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１．団体名 特定非営利活動法人 ICA文化事業協会 

２．プロジェクト

名 

インド国、ビハール州における村落開発事業 

３．該当の申請分

野 

教育支援／農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 インド国 ビハール州 マデープラ郡 

５．支援対象者  2ヶ村 （Gopalpur村：人口約4000人, Rohta村：人口2200人）の住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

インド北東部に位置するマデープラ郡は、         完成した農業指導に関する教科書 

コシ川の反乱で昔から洪水、旱魃、飢饉が多く発生する地域

であり、現在も2008年の洪水の被害がそのまま残され、最も

開発の遅れた地域の一つである。また、この地域には男女差

別、児童労働、移民問題、搾取、低教育、貧困、低い農業生

産性、灌漑がないなど、多くの問題があり、解決のためには、

根強く残されているカーストやジェンダー問題も視野に入

れたコミュニティ開発が必要である。これまでコミュニティ開発会議をする場所が確保で

きず、高いカーストの協力者の自宅中庭で行っているため、最も低いカースト階級の住民

は会議の場に入ることができずにいた。その問題を解決するため、昨年から外務省の支援

で、初めて3つの村でコミュニティセンターを建設した。今後はこれを拡大することで、現

地に根強く残っているカースト制度の壁を超え、カーストの高い人々とカーストの低い

人々が共に村の発展のために話し合うことが出来るようになる。教育については、現在子

供達300人のところ100人しか教育を受けられないという教育施設の絶対的な不足と、教師

の不足、大人は人口の99％が読み書き出来ないという現実があり、ICAとしては今年度にコ

ミュニティセンターを建設する予定の2ヶ村を含めて、合計5ヶ村でコミュニティセンター

の建設と同時に、識字率をあげる教育の推進を実施する。また、農業については、日本人

の専門家により堆肥作りや接ぎ木の指導を行う予定である。これにより将来的に村の発展

に必要な施設と人材の確保をしたい。 

 

７．実施した活動

内容 

• 農業指導に関する教科書の作成 

８．主な活動成果 • 農業指導に関する教科書の作成 
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１．団体名 学校法人アジア学院 

２．プロジェクト

名 

アジア・アフリカの農村指導者養成事業 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 栃木県那須塩原市 

５．支援対象者  アジア・アフリカ・中南米からの16カ国から集う32名 

６．事業実施の背

景と必要性 

アジア・アフリカの農村地域において、近代農業やグローバル経済の流入により村落は慢

性的な貧困などの問題を抱えている。その解決策として食糧の自給、住民自らが参加する

地域開発焦点を置き、環境に負荷のかからない有機農業の普及や社会的弱者への配慮持続

可能な村落開発を実現させる必要がある。 

 

７．実施した活動

内容 

招聘した15カ国からの留学生29名と日本人3名に対し、草の根の指導者として必要とされる

地域開発および有機農業の技術などを得るためのプログラムを予定通り行い、卒業した留

学生全員が帰国した。 

 

８．主な活動成果 アジア学院を卒業した留学生29名が、帰国後

に地域住民に対する農村開発プログラムに

従事した。また、日本人学生は2名が2014年

度の研究科生としてアジア学院での学びを

深め、また1名が東南アジア各国の卒業生団

体のボランティア研修生として自主的に農

村開発活動に取り組んでいる。タンザニアの

卒業生は、学院で学んだ有機農業技術や持続

可能な農業の普及活動、孤児に対する教育活

動などを奉仕する指導者としての立場から

地元の人々に対し行っている。この例に限ら

ず、地域の人々に寄り添う草の根の指導者と

して、有機農業の普及、女性支援、教育普及

活動など、アジア学院で得た知識や経験を活

かし、卒業生たちが様々な活動に勤しみ、宗

教や人種が異なる人々と共生する社会作り

を目指している。 

 

実践を取り入れた授業の様子(field management 

activity) 

 

米の収穫 
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１．団体名 公益社団法人 アジア協会アジア友の会 

２．プロジェクト

名 

農業・農村開発支援：安全な飲料水（井戸）供給事業 

教育支援：初等教育普及支援事業 

３．該当の申請分

野 
教育支援／農業・農村開発支援 
 

４．活動地域 インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、バングラデシュ  
フィリピン、ミャンマー 、ラオス  

