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【Ａ-1】環境保全事業 

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 

活動内容詳細 

① エコサントイレ建設 

当会認定エコサンビルダー16 名のうち、2 名が仕事の関係で抜けたが、新たに 2 名が 2016 年度中に

エコサントイレの知識と建設技法を修得し、ビルダーとして活躍している。2016 年度で計 78 基のエコ

サントイレを公共施設や個人世帯に建設した。また、毎月すべてのエコサントイレの使用状況を監督し

ているが、総合的に見て適切に使われている（表 1）。 

 

表 1 エコサントイレのモニタリング結果（2016 年度建設トイレ）  

尿の管理ができている割合 85 % 

灰がトイレ内に設置され、使用されている割合 70 % 

蝿がいない割合 99 % 

悪臭がしない割合 99 % 

便をたい肥として収穫した割合 63 % 

適切に使用されている割合（上記をすべて満たす） 83 % 

 

エコサントイレの使用率は 100%で、83%のトイレが適切に管理されている。全てのトイレで使用・管

理が開始されていることを確認し、使用方法やメンテナンス方法の指導を行い、管理方法の改善を促し

た。女性の地位向上委員会が行う、キッチンガーデンワークショップ（ローカル野菜栽培で収入向上を

図るワークショップ）後、校内に菜園を構える学校が増え、エコサントイレの液肥（尿）を散布する学

校が増えた。これらは給食の野菜になり、給食を休む学校が少なくなった。また、便槽を 6 ヶ月密閉し

無害化したエコサン肥料は、すでにカカメガ郡の公立病院で病害虫の検査を行い無害化が証明、さらに

Kenya Agricultural & Livestock Research Organization （KALRO:農業省機関）で肥料分の検査を行

い、リンやカリウムなどの栄養素が十分にあることを確認されている。2016 年度中に建設した 8 校の学

校・公共施設中 5 校では、1 回目のエコサン肥料収穫を行い、うち 4 校では村民を交えて収穫を行った。

肥料は計 2000kg（平均で 400kg／校の収穫）で、各学校で肥料として使用したり、村民同士で肥料の売

買が活発に行われたりした。 

 

② 植林と改良かまど建設 

１．樹木管理に関するワークショップ 

2016 年 5 月、森林局と女性の地位向上委員会の協力のもと、カカメガの気候に適した Cyprus, 

Eucalyptus（土壌養分・水分の消費量が多いため、今後は廃止）, Gravillea を植林種として選定し

た。同月、森林局職員を講師として招き、植林に関するワークショップを行った。ワークショップには

543 世帯の村民が参加した。 

 

２．薪炭材植物の苗木配布、植林モニタリング 
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上記ワークショップを受講した 543 世帯に樹木苗木の配布を行った。裨益者 543 世帯が 13575 本の

苗木が植林したことを確認している。また、2015 年 6 月には女性の地位向上委員会と植林のモニタリ

ングを行い、65%以上の苗木が活着したことを確認している。 

 

３．新型改良かまどの導入 

2016 年度ではモデル 10 基（うち 5 基は裨益者によって建設された）の改良かまどを建設した。建設場所

は 5 つの学校施設、保育園、教会、個人世帯で、裨益者である約 2000 名の児童・学生・村民らが利用してい

る。建設後、かまどの使用・修繕方法のワークショップを行い、これを機に自己資金でかまどを建設する村民

が増えた。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（およそ 10%の削減）ことに加え、安全性・健康面でも優れている。 

 

４．種苗場の建設 

収入創出活動の一環として種苗場を 2 箇所に建設した。Bukura Agricultural Technical Centre や

KALRO から講師を招き、種苗場建設に伴う的確な知識を得た上で建設し、苗を販売している。薪木用

の苗は 3 種で Cyprus, Eucalyptus（土壌養分・水分の消費量が多いため、今は販売を行っていない）, 

Gravillea、需要の高い果樹は 4 種で、Passion Fruit、Papaya、Mango、Moringa である。エコサン肥

料を使用しているため、生育が良く乾季（12〜3 月）を前に完売し 80000 シリング分の苗を売り上げた。 

 

③ 井戸修繕・パイプライン建設による上水供給 

１. 水道パイプの延長 

既存の水道パイプの修繕に加え、新たな水道パイプの敷設を総距約 4.0km 以上で行った。この延長に

より、水の供給範囲を広げることができた。水道メーターの設置（64 個）により、村人の水消費量や供

給すべき量がわかり、村内の井戸管理システム構築の向上につながった。 

  

２. 水キオスクの建設 

経済的困難から、水道を家庭まで引くことができない家庭が未だ多い。そのため 4 棟の水キオスク（各

タンクは 5000 ㎥）を設置。水の値段は 20L で 5 シリング（農業以外の生活用水で約 100L／人を 1 日

で使用する）とし、今後売上額を見ながら値段を確定する予定。 

 

３．井戸管理委員会による、水道システムの維持管理 

2014 年度に発足した井戸管理委員会で井戸管理を行っている。毎月約 170 世帯の水道メーターを読

み、その数値に基づき水道利用料を計算し、村民に請求し、水道料金を徴収している。 

同委員会に対して、Kenya—Integrated Water, Sanitation, and Hygiene Project （KIWASH）を含

む、水道システムの維持管理に関するワークショップを 13 回行い、計 352 名が参加した。講師は水利

省関係機関、カカメガ郡の職員、水コンサルタント会社の技術者。これらのワークショップを元に、住

民のみで管理のできる井戸・水管理システムを構築、運営を行っている。 

 

④ 収入創出活動（収入の向上に向けた農畜産物の生産と加工販売） 

１．有用種・果樹のワークショップと定着モニタリング 

KARLO と協力し、有用樹・果樹ワークショップ実施した。参加者は 132 世帯と学校施設 6 校で、約
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1888 本をそれぞれに配布した。その後ワークショップを参考に各自で家のまわりにマンゴー、アボカ

ド、パパイヤ、モリンガ等植林し、モニタリングの結果約 70%の苗が活着したことを確認した。  

 

２．有用種子の配布、リファンド 

有用樹のワークショップのほかに、有用種子のワークショップを実施した。需要のある 3 種の種子

（グラウンドナッツ、大豆、ひまわり）を配布し、これらを原資に収入向上を図った。2017 年 2 月に

各種子のリファンドを行い、原資と同じ量の種子を当会に返し、それ以上の種子は農業委員会が買い取

ったり、村人同士で売買が行われたりした。今年は特にひまわりに対する鳥害が著しかったが、村単位

で 100 パーセントを超えるリファンドが見られた。以下は村ごとの、原資以上の収穫量で、住民間で

売買が行われた量を示す（表 2）。  

 

表 2 原資以上の収穫量 

村 グラウンドナッツ 大豆 ひまわり 

Bukabili 0kg 292.5kg 52kg 

Mukoyani 14kg 80kg 0kg 

Buyemi 5kg 466kg 32kg 

Shirandalo 0kg 368.5kg 4kg 

 

３．農畜産業普及委員会を中心に農産加工品を生産・販売 

2015 年度に完成した食品加工施設にて、農畜産普及委員会を元に農産加工品（ヒマワリオイル、モ

リンガパウダー、ローストナッツ、ピーナッツバター、きな粉、豆乳）の生産を行い、村に 2 つあるマ

ーケットで販売している。農畜産加工過程には、Bukura ATC と Bukura Agricultural Technology 

Development Center （Bukura ATDC）などからワークショップを通しアドバイスをもらい、生産か

らマーケティングまでを村民たちで行っている。 毎月平均 50000 シリングの売り上げを保っている。 

 

⑤ 女性の地位向上活動 

１．女性の地位向上に関するワークショップの実施 

女性が主体となって、地元の教育機関職員や当委員会メンバーが講師を務め、女性の地位向上のため

のワークショップを計 21 回実施し、1,877 名の村民が参加した。最近では学校や教会から女性の収入向

上ワークショップ（家庭菜園や種苗場運営など）をしてほしいと依頼を受けるようになった。 

 

２．家庭菜園を通して収入創出活動 

女性の地位向上委員会では、Bukura ATC などから講師を招き、女性を中心に収入創出活動として各

家庭で家庭菜園（キッチンガーデン）を実施している。土地を持たない女性でも 10 ㎡の菜園は簡単に

用意することができるため、小規模だが需要がある伝統野菜（Amaranthus、Spider Plant、Black 

Nightshade など）を栽培し、自家消費に回したりマーケットで販売したりしている。女性の地位向上

委員会は 2016 年度で 32 名に増え、男性メンバーは 7 名である。意欲の高いメンバー数名は、他メンバ

ーと共同で伝統野菜を育て、近隣の学校給食用に野菜を栽培し、 2000 シリング／土嚢袋（50kg）で計

130kg の伝統野菜を学校へ供給した。 
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【Ａ-2】環境保全事業 

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：ケニア農村） 

事業地 日本国内（滋賀県東近江市） 

活動内容詳細 

2014 年に東近江市中戸町に活動拠点を移して以来、本会は地元の農家と協働で活動を行ってきたが、今

年度からは新たに有機 JAS 認定を受けている地元の農業生産法人である(株)みのり農園も加え、この(株)

