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NPO 法人格を取得して 2 年目を迎え、
、ここに 2 回目のアプカス年次報告書をお届けすることができました
けすることができました。皆
様のご厚意や力強いサポートのおかげで
のおかげで、少しずつではありますが、アプカスの活動
活動も国内外で認知され、活動
を進展させることができました。私たちスタッフは
たちスタッフは、日本の皆様にサポートしていただいた
にサポートしていただいた各現場で、今年も多
くの貴重な出会いをし、多くの経験を積
積むことができました。そのような機会を与えて
えて下さった皆様にこの場を
借りて、深く感謝いたします。
現在、メインフィールドであるスリランカは
であるスリランカは、ニュース等での報道されている通り
り、政府による LTTE 掃討作
戦が展開され、戦闘は人々に精神的にも
にも肉体的にも多くの傷を残し続けています。また
また、自然災害や気候変動も
スリランカ各地で深刻化し、資源価格や
や食料価格の高騰が、貧富の差をさらに拡大させ
させ、国全体の不安定化に拍
車をかけているような実感を抱いています
いています。そのような状況下で、私たちができることは
ができることは確かに限られています
が、皆様方に余計なご心配をかけぬよう
をかけぬよう細心の注意を払いながら、現地の人々と共に
に来年度も活動を進めて行け
ればと考えております。
また、政府は戦闘に関する情報に対してメディア
してメディア規制を強化しており、私たちのような
のような NPO が、現場から生の
声を日本の皆様にお届けするということの
けするということの重要性が増していると考えております。
来年度も引き続き、様々な形で、私たち
たちアプカスと共に歩んでいただけましたら幸
幸いです。
感謝を込めて
アプカススタッフ一同
office@apcas.jpn.org
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-- ACT(a). スリランカ中部州地すべり被災

地仮設住宅の建設

た経験でした。特にスリランカは、国連の統計による
と、数年後には水の収支がマイナスになると予想され
ており、水資源を巡る争いが想定されています。移転

07 年にスリランカ中部州で発生した大規模地すべ

地区では、安定的な水源の確保が共通の課題となって

り災害から 2 年が経過し、ナーランタラーワ避難キャ

おり、水の存在は、地域の安定の必須要素になってく

ンプ地区で生活を送る 52 家族 177 名の被災者に対し

ると考えられます。安定的な水資源の供給については、

て、住民主導の仮設住宅の建設を行いました。被災者

移転地区の共通の問題点としていまだ未解決のまま

の多くは、被災地の中でも僻地に位置しているため、

であり、他機関との協働を視野に入れながら可能性を

行政や他の支援団体の手も行き届かず、30 度を超える

模索していく予定です。

厳しい環境下で 2 年近くテント生活を強いられていま
した。仮設住宅の建設は、避難キャンプ地区で 08 年 4
月から開始され、9 月以降に開始された各移転地区へ
の移転の際には、各世帯の事情を考慮しながら、避難
キャンプで建設した住宅を一度解体し、移転先での再
建設のサポートを順次行いました。
また、232 家族 1376 名に及ぶ全被災者を対象に住民
ネットワークの強化のため復興委員会の設立を行い、
移転地の選定段階でも住民が中心となり多くの会議
や折衝を行政担当者と重ねました。特に、行政が住宅

