地から遠く離れた地域に
所在する３つの学校において，地域住民の基礎医療を充実させ，生
徒らの病気，怪我等の発生の際に初期治療を施すための保健室を
整備するもの。 

 平成２５年度 タイ王国 「ピサヌローク県およびスコータイ県におけるコミュニティ保健のための施設整備計画」    

（引渡式典：整備した保健施設の前） 

（供与した保健施設） 



計画の成果： 
 

・ これまでは分娩台の不足により，床での出産を余儀なくされる場合が
ありましたが，分娩台が３台から５台に増えたことにより，そのようなこ
とがなくなり出産環境が改善されました。 
 
・また２～３人で1台のベッドを使用することがありましたが，産前/産後
室８室（妊産婦用のベッドは１２台）が追加されたことにより，妊産婦１人
で１台のベッドを使用できるようになりました。 
 
・本計画では，ナースステーション１ヶ所，薬品保管室１室，待合室１室，
洗浄室１室，トイレ６室，シャワー室６室，洗面台８個も建設されました。
特に，建物内に水道が整備されたことで，屋外から水を運ぶ手間が省
けただけでなく，医療処置や分娩時の衛生環境も改善されました。 
 
・引渡式には周辺住民をはじめ，関係閣僚，地方公共団体，メディア等
から約５００名が参加しました。本式典には，現タンザニア大統領である
当時のジョン・マグフリ建設大臣が出席し，日本に感謝の言葉を述べる
など，日本とタンザニアの良好な関係構築に大きく寄与しました。 

計画の概要： 
 
ゲイタ州チャトー県チャトー病院において産科病棟を建設するもの。 

 平成２４年度タンザニア「ゲイタ州チャトー県チャトー病院産科病棟建設計画」 

   

（新生児を抱く大使，当時マグフリ建設大臣（写真中央）
と当時ラシッド健康・社会福祉副大臣（写真左）） 

（新産科病棟：外観） 



案件の成果： 
 

・ドミニカ共和国有数のリゾート地であるボカ・チカは，首都サント・ドミン
ゴから近いこともあって日帰り観光客が多く，これに伴いボカ・チカに通じ
る高速道路では交通事故が多発しています。ボカ・チカ消防署が所有す
る救急車は，老朽化により稼働していなかったため，救急処置を必要と
する負傷者を職員の自家用車等で搬送するしかなく，迅速な搬送に支
障を来していました。 
 

・ボカ・チカ市内には交通事故負傷者に対応できる病院が無いため，約
２０km離れた隣の市の病院に交通事故負傷者を搬送しなければならず，

本案件実施前は，ドミニカ共和国の社会的課題である渋滞の影響もあっ
て搬送に２～３時間を要していましたが，本案件実施後は１時間以内に
短縮されました。本案件実施前と比較して，救急搬送中に負傷者が失血
等により死亡することがなくなり，死亡者数の減少に貢献しました。 
  

・また，救急車の整備後，これまで実施できなかった救急患者の搬送に
も着手し，その効果はボカ・チカ市民約２０万人に裨益しています。 
  

・車両本体に日本からの援助であることを示すステッカーを貼ったことか
ら，同国の国民の親日感情の醸成に寄与しました。 

案件の概要： 
 

 交通事故による負傷者の迅速な搬送が可能となるよう，同消防署
に対して日本の中古救急車２台と内部付属品（ストレッチャーや酸
素ボンベなど）を整備するもの。 

 平成２４年度 ドミニカ共和国 「ボカ・チカ中古救急車整備計画」（リサイクル）  

（署名式の様子：日本国大使館にて署名） 

（供与された中古救急車：車体側面には日本からの援助で
あることを示すステッカーが貼られています。） 



案件の成果： 
 

・携帯用の眼科医療機材として，検眼鏡，眼科用屈折計，眼圧計，
角膜計等を整備しました。 
 
・また，携帯用の耳鼻科医療機材として，聴力測定器，検耳鏡等を
整備しました。 
 
・その結果，被供与団体は，出張診療や周辺地域の学校で医療
機材を有効に活用し，年間３２，０００人以上の患者に眼科・耳鼻
科検診を実施できるようになりました。特に地方部には，眼科・耳
鼻科病院がないため，初めて検診を受ける患者も多数おりました。 
 
・同団体の活動は，自覚症状が少ない眼科・耳鼻科の病気を早期
発見・治療することにより，健康面から児童の就学をサポートして
います。  

案件の概要： 
 
遠隔地での眼科・耳鼻科診療を行っている被供与団体（ＢＰ眼科財
団）に対し，遠隔地診療用の眼科・耳鼻科用医療機材を整備するも
の。 

 平成２４年度 ネパール 「眼科・耳鼻科の遠隔地診療のための携帯用医療機材改善計画」 

   

