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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  

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（3～6歳）、保育者、保護者、地域住民 

６．事業実施の

背景と必要性 

カンボジア政府はEFA計画で、乳幼児死亡率（15人に1人が死亡）の削減と共に、幼児教育に力

を注ぐ方針を掲げたが予算は無いに等しい。全国に2000あまりの公立幼稚園があるが、施設は

貧弱で保育教材や遊具はほとんど無い。子どもが保護を受けて健やかに育つ環境は未だ整わ

ず、教育に関する保護者の関心が低いため、幼児教育の普及率は30%程度に過ぎない。政府の

人材も不足しており、幼児教育専門のNGO等との協力が幼児教育の普及には不可欠である。 

７．実施した活

動内容 

【農村の保育所支援】  

 給食支給、衛生管理、歯磨き指導、保育内

容充実、給食食材自給努力等自主運営を目指

した取り組みを支援した 

【僻地の子どもたちへの保育支援】 

 カンボジア政府に協力し、僻地バンテアイ

ミエンチェイ州174の幼稚園保育者を対象

に、保育能力向上を目的とした研修を実施し

た 

【都市貧困家庭の子どもへの優先的保育機

会の提供】 

 現地NGOに協力し、給食・補助給食を支給

し、運営を支援した 

【「村の幼稚園」運営支援】  

2011年に貧困地域に開設した、補助給食

（豆乳とゆで卵）を支給する午前保育の幼稚

園2園の運営を継続支援した 

 

保護者と保育者が育てた空芯菜を使った給食

を食べる保育所の子どもたち。 

 

僻地州バンテアイミエンチェイ州で開催され

た保育者研修の様子（インセットは配布した教

材・遊具）。 

８．主な活動成

果 

農村の保育所： 保育者による衛生管理と栄養価の高い給食支給で、110名の子どもたちの健

康状態は良好に保たれ、出席率は前年比2.1ポイント増加した 

僻地の保育支援： 174名の保育者を対象に研修と教材配布を実施し、保育者の能力向上に努

めた。また、21種の教材配布で、およそ5,400名の子どもたちの保育環境整備につなげた 

都市貧困地域保育支援： 7の保育所、1小学校に通う貧困地域の子どもたちおよそ750名を対

象に、給食・補助給食を支給し健康維持に協力した 

「村の幼稚園」支援： 約90名の子どもたちを対象に、補助給食を支給し健康状態の改善を図
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るとともに、保育と幼児教育の機会を提供。初等教育への準備を整えた。 
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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 

コミュニティファクトリー経営事業 

ポトペト ドイムノータック孤児院支援事業 

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 シェムリアップ、ポイペト 

５．支援対象者  コミュニティファクトリーで働く貧困層家庭の女性 

ドムノータック孤児院入居児童 

６．事業実施の

背景と必要性 

かものはしプロジェクトは、子どもが売られる問題を防ぐために活動するNPOです。当時大学

生だった代表の村田早耶香が、東南アジアで6 歳の子どもが無理やり体を売らされている現実

を知り、仲間と共に10 年前に始めました。児童労働の中でも、特に子どもの心と体を傷つけ

るこの問題は最悪の形態の児童労働と言われています。この児童買春問題の解決のためにかも

のはしプロジェクトはカンボジアで「子どもを買わせない・売らせない」ための活動をしてい

ます。コミュニティファクトリー経営カンボジアの最貧困層10 万人がすむ農村で生活雑貨を

手作りするファクトリーを経営しています。働きにくる女性の家庭は借金が多く、一日満足に

食べられないため、病気になったときに、危険な出稼ぎに行く途中で人身売買の被害に遭う可

能性が高いのです。これを防止するため、自分の力で稼げるよう仕事を提供しています。 

孤児院支援 

タイとの国境地域ポイペトにあるドムノータック孤児院の支援は子どもを「売らせない」ため

の活動です。タイと国境沿いにあるこの街では新しい生活を始めることができるという誤った

風評があります。しかし、住民の多くは1日1 ドルかそれ以下の生活を強いられています。こ

の貧困が人身売買や商業的性的搾取、また薬物売買などの被害に遭う危険を高めています。 

そこで今回のプロジェクトは、この地域で人身取引被害に遭う可能性の高い子どもたちを保護

し、子どもたちの自立を促すことで、人身取引や児童買春を防ぎ問題を解決することを目指し

ています。 

７．実施した活

動内容 

コミュニティファクトリー経営 

厳しい環境で暮らす31 名の女性を新たに採

用しました。また、3 店目の直営店 

をカンボジア最大の観光地である「オール

ド・マーケット」にオープンし売上 

の向上を図りました。8 月からはチームリー

ダーのトレーニングを本格化させ、 

女性たち一人ひとりが仕事を主体的に行う力

をつけていくことに注力しまし 

た。13 年2 月からは、遠方から通う女性の危

険を減らすため、10 キロ離れた 

場所で20 人弱の規模の新たな織物工房を始

めました。 

孤児院支援 

子どもたちが健康に暮らし学び、安心して暮

 

コミュニティファクトリーの女性達 
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らせる生活基盤を作るために、安 

定した衣食住を年間通じて提供しました。ま

た教育の機会を提供し、社会で自 

立して暮らすトレーニングを行うための支援

を行いました。孤児院に暮らす子 

ども達は全員、農業やレクリエイション、創

作活動等の生活スキルを学びまし 

た。 

 

