Mali ／ 実施期間 2011・7

2012・9

マリ│ 学校給食支援
実施地域 バルエリ活動地域
象 小学校25校の子ども1,596人、
教員、親

対

背景

マリでは学齢期の子どもの約20％には小学校教育を受ける機会がなく、
バルエリ活動地
域では33.3％に達します。
たとえ小学校に入学できても中途退学する児童が多く、
卒業で
きるのは就学児の約半数の45％ほど。
その主な原因は学校が遠いことや、
栄養不足からく
る空腹によるものです。
さらに、
昨年より続く食糧危機に加えて、
今年２月のクーデター以
降は政情不安が続き、
状況がより困難となっています。

主な活動内容

住民が作った給食室で、給食委員会が作った給食を食べる
子どもたち

就学促進と給食支援に関する啓発活動
給食委員会の設置とトレーニング
給食用穀物の購入
備品の支援
（皿・スプーン・なべ購入、
釜の設置など）
給食委員会を中心とした学校給食の実施
【給食の大切さを伝える】
給食支援に関する啓発のための会合は、各村
で３回ずつ、計525回開催されました。会合に
は、女性6,352人を含む１万1,550人が参加。そ
の結果、25校への給食支援は、地域の人々や
地方教育省などの関係機関の主体的な参加
のもとで実施されました。
対象各校には給食委員会が設置され、女性19
人を含む74人を対象に、食糧の在庫管理など
に関するトレーニングを行いました。また、
他校の給食支援から学ぶための見学訪問を
２回実施し、委員会のメンバー 100人が参加
しました。
【親たちによる協力】
子どもたちの親は、さまざまな形でプロジェ
クトに貢献しました。例えば、子どもが給食
を食べる簡易給食室の建設、穀物の提供、穀
物にかけるソースなどを購入するための定
期的な負担金の拠出、さらに料理に必要な薪
や水の調達など。日々の給食実施に必要なほ
とんどの活動を自発的に行っています。
これまで対象25村において、4,889キロの穀
物（ヒエ・アワ）と17万200セーファーフラン
（約２万7,000円）が集まりました。プランはこ
れに加えて、5,900キロの米と香辛料の購入、
給食実施に必要な設備、備品の購入などを支
援しました。

【週3回の給食が中途退学の防止に】
住民やさまざまなパートナーの積極的な参
加や貢献により、遠方から学校に通う子ども
1,596人が、午後に授業のある週３回（月・水・
金）に給食をとることができるようになりま
した。
給食支援を行う前の調査では、児童308人（う
ち女の子158人）が中途退学する予定でした。
しかし、給食が実現したことにより、中途退
学を予定していた児童のうち194人（うち女
の子92人）は学校に通い続けることができま
した。また、給食によって、子どもたちの栄養
状態も改善されています。

住民たちが地元で入手できる資材を使って建設した簡易給食室

Voice of the participant

参加者の声

クリバリさん

（43歳・給食委員会のメンバー）

プランが給食支援をしてくれたことに本当に感
謝しています。
お陰で子どもたちが今までより
も集中して勉強できる環境になりました。
そし
て昼食のために５キロも歩いて家に帰る必要
がなくなりました。
また、
トレーニングを通して
持続的に給食運営ができるようになりました 。
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ジューレ・クリバリさん

（11歳・６年生）

給食がなかったころは昼食が食べられな
くて、
午後の授業に出席する気持ちが萎え
てしまっていました。
でも給食が始まって
からは授業に集中できるようになり、
成績
も10点満点中５から８に。
これからも小学
校を卒業できるようがんばりたいです。