（署名式の様子） 

（遠隔地での聴力検査の様子） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



案件の成果： 
 

・病院の増改築以前の年間入院患者数は，２０１２年に４，４６６名，
外来患者数は６，３５０名でしたが，２０１４年には入院患者数は４，
９８９名，外来患者数は６，４１３名と順調に増加してきており，より
多くの産婦人科患者に裨益しています。 
 

・この病院の所在地であるファイサラバード市は人口がパキスタン
第３位であり，近年の人口増加に対して産科施設の整備が遅れて
います。同市内の公営産科施設は２つしかないことから，収容しき
れない妊産婦の中でも特に貧困層の妊産婦は，経済的負担のか
かる私立病院を利用することができず，劣悪な環境下での自宅出
産を選択せざるを得ない状況でした。しかし，貧困層を対象として
安価な費用で安全な診察及び分娩措置を受けることのできる同病
院の増改築及び機材の充実化により，当該地域の産科医療の質
向上を図ることができました。 
 
 

 

案件の概要： 
 
パンジャブ州ファイサラバード市における産婦人科病院の外来患者
用施設の増築，既存病棟の改築，医療機材及び事務機材の供与を
行うもの。 

 平成２４年度 パキスタン 「パンジャブ州ファイサラバード市産婦人科病院改善計画」 

（署名式の様子①） 

（署名式の様子②） 



案件の成果： 
 

・当該サイトのあるジワカ州のトンガム知事は，元国費留学生（秋
田大学卒業）であり，同州知事に当選するまで日本に約１１年間滞
在していた経験を持つパプアニューギニアで最も知日派の知事で
す。 
 
・平成２８年４月２２日に実施された，本案件の開所式の際には，
松本大使とともに同州知事が出席し，パプアニューギニアにおけ
る日本の経済協力への謝意が述べられました。その様子は当地メ
ディアでも大きく報道され，日・パプアニューギニアの外交関係の
更なる深化に貢献しました。 
 
・また，同州知事は，自身の経験からも日本の技術を積極的に取
り入れようとしており，開所式の翌日には，小型ソーラーパネル充
電LED電球の贈呈式が開催され，日本企業の進出にも貢献してい
ます。 

案件の概要： 
 
パプアニューギニア独立国のジワカ州に位置する「ホロ診療所」の
診察室不足等を解消するため，総合診療所１棟の建設及び室内備
品を整備するもの。 

 平成２５年度 パプアニューギニア独立国 「ホロ診療所整備計画」 

（開所式の様子：松本大使とトンガム州知事によるテープカット） 

（贈呈式の様子：州政府庁舎前広場にて実施） 



案件の成果： 
 

・本診療所は，トレス・デ・フェブレロ市にある２つの診療所のうち，
サン・カルロス地区周辺地域の住民（約４，０００人）を対象に医療
サービスを提供しており，同市にとって欠かせない存在であること
から，現在でも地域住民に広く裨益しています。 
 

・落成式には，パラグアイ・日本友好議員連盟副会長や，トレス・
デ・フェブレロ市長らが参加し，我が国の協力に対する心からの感
謝の意が示され，パラグアイとの二国間関係増進に有益な案件と
なりました。 

 
・カアグアス県においては，技術協力プロジェクト「プライマリーヘ
ルスケア体制強化プロジェクト」を実施中であり，トレス・デ・フェブ
レロ市においても青年海外協力隊が診療所で活動していたところ，
これら既存プロジェクトとの相乗効果が実現できました。 

案件の概要： 
 
老朽化した既存の診療所（保健ポスト）に代わる，新たな診療所（一
般診察室，小児科室，産婦人科室，簡易検査室等）を建設し，地域
住民の医療サービスの向上及び医療環境の改善を図るもの。 

 平成２５年度 パラグアイ共和国 「サン・カルロス地区保健ポスト建設計画」 

（本計画実施前の老朽化した診療所） 

（落成式の様子） 



案件の成果： 
・サン・フアン市はバイク利用者の交通事故が多発する地域でした
が，同市周辺には事故後に負傷者が回復を図れるリハビリ施設
がありませんでした。このため，事故後の回復が遅れ後遺症が
残ってしまうケースさえありました。 
 

・また，サン・フアン日本人移住地の日本人移住者は次々と高齢
化を迎え，高齢者がリハビリできる施設も不可欠となっていました。
本案件を通じ，現在では同市民約１２，０００人及び近隣住民が本
診療所を活用し，リハビリができるようになりました。 