みのり農園をカウンターパートに据え、共に活動を開始した。 

今年度は 3年間事業の 1年目にあたり、次の 3つの活動を計画の中心におき、活動を行った。 

1）これからの農業を支える人材育成 

（a）有機農業研修のための実践圃場の導入 

（b）有機農業の技術や知識を普及するための百姓会議の開催 

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 

（c）生物多様性を育む農業の実践として冬期湛水不耕起稲作「ふゆみずたんぼ」の実施 

（d）無農薬・無化学肥料による農作物栽培と販売の実施 

（e）有機養鶏の実践、生産物の販売 

3）環境保全・生物多様性保全の促進 

（f）生きもの観察会の実施とデータ採取による生物多様性の調査と促進 

 

2016 年度における大きな成果としては、人材のネットワークが広がったことであった。東近江市内から

だけでなく、市外・県外からも人を招き、新規就農を志す方だけではなく、日本の学生ほか、アフリカから

の留学生（14 名）、一般の方など計 60 名を超える方々が本事業に参加した。参加者には、実際に有機稲作

の農作業に参加してもらうだけではなく、講習やワークショップを通して、有機農業の意義、環境保全、途

上国の現状と言った課題にも目を向け、環境保全における有機農業の大切さや、日本の農業の課題と途上国

の農業の課題についても学ぶ場を提供できた。 

また、汐見修一氏、杼木捨蔵氏、上垣俊明氏らの専門家の指導のもと、乳酸菌などを用いたプロバイオテ

ィクス法による有機飼料を作成しての養鶏に取り組みを開始した。 

 

1）これからの農業を支える人材育成 

（a）有機農業研修のための実践圃場の導入 

本活動においては、新規就農を目指す若者に対して、有機農法の実践の場を提供し、栽培計画から栽培・

収穫、販売までを実践し、技術や方法を学んでもらうことを目的としている。 

上半期においては、これからの農業を支えるための人材を取り込むため、有機農業に関心のある一般人の

他に、京都にある大学や JICA関西センターとの連携を進め、広く若者を受け入れるためのネットワークの

形成に努めた。5月 14日には田植えイベント、9月 24日には稲刈りイベントを実施し、日本の学生やアフ

リカからの留学生、一般の方など就農希望者や農業に関心のある方など計 60名ほどが参加した。これらの

イベントでは、有機栽培の意義や手法、アフリカの農業、生活環境、森林破壊など自然環境の現状、アフリ

カにおける本会の活動（エコサントイレを中心とした村落開発活動）の紹介などを行った。これらの講習に

加え、アフリカの農村で使用されているかまど（三石かまど）を使った調理方法を体験してもらった一方、

日本古来、土壌改良材として利用できる燻炭をつくるために「もみ殻」を有効利用できることを知ってもら

うために、地元で古くから使われている「ぬかくど」を用いた炊飯を行い、資源の有効活用と環境保全につ
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いて考える場を提供した。 

下半期においては、新たな人材を取り込む活動は行わなかったが、有機稲作のほか、有機イチゴや有機メ

ロンなどの果物、有機トマトなどの野菜、有機養鶏などの取り組みを研修の場として利用できるよう、田ん

ぼ、ビニールハウス、鶏舎などの準備を進めた。ビニールハウスは新たに建設し、鶏舎はより良い飼育が出

来るよう改築等を行っている。 

 

（b）有機農業の技術や知識を普及するための百姓会議の開催 

農業の側面から環境問題を改善していくには有機農業の推進が欠かせないため、長年有機農法を実践し

豊富な経験を持つ農家や、プロバイオティクス農法の専門家、米・野菜・養鶏など各分野の農業専門家と

の交流を図り、ネットワークを築くことを本活動の目的としている。 

上半期においては、百姓会議は開催していないが、有機稲作や有機養鶏の実践や田植えイベントや稲刈

りイベントにおいて、有機農業における杼木氏やプロバイオティクス農法における汐見氏を招き、そうし

た専門家らの指導を取り入れた。 

 下半期においては、2016 年 11 月 26 日に百姓会議（農家交流会）を京都府南丹市にて実施した。本会が

活動を行っている同じ滋賀県の高島市の団体の他、京都、兵庫、大阪、東京からも、主にプロバイオティク

ス農法に関心のある農家や企業など約 50名に及ぶ農業関係者が集まり、互いの経験、知識、人材の交流を

図ることができた。京都や高島のグループによる乳酸菌米の栽培、兵庫県の農家による乳酸菌を使ったメロ

ン栽培の講義は技術的に参考になる話であった。また、京都大学名誉教授の芦田譲先生による講演では、こ

うした活動が持続可能な社会の構築にとって必要なのだと言う訴えは当会の活動理念とも合うところであ

り、今後も共に活動を続けていきたい。 

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 

（c）生物多様性を育む農業の実践として冬期湛水不耕起稲作「ふゆみずたんぼ」の実施 

本活動は生物多様性と農業の両立のために当会がこれまで実践してきた冬期湛水不耕起稲作「ふゆみず

たんぼ」の普及を図ることを目的としていた。しかし、2014 年度より滋賀県東近江市にて当会と協働でふ

ゆみずたんぼを実践して頂いていた農家（佐藤均氏）が急逝されたため、みのり農園との検討の結果、有機

栽培による稲作等を通しての生物多様性・環境保全に取り組むこととした。有機農業の実践と普及について

は、上記１）(a)や下記２）(d)並びに同(e)で報告している通りである。 

 

（d）無農薬・無化学肥料による農作物栽培と販売の実施 

本活動においては、農家の競争力向上を図るため、乳酸菌、枯草菌、放線菌を用いたプロバイオティクス

農法など、無農薬・無化学肥料による米、野菜の有機栽培を実践するとともに、有機栽培作物として付加価

値を付けた形での農作物の販売を行うことを目的としている。 

 上半期においては、みのり農園がこれまで行ってきた方法による有機稲作を、人材育成のためのネットワ

ークを活かして若者たちを集めて実践した（上記１）(a)の通り）。 

下半期においては、有機栽培が非常に難しいとされるイチゴの栽培を、乳酸菌等を用いたプロバイオティ

クス農法によって取り組んだ。「章姫（あきひめ）」と「紅ほっぺ」の 2 種類を用いて有機栽培を行ってい

る。プロバイオティクス農法を用いての有機イチゴ栽培は初めてのため、成長にややむら
．．

があり、成長がや

や遅いと思われる。今後の成長具合を見て、出荷時期や販路の検討、また次期に向けて、より良い栽培を行

うための改良すべき点の検討を行う予定である。 

（e）有機養鶏の実践、生産物の販売 
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本活動は、有機飼料による養鶏を通して農業における有機栽培の付加価値を上げることを目的としてい

る。 

上半期においては、みのり農園、(株)SKYライフ社、(株)ヤマモト（京都府亀岡市）と共に、乳酸菌を用

いた養鶏飼料作り、養鶏施設の建設、飼育する雛の種類などの研究と確認、計画立案などを行った。7月に

は鶏舎が完成し、丹波黒とり種 50羽及びニューハンプシャー種 50羽のヒナ鶏の飼育を開始した。 

下半期には、汐見専門家（(株)SKY ライフ）の指導の下、プロバイオティクス農法による有機飼料による

飼育を行った。飼育期間中は乳酸菌の効果により、悪臭どころか養鶏を行っているような臭いを発しない効

果があった。また一方で、初めての試みであることからか、成長がゆっくりであったことや半数近くが商品

としては出荷できない状態となった。出荷できたものについては、形状については通常のものより赤い、つ

まり身が引き締まっている感じであると、加工業者より評価された。食感や味については、若鶏の割に歯ご

たえもあり、あっさりとした味わいで美味しいとの評価を得ている。なお、試供品と言う形に留まってお

り、販売と言うところまでは至っていない。今後はより精度の高い飼育への改良、ならびに販路の開拓を行

っていき、有機養鶏のモデルの構築を目指したい。 

3）環境保全・生物多様性保全の促進 

（f）生きもの観察会の実施とデータ採取による生物多様性の調査と促進 

 みのり農園の田んぼにてビオトーブを設け、そこにおける生き物観察を行う計画を立てていたが、2017年

度の田植えに向けて田んぼを整地することとなったため、その作業が終わり次第、改めてビオトーブを設け

ることになった。そのため今期においては生き物観察会を実施せず、ビオトーブを設置する 2017年 5月以

降に改めて行う予定である。 

 2016年 12月 14日には、地球環境問題や水衛生問題等における環境工学を専門とされる京都大学名

誉教授（松井環境設計事務所代表）である松井三郎先生を招き、琵琶湖における生物多様性を一例に挙

げた環境保全に関する講習、及び本会スタッフによる本会の活動の紹介を行った。学生や社会人、一般

の方約 20名が集まり、環境保全における有機農業の大切さ、本会の活動の意義などを知ってもらうこと

ができた。 

 

 

 

