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このパンフレットは民間援助連携室の業務内容を分かり
易く説明し、多角的に展開しているスキームを有効にご
利用いただくために作成しました。また日本のNGOの
活躍ぶりをより多くの国民の方々に紹介し、その活動へ
の理解を深めていただけることを期待しています。

1. （特活） Nature Center Risen［カンボジア］
2. （公財） オイスカ［タイ］
3. （特活） 国境なき子どもたち［パキスタン］
4. （特活） テラ・ルネッサンス［ウガンダ］
5. （特活） AMDA社会開発機構［ネパール］
6. （特活） ホープ・インターナショナル開発機構
  ［エチオピア］
7. （特活） 日本地雷処理を支援する会［カンボジア］
8. （特活） アジア・アフリカと共に歩む会
  ［南アフリカ］
9. （特活） ピースウィンズ・ジャパン［ハイチ］
10. （特活） 海外に子ども用車椅子を送る会
  ［インドネシア］
11. （特活） 国際インフラパートナーズ［ミャンマー］
12. （特活） 日本地雷処理・復興支援センター
  ［東ティモール］
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民間援助連携室の紹介

外務省には国際協力の分野で活躍する日本のＮＧＯとの連携
を所管する民間援助連携室が置かれています。民間援助連携
室は、国際協力に携わる日本のＮＧＯの知見や専門性等を活か
した質の高い国際協力活動に資金面で協力するほか、ＮＧＯの
活動環境の整備を支援し、ＮＧＯとの定期的な対話の場を設ける
等の取組を行っています。こうした取組によって、日本のＮＧＯに
よる「顔の見える開発協力」を推進するとともに、オールジャパン
による幅広い国民参加によるＯＤＡが実現することを目指して
います。
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NGOとはNon-Governmental Organization（非政府組織）の略称で、もと
もとは国連の場において、政府以外の関係組織を示すのに使われていた言葉が
広まったものです。最近ではNGOという言葉は、開発、貧困、平和、人道、環境等
の地球規模の問題に自発的に取り組む非政府・非営利組織を指す場合に使われて
います。
現在、国際協力活動に取り組んでいる日本のNGOの数は、400団体以上あると
言われています。日本の国際協力NGOは1960年代から徐々に誕生し、70年代
の終わりから80年代初頭にかけて、インドシナ難民への支援を契機に活動を活発
化させました。90年代においては、国際的な問題への市民の関心の高まりと共に
団体数も飛躍的に増加しました。更に、最近では、イラク・シリア及びその周辺国、
南スーダン等における紛争や、大規模自然災害に対応する緊急人道支援への
NGOの参加が国際的な注目を集めるなど着実な成長を遂げています。

　

なぜ政府とNGOが連携するの？

国際協力
NGO
とは？

国際協力とNGO

日本のNGOは、開発途上国それぞれの地域に密着し、現地住民の支援ニーズにきめ細かく対応することが可能であ
り、政府や国際機関による支援では手の届きにくい草の根レベルでの支援を行うことができます。また、状況に応じて迅
速に対応できる存在であることから、NGOは国民参加による日本の「顔の見える開発協力」の代表格と言えます。
NGOは開発協力において政府にとって重要なパートナーであり、２０１５年２月に閣議決定された開発協力大綱では、

NGO／市民社会との連携を戦略的に強化することとしています。

今後の課題は？

長い歴史と確立した組織基盤に支えられ、豊富な知見を有する欧米諸国
のNGOと比較すると我が国のNGOの国際協力活動は、まだまだ拡充・強
化されるべき余地が大きいと考えられます。また、日本のNGOと開発途上
国の現地NGOとの連携、日本のNGOの間の連携、企業等他の民間組織
との連携も今後一層強化する必要があります。さらに、政府の支援のみに
頼らない独自の活動を展開するためには、ファンドレイジング（自己資金調
達）の強化、アカウンタビリティ（説明責任）の確保等の健全な財政運営が
重要となります。

ピアエデュケーター育成研修／（特活）ピープルズ・
ホープ・ジャパン［タイ］
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日本政府は、２０１５年９月に国連において採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」
を含む「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」を国内実施と国際協力の両面で
推進するため、２０１６年５月、安倍総理を本部長とするＳＤＧｓ推進本部を設置しました。
また、同推進本部のもと、行政、NGO、ＮＰＯ、有識者、民間セクター、国際機関等の関
係者が集まり意見交換を行う場として、ＳＤＧｓ推進円卓会議が設置され、NGOを含む広
範な関係者の意見を取り入れる仕組みが確立されました。こうした取組により、ＳＤＧｓ
の普及・啓発及び実施にあたり、政府とNGOの連携がより一層進展するよう努めてい
ます。

協　　　働 

協　　　働

外務省 NGO

資金協力

活動環境整備

対話

国際協力活動の資金を提供。

NGOの能力強化支援。

意見を交わして政策に反映。

外務省は、開発協力に対する国民の理解と支持を得る上で、また、政府開発援助（ODA）を効果的に実施して
いくため、NGOと積極的に協力しています。外務省とNGOの連携は、①NGOの開発協力活動に対する資金
面での協力、②NGOの能力向上に対する協力、③開発協力政策やNGOとの連携に関するNGOとの対話を
柱とし、これらを実現するために協働していくことを基本としています。

外務省とNGOはどうやって連携しているの？

ＳＤＧｓとNGO

外務省【ODAホームページ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html

「国際協力とNGO」にて詳しくNGOとの活動を紹介しています。
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NGOに対する資金協力　（1）日本NGO連携無償資金協力

(1)日本ＮＧＯ連携無償資金協力

日本NGO連携無償資金協力の実績

【日本ＮＧＯ連携無償資金協力実績一覧】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/jngo_j.html

これまでの実績と報告書を公開しています。随時更新されますので是非ご覧ください。

日本のＮＧＯが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業
に政府資金を提供する制度です。
申請団体は、日本において特定非営利活動法人、公益社団／財団
法人または一般社団／財団法人として登記されており、団体の本部
が日本に所在している必要があります。法人としての国際協力活動
実績が2年以上あり、国際協力活動の実施を団体の主要な設立目
的とし、営利活動を目的としていないことなどの条件もあります。
２００２年度開始から着実に拡大を遂げ、２００２～２０１８年度まで
に、７１ヶ国・１地域、１６９団体に対し、総額約４４７億円（１，４０７件）の
資金協力を行いました。

産前産後ケアに関する研修を受けた保健センター職員
（左）、母子、事業スタッフ
（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン［カンボジア］

日本ＮＧＯ連携無償資金協力は、それまでの草の根無償資金協力（現在の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」）のう
ち日本のNGOを対象としたものとその他のプログラムを整理統合するかたちで２００２年に設立された制度です。開始か
ら１６年経過した２０１８年には、下のグラフのように、開始当時の資金供与実績（約６億円）から８倍以上に増加しています。

※詳しくはｐ9～１１をご覧ください。
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■ 日本NGO連携無償資金協力　　■ ジャパン・プラットフォームを通じた支援事業
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どの国で実施しているの？
２０１８年度（平成３０年度）における活動地域は、東アジアが４０％、サブサハラ・アフリカが２１％、南アジアが１７％、中東・
アフリカが１３％、その他は中南米、大洋州、および中央アジア・コーサカス地域です。
また、活動分野としては、教育・人づくりが３２％、医療・保健が２０％、農林業が１５％、その他は防災、地雷・不発弾、平和構
築、水及び通信・運輸等です。
これまで実施した国・地域は以下のとおりです。

対象国・地域における安全対策

日本ＮＧＯ連携無償資金協力の支援対象となる国・地域は事前に民間援助連携室にご相談ください。一部の事業予定
国・地域ではＮＧＯ活動が現地政府に認められない場合や、事業予定地の治安状況によっては事業を承認できないことが
あります。
また、ＮＧＯ活動に携わる一人ひとりが、活動に伴う危険を十分に認識するため、「外務省海外安全ホームページ」を常日
頃からチェックすることをお勧めしています。更に、活動地域を管轄する日本国大使館、総領事館、並びに日本のご家族に
自己の活動場所を知らせておくこととともに、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録を行っていただくことになります。

干ばつ対策事業地のコミュニティメンバー
（特活）CWS Japan［パキスタン］

村で唯一の公的診療所でカルテを整理する団体
スタッフ
（特活）日本国際ボランティアセンター
［アフガニスタン］

子どもの診療についての研修を受ける郡病院ス
タッフと県病院講師
（特活）メドゥサン・デュ・モンド ジャポン［ラオス］

欧州
7か国

東アジア
11か国

南アジア
5か国

中東・
アフリカ

5か国1地域
サブサハラ・
アフリカ
27か国

3か国

中央アジア・
コーサカス地域

これまでの
実施国・地域

71か国
＋
1地域

大洋州
5か国

中南米
8か国
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制度の概要

■対象となるＮＧＯ
対象となるＮＧＯは、本部を日本国内に有し、かつ法人登記されている日本のＮＧＯ（特定非営利活動法人、公益社団／財

団、一般社団／財団法人）であること、国際協力活動を行うことが主要な設立目的の一つであり、法人として２年以上の国際協
力活動実績があること、累積赤字等の財政上の不安定要因を抱えていないこと、法人として政治的･宗教的活動を行うことを
目的とする団体でないこと、などが条件となります。

■支援対象事業としての主な要件
申請団体である日本のＮＧＯが自ら主体的に行う事業であること（資金調達・提供のみであるような事業は支援対象

外）、現地のニーズに沿った事業内容であり、事業地の社会経済開発に役立つと認められること（緊急人道支援を除く一時
的な物資の配布は持続発展性が認められないので原則として支援対象外）、地域住民等の事業参加が確保され、自助努
力による自立を促すこと等を通じて事業の成果が持続する内容であること、などです。
また、高等研究機関に対する支援、文化・芸術・スポーツの復興支援、既存の施設の維持管理・運営支援などは支援の対
象外です。

