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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 

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
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は絣模様を活かした帯制作を実施した。 

 

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。  
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【コミュニティファクトリー事業】  

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 グッドネーバーズ・ジャパン 

２．プロジェクト

名 

チクジャラ教育支援・デイケアセンタープロジェクト 

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 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、様々な問題から学校に通えない子ども達、その保護者、兄姉 

６．事業実施の背

景と必要性 

チクジャラ地区は、インドのシリコンバレーとして名高いＩＴ産業の街、バンガロール市

にあります。ビルの建設に伴う砕石地区であるチクジャラでは多くの移住労働者が働いて

います。石切り場の上下水道はほとんど整備されていないため劣悪な衛生環境にあり、住

民（特に子ども）の健康を脅かしています。また子ども達は仕事をする両親の代わりに、

幼い兄弟の面倒をみなければならず、教育に対する親の意識も低いままです。学校に通わ

せたくても、言語の違いや学費が払えない、学校の数が不足しているなどの理由から、教

育を受けられない子どもが多くいます。 

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

の子ども達が在籍し、年齢に合ったケアや基

礎教育を受けています。教育の質を保つため

に先生へのトレーニングの他、数学、英語、

化学などの、子ども達にとって苦手な科目の

補習授業を実施することで、学力のサポート

をしました。退学や進級できないケースを未

然に防ぐため、このような補習授業は重要で

す。 

また、性や思春期、衛生や正しい栄養の知識

など、子ども達が健全に生活していくための

教育も定期的に実施しました。 

その他にも、チクジャラでは子どもの両親も

読み書きができないことが多く、数字やアル

ファベットの読み書きを学ぶため、デイケア

センターに来ることもあります。 

チ

クジャラに住むお母さんと子ども達 

 

健康診断 

８．主な活動成果 784人の子どもがデイケアセンターや学校で適切な教育を受け、教育に必要な学用品（制

服・鞄・文房具など）を受給、更に定期的な健康診断を受けました。また特に貧しい家庭

の子どもはグッドネーバーズから学費支援を受け、通学を続け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 国境なき子どもたち 

２．プロジェクト

名 

世界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 世界8ヵ国と地域 

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。 

７．実施した活動

内容 

世界 8ヵ国と地域のニーズにあわせて下記の活動を展開 

＊ 自立支援施設や、チルドレンセンターの運営 

＊ 非公式教育や職業訓練機会の提供 

＊ 大規模自然災害被災児への教育・生活支援 

＊ 未成年収監者へ教育・職業訓練および法的サポートの実施 

 

８．主な活動成果 海外の約8千人の子どもたちに、教育及び自立支援を提供することができた。 

 

９．活動写真 

 

 

大型台風ハイエンで被災した学校。KnKは近くにチルドレンセンターをオープンした。（フィリピン／レイ

テ島） 

 

シリア難民キャンプ内の学校で子どもたちに音楽や演劇などの情操教育を提供している。（ヨルダン／ザ

アタリ難民キャンプ） 
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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)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2,100

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 乳幼児の適切な栄養」に関するTOT研修 

   保健センター・スタッフ対象診療技術強化研修フォローアップ会議 

2月 保健ボランティア対象「乳幼児の適切な栄養」に関する研修 

   保健センター・スタッフ対象診療技術強化研修フォローアップ会議 

3月 MSGによる離乳食教室開催支援 

   保健センター・スタッフ対象診療技術強化研修フォローアップ会議   

4月 MSGによる離乳食教室開催支援 

5月 保健センター対象：2012年度振り返りと2013年度活動計画作成 

6月  郡保健局対象：2012年度振り返りと2013年度活動計画作成 

7月 MSGによる離乳食教室開催支援 

8月 MSGによる離乳食教室開催支援 

9月 MSGによる離乳食教室開催支援 

   保健センター対象：2012年度振り返りと2013年度活動計画作成 

10月 シェア年次計画会議 

11月 MSGによる離乳食教室開催支援 

12月 郡保健局による乳幼児健診活動の実地監督支援 

通年 乳幼児健診活動強化支援 

   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 

   郡保健局運営支援 
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   保健センター開設・運営のための会議支援 