孤児院の子ども達 

８．主な活動成

果 

コミュニティファクトリー経営 

働く女性が130名を超え、離職率が減少しました。過去2年は離職率が30％を超 

えていましたが、2012年度は11％と大幅に減少しました。売上は前年比201％ 

と大きく成長し、黒字転換できる損益分岐点に近づいています。 

孤児院支援 

46人の子どもが孤児院で過ごし、1年間で合計11名の子どもが家族の元に帰る 

ことができました。46名全員の子どもに、衣食住のサポートを提供することが 

できました。 
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１．団体名 特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

チクジャラ地域デイケアセンタープロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 インド バンガロール チクジャラ 

５．支援対象者  乳幼児、就学前の子ども、その保護者、兄姉、様々な問題から学校に通えない子ども達 

６．事業実施の背

景と必要性 

チクジャラ地区は、カルナータカ州バンガ

ロール市にあり、中心部より 24 キロの所

に位置します。 

バンガロールはインドのシリコンバレーと

して名高いＩＴ産業の街です。多くのＩＴ

会社ビルが建設中で建設用の石材需要が高

く、チクジャラはそのための採石地区とな

っています。そこでは他州や他地区から多

くの移住労働者が石切り・運搬労働者（多

くがアウトカースト）として働いており、

地元政府の施策も行き届いていません。  

この地区に住む労働者は、小さな子どもた

ちを家において働きに出かけます。そのた

め、年長の子ども達は学齢期であっても、

下の子の面倒をみなければならず、学校に

行けない子どもが多くいます。また、石切

り場の環境は悪く、上水道・下水道整備率

はほぼ０％で、安全な水を飲めず衛生的な

トイレを全く使えない状況にあります。井

戸は雨水だけが頼りで、夏は干上がり遠く

の井戸で補給します。このような衛生環境

の悪さから、大人も子どもも病気を抱えて

いる人が多くいます。また、バランスのと

れた食事を子どもに与えることができず、

子どもの健康状態もよくありません。 

そのため、大人が働いている間に子どもの

面倒を見、食事を提供できる施設が必要と

なってきます。 

 

 

デイケアセンターでお昼寝をする子ども達 

 

石切り場で働く女性 

７．実施した活動

内容 

7カ所あるデイケアセンターには、１～12歳の計 350名の子ども達が在籍現し、年齢に合

ったケアや基礎教育を受けています。乳幼児には保育、学齢期前の子どもには就学前の基
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礎教育、6歳以上の子どもで小学校に行っていない子どもには初等教育を提供しています。 

また、給食プログラムや健康診断のほか、月に一度保護者との面談を実施して、栄養指導

や教育の重要性を伝えています。また、より多くの子どもをサポートするため、センター

に来てもらうよう呼びかけています。 

８．主な活動成果 *50％の子どもに栄養状態の改善傾向がみられた。 

デイケアセンターが3カ所から7カ所に増加。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター 

２．プロジェクト

名 

カンボジアの性的搾取・人身売買の被害に遭った女性たちの自立支援のための保育事業 

３．該当の申請分

野  

保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア プノンペン 

５．支援対象者  アフェシップ・フェアファッションという洋裁所で仕事をしている元性的搾取の被害者女

性でかつ、幼い子どもを持つ母親とその子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

性的搾取の被害を受けた女性の精神的なケアと社会復帰を支援するNGO・アフェシップで職

業訓練を積み、系列のアフェシップフェアファッション（洋裁所）で働きながら自立を目

指す女性の中には、幼い子どもを持つ母親がいる。被害女性は、社会復帰した後も精神的

に不安定だったり、生計が思うように成り立たないケースが多く、その子どもたちは、母

親から十分な幼児教育を受けられなかったり、栄養のある食事を得られない。当センター

では、子どもの権利実現という面から保育室開設の必要性があると考え、2009年から支援

を始めた。 

７．実施した活動

内容 

アフェシップ・フェアファッション内に保育室を設置 

保育事業を資金面で支援 

（保育士人件費、子どもたちの食費・衛生用品代、遊具・教材費） 

８．主な活動成果 保育室では、13人（男の子 5人・女の子 8人）、9ヶ月から 7歳までの子どもを受け入れた。

そのうち、4 人は今年から新たに受け入れた子ども。保育担当者とアシスタントが日々の

スケジュールを管理し、子どもの知識を向上させ、そして母親にも一緒に楽しめる活動（ピ

クニックやパーティーなど）を提供している。今年は特に、3 人の子どもが公立の小学校

に通い始めるようになったため、小学校の授業の予習・復習、宿題を手伝うなど、学校生

活もサポートした。保育室だけでなく、各家庭においても適切な育児や必要な医療が施さ

れるように、子どもの健康や食事、医療について、家族計画などのトピックで母親たちに

トレーニングを実施した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人国境なき子どもたち 

２．プロジェクト

名 

アジアの恵まれない青少年支援 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 アジア9ヵ国 

５．支援対象者  恵まれない状況下にある子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

世界にはストリートチルドレンが1億人いる

とも2億人いるともいわれています。その多

くはアフリカや南米、そしてアジアに集中し

ており、彼らを取り巻く環境は、人身売買や

児童労働、病気や犯罪など、常に危険があふ

れています。 

子どもが路上生活者となる大きな要因であ

る「貧困」の連鎖を断ち切るためには、子ど

もたちへの適切な教育と、子どもが子どもら

しく過ごせる環境づくりが必要とされてい

ます。 

 