給 食委員会、
パートナー NGO、
学校運営委員会との会合の様
子。
学校運営委員会には子どもたちも参加している

コミュニティの関心と
ニーズの高さを実感

馬野 裕朗職員
プログラム部マネジャー
2011年末ごろからマリを含むサヘル地
域で食糧危機が発生し、
穀物の価格は急騰
しました。
そのため、
今年２月の時点では、
このプロジェクトが目指す
「コミュニティ
による持続的な給食支援」
はかなり難しい
と思っていました。
しかし、
コミュニティ
の人々の関心とニーズは高く、給食を食
べるスペースの建築、
調理に使う薪・水の
調達、ヒエ・アワの提供、調理、後片付け、
掃除、
各家庭からソース購入のための100
セーファーフラン
（約16円）
の提供など、
多
くの自発的貢献を含めて、高いオーナー
シップを持って給食支援が行われている
ことを確認しました。
彼らの態度からうか
がわれる満足度を見て、
あらためてこのプ
ロジェクトが住民のニーズにぴったり合
致していることを感じました。
これは、
活
動の持続性のために最も重要な条件であ
ると思います。
加えて、
プラン・マリと教育
行政機関との長い協働による信頼関係を
通して、
行政官がトレーニングやモニタリ
ングを主体的に行っていることも、
給食を
続けていくことにつながっています。
厳し
い食糧事情にもかかわらず、
住民が給食を
提供すためになけなしの穀物やお金を提
供している姿を見て、
あらためて親の子ど
もへの愛情は普遍的であると感じました。

India ／ 実施期間 2010・7

2013・6

インド│ 人身売買/性的搾取にあった女の子たちのシェルター設置
南東部アンドラプラデシュ州プラカーシャム県、
トゥールプ・ゴーダーヴァリ県、
シュリーカークラム
ヴィジャヤナガラム県、
ヴィシャーカパトナム県、
パシュチマ・ゴーダーヴァリ県、
クリシュナ県、
実施地域 県、
グントゥール県、
ネッルール県、
アナンタプール県、
カダパ県、
カルヌール県、
州都ハイデラバード
対

象

６〜18歳の女の子1,246人
アンドラプラデシュ州の人身売買、
買春、
性的搾取の発生件数はインド全体の約40％を占め
るといわれています。
実施地域でも、
生計の手段がなく追いつめられた女性が売春を始める
事態が後を絶ちません。
特に売春経験のある母親をもつ 第二世代 と呼ばれる女の子たち
が同じ道に進んだり、
売春シンジケートに売られたりするケースが多発しています。

背景

主な活動内容
シェルター（保護施設）
に保護された
女の子の生活支援・職業訓練
シェルター職員・カウンセラーの能力強化
女の子の職業訓練
地域住民の意識啓発
現在支援中の２シェルターに加え、
人材開発省母
子発育局が運営する16シェルターの機能を強化。
これにより支援対象を12県の計300地域にまで広
めました。
プロジェクト開始以来、
シェルターに保
護された女の子延べ378人に生活支援、
教育支援、
カウンセリングや職業訓練を行い、
買春多発地帯

Nepal ／ 実施期間 2010・10

に住む女の子延べ868人にコンピューター技術など
の職業訓練を行いました。
また、
性的搾取/人身売
買の被害者グループ、
地域住民で組織された支援
グループを中心に、
人材開発省、
警察、
司法、
メディ
ア、
教育機関などと協力しながら意識啓発キャン
ペーンを展開。
女性や子どもの人権保護、
新たな買
春の阻止、
性感染症の予防・治療の重要性につい
て訴え、
地域住民の理解を深めました。
これらの活
動により、
延べ5万人以上に直接、
間接の支援が届
きました。
今後は女の子の保護と自立支援を継続
するとともに、
モデルケースとして性的搾取/人身
売買の被害者のみで運営されるシェルターの設置
を目指します。
将来的にはこのシェルターを各県
に設置し、
地域住民自身で性的搾取/人身売買の問
題に取り組める環境づくりを支援します。

（小規模金融）
組織

実施地域

東部コシ県モラン郡の７村

対

女の子と女性3,414人

背景

ネパールの農村地域では女性の社会的地位が低く、
彼女らが家庭や地域での決定に関わ
ることは困難です。
資産を持つこともできず、
暴力や性的虐待も深刻な問題となっていま
す。
実施地域に暮らす少数民族は最貧困の暮らしにあり、
女性たちはさらに弱い立場にい
ます。
インフラも未整備で、
経済活動を広げるノウハウもないのが現状です。