【Ｂ-1】技術協力事業 

事業名 フィリピンにおける台風ハイエン被災者地域における産業復興支援 

事業地 フィリピン・レイテ州カポオカン町 

活動内容詳細 

①支援プロジェクト案件形成のための現地調査 

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岡

田克彦、北垣健太の 2名を現地に派遣した。また、京都の IT 系ベンチャー企業であるファーマサイエンス

社から鈴木謙二氏 1名も途中 5日間のみ現地調査に同行した。 

 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。 

カポオカン町では、山間部や海沿いを問わず広くココナッツが栽培されており、米と共に住民の主要な

栽培作物であることが確認された。また、ココナッツの木々の間でキャッサバやバナナ等の混植を行って
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いる農家もいたことから、野菜や果樹等の混植作物の導入や技術向上支援などに関して、農家からの大き

な抵抗を受けることなく行うことができると考えられる。 

 住民や村長らのニーズが高かったカカオ栽培について、レイテ州の農業施策としてカカオ栽培を推進す

る動きがみられることから、カポオカン町においてもカカオ栽培に対する今後の発展性が期待できる。ま

た、JICA青年海外協力隊がマタゴオブ町にてカカオ栽培の普及活動に取り組んでいること、杉浦氏と関係

のあるチョコレート製造会社（マラゴス（Malagos））がダバオにあることなど、外部を巻き込んだ事業の

展開も考えられた。 

 タクロバンの IT関係の学校では年々入学希望者の数が増加しており、学校の受け入れ可能数を上回るほ

どの人気分野になっている。若者の間では SNSやオンラインゲーム等の IT環境は浸透しているが、地方行

政の事務作業での ITの活用は進んでおらず、未だに紙媒体でのやり取りが主体となっている。 

 食生活については、米や肉（鶏肉、牛肉、豚肉）を多く食べる一方で、販売価格が高い等の理由から野

菜の消費量は少ない。また、ファーストフード店が都市部以外にも出店するなど地方における食の多様化

の広がりを目にしましたが、野菜不足などの食事バランスの悪化が懸念された。 

 

なお、現地調査のスケジュールは次の通りである。 

現地調査概要 

出張先 フィリピン（カポオカン町、タクロバン市、マニラ等） 

出張期間 2017年 1月 15日（日）～2017 年 1月 24日（火） 

出張者 岡田克彦、北垣健太（NICCO）、 

鈴木謙二（ファーマサイエンス社（IT系企業）） 

目的 現地での NGO登録、事業地のニーズ調査、在フィリピン日

本大使館訪問等 

活動内容 

月 日 主な活動内容 

1月 15日 移動(関空→セブ) 

1月 16日 移動(セブ→タクロバン) 

1月 17日 
カポオカン町長を表敬訪問。村の代表らとミーティングを

行い、カポオカン町内のニーズを伺う。 

1月 18日 
タクロバン市内の市場調査。タクロバン市・パロ町の IT

関連学校を訪問し現地の IT環境について聞き取り。 

1月 19日 

ビサヤ州立大学（Visayas State University）を訪問し、

商業性のある作物（ココナッツ、カカオ、水牛、ウベ等）

の栽培や製品加工について見学し、聞き取り調査。 

1月 20日 

カポオカン町内の山間地と平地地区の村を視察。青年海外

協力隊が活動するオルモック近郊のマタゴオブ町のカカオ

先進農家を訪問し、カカオ栽培や製品化過程を視察。 

1月 21日 カポオカン町内の半島部の村を視察・聞き取り調査。 

1月 22日 移動(タクロバン→マニラ) 
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1月 23日 

JICA事務所を訪問し、現地の農業事情や生活について聞

き取り。Davao Thermo Biotech Corp.の杉浦氏と面会し、

フィリピンの農業事情や NGO登録方法について聞き取り。

フィリピン証券取引委員会（Securities and Exchange 

Commission）にて、現地事務所開設手続きの説明を受け

る。 

1月 24日 
日本大使館(寺田一等書記官)を訪問し、事業案件形成につ

いて助言を伺う。移動(マニラ→関空) 

 

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 

上記①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（NGO連携無償資金協力）、国

土緑化推進機構（緑の募金）、洛南ロータリークラブへ助成金の申請を行っている。 

 外務省へは申請書のドラフトを提出し、担当部署との交渉を行っている。国土緑化推進機構及び洛南ロー

タリークラブについては審査結果待ちである。 

 

 

【Ｃ 保健医療事業】 

実施なし 

 

【Ｄ-1】災害援助事業 

事業名 東日本大震災被災者支援事業 

（略称：東日本） 

事業地 日本国 宮城県、岩手県 

活動内容詳細 

【漁業支援】 

①コンポーネント１ ： 経済基盤整備 

【販路開拓】 

事業計画書内に、販路開拓のアプローチとして次のことを上げていた。 

A1：他企業との連携により、仕入れ魚種・量の増加を目指す 

A2：漁業者に FM38 を利用するメリットを打ち出し利用者の増加を目指す 

B1：営業手法の考察（販路開拓手法として①架電営業②訪問営業③グルナビ等の活用による商談会への参加③

他の水産会社との連携を掲げた） 

C1：人材育成 

 

A1 については北かつ商事及び臼福本店との連携により、大幅な市場仕入れが可能となり、魚種が増加したこと

で、客先へのメリットが向上した。また、浜の仕入れに関しても北かつや臼福本店の販売ルートを活用するこ

とで、飲食店に向かない魚種を出荷することもできるようになり、在庫リスクが緩和されたほか、開口品目な

どの取り扱いが可能になったため、漁業者にとってもメリットがあった。A2 に関してはサンマの小さいものな

どを北かつ商事から仕入れたりできるようになったことで、漁師に対してエサの販売ができるようになった。

エサのニーズは高く、多くの漁師に活用され、登録漁師及び仕入れ可能な養殖業者含め、関係している漁業者
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は 68 名にまで増加した。 

 

B1 販路開拓については、以前より展示会等に参加していたが、加工品もバイヤーが多く、飲食店に効率的に営

業することがむずかしかったため、ぐるなびのメンバーに加入することで、飲食店向けの展示会に参加してみ

た。会場は大阪だった。その場で発注をもらえるケースもあり、またその後架電してフォローを続けている。

また、他の水産会社との連携では地元の企業カネダイと連携し、福島方面のホテル関係に鮮魚の販売を開始し

た。季節などにより、ホテルの客数も変動するため、売上は上下するが、それでもコンスタントに継続的に発

注をもらっている。また、9 月には鮮魚担当の酒井と共に東京の客先を訪問したほか、新規の商談を行った。実

際に店舗をみたことのない店もあったが、キッチンスペースや席数、従業員数などもリアルに見ることがで

き、客先の二―ズを今まで以上に把握できるようになった他、新規の店より受注をもらうことができた。 

 

C1 については、横浜出身の酒井が入社し、和泉氏より指導を受け、現在は鮮魚部門の担当を担うまでになった

ほか、12 月は和泉氏への業務依頼が難しくなったため、代わりに佐藤氏におよそ 3 週間業務を依頼した。 

その他としては各種イベントを行い、売上の確保と共に、地域の PR を行った。 

（7 月産地間交流祭、8 月お盆太市、9 月産地間交流祭、10 月産業祭り、12 月唐桑ごっつぉフェア） 

これらの結果、7-12 月の合計売上は 20 百万円と、目標を上回る結果となった。（前年は法人設立が 7 月末のた

め、8 月からとなるが合計は 8 百万円）。9 月・10 月は活魚の死滅や設備の修繕が必要となったことの他、ビデ

オ制作や展示会出展に関する出費が入っていることから損益金額単体ではマイナスとなっているが、ビデオ制

作や展示会予算は JPF 及び気仙沼市の補助金が充当されている。 

また、展示会への出店や、北かつ商事やその他からの紹介などにより、2016 年 7 月以降 19 件の客先が増加し

た。 

まだ安定的に黒字運営ができている状況とはいえないが運営状況は大分改善されてきたと言える。上半期（7-

12 月）は営業損益金額は-85,543 円となっているが、これは改善できる数値である。今後、一層販路開拓や他

社との連携に力を入れていきたいと思う。 

 

②コンポーネント 2 ：コミュニティ強化 

気仙沼出身の若手のカメラマン（齋藤道有氏）に撮影と編集を依頼した。漁師も協力してくれ、短時間ではあ

ったが、美しい映像をとることができた。また、東京でも客先である飲食店が撮影に協力してくれたほか、東

京のサポートメンバーもよく打ち合わせを行ってくれ、撮影当日はおよそ 15 名ほどの人が集まってくれた。東

京の映像も地元の食材がおいしく食されているシーンが盛り込まれ、よいできとなった。地域では唐桑ごっつ

ぉフェアにおいて、鑑賞会を行った。鑑賞した地域の方からは、“とても良い映像だ、こうやって多くの人に唐

桑を知ってもらいたい”“感動した。唐桑のよさを再認識した”などの感想を頂いている。本来学校で鑑賞をし

たいと考えており、唐桑中学校及び長部中学校に話をしたところ、学校側としても是非地域教育や職業教育の

授業の一環として映像を取り扱いたいと前向きな話があったが、2016 年中はスケジュールがあわなかったた

め、来年度以降に仕切り直しをする予定となっている。なお、一連の調整については犀川由香利及び酒井則子

が担当し、ごっつぉフェア実行委員会や商工会、学校、漁師、カメラマン、東京スタッフとの調整を行った。

今後、学校での鑑賞会や唐桑観光協会との連携などを引き続き行っていく予定だ。すこしでも多くの住人が唐

桑の魅力を再認識し、まちづくりを考えるきっかけになるとともに、消費者の方が生産の背景や食の価値を考

えるきっかけとなればよいと考えている。 
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他のアクターとの連携・調整 

