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平成 28（2016）年度事業報告 

【平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日】 

 

 

A. 環境保全事業 （当該年度：総事業収入 56, 899,858 円、総事業支出 58, 620,501 円） 

1. ケニアにおける水・衛生環境に配慮した総合村落開発支援（ケニア・カカメガ県） 

 

2. 琵琶湖周辺域における地域の生物多様性保全モデルの構築（日本・滋賀県） 

 

B. 技術協力事業 （当該年度：総事業収入 3, 174 円、総事業支出 445, 555 円） 

1. フィリピン産業復興支援（フィリピン・レイテ島） 

 

C. 保健医療事業 

実施なし 

 

D. 緊急災害援助事業 （当該年度：総事業収入 333, 667,756 円、総事業支出 345, 051,860 円） 

1. 東日本大震災被災者支援（日本・宮城県、岩手県他） 

 

2. シリア人道支援（ヨルダン・ザルカ県他） 

 

3. ミャンマー少数民族人道支援（ミャンマー・カレン州） 

 

4. 2014年のガザにおける人道危機の被害者に対する支援（パレスチナ暫定自治区ガザ地区） 

 

E. 調査事業 （当該年度：総事業収入 2, 443,844 円、総事業支出 2, 220,142 円） 

1. 調査・評価                           

 

F. 広報啓発事業  （当該年度：総事業収入 4,274,117 円、総事業支出 5,762,497 円） 

1. 広報啓発                           

 

～用語説明～ 

 

1. エコサントイレ 

エコロジカルサニテーション（環境衛生式）トイレの略。NICCO が過去にベトナム、マラウイ、ケニア等

で導入したモデルはし尿（便と尿）を分離して処理し、栄養分の多い尿はすぐに希釈して畑に還元し、

便は便層に滞留させ、灰をかけて pH を上げてアルカリ性にすることで半年程度かけて衛生化し、土壌

改良剤として畑に還元することが可能となる。 
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平成 28（2016）年度事業報告概要 

 

2016 年度の NICCO は、刻々と変化する国際情勢、変動する地球環境に合わせ、緊急人道支援、環

境に配慮した自立支援、人材育成をアジア、中東、アフリカで実施した。 

緊急人道支援では、中東において、ガザでの戦闘やシリアでの紛争によって苦しむ中東の一般市民に

対して支援を実施したほか、アジアでは日本と歴史的つながりが深く近年民主化の動きが加速している

ミャンマーで少数民族の帰還支援を実施した。日本国内では、震災から 6 年目を迎えた東日本大震災や

熊本の復興支援にも引き続き全力を傾けて取り組んだ。 

コミュニティの経済的発展と環境の保全を両立させながら持続可能な社会を目指してケニアや滋賀

県東近江市にて、地域住民の経済的自立支援を実施した。 

技術協力事業として、フィリピンではハイエン台風の被災地域の家屋修繕を終え、新たに地元住民の

主な生業である農業や漁業など産業の復興を支援するための事業を立ち上げ、支援活動の内容について

現地でのヒアリングや行政との交渉を実施した。 

広報啓発事業として、途上国での自立支援や人道支援の必要性について広く市民に訴えかけるため会

誌の制作と配布、ウェブサイトなどインターネットメディアを使った情報発信、マスコミからの取材対

応、講演活動やイベントなどを行った。 

 

これらすべての活動は、会員、寄付者、支援者、役職員それぞれが出来ることを、途上国や東北の被

災者のために一丸となって行い、達成したものであると言える。 
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【A-1. 環境保全事業 ケニア】 