 
・戦後の１９５５年に日本人移住者によって創設されたサン・フアン
市は，当国における米や大豆の穀倉地帯としても知られています。
腰や間接の痛みに苦しむ農業従事者にとっても本リハビリ施設は
活用されています。 
 
・２０１５年８月，大使館主催のプレスツアーで，本施設を当国プレ
スに紹介しました。多数の地元テレビ局が本施設につき好意的に
報道し，日本の草の根・人間の安全保障無償資金協力に対する
当国の評価は益々高まっています。 
 

 平成２３年度ボリビア多民族国「サン・フアン日本人移住地診療所リハビリセンター整備計画」  

   

（引き渡し式の様子） 

（リハビリセンター内部の様子） 

（リハビリ施設入り口） 

案件の概要： 
 
サンタ・クルス県サン・フアン市の住民の医療サービスの一層の向
上のために，日本人移住地診療所内にリハビリセンターを整備する
もの。 



案件の成果： 
 

・整備された車両はそれぞれ首都テグシガルパ市，バジェ・デ・ア
ンヘレス市，タランガ市，ナカオメ市，カンパメント市に配備されま
した。当国では都市火災のほか山焼きの延焼による山林火災が
頻繁に発生しますが，本件により迅速かつ効果的な消防活動が
可能となり，５都市合計で１２０万人以上の市民に裨益しています。 
  

・ナカオメ市とカンパメント市では，車両が供与されたことで新たに
消防署を開設することができました。消防活動だけでなく，渇水時
の給水や救急搬送などにも活用されるなど，市民生活の安全の
支えとなっています。 
  

・中古水槽付ポンプ車は栃木県宇都宮市，神奈川県二宮町，千葉
県佐倉市・八街市・酒々井町，埼玉県入間市及びさいたま市，水
槽車は埼玉県戸田市，救急車は神奈川県逗子市が所有していた
もので，横浜港より当国プエルト・コルテス港に輸送されました。引
渡式にはマドリード内務大臣が出席し感謝の意が伝えられました。 

  

案件の概要： 
 
消防活動の改善を図り対象地域の防災対策を強化するため、ホン
ジュラス消防団に中古水槽付ポンプ車５台，水槽車１台，救急車１
台の計７台の中古車両を整備するもの。 

（引渡式の様子：左から３番目はマドリード内務大臣） 

（タランガ市消防署） 

 平成２０年度 ホンジュラス共和国 「 ５都市における中古緊急車両整備計画」 （リサイクル） 

   



案件の成果： 
 
・新生児用医療機器が供与されることにより，母子感染の中で主要な
割合を占めていたクラミジアの感染率は３３１件の２３．７％（平成２２年
度）から１２１件の９．２％（平成２５年度）にまで改善されました。毎年１，
３００件を超える新生児に係る医療環境が改善されており，新生児の死
亡数も年間１４件（平成２２年度）から６件（平成２５年度）まで低下して
います。 
 
・基礎保健医療の改善は，マーシャル政府が重要開発課題として取り
組んでおり，日本政府も同様に援助の重点項目として支援しています。 
 
・本件は，同国保健省の全面的な協力のもと行われ，エドワーズ保健
省次官代理（当時），マーティ保健省次官補（当時），保健省及びマジュ
ロ病院関係者，同病院にて活動する青年海外協力隊員，さらに外務次
官補等多数出席のもと引渡式が行われました。 
 
・署名式及び引渡式の様子は当地マーシャル･アイランド･ジャーナル紙
に写真とともに報じられ，マーシャル諸島共和国における日本の草の
根・人間の安全保障無償資金協力による支援の意義を示し，親日感情
の醸成に寄与しました。 
 
 
 

案件の概要： 
 
首都マジュロに位置するマジュロ病院において，未熟児・早産児における
母子感染の改善を図るため，新生児に対して適切な医療処置を行うため
の沐浴シンク，保湿器，処置台，吸引機及び体重計を供与し，これらの
使用に関する技術指導を実施するもの。 

 平成２４年度 マーシャル諸島共和国 「マジュロ病院新生児病棟改善計画」 

   

（署名式の様子：在マーシャル日本大使館にて署名） 

（署名式及び引渡式の現地報道記事） 



案件の成果： 
 
・署名式及び引渡式には，報道関係者，現地住民含め計２００名以上
が参列し，引渡式では来賓として出席した州土地開発大臣がスピーチ
を行い，感謝の意が伝えられました。式典の内容は当地各紙で報道さ
れ，我が国政府による当地への支援を広報できたほか，本案件の形成
過程を通じて，被供与団体のみならず，当地域における人脈構築にも
繋がりました。 
 