だんだんと北かつ商事や臼福、ぐるなび、カネダイなどとの企業の関係性は深くなり、色々と相談できる関係

になってきている。水産業は工場などで生産できるものではなく、自然にあるものを商品としているため、も

のがある時や安い時に大量に確保できる資金力がある会社にどうしても優位性があるが、一方で市内には小さ

な鮮魚店や加工業者が多くあり、我々もそういった団体のひとつである。大きな企業の手の届かない部分や小

ロットでの生産など、ニッチな部分で仕事をしているわけだが、ときとして、その小さな企業同士が足をひっ

ぱり合うような形になるケースもある。高齢化が進む同地域において、小さな企業同士がある程度連携をもっ

て仕事をしていく必要性を感じているが、北かつ商事の担当者も同様の考えをもっていることから、今後は売

り買いだけではなく、業務面においても協力していきたいと考えており、営業や現場業務をまとめられるとこ

ろはまとめ、お互いに効率よく事業をしていければと考えており、実際、一部で互いの仕事を分担して行うこ

とができたが、今後さらに具体的に役割を決めていきたい。また、そのような連携が今後他の企業ともすすめ

られればと考えている。 

 

【食育教室】（岩手県久慈市） 

＜概要＞ 

イベントの種類：食育教室 

①夏井小学校 平成 28 年 11 月 15 日（火） 10：40～12：55 

②来内小学校 平成 28 年 11 月 17 日（火） 10：00～12：55 

③久喜小学校 平成 28 年 11 月 28 日（月）  9：30～13：40 

 

＜各校詳細＞ 

１、夏井小学校 

日時： 平成 28 年 11 月 15 日（火） 10：40～12：55 

会場： 久慈市立夏井小学校 調理室、ホール 

久慈市夏井町夏井 3－57－1  電話 0194－53－3715 

講師： 高橋里子さん おかし工房 DAIMASU（久慈市寺里） 

木村晴子さん フォレストキッチン（久慈市大川目町） 

対象： 5，6 年生 12 名（会食は全校生徒 25 名を対象） 

 

内容： 夏井地区は市内でも蕎麦が多く栽培されている地区とされ、非常に馴染みある食材と言える。

夏井小学校でも蕎麦を栽培して毎年手打ち蕎麦を食しているが、それ以外の料理とすることで新たなお

いしさとアレンジの可能性を発見し、調理における工夫がもたらすおいしさの効果を体験できた。講師

の木村さんからは蕎麦に関する歴史や文化が解説された。 

 

献立：そばの実入りピラフ 

そば玉入りスープ 

サラダ 

 

２、来内小学校 

日時： 平成 28 年 11 月 17 日（火） 10：00～12：55 
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会場： 久慈市立来内小学校 ランチルーム 

久慈市山形町来内 22－49－1  電話 0194－72－2964 

講師： 木村晴子さん、橋本哲香さん フォレストキッチン（久慈市大川目町） 

対象： 全校生徒 15 名 

 

内容： 山形町内は久慈市の郷土食として有名な「まめぶ」をはじめとし、様々な郷土食の文化が存在

する地域である。今回は学校農園で収穫された青大豆を使用した洋菓子の「青大豆のクリームブリュ

レ」作りに挑戦した。青大豆は岩手県の県北地域では古くから栽培されてきた穀物で、この代表的な加

工食品は郷土菓子の「豆すっとぎ（「豆しとぎ」とも言う）」である。慣れ親しんだ食材を使って 1 年生

から 6 年生までが 3 つの縦割りの班に分かれて実施された。 

講師の木村さんから菓子作りを通じて、大豆料理の基本工程や大豆に関する知識を紹介していただい

た。郷土食の文化が育まれ、継承されてきた歴史を理解してもらうことが出来た。 

 

献立：青大豆のクリームブリュレ 

 

３、久喜小学校 

日時： 久喜小学校 平成 28 年 11 月 28 日（月） 9：30～13：40 

場所： 久慈市立久喜小学校 家庭科室 

久慈市宇部町 19-192-1 電話：0194-54-2010 

講師： 伊藤勝康さん、斎藤舞さん（ロレオール田野畑） 

対象： 6 年生 8 名、保護者 7 名 

 

内容： 久喜は、漁港が近く、加えて山も多い地域である。地元久喜漁港で獲れたアワビやサケを使い

洋食として調理した。久喜小学校では毎年、秋鮭を荒巻鮭にする授業を行っているが、郷土料理として

食材を料理するだけでなく、洋食としての利用方法を学んでいただくことが出来た。講師の伊藤シェフ

は、地域の生産物を使った料理を通して、自然の豊かさ、食べることの大切さを伝えてくださった。加

えて、「普段、母親に料理を作ってもらっていることへの感謝の気持ちを忘れないよう」にという言葉も

食育には重要な要素でで印象的であった。児童の中には、双子の兄弟がおり、将来の夢は、「一人は漁

師、一人は料理人として地域で働くことだ」と言う。地域での産業に貢献していく次世代へ食文化の継

承のきっかけになることが出来た。 

 

献立：久喜産秋鮭とポテトとほうれん草のクリーム煮 

鮭のアラのスープリゾット 

久喜産鮑のステーキ 

鮭のアラのスープ 

林檎のカラメリゼ 

 

＜所感及び効果等＞ 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から 5 年が経ち、来る 2017 年 3 月 11 日には 6 年目を迎えます。今

回、食育教室を実施した岩手県久慈市でも震度５弱を観測しました。地震により市内全域で停電と断水が相次
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ぎ、地震直後には大津波警報が発表され、約 40 分後、大津波が沿岸部に襲い掛かりました。漁港や工場、家屋

などをのみ込んだ津波により大きな被害を受けました。5 年の歳月の間に、地域住民の皆様は、行政や県外の市

民活動と一丸となって復興に取り組んで来られました。 

今回の食育教室の目的は、震災からの復興と地域の活性化を目指し、地域の産業の魅力を若い世代に伝え、地

域の産業の持続性につなげることです。また、東北の豊かな自然から生まれてくる新鮮な食材を食べること

が、子どもたちの健全な成長の源となります。地域で取れる食べ物を食べ、地域の将来を担っていく人材に成

長してもらうことも、長期的な目標となります。 

教室の進め方は、講師の方々の話を交えながら調理を進められ、どの小学校の子どもたちも、耳を傾けながら

熱心に調理に集中していました。プロの料理人の指導ということもあり、動作の速さや正確さ、ダイナミック

さに関心を寄せる子どもが多かったです。 

食後は感想を発表する機会を持ち、子ども達からは、「慣れ親しんでいる地域の食材の新しい魅力を知ることが

出来た。」、「プロの料理人の技術に驚いた。自分が料理人になったらお手本にしたい。」、「地元の食材の歴史を

知ることが出来た。」などの感想が得られました。 

東北の子ども達は、様々なことを吸収する大切な時期を、大きな被害を受けた町で暮らしています。今回の食

育教室は被災してもなお地域での産業に従事する大人たちの誇りや自然の豊かさに接しながら、子ども達が地

域の担い手として成長していくきっかけとなりました。 

 

【食育教室】岩手県陸前高田市 

＜概要＞ 

イベントの種類：食育教室 

① 陸前高田市コミュニティホール 平成 29 年 1 月 14 日（土） 10：00～13：00 

 

＜詳細＞ 

イベント名：つくって食べようお料理体験教室 

日時： 平成 29 年 1 月 14 日（土） 10：00～13：00 

会場： 陸前高田市コミュニティホール 調理室 

陸前高田市高田町字栃ヶ沢 210 番地 3  電話 0192-54-5520 

講師： 熊谷克郎さん 農家カフェ フライパン（陸前高田市米崎町） 

対象： 小学生及び未就学児 15 名、保護者 6 名 

主催： 特定非営利活動法人パクト 

 

内容： 陸前高田市米崎地区はリンゴ栽培が盛んで、今回使用したリンゴは馴染みある食材と言える。

今回は果物として食べるだけでなく、チキンライスにリンゴを入れることで新たなおいしさとアレンジ

の可能性を発見し、調理における工夫がもたらすおいしさの効果を体験できた。講師の熊谷さんからは

地元の食材を使った食生活の大切さが解説された。 

 

献立：リンゴ入りチキンライス、焼きリンゴ 

 

＜所感及び効果等＞ 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から 5 年が経ち、来る 2017 年 3 月 11 日には 6 年目を迎えます。今
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回、食育教室を実施した岩手県陸前高田市では震度６弱を観測しました。地震直後には大津波が沿岸部に襲い