【公１】環境保全事業  

（当該年度：総事業収入 56,899,858 円、総事業支出 58,620,501 円） 

事業名 ケニアにおける水・衛生環境に配慮した総合村落開発支援事業 

（略称：ケニア農村） 

事業地 ケニア共和国・カカメガ郡 

事業期間 平成 26 年（2014 年）11 月から平成 29 年（2017 年）11 月（3 年） 

資金供与団体 外務省日本 NGO 支援無償資金協力、NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

マラウイにおける「包括的な村落開発モデルの構築」の実績から、ケニア共和国

において同様事業の実施を現地行政機関や関係者等から要請があり、ビクトリア

湖畔域の環境改善に貢献できる可能性が確認されたことから、カカメガ郡での活

動を開始。 

事業目的 カカメガ郡ブシアンガラ村における、エコサントイレを活用した公衆衛生改善・

農業生産性の向上、植林と改良かまどの導入による森林資源の確保、井戸修繕に

よる水資源の確保、収入向上や女性の地位向上による総合的村落開発による、ケ

ニアでの持続的な村落運営のモデル構築。 

裨益者 ブシアンガラ村：1614 世帯（8203 人）、間接裨益者数：約 23000 世帯 

事業内容 ①エコサントイレ建設 ②植林と改良かまど建設 ③井戸修繕・パイプライン建

設・水キオスク建設による上水供給 ④収入創出活動 ⑤女性の地位向上活動 

事業成果 ①エコサントイレ計 78 基の建設（学校など公共施設 55 基、家庭 23 世帯）。ビル

ダー養成及びエコサントイレワークショップの実施（約 1030 名が参加）。 

②樹木管理に関するワークショップ実施（参加者 543 世帯（約 1361 名）に約 13575

本の薪木用苗木を配布、植林を行い約 65%以上の苗の活着を確認）。改良かまどを

学校等に 10 基建設。かまどビルダー養成研修の実施。ビルダー養成及び改良かま

どワークショップを実施した（35 名が参加）。建設した改良かまどはケニアの農村

で一般的に使われている三石かまどよりも薪の使用量を削減出来ている（実験で

は約 10%の削減）、また安全性・健康面でも優れている。種苗場を建設。薪木用樹

木（3 種）と果樹（4 種）を栽培しそれぞれの苗を販売している。 

③深井戸から伸びる水道パイプの約 4km の延長（学校施設 1 校、教会 2 か所、個

人世帯等、計 1224 名に裨益）。水キオスク 4 棟の建設。井戸管理委員の組織強化。 

④有用樹・果樹ワークショップ実施（参加者 132 世帯と学校施設 6 校に約 1888

本を配布、植林し、約 70%の苗が活着したことを確認）。有用種子ワークショップ

と種子リファンド。有用樹や有用種子から加工品を製造し、近辺のマーケットで

販売。 

⑤女性の地位向上ワークショップ実施（計 21 回、1877 名が参加） 

評価・課題 ■2017 年度 11 月の事業終了に向けて、移管作業を進める。 

■水委員会を始めとした各委員会の組織力強化（特に会計面）が必要。 

■NICCO-Kenya（現地法人格）のボードメンバーの刷新。 
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ポジション 前任 後任 

Chairman サイモン シメンガ 元校長先生 

Secretary 仙道 仙道  

Treasure ベンソン ベンソン  

Member1 岡田 小野理事長  

Member2 佐藤瞳 松井先生  

Member3  ワンギラ 大学副学長。宿舎オーナー。 

■日本人・外国人のワークパーミットの取得が困難 

 始めの取得に 2 年くらいかかる。1 年更新で一人当たり年間およそ 25 万円かか

る。 

展望 新たに 120m の深井戸を建設予定で予定裨益者数は約 200 世帯、約 2000 名。 

写真報告 

  

【写真 1】フィールドデイでエコサントイレの講習会

を実施。写真中央が当会現地スタッフ（2016年 7月） 

【写真 2】農畜産業普及委員会はピーナツバターやロー

ストナッツなど農産加工品の製造・販売を行ってい

る。（2016年 11月） 

  

【写真 3】種苗場で苗の準備をする女性の地位向上委員

会メンバー（2016年 7月） 

【写真 4】水専門家（松井三郎）が井戸設備をモニタリ

ングし、井戸管理委員会と講習会や意見交換を実施

した。（2016年 8月） 



資料 a-1 

公益社団法人日本国際民間協力会 事業報告書 

6 
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【A-2. 環境保全事業 琵琶湖生物多様性事業】 

事業名 琵琶湖周辺域における地域の生物多様性保全モデルの構築 

（略称：琵琶湖生物多様性事業） 

事業地 日本国内（滋賀県東近江市） 

事業期間 平成 26 年(2014 年)4 月～平成 30 年(2019 年)3 月 

資金供与団体 トヨタ環境活動助成プログラム、経団連自然保護基金、NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