・車両は，公共交通機関の発達していない村落部における巡回型サー
ビス等，本センターの活動に不可欠な機材として，供与後８年が経過し
た現在も日々有効に活用されており，本センターによる当地での障害
者福祉活動の効果的・継続的な活動に貢献しています。 
 
・本センターは，当地在住の日本人・中澤氏が代表を務める現地NGO
により運営され，１０年以上に渡る同氏の当地での地道な活動は，「サ
ラワクで愛の種を植える日本人夫婦」として現地紙（一面）に大きく紹介
されました。 
  同記事の反響は大きく，掲載後には施設への訪問者・寄付も増加し，
当地における親日感情の醸成，障害者福祉事業への理解促進にも繋
がっています。 

案件の概要： 
 
サラワク州の少数民族であるイバン族の村落において、障害者福祉セン
ターによるデイサービス及び巡回型サービスに必要となる機材等（発電
機・車両各１台及び一部施設の整備）を供与するもの。 

 平成１９年度 マレーシア 「バワン地区福祉センター設立計画」  

   

現地紙「星洲日報」 の記事 

中澤氏の当地での活動について，２０１５年１０
月１９日，２０日の２日間，合計２頁半の紙面に
渡り特集記事が掲載された。 



計画の成果： 
 
・世界で最もHIV/AIDS感染率が高い南アフリカにおいて， 同感染
者への対策はとても大きな社会問題となっています。同国では，医
療機関も数少ない上，交通手段も限られていることから，患者の医
療機関へのアクセス確保が課題となっていました。本計画で，貧困
層の患者を無償で受け入れている聖フランシス・ケアセンターに車
両を整備したことにより，ボックスブルグ地区における貧困層感染
者の医療機関受け入れ問題の解決に貢献しました。 
 
・さらに同センターでは，当初想定していた活動地域を超えて，交
通機関が乏しく医療機関の少ない遠方からの患者を受け入れるな
ど幅広く裨益し，地元住民のみならず，その周辺地域からも，日本
への感謝の言葉が大使館へ届くなど，日本国民の貢献が大変感
謝されています。 
 

計画の概要： 
 
ハウテン州ボックスブルグ地区において，HIV/AIDS末期患者の緩
和ケアをしているホスピス「聖フランシス・ケアセンター」に患者運搬
用の車両を１台整備するもの。 

 平成２２年度 南アフリカ共和国 「ボックスグルグ地区HIV/AIDS患者用搬送車両整備計画」 

   

（在南アフリカ大使館・日本企業・被供与団体が 
集まった署名式の様子） 

（日本の支援により供与された車両） 

Ｇ／Ｃ署名式，供与式等
の写真や現地報道記事

を貼る。 



農業・産業 



案件の成果： 
 

・2種類の灌漑設備の整備により４２０，０００㎡の砂漠地が農地に
変わりました。耕運機やコンポスト機材の整備により，農業技術訓
練所が開設され，初年度２００人の卒業生を輩出，平成28年6月現
在までに合計１，６３３人が卒業しています（内半数は女性）。 
 
・卒業生が起業したコンポストや温室栽培等のプロジェクト実施に
より，平成２８年６月現在までに３，６００人の雇用が創出されまし
た。とりわけコンポストのプロジェクトについては，県外の企業から
受注を受けるなど大きく成果を生んでいます。 
 
・電気も通っていない砂漠の僻地であった当村は，職を求めて男
性が他地域に流出し不在の夫に替わり，世帯筆頭稼ぎ手となって
いる女性たちや若者が住民の大半を占めていました。計画完了か
ら７年を経て，現在当村は県の中心的な存在と位置付けられてお
り，農業技術学校や警察署，病院等が県により建設されるに至っ
ております。出稼ぎ先から戻る者も増えています。 

案件の概要： 
 
上エジプト地方ダハラ砂漠に位置する貧困村バラート村にて自給自
足で暮らす村民たちが「環境に優しい農業」技術訓練を受け市場価
値の高い有機農産物を生産し，貧困削減を図ることを目的に，灌漑
施設を整備するもの。３年後に農業技術訓練機材を新たに整備し，
訓練事業を強化しました。 

平成２０年度 エジプト 「ニューバレー県農業技術訓練施設整備計画」及び平成２３年度「ニューバレー県農業職業訓練事業強化計画」 

   