カンボジアの自立支援施設「若者の家」で英

語クラスを受講する青少年 

 

 

バングラデシュ、ダッカのドロップインセン

ターで食事をとる少年 

７．実施した活動

内容 

カンボジア （バッタンバン州、バンテアイミンチェイ州／ 直接裨益者数 790名） 
 自立支援施設「若者の家」における安定した衣食住と教育・訓練機会の提供。 
 収入創出活動（絹織物、縫製、籐家具）。 
 職業訓練（絹織物、縫製、籐家具、コンピュータ、英語）。 
 州刑務所（2ヵ所）で未成年収監者へ教育・職業訓練。出所時の支援。  

フィリピン （マニラ首都圏ケソン市、カラオカン・ノース市／ 直接裨益者数 594名） 

 スラム地区（2ヵ所）で青少年と保護者への非公式教育や課外・啓発活動。 
 自立支援施設「若者の家」における安定した衣食住と教育・訓練機会の提供。 
 職業訓練（コンピュータ、縫製、手工芸）。 
 2012年 8月の洪水被災家庭へ、収入創出活動訓練を実施。 
 非行青少年収容所の訪問、教育活動。 

パキスタン （ハイバル・パフトゥーンハー州マンセラ郡／直接裨益者数 1,200名）  
 マンセラ郡 8村で、2005年の大地震で被災した 10校を再建中。 

バングラデシュ （ピロジュプール県 、ダッカ県／直接裨益者数 707名） 
 ビロジュプール県 5村で、職業訓練（縫製、機織り）修了生対象の協同組合設立、

非公式教育を提供。 
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 首都ダッカでストリートチルドレン対象のドロップインセンター運営。 
ヨルダン （アンマン／直接裨益者数 876名） 
 ユースセンターで貧困層の青少年対象に、情操教育などの課外活動を提供。 セ

ンター職員へスキルアップ研修を実施。 
 ヨルダン北部の難民キャンプにて、シリア難民支援調査実施。 

インドネシア （ジャワ島ジョグジャカルタ市近郊バントゥル県／直接裨益者数 100名） 

 2006年の大地震で被災した青少年対象にユースセンター運営。 

 青少年の自立を目的とする職業訓練プログラム実施。 

ミャンマー（ビルマ）  

 2008年のサイクロン被災児へフォローアップ。 

 モン州の少数民族支援に向け調査を実施。 

東ティモール 

 青少年への教育支援を準備。 
パレスチナ （エルサレム県 アイザリア村、アブディス村、アルサワフラ村／直接裨益
者数 1,600名）  
 近隣の青少年対象に、ユースセンターで職業訓練、非公式教育、ユースプログラム実

施。 

８．主な活動成果 海外の約6千人の子どもたちに、教育及び自立支援を提供することができた。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会 

２．プロジェクト名 スバイアントー郡保健行政区における子どもの健康増進プロジェクト 

３．該当の申請分野  保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア王国プレイベン州スバイアントー郡保健行政区 

５．支援対象者  （直接）5箇所の保健センター・スタッフ31名、保健ボランティア及びMother Support 

Group(MSG：養育者サポートグループ)メンバー約170名、（間接）5箇所の保健センター

管轄区（79ヶ村）の2歳未満児約3,000名 

６．事業実施の背景

と必要性 

プレイベン州は全国平均と比較して子どもの健康指標が悪い州の一つであり、栄養不良

の割合も高い。経済状況が厳しく、インフラも十分に整っていない。農村地域で子ども

の健康を守るためには、子どものケアについて住民自身の保健知識・行動が改善される

こと、また地域で栄養不良児を早期に発見し、適切に対応できる仕組みができることが

必須である。当会は2008年よりスバイアントー郡で母子保健活動を実施しているが、子

どもの栄養不良に関連する要因として、特に(1)離乳食の量・内容・回数、(2) 地域の

医療サービスの質に問題があることが明らかになった。これらの問題に対して、本プロ

ジェクトでは人材育成を通して、地域住民が自発的・継続的に子どもの健康改善に取り

組める基盤づくりを行う。 

７．実施した活動内

容 

1月 保健センター・スタッフ対象マルチビ

タミン配布 に関する研修 

3月 MSG活動（チョンアンピル保健センタ

ー） 

ベースライン調査結果共有＆活動計

画ワークショップ 

保健センター・スタッフ対象診療技術

研修 

洪水被災地支援 

4月 MSG研修（アンコールトレッ保健センタ

ー） 

6月 MSG研修（ダムレイプオン保健センタ

ー） 

保健省の会議においてベースライン

調査結果について発表 

7月 各保健センターでのMSG活動の開始 

（～12月） 

9月  郡保健局監督能力強化研修（～12月） 

12月 保健センター・スタッフ診療技術強化

研修 

保健ボランティア・デー 

通年 包括的乳幼児健診活動動強化支援 

 

参加型で行われたベースライン調査結果

共有＆活動計画ワークショップの様子 

 