滋賀県東近江市愛知川沿岸地区は、減反政策による転作や若者の農業離れにより、過

疎高齢化を引き起こし、さらには琵琶湖水系の汚染問題をも抱えている。このような

問題を解決するため、本会は 2008 年度から 2013 年度まで滋賀県竜王町にて生物多様

性の保全と農家の収入向上を目的として冬期湛水型不耕起稲作（以下「ふゆみずた

んぼ」）の実践と普及を行ってきた。環境に配慮した米や野菜の栽培や、農家の収

入向上実績を活かし、2014 度より同活動を東近江市愛知川沿岸地区の耕作放棄地

等で行った。 

事業目的 地域の生物多様性保全を目的とした環境保全型有機農業による農作物の生産、手法

伝達、事業地近隣農家の経済的自立を通し、持続可能な共生モデルを発信すること

を目指す。 

裨益者 直接裨益者：100 人、間接裨益者：約 300 農家（東近江市の販売農家のうち主業農家

数） 

事業内容 １）これからの農業を支える人材育成 

２）環境保全や生物多様性を守るための農業の実践と普及 

３）環境保全・生物多様性保全の促進 

事業成果 今年度よりカウンターパートとなった「みのり農園」が所有する有機稲作の田んぼを利用し

て、「有機農業と環境保全、途上国の現状と当会の海外での活動」に関する講習会イベ

ントを春と秋の計２回実施した。また、滋賀県のみならず京都府や兵庫県、大阪、東京な

どから有機農業やプロバイオティクス農法（乳酸菌、枯草菌、放線菌などを使い、農薬や

化学肥料を使わない農法）を実践する農家や農業関連従事者などおよそ 50 名が集ま

り、農家交流会と称した交流会を実施した。この交流会では、互いの活動の報告や、農

業技術の討論などを行った。 

 また、無農薬の農作物の栽培については、栽培が困難と言われているイチゴの無農薬

栽培を、プロバイオティクス農法を用いて取り組んだ。 

更に、養鶏においても乳酸菌等を用いた有機飼料を使った飼養を開始し、12月から1月

にかけて肉用として出荷した。今回は初めてのため、今後、マーケットとなりそうな料理店

等に主に試供品として提供し、好評を得た。 

評価・課題 有機圃場の田んぼの田植えをアフリカなど海外からの留学生や日本人の学生など

約 30 人で行うことができたことは国内でも途上国で貢献できる有機農業の普及が

できたと評価できる。有機栽培のイチゴや有機育成のニワトリは、事業として途中

段階である。 

写真報告 
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【写真①】田植えイベントでの有機栽培の意義や手法、アフリカ

の農業と環境の現状を伝える講習会の様子（2016 年 5 月 14

日） 

【写真②】農家交流会の集合写真（2016年 11月 26日） 

 

 

地鶏の丹波黒どりの雛を搬入した際の様子（2016年 7月 23日）  
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【B-1. 技術協力事業 フィリピン産業復興】 

事業名 フィリピンにおける台風ハイエン被災地域における産業復興支援 

（略称：フィリピン産業復興） 

事業地 フィリピン・レイテ州カポオカン町 

事業期間 平成 28年（2016年）4月 1日～平成 29年（2017年）3月 31日（1年間） 

資金供与団体 NICCO 会費及び寄付金 

※現在の助成金状況は、2016 年度はＮ連に申請したが、契約に至らず、2017 年度

再度申請予定。募金箱を設置するなどのファンドレイジングを行っている。 

事業実施の 

経緯 

2013 年 11 月に発生した台風 30号（ハイエン）により被災したカポオカン町におい

て、2013 年 12 月から 2015 年 10 月まで緊急災害支援として、1650 世帯の家屋や小

学校 2 校の校舎の修復支援を実施した。しかしながら、当該地域では元々低所得地

域な上、台風によりココナッツ産業などの地場産業が大被害を受けたことから、住

民は経済的困窮状態にある。こうした状況から、地元自治体から産業復興における

支援の要請があった。そのため、事業立案に向けた調査と助成団体への申請を行う

こととした。 

事業目的 対象地域において、情報通信技術を活用し農村等の産業振興のための開発モデルが

構築される 

裨益者 8,058世帯（約 33,615人） 

事業内容 ① 支援プロジェクト案件形成のための現地調査 

② 事業実施に向けた資金調達のための助成金等への申請作業 

事業成果 ① 支援プロジェクト案件形成の調査のため、2017 年 1 月 15 日から 2017 年 1 月

24 日まで当会スタッフ 2 名を現地に派遣した。また、京都の IT 系ベンチャー企業

から 1 名も 5 日間同行した。 

 本調査では、カポオカン町における主要産業（主に農業）の現状の視察、町長・

村長らや住民との意見交換、在マニラ日本国大使館、JICA マニラ事務所、JICA 青

年海外協力隊活動地、フィリピン証券取引委員会、レイテ島にある大学や IT 関係学

校、現地法人に勤める日本人などを訪問した。 

 

② 上記の調査を踏まえ、IT 企業との連携による事業計画を作成し、外務省、国土

緑化推進機構、洛南ロータリークラブへ助成金申請書を提出した 

評価・課題 レイテ島の役場では、インターネットを使っているが、中央の行政とのやり取りや

村落からの情報収集はいまだ紙媒体が中心である。農業・漁業分野でのＩＴ関連の

人材育成や雇用創出が急務とされている。 

写真報告 
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【写真①】カポオカン町の町長・村長らと協議する当会スタッフ

岡田（左）2017年 1月 17日 

【写真②】カポオカン町で新たに取り組むカカオ栽培農家を視

察している様子。真ん中が当会スタッフ岡田。 
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【D-1. 災害援助事業 東日本大震災被災者支援】 