主な活動内容
預金貸付組合の設立
女性の能力強化トレーニング
かんがい整備
（プラスチック製貯水池設置）
家畜の支給・事業支援・野菜集荷所の設置

プロジェクトに参加した女性たち

〜参加者の体験を通して〜

心のケアからスタート

マダヴィさん
（仮名）
は学校教育を受けてい
ましたが、13歳の時に望まない結婚をさせ
られ中途 退 学。
その後、
家出をしてハイデ
ラバードをさまよっていたところを人身売
買業者に騙され、
売春宿に売られてしまい
ました。
数カ月後、
警察に救い出され、
母子
発育局児童福祉委員会に登録。
その後、
本
プロジェクトが支援するシェルターに移さ
れました。
シェルターでは、
まず心のケアを、
次に教育支援を受け、
小学校の教育課程を
無事修了することができました。
彼女は経
済的自立を望んでいたので、
シェルターで
コンピューター・スキルと製パンの技能を習
得。
今は食料品店で働いており、
毎月6,000ル
ピー（約8,500円）
の収入があります。

シェルターで
は、裁 縫 やコ
ンピューター
等、
自立するた
めのスキルを
身につけます

2013・9

ネパール│ マイクロ・ファイナンス
象

Case study

プロジェクト開始以来、
計3,414 人が参加し、
計144
の自助グループを結成。
当初目標
（３年で3,000人）
を約２年で達成しました。
７村に計８カ所の預金
貸付組合が設立され、3,414人が預金。
貯蓄原資、
計602万3,139ルピー（約530万円）
をもとに、
有機
野菜生産に関するトレーニングと融資を受けて小
規模事業を開始しました。今年度は1,981人が野
菜を栽培・販売。
収入は合計613万7,496ルピー（約
540万円）
に上り、
生計向上につながりました。
能力強化トレーニングには、117の自助グループ
の女性2,558人が参加。女性と子どもの権利、
生
計向上、
地域の衛生・環境問題などについて学び
ました。
彼女たちは、
自分の意見を述べる方法を
習得し、
地域社会で声を上げ始めています。
このような成果をもとに、
来年度は女性グループ
や預金貸付組合のさらなる能力強化、
小規模事
業の収益向上支援などを進めていきます。

継続的な支援を実施

内山雄太職員
プログラム部
本プロジェクトではマイクロ・ファイナ
ンス専門家の指導のもと、事前に実施
地域や市場ニーズについて精査し、プロ
ジェクトに参加する女性や、
安定した収
益が期待できる事業を決定します。その
後、
起業訓練を行い、
事業を始めた後も必
要な助言をします。中にはわずか２カ月
で約8,800円稼いだ女性も。
ネパール国民
１人当たりの年間所得が約３万9,000円
ですから、
立派なものです。
ローンの返済
は女性グループごとに責任を負います
が、未返済のケースはほとんどありませ
ん。
「プランは、女性・社会・共益 を重視
しているのが良い。
また、
ネパールでは男
性が海外に出稼ぎに行くケースが多い
が、住民が地元に留まる支援をしてくれ
ている」
と評判も上々でした。
多くの事例
により、
マイクロ・ファイナンスを通じて
その日暮らしの生活から脱却できること
が実証されています。経済的自立を支援
する重要性を再認識しました。
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Ecuador ／ 実施期間 2011・7

2012・9

エクアドル│カカオ生産地域の教育環境改善
実施地域 ロス・リオス県ウルダネタ地区
象 児童948人、
教員42人、
親約200人

対

背景

ロス・リオス県ウルダネタ地区は、
カカオの生産が盛んな地域です。
しかし、
中小規模の生
産農家は仲介業者にカカオを安値で買い取られ、
貧困状態は改善されません。
その多く
が家族の労働力に頼るため、
この地区の就学年令にある子どもの20％は学校に通ってお
らず、
８〜 17歳の子どものうち９％は労働に従事しています。
教員の技術不足や教育や
子どもの権利に対する理解の低さ、
体罰が日常化していることも問題となっています。