来年度は今年度に引き続き、ゆうちょ国際ボランテ

建設費の一部を被災者に援助する約束を実行しない

ィア貯金配分事業からの助成の元、住宅建設支援プロ

という問題が発生した際には、被災者も復興委員会の

ジェクトを行う予定となっています。このプロジェク

重要性を改めて認識する契機となりました。途中、天

トでは、スリランカで一般的な慣習に合わせ、当法人

候の不順や被災者とのスケジュール調整が難航し、作

が中心となり最初の一部屋分となる建築用ブロック

業や委員会の開催に遅れもありましたが、被災者にと

を現地で生産し提供を行います。提供後は、各世帯が

っても今後へ向けた明るいニュースと受け止められ、

収入やライフプランに合わせ、住民同士が助け合う形

課題は山積みであるものの、今後の自立発展やコミュ

で増築を行います。その際にも、人々のモチベーショ

ニティの互助機能の強化へ向けた大きな足がかりを

ンや援助漬けになることを防止するため、現地で生産

得る結果となりました。

したブロックを安価で提供する予定でいます。しかし、
一部の移転地では、アクセス道路が未整備のため、ブ

また、08 年 6 月に調布 WAT、09 年 1 月に JOCA まごこ

ロックの搬入を行えない地区もあり、行政との調整に

ろ事業の助成の元、2 つの移転地区に簡易水道の建設

も多くの注力が必要であると考えています。さらに長

を行いました。特に女性や子どもの井戸からの水汲み

期の視点からは、住民が自身の安定的な生活を手に入

という労働が一時的であれ軽減され、飲み水や生活用

れるための生計向上プロジェクトが必要であると考

水が充足されることで笑顔の戻った被災者の表情を

えています。

眺めながら、水資源の重要性について思いを新たにし

--ACT(b).南部スマトラ沖津波被災者復興支援

住宅を提供されました。ミリッサ津波移転住宅地も

当プロジェクトでは、スリランカ南部マータラ県で

その 1 つであり、20 世帯が 2005 年 12 月に移転を完了

ウェリガマ郡の被災者移転地区（20 世帯の住民/女性

しましたが、住居が密集していること、行政のごみ収

46 名・男性 52 名・子ども 18 名）で、ゴミ問題の解決

集が不定期であるため、熱帯地域に長期間放置される

に向けてコンポストの配布による生ゴミの再利用、家

ごみの屋外放棄による悪臭やハエの発生など、衛生問

庭菜園の普及、資源ごみの分別システムの構築をパッ

題が大きな課題となっていました。

ケージで行いました。

また、当プロジェクトでは、特に家事を担当する女

当該地は、2004 年のスマトラ沖地震による津波によ

性に焦点を当てるため、現地の 2 人の女性フィールド

り甚大な被害を被り、被災後 4 年以上が経過し、海岸

コーディネーターを配置し、当該地の住民にきめ細や

線沿いに暮らしていた多くの住民は、内陸部に新たな

かなバックアップを行い、住民ネットワークの強化や
モチベーションの向上を行うことで、今後の復興への
基盤強化を併せて行います。
09 年 4 月現在、プロジェクトは、住民との問題分析
及び計画作り、そして、生ごみを肥料に変えるための
コンクリートの入れ物の提供まで進行しており、今後、
家庭菜園のトレーニング等を順次行っていく予定で
す。
なお、この事業は、日本国際協力システム（JICS）の
助成の元、
09 年 2 月から行われています。
この事業は、
期間が、当年度と来年度に跨っているため、最終的な
報告は来年度の年次報告書にて行う予定です。

-- ACT(c).有機農業・家庭菜園普及活動

る内戦により民族間の“信頼する心”が破壊されてい
る中、有機農業の研修や普及を通して、相互交流が促

当法人は、グリーンムーブメント・オブ・スリラン

進され、食を通した文化への理解や“信頼する心”の

カ（GMSL）と共に、津波被災後から現在まで、スリラ

再構築が進み地域の安定へ大きく寄与する取り組み

ンカ政府の協力を得て、スリランカ全土に渡り 14 地

であると考えています。当研修センターでは、種子バ

区 95 村 1000 戸以上の世帯に自宅の庭での家庭菜園整

ンクのような取り組みも開催する予定でいます。

備を行ってきました。今年度は、既存の世帯へのサポ
ートに加え、新規に 300 戸ほどの普及を行いました。

また、来年度は、教育支援と学校菜園を組み合わせた
プロジェクトにも取り組みます。同じくモナラガーラ

国内の 8 割が零細農民であるスリランカでは、多く

県で予定されているティッサカニトゥ小学校の修繕

の農民が干ばつ等の自然災害や、化学肥料や農薬等の

プロジェクトで学校菜園を導入し、子どもの３割ほど

価格の高騰の影響を受け、非常に苦しい環境下で農業

が栄養失調またはその危険にさらされている当該地

を営んでいます。そのような状況の中で、有機農業技

で、栄養改善事業を並行して行い、菜園普及の新たな

術を用いた家庭菜園の普及活動は、持続型農業技術の

可能性について活動を進めて行きたいと考えていま

移転のみならず、食糧確保による家計の安定、栄養改

す。

善、環境意識の向上、食文化の再考などの点で非常に
高い効果が確認されています。また、栽培種も土地に
適合し、比較的容易に育つ作物種を選定し、一部では
スリランカ伝統種を採用しています。今後は、地域の
特性を考えながら、栄養価や換金性の高い作物を徐々
に導入し、現地で適正な加工技術等の移転も行いなが
ら、持続的な農業の可能性を住民と共に模索していく
予定です。
また、今年度より新たに「農業と生物多様性」とい
うテーマで、パートナーNGO と調査研究を開始しまし
た。11 月には、同テーマで国際会議が開催され、当法
人のスタッフも参加しました。
来年度は、家庭菜園や有機農業の普及をより大きな
ムーブメントに成長させるために、ウバ州モナラーガ
ラ県で農業研修センターの建設と農場整備を行いま
す。この施設では、農業リーダーの育成を目的とした
長期研修や圃場実習を行います。
建設予定地は、シンハラ、タミル、ムスリムの 3 民
族が暮らす地域から等距離にあります。長年続いてい