５．支援対象者  農村貧困層の女性や児童 

６．事業実施の背

景と必要性 
＜農業・農村開発支援＞ 
現在、世界中で安全な水を得ることが出来ない人は、約7億7,000万人いると報告されてい

ます。その内の43％はアジアの国々の人であり、その多くは農村にて生活を送っています。

安全な水を手に入れ、その水で手を洗うことにより、水が原因の病気で死ぬ原因の56％を

取り除くことができます。井戸が近くに出来ることにより、これまで1km～3kmまで水くみ

に出かけていた時間を減少させ、子どもが学校へ行く時間が増え、識字率が向上します。

女性の生産性があがり、収入を向上させることができます。この一連の効果が、貧困緩和

の第一歩となります。従って安全な水へのアクセスが少ない、アジアの農村に井戸やパイ

プラインを設置することが必要なのです。 

 
７．実施した活動

内容 
＜水事業＜農業・農村開発支援＞ 
2013年度、本会はアジア5か国の農村36地域に、井戸及びパイプライン55基を設置するこ

とができました。約986世帯（約5,916人）に安全な水と生活の向上をもたらすことが出来

ました。本会及び現地団体の適宜の集会と啓発活動により衛生と健康に関する意識変化を

もたらすと同時に住民との信頼を構築することができ、今後の活動への発展をもたらすこ

とが出来ました。 
 

８．主な活動成果 インド 3基、カンボジア 21基、ネパール 16基、フィリピン 6基 
ミャンマー 4基 
 

９．活動写真 

 

インド・ガッチロリ県の井戸 
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水道式井戸の前で（ネパール） 
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１．団体名 特定非営利活動法人 WE21ジャパン 

２．プロジェクト
名 

先住民族の命と暮らしと文化を守る 
‐フィリピン・ベンゲット州における鉱山開発地域の生活と環境回復‐ 

３．該当の申請分
野 

農業・農村開発支援 
 

４．活動地域 フィリピン・ベンゲット州キブンガン郡ルボ村 

５．支援対象者  地域の農民および住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

活動地であるルボ村は、大規模な露天掘りによる鉱山開発によって、コミュニティが崩壊
し、多くの田畑を失うなど大きな被害を受けた。会社の倒産後に住民は少しずつ戻り、跡
地周辺で細々と暮らしているが、補償はなく、土壌汚染の状況も分かっていない。土壌調
査により汚染状況を把握し、土壌環境を改良する必要がある。また住民は主に野菜栽培で
生計をたてているが、露天掘りに加え、農薬と化学肥料の多投により土地は疲弊し、州政
府も数年前から有機農業を推進する姿勢を打ち出していることから、有機農業への関心が
高まっている。 

７．実施した活動

内容 

①現地の植生に適しているアルノス、カリエンドラ等といった樹木の苗木を育苗した。炭
作りは悪天候が続いたため実施できなかった。購入した堆肥を活用し、鉱山開発跡地にコ
ミュニティ共同で育てた苗木を植林した。 
②炭作りと合わせて木酢液づくりも実施できなかったため、購入した木酢液を活用し、有
機農業の実践を行った。 
③専門家として現地森林官を派遣し、現地の素材を生かした木酢液作りの方法や、植林技
術、苗木育成法の指導が行われた。 
④鉱山跡地の汚染状況を把握するため土壌調査を実施した。現地森林官により、植生にあ
った植林方針が共有された。 
⑤住民組織の強化のため、組織運営のためのリーダーシップ研修、環境保全のための環境
フォーラムが実施された。 

８．主な活動成果 ①期間中に300本のアルノス（ハンノキ）の苗木、400本のカリエンドラ（ネムノキ）の苗
木、150本のジェムリーナの苗木が植樹された。 
②購入した木酢液30袋、牛糞50袋が苗木場を中心に活用された。有機農業は2家庭で実践さ
れ、レギューム（マメ科）、カボチャ、トマト等の野菜、アラビカコーヒー等が栽培され
た。 
③現地森林官の指導により、住民たちはコケを使ったマルチングや、適切な苗木の配置や
種の蒔き方の技術を取得した。 
④ベンゲット州立大学の協力の下土壌調査が実施された。大学の設備の関係で、調査結果
はまだ受け取れていない。専門家より、活動地がベンゲットマツを中心とした植生である
ことが共有された。 
⑤組織強化のためのリーダーシップ研修が行われ、住民たちは事業を実施する上での協議
とチームワークの必要性を学んだ。環境フォーラムでは行政の森林官ジュリアン・コリン
氏より国・地方行政の環境政策や、アグロフォレストリー（森林栽培）の指導が行われた。 