主な活動内容
教室備品の支給

教室修繕

教材の支給

教育を受ける権利についての意識啓発キャンペーンなど
【教育を受ける権利などの意識啓発を】
実施地域の計11コミュニティにおいて、教育
を受ける権利や子どもの保護を目的とした
ワークショップを行いました。女の子174人と
男の子142人、合計316人の子どもたちが参加。
子どもの権利や虐待に関する様々な考えを、
絵で表現しました。
母親156人と父親16人の合計172人を対象とし
たワークショップでは、父親が母親に対して
日常的に支配的な態度をとっていることや、
子どもへの体罰がしつけの一環だと捉えてい
る親が多くいることがわかりました。
教員26人（女性16人、男性10人）を対象にした
ワークショップも実施。さらに、11村から集
まった代表11人とボランティア35人も同様に
トレーニングを受け、子どもたちの権利を守
るために自分たちが果たすべき役割について
の認識を強めました。
【作品を通して権利の重要性をアピール】
子どもたちのアイデアを活かしたポスターや
冊子を作成し、様々な場所に掲示しました。こ
れにより、幅広い地域の人々へ子どもの権利
の重要性について訴えることができました。
さらに、ウルダネタ地区の「子ども議会」や行
政 関 係 者、病
院関係者など
が、子どもへの
望ましい接し
方や子どもの
権利について、
歌や踊りなど
子どもたちが絵を描いた校舎の壁
のパフォーマ

新しい教材も届きました！

ンスを通じて学びあうというイベントを開催
し、子ども350人、教員20人、関係者30人が参加
しました。教育を受ける権利についてのメッ
セージボードやポスターが11コミュニティの
小学校に配布されたことも、子ども、教員や保
護者をはじめとする地域の人々の意識変化へ
とつながりました。
【教室備品と教材の支給、教室修繕】
11の小学校に椅子（515脚）と机（280脚）、教材
一式を配布し、学習環境の改善を図りました。
また８校で校舎の壁に塗装が施され、
校舎がき
れいになりました。塗装作業には児童の父親
50人と母親130人の合計180人が労働力を提供
し、子どもたちが新しい壁に絵を描きました。
このプロジェクトを通じて学習環境が改善さ
れ、教員や保護者の教育に関する認識や関心
が高まったことにより、11コミュニティの小
学校11校の児童948人が、今後よりよい教育を
受けられることが期待されます。

Voice of the participant

参加者の声
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（コミュニティの子ども）

（コミュニティの子ども）

（コミュニティの子ども）

教室にきれいな机と椅子
がそろって、
とても嬉しい
です。勉強しやすくなりま
した。

私はお父さんとお母さんに
愛情のこもった言葉で用
事をいいつけてほしいと思
います。

お父さんとお母さんから
怒鳴られたり、
殴られたり
するのはとてもいやです。
もっと話をしてほしいと思
います。

AUTUMN 2012

11校に掲げられた大きなメッセージ・ボード
【メッセージの意味】
恐れることなく勉強しましょう。それは、私たちの権利です。
女の子たちと男の子たちが望んでいるのは
・平等に、尊厳と尊敬を持って扱われること
・除外されないこと
・家で、学校で、コミュニティで、安全で守られていると感じ
られること
・お母さんとお父さんが抱きしめてくれて、私たちの話を聞
いてくれ、私たちを愛していると言ってくれること
・先生たちが、私たちの意見を考慮に入れてくれること
・私たちを名前で呼んでくれること
（ニックネームでなく）
・私たちを怒鳴ったりする人がいないこと
・愛情をもって接してくれること
・私たちが悲しくなるようなことを強制する人がいないこと
・幸せでいること

新しい机と椅子で学ぶ子どもたち

Case study

〜参加者の体験を通して〜

子どもへの接し方に変化が！

小学校４年生のマリア
（仮名：９歳）
は両
親の離婚後、
父親と継母と弟の４人で暮
らしています。
ワークショップに参加した
両親は、
そこではじめて子どもへの接し
方や叱り方を学びました。靴や棒を使っ
てマリアを殴っていたのを改め、会話を
通じて叱るようになったのです。
両親は、
子どもたちが学校から帰ってくると真っ
先に抱きしめ、
キスをします。
子どもと接
する時間を作り、
今日一日の話を聞くこと
も欠かしません。マリアの父親は、
「 私た
ちは子どもたちへの接し方がずいぶん変
わったと思います。良い親になれるよう
に手助けをしてもらい、
感謝しています」
と話します。