MSGによる「乳幼児の適切な栄養」に関す

る離乳食教室の様子 
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（7月～） 

栄養不良児・病児フォローアップ（随時） 

保健センター・スタッフ会議支援 

・保健ボランティア活動支援  

・郡保健局運営（スーパービジョン、 

定例会議）支援 

８．主な活動成果 ◆ ベースライン調査結果共有＆活動計画ワークショップ 

2011年に行ったベースライン調査の結果共有と子どもの健康増進活動の目標設定のた

めの参加型ワークショップをカウンターパートである郡保健局と保健センター・スタッ

フ、保健ボランティアと共に実施した。 

◆ Mother Support Groupによる「乳幼児の適切な栄養」についての啓蒙活動の開始 

Mother Support Group（MSG）による「乳幼児の適切な栄養」に関するコミュニティで

の啓蒙活動が、アンコールトレッ、チョンアンピル、ダムレイプオンの3保健センター

で開始された。本活動は、現行プロジェクトから開始された新しい活動である。 

◆ 郡保健局の監督能力強化支援 

9月より郡保健局運営監督能力強化研修として郡保健局長に対しコーチング研修を計6

回実施した。 

◆ 洪水被害地支援  

2011年により発生した洪水被害地への第2期支援として、プレイベン州スバイアントー

郡チョンアンピル・コミューンの5村の316世帯を対象に2歳未満児を持つ家庭を中心に

米の種籾の配給支援と身体計測・保健教育を実施した。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ＪＨＰ・学校をつくる会 

２．プロジェクト名 児童養護施設支援 「幸せの子どもの家（CCH）」 

３．該当の申請分野  保護が必要な子どもの支援／ネットワーク・提言活動 

４．活動地域 カンボジア 

５．支援対象者  児童養護施設 The Center for Children's Happiness（CCH：日本語名「幸せの子どもの

家」）に暮す子どもたち約110名 

６．事業実施の背景

と必要性 

カンボジアのゴミ山では、ゴミの中から換金できるものを拾い集めて生活をしている人々

がいるが、その中には、家計を助けるために、あるいは独りで生きていくために、危険を

冒して働く子どもたちもたくさん含まれている。JHPはそのような貧しい家庭の子どもた

ち、そして孤児を支援するために2002年に創設した児童養護施設 The Center for 

Children's Happiness（CCH：日本語名「幸せの子どもの家」）を設立し、子どもの生活・

就学支援を行っている。 

７．実施した活動内

容 

・子どもたちが自立するまでの間、安心して

生活・就学できる環境の提供・継続的運営

について資金面で支援。 

・当会代表理事およびプノンペン事務所長を

CCH理事として理事会に参加。 

・CCH支援者（サポーター）向けニュースレ

ターとプロフィール集を送付 

・日本の支援者の訪問受入れコーディネー

ト。 

 
子どもたちをとりまく問題についての寸

劇を通じて啓発活動を行っている 

８．主な活動成果 

 

今年度も昨年度同様、寄付金の減少に伴い、

例年支援している「CCH基金」を見送り、直

接運営費のみの支援とした。また、年間を通

じて約20の日本からの支援者／グループの

訪問受け入れをコーディネートし、子どもの

交流と国際理解の場を提供した。 

 

 

CCHの小学生の子どもたち 
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１．団体名 特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会 

２．プロジェクト名 家事使用人として働く少女支援 

３．該当の申請分野 教育支援、保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 バングラデシュ 

５．支援対象者  家事使用人として働く少女たち 

６．事業実施の背景

と必要性 

2005年に実施した少女たちの実態調査を皮切りに2006年より支援活動を開始。少女たち

が仕事の合間に通う支援センターを設置し、料理・衛生教育、性教育等のカリキュラム

を実施するとともに、雇用主やバングラデシュ社会への訴えを行ってきた。その結果、

少女の給料が上がる、衛生習慣が向上する、雇い主の暴力が減るなどの成果を得てきた。

一方、センターでのプログラムの改善や、地域住民のさらなる理解・働きかけが必要と

なる。 

７．実施した活動内

容 

少女たちが暴力や性的虐待、搾取、

仕事仲の事故から守られ、心身とも

に健康に成長し、自らよりよい将来

を描けるようになる環境を作り出す

ことを目的に少女たちへの活動、雇

用主や地域住民への活動を実施す

る。具体的には以下の通り。 

インフォーマル教育（簡単な読み書

きや計算）、衣料支援、スキルアッ

プトレーニング（アイロンがけ、刺

しゅう・料理研修など）、雇用主お

よび地域住民等への啓蒙活動（子ど

もの権利ワークショップ、活動報告

会等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームを使って保健衛生について学んでいる様

子 

 

家事使用人として働く少女たちのために何かし

たい、と集まった地域住民たち 

８．主な活動成果 毎日20名以上の少女がダッカ市内にある4つのセンターに通っている。センターでの活動

を継続するほか、各センターの運営を地域住民に任せられるように、住民リーダーの育

成を目指して地域住民との話し合いを開始することができた。 
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１．団体名 公益財団法人 ジョイセフ 

２．プロジェクト

名 

ザンビアの農村地域における妊産婦支援プロジェクト 

３．該当の申請分

野  

保健医療支援、保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 ザンビア国コッパーベルト州マサイティ郡フィワレ地区 