■支援対象となる経費
現地における資機材購入費等、ワークショップ開催費、専門家派遣費、現

地スタッフ人件費、現地事務所借料、通信費、事務用品購入費、外部監査費
等、並びに日本における本部スタッフ人件費、通信費、事務用品購入費等で
す。なお、資機材・役務の単価が5万円相当以上のものは３者見積もり（外部
監査費を除く）が必要です。

■事業開始後の提出書類
中間報告、事業完了報告の提出をお願いしています。事業完了報告について

は、事業終了後、申請団体が各種会計関係種類を監査法人に提出して監査を受
けた上で提出して頂きます。

■事後状況調査
在外公館において、事業終了後３～４年後を目処に事後状況調査を実施し

ます。改善すべき点がある場合には、申請団体に対処して頂きます。なお、申
請団体においては、事業終了後、事業の持続発展性の観点からも適宜フォ
ローアップをする必要があります。

■ＮＧＯと連携した国際協力の推進
「国際協力重点課題」（以下、「重点課題」）に該当する事業の場合、通常の
日本ＮＧＯ連携無償資金協力事業の要件を基本として、事業期間や供与額
等の優遇措置を適用した申請をすることが可能です。重点課題事業の対象
となる国・地域、事業、対象となる団体、優遇措置の内容については、外務省
ＨＰ下記リンク「日本ＮＧＯ連携無償資金協力申請の手引」でご確認下さい。

NGOに対する資金協力　（1）日本NGO連携無償資金協力

【日本ＮＧＯ連携無償資金協力（実施要領）】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/j_ngo_musho.html

最新版が掲載されていますのでご覧下さい。
手引きは、毎年度見直しが行われますので、申請年度の「実施要領」でご確認下さい。

基本的に在外公館と申請団体間で締結。

残余金が発生した場合は返納。

外務省及び在外公館への事前相談

申請書の提出

外務省・在外公館・外部機関による審査

承認後、贈与契約の締結

事業の開始・資金の支払い

中間報告書の提出

事業終了後、完了報告書の提出

在外公館等によるモニタリング

詳しくは「実施要領」へ。

申請の検討から事業終了までの流れ
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支援対象となる事業 ［令和元年度]

※申請団体の日本ＮＧＯ連携無償資金協力供与資金を除く年間総収入実績（過去２年間の年間平均、前期繰越正味財産額も含む）を超える
申請（額）に対しては、申請団体のＮ連実施実績等を勘案しつつ、申請の受理を慎重に検討します。

※Ｎ連に初めて申請する団体に対しては、原則として公的資金（政府関係機関からの収入含む）を除いた年間総収入実績（過去２年間の年間
平均）を大幅に超える資金協力は行わず、また、初年度の申請数は事業対象国・事業分類を問わず１件を限度とします。

日本ＮＧＯ連携無償資金協力による基本的な事業形態
■供与限度額：５，０００万円　■事業期間：１２か月以内

日本のＮＧＯが日本国内外の他のＮＧＯと連携・協働し、開発協力事業を行うもの。複
数のＮＧＯの中で最も多くの資金を受け取る日本のＮＧＯが、主契約団体として在外
公館（または外務省）との間で贈与契約を締結。
■供与限度額：５，０００万円　■事業期間：１２か月以内
※主契約団体がパートナー団体間の調整・問題解決及び法的責任を負います。

日本の地方自治体や医療機関、教育機関などが提供する優良な中古物資等注1を開発
途上国において日本のＮＧＯが責任を持って受け取り注２、事業実施国のＮＧＯや地方
公共団体等に配布・贈与するまでの事業について、その輸送費等を供与するもの。
■供与限度額：１，０００万円　■事業期間：１２か月以内
注１ 消防車、救急車、病院用ベッド、車椅子、学校用机・椅子、仮設プレハブ等の耐久消費財が

対象で、食料、古着、文房具などの消耗品や個人の所有物となる物資は対象外です。
注２ 受け取り団体がその国のＮＧＯや地方自治体等である場合には、日本の在外公館で扱う
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」をご活用下さい。

開発途上国の貧困層を対象としたマイクロクレジット事業の実績を有する日本のＮＧＯ
が対象。マイクロクレジット事業の原資となる資金を提供。
■供与限度額：２，０００万円　■事業期間：１２か月以内　　
※ただし、申請にあたっては、様々な要件があります。

日本のＮＧＯが主に紛争後の国・地域において行う平和構築事業に対する資金協力
（元兵士の社会復帰や和解、相互信頼醸成事業等）。
■供与限度額：５，０００万円　■事業期間：１２か月以内
※地雷除去や難民・避難民支援等は平和構築事業ではなく、それぞれ地雷関係事業、災害等
復旧・復興支援事業として扱います。

日本のＮＧＯが行う地雷・不発弾除去に関する技術指導、犠牲者支援、地雷・不発弾回
避教育といった地雷・不発弾関連の活動について資金面の協力を行うもの。
■供与限度額：１億円　■事業期間：１２か月以内

海外で発生した大規模な紛争や自然災害後の復旧・復興段階において難民・避難民、
被災者に対し、紛争や自然災害等の現場で支援活動を展開した実績を有する日本の
ＮＧＯが実施する人道的な支援または被災地の復旧・復興支援事業に対し、資金協力
を行うもの。
■供与限度額：１億円　■事業期間：６か月以内
※ただし、緊急人道支援活動として継続が必要と認められる場合には例外として１２か月間ま
での事業期間を認める場合があります。

開発協力事業

ＮＧＯパートナーシップ
事業

リサイクル物資輸送事業

災害等復旧・復興支援事業

地雷・不発弾関係事業

マイクロクレジット原資
事業

平和構築事業
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ジャパン・プラットフォーム加盟ＮＧＯ （２０１９年12月現在）

ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）は、ＮＧＯ、経済界、政府の三者が
協働し、難民発生時・自然災害時等の緊急人道支援をより効果的かつ
迅速に行うための連携の枠組みです。
政府（外務省）は事前に資金供与を行い、緊急人道支援事業の実施
の決定は、ジャパン・プラットフォーム理事会の委任を受けた事業審査
委員会（経済界（企業及び財団等）、政府、外部有識者などにより構成）
が決定します。
2000年の設立から２０１８年度（平成３０年度）末までに、52の国・地
域において、５９団体が、政府資金による事業を実施しました。人々の
ニーズを把握し、人道支援の国際的な必須基準に基づき、支援を届け
ています。

「アフガニスタン人道危機対応支援」　
JPF加盟NGOが国内避難民やパキスタンからの帰還民
に水衛生教育を実施し、衛生キットも配布しました。
／（公社）シャンティ国際ボランティア会

支援のしくみ

支援金

物資

人材

サービス

寄付金、社員募金
による協力

毛布、食糧、衛生用品等
の提供

輸送、通信、渡航、
口座開設等による協力

企業、有識者等による
専門的知見の提供

政府
外務省等

NGO

民
難
る
よ
に
争
紛
／
者
災
被
の
害
災
然
自

保健医療

生活再建

教育・心のケア

食糧・栄養

物資・シェルター

水・衛生
経済界
経団連等

（特活） 難民を助ける会
（特活） ADRA Japan
（特活） BHNテレコム支援協議会
（特活） パレスチナ子どものキャンペーン
（公財） ケア・インターナショナル ジャパン
（特活） CWS Japan
（特活） エフエムわぃわぃ
（特活） グッドネーバーズ・ジャパン
（特活） ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン
（特活） ホープ・インターナショナル開発機構
（特活） 災害人道医療支援会
（特活） アイキャン
（特活） アイビー
（特活） JADE-緊急開発支援機構
（公社） アジア協会アジア友の会

（特活） 難民支援協会
（特活） 日本紛争予防センター
（一社） 日本カーシェアリング協会
（特活） ジェン
（特活） ジャパンハート
（一社） 日本インターナショナル・サポート・プログラム
（公財） 国際医療技術財団
（特活） ジョイセフ
（特活） 日本レスキュー協会
（認可法人） 日本赤十字社
（特活） 国境なき子どもたち
（特活） メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（公社） 日本国際民間協力会
（特活） ワン エイシア
（特活） オペレーション・ブレッシング・ジャパン

（特活） パルシック
（一社） ピースボート災害ボランティアセンター
（公財） プラン・インターナショナル
（特活） ピースウィンズ・ジャパン
（一社） 復興支援士業ネットワーク
（公社） セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
（特活） セカンドハーベスト・ジャパン
（特活） SEEDS Asia
（特活） シャプラニール
（特活） SDGs・プロミス・ジャパン
（公社） シャンティ国際ボランティア会
（特活） 遠野まごころねっと
（特活） ワールド・ビジョン・ジャパン

NGOに対する資金協力　（2）ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）を通じた緊急人道支援事業

(2)ジャパン・プラットフォーム（JPF）を通じた緊急人道支援事業
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〈政府資金〉 〈民間資金〉

事務局長が招集

ジャパン・プラットフォームの活動地 （2019年12月 現在）

災害・人道危機の発生

情報収集・プログラム立上げ検討

コアチームによる答申

事業審査委員会で審議

出動せず 出動決定

政府承認

各NGOより個別事業を申請

事業審査委員会

出　　動

JPFによる現地モニタリング、評価、情報公開

新規の災害対応の流れ
ジャパン・プラットフォームは災害発生から出動まで
即日で行うことが可能な体制を整備しています。

企
業
協
力・民
間
資
金
調
達
の
推
進

設立からこれまでに１０１7件（２０１９年３月現在）の事業が政
府資金により行われました。長年の紛争地域であるアフガニ
スタンやパキスタン、武力衝突による治安や国内経済の悪化
や干ばつなど複合的な人道危機を抱える南スーダン、難民・
国内避難民の帰還に向けた動きがありつつも避難生活を送
る人々への支援ニーズが高いシリア及びその周辺国、これま
でに１００万人ものミャンマー避難民を受け入れているバング
ラデシュなどにおいて、食糧やシェルターなど緊急支援物資
の配布、水・衛生、保健医療、生活再建、教育・心理社会的支援
などの事業を行っています。なお、ジャパン・プラットフォーム
設立から２０１８年度までに政府資金として約５4０億円が拠出
されています。（具体的な活動は１１ページをご覧ください。）