プログラムに参
加したマリアと
父親

The Philippines ／ 実施期間 2011・7

2012・6

フィリピン│ 台風被害軽減
実施地域 フィリピン マスバテ州バルド町の4村
（ダナオ村、
グインバヌアハン村、
ウボ村、
ダオ村）
対

住民5,251人

象

海岸沿いに位置する対象地域４村は、
主に漁業や農業で生計を立てており、
世帯収入は
１日１ドル程度です。
この地域は台風の通過ルートになりやすく、
毎年のように豪雨によ
る洪水が発生しますが、
十分な防災知識や対策がないため被害が繰り返されていました。
台風襲来時はコンクリート造りの学校や教会、
保健所が避難所になりますが、
水不足やト
イレの不衛生さなど常に問題が生じています。

背景

主な活動内容
子ども、
教員、
保健ワーカー、
地方自治体の職員対象のトレーニング
避難計画の作成や警報システムの構築
避難所としての学校修繕
および調理室と手洗い場の設置
啓発教材の作成と意識啓発活動
海沿いに位置するバルド町４村の106人による
「災害予防委員会」
を結成。
洪水に備えてトランジ
スタラジオ、
台風進路予想図、
メガホン、
笛、
雨量
計などを支給しました。
また、
救命処置、
海難救助
などに関する講義や訓練を行いました。
災害被害軽減や防災に関する啓発教材の作成

Cambodia ／ 実施期間 2010・12

ワークショップには、
バルド町の村落子ども会の
代表40人が参加。
専門家による指導のもと、
啓発
ビデオやポスター、
絵画などを作成しました。
彼ら
は教材を利用した啓発活動を行ったほか、
作成し
たポスターや絵画を村の防災重点地域に掲示し、
地域住民の意識を高めました。
災害予防委員会主催の避難訓練には、3日間に
わたり、
大人159人、
子ども198人が参加しました。
このプロジェクト
により、
洪水に対す
る備えを十分にし、
被害を最小限に抑
え、
子どもたちの安
全を守るための体
制を整えることが
できました。
避難訓練の様子

2012・4

カンボジア │ 診療所建設
実施地域

シエムリアップ州バンテアイスレイ郡ベン・コミューン、
アンコールチュム郡コル・コミューン

対

子どもたち、
母親をはじめとする地域の人々約 １万5,881人
（うち子ども6,979人）

背景

象

カンボジアでは、20年に及ぶ内戦によって教育や保健の仕組みが破壊されました。
子ど
もたちは下痢、
マラリア、
デング熱などの病気に苦しみ、
５歳未満の子どもの46％が低体
重、
このうち43％が下痢を発症しています。
対象地域は経済的に厳しい状況にあり、
既存
の診療所まで10キロも離れており医療従事者も不足しているなど、
保健サービスの提供
が不十分でした。
このため、
特に乳幼児や妊産婦の死亡率の高さが懸念されていました。

主な活動内容
診察室・簡易手術室・分娩室などを
備えた診療所の建設
井戸建設
ソーラーパネルによる発電設備の設置
子ども８人
（うち女の子４人）
、
女性４人を含む総
電力供給の
勢34名で診療所管理委員会を結成。
ためのソーラーパネルを設置し、
医療備品と医
療消耗品に加えて、
子どもの待合室スペースへ
の備品を支給しました。
診療所管理委員会のメ
ンバーは病気の知識や
「子どもの権利」
に関する

トレーニング
を 受 け、子 ど
もが健やかに
成長する権利
について学び
ました。
プロジェクト
に関わるすべ
建設された高床式の診療所
ての人々が良
好な協力関係を築き、
うまく役割分担をしながら
プロジェクトに積極的に参加。地域の人々も建
設工事に必要な土や木材の購入費として5,000
米ドル
（約40万円）
の負担金を捻出し、
プロジェ
クトへの参加意識の高さを示しました。

備品を支給された災害予防委員会

Voice of the participant

参加者の声

ジェロイドさん（村議会議長）

以前は災害が起こるたびに、
いつ、
どこへ
避難したらよいのかよくわかりませんで
した。
しかし、
今ではみんなで作った避難
計画があります。
地域の安全を守る村長た
ちが十分にトレーニングを受けたので、
次
に災害が起きた時には、
的確な避難指示
ができると思います。