（平成２３年の案件引渡し式の様子） 

（平成２３年案件実施地の様子） 

（平成２０年案件実施地の様子） 

案件実施前 

案件実施後 



案件の成果： 
 

・日本で最高級のコーヒーとして知られているブルーマウンテン・コーヒーはそ
の約７０％が日本に輸出されており，日本とジャマイカの経済関係の象徴と
なっています。 

 
・ボベリアバシアナ菌（害虫に寄生し駆除）及びフェロモン機材（害虫をトラップ
に誘引して駆除）による除殺虫農法を導入するための機材供与及び研修に
よる技術支援を行いました。その結果，環境に優しく，また効果的にコーヒー
の害虫を駆除できるようになり，コーヒー農家の約２００人が裨益しています。 
 
・栽培地が傾斜地のため，土砂崩れ等の災害からコーヒー畑を守り，土壌水
分保持力の低下を抑えるために，３，０００本の植林も行いました。 
 
・現地視察を行った大使館員に対し，コーヒー農民の人たちは，「日本の支援
で学んだ害虫駆除方法によって，残留農薬の少ないコーヒー生産ができるこ
ととなったことに，とても感謝している」と述べました。また，このプロジェクトで
学んだ方法で，使い捨てられたペットボトルを使ってトラップを作って自分たち
で害虫駆除を行っていると誇らしげに説明していました。 
 
・ジャマイカUCCブルー・マウンテン・コーヒー株式会社は，ブルーマウンテン
地域のコーヒー零細農家の発展に長年貢献し，本案件では，研修会場を提
供しました。 
 

案件の概要： 
 
ブルーマウンテン地域のコーヒー農家に対し，現地日系企業である
ジャマイカUCCブルー・マウンテン・コーヒー株式会社と連携し，食
の安全と環境保全を考慮したコーヒー栽培方法を導入するために
技術支援を行うもの。 

 平成２２度度ジャマイカ 「コーヒー生産農民のための食の安全・環境保全トレーニング計画」（官民連携）  

   

（署名式の様子：中央はタフトン農林水産大臣（当時）） 

（フェロモン機材を手にするコーヒー農民） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



計画の成果： 
 
・堆肥生産施設を整備することにより， ４０～１５０ＮＩＳ（約１０～４０米ド

ル）／２５ｋｇで購入していた堆肥をジェリコ県で６ＮＩＳ／２０ｋｇ，ジェリコ
県以外では８ＮＩＳ／２０ｋｇという安価で安定して入手することが可能と
なりました。また，農家全体で年間６，０００トン近い農業廃棄物が発生
していましたが，約４，０００トンが堆肥原料として無料で収集されるよう
になり，ゴミ処理の負担軽減にもつながり，約３，０００世帯に裨益して
います。 

 
・完了式には，関係農家をはじめ，エラカート・パレスチナ解放機構（ＰＬ
Ｏ）交渉代表，ワリード・パレスチナ暫定自治政府（ＰＡ）農業庁長官，マ
ジド・ジェリコ県知事及びメディア等約３０名が出席しました。式典模様
がテレビ局でも放映され，パレスチナ自治区における日本に対する親
日感情を醸成することができました。 
 
・本計画は，パレスチナ自治区の主要都市の１つであるジェリコ県で初
めてとなる堆肥生産施設の整備であり，国際協力機構（JICA）の技術
協力プロジェクトの中で団体代表者による講義・指導が行われるなど，
パレスチナ自治区の農業発展に大きく貢献しています。  

計画の概要： 
 
西岸地域のジェリコ県において，貧しい地元農家が，安価で良質な
堆肥を安定して入手できるように，作業小屋を新築し，トラクター，
堆肥生産装置，自動袋詰め機等を整備するために必要な資金を供
与し，地元の農業廃棄物を活用した堆肥生産施設を整備するもの。 

 平成２３年度 パレスチナ自治区「ジェリコ農業地帯における堆肥生産施設立ち上げ計画」  

   

（署名式の様子：ムスタファ会長（団体代表者）との署名交換） 

（完了式の様子：団体代表者の他，エラカートPLO交渉代表，
ワリードPA農業庁長官，マジド・ジェリコ県知事らが出席） 



案件の成果： 
 

・特産のアルパカ毛を活用した民芸品の加工・販売を実施してきた
ものの，簡素な機材しか持たず，大量生産ができなかった地域に
機械式織機，ミシン等の織物生産用機材を供与し，またその使
用方法に関する研修を行ったことにより，４５家族約２７０名の収
入増と生活改善につながり，またアルパカ製品の安定供給により
アルパカ毛生産者にも裨益しています。 