８．主な活動成果  対象村79ヶ村のうち79ヶ村（91％）で、最低1回乳幼児健診が実施された（年間目標：

65％）。 

 いくつかの保健センターは、当会の支援がなくとも、自主的に健診活動の計画を策定

し、自主的な健診運営ができるようになった。 

 保健ボランティア・保健センターによる健診やコミュニティ活動のレポーティングが

定期的に提出されるようになった。この報告により、郡保健局が地域に住む栄養不良

児の実態や課題を把握できるようになった。 

９．活動写真 

 

Mother Support Groupによる離乳食教室の様子 

 

保健センターからの報告をまとめた地域の子どもの健康に関するデータを発表する郡保健局長 
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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 

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。 

 

CCH内の小学校で学ぶ子どもたち 

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。 

 

農村で開催するロードショー 

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。 

 

 

  



11 
 

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。今後は

各地域で住民自身が支援センターの運営を担えるようになることを見据え、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。 

・子どもたちが日中集まり、勉強や遊びの機会が得られるセンターの設置、運営。 

・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） 

・センターを運営している地域限定で、6月の児童労働反対世界デ―にあわせ、バングラデ

シュ社会に広く課題の存在を訴えるキャンペーンを実施。 

８．主な活動成果 ・ダッカ市内の4つのセンターで、運営を一部でも任せられるようになることを目指して、

各地域で住民有志によるグループを結成することができた。 

・バングラデシュ社会に広く課題の存在を訴えるキャンペーンを実施し、関心はあっても

活動に関わるきっかけがなかったという、大学生など若い世代の積極的な協力が得られ、

他のNGO関係者とあわせて120人ほどが参加してくれた。これをきっかけに、類似の活動を

行うNGOと定期的な会議が持てるようになり、2014年度以降の協働の枠組みができた。 

９．活動写真 

 

家事使用人の少女たちが通うセンターの様子 

 

キャンペーンに参加してくれたダッカの大学生た

ち。 
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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。 

 

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、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）での出産に必要な備品キット（消毒液、お産パ

ッド等）1000セットを提供 

2）ムコルウェでのマタニティハウス（出産待機ハウス）の建設 

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 145名を対象に妊娠・出産に関する意識や行動を変えていくためのコミ

ュニケーション教育に関する研修を実施 

2）母子保健推進員を 10名育成（ムコルウェ） 

2）母子保健推進員による家庭訪問を通した妊娠・出産に関する情報提供の実施、保健施設

での産前・産後検診の促進、出産計画・準備支援 

3．最終調査 

1）プロジェクト最終年として最終調査の実施 

 

８．主な活動成果 妊娠・出産によって命を落とすケースがなく

なった。 

・マタニティハウス第1号が2011年8月にオー

プンしてから、2013年12月末までに648名の

妊婦が利用し、フィワレ保健センターでの出

産の介助を受けた。 

・フィワレ保健センターでの出産が2010年の

290件から2013年の398件に増加した。 

 

マタニティハウス第2号をプロジェクト地区

のムコルウェ村に建設するとともに、同村で

啓発教育活動を行う母子保健推進員を新た

に10名育成し、地域の女性たちが安心して出

ムコルウェ村に建設したマタニティハウス第2号 
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産介助を受けられる環境整備を進めた。 

 

母子保健推進員は村の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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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。 

孤児院での衛生啓発：寸劇を通して説明した

後の質問コーナー 

孤児院での衛生啓発：子どもと目線を合わせ

て話すファシリテーター 

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。 

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 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。 
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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・ウダイプル地区 農村自立支援事業 