--ACT(d).子ども教育支援活動
また、パートナーNGO である SCDF とは、スリランカ北
スリランカでは、公教育システムが整備されているも

中部州にて 08 年 10 月から識字率の向上を目指し、
「読

のの特に農村貧困地域での教育は、設備面や人材面で

み書きクラブ」を週１～２日のペースで継続的に開催

都市部と比べて大きな格差があります。スリランカの

しました。「読み書きクラブ」は、教育省・学校職員

統計では成人の識字率は、90％となっていますが、パ

とも連携し、100 人の読み書きを学習する子どもに対

ートナーNGO シッダールタ・チャイルド・ディベロッ

して、同地域から選出した 100 人の「読み書きサポー

プメント・ファンデーション（SCDF）と共に子どもの

ター」の子どもがつき、1 対 1 形式で学習をサポート

教育支援を行ってきた中部州ウィルガムワ地区では、

しました。「子どもが子どもに１対１で教える学習ス

おおよそ 30％の生徒が、識字に関して問題があるとい

タイル」を用いることにより、その学習意欲の持続性

う報告がありました。

だけではなく、教える側へのさらなる学習効果、子ど
も同士の連帯感や思いやりの心を育てる効果が生ま

今年度は、スリランカ現地パートナーNGO グリーンム

れました。

ーブメント・オブ・スリランカ(GMSL)と SCDF の 2 団
体と共に教育支援プロジェクトを実施しました。

現在、北部でのスリランカ政府軍と LTTE の戦闘は続
いており、災害や戦乱の影響で心に傷を持った子ども

ひろしま・祈りの石国際教育交流財団より GMSL が主

へのストレス緩和のプログラム、教育支援等の必要性

体となり助成を受けた「アトゥンゴダイシパタナ小学

が今後さらに増してくると考えています。

校校舎新築及び環境教育の普及活動」では、住民の力
を借りながら新校舎建設、環境教育活動に取り組みま

また、教育の問題は、親の貧困と深く相関しているこ

した。

とから、親の教育の意義に対する認識を深めてもらえ

内戦の影響でスリランカの物価上昇率は当初の見

るようなワークショップの開催と合わせて、子育てに

込み以上で、計画よりも資材費、運搬費、交通費の支

長期的な展望を持てるような生計をサポートする仕

出が大幅に増加しました。また、雨季の長期化で農作

組みを構築することが重要であると考えています。

業の繁忙期が学校建設時にまでずれこんでしまった
ことや野生象による農作物への被害対応に人手がと
られたことで、工期等が計画通りには進みませんでし
たが、最終的には設計通りの校舎が完成しました。
活動中、生徒の関心は非常に高く、環境教育ツアー
にも積極的に参加してくれましたが、一方で、教員の
教育に対するモチベーションがなかなか上がらない
という問題点の改善までには至りませんでした。当該
地周辺校では、来年度、水資源確保の衛生向上事業が
決定しており、現在、地域教育事務所と協議を行い、
並行して教員を対象とした新たなプログラムも検討
しています。

-- ACT(e).環境保全分野
また、当法人の活動する地域が、へき地や貧困農村
50 年前スリランカの森林保有率は 50%以上ありました。 部が多いことから、電気が未供給地域での分散電源の
ところが現在、15%以下にまで落ち込んでいます。ま