９．活動写真 

リーダーシップ研修 ワークショップの様子 
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自然の素材を生かした木酢液作り講習 
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１．団体名 公益財団法人 オイスカ 

２．プロジェクト

名 

「子供の森」計画 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 アジア・太平洋地域を中心に、33の国と地域（2013年度末現在4,650校で実施） 

５．支援対象者  子ども・教員・学校・地域住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

気候変動や生物多様性の減少等により特に開発途上国では自然災害や干ばつ、水不足等の

被害が多発しています。自然や生物多様性を尊び、自らの故郷の未来のために活動する人

づくりが必要となっています。 

７．実施した活動

内容 

各国で学校・地域単位で子どもたちの植林活

動や環境教育の支援を実施した。 

○青少年を対象に、体験型環境教育プログラ

ム（植林、育苗、堆肥づくり、農業体験、再

生可能資源のリサイクル・リユース活動、環

境保全や生物多様性保全に寄与する地域の

伝統的技術の伝承等）の実施 

○事業実施地域の子どもたちとの交流・相互

理解プログラムの実施 

○農村リーダーの育成（実施校の教員、PTA、

プログラムの調整員等を対象とした研修等） 

○学校への環境整備・教育支援（教育文具・

用具等支援等） 

 

2013年9月「子供の森」計画スタート（トンガ） 

 

木と生き物のつながりを学ぶ（パプアニューギニ

ア） 

８．主な活動成果 ○世界各国の青少年たち及び地域住民の環境保全に対する意識の向上及び環境保全活動の

実践能力の向上による農村開発へつながった 

○地球緑化（世界で約10万本、約98haの植林）及び、生物多様性保全へつながった。 
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１．団体名 公益財団法人 国際開発救援財団（FIDR「ファイダー」） 

２．プロジェクト

名 

コンポンチュナン州農村開発事業 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 カンボジア・コンポンチュナン州ロレイアッピア郡内3地区25村、ボリボー郡内2地区14村 

５．支援対象者  39村 約26,000人（5,857世帯） 

６．事業実施の背

景と必要性 

カンボジアの人口の8割以上は農村で暮らしており、ほとんどの人々は稲作を行っていま

す。しかし、天水に頼った農法は、毎年の天候に大きく左右されるため安定した収穫を得

るのは難しいのが現状です。また、家庭菜園や家畜飼育、かご作りなどからも収入を得て

いるものの、その規模は小さく、人々は慢性的な食糧不足に悩まされています。さらに、

一年を通じて衛生的な水を得るのが難しく、人々は健康を害することが頻繁にあります。 

７．実施した活動

内容 

①農業の生産性向上：稲作技術・家庭菜園トレーニング、養鶏・養魚の導入 

②食生活及び衛生状態の改善：身体測定、栄養・公衆衛生に関するワークショップ 

③情報及び経験共有の促進 

８．主な活動成果 当事業 3年目の当年度は、SRI稲作技術研修に

より SRI 農法を導入した世帯数が 1,833 世帯と

昨年の 780 世帯から 2 倍以上となりました。収

量も平均 4.2t/haとなり、SRI農法の効果が十分

に発揮されました。 

家庭菜園は 1,256世帯（昨年度 312世帯）、養

鶏は 1,076 世帯（昨年度 264 世帯）が取り組み

始め、飛躍的な広がりがみられました。 

こうした変化を家族、特に子どもたちの健康

改善に結びつけるため、５歳以下の児童（約

2,000人）の身体測定を年２回実施し、基礎デー

タを収集しました。村落保健ボランティア 114

人を対象とする栄養や公衆衛生、母子保健に関

する研修と、1,198人の母親を対象にした幼児向

けの補完食づくりのデモンストレーションを実

施しました。 

地域内での情報および経験共有を促進するた

め、村長、地区評議会メンバー、篤農家、若手

農家ら計113名を対象に、リーダーシップとネッ

トワークの強化をはかる研修を３回開催しまし

た。 

 
調理実習でつくったおかゆを食べる子どもたち。

FIDRは子どもたちの健康改善のため、栄養バランス

のとれた食事の指導を行っています。 

 
5歳以下の子どもの身体測定を年2回実施しました。

慢性的な栄養不良を示す子どもが多い地域で、支援

活動が子どもの成長にもたらす変化を調査しまし

た。 
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１．団体名 特定非営利活動法人 ジーエルエム・インスティチュート 

