
1 
 

. 

2015 年 1月 5 日 

 

ＮＧＯサポート募金 

「女性の自立支援」分野 

2013年度活動報告書 

 

 

 
目次（報告団体一覧） 

 

(特活)幼い難民を考える会 (2) 

(特活)かものはしプロジェクト (4) 

(特活)地球の木 (6) 

(特活)難民支援協会 (7) 

(特活)2050 (8・10) 

(特活)ハビタット・フォー・ヒューマニティー 

・ジャパン (12) 



2 
 

１．団体名 特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 

２．プロジェクト

名 

カンボジアの子ども保育支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

女性の自立支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア全域 

５．支援対象者  幼児、保育者、保護者、地域住民／織物に従事する女性たち 

６．事業実施の背

景と必要性 

・カンボジアで広がる経済格差により、幼い子どもや貧困層の生活環境は劣悪で、健康状

態は深刻な状態である。子どもたちが健やかに成長し、教育を受ける権利を享受するため

には、保育支援が不可欠である。 

・伝統文化である絹織物は、内戦を機に技術が途絶えかけた。農村の貧しい女性の経済的

自立につながる伝統技術の継承事業は必要性が高い。 

７．実施した活動

内容 

【保護が必要な子どもの支援】 

① 6州の保育施設の保育者に研修を実施し、保育教材を配布。 

② 現地NGOに協力し、10州の保育施設に保育教材を配布。 

③ 現地NGO「ケマラ」に協力し、首都スラムの保育施設の運営支援。 

④ 短時間保育の「村の幼稚園」を開設し、教材や人件費を支援。 

⑤ 14の保育施設と1小学校の子どもたちに給食・特別給食を支給。 

⑥ 1カ所の保育施設の調理担当者人件費を支援。 

【女性の自立支援】 

⑦ 藍染織技術確立のため泥藍作り研修を実施。帯制作指導も行う。 

８．主な活動成果 【保護が必要な子どもの支援】 

① 絵本7種をカンボジア語に翻訳し、6州の保育施設で配布した。保育者に読み聞かせの研

修も同時に行い、保育の質の向上を目指した。 

② 保育内容の見直しと意見交換を目的に、10州の保育者を対象に研修を実施。教材や遊具

の目的・使い方の研修と配布を行い、子どもが遊びながら学べる環境作りを支援した。 

③ 不足しがちなタンパク質を補うため、現地NGOが運営するスラムの保育所6カ所に豆乳を

支援した。現地からの報告で、子どもたちの体重の増加や健康状態の改善が認められて

いる。 

④ 当会がタケオ州に開設した3カ所の「村の幼稚園」では、モニタリングを通じて保育者

と一緒に保育内容を考えた。保育者給与や給食支援を継続しており、子どもたちが安全

に遊び、学べる場を確保している。 

⑤ 栄養のある給食や朝食提供、また、パン・豆乳支援を通して、子どもたちの栄養状態の

改善に取り組んでいる。 

⑥ 農村にある保育所の調理員人件費を支援した。 

【女性の自立支援】 

⑦ コンポンチャム州アンコールバーン村にて、藍染・織物研修を実施。泥藍作りから染め

まで、実地研修を行った。綿の草木染めは、研修参加者もきれいに染色できるようにな

り、染め手・織り手の収入は向上した。また、タケオ州にある「織物研修センター」で

は絣模様を活かした帯制作を実施した。 
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絵本に夢中になる子どもたち。絵本を読んで、楽しみながら文字に親しむことができる。（カンダール州の保育所） 

 

 

藍染め研修を受ける村の女性たち。（コンポンチャム州アンコールバーン村） 
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１．団体名  特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト 
 