「アフリカ南部サイクロン被災者支援2019」
被害を受けたモザンビークにおいて、JPF加盟NGOが食糧配布などを実施。写
真は、Nhamatanda（ニャマタンダ）郡Metuchira（メトゥシラ）再定住地域で、生
活再建のための種と農具の配布支援の様子／（特活）ピースウィンズ・ジャパン

【ジャパン・プラットフォーム ホームページ】
https://www.japanplatform.org

詳しい情報はジャパン・プラットフォームのホームページをご覧下さい。

政府資金による協力の実施状況

イラク・シリア人道危機対応
イラク北部・シリア北部緊急支援

アフガニスタン人道危機対応支援
パキスタン地震越冬支援2019

東日本大震災被災者支援

令和元年台風被災者支援（台風15号、台風19号）
西日本豪雨被災者支援2018
熊本地震被災者支援

スラウェシ島地震・津波被災者支援2018 

ネパール水害被災者支援2019 

ミャンマー避難民人道支援

パレスチナ・ガザ人道支援
イエメン人道危機対応支援
南スーダン人道危機対応
南スーダン難民緊急支援
ウガンダ国内コンゴ民主共和国難民緊急対応支援

アフリカ南部サイクロン被災者支援2019

ベネズエラ避難民支援

インドネシア・ロンボク島地震被災者支援2018 

●：現在活動中のプログラム
●：過去に行った事業
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2019年3月で9年目となるシリアにおける人道危機により、周辺国へ逃れた難民は560万人、シリ
ア国内で避難生活を送る国内避難民は620万人にのぼり、シリア国民の約6割以上が人道支援を必要
としている状況です。JPFは、2012年11月よリシリアの国内避難民と周辺国に逃れた難民への支援
を、2014年6月からはイラクの国内避難民に対する支援を継続。壊滅的な街で生活する人々に対して
食糧・水・生活物資の提供を行い、各国の難民キャンプやホストコミュニティで生活する人々には、状況
にあわせた、子どもの保護、生活支援、教育環境の整備などのきめ細かい支援を実施しています。

教育支援事業で子どもたちが描い
た絵を見るJPFスタッフ。ヨルダン・
ザータリ難民キャンプ／JPF　

世界最貧国のひとつといわれるバングラデシュは、これまでに100万人ものミャンマー避難民を受
け入れてきています。2017年8月のミャンマーにおける武装衝突をきっかけに新たに避難した74万
人を加え、約90万人が緊急支援を必要としています。多くは女性や子どもで、避難してくる際に迫害
に遭い心理的に大きなストレスを抱えています。また基本医療へのアクセスが不足していたり、雨期
の劣悪な衛生環境も課題です。JPFは、心理社会的支援や医療サービス、教育を受けられていない子
どもたちへの教育支援、衛生環境の改善事業などを実施しています。

巡回診療では、診療所に来られない
人々にも基礎的な医療を提供／JPF

イラク・シリア人道危機対応支援事例紹介

ミャンマー避難民人道支援事例紹介

爆弾が次々に落ちてきて、怖くて家を飛び出し、気づいたら私は地面に倒れていて、左手
はなくなり血がたくさん出ていました。病院に運ばれ、両足にもけがをして歩けず、退院後は
ずっと家にいました。でも、ワールド・ビジョンが車イスを支援してくれ、チャイルド・フレンド
リー・スペースに通えるように。絵を書いたり歌を歌ったりするうちに、生きていられて嬉し
いと思えるようになりました。

（ワールド・ビジョン・ジャパン事業より）

生きていて嬉しいと思えるようになりました。●ラジャちゃん（10歳）

難民キャンプで5人目の子どもを出産しましたが、メドゥサン・デュ・モンド ジャポンの健康教
育を受けるまで、子どもの体を清潔に保つ重要性や方法を知りませんでした。ミャンマーや難
民キャンプでも学ぶ機会のなかった、健康を守るために大切な知識を教わりました。是非支援
を続けてほしいです。 （メドゥサン・デュ・モンド ジャポン事業より）

健康を守るための知識を教わりました。●ジョンノタラさん 

現地からの声
VOICE
現地からの声
VOICE

現地からの声
VOICE
現地からの声
VOICE

2018年9月28日、インドネシア・スラウェシ島中部を震源とする、マグニチュード7.5の地震と津波が
発生。死者2,081人、重傷者4,438人、20万6,494人が避難しました。JPFは、加盟NGOのピースウィン
ズ・ジャパンによる緊急初動調査を開始。現地行政、国連諸機関、NGO関係者と連携しながら被災状況や
支援ニーズ調査を実施しました。各JPF加盟NGOは、命を守る安全な水や医療へのアクセス支援、避難
所やシェルター支援などを迅速に届け、現在は、仮設住宅支援や子どもの保護などを実施しています。

JPF加盟NGOによる給水支援の
様子／（特活）CWS Japan

インドネシア・スラウェシ島 地震・津波被災者支援2018事例紹介

避難所のテントで1ヶ月ほど暮らした後、壊れた家に戻り、屋根代わりにビニールシートを
張って、台所の床に家族５人で寝ていました。床は冷たく硬く、蚊も多くて安心して眠れません
でしたが、支援により、木造の仮設住宅に移り、家族全員が安心して眠れるようになりました。

（パルシック事業より）

家族全員が安心して眠れるようになり感謝。●ヒジリアさん 
現地からの声
VOICE
現地からの声
VOICE

NGOに対する資金協力　（2）ジャパン・プラットフォーム（ＪＰＦ）を通じた緊急人道支援事業
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コミュニティカレッジグループ研修の様子／（特活）名古屋NGOセンター

事業の募集
（４月下旬締め切り）

申請案件の選定審査

採択事業の決定

補助金交付申請書の提出
（採択団体のみ）

交付決定・事業開始

事業の終了・完了報告書の提出

補助金の交付
（精算払い）

申請から事業終了までの流れ
（２０１９年度〈令和元年度〉の例）

■（特活）HANDSは、ケニア共和国ケリチョー郡において、平成２５年度日本NGO連携無償資金協力事業（以下､N連）
として２年間実施した保健ボランティア育成事業の事後評価を行いました。地域の健康を守る保健ボランティアの
多くは、事業終了後も地道に住民の健康向上のための定期的な話し合いや情報交換の場を持ち、活動を継続してい
ましたが、一方で対象郡保健局のプライマリヘルスケアへの取り組みの課題も明らかになりました。また評価の結
果を踏まえ、保健ボランティアとともに、地域の社会的弱者層の状況を把握し、新規案件形成を目指す調査も実施し
ました。これらの結果は、平成３０年度N連事業として同郡にて実施中の栄養改善事業においても、保健ボランティア
や保健局の役割強化に有益なエビデンスとして生かすことができました。

■（特活）名古屋NGOセンターは、NGOスタッフ育成のために「次世代のNGOを育てるコミュニティカレッジ」を開催
しました。2018年度は、18名を対象に約半年間（研修開催日は20日間）かけて、NGOスタッフとして必要な知識や
心構えを学びました。参加者は学生、会社員、教員、定年退職後の方など多様です。参加者からは「国際協力や社会
課題に関しての基本的な考え方や問題分析の方法などを学ぶことができた。今後は自身のNGO活動で活かしてい
きたい」という声がありました。カレッジ修了後の参加者はNGOを立ち上げる、NGOスタッフとなる、教員の立場か
らカレッジの学びを生徒に還元するなど様々な形で国際協力に資する活動を継続しており、NGOスタッフの育成に
寄与することができました。

ＮＧＯ事業補助金の活用例
（２０１８年度（平成３０年度））

日本のＮＧＯを対象に、経済社会開発事業に関連し、事業の形成、事業後
の評価及び国内外における研修会や講習会等を実施するＮＧＯに対し、総事
業費の2分の1及び200万円を上限に、精算払いにより補助金を交付します。

NGOに対する資金協力　（3）ＮＧＯ事業補助金

(3)ＮＧＯ事業補助金 （国際開発協力関係民間公益団体補助金）

【NGO事業補助金】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/hojyokin.html

詳しくはこちらへ。
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地方公共団体からの事業提案により、
日本の地域社会が持つノウハウ、経験を
活かしながら、開発途上国での技術指導
や現地からの研修員受入れを通して開発
途上国の人々や地域の発展に貢献する
協力活動を支援するものです。
地域活性化特別枠においては、地方公

共団体や当該地域の企業の知見・経験・
技術等を活用した海外展開と、途上国の
開発課題の解決との両立を目指し、途上
国への貢献だけではなく日本の地域や
経済の活性化にも貢献するwin-winの
関係を築くことが期待されています。

◆随時相談受付　　◆選考年1～2回
◆事業期間3年以内
◆総額3，000万円以内
（地域活性化特別枠は総額6,000万円以内）

【ＪＩＣＡ草の根技術協力事業】
http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html

独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、日本のＮＧＯ、大学、地
方公共団体、公益法人、一般社団／財団法人などの団体と共同
で、開発途上国（対象国は約９０か国以上）の多様化するニーズに
きめ細やかに対応した事業を行うため、草の根技術協力事業を
行っています。