子どもと大人が

いっしょに参加

楠 祐子職員
ファンドレイジング部
診療所管理委員会のメンバーは子どもも
大人も一緒にモニタリング・トレーニング
を受け、
工事の進捗確認なども一緒に行っ
ていました。
プランからの
「子どもの力も
大事」
というインプットがきちんとなされ
ており、
地域住民にとっては永年の夢だっ
た診療所建設ということで、
人々の並々な
らぬ熱意を感じました。
プロジェクトの現
場に一般プロジェクトのパンフレットを持
参し、
コミュニティの住民に日本の支援者
について説明したら、
日本語のパンフレッ
トなのに皆さんすごく興味をもってくれ
ました。
開口一番、
震災の気遣いをしてく
れたりと、
意識の中で支援者の顔が見えて
いるというか、
人と人のつながりを感じて
くださっているのを実感しました。
今回建
てられた診療所は自分たちが管理してい
くという自覚と責任感が一人ひとりに生
まれ、
管理委員会を中心にプロジェクトの
成果を継続させていく体制も整いました。
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Emergency support

緊急支援

Ethiopia・Kenya・South Sudan ／ 実施期間 2011・7

東アフリカ│ 干ばつ

エチオピア／ラリベラ活動地域・ジンマ活動地域・シェベディーノ活動地域
ケニア／タラカ活動地域・マチャコス活動地域・クワレ活動地域・キリフィ活動
実施地域 地域・南キツイ地域
南スーダン／ジュバ活動地域・イコトス地域・マグウィ地域・ラフォン地域・
ブディ地域・カポエタ地域・トリット地域・アコボ地域・ピボール地域など
対

背景

象

実施地域の被災者
（エチオピア29万4,450人、ケニア65万人、南スーダン24万5,596人）

2011年７月、
東アフリカの
「アフリカの角」
と呼ばれる地域一帯は、
気候変動により過去
60年で最悪のレベルの干ばつ、
食糧不足に見舞われました。1,240万人に深刻な影響を及
ぼし、
特に子ども、
妊婦、
授乳婦が栄養不良に苦しみました。
極貧世帯の住民、
お年寄りや
重病人も生命の危機にさらされました。
食糧価格の高騰が事態を更に悪化させ、
食糧を買
うお金を稼ぐために働きに出された女の子が性的虐待にあうケースも増えています。

主な活動内容
栄養改善支援
（食糧・栄養補助食支給、
治療的食事療法の推進）
緊急時の教育支援
（学校や幼稚園に備品・教材を支給）
衛生環境の整備
（貯水池の整備、
井戸の掘削・修繕、
給水パイプラインの拡張など）
生計支援
（家畜、
農作物の種・肥料等を支給）
子どもの保護・意識啓発

2013・6
Voice of the participant

被災者の声

ダニエル・キールさん（小学校校長）

干ばつの影響で登校する児童は1,115人
から800人まで減りましたが、
プランの
給食支援のおかげで、
ほぼ全員が学校
に戻ってきました。

アミナ・ムティソさん（16歳の女の子）

母は食糧を買うお金を稼ぐために日雇
い労働の職を探さなければなりません
でしたが、
もうその必要もありません。
今後は学校で菜園を作り、給水タンク
の水でマンゴーやパパイヤ、
トウモロ
コシを栽培します。

ジャクリーン・カニニさん（15歳の女の子）

学校で給食が食べられるのでお腹も満
たされ、授業に集中できるようになり
ました。クラスメートも毎日学校に来
ています。

フィリス・ワユアさん（14歳の女の子）

現在、叔母、妹たちと暮らしています。
家に食べ物があることは滅多にありま
せん。私は学校から戻ると川に水を汲
みに行き、夜は薄暗いランプの灯りの
中で10時まで勉強しなければならず、
つらい毎日でした。今は学校で給食が
食べられるし、もう水を汲みにいく必
要もありません。

プランはエチオピア、ケニア、そして深刻な
干ばつの影響を受けた南スーダンの３カ国
で支援を開始しました。
【食事療法で栄養状態を改善】
食糧・栄養補助食支給、治療的食事療法の推
進により、子どもや女性の栄養状態が改善さ
れました。2011年７月にスーダンから独立
した南スーダンでは、スーダンからの帰還者
に対しても食糧支給を実施。また、妊婦、授乳
婦を対象とした啓発活動や地域保健員・ボラ
ンティアを対象としたトレーニングを行い、
急性栄養不良対策や正しい授乳に関する理
解を深めました。
【教育再開を支援】
学校や幼稚園に備品・教材を支給し、緊急時の
教育再開を支援しました。給食も支給され、子
どもたちは授業に集中できるようになり、欠
席率も下がっています。給食は学校に通って
いない子どもやお年寄り、病人にも支給され
ました。
【子どもたちに安全な飲料水を】
水不足対策として、安全な飲料水・給水タン