２．プロジェ

クト名 

 ポイペト ドムノータック孤児院支援事業  

コミュニティファクトリー経営事業  
 

３．該当の申

請分野 

女性の自立支援／保護が必要な子どもの支援 
 

４．活動地域  カンボジア王国 ポイペト シェムリアップ  
 

５．支援対象

者  

 ドムノータック孤児院入居児童  

コミュニティファクトリーで働く貧しい家庭の助成  
 

６．事業実施

の背景と必要

性 

 児童買春問題は少年兵とならんで最悪の形態の児童労働と言われています。その問題の背

景として農村の構造的な貧困があります。大人が 安定した収入を得ることが出来れば、 

出稼ぎに出さずに子どもに教育を受けさせることが出来るのでこの問題を解決することが

出来ます。 その考え方のもとにかものはしプロジェクトでは、親がいない子どもに対して

は、孤児院支援事業を、親がいる家庭に対してはコミュニティファクトリー事業を行ってい

ます。  
 

８．実施した

活動内容 

 【孤児院事業】  

予定より遥かに上回る49人の孤児院の

子どもたちに対して、制服や勉強に使う

ものを購入する学用品を571,710円分購

入し、提供しました。  

【コミュニティファクトリー事業】  

コミュニティファクトリー事業の大き

な目標を３つに絞り、それぞれの目標に

向け、活動を進めていきました。  

① 女性の自立・・・給与水準や労働環

境の向上（給食・健康診断の開始、託児

所開設等）といった目に見える改善を行

いました。また、きめ細かいカウンセリ

ングや家庭訪問に力を入れました  

② 事業の黒字化・・・既存店舗の改善

と新規1店舗の開設、新商品の販売を開

始しました。  

③ 100％現地スタッフによる運営（＝現

地化）・・・カンボジア国内にて外部の

有識者を招いたアドバイスの為の委員

会や、自立化委員会を立ち上げたほか、

新代表候補の採用活動も開始しました。  

 
 

 

コミュニティファクトリーの女性達  

 

孤児院の子ども達  

 

９．主な活動

成果 

【孤児院事業】  

教育プログラムで一生懸命勉強した16人が学校に戻り、14人が職業訓練を受けました。  

【コミュニティファクトリー事業】  



5 
 

目標の140名は雇用しませんでしたが、120名の女性たちに焦点を当て、規模を重視するのでは

なく、自立化を目指した、1人1人のクオリティーを高める訓練、支援を行いました。その結果、

以下のような着実な進捗を見せました。  

① 女性の自立・・・仕事を継続する女性の割合を80％以上に維持することができました。  

② 事業の黒字化・・・2008年事業開始当時、1か月分の売上金額を今では1日で達成できるよ

うになりました。具体的には、売上を前年度比1.8倍まで伸ばすことができました。また支出

管理についても、計画を超える支出抑制ができ、損益分岐点に到達するための課題をより明確

にすることができました。  

③ 100％現地スタッフによる運営（＝現地化）・・・これまでの地道な積み重ねが評価され、

2014年度より、JICAの「草の根連携事業のスキーム」実行が決まりました。スタッフの能力向

上トレーニングを中心に、組織強化に関して支援をいただきながら、現地化を着実に推し進め

ます。  
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１．団体名 特定非営利活動法人 地球の木 

２．プロジェク

ト名 

クメールシルクプログラム 

３．該当の申請

分野  

女性の自立支援 

４．活動地域 カンボジア タケオ州 

５．支援対象者  カンボジア タケオ州プノムチソー周辺の女性たち 

６．事業実施の

背景と必要性 

カンボジアでは、首都プノンペンを中心に急激な発展を遂げている。海外からの投資も増え、工

場もどんどん郊外へ拡大している。支援地のタケオでも、貧しい家庭では、当座の家計を助ける

ために、学校を諦め、都会へ出稼ぎに行く少女たちがあとを立たない。また、支援地のアン村は

織物の村だが、米の収穫が年１回のみで他村に比べて貧しく、生活に窮する家庭が多い。 

７．実施した活

動内容 

＜タケオ訓練センター＞ 

・絹糸の供給及び、少女たちの昼食補助（4月～7月） 

・注文生産の実施 

・技術、デザインの指導・アドバイス 

＜アン村生産者＞ 

・専門家を派遣し、伝統的なデザインを取り入れた製品開発 

・生産者と協力し、天然染料の入手確保と自然染色の製品開発 

・生産者の状況調査の実施 

８．主な活動成

果 

VCAO訓練センターでは、2007年より、伝統

的な織物を学び、織ることによって、家計

を助けながら、学校を続けられるようにと

支援を続けてきたが、8年目を迎え、技術力

、マーケティング力、マネージメント力と

もに順調に向上しているのに加え、販路の

拡大や、カフェの開店などセンターとして

も様々な試みをおこない自立を考えている

ことなどから、2013年度で終了し、今後は

「買う」ことで支援していく形（フェアト

レードでの交流）に移行するにいたった。 

また「織物の村」アン村では、環境にやさ

しく、伝統的な織物復活の要素も持つ織物

生産を実施するために、安定した原料（天

然染料）の入手、確保に向けて調査をした。

その結果、近隣村で天然染料を作っていた

という経験者を探し出すことができ、今後

に向けての大きな一歩となった。自然染色

で伝統的な絣柄の製品開発も進められ、安

定した自然染色の製品作りが少しずつ実現

しつつある。 

 