学校における台風・浸水訓練に避難者として参加する地域住民
兵庫県／（特活）SEEDS Asia［フィリピン］

国際協力の経験が少ない
ＮＧＯ等非営利団体、大学、公益法人、
一般社団／財団法人 等

国際協力の経験が豊富な
ＮＧＯ等非営利団体、
大学、公益法人、一般社団／財団法人、
民間企業（非営利活動）

地方公共団体

地域提案型
地域活性化特別枠

国内で活動実績はあるものの、開
発途上国での事業の実績が少ない
日本のＮＧＯ、大学、公益法人などの
団体が、これまでの活動を通じて蓄
積した経験や技術に基づいて実施
したいと考える国際協力の活動を、
ＪＩＣＡが共同で実施するものです。

◆随時相談受付
◆選考年2回
◆事業期間3年以内
◆総額1,000万円以内

草の根協力支援型

途上国支援の実績を一定程度有
しているＮＧＯ等が、その活動を通じ
て蓄積した経験や技術に基づいて提
案する途上国への国際協力活動を
JICAが共同で実施するものです。

◆随時相談受付
◆選考年2回
◆事業期間5年以内
◆総額1億円以内
（ただし、提案可能な金額は団体の開
発途上国・地域への国際協力活動の支
出実績により異なります。）

草の根パートナー型

（実施は地方公共団体が指定する）ＮＧＯ等の団体でも可

草の根技術協力事業には３つの事業形態があります。

NGOに対する資金協力　（4）JICA草の根技術協力事業

(4) JICA草の根技術協力事業
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外務省は、日本のＮＧＯの更なる組織力および能力強化のための様々な事業を行っています。
また、JICAにおいても、開発援助実務者を対象として種々の研修等を行っています。　
※事業の詳細や各活動の成果は、外務省のＯＤＡホームページやＪＩＣＡホームページをご覧下さい。

(1)NGO相談員
国際協力分野で経験と実績を有する日本のNGOが外務省の委託により

「NGO相談員」受託団体となり、NGOの国際協力活動、NGOの設立、組織の管
理・運営，NGOへの就職といった、NGO及び国際協力に関する市民やNGO関係
者からの様々な質問・照会に答えます。また、他の機関からの依頼や、相談員自身
の企画による出張サービスを行い、国際協力の授業やセミナーを行います。

【応募資格】
国際協力活動を主業務とし、専門知識・経験を持つ団体であり、契約期間中、継続して相談業務が行える経験豊かな職員
を相談員に指名できるNGOであること。（個人での応募は不可。）

【委託期間】 【委 託 費】
相談員委嘱契約締結日～当該年度末 契約に基づき、業務に対して一定額の謝礼が支払われます。

NGOに対する活動環境整備支援　（1）NGO相談員

ＮＧＯ相談員による相談対応の様子
／（特活）アイキャン

【ＮＧＯ相談員】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/soudanin.html

２０１９年度NGO相談員リスト

一般財団法人 北海道国際交流センター
〒040-0054 北海道函館市元町14-1

http://www.hif.or.jp/

info@hif.or.jp

http://www.dear.or.jp/

sodan@dear.or.jp

http://ivyivy.org/

link@ivyjapan.org

0138-22-0660

0138-22-0770

03-3818-5940

03-5844-3630

023-634-9884

023-634-9830

認定NPO法人 IVY
〒990-2432 山形県山形市荒楯町1-17-40

認定特定非営利活動法人
国際協力NGOセンター
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 アバコビル5F

認定特定非営利活動法人 難民を助ける会
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-12-2 ミズホビル7階

認定特定非営利活動法人 
日本国際ボランティアセンター
〒110-8605 東京都台東区上野5-3-4
 クリエイティブOne秋葉原ビル6F

052-253-7299

052-253-7299

052-228-8109

052-228-8109

soudan@ican.or.jp

http://www.ican.or.jp/

knc@kansaingo.net（代表）

http://www.kansaingo.net/ 089-993-6271

089-993-6227

092-405-9870

092-405-9870 https://ngofukuoka.net/

funn@ngofukuoka.net

075-241-0681

075-241-0682

info@kyoto-nicco.org

http://www.kyoto-nicco.org/

086-232-8816

086-232-7668

info@ml.amda-minds.org

https://www.amda-minds.org/

06-6377-5148

06-6377-5144

http://www.nangoc.org/

info@nangoc.org

http://www.phd-kobe.org/

info@phd-kobe.org078-414-7750

078-414-7611

0847-89-0887

0847-82-2949

soudan@peace-winds.org

https://peace-winds.org

wakuwaku@egn.or.jp

https://www.egn.or.jp/

03-5292-2912

03-5292-2911

03-5423-4450

03-5423-4511

03-3835-0519

03-3834-2388

http://www.janic.org/

soudan@janic.org

https://www.aarjapan.gr.jp/

info@aarjapan.gr.jp

https://www.ngo-jvc.net/

info@ngo-jvc.net

認定特定非営利活動法人 開発教育協会
〒112-0002 東京都文京区小石川2-17-41-3F

認定特定非営利活動法人 アイキャン
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目5番4号
 矢場町パークビル9階

認定特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7F

特定非営利活動法人 関西NGO協議会
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町2-30 4階

公益財団法人 PHD協会
〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通4-2-12
 山手タワーズ601

公益社団法人 日本国際民間協力会
〒604-8217 京都府京都市中京区六角通新町西入西
 六角町101番地

特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構
〒700-0818 岡山県岡山市北区蕃山町4-5 岡山繊維会館3階

認定特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
〒720-1622 広島県神石郡神石高原町近田1161-2 ２F

特定非営利活動法人
えひめグローバルネットワーク
〒790-0803 愛媛県松山市東雲町5-6

特定非営利活動法人 NGO福岡ネットワーク
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-6-1小森ビル4A
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多くの日本のＮＧＯは、財源や人手不足から、若手人材を育成する余裕がない状況
にあります。本プログラムは、国際協力分野に関心のある若手人材の受け入れと育成
を、日本の国際協力ＮＧＯに委託することにより、ＮＧＯ活動に携わる人材の門戸を広
げ、人材の拡充を通じてＮＧＯによる国際協力の拡大・重層化を図ることを目的として
います。

【事業内容】
　国際協力に従事する日本のＮＧＯが、若手人材を一定期間受入れ，実務を通じて人材を育成します。インターン受入れ団体
に対し、外務省が運営事務局を通じて、育成にかかる一定の経費を支給します。

【選考方法】
　募集は外務省及び運営事務局ホームページにて行います。育成期間は覚書締結日～当該年度３月末日です。

日本の国際協力NGOの人材育成を通じた組織強化を目的としており、中堅職員を
対象として、１か月～最長６か月程度の研修を通じて能力強化を行うプログラムです。
「実務研修型」及び「研修受講型」の２形態で実施するもので、研修員の所属NGOが抱
える課題に基づきテーマを設定し、主体的に研修計画を策定することが可能な点が
特徴です。研修員や所属NGOには、研修後、研修成果を所属NGOの活動に役立てる
とともに、他のNGOにも広く情報共有していただくことが求められます。

カガヤンデオロ市教育長にプレゼン
／（特活）e-Education

研修ホストのルワンダ保健大臣
ガシュンバ博士と
／（特活）Little Bees International

【事業内容】
　公募によって選ばれた中堅職員は、研修計画に沿って、研修を受けます。外務省から運営事務局を通じて、経費を支給します。
【実務研修型】
　開発事業や政策提言等において実績を有する国内外NGOや国際機関において活動現場での実務を通し能力強化を図るもの。
【研修受講型】
　国内外の研修機関が提供するプログラムの受講を通し能力強化を図るもの。
【選考方法】
　募集は外務省及び運営事務局ホームページにて行います。
【研修テーマ例】
事業形成・実施・運営能力向上、資金・財政基盤強化（資金調達の拡大、的確な配分のための方法や仕組み作り等）、情報・広報
戦略（NGOの社会的な理解促進、支援者や受益者に適切な情報を伝えるための手法等）、組織運営能力の向上（組織運営体
制作り、リーダーシップ、人員評価、チームビルディング、スタッフ能力強化等）、政策提言等

【NGOスタディ・プログラム】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/study_p.html

【NGOインターン・プログラム】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/intern_p.html

(2)NGOインターン・プログラム

(3)NGOスタディ・プログラム
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開発途上国に対する支援の重点分野や国際協力ＮＧＯに共通する課題
等を対象として、ＮＧＯが自らの事業実施能力、専門性の向上を目指して
行う研究会活動を外務省が委託します。業務実施を委嘱されたＮＧＯが
適宜他のＮＧＯの協力を得ながら、調査、セミナー、ワークショップ、シン
ポジウムなどを行い、具体的な改善策を報告・提言することにより、ＮＧＯ
自身の組織及び能力強化を図ります。
２０１８年度は、日本のＮＧＯがもつ共通の関心事項、援助実務者が認識
するべき国際的潮流を視野に入れるテーマとして、「2030年を見据えた日本の国際協力NGOの役割」、「多様化する国
際協力NGOとソーシャルセクターの実態調査」、及び「「SDGs16.2 子どもに対する暴力撤廃」とNGO」の３つのテーマ
に対する研究会を実施しました。活動報告書、成果物は外務省のＯＤＡホームページに掲載されています。

　ＪＩＣＡは、国際協力活動を実施しているNGO等が、より効果的で発展的な事業を実施・推進するため、様々な形で研
修等のプログラムや活動サポートを行っています。具体的には草の根技術協力事業等の実施に際して必要となる、開発
途上国における事業の計画・立案、モニタリング・評価に用いられる手法であるＰＣＭ（Project Cycle Management）の
基礎を学ぶセミナーや、各地域のＮＧＯが抱える共通の課題に対応する研修等を行っています。
今後実施するプログラムの詳細については、ＪＩＣＡホームページにてご確認下さい。