メディカルチェックを受ける母子
（エチオピア）
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暮らし向きの厳しい世帯には家畜などを支給
（ケニア）

クを学校や保健所に支給。貯水池の整備、井
戸の掘削・修繕、給水パイプラインの拡張、か
んがい設備の整備なども行いました。以前は
10 〜 20キロ離れた水源まで不衛生な水を汲
みに行かなければなりませんでしたが、その
必要もなくなりました。また、衛生トレーニ
ングを受けた地域住民は、手洗い、下痢やコ
レラの予防対策、給水設備の維持管理などに
ついて学び、衛生知識も深まりました。

食糧を支給するプランの現地スタッフ
（南スーダン）

【災害に備える支援活動を継続】
暮らし向きの厳しい世帯に対しては、家畜、
農作物の種、肥料などを支給して収入増加を
支援。また、
キャッシュ・フォー・ワーク
（貯水池
の修繕など）を通じて労働の対価を支払い、
生計支援を行いました。
以上の活動により、３カ国の計119万46人（エ
チオピア29万4,450人、ケニア65万人、南スー
ダン24万5,596人）に支援が届きました。
プランは、今後も関係機関と連携しながら、
将来、同様の災害が発生した際に被害が軽減
できるよう、長期的な生計安定、水と衛生環
境の保全、子どもの保護に焦点を当てた支援
活動を継続していきます。

食糧支給を待つ子どもたち（ケニア）

Emergency support

緊急支援

J apan ／ 実施期間 2011・3

2012・6

東日本大震災

岩手県／一戸町・盛岡市・遠野市・釜石市・大船渡市・奥州市・大槌町

実施地域 宮城県／気仙沼市・南三陸町・石巻市・女川町・多賀城市・仙台市・亘理町・

山元町など全24市町、福島県／郡山市・白河市・いわき市

象 東日本大震災の被災者 約２万4,000人

対

背景

2011年３月11日に起きた東日本大震災。
プラン・ジャパンは初の試みである、
国内での支援
活動に踏み切りました。
被災した子どもたちと直接的な被害のなかった子どもたちが同じ
学校に在籍しており、
地震と津波への恐怖から強い不安を抱いている子が多く見受けら
れました。
教員や保護者たちも、
子どもたちへの接し方にとまどうと同時に、
生活の激変に
より自らも大きなストレスを抱える日々が続いていました。

写真で子どもたちの心の声を発信

主な活動内容
仮設住宅や集会所への物資支給
（扇風機、
タオルケット、
ストーブなど）
学校再開に向けての支援
（体操着、
制服、
教材、
体育用品など）
心のケア支援
（心のケアワークショップ開催、
参加型コンサート開催など）
避難所における子どものためのスペースの運営

J R 仙台駅での写真展（2012年３月21 〜 22日）では、子ども
たちによる写真や映像を紹介

子どもたちの声の発信
（写真･映像プロジェクト、
マガジン制作、
イベント開催など）
今期は被災地における心のケアを中心に、
活動
を進めました。
８月にはオランダ人医師のマル
グリット・ブラウと、インドネシア人心理士の
フェティ・ザクラがプログラムアドバイザーと
して着任。
４月に連携を開始した
「ケア宮城」
と
ともに、
心のケアにあたりました。
【教員や保護者などのケアも実施】
宮城県と岩手県では、教員・保護者向けの心の
ケアワークショップを計97回実施し、約3,700
人が参加しました。震災後の初期段階にある
子どもが抱える心の負担を軽減させるには、
それを支える大人たちに「子どもの心のケア」
の方法を伝えるとともに、大人たち自身が震
災のストレスを解消する必要があります。
また、被災者だけでなく支援活動を行う人び
とも同様に大きなストレスにさらされてい
たことから、NPO・ボランティア向けワーク
ショップも19回実施。現場で活動する約350人
のスタッフが参加しました。
さらに、南アフリカのアーティスト、ドラムカ
フェによる参加型コンサートを学校や仮設住
宅集会所で135回開催し、約１万2,800人が参
加。
大きな声を出したり笑ったりすることで心
が開放され、
周囲とのコミュニケーションが円
滑になったとの声が多く寄せられました。