掛かりました。漁港や工場、商業施設、市庁舎、病院、家屋などをのみ込みました。市の人口 24,246 人に対し

1,757 人（行方不明者含む。）と甚大な被害を受けました。 

5 年の歳月の間に、地域住民の皆様は、行政や県外の市民活動と一丸となって復興に取り組んで来られました。 

今回の食育教室の目的は、震災からの復興と地域の活性化を目指し、地域の産業の魅力を若い世代に伝え、地

域の産業の持続性につなげることです。また、東北の豊かな自然から生まれてくる新鮮な食材を食べること

が、子どもたちの健全な成長の源となります。地域で取れる食べ物を食べ、地域の将来を担っていく人材に成

長してもらうことも、長期的な目標となります。 

講師の熊谷さんは、陸前高田出身で実家はリンゴ農家です。震災の前は東京に上京していてスイーツ店の店長

をしていましたが、震災をきっかけに故郷に戻られました。戻られた後は、復興ボランティアをマネジメント

する社会福祉協議会の職員を経て、所有していた建物を改装し「農家カフェ フライパン」をオープンされま

した。被災された若い世代が集まりやすい場所を作りたいというコンセプトがあります。教室の進め方は、熊

谷さんの話を交えながら調理を進められ、子どもたちも、耳を傾けながら熱心に調理に集中していました。プ

ロの料理人の指導ということもあり、動作の速さや正確さ、ダイナミックさに関心を寄せる子どもが多かった

です。 

今回は震災以降、陸前高田で子ども支援を行ってきている民間の NPO が開催したイベントで、地域の子どもた

ちともコミュニケーションが取れており、子どもたちにとっては楽しみながら料理ができていました。また、

保護者の方の参加により、親子で料理をするきっかけになりました。 

東北の子ども達は、様々なことを吸収する大切な時期を、大きな被害を受けた町で暮らしています。今回の食

育教室は被災してもなお地域での産業に従事する大人たちの誇りや自然の豊かさに接しながら、子ども達が地

域の担い手として成長していくきっかけとなりました。 

 

【給食設備の提供】 

岩手県大船渡市の郷里学校給食共同調理場へ食器消毒保管庫を寄贈しました。同施設は郷里小学校と郷里中学

校に給食を提供しています。 

東日本大震災で郷里小学校は校舎 1 階が浸水し、高台にある郷里中学校は校庭に仮設住宅が建設されるなど、

子どもたちは不便を強いられていました。共同調理場は被災を免れましたが、設備が老朽化し、電気系統の安

全性に問題がありました。新しく設備を提供することで、子どもたちへ安全に給食を提供することができるよ

うになりました。 

 

【Ｄ-2】災害援助事業 

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 

活動内容詳細 

① 生活支援物資の配布 

ザルカ県に避難しているシリア難民 12,000 人(3,541 世帯)に対して、食糧バウチャーの配布を行った。

国際連合世界食糧計画(United Nations World Food Programme: WFP)との協議を踏まえ、一人当たり

の支援額を 45JD(3 ヶ月分)と設定し、ヨルダン国内に 100 以上の支店網を持つ Military Consumer 

Establishment のスーパーマーケットにて使用可能なバウチャーを配布した。裨益者の選定においても
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WFP との連携の下、十分な食糧支援を受けることができていない緊急性が高い裨益者を当会の登録裨

益者リストより抽出した。配布は当会のザルカ支援センターで実施しているが、実施に際しては、1 回

の受領世帯数を調整し、現地行政や警察との協力の下、混乱が発生しないよう十分に配慮の上、スケジ

ュールを作成した。また、ヨルダン社会開発省(MoSD)との調整の下、ヨルダン人貧困層約 10,160 人

(2,802 世帯)に対して、一人当たり 20JD の食糧バウチャーを配布した。 

 

② コミュニティスペースの提供 

a. 子ども向けプログラム 

ラーニングスペース：ヨルダンの公立学校では、急増したシリア難民の生徒数に対して教員が不足

するなど、十分な教育機会を提供できていない状況にあり、また、様々な家庭事情により、学校に

通うことができない子どもが多く存在する。本プログラムでは、教育へのアクセスが限られている

子どもたちを対象に、安全な場所での学習機会を提供し、ホストコミュニティであるザルカ県の教

育およびプロテクションのニーズに対応した。本事業期間においては、保護者への聞き取り調査で

ニーズが高かった、英語及びアラビア語のコースを実施した。コースは、1 ターム 20 セッション(90

分の授業を週 2 回、約 3 ヶ月間で実施)で、3 ターム実施しており、本報告期間においては、312 人

の子どもが参加した。 

 

心理社会的ワークショップ：本プログラムは、当会のアドバイザーで精神科医である桑山紀彦医師

が策定したカリキュラムに基づいて実施した。心の表現を推し進める手法として、2 次元の表現方

法である「絵画」や「写真言語法」のセッションから始まり、3 次元表現の「粘土細工」や「ジオ

ラマ作成」、そして最後に 4 次元表現である「演劇」のワークショップへと移行し、子どもたちの精

神衛生の向上に取り組んだ。ワークショップの最後には、参加者の家族や親族、友人を招いて演劇

発表会を実施した。上記のような言語以外の芸術・スポーツによって、対象年齢である 10 歳から

14 歳の子ども達が紛争及び困難な日常生活から生じた心の傷を表現し、それを周りの人間がありの

まま受け止めることによって、子ども達が自らの心の傷を受容することをサポートし、また同時に

PTSD を予防することを目的としてワークショップを実施した。ワークショップは、当会が運営す

るザルカ支援センターにてシリア難民の子ども及びヨルダン人貧困層の子どもに対して実施し、さ

らに国際 NGO Relief International との提携の下、ザアタリ・キャンプにてシリア難民の子どもに対

して実施した。ワークショップは、5 ヶ月(週 2 回、各 1.5 時間)を 1 タームとし、年間 2 タームのス

ケジュールで実施しており、本報告期間においては、189 人（ザルカ市近郊：76 人、ザアタリ難民

キャンプ内：113 人）の子どもが参加した。 

 

ターム 実施月 シリア人 ヨルダン人 男児 女児 

ザルカ ターム 1 2016 年 4 月-10 月 29 8 14 23 

ザルカ ターム 2 2016 年 11 月-2017年 3 月 23 16 30 9 

ザアタリ ターム 1 2016 年 4 月-10 月 50 ー 23 27 

ザアタリ ターム 2 2016 年 11 月-2017年 3 月 63 ー 27 36 

合計 189 
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b. 女性向けエンパワーメントプログラム 

刺繍、編み物ワークショップ：各コース約 1 ヶ月（計 8 回）を 1 タームとし、全 8 タームを実施し

た。本報告期間においては、297 人の女性がコースを修了している。ターム中は講師が参加者の技

能習得の状況を個別に確認しており、個人差はあるものの、9 割以上の参加者に技術の向上が見ら

れた。また、ワークショップの終了時に実施したアンケートでは、9 割以上の女性がワークショッ

プへの参加を楽しんだと回答しており、新しく習得した技術を活用して家計の支えにしていきたい

との意欲的な声も多く聞かれた。 

 

英語教室：13 セッション（約 3 ヶ月）を 1 タームとし、計 3 ターム実施した。本報告期間におい

ては、242 人の女性がコースを修了した。タームの終了時には最終テストを実施しており、9 割以

上の女性が合格基準点に達している。また、ワークショップ終了時に実施したアンケートでは、9

割以上の参加者が英語の学習を楽しんだと回答しており、多くの参加者から英語教室の継続参加

を希望する声が聞かれた。 

生計向上支援(製作チーム JORIA)：過去に刺繍、編み物、料理、石鹸作りのワークショップに参

加を受けた女性たちが、経済的及び社会的自立を目指し、2014 年 2 月より製作チーム「JORIA」

として活動しており、現在 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

でいる。本報告期間においては、主にアンマン市内のバザーや個人からの注文を通じて、合計

16,445JD(材料費含む)の売り上げがあった。売上は、作業量に応じて制作した女性たちに還元さ

れている。品質の向上やマーケティングに取り組んだ結果、ヨルダン国内だけではなく海外から

も注文が入るようになり、女性たちの自信に繋がっている。 

 

c. 男性向けエンパワーメントプログラム 

木材加工ワークショップ：12 セッション（約 3 ヶ月）を 1 タームとし、全 3 タームを実施した。

本報告期間においては、38 人の男性が参加した。講師が参加者のレベルに合わせてきめ細やかな

指導を行っており、9 割以上に日曜大工の技術向上が見られた。ワークショップ終了時に実施した

アンケートでは、参加した全ての男性がワークショップの内容に満足していると回答しており、

特に各自の必要に応じて実際に家庭で使用できる家具を製作できる実用性を評価する声が多く聞

かれた。また、多くのシリア人男性が仕事に就けない現状において、自宅で無為に過ごす以外の

時間を楽しみ、他の参加者と交流を通じてお互いの境遇や経験を共有するなど、日常生活におけ

るストレスの軽減を図る効果も見られた。 

 