成果報告会の様子
／（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

ＮＧＯ研究会のテーマ・活
動は多岐にわたります。
数々の活動及び活動を通

じて得られた成果や示唆をとりまとめ、年
度末に成果物（報告書やガイドブック等）
を提出いただきます。成果物は外務省の
ホームページで読むことが可能であり、中
には多くのＮＧＯや一般市民の方々から
直接民間援助連携室に報告書に関する照
会が寄せられることもあるなど、ＮＧＯ研究会は、実施団体だけでなく、広く社会に還元されるものとなっています。

memo

【ＮＧＯ等活動支援事業】
https://www.jica.go.jp/partner/ngo_support/index.html

【ＮＧＯ研究会】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/kenkyukai.html

NGOに対する活動環境整備支援

(4)NGO研究会

(5)ＪＩＣＡによるNGO等活動支援事業
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NGOと外務省との連携強化や対話の促進を目的として、ＯＤＡに関する情報提供やNGO支援の改善策などに関して定期的
に意見交換する場として１９９６年度に設けられました。現在では、年１回の全体会議に加え、「ＯＤＡ政策協議会」と「連携推進委員
会」の２つの小委員会が設置されています。双方の小委員会とも原則として年３回開催され、「ＯＤＡ政策協議会」ではＯＤＡ政策
全般に関する意見交換、「連携推進委員会」では、NGO支援・連携策に関する意見交換が行われています。

国内外における日本のNGOとの対話促進・連携強化を目指し、ＯＤＡに携わる大使館関係者、JICA、及びNGO関係者がＯＤＡ
の効果的・効率的実施に関してオール・ジャパンとして取り組み、「顔の見える開発協力」を促進することを目的として意見交換が
行われています。

NGOとＪＩＣＡが対等なパートナーシップに基づき、双方の連携による効果的な国際協力や市民の理解、参加を促進するため
に、意見交換が行われています。開催案内や協議内容については、JICAホームページにてご確認下さい。

NGO・外務省定期協議会の全体会議／外務省

GII/IDIに関する外務省とＮＧＯとの懇談会
我が国は、国際協力の実施にあたり、ＮＧＯとの連携を重視しており、1994年以降「GII/IDIに関する外務省とＮＧＯとの懇談会」と

呼ばれる意見交換を隔月に設けてきました。この懇談会では、保健分野に関心を有するＮＧＯが外務省との間で、国際保健に関する
国内外の動き等について情報を共有し、効果的な途上国援助のありかたについて議論を行っています。2019年11月には147回目
の会合が開催されました。なお、GIIは1994年に発表した「人口・エイズに関する地球規模問題イニシアチブ」、IDIは2000年に発表
した「沖縄感染症対策イニシアチブ」の略称です。

教育分野におけるNGO等との協議会
広く教育開発関連の情報・意見交換を行う場として、外務省は2008年から「国際教育協力連絡協議会」を開催しています。教育協

力にかかわるNGO、関係省庁、援助実施機関、有識者、民間企業等と定期的に協議を行っています。

広報分野の連携
外務省は、国内最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタ JAPAN」を国際協力機構（JICA）及び特定非営利活動法人 国際

協力NGOセンター（JANIC）と三者共催で開催しているほか、大阪で開催される｢ワン・ワールド・フェスティバル｣への協力等で、
NGOと連携しながら国際協力のＰＲをしています。

【NGO-JICA協議会】
https://www.jica.go.jp/partner/ngo_meeting/index.html

【NGO・外務省定期協議会】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/taiwa/kyougikai.html

連携推進委員会（年３回開催）

全体会議（年１回開催）

ODA政策協議会（年３回開催）

NGO・外務省定期協議会

N GOとの対話

(1)NGO・外務省定期協議会

(2)NGO・在外ＯＤＡ協議会

(3)NGO－ＪＩＣＡ協議会

(4)その他の連携
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カンボジア （特活）Nature Center Risen
フィリピン （特活）レキオウィングス
ミャンマー （公社）シャンティ国際ボランティア会
ベトナム （公財）ジョイセフ
ラオス （特活）アジアの障害者活動を支援する会
インド （特活）地球の友と歩む会
ネパール （特活）ムラのミライ
バングラデシュ （公社）日本環境教育フォーラム
タジキスタン （特活）難民を助ける会

パレスチナ自治区 （特活）パレスチナ子どものキャンペーン
イラク （特活）JIM-NET

ガーナ （公財）ケア・インターナショナル ジャパン
ケニア （特活）ピースウィンズ・ジャパン
ザンビア （公財）結核予防会

グアテマラ （特活）AMDA社会開発機構
パプアニューギニア （特活）道普請人

●アジア

●中東

●アフリカ

●中南米、大洋州

日本NGO連携無償資金協力

活動紹介

SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニアム開発
目標の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016～2030年までの国
際目標です。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
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カンボジア　　（特活）Nature Center Risen

フィリピン　　（特活）レキオウィングス

教員養成大学（TEC）における実践的環境教育等を通じた持続可能な生活環境実現プロジェクト

ビクトリアス市救急車両と災害救助用機材の寄贈及び研修事業

●活動の背景と目的
カンボジアは、希少な動植物が生息する豊かな自然と歴

史のある国です。しかし近年は急速な経済発展に伴う環境
悪化が始まり、国民の環境意識向上が急務となっています。
また、同国にはポル・ポト時代の虐殺によって教育が崩壊し
た歴史があり、現在でも環境教育を担う人材が欠如してい
ます。そこで本活動では、小中学校教員の養成課程で実践
的環境教育を教えるシステムを構築し、教育の質の向上と、
生活環境の改善を図ります。
●活動内容

当法人は、2018年にカンボジア教育・青少年・スポーツ省
（MoEYS）がプノンペンとバッタンバンに設立した同国で初
めての4年制教員養成大学（TEC）での環境教育の立ち上げ
に協力し、授業計画（シラバス）や教科書などを作成して、環
境教育を教える教官の能力向上の育成を行っています。日
本人の専門家が授業を参観し、指導方法の改善のためのフォ
ローアップを実施しています。また、選抜された教官を日本
に招聘し、日本の自然環境や都市環境、教育現場や行政で
の環境教育、環境問題の歴史などを学んでもらいました。便
利で豊かな生活を求める時代の中で、どのように環境を守っ
ていくのか、自国に帰って自らの言葉で伝えていける、核と
なる教育者の育成を目指しています。併せて、TECの環境

教育の教科書の発行や教材の整備、小中学生向け環境教育
の副読本の開発、エコ・スクールの支援など、幅広く環境教
育の普及に向けた支援を行っています。
●活動の成果

TEC2校の環境教育担当教官12名は、教官自身の生活ス
タイルを改善し、環境教育の指導者としての自覚と責任をもっ
て指導にあたる重要性を理解してきました。特に日本に招聘
した4名の教官は、新しく環境教育を担当する教官へのサポー
トや、教科書作成への積極的な関わりなど、中核人材として
育成した成果が現れています。年10時間だったTECの授業
はMoEYSの意向で新年度から30時間（1単位）に拡充され
る予定です。今後は毎年約350人の学生が環境教育を学び、
全国の4割以上に当たる約3,600の小中学校に派遣されてい
きます。小中学生向けの環境教育副読本も開発を進めており、
同国の持続可能な環境教育システムの構築が進んでいます。

●活動の背景と目的
フィリピンは、洪水、台風、地震等により、人的損失及び経

済的被害の影響を受けやすく、自然災害リスクが高い国の
一つです。しかしながら、災害・救急体制が不充分であるこ
とから、住民が適切な対応を受けられないケースがあります。
本事業では、救急車及び救助用機材の供与と技術の共有を
行い、災害弱者の救助の強化を図ることを目的としています。

●活動内容
本事業の先行事業を2016年に実施し、消防車、ポンプ車

及び救助艇をビクトリアス市に寄贈、寄贈後もビクトリアス
市により適切な維持管理がなされ、月平均3回の出動・消火、
防災訓練、旱魃地域の住民への給水活動等、同市において
最大限効果的に活用されており、市民からの評価も高いこと
が報告されています。

本事業では、日本で活躍した救急車１台、緊急支援用車両
１台、救助用機材１式（油圧カッター、油圧スプレッダー、油
圧エンジンポンプ、油圧ラムシリンダー等）をビクトリアス市
に寄贈することで、同市の救急設備の充実、特に山間部の
緊急搬送及び救援・救助体制が強化されることを目指して実
施しました。また、ビクトリアス市災害対策管理局職員に対
して、今回寄贈した資機材を長年使い慣れている島尻消防

組合の救急職員が、運転・操作・維持管理の方法等について
直接説明・実習を行ったことで、ビクトリアス市の救助・救援
能力の強化を図ることができました。

●活動の成果
寄贈前にビクトリアス市における緊急を要する救急医療が

必要な件数は、年間約3,670件ありました。うち、山間地域
は約20件ありましたが、山間地域には救急車が配備されて
いないため、搬送に時間を要し重症化するケースが大半でし
た。寄贈後は、救急車を常駐することが可能となり、山間地
域の緊急出動対応件数は月平均1.6件から7.5件に増加しま
した。また、それまでバールやハンマーの人力で行っていた
救助が、油圧式の救助用機材を用いての処置ができるよう
になり、対応件数が0件から3件となるなど、活動の成果が
現れています。