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 インド・ウダイプール地区 

５．支援対象者  インド・ウダイプール地区 子ども達および地域住民500人 

６．事業実施の背

景と必要性 

インド・ウダイプル地区でも最も隔絶された村落の一つで、インフラが整備されていない

ウダワド村。また、収入が安定してないことで村人は貧困状況の中で生活しており、2009

年度から人々の自立に向け支援を開始しました。2012年度までに学校建設と井戸補強、保

健衛生の教育の提供により、子どもの就学の定着化と、女性労働の緩和、村民の栄養改善

を行っています。2013年度も引き続き保健教育・健康改善のためのプログラムを行ってい

きます。 

７．実施した活動

内容 

村人の保健衛生の知識を高め、健康向上の活動を行った。具体的には学校敷地内に、スク

ールガーデンを設置し薬草や野菜類などの苗木を植え、学校に通う生徒とその家族がそれ

らの植物を育て健康のために使えるようなセミナーを行った。また、家庭訪問を通じた女

性の保健教育に対する意識付けに取組んだ。 

 

８．主な活動成果 ・村人の保健衛生知識の向上 

・助成の保健教育に対する意識の向上 

・アロエベラ、アドゥルサ、トゥルシー(ホーリーバジル）、カキドオシ、アンドロカスミ

ソウ、プナルナーバ、ニーム、インドボダイジュ、レモングラス、カッシア、トマトなど

のハーブや野菜類の草木を植えたガーデンの完成 

９.活動写真 

 

ハーブガーデン① 

 

 

ハーブガーデン② 
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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 

○アンコール小児病院教育プログラム／地域医療支援・保健教育プログラム 

○ラオ・フレンズ小児病院医療施設建設事業／衛生予防指導事業 

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 〇カンボジア王国・シェムリアップ市、周辺地域 

〇ラオス人民民主共和国・ルアンパバーン州 

○ミャンマー連邦共和国・ヤンゴン管区（現地NGOの小児モバイルクリニックへの支援） 

５．支援対象者  〇カンボジアの医療従事者、地域住民 

〇ラオス・ルアンパバーンの医療従事者、地域住民 

○ミャンマー・ヤンゴン管区 チャウタン郡の 6村の地域住民（2013年 7月～1月） 

６．事業実施の背

景と必要性 

カンボジアはポル・ポト政権による知識階級への弾圧の結果、1979年には全国でわずか 40

人の医師が残るのみとなり、その後の内戦により現在も医療関係者の不足が課題となって

いる。アンコール小児病院（AHC）では、これからの医療を支える人材育成、住民への健康

教育の啓発が必要と考え、これらに関する活動を行っている。開院より 14 年目を迎えた

2013 年、AHCが自立を迎えることとなり、規模を縮小してAHCに支援を続けながら、これま

での経験と知識を活かし、次のプロジェクトとして、医療に関してニーズの高いラオスに

て、小児医療支援を開始させた。 

また小規模ではあるが、ミャンマーにおいて現地NGO「ゴールドミャンマー」の実施する小

児を対象としたモバイルクリニックへの支援も開始し、医療へのアクセスが困難な地域の

子どもたちへ医療の提供を行う。 

７．実施した活動

内容 

【カンボジア】 

・医療教育センター及びアンコール小児病院にておいて、医療従事者及び医学生や看護学

生への教育プログラムを実施。 

 

・保健センターへの医療支援、医療従事者への医療教育の実施、地域住民に対する健康啓

蒙活動を実施。 

 

【ラオス】 

・ラオ・フレンズ小児病院の建設。 

・病院スタッフの新雇用と教育。 

 

【ミャンマー】 

・ヤンゴン管区の 6村を対象に７ヵ月間のパイロットプロジェクトとして、計 12回の小児

モバイルクリニックを実施。アメリカや日本の医師がアドバイザーとして参加し、ミャン

マー人で構成された医療チームに対し医療指導を行った。 

 

