
２０１８年度 開発支援事業 一覧 

 

＜「水」事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

インド 

井戸建設 

BSVIA 
HDSI 

RUDYA 
SSH 

安全な水へのアクセスが悪く、遠方まで水くみに行かざるを得ない貧困層の女性や子ども

の生活改善と生産性の向上のための井戸供給。 

  地域 カルナータカ州ビジャプール県 

    マハラシュトラ州ガッチロリ県 

 マハラシュトラ州アムラワティ県 

       タミルナードゥ州ディンディガル県 

カンボジア KAFS 

安全な水へのアクセスが悪く、不衛生なため池の水を使用せざるを得ない貧困層の人々へ

の衛生及び生活改善のための井戸供給。 

 地域 タケオ州 

スリランカ SARVODAYA 
安全な水へのアクセスが悪いところへの水供給 

 地域 スリランカ全域 

ネパール 
井戸建設/ 

パイプライン 
AFS-Nepal 

安全な水が欠乏している地域へ生活改善のための支援。特に地震後の地層変動によっ

て水源が枯渇した地域への優先的な水供給。 

 地域 ネパール全域  

バングラデシュ 

井戸建設 

BDP 

安全な水へのアクセスが悪く、遠方まで水くみに行かざるを得ない貧困層の女性や子

どもの衛生・生活改善のための井戸供給 

 地域 ボリシャル県、ジャマルプール県 

フィリピン KALIPI 

安全な水へのアクセスが悪く、不衛生な水を使用せざるをえない貧困層の人々への衛

生及び生活改善のための井戸供給。 

 地域 フィリピン全域 

 

＜「子ども」事業（アジア里親の会）＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

インド 

里子支援 

RUDYA 

少数民族の子どもたちが通う日印友好学園パダトラ小学校運営と設備拡充支援。教職員

の給料、及び書籍などの充実を図る。 

 地域 マハラシュトラ州ガッチロリ県 

BSVIA 

ビジャヤプーラ県内の農村における地域の教育モデルを形成するための支援事業（日印友

好学園コスモニケタン運営支援）。 

 地域 カルナータカ州ビジャヤプーラ県 

SSH 

1 人でも多くの子どもたちが学校に通えるように、実施団体を通して制服代、教科書代、里

子の通う学校の運営費などに充てる。 

 地域 タミルナードゥ州ディンディガル県、ナマカル県 

AFS-Nagpur 

ナグプール県都市部のスラム街に居住する子どもたちの就学継続支援を行う。子どもたち

の給食や教材に費用を充てていく。 

 地域 マハラシュトラ州ナグプール県 

カンボジア KAFS 

1 人でも多くの子ども達が学校に通えるように、現地の協力団体を通じ、教科書代、文房具

購入費、里子の通う学校の運営などに充てる。 

 地域 タケオ州、コンポンチュナン州 

ネパール 
AFS-Nepal 
Yashasvi 

1人でも多くの子ども達が学校に通えるように、現地の協力団体を通して、里子の通

う学校の運営費などを支援。5地域8校の子どもに支援 

 地域 第三州／第四州 

バングラデシュ BDP 

1 人でも多くの子ども達が学校に通えるように、現地の実施団体を通して、里子の通う学校

の運営費などを支援。 

 地域 ガジプール県、ジャマルプール県 

フィリピン ASI 

マニラの路上で暮らしていた人々が強制撤去の影響を受け、新たな地で暮らし始め

た。子どもの教育支援と保護者に対しての教育、栄養改善、職業訓練、収入確保を

支援。 

 地域 カビテ州ダスマリナス町 

 マニラ市サンアンドレス 

 



 