2

日本人講師から生態系の仕組みを学
ぶTEC教官達

2016年に寄贈した消防車

中核人材として育成されたTECのカン
ボジア人教官が、新しく担当になった教
官に校庭の観察を指導している様子

本事業で寄贈した救急車の技術移転

1
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ミャンマー　　（公社）シャンティ国際ボランティア会

ベトナム　　（公財）ジョイセフ

西バゴー地域の初等教育における読書推進事業

女性健康センター設立と助産師能力強化プロジェクト

●活動の背景と目的
民主化以降、ミャンマー政府は教育の質の改善に力を入

れ、カリキュラム改訂等を行っています。一方、教育現場では、
長年の暗記教育の影響は大きく、絵本や児童用の図書室は
ほとんど存在しません。本事業では、絵本の普及と読書推進
を通じて、ミャンマーの子どもたちの想像力や考える力を育
成する質の高い教育を提供するための基盤づくりを行います。

●活動の内容
バゴー県西バゴー地域の小学校における読書活動の普及

を目指し、対象公立学校に児童図書コーナーを設置します。
これまで絵本に触れずに育った教員が図書コーナーを運営
できるように、図書館員の役割、読み聞かせの方法、読書の
効果などを、研修会で丁寧に説明します。また、図書コーナー
運営のためのマニュアルを作成し、各郡の教育局職員、校長、
教員に向けて、学校図書活動における理解を促進します。更
に、絵本がほとんど存在しないミャンマーで、絵本の作り手
を育成するため研修会を実施し、絵本の出版をします。加え
て、対象地域の公共図書館から近隣の小学校への移動図書
館活動を強化し、図書コーナーを設置しない同地域内の学
校への読書活動の側面支援をします。

●活動の成果
平成31年度までに、対象小学校18校に児童図書コーナー

を設置し、教員への図書コーナー運営方法の研修を行いまし
た。毎日平均で全生徒数の半数の子どもたちが図書室を利
用しています。また児童図書コーナーにかかるマニュアルを
作成し、対象郡職員と対象校に配布しました。更に、児童図
書出版研修を二度実施し、合計8タイトルの児童図書を出版
しました。加えて、バゴー県の公共図書館14館から毎年近
隣の学校計252校に移動図書館活動を行っています。

●活動の背景と目的
ベトナムでは、高度な医療が提供される都市部と、保健ス

タッフの知識や技術が不十分な農村地域の保健サービスの
格差が広がっています。一方、農村のクリニックを信頼できず、
不安を感じる人々が大勢集まってくる都市の病院は、妊産婦
に寄り添う余裕がなくなり、女性の尊厳や人権を守るサービ
スを行うことが難しくなっています。

●活動内容
女性の生涯にわたる健康を守るために、質の良いリプロ

ダクティブ・ヘルス(RH)サービスを提供するモデル施設とし
て、女性が安心して受診し、産前産後健診や出産もできる女
性健康センターをフエ省郊外に設立しました。センターは日
本の助産院をモデルにした居心地の良い環境を整え、医師
や助産師らが、患者に優しいサービスの手本となること目指
しています。そこを拠点として、定期的に農村・遠隔地に出
かけて出張サービスを行い、村では受診が困難な超音波診
断や婦人科健診を行い、健康教育セッションも実施しました。
さらにセンターには研修施設を併設し、保健省と協力して省・
郡レベルで働く医師や助産師を指導者として育成し、村の助
産師に新しい妊産婦ケアや新生児ケアについての研修を行い、
村の女性によりよいRHサービスを届けました。

●活動の成果
指導者64名を育成し、彼らが講師となって農村の助産師

253名を研修しました。出張クリニックのサービスでは、約8
千人の農村女性を診察し、妊産婦ケア、母子の健康と栄養、
家族計画、更年期ケア等をテーマに実施した34回の健康教
育に、約3千人の女性や住民が参加しました。また、保健省
母子保健局の監修で、プロジェクトの経験に基づいた「女性
の生涯にわたる健康のための質のよい包括的RHサービス」
について現場で働く助産師の参考となるハンドブックを作成
しました。

3

4

女性健康センター完成 助産師研修

初めて図書室を使う児童たちの様子 研修内で練習する紙芝居の実演
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ラオス　　（特活）アジアの障害者活動を支援する会

インド　　（特活）地球の友と歩む会

ラオス・フアパン県における障害者の働く場づくり

有機農業に関する基盤整備及び農村開発事業

●活動の背景と目的
地理的に険しい山岳地帯の多いラオス北部の障害者は、

社会参加の機会から排除されており、開発プログラムの裨
益者として支援を享受することがありませんでした。本プ
ロジェクトは北部の障害者に社会自立のための技能訓練を
提供し、障害者の就労ロールモデルを作ることを目的としま
した。

●活動内容
２０１５年１０月に事業が開始されて以来、労働社会福祉省、

フアパン県、フアパン県労働社会福祉局、ラオス障害者協
会や地元の郡関係者、村長達との密接な連携の下で、北部
で教育や保健医療にアクセスできず家の中に閉じこもりが
ちの社会参加機会が著しく乏しい16歳以上の障害を持つ
研修生を募り、ラオス人専門家及び日本人専門家の指導の
下、収入向上と社会自立を目指すため４つの技能訓練であ
る製菓、美容、造園、園芸の職業訓練を実施しました。

●活動の成果
本プロジェクトを通じて、２０１８年９月末（事業終了時）全

６５名の技能研修に参加した研修生のうち、３３名が就労に

移行し、起業を達成する為にOJTによる訓練に登録、訓練
を続行、現在も就労を目指しています。３年間の研修を終
えて、各プログラムで各職業訓練において上級技術を日本
人専門家から学び、３年を通じOJTでしっかりと技能を定
着するトレーニングを経て研修生自身が自立するため学ん
だ技術応用する能力も培われました。

●活動の背景と目的
南インド、タミルナドゥ州2か村での事業地では年間の降雨

量が800mm前後と少なく、灌漑施設もなく雨季の限られた
期間の農業となっています。耕地面積も平均2.8エーカーと
少なく化学肥料に頼り土壌も劣化し、農産物の収量も減少し
て困窮化の要因となっていて持続可能な農業による生産と
販売が急務となっています。

●活動内容
農地面積の少ない150の小規模農家を対象にしての事業

では組合を組織しお互い協力をして有機農業に散り組むた
めに肥料づくり研修、治水工事管理運営、他地域での成功
例を学ぶ視察研修をおこなってきました。耕作農地の拡大を
図り土壌の劣化を防ぐための治水工事、有機肥料づくりと施
肥、各農家には野菜、果樹の苗木を配布し、植栽をしました。
また、有機農産物認証に必要な土壌調査をおこない認証を
取得して2年次からは有機農産物販売を開始しています。有
機農業リソースセンターを開設し、持続可能な農業を推進す
るために野菜、雑穀類の在来種、伝統種を維持、育て、貸し
出しをおこなうシードバンクを開設しました。また、センター
には野菜、果樹を種から育てる育苗場を設置しました。

●活動の成果
治水工事関係では農業用貯水池が4基、掘削井戸10基、

チェックダムがそれぞれ2基建設され、井戸の地下水位も
1.5m上昇しました。耕起、整地作業によって285エーカー
が耕作可能な農地となりました。有機肥料のミミズたい肥
が2年間で30トンの生産が見込まれ150の農家に配布、施
肥されました。土壌検査をクリアーして有機認証を150農
家が取得し、農村部の市場近郊都市への出荷が開始されま
した。

5

6

日ラオス友好桜公園における小さな
苗木（桜）の植え方、育て方研修

日ラオス友好桜公園の桜の木。桜守
として技能研修を受けた障害を持つ
人々が公園管理をしている。

各農家に配布される果樹の苗木 ミミズ堆肥場を視察する在チェンナイ
日本総領事館副領事
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ネパール　　（特活）ムラのミライ

バングラデシュ　　（公社）日本環境教育フォーラム

カトマンズの住民によるバグマティ川の汚染防止を
通じた生活環境改善プロジェクト

バングラデシュ国スンダルバンスの沿岸流域保全を通じた
零細蜂蜜収集人の生計向上プロジェクト

●活動の背景と目的
過去40年間で約3.5倍に急増した人口増により、カトマン

ズ市中心部を流れるバグマティ川では、未回収のゴミがあふ
れ、生活排水やし尿が未処理の状態で流れ込み、地域住民
の健康に重大な影響を及ぼす汚染が進んでいます。そこで、
地域住民が管理可能な分散型排水処理施設の建設を行い、
生活環境の改善を目指しました。

●活動内容
活動は大きく二つです。一つ目は、バグマティ川中流部

にある約600世帯を対象に、地域単位で生活排水を処理で
きる分散型排水処理施設（Decentralized waste water 
system, 以下略DEWATS）を建設したことです。DEWATS
は３つの集落に設置しましたが、全ての集落で、地域住民を
対象にした事前調査、排水処理施設の仕組み、維持管理、定
期的な水質検査に関する研修を行い、建設後に住民の手で
維持・管理できるよう支援しました。二つ目は、住民たちが河
川の汚染の原因が日々の生活習慣にあることに気づき、解
決のための行動を起こすことを促す活動です。河川の汚染メ
カニズムや日常的な家庭ゴミの処理方法に関する研修を行い、

それらを学んだ住民が他地域に普及する活動につなげました。

●活動の成果
3基の分散型排水処理施設を設置後、排水口での溶存酸

素濃度、PHを計測した結果、75から90パーセントの浄化効
果を確認することができました。また地域住民への河川の汚
染のメカニズムや家庭ゴミの処理方法に関する研修の結果、
３集落で、ゴミの分別収集と分別収集のための回収スポット
の設置を自主的に行うようになり、研修参加の中から約10
名が家庭ゴミ分別収集方法を近隣地域に普及しました。

●活動の背景と目的
スンダルバンスはユネスコの世界自然遺産とラムサール条

約に登録されている自然環境の豊かな場所です。ここでは、
マングローブの花を蜜源とする蜂蜜採取が昔から行われて
います。しかし、地域の過剰な自然資源の搾取や蜂蜜のマー
ケティングが十分に確立されておらず、天然蜂蜜採取人は
自然環境の破壊と経済的貧困の課題を抱えています。本事
業では、天然蜂蜜採取人が地域の森や生物多様性を守りな
がら、マングローブの花から採取される地域固有の蜂蜜を
付加価値のある商品として開発・販売し、天然蜂蜜採取人の
生計向上を目指した取組みを実施しました。