事業名 東日本大震災被災者支援（略称：東日本） 

事業地 日本国 宮城県、岩手県 

事業期間 平成 23 年（2011 年）3 月から 

資金供与団体 ジャパン・プラットフォーム、株式会社シュゼットホールディングス、NICCO

会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

2011 年 3 月 11 日、東北地方で発生した M9.0 の地震と津波による甚大な被害を

受け、同年 3月 13日より被災地にて救援活動を開始。その後も推移する現地の

ニーズに応えるため、心のケアやコミュニティ形成、経済復興等の支援を展開。 

事業目的 東日本大震災の被災者に対して、被災地ごとのニーズに基づいた援助を提供し、

被災地の復旧・復興を支援。 

裨益者 【漁業復興支援】気仙沼市唐桑町の漁業に従事する 746世帯、イベントなどの

参加者 2,000人。 

【食に関わる支援】被災者の子ども約 300名 

事業内容 ① 宮城県気仙沼市唐桑町において、陸上生簀施設「アルフルザ」の建設と運営

により、地域の零細漁師の漁業継続を可能とする漁業復興支援。 

② 食に関わる支援として、岩手県久慈市の小学校や陸前高田市のＮＰＯ法人と

協力して食育教室を提供し、地域の将来を担う若い世代に、地場産業への理

解を深め、被災地域の産業の活性化の支援。大船渡市の給食施設に資機材の

提供を行った。 

事業成果 ① 気仙沼市唐桑町にて、零細漁民の収入向上とコミュニティの活性化を目的と

した陸上生簀施設「アルフルザ」を建設し、2014 年 4 月に竣工した。また

運営主体となる組合の活動を支援し、同年 9月には生簀の運営を組合に移管

し、組合は 2015年 10月一般社団法人「Fish Market 38」（以下 FM38）に移

行した。FM38 は陸上生簀施設の運営と、鮮魚及び加工品の販路拡大支援を

継続して行った。FM38に登録し活魚を買い取ってもらう利用者は 68名にな

り、地域の漁師の生計向上に貢献している。また地域の子ども達への漁業体

験教室等を行うことで、地域の漁業文化の継承活動も行った。 

② 岩手県大船渡市、久慈市、陸前高田市において、給食施設設備の提供や小学

校などでの食育教室の開催など支援することで、被災した地域の地場産業、

地域活性化に寄与した。 

評価・課題 ① アルフルザを貸与している FM38 の経営について、小規模の漁師から海産物

を買い取る活動については、利用者の利便性は高く評価されている。しかし、

買い取った海産物を販売し、収益を上げる持続可能な経営には至っていない

ため引き続き販路開拓を進めて行く。 

② 食に関する支援については、単発のイベントや資機材供与が主だったもので

あった。被災地は広範囲に渡るため、地域によって被害の規模や特徴、復興

の進み方が違うため、適切なニーズを把握するには、地域でのヒアリングに
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時間をかけなくては達成できないと感じた。関西からは距離が遠いため、現

地での活動には、相応の活動資金と時間が必要になる。 

写真報告 

  

【写真①】個人漁師から海産物を買い取るＦＭ38 スタッフ（岩

手県気仙沼市 2016年 4月撮影） 

【写真②】親子参加の食育教室で地元特産のリンゴを使った

料理に取り組む参加者の親子。（岩手県陸前高田市 2017年

1月撮影） 
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【D-2. 災害援助事業 シリア人道支援事業】 