５．支援対象者  妊産婦（新生児を含む）、女性 17,000人 

６．事業実施の背

景と必要性 

ザンビアの農村地域では、妊婦の約7割が、

不衛生な環境の中、医師や助産師の介助を受

けずに自宅で出産しており、母体に異変が起

きても治療を受けられず、多くの妊産婦が出

血多量などで命を落としている。保健施設ま

での遠い距離、保健施設に行っても陣痛が始

まるまで体を休めるスペースが整備されて

いないこと、助産師の介助や施設分娩の大切

さが村人に十分に理解されていないことな

どの課題への取り組みが求められている。妊

産婦への支援は、新生児の命を守ることにも

つながる。 

保健センターに出産キット（消毒液、ゴム手

袋、産後用ナプキンなど）を寄贈した。 

７．実施した活動

内容 

IPPF（国際家族計画連盟）ザンビアと協働で、主に以下の活動を実施した。 

1．保健施設の分娩サービスの質の向上 

1）保健センター（フィワレ、ムコルウェの 2か所）への分娩用資機材の供与 

分娩ベッド、医療用カーテン、鉗子、新生児体重計、縫合用機材・備品、点滴台、酸素用

ボンベ等の分娩用資機材の供与を行った。 

2）施設での出産に必要な備品（消毒液、ゴム手袋等）の支援 

出産に最低限必要なキット（消毒液、ゴム手袋、産後用ナプキンなど）500 セットを、フ

ィワレ及びムコルウェ保健センターに寄贈した。経済的な理由で妊婦がキットを用意でき

ず、保健施設に行きにくいとの意見が多く挙げられていた。 

2．母子保健推進員による啓発教育活動強化 

1）母子保健推進員に対する研修の実施 

プロジェクト地区 25 村の母子保健推進員 140名に対し、母子保健に関する再研修を実施し

た。内 40名に対しては、家族計画サービス提供に関する集中研修を行った。 

2）母子保健推進員による家庭訪問を通した妊娠・出産に関する啓発教育活動の実施、保健

施設での産前・産後検診の促進、出産計画・準備支援 

140 名の母子保健推進員より、妊産婦や女性、またパートナーの男性を対象に、家庭訪問

やコミュニティでの啓発教育活動を通じて、妊娠・出産に関する情報提供、産前・産後健

診や施設分娩の促進、家族計画のカウンセリングや避妊薬（具）の配付などを行った。 

８．主な活動成果 保健センターの設備・備品の充実化や出産に

必要な備品の支援により、地域の女性たちが

安心して出産介助を受けられる環境整備を

進めた。 

母子保健推進員は、計 473 回、のべ 9200 人

の妊産婦と女性に、産前産後健診の受診と施

村の各家庭を訪問した母子保健推進員は、妊

産婦と女性に産前産後健診の大切さを伝え

るとともに、マタニティハウスの利用と施設

分娩を呼びかけた。 
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設分娩を呼びかける啓発活動を実施した。 

マタニティハウス（出産待機ハウス）の利用

促進と連動させた啓発活動の結果、対前年度

比で、産前産後健診及び施設分娩がそれぞれ

11％、16％増加し、プロジェクト地域におけ

る妊産婦死亡ゼロに貢献した。 

 

 

  



17 
 

１．団体名 
特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 

２．プロジェクト名 南部スーダン・ジュバ市内におけるストリートチルドレンを支援する 

現地 NGO の能力強化及びネットワーク強化事業 

３．該当の申請分野  保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 
南スーダン国中央エクアトリア州ジュバ市 

５．支援対象者  ジュバ市街地及びその周辺地域に居住するストリートチルドレンおよび25歳までの若

者（男女） 

６．事業実施の背景

と必要性 

ジュバ市内で路上生活する子ども・若者の多くは、戦災孤児、未成年の母親、IDP、元

子ども兵であったり、両親との死別や離別、貧困、病気、家庭内暴力等から必要な保護

を欠いているため、教育機会がなく、基本的な自己管理・衛生観念・健康管理の社会的

知識が不足しているほか、暴力・犯罪・性的暴力の被害者または加害者となる高いリス

クに晒されている。このような子どもや若者は、長期の避難民生活、紛争による保護者

の死亡などが原因で路上生活者となっている場合が多く、現時点でジュバにおよそ 1万

人以上が存在すると推定されている。その多くは学校にも行けず、成人しても職がなく

食糧も十分に得られず、衛生面でもごみ収集所の近辺、木の下、墓場近くなどの劣悪な

環境で生活している。ジュバ市内では、このような子ども・若者を対象にした支援を行

う現地 NGOは存在するが、その多くは人材や能力不足の問題を抱えており、充分な支援

が実現していない。更に、各支援分野の活動がそれぞれ単独に実施されているため、現

地 NGO間の相互連携が欠如し、包括的な支援が実施されていない。 

７．実施した活動内

容 

現地NGOの機能及び現地NGO間のネットワーク

構築能力を強化しストリートチルドレンや路

上生活をする若者に対する支援体制を強化す

る。 

 
ストリートチルドレン啓発中 

 

 
ストリートチルドレン啓発中 

８．主な活動成果 路上生活をする子ども・若者の支援分野の中でも特に緊急を要する心理ケア、シェルタ

ー提供、啓発・教育及び職業訓練の支援を行う現地NGOの能力強化を行う。また、これ

らの現地NGO間で連携を取りながら包括的な支援を行えるようネットワーク構築能力の

強化を支援する。 
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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 