自分たちの仕上げた作品を手にするセンターの生徒たち 

 

アン村近郊で自然染色の調査 
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１．団体名 特定非営利活動法人 難民支援協会 

２．プロジェクト

名 

クルド難民女性への自立・エンパワメント事業 

３．該当の申請分

野  

女性の自立支援 

４．活動地域 日本 

５．支援対象者  難民女性 

６．事業実施の背

景と必要性 

迫害を逃れ日本で保護を求めるトルコ出身のクルド難民（申請者を含む）は数百人に達して

おり、多くが生活に困窮している。中でも、女性たちは家庭内に留まり、社会との接点が少

なく、孤立しがちである。そのため、日本語を学ぶ機会は少なく、社会で働くことも難しい。

事業を通じて女性たちの孤立化を防ぎ、コミュニティネットワークの形成を通じて、自立に

向けたエンパワメントを行う必要があると思われる。 

７．実施した活動

内容 

・クルド難民が集住する埼玉県蕨市にて、ワークショップを定期的に開催。グループで集ま

って、オヤを製作。製作を通じて、相互扶助の力を育成し、自立のためのコミュニテイネッ

トワークを強化した 

・月に約2回、日本語教室を開催。ひらがな、生活日本語会話、基本文法語彙習得と、日本

の文化慣習への理解の促進を目指し、日本語教師による授業を行った。 

 

 

 

 

８．主な活動成果 ・女性同士のネットワークが強化されたこと

に加え、よりよいオヤの作品をつくりたいと

の思いから、スタッフと日本語でコミュニケ

ーションをとるモチベーションが高まり、積

極的に日本語学習に励む者が増えた。 

・制作されたオヤ作品を用いて、「オヤ・カ

フェ」などの広報啓発イベントなどを実施

し、一般の方々がクルド難民女性とその文化

背景を知る機会を提供することができた。 

 

 

母から娘へと伝わってきたレース編み「オヤ」 

 

ワークショップの様子 
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１．団体名 特定非営利活動法人 2050 

２．プロジェクト

名 

中国シルクロード緑化活動 

３．該当の申請分

野 

環境保全・環境教育／女性の自立支援 

４．活動地域 中国黄土高原の農村地域 

５．支援対象者  中国黄土高原の地元農民 

６．事業実施の背

景と必要性 

中国で深刻化する環境悪化と経済格差、特に中国黄土高原における砂漠化とそうした環境

の変化によって影響を受ける貧困農民に着目（男性は出稼ぎ労働者が多い当該地域では、

対象は家庭を守る女性が大半）。事業を通じて、中国黄土高原の緑化、砂漠化防止ひいて

は地球規模の温暖化防止の一助となること、また、換金性・採算性の見込める事業を通し

て貧困農民の自立ある発展・生活向上の道標となることをミッションとしている。 

 

７．実施した活動

内容 

中国黄土高原の土地整備、植林するための沙棘(サジー) の苗木の管理、沙棘の植林、植林

後の管理。 

※これらの作業は中国の当団体関係者監修のもと、地元農民が自主的に行った。 

また、これまでに植林し管理している沙棘については、農民の自助努力による果実収穫、

加工、商品化、販売を目指しているため、商品化実現に向けたインフラ整備、人的資源整

理等の準備を進めた。 

 

８．主な活動成果 中国甘粛省にあるプロジェクト基地において、沙棘(サジー)、竹柳等乾燥に強い木30haに

わたって植林。昨年敷設した水分確保のための大型パイプラインに続き、貯水池・放水シ

ステムの整備を進めた。 

これまでに植林し管理している沙棘については、収穫した果実の加工・商品化実現に向け

たファンディング、インフラ整備、人的資源整理等の準備を進めた。 

NPO2050は、事業推進のための経済的な支援の他、植林活動への参加及び、植林後の管理の

視察、その他全般に監修・助言等を通して支援を実施。また、3年ぶりの開催を計画してい

る2014年度植林ボランティアツアーの開催に向け、会員への情報提供や各種準備を進めた。 
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９．活動写真 現地ボランティアによる植林活動 