事業名 ヨルダン・ザルカ県におけるコミュニティセンター運営及びザアタリ・キャンプに

おける子ども向け心理社会的サポート事業（略称：シリア人道支援） 

事業地 ヨルダン・ハシェミット王国ザルカ県及びマフラック県 

事業期間 平成 24 年（2012 年）11 月から平成 30 年（2018 年）2 月（5 年 3 ヵ月） 

資金供与団体 ジャパン・プラットフォーム、NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

シリア紛争の勃発により発生したシリア難民の大量流入に起因する、ヨルダン人ホスト

コミュニティにおける様々な社会問題の発生と、シリア難民及びヨルダン人貧困層双方

の生活困窮に伴う社会的緊張の高まりを受けて、人道支援を開始。 

事業目的 シリア難民及びヨルダン人貧困層を対象とするコミュニティセンターの運営とザア

タリ・キャンプにおける子ども向け心理社会的サポートを通じて、生活に必要な最

低限の物資支援及び弱者層のニーズに応じた支援活動を行い、生活の困窮緩和、精

神保健及び生活能力の向上、並びにコミュニティにおける相互理解の促進に寄与す

る。 

裨益者 ザルカ県：28,248 人、ザアタリ・キャンプ：113 人 

事業内容 ①生活支援物資の配布 ②コミュニティスペースの提供 ③カウンセリングサービ

スの提供 

事業成果 ①生活支援物資の配布：シリア難民 12,000 人及びヨルダン人貧困層 10,160 人に対し

て食糧バウチャーを配布し、生活困窮の緩和に寄与した。 

②コミュニティスペースの提供：シリア難民及びヨルダン人貧困層を対象に、安心・

安全に集まれる環境において、性別や年齢層に応じた参加型のプログラムを提供し、

不足している教育機会や生活技能・必要情報の取得機会を通じて、長期化する不自

由な避難生活に起因するストレスの緩和に寄与した。 

a. 子ども向けプログラム：501 名の子ども（ザルカ市近郊：388 名、ザアタリ・キ

ャンプ内：113 名）が、描画、粘土、スポーツ、演劇等から構成される心理社会

的ワークショップ及び英語、アラビア語のコースに参加した。 

b. 女性向けエンパワーメントプログラム：613 名の女性が刺繍・編み物のワークシ

ョップ及び英語・PC 教室に参加した。また、女性向けの生計向上支援において、

40 名の女性が手工芸品やお菓子等の販売を通じて収入創出に取り組んだ。 

c. 男性向けエンパワーメントプログラム：131 名の男性が木材加工ワークショップ

及び英語・PC 教室に参加した。 

d. 啓発講座、交流プログラム等：2,875 名が、ヨルダン国内における法制度、医療、

教育等のサービスや、難民資格等、避難生活を送る上での有用情報を提供する啓

発活動及び、料理・石鹸作り、アート、スポーツ等による交流プログラムに参加

した。 

③カウンセリングサービスの提供：2,041 名が、専門家によるカウンセリングや投薬

等、精神保健面で必要なサービスを受け、精神衛生状態の向上や症状の改善に取り

組んだ。 
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 当会は 2012 年 11 月に、シリア人道危機に対する初動対応としてヨルダンに逃れ

た難民への越冬支援を行い、ザルカ県のホストコミュニティ及びザアタリ・キャン

プでの活動を開始した。その後、子どもと女性を対象にした心理社会的ケアとカウ

ンセリングによるメンタルヘルスケアを開始し、紛争が長期化する中で、これらの

活動を軸に現地のニーズに沿って活動の幅を徐々に広げながら緊急対応期における

支援を行ってきた。現在は、食糧、保護及び保健の 3 セクターの対応計画に合致す

る活動を束ね、コミュニティセンターという運営形態で支援を継続しており、生活

物資、精神保健及び心理社会的な側面から、ホストコミュニティにおける諸問題に

包括的にアプローチしている。 

包括的な支援の実施を通じて、事業全体としてシリア難民及びヨルダン人貧困層

に対する生活困窮緩和及び尊厳の回復、シリア紛争や困難な避難生活に起因するト

ラウマやストレス等の精神保健及び生活能力の向上に寄与することができた。また、

ヨルダン人貧困層とシリア難民の双方を対象にプログラムを提供することにより、

ホストコミュニティでの支援偏重を避けるとともに、共存に向けた交流の機会を提

供し、相互理解の促進に寄与することができたと考えている。 

評価・課題 シリアの紛争を取り巻く国際情勢は刻々と変化を続けている。当会は全てのプロ

グラムにおいて、アンケートや聞き取りを通じてニーズの把握に努めており、課題

の解決に向けて必要性の高い活動を実施できるようプログラム内容の見直しを重ね

ながら事業を実施している。各活動の実施においては、日本人専門家の知見と経験

を活用し、また現地の状況を熟知し、各活動の従事経験を有する現地スタッフ、講

師、専門家が事業に携わることで効果的に事業を進めてきた。また、本事業期間に

おいては、当会の活動拠点であるザルカ支援センターの周辺地域で活動する団体と

のより効果的な協力体制の構築および強化を図り、一部の活動については提携団体

の施設で実施した。こうした取り組みを通じて、より多くの裨益者へのサービス提

供を可能にすると同時に、リソースやノウハウの共有を通じて、将来的に当会の活

動が現地団体を通じて継続的に実施される基盤につなげることが期待できる。 

展望  シリアでの紛争開始から既に 5 年が経過しているが、依然として終結の糸口は見

えておらず、ヨルダンにおけるシリア難民の生活環境についても大きな改善を望む

ことは難しい状況が続いている。シリアにおける和平実現の目処が立っていない現

状において、本事業は引き続き緊急人道支援としての位置付けで活動を実施してお

り、脆弱性が高い裨益者の基礎的な生活ニーズに対応することを目的としている。

また同時に、避難生活の長期化に伴い多様化するニーズに合わせて、必要とされる

サービスを迅速且つ柔軟に提供できるよう、定期的に活動内容の見直しを図りなが

ら事業運営に取り組んでいる。 

 現状では、引き続き多層的な緊急支援が必要とされており、特に孤立した不自由

な環境で、長期に渡る避難生活を続けているコミュニティの難民にとって、安心・

安全に集える環境において必要なサービスや情報にアクセスできるコミュニティの
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拠点の必要性は依然として高い。現在の人道危機的状況が更に長期化し、引き続き

緊急支援が必要とされる場合については、本事業を継続し、資金調達の状況とニー

ズの分析に基づき、必要性の高い支援を可能な限り提供していくことを想定してい

る。 

写真報告 

  