＜「子ども」事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

インド 

HIV/AIDS SSH 
HIV/AIDS へ直接・間接的な影響下にいる家族の生活の質を向上するための支援。 

 地域 タミルナードゥ州ナマカル県・ディンディガル県 

チャイルドアカ

デミー 
AFS-Nagpur 

ナグプール県都市部のスラム街に居住する子ども達の就学支援をおこなう。子ども達

の給食、学校の教材支援により子ども達の健全な育成をサポートする。 

 地域   マハラシュトラ州ナグプール県 

学校環境整備 BSVIA 

日印友好学園コスモニケタンの子ども達の学習環境整備及び学業成績向上のために、

机、イスの支援により学校環境整備を図る。 

 地域 カルナータカ州ビジャプール県 

学校環境整備 RUDYA 

日印友好学園パダトラ小学校の学生に必要な教科書、制服、遊具及び授業教材をそろ

えることによる学校環境整備支援。 

 地域 マハラシュトラ州ガッチロリ県 

ネパール 

学校建設/ 

増設／補強 
AFS-Nepal 

地震後の学校の再開のために応急処置的な支援により仮設教室により授業が行われ

ていたが、復興が進み安全基準を有した再建ルールが作られた事により、学校の本格

的な再建が行われている。支援の手が差し伸べられていない学校に対して再建支援の

実施を行う。  

 地域 第三州／第四州 

栄養改善指導 

学校給食支援 
AFS-Nepal 

1993 年 3 月に始められたピトゥリ村の学校給食プログラムは、ネパール農村部にお

ける子どもの栄養改善のモデルとなり、同村他校でも同プログラムの実施が望まれて

いる。プログラムの持続的な運営と普及のために、「ピトゥリ基金」を設立。給食と

同時に栄養に関する知識を広めるプログラムも並行して行っている。 

新たに、栄養状況が悪い地域に対し栄養指導を行い、農業支援プロジェクトとのコラ

ボレーションによる食生活の改善を実施し、子ども達の健全な育成を目指す。 

 地域 第三州／第四州 

フィリピン 

ストリートチルドレ

ン支援 

ASI 

マニラの路上で暮らしていた人々が強制撤去となり、新たな地で暮らし始めた。子どもへの

教育と保護者に対しての教育、栄養改善、職業訓練、収入確保を支援。 

 地域 マニラ市サンアンドレス町 

デイケアーセンタ

ー建設 

カルドナ町の貧困層の漁師の子どもたちを対象に識字教育だけでなく、人間形成に必要な

価値教育を提供することを通して、教育の重要性を子どもや両親が理解し、継続し教育を

受ける社会環境を構築するための多目的施設デイケアーセンター1棟を建設する。 

 地域 リサール州カルドナ町 

 

＜「貧困対策」事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

インド 

雇用支援 

SPARSH 

ダンノーラ地区にて貧困層の女性の雇用と生理時における身体的、精神的変化への理解・

普及を目的として、環境に優しい素材を活かした生理用ナプキンの製造工場設置のための

機材の購入を行い、地区内の貧困層の雇用増加を行う。 

 地域 マハラシュトラ州ガッチロリ県 

IJSDC 

昨年度に開始した貧困層の若者の自立のための職業訓練学校の校舎建設継続。カリキュ

ラムを完成させ、2018年 9月に開校する。 

地域 カルナータカ州 バンガロール県 

HDSI 
村の女性の雇用促進のために村内の養鶏グループを支援する。 

 地域  マハラシュトラ州アムラワティ県 

健康増進 RUDYA 
ムスカ村に健康の基礎診断や治療、投薬などができる診療所の運営を 2年間支援。 

 地域 マハラシュトラ州ガッチロリ県 

スリランカ 農村開発支援 SARVODAYA 

地域社会の構築のために地域の人々に話し合いと課題解決の場をもたらすために農村フ

ァシリテーターを育てるために、様々な啓発プログラムの支援を実施。 

 地域  スリランカ全域 

中国 
アナディアル病院

支援 
AFS-Uighur 

農村地域の医療環境改善を目的に 2007 年に設立された病院の医療環境向上のための医

師育成及び医療機器などを支援。 

 地域 新疆ウィグル自治区 

ネパール 

地域保健支援 AFS-Nepal 

山間農村の保健、衛生向上のため特に産婦人科の充実のための支援と農村地域に不十

分な女性の性教育（性に関する意識向上）及び布ナプキンの普及等により女性の保健状

況の改善を目指す。 

 地域    第三州／第四州 

農村自立支援 AFS-Nepal 

農村地区の（女性）組合の確立・生活向上のために実施する養蜂事業による農家の自立促

進及び農業発展のために必要なシステム（農業組合）の設立と同時に農業を推進していく

ためのベース作りを行う。同時に農業用水の整備のために設備設置を実施する。 

  地域 第三州／第四州 



 

フィリピン 農漁村開発支援 
AFS- 

Sorsogon 

漁業・農業にて生計を立てている貧困層の人々のためにマングローブの植林や有機農業

の推進を行う。 

 地域 ソルソゴン州マトノッグ町 

 