 

NPO2050による活動視察の様子 
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１．団体名 特定非営利活動法人 2050 

２．プロジェクト

名 

途上国の女性及び女子への奨学制度 

３．該当の申請分

野 

教育支援／農業・農村開発支援／女性の自立支援 

４．活動地域 ネパール 

５．支援対象者  パルパ地方、及びダン地方の貧困子女 

６．事業実施の背

景と必要性 

アジア諸国では経済成長が著しい一方で、身分制度や慣習によって構造的貧困や格差拡大

が著しい国・地域も多い。そういった地域では特に女性は教育の機会を与えられず、自身

が生きるため、子どもを産み育てるための健全な基本知識すら得ることができない。貧困

削減のためには、女性が知識と知恵を身につけ自立のために活動することが非常に重要で

あるため、貧困子女に対する教育の機会を提供することをミッションとする。 

７．実施した活動

内容 

1994年から、行ってきた教育支援制（奨学金制度導入）を継続。現地パートナーとの協働

により、小学校建設・運営、中学～大学院生までの奨学生への支援を続けると共に、既婚

女性のための職業支援施設建設・運営の支援。Sister Home基金（ダン地方）、OKバジ基金

（パルパ地方）2地域合計で1000人を超える当団体の支援による学校・施設に集い学んでい

る子女の支援を継続した。 

2014年は日本からの支援開始から20周年でもあり、スタディツアーを実施。Sister Home視

察・交流及び、現地で活動するパートナーOKバジの現地活動20周年式典参加も果たした。 

８．主な活動成果 SisterHome及びOKバジを通して教育支援・生活支援を行った。ダン地方及びパルパ地方合

計で125名の小学生、高校生・大学生は17名、地域の既婚女性は60名以上、その他パルパ地

方の住人多数の教育・生活支援を継続することができた。 

6月にはOKバジの帰国報告会を開催し、ネパール支援に興味を持つ会員に対し現地の様子を

報告することができた。また2014年3月にはスタディツアーを実施、ネパール国連・パート

ナーたちとの協働により、現地国連活動視察、ダン地方視察、パルパ地方視察及び記念式

典参加等を開催し、会員が現地の様子を確認することができた。 

９．活動写真 パルパ地方の住民達が企画実行し、多くの日本人も参加したOKバジ現地草の根20周年記念式典 
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 Siterhome で は 奨 学 生 で あ る 大 学 生 が 小 学 生 に 教 育 を 与 え る 循 環 型 教 育 を 実 践
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１．団体名 特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

２．プロジェクト名 グローバルヴィレッジプログラム（GV） 

３．該当の申請分

野 
女性の自立支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 主にアジア太平洋諸国 

５．支援対象者  不適切な住環境に暮らす低所得者世帯 

６．事業実施の 

背景と必要性 

貧困、災害、紛争等により、適切な住まいで生活することができない人々が、世界には16

億人（うちアジア太平洋地域には8億人）いると言われている。一人でも多くの人々の住環

境を改善するため住居建築・修繕活動を実施し、以てそこで暮らす家族とその生活を守るこ

とに寄与する。 

７．実施した活動

内容 

・建築ボランティアを派遣し、住居の建築支援を支える。 

・参加ボランティアが問題の実態に直に触れる機会を提供し、国際協力への理解を育んで、

貧困住居問題の解決に向け社会への働きを行う。 

８．主な活動成果 

1．住居建築支援 

計59チームが支援活動に従事し、60軒以上

の建築・修繕を行った。計11か国にチーム

を派遣したが、最多はスリランカ（計12チ

ーム）で、2009年の紛争終結によって故郷

等への帰還を果たした国内避難民の住宅建

築などを行った。 

2．ボランティア派遣と人材育成 

上述のように年間968人の建築ボランティ

アを日本からアジア太平洋諸国へ派遣し

た。参加者の8割以上は国際問題の解決に志

を持つ大学生であった。多くの参加者が渡

航前に訪問先の言語や文化を学ぶなどの準

備を行い、渡航先では一つの家族の一生を

支える家を共に建てることで、現地の人々

の生活や貧困住居問題の実相の理解をすす

めた。 

 

 

 