【写真①】食糧バウチャー配布の様子 （2016 年 11 月） 【写真②】食糧バウチャー配布の様子 （2017 年 1 月） 

  

【写真③】子ども向け英語コースの様子 （2016 年 5 月） 【写真④】英語コースの修了証書を手にする子どもたち

（2017 年 3 月） 

  

【写真⑤】心理社会的ワークショップの様子 （2016 年 4 月） 【写真⑥】心理社会的ワークショップの様子 （2016 年 5 月） 
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【写真⑦】心理社会的ワークショップのデイトリップの様子

（2016 年 10 月） 

【写真⑧】心理社会的ワークショップの演劇発表会の様子

（2017 年 3 月） 

  

【写真⑨】刺繍ワークショップの参加者と日本人スタッフ（2016

年 4 月） 

【写真⑩】編み物ワークショップの様子 （2016 年 5 月） 

  

【写真⑪】女性向け英語教室の様子 （2016 年 11 月） 【写真⑫】PC 教室の様子 （2016 年 8 月） 
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【写真⑬】木材加工ワークショップで日曜大工を学ぶ男性たち 

（2016 年 12 月） 

【写真⑭】男性向け英語教室の様子（2016 年 3 月） 

  

【写真⑮】啓発講座の様子 （2016 年 10 月） 【写真⑯】料理教室でお菓子を作る女性たち （2016 年 8 月） 

  

【写真⑰】カウンセリングの様子 （2016 年 5 月） 【写真⑱】家庭訪問によるカウンセリングの様子。ソーシャル

ワーカー(中央)と日本人看護師(左) （2016 年 5 月） 
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【D-3. 災害援助事業 ミャンマー少数民族】 

事業名 ミャンマー少数民族人道支援事業 

（略称：ミャンマー少数民族） 

事業地 ミャンマー連邦共和国・カレン州 

事業期間 平成 25 年（2013 年）4 月から平成 28 年（2016 年）6 月（3 年 3 ヶ月） 

資金供与団体 ジャパン・プラットフォーム、NICCO 会費及びその他寄付金 

事業実施の 

経緯 

H23 年の連邦政府民政移管後に少数民族各組織との停戦・和平構築が進み、難民・国内

避難民(IDP)の帰還準備支援が少数民族地域ホストコミュニティで必要となったこと。 

事業目的 長年紛争の影響下にあるカレン州内の遠隔地の住民に対し、保健医療サービスの機能及

びアクセス向上、保健衛生の意識向上と衛生環境の改善のための支援を行い、帰還が想

定される難民・IDP を含めた少数民族地域住民らの保健医療環境を整備すること。 

裨益者 カレン州チャインセイチ・タウンシップ内 5村の住民 942世帯、5,840人 

事業内容 ① 保健ボランティア育成及び健康教育による住民の保健衛生に係る意識と知識の向上  

② エコサントイレの建設及び利用促進と衛生啓発による衛生環境改善 

③ 村落ファンド（家畜銀行）の設立及び運営による保健衛生活動資金の創出 

事業成果 ① 5 村の保健ボランティアによる合同活動報告会を 1 回実施し、27 名の保健ボラ

ンティアがこれまでの活動成果を報告した。 

② 小中学校 2 校で飲料用給水設備を整備し、住民向けエコサンワークショップを

開催し、74 名が参加した。エコサントイレの継続的利用と衛生改善に寄与した。 

③ 対象各 5 村においてブタ銀行が設立され、38 世帯が計 149 匹のブタを販売した。

各村のブタ銀行委員会では、保健衛生活動への資金拠出を開始した。  

評価・課題 事業の持続性を視野に保健ボランティア、エコサンボランティア、村落ファンドの

設立など住民主体の組織の育成に注力した。今後、モニタリングを実施し事業の持

続性を確認する。 

展望 洛南ロータリークラブ様のご支援により 5 基のエコサントイレが建設される予定で

ある。また、事業終了後のモニタリングを実施する予定である。 

 

写真報告 
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【写真①】活動報告会で発表する保健ボランティア（チャ

インセイチ・タウンシップ 2016年 6月撮影） 

【写真②】リフレッシャー研修に参加する保健ボランティ

ア（チャインセイチ・タウンシップ 2016年 6月撮影） 

  

【写真③】壁画ワークショップに参加する生徒ら（チャイ

ンセイチ・タウンシップ 2016年 6月撮影） 

【写真④】演劇ワークショップで衛生啓発の歌を披露する

生徒（チャインセイチ・タウンシップ 2016年 6月撮影） 

 

 

【写真⑤】飼育世帯と子ブタ（チャインセイチ・タウンシ

ップ 2016年 6月撮影） 
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【D-4. 災害援助事業 ガザ人道支援事業】 