 
・機材の供与式においては，通商観光省通商振興局長から日本
の手法を導入して始めたペルーの「一村一品運動」に対する日本
の支援への感謝の意が伝えられ，また持続性の確保と組織の存
在の重要性が説明されました。 

 
・供与機材の継続的な使用により，住民の技術が向上し，現在で
はよりデザイン性の高い(＝販売単価の高い)セーターなどを作成
できるようになり，生産・販売活動も継続的に行なわれています。 

案件の概要： 
 
標高約３，８００mに位置するペルー南部山岳貧困地域において，地
域住民の収入向上と生活改善のために，民芸品（特産のアルパカ
毛による織物）の加工機材の整備及び研修を行うもの。 

 平成２３年度 ペルー共和国 「フリアカ町アルパカ毛民芸品加工女性グループに対する機材整備 
                   による一村一品支援計画」  

   

（署名式の様子：右から被供与団体代表， 
通商観光大臣，駐ペルー日本国大使） 

（供与した機材により生産された織物と住民） 

（供与した機材を使用する住民） 



政府と市民社会 



案件の成果： 
 

・交番の建設を通じて，地域住民と警官の協力体制が構築され，
地域内の治安状況が改善しました。 
 

・治安が悪化の一途をたどるエルサルバドルでは，治安対策が急
務であり，本プロジェクトに対する政府の期待も非常に高かったこ
とから，日本が最初に支援した交番として，当国政府高官から高く
評価されました。また，開発協力プレスツアーにおいても，当地主
要紙に大きく取り上げられ，国内に広く報道されました。 
 
・JICAの技術協力プロジェクトである｢地域警察活動に基づく新警

察モデルの実施強化プロジェクト｣を補完する役割も果たし，警備
設備と人材育成の両面での協力を打ち出すことができました。 

 
・当国第２の大都市であるサンタ・アナ市では，大使館は従来より
多くの文化行事を開催してきており，本プロジェクトの他にも草の
根・人間の安全保障無償資金協力を通じて多くの学校の改修等を
行っていることから，同市とは極めて良好な関係を築いています。 

案件の概要： 
 
サンタ・アナ県サンタ・アナ市中心部に，地域警察が駐在する交番を
建設し，必要な機材整備を行うことで，対象地域における犯罪の予
防，住民の安全確保治安改善を図るもの。 

 平成２５年度 エルサルバドル共和国 「サンタ・アナ市イブ地区交番建設計画」 

   

（署名式の様子：外務大臣，国家文民警察長官， 
サンタ・アナ市長など多数が出席しました。） 

（竣工式の様子：司法・公共治安大臣，外務次官， 
国家文民警察長官など多数が出席しました。） 

写真等貼り付け 

写真等貼り付け 



防災 



案件の成果： 
 

・オバラウ島レブカ町では，新たな消防車が整備されることにより，
出動依頼に対し安定した対応が可能となりました。家屋やブッシュ
等の火災消火や防火啓蒙活動に活躍し，同町及び周辺住民に裨
益しています。 
 
・レブカ町の車両到着後に開催された引渡式は，同じく草の根案
件のゴミ収集車の引渡式と併せて開催され，フィジーで唯一世界
遺産に登録されている街並みを持つレブカ町を防災及び衛生環境
の両面から支援していることをアピールできました。 
 
・同引渡式にはフィジー政府からクマール地方行政・住宅・環境・イ
ンフラ・運輸大臣が出席され，日本の支援に対し感謝の意が伝え
られました。フィジーのインフラを所管している同大臣との良好な
関係構築にも寄与しました。 

案件の概要： 
 
火災等の際，迅速に消火活動，人命救出活動等の対策が行えるよ
う，オバラウ島レブカ町及びビチレブ島コロボウ町に日本の中古消
防車各１台，合計２台を供与するもの。 

 平成２５年度 フィジー共和国 「フィジー消防庁中古消防車整備計画」 （リサイクル） 

   

（引渡式の様子①：一番右がクマール地方行政・ 
住宅・環境・インフラ・運輸大臣） 

（引渡式の様子②：併せて開催のゴミ収集車の引渡式） 



運輸と貯蔵 



計画の成果： 
 
・草の根・人間の安全保障無償資金協力で橋梁や道路を建設すること
により，周辺住民１４，０００人が容易に市場にアクセス可能となりまし
た。また，首都を含む他地域からも牛乳，木材，農作物の買い手が計
画実施地に容易にアクセスできるようになりました。計画実施後の収入
が，木材を売っている住民は３倍に，牛乳を売っている住民は１.５倍に
増えたケースもあります。 
 