２．プロジェクト

名 

シンズリ郡丘陵地帯における環境調和型農業を通じた農民の生計向上支援事業 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 ネパール連邦民主共和国シンズリ郡クセスワ・ドゥムジャ村 

５．支援対象者  上記活動地域に暮らす地域住民、910世帯、約5,800名。 

６．事業実施の背

景と必要性 

事業地が位置するシンズリ郡はその急峻な地形から社会インフラが未整備のエリアが多

く、19郡からなる中部開発区域の中でも最も貧困率が高い郡の1つである。事業地クセス

ワ・ドゥムジャ村は、先住民族や低カーストの住民が人口の7割強を占めており、貧困率は

59.4%とネパールの中でも相対的に高い。地理的な制約から農業技術の普及が進んでおら

ず、住民は依然として市場性の低い慣習的な農業を営んでいる。生計向上のためには、地

域資源を活用しながら農業生産環境を整備し、市場性のある農産物栽培へと移行しいてく

ことが課題となっている。 

７．実施した活動

内容 

①果樹・野菜栽培技術の普及：過去の事業により地域に適した果樹として選定された日本

品種の柿、温州ミカンの普及を継続する他、ライム、トマトハウス栽培、ブロッコリー、

カリフラワー、キャベツや玉ねぎの栽培技術指導を実施した。また、地域に自生する植物

と家畜の尿を用いた有機農薬作りの研修を実施した。 

②家畜飼育・ミルク生産技術の支援：飼料作物を長期保存する技術であるサイレージ研修

を行った。またミルク販売の環境整備のため、ミルク協同組合編成に係る調査を実施した。 

③土壌保全技術の普及：過去の事業で実施した家畜飼育を活かした堆肥作りおよびミミズ

堆肥作りの技術普及を継続し、さらに家畜の尿を利用した液肥作りの研修を実施した。土

壌保全のための等高線栽培の普及に向けて、土壌侵食防止と飼料供給の観点から効果が高

いネピアグラスを選定した。 

④小規模灌漑の設置：灌漑整備が進まず乾期の農業生産が限定的になっている地域におい

て、小規模灌漑設備の設置を進めた。 

８．主な活動成果 ①これまでの事業のフォローアップ活動と、本事業による新たな普及活動によって、110世

帯が市場性のある果樹・野菜栽培を実践している。地理的条件に適った高価値農産物の収

穫と販売が一部開始し、新たに栽培を開始する周辺農家が出てきており、生産モデルが徐々

に地域コミュニティに根付きつつある。 

②新たに42世帯がサイレージによる栄養管理について学んだ。さらに、事業地全エリアを

対象に、ミルク協同組合編成の実現可能性調査を実施され、供給体制の整備が始動された。 

③これまでの事業のフォローアップ活動で10世帯がミミズ堆肥を野菜栽培に活用し、モデ

ル農家によって野菜の生育状況が良いことが確認されている。また篤農家によって液肥の

効果が確認されており、事業地において研修へのニーズが高まっていることから、今後、

周辺世帯に普及拡大する基盤が整った。加えて、土壌浸食防止と飼料供給の観点から効果

が高い飼料作物が選定され、植付けの時期となる雨期に、普及拡大する基盤が整った。 

④過去の事業で灌漑を建設した179世帯を対象に、本事業でワークショップを開催し、持続

的な運営管理体制が整い、裨益住民は乾期の野菜栽培を開始している。また、別のコミュ
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ニティにおいて小規模灌漑設置と貯水池整備に関するワークショップを開催し、裨益住民

によって作業日程が立案され、作業が開始された。 

９．活動写真 

 

有機農薬作り研修 

 

灌漑運営管理ワークショップ 

 

 

  



12 
 
 

１．団体名 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会 

２．プロジェク

ト名 

デバトール地区流水域開発と有機農法普及事業 

３．該当の申請

分野 

農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 インド、タミルナドゥ州ディンディグル県オダンチャトラム群２か村 