英語教室：13 セッション（約 3 ヶ月）を 1 タームとし、全 3 タームを実施した。本報告期間にお

いては、80 人の男性がコースを修了している。タームの終了時には最終テストを実施しており、8

割以上の男性が合格基準点に達した。また、ワークショップ終了時に実施したアンケートでは、9

割以上の参加者が英語の学習を楽しんだと回答しており、多くの参加者から英語教室の継続参加

を希望する声が聞かれた。 

 

PC 教室：裨益者からのニーズ調査で高い要望があったプログラムで、事業期間中に新たに追加で開

始したコースである。12 セッション（約 3 ヶ月）を 1 タームとし、計 2 タームを実施した。本報告
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期間においては、87 人（女性 74 人、男性 13 人）が修了している。習得状況の確認として、ターム

の終了時に最終テストを実施し、8 割以上が合格基準点に達している。参加者の中には、初めてイ

ンターネットやメールなどの基本的な操作を学習する者も多く、参加者同士で不明点を相談し合っ

たり、積極的に講師に質問したりと活発な交流が見受けられた。 

 

エンパワーメントプログラム参加者数 

プログラム  女性 男性 

刺繍・編み物ワークショップ 297 ー 

木材加工ワークショップ ー 38 

英語教室 242 80 

PC教室 74 13 

合計 613 131 

 

d. 啓発講座・交流プログラム等 

ホストコミュニティのシリア難民にとって有効な生活情報等を提供する啓発講座及び参加者同士が

気軽に集まり交流を図れる機会を提供する交流プログラムを実施し、計 2,875 名が参加した。啓発

講座では、健康や医療に関する情報やヨルダンの法制度等、難民の関心が高いテーマを取り上げて

セミナーを開催し、交流プログラムでは、料理、石鹸作り、アロマ教室等、女性向けのプログラム

に加えて、子ども向けのスポーツ教室等、裨益者のニーズに基づいてアクティビティを開催した。

各回の終了後にアンケートを実施しており、啓発講座では内容の理解度を、交流プログラムでは満

足度の確認を行った。啓発講座においては、9 割以上の参加者が講義の内容を理解していることを

確認しており、不自由な避難生活を続けるシリア難民にとって有用な生活情報へのアクセス機会と

なっている。交流プログラムにおいても、9 割以上の参加者からアクティビティの内容に満足して

いるとの回答を得ている。本プログラムでは、コミュニティにおける参加型のプログラムとして、

安心して集い交流を図ることができる環境において日常感や充実感を提供しており、現地協力団体

の施設での開催等を通じて、より多くの裨益者に参加機会を提供できるよう取り組んだ。 

 

③ カウンセリングサービスの提供  

 本プログラムを通じて精神科医、臨床心理士及びソーシャルワーカーがカウンセリングを提供したシ

リア難民、ヨルダン人貧困層は、のべ 2,041 名であった。裨益者はザルカ市近郊から広く訪れており、昨

今はシリア難民のみならずヨルダン人貧困層の受診が増加傾向にある。裨益者の疾患、症状の傾向とし

て、シリア難民については幼児期からの受診が目立ち、これは紛争体験に起因すると思われる心的外傷後

ストレス障害(PTSD)が多いことに起因している。シリア難民の成人の間でも同様の傾向が見られるが、

それに加えて避難生活の長期化に伴う不安、適応障害や経済的困窮による家族不和等のケースも多く見

られた。ヨルダン人貧困層の特徴としては、成人期からの受診者が多く、夫婦間や子どもの教育問題、家

庭の経済的困窮等についての相談が目立った。また、慢性精神疾患、統合失調症、精神発達遅滞、けいれ

ん発作等、治癒困難な疾患を抱えるケースが多く見られた。 

深刻なケースについては精神科医が診察を継続し、状態に応じて精神科医からの指示により、心理士に

よる行動療法等の心理学的なアプローチも行った。その他、家庭における経済的問題や、女性特有の問題
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については、ソーシャルワーカーによる定期的なカウンセリングを通じて、ストレスや精神的な負担の軽

減に取り組んでいる。また、事業地周辺地域の公立病院の精神科には心理士が常駐していないため、先方

からの依頼に応じて心理士によるカウンセリングが必要な患者を当会で受け入れている。 

 

実施月 患者数（総数） 
患者数（内訳） 

ソーシャルワーカー 心理士 精神科医 

2016年 4月 197 82 40 75 

2016年 5月 159 53 28 78 

2016年 6月 125 42 13 70 

2016年 7月 140 52 24 64 

2016年 8月 177 66 32 79 

2016年 9月 141 38 32 71 

2016年 10月 191 74 40 77 

2016年 11月 174 73 14 87 

2016年 12月 173 61 31 81 

2017年 1月 179 72 28 79 

2017年 2月 186 70 38 78 

2017年 3月 199 73 34 92 

合計 2,041 756 354 931 

 

継続的にカウンセリングを受けている裨益者については、全般的に大きく症状が悪化することは無く、

徐々にではあるが改善に向かっている印象がある。また、向精神薬の処方が必要なケースについては、一

人に対して月額 20JD（約 3,300 円）まで薬代を補助することで、裨益者の経済負担の軽減に努めており、

精神保健面での支援を必要としているシリア難民やヨルダン人の貧困層に対して、適切なサービスを提

供し、症状の悪化防止に取り組んだ。ケースレポートの一例として「不安定だった子どもが落ち着き、学

校に行けるようになった」「不眠症が良くなり、仕事に就くことができた」などの声が聞かれ、症状改善

に伴う日常生活への良い波及効果が見られた。しかし、依然として新規の裨益者数も増加しており、シリ

ア難民の心の問題は紛争の長期化と共に遷延化していくものと思われる。 

 

【Ｄ-3】災害援助事業 

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 

活動内容詳細 

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 

 

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 

① 保健ボランティア研修 
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・6月 14 日〜16日、 対象 5 村（シュエドウ村・メティヨ村・コクワ村・チョウンカウン村・ミャインゴン村）

の保健ボランティア 27 名の活動報告会及びリフレッシャー研修を開催した。政府関係者、同地域で活動する他

団体、公衆衛生専門家、各村住民を招き、保健ボランティアの活動成果への理解を深め、将来的な協力体制の強

化を図った。開催経費の一部はブタ銀行からの資金より拠出した。 

 

② 小規模医療施設建設 

・6 月 2 日にチョウンカウン村およびミャインゴン村において、サブルーラル・ヘルス・センターのソーラーシ

ステムの利用に関するコミュニティ向けの利用者研修を BHNテレコム支援協議会の協力の下で開催した。 

 

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 

① エコサントイレ・住民向けワークショップ 

・4-5 月、シュエドウ村、メティヨ村の小中学校において生徒・保護者向けのエコサントイレ利用者ワークショ

ップを開催し、エコサントイレの仕組みと利用方法、メリットと注意点に関して周知。 

 

・5-6 月シュエドウ村の小中学校において、演劇ワークショップ「エコサン・アカデミー賞 2016」を開催した。

エコサントイレに親しみを持つこと、さらに脚本制作や練習・公演を通じて、エコサントイレの効果や適正

な使用方法を学んでもらう衛生啓発を目的として 3 グループが演劇を発表した。また「壁画コンテスト」を

開催し、事前に生徒から応募された絵画の中から選ばれた絵画を小中学校のトイレの壁画として採用し、手洗

いと衛生的な飲料水に関する絵画が選ばれ、衛生啓発としての役割を果たした。 

 

② エコサントイレビルダー向け研修・利用者 ワークショップ 

・4-6 月エコサンボランティアらが事業終了後も同活動を継続できるよう確認とフォローアップを実施し

た。「エコサントイレの構造への知識」「他の住民への説明能力」など、予めリストアップした 9 項目につい

て評価し、必要に応じて助言、次月に再評価するといった形式でモニタリングを継続した結果、6 名のエコ

サンボランティア全員が、村内のエコサントイレの使用状況を確認し、適正な使用を促す能力を得ている

ことが確認できた。 

 

③ 学校の給水設備整備 

・4-6 月シュエドウ村の小中学校及びメティヨ村の小学校の既存の給水設備の修繕・改修を行った。上水

フィルターを付けた貯水タンクや貯水槽を整備し、水の少ない乾季にも手洗いや掃除など衛生活動が可能

となった。また、住民からの寄付を募るなどして、発電機とモーターポンプを設置した。飲料水としての

水質調査でも安全性が確認された。 

 

3. 衛生環境改善支援 

① ファンド管理モニタリング 

・4-5 月、初めての販売であったため、買取業者との調整がなかなか進まず、1viss（約 1.6kg）あたり MMK3,800

（約 350 円）という安値で取引がされた。また例年と比較して甚大な水不足と気温の上昇により、多くのブタ農

家が同時期に販売を希望したことで、価格の低下につながった。さらに業者が測定・設定する買取重量が、当

会スタッフにより算出された想定実重量よりも多分に低いケースが散見された。 
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【ブタの販売・返済状況（2016 年 5月 18日時点）】 