スリランカ北部人道支援 

３．該当の申請

分野  

平和構築・難民支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 スリランカ北部マナー県マンサイウェスト（Manthai West）郡 

５．支援対象者  マナー県の紛争帰還民世帯400世帯（約2,000人） 

６．事業実施の

背景と必要性 

スリランカ北部マナー県マンサイウェスト（Manthai West）郡のコミュニティは、不衛生状

況の改善や水の確保が急務であり、寡婦や障害者世帯などの社会的弱者層が多く定住するコ

ミュニティを優先的に選定し、トイレと井戸の設置等を行う支援必要である。 

７．実施した活

動内容 

1．トイレの設置（241基） 

トイレの設置と設置後の衛生講習を通じて、適切なし尿処理が行われるようになり、不衛生

状況を改善できた。裨益世帯からは、「夜でも安心してトイレに行けるようになった」、「ト

イレの設置に伴い、土地問題が解決してうれしい」等の声が寄せられた。全世帯で設置した

トイレを利用しており、また定期的な清掃も行っている状況を確認。また、手洗いや飲料水

の煮沸等衛生講習で学習したことを、女性が中心となって実践している様子を確認した。 

2．井戸の設置（26基）、修理（12基） 

井戸の設置と既設井戸の修理を通じて飲料水の確保を実現すると共に、トイレの設置と組み

合わせて衛生環境を改善。浅井戸では飲料水の確保が難しいマナー県の地形を踏まえ、深井

戸の設置を実施し、確度の高い採水を達成した。裨益世帯からは、｢水汲みの重労働が軽減

できるようになった｣、｢水汲み時間が節約され、他の家事や仕事ができるようになった｣、「洗

濯や入浴回数が増えた」等の声が寄せられた。また、井戸の設置や修理が終了した後に、家

庭菜園を新しく始めた世帯も確認した。 

８．主な活動成

果 

マナー県において、帰還は終えたが劣悪な

環境での生活を余儀なくされている社会的

弱者層を対象に、安全で衛生的なトイレ・

給水施設を提供すると共に、その長期的に

再定住可能な環境の整備を通じて、コミュ

ニティの再建を担うことができた。 

1．トイレの設置（241基） 

マナー県の紛争帰還民世帯241世帯（60.3%） 

2．井戸の設置（26基）、修理（12基） 

マナー県の紛争帰還民世帯 400世帯（100%） 

※トイレと井戸の支援はセットで行ったた

め、数字は上記トイレの裨益者世帯と一部

重複 

 

設置されたトイレ 
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井戸を利用して喜ぶ子どもたち 
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１．団体名 特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

インド・ウダイプール・ウダワド村 保健教育・健康改善プログラム 

３．該当の申請分

野 

教育支援、保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 ラジャスタン州ウダイプール周辺のウダワド・コミュニティ 

５．支援対象者  この地域に住む子どもやおとな（特に妊産婦など母親） 

６．事業実施の背

景と必要性 

当団体 FTCJ が支援しているインドのラジャ

スタン州ウダイプール周辺に位置するウダ

ワド・コミュニティでは、栄養失調と不衛生

な環境によって 5歳までに命を落とす幼児が

2 割弱いることが判明したため、この地域に

住む子どもやおとな（特に妊産婦など母親）

を対象にした保健教育・健康改善プログラム

に取り組み、健康的な生活をおくり自立でき

るよう手助けをすることにした。 

 

ワークショップを受けているコミュニティ

の人々 

７．実施した活動

内容 

コミュニティの人々の健康向上に向けたサ

ポートプログラムや、人々を対象にした保健

教育を実施し、保健衛生の知識向上に努め

る。 

具体的には、 

・保健衛生に関する教科書の作成と配布。 

・学校での子どもや母親を対象にした保健教

育指導の実施。特に学校内で保健係（スクー

ル・ヘルス・クラブ）を生徒で構成し、学校

に通う生徒とコミュニティの健康維持と保

健衛生の向上に努めるよう活動をサポート。 

・家庭訪問を通じた母親や保護者への保健教

育に対する意識付けやヘルスキットの配布 

・栄養不全の子どもや妊産婦を対象にした栄

養補強となるビタミン剤の配給や健康指導

及びチェック、寄生虫駆除プログラムの実施  

等に取組んだ。 

 

 

 

 

 

検診を受けている子ども 

８．主な活動成果 １）保健衛生に関する意識向上 

ウダワド村の住民（子ども、親、大人）884人に対して、保健衛生に関する意識向上のため

のセミナーワークショップを実施することができた。この時、冊子を使って説明し、冊子

を配布するなどし、884人が保健衛生について理解を深めることができた。 
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→保健衛生に関するセミナーを実施したことで、学校でヘルス・クラブが設置され、生徒

が主体的になって健康管理や保健衛生に関する啓もう活動に取組むようになった。 

 

２）家庭訪問による健康向上指導（27週間実施） 

妊産婦や母子がいる家庭を現地メディカルスタッフが訪問し、健康指導やヘルスチェック

を実施し、72家庭を訪問することができた。 

 

３）村人に対して健康チェックを行い、栄養不全の子どもや幼児、妊産婦や母親を対象に

ビタミン剤や栄養補助剤を配給することができた。妊婦44人、母親90人のほか、子ども幼

児に対しては月に425人を対象に支援をした。 

 