５．支援対象者  ２か村の農民2,180名 

６．事業実施の

背景と必要性 

この事業地は年間の降雨量が650mmと極端に少なく、農業による生産が困難となっている。

雨の不足によって地下水位も下がり、飲料水の確保も困難となり、健康面への影響も出て

いる。農業を生業としている地域なので降雨量の不足は死活問題で都市部に出稼ぎに行っ

たり、移住する人たちも増加してきている。 

また、農業生産を上げるために無理に化学肥料、農薬を使用して土壌の劣化を招いている。

そして肥料の購入のため借金をしているため農業生産が上がらないと現金収入もなく負債

だけが残る結果となり貧困化の原因となっている。治水能力を回復させるために植林や農

耕地の回復と土壌改良をしていく方策が急務となっている。 

７．実施した活

動内容 

①流水域の治水工事・・・農業用貯水池3基、保水用堤建設、チェックダム 

②植林・・・建築用樹種、飼料用樹種、果樹 10,008本 

③有機肥料づくり研修 2回、視察旅行研修2回（各回80名参加） 

８．主な活動成

果 

①治水工事・・・耕作地75ヘクタ

ールに農業用水を供給することが 

可能となり、農業生産をあげるこ

とができた。 

②植林・・・農耕地への植林は他

の作物を保護し、果樹は２年後に

は 

収穫できるようになる 

③有機肥料づくり研修・・・自分

で肥料が作成できる技能を修得で

きるようになり、農地に施肥して

生産が向上したり、化学肥料購入

経費が削減できるようになった。 

 
治水工事でできた農業用池 

 

有機肥料（ミミズ堆肥）づくり研修 
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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 ヒマラヤ保全協会 

２．プロジェクト

名 

カリコーラ植林プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援／環境保全・環境教育 

４．活動地域 ネパール国カリコーラ地域 

５．支援対象者  事業実施村に暮らす全住民 

６．事業実施の背

景と必要性 

ネパール山村僻地ではインフラが満足に整備されておらず、森林資源に極度に依存した生

活を送り、森林伐採がすすんでいます。環境保全のために植林が必要です。 

７．実施した活動

内容 

2.5万本の植樹。 

住民の労働軽減。 

 

８．主な活動成果 ○苗木の育成 

苗木をさらに育成します。 

○植林地（里山）の植樹 

集落の周辺地域（里山）に植林します。 

○森林資源を活かした生活改善 

燃料用の薪の運搬をできるだけ近い地域からすることにより、住民の労働軽減をします。 

 

① カリコーラ地区：急勾配での植林の様子 

 

 

② カリコーラ地区：苗木の育成の指導の様子 
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１．団体名 緑のサヘル 

２．プロジェクト

名 

コングシ地域における農業生産性と現金収入の向上による生活改善プロジェクト 

３．該当の申請分

野 

農業・農村開発支援 

 

４．活動地域 ブルキナファソ 中央北部州 バム県 コングシ地域 

５．支援対象者  対象地域の3村 

６．事業実施の背

景と必要性 

対象地域では、栽培地は砂質土壌であるため雨季の集中的な降雨により浸食が発生しやす

く、栽培条件が悪化している。また、降雨の不足や不順に加え、地力低下による成育不良

や収穫量の減少も深刻で、地域の穀物生産量は30年前の1/4以下にまで低下している。この

結果、収穫後3～4ヶ月分の穀物しか確保できていない。 

家計支出の約20%は食材の購入に充てられている一方で、家計収入のうち25%以上が農産物

の販売によって得られている。すなわち、農地は主食となる穀物を栽培する生産地である

と同時に、換金作物の栽培を行なう経済活動の場でもあることが明らかである。 

このように、当該地域における食の確保を図るためには、生産性の向上と現金収入の改善

に向けた取り組みが必要である。とりわけ後者については、家庭経済における女性の役割

に注目しなければならない。 

７．実施した活動

内容 

1．栽培地の浸食を防止し、栽培条件の改善を図る（ディゲット設置）。 

2．栽培地の地力改善を図る（堆肥投入されたザイ技術による栽培）。 

3．現金収入手段の改善を図る。 

８．主な活動成果 1-1: 3村において、36.78haの栽培地に石のディゲットが設置された。 

2-1: 3村90の作製穴の全てが利用され、堆肥が作製されている。 

2-2: 3村90haの栽培地のうち88.24haでザイ農法が実施された。実施率は、98%である。 

3-1: 3村で計80名の女性が羊の飼育と肥育を行ない、販売によって平均で20,316cfa（約

4,424円）の利益を得た。 

3-2: 3村で80頭の子羊が生まれ、全て元気に育っている。 

９．活動写真 

 

ディゲット（石堤）や堆肥を用いたザイ農法の実施により、栽培地の生産性が向上しています。 
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住民による継続を考慮し、村内での子羊繁殖を始めました。女性たちの意欲も高まっています。 

 

 