＜「環境」事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

インド グリーンスカウト HDSI 
グリーンスカウト運動普及のために様々な活動を支援。 

 地域 マハラシュトラ州アムラワティ県 

ネパール 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ 

ﾌｫﾚｽﾄﾘｰ 

支援 

AFS-Nepal 

森林伐採による環境破壊が進むネパールの森林保全計画を支援。国有林の保護と管理

を地域住民（森林信用組合）に段階的に委譲して、植林と森林資源の計画的利用を促

進。  

 地域 第三州／第四州 

環境保全活動 

（ｸﾞﾘｰﾝｽｶｳﾄ運動） 

支援 

AFS-Nepal 

小学生への環境セミナー及び、各地で活動するグリーンスカウト運動の苗木代や活動

費を支援。 

 地域 第三州／第四州 

バイオガス 

プラント支援 
AFS-Nepal 

燃料の 7 割を薪に頼るネパールでは森林破壊が深刻な問題。家畜牛の糞を発酵し、生

活燃料にするためのガス発生装置（バイオガスプラント）を設置し、薪の代替え燃料

とする。環境保全、牛糞堆肥の有効利用、薪集めの重労働からの開放、女性の健康改

善にも役立つ。建設費の一部を補助。 

 地域 第三州／第四州 

フィリピン 
植林 

（水源の森） 

AFS- 
Philippines 

焼畑や違法伐採により木々のなくなり、土砂崩れ等の原因にもなっている水源の森林

を再生するために植林を実施する。 

 地域 フィリピン全土 

インドネシア 植林 

HOSANNA 

北スラベシ州タリセ島にて環境保全啓発を目的として、原生林のエボニー（黒檀種）と果樹

（マンゴーなど）の植林を実施する。 

 地域 北スラベシ州タリセ島エアバヌア村 

AFS-Aceh 

津波で大被害に見舞われたバンダアチェにてマングローブを湾岸部に形成すること

で防潮、防災を目指すとともに住民とガーデンシティ形成を目指す。 

地域  スマトラ島 アチェブサール州 

 

＜サイクル・エイド事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 提携団体 内容・意義 

タイ サイクル・ 

エイド 

TAFS 
大阪府内の放置自転車を再生し、最も必要とされる地域へ輸送を支援。 

カンボジア KAFS 

     

 

２０１８年度 国際交流事業 一覧 

 

＜国際交流事業＞ 
国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 内容・意義 

マレーシア 
アジア国際ネット

ワークセミナー 

1990 年の第 1 回以来、本会のネットワーク活動の理念である「貧困なき一つなるアジアを目指して」

をモットーに毎年、貧困削減のために様々なテーマにて開催している「アジア国際ネットワークセミナ

ー」。本年度はマレーシア・ペナンにて 10 月 6 日（土）～9 日（火）に開催する。「世界的な気候変動

が貧困問題に与える影響とその対策」をテーマに話し合います。 

 地域  マレーシア・ペナン 

日本 

インド 

アジア・ユースサミ

ット 

「持続可能な地域づくり」に貢献するアジアの若者リーダーの育成とネットワークづくりを強化するために、AYS

卒業生が集まる合宿型の国際会議を第 5.5回アジア・ユースサミットをインドにて実施する。 

 地域  カルナータカ州バンガロール県 



 

フィリピン 
ASI 地域開発コー

ス支援 

地域開発を専門に農村の様々な社会的課題を解決する次世代の人材を育成し、本会の理念である貧困な

き国作りを行うためにアジアの様々な国から候補 1 名（今年はインド）を選択し、フィリピンの社会科

学専門の大学院大学「アジア社会科学院」の 2 か月間の地域開発コースへ派遣する。旅費、授業料、滞

在費を支援する。 

 地域  マニラ市内のアジア社会科学院にて 

 

２０１８年度 生活支援事業 一覧 

 

＜ 罹災者支援・緊急支援事業＞ 

国 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 内容・意義 

ネパール 
ネパール 

中部大地震支援 

2015 年 4 月 25 日、ネパール中部を襲った大地震被災地の復興継続支援。未だ不安定な暮らしを強い

られている人々への BHN の状況整備、復興住宅支援及び生活支援。同時に避難袋の配布により今後の

罹災時の対応を考える地域作り、そして、被災地域の子ども達が安心した空間で就学できるための支援

と共に２０１８年度にて復興活動から次なるステップへ進む方向に導く支援を実施していく。 

 地域 シンドゥパルチョーク郡 他 

マレーシア 
ロヒンギャ 

難民支援 

行き場を失ったロヒンギャの人々がマレーシアに密航始めたことでその問題を重く見たマレーシア政

府は難民受け入れを開始した。しかし、現在 6 万 5 千人以上のロヒンギャの人たちへの対応策は整って

おらず、また雇用先は乏しく、その日暮らしを強いられその生活状態は人道的に無視できない状況であ

る。本会のマレーシア部会は彼らに寄り添い、生活に必要な物資支援、特に将来のある子ども達が教育

を受けることが出来るよう支援をおこなっていく。 

 地域 ペナン州 ブキッムルタジャム 

日本 

東日本大震災 

被災者支援 

東日本大震災により被害を受けた宮城県南三陸歌津地区へ訪問を通して被災者を支援する。復興支援に

より建設された味噌加工場と特産品販売上である「みなさん館」の訪問も実施する。 

 地域  宮城県南三陸歌津地区 

熊本地震 

被災者支援 

熊本地震（2016 年 4 月）被災した益城町の住民たちの復興を見守り支援をしていくため、訪問研修会

を東無田地区の「絆」と共に実施する。 

地域  熊本県上益城郡益城町 

  

 

JAFS国際協力基金 

『地球幸せ募金』 

貯金箱式募金 
栄養失調に苦しむ子どもたちの栄養改善を目的とした給食基金に充てる。または、上記プログラムのいずれ

かを支援する。 

 

『アジア井戸募金』 

募金箱設置 各家庭やお店などに募金箱を設置し、井戸建設支援に充てる 

 

『アジアフレンドシップ夢募金』 

募金 
アジア 18 ヶ国の草の根の人々と共同で、「アジアフレンドシップ夢基金」を募り、アジアと世界のより困窮

する人々への支援金とする。 

 