●活動内容
天然蜂蜜採取人50世帯を政府協同組合局の公式な協同

組合として登録し、組織化およびその強化や組合事務所兼
倉庫の建設を行いました。また、森の中で蜂を追い払うため
の燻煙器の開発や、組合員による天然蜂蜜採取の戦略を策
定し、蜂蜜採取技能の向上・定着を図りました。天然蜂蜜の
商品開発では、瓶詰等の天然蜂蜜商品、機材の導入により
蜂蜜入り石鹸、蜂蜜キャンディー、ミニパックの商品開発や
バングラデシュ国内の市場50箇所で販売を行いました。ま

た、公立の小学校(50校)、中学校(43校)やカレッジ(5校)
等の生徒、教員、保護者の計11,000人を対象に、マングロー
ブ、果樹等の植林による環境教育を行いました。そして、住
民参加型によるコミュニティの保全林としての維持・管理を
進めることで、地域住民の森林保全と森づくりに対する意識
向上に寄与しました。

●活動の成果
本事業を通じ、受益者の生計向上と地域住民の自然環境

保全に寄与することができました。天然蜂蜜採取人50世帯
の蜂蜜採取量は、事業開始前と比べ、事業終了後には15%
以上増加しました。また、天然蜂蜜の商品販売額は、事業開
始前と事業終了後の比較(バングラデシュ・タカ)において、
総売上が9.3倍、純利益が
18.7倍に増えました。さら
に、マングローブ55,000
本等の植林による環境教
育活動を地域が一体となっ
て進めることで、地域住民
の自然環境保全に対する
意識の向上に貢献しました。

7

8

天然蜂蜜の商品開発

研修を通じて、地域住民による環境保
全活動を促進しました。研修を受けた
女性たちが中心になり、他地域でも
家庭ゴミ分別収集の普及を行ってい
ます。

建設中の分散型排水処理施設
（DEWATS）。DEWATS設置前は、斜
面上に位置する住宅からの排水は未
処理のまま川に流れ込んでいました。
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タジキスタン　　（特活）難民を助ける会

パレスチナ自治区　　（特活）パレスチナ子どものキャンペーン

ヒッサール市における障がい児のためのインクルーシブ教育（IE）促進事業

パレスチナ自治区の理科初等教育改善事業

●活動の背景と目的
タジキスタンでは、多くの障がい児が就学できていない状

況があります。その背景には、バリアフリーなど学校教育環
境の未整備、障がい児教育に精通した教員の不足、偏見な
どがあります。本事業では、障がいのあるなしに関わらずす
べての児童にとって学びやすい教育環境を整え、障がい児
の教育機会を増やすことを目指しています。

●活動内容
これまで、1年生から11年生までが学ぶ普通学校4校に

おいて校舎のバリアフリー化、支援学級の設置、教材や補
助具の供与を行いました。また、障がいのある児童とない
児童がともに学ぶ仕組みを実現するために教員向けの研修
を実施するとともに、障がい児の就学を支援するソーシャル
ワーカーを育成しました。これに加えて障がい児の家庭訪
問を行い、保護者へ障がい児の就学について理解を促しま
した。日本からインクルーシブ教育の専門家をタジキスタ
ンに派遣する一方、タジキスタンのヒッサール市でインクルー
シブ教育に携わる教育委員長や校長、市民社会のメンバー
を日本に招くといった、能力強化研修も行いました。さらに、
学校の児童や地域住民を対象とした啓発活動と保護者間
の交流を通じ、地域で障がい児への理解を深めるための活

動を実施しました。

●活動の成果
支援対象の4校において、137名の自閉症児や身体障が

い、知的障がいのある生徒が新たに就学しました。寝たきり
の脳性麻痺の男児は、支援学級に通うようになってから、鉛
筆を持ち大きな文字が書けるようになりました。インクルー
シブ教育の基礎研修を受けた教員224人の中には、インク
ルーシブ教育推進のための児童によるボランティアチームを
立ち上げるケースや、他の教員へ知識を共有する自主的な
活動を行う教員も見られるようになりました。

●活動の背景と目的
パレスチナの小学校の理科では、2017年に実験中心のカ

リキュラムへ改訂が行われましたが、教員向けの実践的研修
が十分に実施されず、政府の財政難により理科実験設備も
整っていません。本事業では、ヨルダン川西岸地区のベツレ
ヘムとガザ地区の小学校を対象に、理科室の設備支援や理
科教員への研修などを通して、理科教育環境の改善を目指
しています。

●活動内容
ベツレヘム10校、ガザ6校を対象に、理科室の水道管、

実験机や、顕微鏡、ビーカー、キャビネットといった資機材
の修繕や提供を行っています。教員には、道具が十分にな
くても身の回りのものを使ってできる実験や児童中心型の
指導法を中心とした研修を実施しています。日本から理科
教育の専門家を講師として招き、実験に加えて模擬授業と
いった指導スキルを向上していけるような実践的な活動も
取り入れました。また、教員たちをサポートするために、理
科室の管理や授業評価に関する研修を校長向けに実施し
ています。そして、発表形式の学習や科学館などを訪問す
る校外学習を取り入れるなど、子どもたちが実験・観察を通
して主体的に理科学習に取り組むことのできる授業づくり

を進めています。

●活動の成果
研修では、カリキュラムに掲載されている実験の8割以上

を取り上げることができました。ペットボトルや発泡スチロー
ル、アルミホイルなどシンプルで簡単に手に入る材料ででき
るものも多くあるため、従来は教員が説明したり見せるだけ
で終わっていた実験も、生徒たちが実際に参加できるように
なっています。理科室の修繕や資機材の提供によって、グルー
プ毎の実験が行いやすい環境となりました。生徒からは、「以
前よりも実験が増えて授業が面白くなった」という声があがっ
ています。

9
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手話のトレーニングを受ける教員と
聴覚障がい児の保護者たち

インクルーシブ教育についての啓発
活動を行う生徒たち

修復された理科室のテーブル 整備された理科室で実験に取り組む

23



イラク　　（特活）JIM-NET（日本イラク医療支援ネットワーク）

ガーナ　　（公財）ケア・インターナショナル ジャパン

地域に根ざした小児がん患者支援体制強化事業

北部州イースト・マンプルーシー郡2歳未満児の栄養改善事業

●活動の背景と目的
イラクでは、戦争時に使用された兵器や環境汚染に起因し

た小児がんの子どもたちが増加していると同時に、長期に渡
る情勢不安の影響で保健・医療サービスが十分に行き届い
ていない状況が続いています。また、急増する国内避難民や
シリア難民、貧困家庭の小児がん患者は特に厳しい状況下
におり、遠方からの患者家族であっても、男性は病室で付き
添って寝ることもできません。イラクでは初となる宿泊施設
を兼ねた小児がん総合支援施設を建設し、患者及び患者家
族の負担を軽減するモデルケースを目指します。

●活動内容
クルディスタン地域エルビル市にあるがん専門病院である

ナナカリ病院の敷地内に小児がん総合支援施設「JIM-NET
ハウス」を建設し、①治療で勉強に遅れが生じてしまった患
者への学習支援とアートによる心のケア、②患者家族からの
治療や生活全般についての相談対応、③患者家族の宿泊受
付を実施しています。また、ソーシャルワーカーの育成や看
護師研修を強化し、医療と社会心理的サポートの両面から
小児がんの子どもたちを支える活動を実施しました。がんや
がん患者に対する正しい知識を伝えるための啓発活動を市
内中学校で行うなど、地元のNGOとも協力し、地域社会で
小児がんの子どもたちを支える取り組みをしています。

●活動の成果
当初病院近くのモーテルを2部屋（宿泊定員：6名）貸切る

ことで対応していた宿泊サービスは、JIM-NETハウス（宿泊
定員：15名）が完成したことにより、利用者数が大幅に増えま
した。5ヵ月間の宿泊利用者は188名、学習支援及び相談
窓口の利用者は2873名にのぼり、貧困患者や国内避難民、
シリア難民の患者家族への精神的・経済的な負担を軽減す
ることができています。また533名の市内中学生に対して行
なったがんの啓発活動では、がんの子どもたちに対する誤解
を解き、復学しやすい環境作りのきっかけとなり、小学校や
高校での実施も今後見込まれています。病院だけでなく、地
域社会でがんの子どもたちを支える基盤が整いつつあります。

●活動の背景と目的
ガーナでは、5歳未満児の発育阻害は未だ深刻な問題であ

り、ガーナ全体で5歳未満児の19％が発育阻害(低身長)で
あり、特に、北部諸州では、栄養失調の状況は更に悪く、33%
が発育阻害であると報告されています。本事業では、北部州
イースト・マンプルーシー郡の60コミュニティにおいて、様々な
栄養啓発活動を通して、主に乳幼児の保護者に栄養知識と適
切な食事の摂取方法を広く普及させることを目指します。そ
れにより、乳幼児の栄養状態の改善に寄与してゆきます。

●活動内容
乳幼児の栄養と健康に関する啓発活動の担い手として、対

象60コミュニティで約420名の栄養啓発員を育成しました。啓
発員による栄養メッセージの発信によって定着した栄養知識を
栄養改善に繋げるためには、日々の食事の摂取方法の改善が
不可欠となります。そこで、各コミュニティでは調理実演や寸劇
を開催し栄養効果を高める多様な調理方法も併せて紹介して
きました。また、本事業では、栄養啓発活動の一環として離乳
期の栄養改善効果が実証されている栄養補助食品「ココプラ
ス」を導入し、その販促活動の担い手として村内貯蓄組合メン
バーの中から138名の女性起業家を育成しました。「ココプラ
ス」の販売で得た収益は彼女らの収入となり、女性の経済的な