８．主な活動成果 【カンボジア】 

・継続的な医療教育を 99セッション開講し、4,362名が参加。看護教育に関 
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しては 118セッションの講義に、6,436名が参加。 

・国内外での学会や研修にスタッフが参加し、他国の事例を共有することで、 

管理方法や最新医療科学について学ぶ機会を得た。 

 

【ラオス】 

・11月末にルアンパバーン保健局とMoUを正式に締結。ラオ・フレンズ小児病院 

の建築を開始。プロジェクトスタッフとして新しくラオス人の雇用をはじめ、 

スタッフ教育を開始した。 

 

【ミャンマー】 

・ヤンゴン管区の 6村において計 12回の小児モバイルクリニックを実施し、 

663名が診察を受けた。クリニックを実施した結果、対象地域における 

栄養不良や身体発達の遅れのある子どもたちの健康状態を知ることが出来、 

今後の活動計画の指標となった。 

９．活動写真 

 

ミャンマー：子どもたちへの栄養教育 

 

カンボジア：ろ過器の設置により安全な水が飲める 
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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／保護が必要な子どもの支援 

４．活動地域 ベトナム、アフガニスタン、マラウイ 

５．支援対象者  出産に危険が伴う母親、誕生後の保護が十分でない子どもたち 

安全な水が手に入りにくく、不衛生な環境での生活を強いられる子どもたち 

６．事業実施の背

景と必要性 

途上国の妊産婦および赤ちゃんを取り巻く環境は、保健施設や専門家、人々の知識の不足

などにより、大変厳しく、妊産婦死亡率は10万人当たり290人（日本は同6人）、1歳未満の

乳幼児の死亡率は1,000人中44人（同2人）に達しています。出産時の保健施設や人材の不

足、不衛生な自宅での出産や、出産に伴う危険に関する知識の欠如、不衛生な水の摂取、2

歳の誕生日を迎えるまでに適切な栄養を摂取できていないことなどにより、5歳未満児死亡

率は1,000人中63人となっています。 

７．実施した活動

内容 

＊ほとんど検診を受けることができないベトナムの妊産婦 

ベトナムの少数民族が暮らす地域では、医療施設もほとんどなく、検診の必要性の理解も

不足しており、妊産婦死亡率・乳幼児死亡率も著しく高いのが現状です。WVJはこの様な地

域において、保健環境の改善や啓発を通して、妊産婦や新生児の健康改善の支援を行いま

す。 

＊世界で最も女性と子どもが生きることが難しい国、アフガニスタン 

長年の内線と不安定な政権により、世界最貧国の１つであるアフガニスタンでは女性と子

どもの保護が十分ではなく、宗教・文化的理由から、女性は男性医師の診療を受けられま

せん。WVJは、医療施設や専門家が著しく不足している地域で、助産師や看護師育成のため

の施設や教育の整備を行い、妊産婦や5歳未満乳幼児の死亡率の改善に貢献します。 

＊妊娠・出産に関する正しい知識が乏しいマラウイ 

特に貧困の厳しい地域では数少ない保健センターのほとんどで電気・水道が通じず、必要

機器も不足し、緊急時に対応できる体制もありません。また、妊娠・出産に関する正しい

知識が不足しているため、多くの母親が不衛生な自宅で出産しています。WVJは医療施設の

建設や、電気・水道施設の設置に加え、妊産婦や地域住民に対して、正しい妊娠・出産や

母子保健や栄養についての啓発活動を行います。 

 

※2013年11月現在、上記事業は児童保護募金により予定している活動の一部です。今後、

現地状況等により変更となる可能性があります。不測の事態により活動中止となった場合

は、他の地域での児童保護支援のために役立たせていただきますので、ご了承ください。 

 

８．主な活動成果 2014年2月に報告書発行予定 



20 
 

９．活動写真 

 

小児検診を受ける子ども（アフガニスタン） 

 

お母さんたちに栄養ある料理方法を指導しているところ（ベトナム） 

 