村名 シュエドウ メティヨ コクワ チョウンカウン ミャインゴン 

参加世帯数 10 5 7 10 6 

初期貸付数 

（貸付日） 

16 (9/27) 

24 (10/8) 

20 (10/7) 28 (9/11) 36 (10/14) 

4 (10/22) 

24 (10/23) 

買取重量  45viss*

（72kg）以上 （匹） 

16 1 0 （総重量のみ記録） 9 

買 取 重 量 45viss

（72kg）以下 （匹） 

23 16 26 （総重量のみ記録） 5 

未販売（匹） 1 3 0 2 9 

死亡（匹） 0 0 2 0 1 

元本全額返済 

世帯数 

6 4 0 10 5 

利子返済世帯数  3 1 0 4 5 

*ミャンマーの重量単位。1viss=約 1.6kg 

 

・5 月：各ブタ銀行委員会はいったん販売額全額を回収して元本返済と利子返済として受け付けた。返済に必要

な販売額を得られなかった世帯については、上述の状況を考慮し、また原因を一意に求めることは難しく、今回

の参加世帯については販売額のみの回収とすることを各ブタ銀行委員会が住民らとの協議によって決定された。 

 

・6 月：第 1 次世帯の状況を踏まえて、第 2 次参加世帯向けの子ブタ・餌購入への補助額について、ブタ銀行委

員会と協議を重ねた上で決定した。また、保健ボランティアおよびエコサンボランティアの今後の活動に関して、

計画・予算を決定した。その上で、各村において第 2次参加世帯の本登録と貸付けが行われ、ブタの飼育が開始

した。 

 

② 飼育状況モニタリング・飼育技術研修 

 

・5 月：各村のブタ銀行委員会が第 2 次飼育世帯の選定を行った。第 1 次飼育世帯で確認された課題を受けて、

飼育期間、給餌方法、餌の材料の見直しを行った。餌の材料となる米糠などの品質・鮮度を保つために餌用粉砕

機を購入し、買取業者による買取重量を過少に軽量する問題の対応として、重量計を購入した。餌用粉砕機はブ

タ銀行参加世帯だけでなく住民全般にオープンにして手数料を回収し、ブタ銀行の運営資金の一部とする一方

で、ブタ銀行参加世帯は手数料を優遇されるシステムとすることで、ブタ銀行への参加インセンティブの一つと

した。 

 

・6 月：飼育期間および給餌方法について、図表や写真を用いた A3 版の解説ボードを作成し、ブタ銀行委員会

と第 2 次飼育世帯へ配布した。さらに、以上の飼育小屋や給餌、病気への対応を中心に、第 1 次飼育世帯の経験

を生かした形で飼育マニュアル冊子を再編集し、各村へ配布した。 
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【Ｄ-4】緊急災害援助事業 

事業名 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 パレスチナ自治区・ガザ地区 

活動内容詳細 

① ガザ地区における灌漑用水のアクセス向上 

１. 下水の再処理施設の設置（事業内容変更に伴い中止） 

 ガザ地区には 5つの下水一次処理施設が稼働しているが、処理能力が不足している。事業開始時の

2016年 6月、ラファ市においては、一次処理施設が存在するが、二次処理施設については、他団体に

よる導入計画が無い状態であった（表 1）。 

表 1 ガザ地区の下水処理場の稼働状況（2016年 6月時点） 

行政区域 
一次処理施設の数 

二次処理施設の数（計画中も含

め） 

North Gaza  1基 0基 

Gaza  1基 1基(現在稼働中) 

Middle 1基 0基 

Khan Younis 1基 2基(UNDPと ICRCが計画中) 

Rafah 1基 1基(当事業で計画中) 

合計 5基 4基 

 

当会国際スタッフがガザ地区に入域し、現地の関係省庁、FAOや JICA等の他団体と情報交換の上、

ニーズ調査を行った結果、汚水の再処理が有効な灌漑用水の共有方法であるとの理解に達した。特に、

ガザ地区南部に位置するラファ市では、地下水の塩分濃度が高く、灌漑可能な農業用水が著しく不足し

ていた。一方で、同市の下水処理場からは、100,000㎥／日の未処理水が地中海へと放流されており、

汚染された海水の帯水層への浸透は、地下水の汚染と塩化を引き起こし、環境への負荷に加え、健康被

害も懸念されている。下水一次処理施設から近い同市沿岸部のマワーシー地区で、当会が提携団体と共

に実施した独自の聞き取り調査によると、9割以上が農業で生計を立てており、下水の再処理水の灌漑

目的での利用に適した樹木（グァバ、ヤシ、オリーブ、柑橘類）の総面積が、保有・貸借土地面積の半

分以上を占める事が判明した（表 2）。また、多くの農家が戦闘による灌漑設備への被害を受けてお

り、再処理された水を灌漑用水として利用する事に同意を示している事が分かった。 

 

表 2 ラファ市マワーシー地区の農家の土地の利用状況 

作付けの種類 面積（ドノム） 面積（パーセント） 

グァバ、ヤシ 382.5 30.8 

オリーブ 195.5 15.8 

柑橘類 64 5.2 

野菜類 476 38.4 

未利用 122.5 9.9 
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合計 1240.5   

 

ガザ市で既に稼働中の同じタイプの処理施設にて再処理された水は、パレスチナ政府及び WHOの基準

をクリアしており、実際に周辺地区の農家によって樹木の灌漑用水として利用されている（野菜への利

用はパレスチナ自治政府の規制で許可されていない）。その為、ガザ農業庁からも、当事業において、

ラファ地区での二次処理施設の設置が推奨された。 

ところが、事業開始直前になって、ガザ農業庁が国際協力機構（JICA）とパレスチナ開発復興経済委

員会（PECDAR）にも、ラファ下水処理場の再処理施設建設の事業計画を持ちかけていた事が判明した。

さらに、ガザ農業庁により当会と JICAに別々の建設予定地が提示されていた旨も発覚した。その後、 

PWA（Palestinian Water Authority）、JICA、大使館（対パレスチナ自治政府日本政府代表部 ROJ）、

NICCO による四者会議が開かれ、結果的に、当会は事業を申請通りに予定地で実施する事になり、引き

続き、具体的な協議、調整を進めるに至った。 

 しかし、2016 年 11 月初旬になり、日本大使館（ROJ）及び JICA より、当会が建設を計画したサンド

フィルターを利用した再処理施設では、灌漑用水に適した水質を担保できるかの技術的根拠が乏しいと

の指摘を受けた。さらに、供給電力の不足により、（一次）下水処理場が 6 -8時間／日しか稼働していな

い状況も踏まえ、当会による再処理施設の事業を取り止め、代替事業として、ROJ 及び JICA が計画して

いる（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（PV）の設置事業を実施するべく、

2017年 3月 7日付で事業内容変更を申請した。 

 

２．下水処理場への太陽光発電設備の導入 

事業内容変更により、改めて、ラファ市にある（一次）下水処理場内（図 1）に、太陽光発電設備を設

置し、附属を含む各施設で必要となる総消費電力 300kWh のうち、57kWh を供給する事で同処理場の処理

能力を一部回復する事となった。現在、関係諸機関と調整を進めている。これにより、地中海へとそのま

ま放流されている処理水の水質レベルを改善し、農家を含む周辺地域に住む住民を取り巻く水環境の向

上に寄与し、最終的にはラファ市のマワーシー地区住民 5,500人が裨益する予定である。 

なお、下水処理場で必要な残りの消費電力については、当会が次期プログラムで追加設置する太陽光発

電設備にて補完される予定である。また、関係諸機関との調整の末、再処理施設（二次下水処理場）と付

帯施設の建設、幹線用水路、マワーシー地区の農家へ接続する配水管と灌漑パイプの敷設については、

ROJ 及び JICA の独自の資金にて実施する計画である事を確認している。これらの共同事業を通じて、

再処理水が元々の事業対象としていたマワーシー地区の農家まで行き届き、灌漑用水として利用される

見込みである。 

 

図 1 ラファ市（一次）下水処理場全体配置と太陽光発電設備設置候補地 
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写真 1：再処理施設予定地を視察する当会及び提携団体、助成団体スタッフ 

 

 

 

② 学校における子供たちへの安全な水提供支援 

1. 学校への脱塩処理施設の設置 

ガザ地区では、急激な塩化により地下水の 95%が飲料に適していない為、家庭でも学校でも、生活用水
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については都市用水を利用しているが、飲料水は購入を強いられている。塩分濃度の高い飲み水を子供が

摂取し続ける事による健康被害も懸念されている。そこで、学校における安全な飲み水へのアクセス向上

を目指し、小型の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

っている。 

対象校としては、裨益効果を高めるため、ガザ教育省の提供データおよび当会と提携団体の独自のスコ

アリング方式に従い、生徒数の多いガザ市ザイトゥーン地区の 2シフト制の隣接 4校が選ばれた。 

これについては、2016年 12 月に 2基の脱塩処理施設の設置工事が完了しており、支援対象の 4校の飲

み水タンクへと接続された。また、研究機関による脱塩処理前後の水質チェックも実施し、WHOおよびパ

レスチナ現地政府による飲み水の水質基準（表 3）を十分に満たしている事が確認され、総計 5,041名の

子供に対して、安全な飲み水を提供できる環境が整った。 

 