事業 2014 年ガザにおける人道危機の被害者に対する支援 

（略称：ガザ人道） 

事業地 パレスチナ暫定自治区・ガザ地区 

事業期間 平成 28 年（2016 年）6 月から平成 29 年（2017 年）5 月（12 ヶ月間） 

資金供与団体 ジャパン・プラットフォーム、NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

2014 年 7 月にイスラエル軍とパレスチナ側武装勢力（ハマス）との大規模な戦闘が

パレスチナ自治区ガザ地区で生じた結果、主要な産業である農業分野に甚大な被害

を与えた。被災農家への継続的な支援が不可欠なため、早期生計回復支援を実施。 

事業目的 ガザ地区では戦闘前から深刻な課題であった水へのアクセスが更に困難な状況にあ

る。農業分野においては、灌漑用水が不足している為、下水の処理施設に太陽光発

電設備を導入し、処理能力を改善させることで周辺地域の環境汚染、しいては農業

用水不足の緩和に寄与する。学校においては、安全な飲み水へのアクセスが限られ

ているため、脱塩処理施設を導入して、子供たちが学校で安心して水を飲める体制

を整える支援を行う。 

裨益者 ・（当初計画）ラファ市マワーシー地区農家：120 世帯（720 人）、 

・子供たち：27,141 人 

事業内容 ①ラファ市に下水の再処理施設の導入、②ガザ市の学校に小型脱塩処理施設の導入

（①については中止、②については拡充され、以下の三つの内容に変更：③ラファ

市の一次下水処理場の機能改善工事の一部となる太陽光発電設備の設置、④小型脱

塩処理施設の追加導入、⑤中央脱塩処理設備の修復） 

事業成果 ① 事業内容変更により中止。 

② ザイトゥーン地区の 2 シフト制の学校 4 校に対して、2 基の小型脱塩処理施設

を導入済み（計 5,041 人の子どもが安全な飲み水へのアクセスを確保）。各裨益

校で水衛生、水の有効活用、施設の管理、水質テスト等に関するワークショッ

プを実施。 

③ 太陽発光電設備の設置により、一次下水処理場の稼働に必要な総消費電力

300kWh のうち、パイロット的に 57.5kWh を生産できるようになる見込み。※

次期プログラムで残りの電力を補足し、最終的にはマワーシー地区の住民 5,500

人が裨益する予定。また、JICA と日本大使館が計画する再処理施設の設置を通

じてマワーシー地区農家約 120 世帯が水へのアクセスを回復する予定。 

④ ②を拡充し、さらに 10 校に対して、同様の施設の追加導入、同様のワークショ

ップを実施する予定。 

⑤ ②を拡充し、ジャバリエ地区の中央脱塩処理設備を修復し、計 20 校の子どもた

ちが安全な飲み水へのアクセスを確保できるようになる予定。 

評価・課題 大幅な内容変更につき進捗に遅延が見られるため、限られた事業期間内で関係団体

との調整を迅速に進める必要がある。また、当事業はＪＩＣＡや在イスラエル大使

館などから高く評価されており、事業の継続についても連携を取り検討していく。 
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展望 太陽光発電設備の設置及び脱塩処理設備の導入・修復により 3 万人前後の裨益者数

が見込まれる。 

写真報告 

  

【写真①】電力の不足により稼働時間不足に悩まされる一次

下水処理場。（ラファ市 2016年 10月撮影） 

【写真②】塩害の影響で枯れたレモンの木。（ラファ市マワー

シー地区 2016年 10月撮影） 

  

【写真③】設置済みの脱塩処理設備のオープン・セレモニー。

（ガザ市ザイトゥーン地区 2017年 2月撮影） 

【写真④】水衛生・水の有効利用に関する全校一斉ワークショ

ップ。（ガザ市ザイトゥーン地区 2017年 3月撮影） 

 

  



資料 a-1 

公益社団法人日本国際民間協力会 事業報告書 

22 

 

【E-1. 調査・評価事業】 

事業名 調査・評価事業 

事業地 日本国内及び海外事業地 

事業期間 平成 28 年（2016 年）4 月から平成 29 年（2017 年）3 月 

資金供与団体 NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

本会の設立趣意基づき、適正に活動を実施するための調査を実施する。 

終了事業の報告書作成や評価を行う。 

事業目的 今後の案件形成のための調査及び実施案件の報告書作成と評価を実施する。 

事業内容 新たな案件形成のため、日本国内及び途上国に役職員を派遣し、行政、国際機関、

住民への聞き取りや、事業予定地の現状の調査を実施する。また、前年度までに実

施した事業について、報告書の作成を行い、事業地を訪問してその後の状況を確認

し、モニタリングと評価を行う。 

事業成果 ① ケニア新規案件形成： 

現在実施中のケニア・カカメガ郡での事業が2017年11月に終了する予定であり、

その後継事業として新規案件形成のため、2016年 8月と 2017年 3月に現地調査

を行った。いずれもビクトリア湖に面しているキスム市を対象地とし、バンダニ

村とコトゥール村の 2か村を対象として調査を行った。調査では、両村での調査

のほか、キスム市、Water Resource Management Authority、Lake Victoria Basin 

Commission、UNEPなどとの会合も行った。 

 