今後の課題 

2012年度から健康向上、保健衛生に向けた取り組みを行ったところ、換気をすることや手

洗いの実践や家畜との区別を付けるなど日常生活の中で徐々に村人の意識に変化が現れは

じめたが、栄養不全や栄養不足状態の子どもや妊産婦が未だに多く存在するため、今後も

継続的な栄養補助剤の配給支援や、高栄養価がとれる野菜や病気予防になるハーブの接種

を推奨し、免疫力、体力をつけ持続的に健康改善につながる支援活動が求められている。 
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１．団体名 特定非営利活動法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN 

２．プロジェク

ト名 

地域医療支援・保健教育プログラム 

３．該当の申請

分野  

保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア王国・シェムリアップ市  

Kakthlok Krorm, Russey Lok, Kien Sanke, Sang Voeuy, Dan Run, Ta Yaek 

５．支援対象者  各地区の住民（約13,000人の不特定多数）、保健センター職員、保健ボランティア監督・保

健ボランティア 

６．事業実施の

背景と必要性 

各地域に既存する政府管轄の保健センターと共に地域保健サービスの向上と強化、病気予防

に関する意識改善、適切な健康管理を身につけてもらえるよう、地域のニーズに合った活動

を目的としている 

７．実施した活

動内容 

1）フェーズ1 

◆新しい保健センターの選択 

◆移動クリニック実施 

 

2）フェーズ2 

◆新保健ボランティア育成 

◆講習会の実施 

◆地域での健康教育・歯磨き教育 

 

3）フェーズ3 

◆リーダー会議 

◆保健センター運営委員への研修 

◆地域での健康管理と衛生に関する普及

活動 

◆地域での移動クリニック実施 

 

村での健康教育 

８．主な活動成

果 

1）フェーズ1 

◆新しい保健センターの選択 

・303の村調査、地図作成。 

◆移動クリニック実施 

・1,675名の子どもたちへ歯磨き指導を実施。 

 

2）フェーズ2 

◆新保健ボランティア育成 

・117名の新保健ボランティアを育成。 

◆講習会の実施 

・基本的な医療に関する研修、補修研修、応急手当に関しての 

講習会を実施。 
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◆地域での健康教育・歯磨き教育 

・20の村、7,881名の村民へデング熱、下痢、急性呼吸器感染症、 

予防接種、栄養についての健康教育を実施。 

・1,675名の子どもたちへ歯磨き指導を実施。 

 

3）フェーズ3 

◆リーダー会議 

・保健ボランティア監督12名と運営委員メンバーを対象とした、 

地域の状況、衛生状況、水に関する会議を開催。 

◆保健センター運営委員への研修 

・運営委員17名へ、質の高い管理方法、保健センターの評価等に 

関しての研修を実施。 

◆地域での健康管理と衛生に関する普及活動 

・TVを利用し、22の村、2,541名を対象に、デング熱、下痢、 

急性呼吸器感染症、予防接種と栄養に関しての健康教育を実施。 

◆地域での移動クリニック 

・2,082名の子どもたちへ歯磨き教育を実施。 

・54名の保健医療従事者を対象に、デング熱の予防法や治療法に 

ついての教育を提供。 
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１．団体名 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

児童保護募金 

３．該当の申請分

野  

教育支援／保健医療支援／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 カンボジア、マラウイ、タンザニア、東ティモール、南スーダン 

５．支援対象者  水不足に苦しむ人々、内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々、妊産婦と5歳未