・子どもたちは約５キロ離れた学校に通学しており，以前は雨季になる
と道が悪く通学できませんでしたが，道路整備により雨季でも通学でき
るようになった。また，本計画実施前はテレビ川の氾濫により年間約５
名の死者が出ていたものの，本計画実施後はゼロとなりました。 
 
・本計画実施地は，アディス・アベバ市長の出身地であり，また，東京五
輪マラソン金メダリストのアベベ選手の出身地が近いことから，引渡式
には市長及びアベベ選手の兄弟が参加しました。新聞やテレビで大きく
取り上げられ，日本の支援成果を大きくアピールでき，日本に対する親
日感情の醸成に寄与しています。 
 

計画の概要： 
 
オロミア州北ショア県ウチャレ郡において，橋梁及び道路を建設し，
恒常的な社会・経済サービスへのアクセスを改善するもの。 

平成２４年度 エチオピア 「オロミア州北ショア県ウチャレ郡テレビ橋梁及び道路建設計画」  

   

      （完工式の様子を報じる当地紙：                 

日本国大使とアディス・アベバ市長のテープカット） 

（テレビ川に架かる橋） 



紛争防止及び解決，平和及び安全 



案件の成果： 
 

・本案件実施により，地雷２，２４６発，不発弾４，５７４発，爆弾等の
破片６４１，０８６個が発見及び処理され，地雷等に汚染されていた
約２００ｈａが安全な地域へと戻されました。加えて，子供達６，４７８
人を含む９，４１５人が危険回避教育を受け，地雷や不発弾の危険
性や発見時の対応について意識の向上が図られました。これらを通
じて，当該地域及び周辺住民約９万人が安心して暮らせるようになる
とともに，現在においても危険回避の取組は実践されています。 

 
・さらに，地雷処理後の土地では，カンボジア政府や民間企業，NGO，
国際機関などの他ドナーによる支援によって，農業指導や灌漑施設，
学校，道路などのインフラ整備及び観光開発が行われており，本件
は地域の社会経済開発の基盤の形成に大きく貢献しました。 
 
・また，同地域は元クメール・ルージュの兵士が多く住む地域であり，
本件実施によって元兵士を含めた住民に，安定した生活と経済活動
が可能な環境を整備することで，元兵士の社会復帰を促進し，国内
の安定に貢献しました。 

案件の概要： 
 
カンボジアでは未だに年間１００人以上が地雷の被害に遭っており，依然
として人々の生活が地雷の脅威に脅かされている。当国で最も地雷・不
発弾被害者数の多い地域において，カンボジア地雷対策センター
（CMAC)の地雷除去活動を支援することにより，住民の安全と安心を確
保し，地域住民にとって安全な社会経済開発事業が実施される環境を整
備するもの。 

 平成２１年度 カンボジア王国  
 「バッタンバン州及びバンテアイミアンチェイ州における人道的地雷除去活動支援計画」（対人地雷）  

   

（地雷が処理され，安全な生活が送れるようになった地域の方々） 

（地雷が処理された地域の小学校の児童たち） 



案件の成果： 
 

・供与式には，同国政府関係者，メディア等から約５０名が出席し
ました。同国政府を代表して副大統領（当時）からは，「機材の導
入により，手作業に頼っていた地雷除去が格段に速くなり，しかも
安全に地雷除去ができるようになる。さらに，本機材で農地の開
墾も可能になる。」との発言がありました。また，機材による地雷除
去のデモンストレーションも行われ，式典の様子は国営・民法テレ
ビにより全国に放映されました。 
 
・機材供与以降，効率性と安全性を発揮して多くの地雷除去に貢
献し，コロンビア政府からもその能力は高く評価されています。今
年５月に開催されたコロンビアの地雷除去に関する国際会合にお
いても，コロンビア政府の取組とともに日本の地雷除去機材につ
いて紹介されました。 
 
・コロンビアは今後５年間で国内の地雷を完全に除去する目標を
掲げており，この日本の地雷除去機材のさらなる活躍が期待され
ています。 

案件の概要： 
 
コロンビア国内には反政府非合法武装組織等により対人地雷が数
多く埋設されており，甚大な被害と経済活動への影響が出ているこ
とを受け，対人地雷除去のための機材を供与するもの。 

 平成２１年度 コロンビア共和国 「メタ県・トリマ県対人地雷除去機材整備支援計画」 （対人地雷） 

   