【子どもたち自らの声を発信】
被災地の子どもたちが自ら声を発信すること
で地域の復興や暮らしやすい環境づくりに活
かし、自信と成長につなげてもらおうという
思いを込めて「未来を写そう！」プロジェクト
を展開しました。石巻市立開北小学校と女川
町立女川第二小学校の皆さん（計56人）が「生
まれた絆」
「 復興の芽」
「 将来の夢」をテーマに
写真を撮影。七ヶ浜中学校の生徒（９人）は災
害対策の課題を２本の映像に記録しました。
今年３月には、被災３県の子どもたちの作品
（18校500人）を集めた冊子「Go ahead 〜前進
〜」を制作。子どもたちから寄せられた写真や
エッセイ、絵が詰まった、子どもたちの「前に

アフリカンドラムで一体感を感じ、ストレス解消！

被災者の心を支えるために
〜地域で支援活動をする人の心得〜

支援活動のための手引きを再編集
プラン・ジャパンは、
世界保健機関
（以下WHO）
が心のケ
ア活動の指針として発表した
「WHO版心理的応急処置
（サイコロジカルファーストエイド：PFA）
−現場の支援
者のガイド−」
（監訳：
（独）
国立精神・神経医療研究セン
ター、ケア宮城、プラン･ジャパン）を、日本国内での被
災者支援活動向けに再編集しました。

多賀 城 市 総合 体 育 館の中に設 置された「子どものための
スペース」

進む力」にあふれた一冊ができあがりました。
【子どもが安心して遊べる場所を】
2011年４月から８月まで多賀城市の避難所に
設置した「子どものためのスペース」は、延べ
810人以上が利用。仮設住宅の集会所にも同様
のスペースを設け、こちらは880人以上が利用
しました。避難所では週６日、仮設住宅集会所
では週４日、プラン・スタッフが朝から夕方ま
で常勤し、子どもはもちろん保護者やお年寄
り、行政職員の皆さんにとっても、冗談を言い
ながらお茶を飲むなどホッとくつろげる憩い
の場所として機能しました。

これまでは、
「 心のケア」は専門家だけが行うものとい
う考えが主流でした。
しかし、この冊子では、基本的な
サービスを提供する人々、家族や地域の人々、学校の
教員・保育士や保健師など、
被災者を取り巻くすべての
人々の少しの配慮や気遣いによって、被災者の心を大
きく支えられることが重要とされており、地域の文化
や特性を尊重しながら、被災者のニーズにかなった取
り組み方が分かりやすく記されています。
東日本大震災の被災地での支援活動や今後の防災への
備えとして、
日本各地で活用いただきたい一冊です。
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2012年度

プラン一般プロジェクト、
緊急復興支援プロジェクト収支

（2011年7月〜 2012年6月）
総件数：8, 360件

（単位：円）

寄付金
収
入

141,846,039

メモリアル・ファンド取崩収入

5,723,248

メモリアル・ファンド利息収入

1,412,549

収入合計

148,981,836
国

プロジェクト名

マリ

学校給食支援

13,370,098

フィリピン

台風被害軽減

4,429,409

エクアドル
海外プログラム費
支
出

ネパール
インド

カンボジア

東アフリカ

（エチオピア、ケニア、
南スーダン）

日本国内活動費

カカオ生産地域の教育環境改善

4,707,313

マイクロ・ファイナンス
（小規模金融）
組織

25,352,321

干ばつ緊急支援

10,054,411

診療所建設

東日本大震災復興支援

その他活動費

30,490,592

253,479,424

当期収支差額

（104,497,588）

前期繰越収支差額

104,673,276

次期繰越収支差額

エチオピア

175,688

インド
日本
ネパール
フィリピン
ケニア

マリ

エクアドル
カンボジア

南スーダン

ご質問やご意見などございましたら、下記担当までご連絡ください。
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6,792,962

139,515,250

支出合計
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18,767,068

人身売買/性的搾取にあった女の子たちのシェルター設置