エンパワメントに寄与してきました。このように複数のチャンネ
ルを通して、乳幼児の栄養改善に3年に亘り取り組みました。

●活動の成果
　事業終了時の調査結果から、コミュニティにおける栄養

に関する知識の定着と食習慣の改善等の行動の変化が認め
られました。住民の97%で、栄養啓発員が発信してきた栄
養メッセージが正しく理解され、そのうち、85%で栄養価を
高められる調理を実践していることが確認できました。特筆
すべき成果としては、「父親ポスター」等を活用した男性啓発
員による同じ男性への働きかけにより、96%の一般男性で
乳幼児の栄養と育児について意識改革の促進が確認できた
ことが挙げられます。

11

12

イラクで初となる小児がん患者と家
族のための総合支援施設。子どもた
ちが集まるカラフルな建物は地元の
人たちの間で話題となっている。

「JIM-NETハウス」では患者家族の悩
みに対応し、治療に専念できる環境を
サポートしている。

栄養メッセージを学び直すため行わ
れる栄養啓発員対象の定期再研修

「父親ポスター」を利用して栄養メッ
セージを普及する男性啓発員
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ケニア　　（特活）ピースウィンズ・ジャパン

ザンビア　　（公財）結核予防会

ダダーブにおける難民およびホストコミュニティの
生活向上支援を通した平和構築促進事業

ザンビア国チョングウェ郡におけるコミュニティ参加による
包括的な結核およびHIV対策強化プロジェクト

●活動の背景と目的
1992年に開設されたダダーブ難民キャンプは今も20万

人以上のソマリア難民を抱え、老朽化して危険な仮設住宅
に住み続ける弱者への支援が必要です。一方、キャンプ周
辺地域の経済も不安定で無職の若者も多く、食糧や教育
等の支援が得られる難民との摩擦を避けるためにも、地元
若者が生計手段や収入を得るための支援が求められてい
ます。

●活動内容
難民キャンプ内では、住居環境の改善が必要な障がい者、

高齢者、1人親世帯等の脆弱世帯を選定し、仮設住宅を建設
し提供します。建設作業過程ではできるだけ周辺地域の地
元の人たちが関われるよう配慮します。またキャンプ周辺地
域の若者に対しては、住宅などの建設資材となるブロック製
造と、ブロックを使用した建設技能の向上、起業やビジネス
開発の各種トレーニングを行い、雇用の創出や生計向上に
つなげていきます。建設研修では地域で不足している小中
学校教室を増設します。並行して、建設ブロック販売市場の
活性化や、地方政府や支援団体、地域人材が若者の経済的
自立を持続的に支えていく体制の強化も目指します。これら

活動を通して地域社会の安定化に貢献します。

●活動の成果
2014年から難民キャンプ内で支援してきた仮設住宅の提

供により、これまで2,802世帯（12,816人）の住環境を改善
してきました。2017年から192人の若者にブロック製造技
術の研修を開始し、この内の100人に対し建設技術の研修
を実施しました。現在も建設実地技能訓練を継続し、3,950
個のブロックを用いた教室1棟が完成しました。若者の起業
やビジネス開発をサポートする地域人材も14人養成され、
同支援で開設したビジネス支援センターを拠点に若者支援
活動がいよいよ本格始動します。

●活動の背景と目的
ザンビア共和国はWHOの定める30の結核高蔓延国の

一つであり、年間3.7万人の結核患者が報告され、その6-7
割はHIVとの重複感染者です。本事業では結核の診断・治
療に携わる医療従事者への研修や結核ボランティア育成を
通じた住民への普及啓発と治療支援を通して、結核とHIV
の早期発見・治療完結を促進し、ザンビアの結核患者減少に
貢献することを目指しています。

●活動内容
１）結核ボランティアを育成し、彼らを通じて地域住民に結核

やHIVに関する正しい知識を得てもらい、症状がある場合は
受診を促します。さらに患者の家庭訪問などを通して、大変な
治療を継続できるよう支援しています。２）①医師へのレントゲ
ン読影研修、②検査技師への結核菌検査研修、③放射線技
師へのレントゲン撮影研修、必要な機材の供与により保健所
で確実に結核の検査・診断ができるように、また患者のデータ
を管理して最後まで治療を完了できるように支援しています。

●活動の成果
48名の結核ボランティアと8名のボランティア講師（看護師）

を育成し、住民10万人以上に普及啓発活動を行い、5,586
回の患者宅訪問を実施しました。医師・検査技師・放射線技
師のべ108名に研修を行い、迅速で正確な結核診断と患者
管理能力強化を行いました。

その効果により、3年間で7,663名が実際に結核スクリー
ニングを受診し200名の診断・治療完了につながりました。
事業開始前は結核患者に義務付けられたHIV検査受診率
が35％と低い状況でしたが、終了時には100％にまで向上
しました。また、本事業で作成したボランティアのための結
核/HIVハンドブックはザンビア保健省の認証を受けて全国
に配布されました。
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仮設住宅を提供する前の裨益者の住
宅の様子

レントゲンの読影方法を学ぶザンビ
アの医療従事者

ビニールシート壁と鉄板屋根の仮設
住宅

普及啓発活動を行う保健ボランティア
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グアテマラ　　（特活）AMDA社会開発機構

パプアニューギニア　　（特活）道普請人

コミュニティ母子保健向上プロジェクト

ブーゲンビル自治州における住民参加による生活道路維持管理事業

●活動の背景と目的
キチェ県は伝統的産婆による出産介助率が全国でもっと

も高くなっていますが、自宅での出産は大量出血やリスクを
伴う分娩などへの対応が困難で、妊産婦や新生児の高い死
亡率につながっています。そこで、妊婦健診でリスクを早い
段階で把握し、緊急事態に陥る前に適切な対応ができるよ
うになることを目指した事業を実施しています。

●活動内容
キチェ県の中でもニーズの高いサン・バルトロメ・ホコテナ

ンゴ市において、伝統的産婆70人への研修を行っています。
伝統文化が根付く地域社会で信頼を得ている産婆が、研修
を通じて妊娠中及び出産時の危険兆候、妊婦健診の重要
性などを理解し、それを妊産婦へ伝えています。また、男性
も含めた保健ボランティアを262人選んで研修を行い、地
域のみんなで妊産婦を守る意識を向上させています。さらに、
若年層の妊娠・出産を予防するため、小中学生に対するリプ
ロダクティブヘルス研修も実施しています。体の仕組みや
妊娠などについて学ぶとともに、自分自身の人生設計につ
いても考えることで、健康的な家族計画や将来の安全な妊
娠・出産の推進につなげています。また2019年には、市の
保健を中心的に担うサン・バルトロメ・ホコテナンゴ保健所に、

研修棟も建設しました。

●活動の成果
伝統的産婆の事前・事後の研修テストでは、50%だった

平均正答率が92%まで向上したほか、保健ボランティアに
ついても、43%だった平均正答率が90%まで向上しました。
これまでは健診を受けるのでさえも夫の許可が必要でした
が、研修で妊婦健診や緊急搬送の重要性に対する男性の
理解を促したことで、産前・産後健診の受診が進み、緊急時
に適切に搬送できた例も見られるようになってきました。また、
研修棟は会合や研修などに、開所1か月で280人が利用し
ました。

●活動の背景と目的
ブーゲンビル自治州はブカ島、ブーゲンビル島とその他大

小の島からなり、コプラ、カカオ、果樹の栽培が行われてい
ますが、道路状態が悪いため運搬量が限られてしまい、生産
量に見合う現金収入を得られず、行政予算も限られ、農道整
備は進みません。そこでコミュニティワークの一つとして地
域で効果的に取り組み、通行性の改善につながるような事
例の構築を目指しました。

●活動内容
自治州政府の道路整備とコミュニティ開発担当の行政官

と協議を重ね、事業対象道路とコミュニティを選定しました。
現地材料と人力ベースで実施可能な整備方法を提案し、担
当行政官の承認を得て現地コミュニティへの説明を行い、道
路計画と作業時間帯等については住民から合意を得て、人
力ベースでの道路整備を行いました。道路排水を整備し、深
い轍掘れ箇所には土のうを敷き詰め、川砂利で被覆し表層
とします。資機材の調達は、プロジェクトメンバーが中心とな
り実施しました。コミュニティから選出されたリーダーを通し、
参加者に対して作業方針ややり方を伝授しました。その結果、
事業期間終了時までの間に、リーダーが中心となり住民グ
ループが道路の維持管理を行ったほか、最後に自治州内の

他地域の行政官を集めてワークショップを行い、農道整備の
具体事例として紹介しました。

●活動の成果
自治州行政と住民グループとの連絡調整がうまくいき、理

解と高い関心を得て施工中断期間はなく円滑に作業が行わ
れ、2村で約5kmの道路の通行性が改善、施工前後で交通
量が約1.5倍となりました。Piruana Pavaere村では、施工
前の交通量が週30台であったのが、施工後の交通量は週
40台となりました。Bairima村では、施工前の交通量が週
10台でしたが、施工後の交通量は週20台となりました。2
村各々が、施工後事業終了までの3か月間の間に、自分たち
で道路維持管理を1回ずつ実施し、自治州行政官との打合
せを5回、施工現場での立会を3回行うことができ、彼らの高
い関心を集めることもできました。
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施工前の道路状況 施工後の道路状況

伝統的産婆への研修。約70人の産婆
が緊急時の対応について学びました。

男性を含む保健ボランティアへの研
修。知識だけでなく、母子保健に対す
る理解と協力を促しています。
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