② レソト新規案形成： 

2016 年 11 月にレソト王国の国王と王妃の訪問を受け、現地のニーズを確かめる

べく、2017 年 4 月に現地調査を行う準備を進めた。2017 年 4 月 4 日から同年 4

月 7 日までの間で第 1 次調査として訪問する予定である。 

 

③ 2015 年度に終了したアフガニスタン人道支援事業、アフガニスタン難民支援事

業、パレスチナ有機農業支援事業について、報告書の作成を実施した。 

 

 

写真報告 
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【写真①】ケニア・キスム市役所での新規事業関係者との会

合（2017年 3月 31日） 
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【F-1. 広報啓発事業】 

事業名 広報啓発事業 

事業地 日本国内 

事業期間 平成 28 年（2016 年）4 月から平成 29 年（2017 年）3 月（1 年） 

資金供与団体 平成 28 年度外務省 NGO 環境整備支援事業「NGO 相談員」、パナソニック NPO

サポートファンド for アフリカ、NICCO 会費及び寄付金 

事業実施の 

経緯 

日本の市民社会に対して、当会の活動をはじめとする国際協力活動や環境保全活

動、災害援助活動に関する広報、啓発、人材育成を行うために実施。 

事業目的 活動に対する関心と理解を促進し、もって国際的な相互理解と平和の推進に寄与

する。活動資金となる会費・寄付金を獲得する。 

裨益者 日本国内の一般市民 

事業内容 イベント出展、個別訪問等の機会を捉えて、支援者をはじめ、個人、団体、企業

等に対して、広報・啓発を行うことで、活動に対する広い認知と理解、活動の継

続と支援の必要性、市民参画の重要性を訴えた。また、国際社会で活躍できる人

材の育成のため、京都本部にてインターンを募集し、実務研修を実施した。 

事業成果 ①印刷物による広報 

会誌「リリーフ・アクション」の発行や広報印刷物の作成と配布：会誌「リリー

フ・アクション」第 52、53 号を発行し、会員・支援者に送付した他、イベント

等の機会に配布した。 

②インターネットによる広報 

ホームページ、ブログ、SNS などでニュース性のある情報を発信した。Panasonic

の助成を受けて、スマートフォンサイトを開設した。 

③イベントによる広報 

関西圏を中心に国際協力イベントへの参加、自主イベントの開催、チャリティイ

ベントの後援などで対面形式の広報を行い広く市民や学生に活動を紹介し、ボラ

ンティア活動、インターンシップ等への参画を促した。（計 13 回） 

④マスメディアによる広報 

マスメディアによる広報：マスメディア向けに事業活動やイベント広報などに関

するプレスリリースを計 6 回発信し、メディア登場回数は計 14 回となった。 

⑤講演や訪問の受け入れ 

上記のイベント会場や大学等にて、講演や講義を行った他、学生等の訪問者に対

して、事業説明や報告を個別に行った。（講演回数：計 18 回） 

⑥企業との連携 

京都 CSR 研究会への参加の他、個別に企業を訪問し、東日本大震災・国際協力

活動等への社会参画について理解を促した。 

⑦インターンシップやボランティアなど市民の参画 

インターンシップやボランティアによる事務処理や派遣前の研修： 

京都本部において事業管理や広報に関する事務処理や、会計実務について実務訓
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練を行った。以上の研修を経てケニアに 3 名、ヨルダンに 3 名が派遣され、事業

地において実務研修を実施した。 

⑧受賞 

第 68 回保健文化賞（厚生労働大臣賞／第一生命賞／朝日新聞厚生文化事業団賞

／NHK 厚生文化事業団賞） 

主催：第一生命保険株式会社 

内容：マラウイ、ケニアでのエコサントイレ普及事業 

評価・課題 Panasonic サポートファンド for アフリカの助成が終了したため、広報の助成

金が NGO 相談員のみとなっている。 

新たな助成金獲得や寄付金の増加を目標として、広報啓発事業の充実をはかりた

い。 

展望 助成金のリサーチを続けながら、会費寄付金の獲得を目指す。 

写真報告 

  

【写真①】Panasonic サポートファンド for アフリカの助成によっ

て制作したスマートフォンサイト 

【写真②】年間 2回発行した会誌 

  

【写真③】第 4回かけ・そばトーク（京都市 2016年 11月撮影） 【写真④】イベント「清水寺で世界を語る」にて、来場者の相

談対応をするスタッフ（京都市 2016年 9月撮影） 

 