満の乳幼児、医療従事者等 

６．事業実施の背

景と必要性 

開発途上国には、貧困により、予防や治療可能な感染症に苦しむ子どもたち、劣悪な衛生

環境下で暮らす子どもたち、HIV/エイズで親を亡くし、食べ物がない子どもたちなど、そ

の日一日を生き抜くのが困難な子どもたちがおり、年間760万人もの子どもたちが5歳にな

る前に命を失っています。 

７．実施した活動

内容 

【水不足に苦しむ人々のために】  

タンザニアおよび東ティモールの水不足が深刻な地域において、水源近くに貯水タンクを

設置し、人々の生活圏内まで水道管を敷設し、水へのアクセスを容易にします。当該施設

の維持・管理を行う委員会を地方行政と共同で設立するとともに、住民への衛生管理に関

する研修を実施、特にトイレ使用や手洗いの習慣について啓発を行っています。  

【内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々のために】  

南スーダンにおいて、ジャパン・プラット・フォームと協力し、子どもたちの水衛生、教

育環境を改善する活動を実施しました。手洗いのデモンストレーションや、屋外での排泄

がどのような悪影響があるかの啓発、水保管のためのバケツ配布を実施しました。教育環

境改善について、学校運営を担うPTAの研修や20名の教師を対象に基礎英語研修を実施しま

した。  

2013年末に発生した国内での武力衝突により、活動は休止状態にあるが、今後の状況を鑑

みたうえで、支援の再開を予定しています。 

【妊産婦と5歳未満の乳幼児、医療従事者のために】  

カンボジアにおいて、40の村を対象に聞き取り調査を行い、栄養不良の子ども数、産前産

後に健診を受けていない妊産婦の割合などの状況を把握し、現地保健センターのサービス

改善のために、スタッフへの研修を実施、夜間出産に必要な照明とバッテリーを支援しま

した。また保護者に対する保健衛生の研修の実施、病気予防の啓発キャンペーンを行い、

子どもたちに「はしかと風疹」の予防接種を行いました。  

マラウイにおいては、現地ワールド・ビジョンスタッフが医療従事者とともに家庭をまわ

り、安全な出産と母子保健のための啓発を行いました。また男性も含む地域の人々と集会

を開催し、衛生的な施設での分娩の重要性について啓発を行いました。  

８．主な活動成果 【水不足に苦しむ人々への支援成果】  

対象となるタンザニアのサウニ村においては、水不足が深刻であり、毎日の生活に必要な

水の確保は主に、子どもたちの仕事となっています。飲料水をはじめ、食事の準備や洗濯、

掃除、家畜に与える水、さらに学校での掃除や手洗い、木にやるための水も毎日学校へ持

っていかなくてはならないため、学校が始まる2時間以上前に水を探す必要がありました。
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そのため授業に遅れ、勉強する時間も失われ、身体的な負担も大きなものとなっていまし

た。給水システムが完成すれば、これらにかかる時間や労力がなくなり、子どもたちが学

校で学び、遊ぶ時間が確保されます。  

東ティモールのボボナロ県においては、3つの集落で水資源開発の支援を行っています。貯

水タンクをはじめ、給水システムの完成後は人々の住居から200m以内で、いつでも水を手

に入れることが可能となり、主に子どもや女性の仕事であった水汲みの負担が軽減され、

子どもたちは勉強や遊びの時間が増えます。  

また両国に言えることですが、現地の人々が自ら参加することで、施設が自分たちの財産

であるという意識を持つようになり、設備の仕組み等についても教えることで、自力での

補修が可能となります。  

【内戦の影響で保健衛生サービスを受けられない人々への支援成果】  

ワールド・ビジョンはスーダン（北）と国境を接する南スーダンのアッパーナイル州ファ

ショダ郡で支援を行っていますが、ここでは清潔な水の入手が難しく、人々は濁った川の

水を飲んでおり、トイレ使用の習慣もないことから衛生環境の悪化が深刻で、子どもたち

は教育を受ける校舎もなく粗末な小屋で授業を受けています。  

2013年12月に発生した国内の武力衝突により、現在は活動を休止中ですが、それまでの間

に子どもたちに対し、国際手洗いの日（10月15日）に、石鹸で手を洗う大切さを伝え、手

洗いのデモンストレーションを行いました。また子どもたちの衛生意識を育てるため、屋

外で排泄した汚物がいかに人体に悪影響を及ぼすかを伝えました。また、水の保管のため

に800世帯にバケツを配布しました。  

さらに、教育環境の改善のため、学校運営を担うPTAの研修や、先生たち20名を対象に基礎

英語研修を行いました。  

【妊産婦と5歳未満の乳幼児、医療従事者への支援成果】  

カンボジアでは、5歳未満の子どもたちの平均死亡率は1,000人あたり43人（日本では3人）、

妊産婦死亡率は10万にあたり250人（日本では5人）と、乳幼児や妊産婦にとって厳しい環

境にあります。特に重点的な支援地域であるバンティミエンチャイ州では5歳未満の子ども

たちの死亡率は96人、妊産婦死亡率も270人と全国平均よりも高くなっています。この背景

には、住民の保健衛生に関する知識不足、保健センター（公立の医療機関）利用への関心

の低さがあります、また政府予算の不足による保健センターの医師不足なども、大きな要

因となっています。  

ワールド・ビジョンでは、40の村を対象に聞き取り調査を行い、栄養不良の子ども数、産

前産後に健診を受けていない妊産婦の割合などの保健状況を把握しました。このデータは、

今後の保健センターの活動を通した支援に役立てられます。  

保健センターのサービス改善のために、スタッフへの研修を行うとともに、夜間の出産に

必要な照明とバッテリーを支援しました。合わせて、地域住民が保健センターを利用しや

すくなる環境づくりの一環として、保健センターの利用をどのように広めていくかについ

て、センターと住民リーダーとで隔月に話し合いの場を持つようにしました。  

また、地域の子どもはじめ住民を対象に、病気の予防の大切さなど保健衛生の基礎につい

ての啓発キャンペーンを行い、実際に子どもたちに、はしかと風疹の予防接種を行いまし

た。さらに、地域で蔓延している急性呼吸器感染症の予防と対処法、栄養不良の改善方法、
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産前産後健診の重要性など、保健センタースタッフを通して住民に伝えました。啓発活動

は今後も続けられます。  

母子保健の状況把握のための調査では、54名の青年が活躍し、521世帯を訪ねて、調査を実

施しています。これらの経験を通じて、青年たち自身も知識を得、意識を高めることがで

き、今後、人々の健康づくりに対する彼らの貢献が期待されます。  

マラウイにおいては、ンチシ県において保健衛生環境の改善、安全な出産に係る支援を行

いました。  

本支援は今後3年間続く予定の支援で、今回はワールド・ビジョンスタッフが医療従事者と

家庭をまわり、安全な出産と母子保健のための啓発を行いました。また、男性も含む地域

の人々との集会を開催し、衛生的な施設での分娩の重要性について伝えました。啓発のた

めのポスターを作成し配布します。  

 

 

予防接種を受けた子どもたち。紫色の指先は、接種を受けた証明です。  

 

水衛生啓発事業による、手洗い方法のデモンストレーションに参加する子どもたち 。 

 