（整備した日本製地雷除去機材） 

（地雷除去活動の様子） 



案件の成果： 
 

・手動式の地雷除去４班の活躍により，北部州１平方キロメートル
強の地域において地雷除去が完了し，これにより，１，６００世帯
以上の住民が裨益しています。 
 
・スリランカは２００９年５月に２６年に及ぶ内戦が終結したものの，
戦場となった北部州には多くの地雷や不発弾が残存しているため，
多くの国内避難民が帰還できずにいました。しかし，本案件の活
動により地雷除去が完了した地域では，人々の再定住が進み，学
校への安全なアクセスや再定住コミュニティの生計向上にも繋が
りました。 
 
・署名式には，新聞・TV報道関係機関１０社が集まり，被供与団体
であるデルボン社会調和支援（DASH）代表より，「日本はスリラン
カにおける地雷除去活動の支援国として主導的な役割を果たして
いる。日本の支援は，紛争影響地域の復興及び民族間の相互理
解の促進にも寄与している」旨挨拶があり，スリランカにおける日
本の貢献をアピールするとともに，親日感情の醸成にもつなげる
ことが出来ました。 

案件の概要： 
 
国内避難民の安全な帰還と再定住及び復興を図るため，スリラン
カ北部州に残る対人地雷・不発弾の除去を行うもの。 

 平成２４年度 スリランカ 「スリランカ北部州における手動式地雷除去を通じた平和構築活動計画」 （対人地雷） 
   

（女性チームによる地雷除去活動の様子） 

（現地報道記事：被供与団体DASHによる地雷

除去活動の紹介） 



計画の成果： 
 

・新型のループ型探知機（５１機）を導入したことにより，不発弾除
去活動の効率性が向上しました。古い機材では不発弾と鉄屑の
区別が出来ず，金属反応がある度に地中を確認する作業に多く
の時間が費やされていましたが，新型の波動誘導型探知機は鉄
屑への反応を抑えた仕様となっています。以前は１人１日あたりの
除去エリアは平均４０平方メートルでしたが，新型探知機導入後は
５０平方メートルとなっています。 
 

・本計画により，２０１４年６月から２０１６年５月の間に合計１，１７
２，３７０平方メートルの土地の除去作業が完了しました。除去後
の土地の多くは農地として利用されており，これまでに２１８人の
農家が安全な環境で土地を利用することが出来るようになりまし
た。 
 

・２０１４年１１月には日本国大使が除去現場を訪問し，地元住民
代表より「日本の支援のおかげで不発弾の除去が進み，人々が
安心して土地を使えるようになった」と感謝の言葉が述べられまし
た。 

計画の概要： 
 

内戦や近隣国との武力衝突により現在も多くのクラスター不発弾が
残るレバノン南部において，不発弾の除去作業を行うために必要な
探知機を供与し，作業の効率性と安全性を向上するもの。 

 平成２５年度 レバノン共和国 「レバノン南部におけるクラスター不発弾除去の効率性及び安全性向上計画」 （対人地雷） 

   

（不発弾除去現場を視察し，実際に新型探知機の動作
確認を行う大塚駐レバノン日本国大使） 

（新しく導入された探知機を使用して不発弾を探す作業員：     
写真はMAGレバノン事務所提供） 



計画の成果： 
 

・スプレッチャ川近辺では，度々の洪水により，農地や建物などが
被害を受けるだけではなく，未処理の対人地雷が流出する危険が
ありました。本計画による地雷除去後，洪水対策工事が行われ，
地域住民に対する地雷・洪水のリスクが軽減されました。 
 
・また，地雷が障害となって開発に着手出来なかった土地におい
て基礎インフラ整備や農地開発が進められており，社会・経済面
における発展や，スプレッチャ川の護岸整備及び清掃が可能とな
り，環境保全面での効果も発現しています。さらに，当該地域の開
発，土地の有効活用は，民族融和や難民・避難民の帰還に貢献し
ています。                              

計画の概要： 
 
ボスニア北東部スプレッチャ川流域（ルカバッツ市及びペトロボ市）
において，地域住民の安全確保と社会経済開発基盤を整備するた
めに，約３０万平方メートルの地雷除去を行うもの。 

 平成２２年度 ボスニア・ヘルツェゴビナ 「スプレッチャ川流域における地雷除去支援計画」 （対人地雷） 

   

（地雷除去によって洪水防止用の水路を作ることが
でき，洪水被害を抑えられるようになった。写真は
ペトロボ市） 

（引渡式の様子：ルカバッツ市役所にて） 

・本計画は，スプレニッチャ川近隣に位置するルカバッツ市の住
民約１６，０００人（同市総人口の２５％）及びペトロボ市の住民約
８，０００人（同市総人口の８７％）に裨益しています。 