表 3：WHOおよびパレスチナ現地政府による飲み水の水質基準 

 

 2. 水衛生・水の有効利用に関するワークショップの実施 

ガザ教育省や裨益対象校との調整の末、2017 年 2 月、各校のマネージャー、教員、環境クラブのメン

バーに対して、水衛生や水の有効利用に対するワークショップを実施した。特に、マネージャー、教員に

対しては、安全な飲み水へのアクセスが自律的に継続できるよう、提携団体のエンジニアスタッフにより

脱塩処理施設の運営・管理方法や水質基準の確認方法についての知識も伝達し、ワークショップの前後で

行った理解度の集計結果では、32％の正答率の平均値であった理解度が 92％にまで向上し、目標値であ

った 80％を大きく上回った（表 4）。さらに 2017年 3月初旬には、各校各シフト毎に全校生徒を集めて、

水に関する衛生問題・健康問題について楽しく学べる機会を提供する為、オープン・デイと称するイベン

トを計 8回実施し、対象校に通う 5,014人の子供全員に、水衛生に関するパンフレットも配布した。 

 

表 4：ワークショップの前後で実施した理解度テストの平均値 
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3.事業の拡張（小型脱塩処理装置の設置および中央脱塩処理の修復） 

事業開始後の教育省からの聞き取り調査により、他地域でも脱塩処理のニーズがある事が分かり、2017

年 3月 7日付で事業内容変更申請を行い、②事業の内容の拡充を行った。具体的には、さらに 10基の小

型脱塩処理装置及びその電力供給のための太陽光発電設備をガザ地区内の学校 10校に設置する予定であ

る。また、2014 年の戦闘によって破壊されたままのジャバリエ地区の中央脱塩処理施設 1 基の修繕も行

うべく計画している。修繕後には、ガザ教育省がタンカーにより近隣の学校 20校へ配水を行う事を書簡

により担保している。これらの拡充により、さらに 30校をカバーし、裨益校に対しては同様のワークシ

ョップを実施し、事業全体で約 27,141 人 の子供が安心して安全な水を飲める体制が整う予定である。

2017年 4月現在、事業拡張にかかる裨益校の選定、設置業者の入札、関係諸機関との調整を進めている。 

 

【Ｆ-1】広報啓発事業 

事業名 広報啓発事業 

事業地 日本国内 

活動内容詳細 

会誌 

会誌「リリーフ・アクション」52 号、2016 年 6 月 15 日発行 3,800 部 

会誌「リリーフ・アクション」53 号、2016 年 12 月 15 日発行 2,000 部 

 

インターネットメディア 

ウェブサイト 年間閲覧数 165,300 ページビュー（表示された回数） 

フェイスブック ページを「いいね！」してくれた人数合計 1,342 人 

ツイッター これまでの合計ツイート数（2015 年度以前も含む）30,743 回 

 

パナソニック NPO サポートファンド for アフリカ 

「スマートフォンサイト制作と自主イベント開催」 

 

イベント（開催日、イベント名など） 

国際協力イベントへの参加 

1 2016 年 8 月 2 日－8 日 国際協力パネル展（京都） 

2 2016 年 9 月 10 日－11 日 国際協力ステーション（京都） 

3 2016 年 9 月 18 日 清水寺で世界を語る～「家族」わたしとあなたの幸せを～



資料 a-2 

公益社団法人 日本国際民間協力会 事業報告書付属明細 

25 

 

（京都） 

4 2016 年 9 月－10 月（期間中 4 回） 青年海外協力隊・シニア海外ボランティア/秋募集説明会（京

都・大阪・滋賀・兵庫） 

5 2016 年 10 月 1 日－2 日 グローバルフェスタ JAPAN2016 （東京） 

6 2016 年 10 月 1 日－12 月 25 日 京エコロジーセンター SDGs 企画展示（京都） 

7 2016 年 12 月 23 日 ワン・ワールド・フェスティバル for Youth～高校生のため

の 

国際交流・国際協力 EXPO2016～（大阪） 

8 2017 年 2 月 4 日－5 日 第 24 回ワン・ワールド・フェスティバル（大阪） 

 

講演 

1 2016 年 4 月 13 日 テラ・ルネッサンス主催 テラ・カフェ（京都） 

2 2016 年 6 月 23 日 京都大学講義「Introduction to sustainable development」（京

都） 

3 2016 年 6 月 24 日 奈良女子大学「出前講座 異文化理解と国際協力」（奈良） 

4 2016 年 7 月 1 日 奈良県高等学校国際教育研究協議会研修会（奈良） 

5 2016 年 7 月 16 日 国際協力団体 BWP 主催「Presentation For Peace 3」（京都） 

6 2016 年 7 月 18 日 パーマカルチャー学びの集い（京都） 

7 2016 年 7 月 24 日 ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生のための国

際交流・国際協力 EXPO2016 の高校生実行委員会研修（大阪） 

8 2016 年 7 月 29 日 京都外国語短期大学 講演（京都） 

9 2016 年 8 月 6 日 京都レオクラブ研修（京都） 

10 2016 年 9 月 23 日 クラーク記念国際高校東京キャンパス講義「女性難民に対する

支援活動」（東京） 

11 2016 年 9 月 27 日 洛南ロータリークラブ例会（京都） 

12 2016 年 11 月 12 日 関西あおぞらプロジェクト主催「アジアフェスティバル」（大阪） 

13 2016 年 11 月 24 日 プロジェクト保津川主催「じぶん未来塾」（京都） 

14 2016 年 11 月 30 日 京都文教大学「国際協力論講義」（京都） 

15 2016 年 12 月 7 日 京都新聞「ソフィアがやってきた」（京都） 

16 2016 年 12 月 9 日 国連フォーラム関西 12 月勉強会（大阪） 

17 2016 年 12 月 22 日 京都 CSR 研究会（京都） 

18 2017 年 2 月 24 日 洛西ロータリークラブ様国際奉仕フォーラム（京都） 

 

自主イベント 

1 2016 年 4 月 24 日 第 3 回 NICCO かけ・そばトーク「若者だからこそ出来る社会

貢献」（京都） 

2 2016 年 5 月 滋賀の田んぼで田植え体験！＋エコサントイレのワークショ

ップ（滋賀） 

3 2016 年 9 月 滋賀の田んぼで稲刈り体験！＋アフリカの食文化を体験しよ



資料 a-2 

公益社団法人 日本国際民間協力会 事業報告書付属明細 

26 

 

う！（滋賀） 

4 2016 年 11 月 17 日 第 4 回 NICCO かけ・そばトーク「NGO 女子会」（滋賀） 

5 2016 年 12 月 14 日 第 5 回 NICCO かけ・そばトーク「アフリカ農村開発の現場か

ら」（滋賀） 

 

後援・協力イベント 

1 2016 年 5 月 30 日 第 31 回京都チャリティ・ファンラン（京都） 

2 2016 年 10 月 6 日 第 6 回 NICCO チャリティ・ラン鴨川（京都） 

3 2016 年 2 月 19 日-22 日 第 26 回チャリティ・オークション「芸術と文化人の作品展」

（京都） 

 

 

マスコミ懇親会 

2016 年 9 月 12 日 木内苑子 メディア懇親会「パレスチナ・ガザ地区緊急人道支援について」 

 

プレスリリース 

年間件数 6 件 

 

マスメディア実績 

テレビ 

2016 年 5 月 30 日 NHK 京都 第 31 回京都チャリティ・ファンラン 

2017 年 2 月 19 日 NHK 京都 第 26 回チャリティ・オークション 

 

ラジオ 

2016 年 8 月 8 日 三条ラジオカフェ 「おはようさんどす」大豊盛重 出演 

 

新聞 

2016 年 5 月 24 日 読売新聞 エコサントイレ紹介 

2016 年 5 月 31 日 京都新聞 第 30 回京都チャリティ・ファンラン 

2016 年 5 月 31 日 毎日新聞 第 30 回京都チャリティ・ファンラン 

2016 年 8 月 9 日 日本経済新聞 ふるさと再訪「愛知川養鶏事業」 

2016 年 9 月 20 日 毎日新聞 毎日地球未来賞前回受賞者紹介 

2016 年 9 月 21 日 京都新聞 パレスチナ・ガザ地区緊急人道支援 活動報告会 

2016 年 10 月 8 日 京都新聞夕刊 第 6 回 NICCO チャリティ・ラン鴨川 

2016 年 10 月 21 日 京都新聞 保健文化賞受賞 エコサントイレ紹介 

2016 年 12 月 5 日 毎日新聞 子ども救援金 シリア事業紹介 

2016 年 12 月 13 日 毎日新聞夕刊 子ども救援金 シリア事業紹介 

2016 年 2 月 5 日 京都新聞 ソフィアがやってきた「アフリカ事業紹介」 

 

教育セクターからの受け入れ 
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2016 年 9 月～2017 年 1 月 京都大学留学生 1 名インターンシップ受け入れ 

 

インターン研修 

国内研修 10 名 

 

 

 