普及の可能性に対するリサーチを行いました。パート

た、異常気象、干ばつや地滑りなどの災害も近年頻発

ナーNGO である「ニルマニー・デェベロップメント・

の度合を高めています。

ファンデーション（NDF）
」による小規模水力発電、
「サ

今年度は、環境保全に係る活動として、「エコロジ

ングラマ」による風力発電設置地区に足を運び、設置

カルペーパーによる環境教育プロジェクト」「へき地

から運営までのノウハウや問題点についての現地調

での分散電源の事例調査」「バイオガスプラントの運

査を行い、合わせて住民へのヒアリングを行いました。

用実験」「干ばつ災害への防災計画策定」等の活動を

また、各地で小規模酪農が普及しはじめていること

行いました。

から、モデル地区で調理用燃料・液肥としての牛糞に
よるバイオガスプラントの運用実験を行いました。平

「エコロジカルペーパーによる環境教育プロジェク

均気温が 30℃前後のため、水分量の管理さえ適正に行

ト」では、当法人のスタッフが中心となり、小学生や

えば、メタン発酵は安定的に行われるという結果が得

一般市民を対象に紙漉きワークショップを開催しま

られました。

した。オクラの茎ペーパー、バナナペーパー、藁ペー
パー、トウモロコシペーパー…ワークショップで作っ
たすべての紙の原料は、農作物残渣や古紙。元来捨て
られているゴミが、
「資源=紙」に変わっていく姿を体
で感じることで、人々の気持ちや考えまでも変わって
行く素晴らしい瞬間が何度もありました。実際、ワー
クショップで漉かれた紙は、日本で 10 月に開催され

さらに、パートナーNGO「グリーンムーブメント・オ
ブ・スリランカ（GMSL）
」が UNCRD 兵庫事務所と共に
行う「干ばつ発生地域での女性に配慮したコミュニテ
ィ主導防災計画」にも計画立案時からサポートを行い
ました。スリランカでは、女性が家を守るという意識
たグローバルフェスタに出展し、エコノートブックを

が強く、災害の発生時に女性が犠牲になることが多い

多数の方にご購入いただきました。また、当法人のパ

ことから、女性に配慮したコミュニティベースの防災

ンフレットの一部もこの紙を使用することとなりま

計画の立案及び干ばつ被害の軽減のための雨水タン

した。今後は、この活動をさらに発展させ、生計向上

クの設置が行われました。

としての製品化、紙漉きワークショップを環境教育ツ
ールとしての積極的な活用も予定しています。

してもらおうというスキームです。
-- ACT(f).社会開発・生計向上活動
グラミン銀行や KIVA に代表されるマイクロクレジ
ットと呼ばれる小規模の無担保融資が、貧困層の真の
自立に大きな可能性を与えています。
当法人でも「ON-CO Project(オンコプロジェクト)」
と名付けたマイクロクレジットを立ち上げ、初年度の
実験的なテストケースとして、2 組のグループのマイ
クロクレジット案件に対して、無利子という条件で有

もう一件の貸与先は、パートナーNGO が長年活動を続

志グループを募り、貸与を行いました。

けているゴム農家を選定しました。多くの零細農家は、

1 件目は、
「Gunny Products（ガニープロダクト）
」
。

貯蓄を持たず運転資金すらないために、ゴムの買い取

アヌラーダープラというスリランカの古都で、麻を主

り業者に対して、市場で非常に弱い立場に置かれ、不

原料にした小物やバッグを作っている小さな家族経

当に安い価格で販売せざるおえない状況下にありま

営の工房です。最近は、地元のマーケットでもその素

す。富める者はますます富み、貧しき者はますます貧

朴で自然の風合いを大切にした商品が注目を集め、好

しくなるという構図が、グローバリズムの負の側面の

評を博し始めていましたが、ミシンなどの機械や設備

一つです。

の老朽化によって、思うようなクオリティの製品、生

そこで、新たなゴム原料買取り機構を作り、既存の

産量を確保できない日々が続いていました。また、昨

買取り業者よりも高値で農民から買取ることで、農民

今の世界的な原料インフレで麻原料が高騰し、運転資

が適正な利益を得て、運転資金や貯蓄へと回せるよう

金がそちらに吸収されてしまい、機械や設備を買い替

になり、また一方で、その機構が、業者へまとめて販

える資金が融通できないという状況下にありました。

売した利益を今後の貯蓄制度の導入や組合設立のた

また、銀行に融資を申請してもガニープロダクトには

めに使うという仕組みの下、貸与を行いました。

担保になるような財産がないため、リスクを嫌う銀行

今後は、融資対象者への技術支援、日本人との関連

側に申請段階でいつも断られていました。もしも、融

分野での交流、国内外での製品販売ルートの開拓等が、

資が決定しても、年利 15 パーセント程度の利子返済

課題になってくると考えています。

が大きく経営を圧迫することになっていたはずです。

また、災害復興支援活動や教育支援活動においても被

このように、スリランカのみならず、多くの開発途

災者や親の生計向上は、長期的な自立や発展には欠か

上国では、能力ややる気があるにも関わらず、融資が

せない要素であることから、オンコプロジェクトを

受けられない、また、市場の利子が高いことで、発展

「マイクロクレジットという経済的サポート」と「ス

の可能性が摘み取られている人々が数多く存在しま

キルアップサポート」を組み合わせるプログラムに発

す。そこに着目したのが、マイクロクレジットです。

展させる予定でいます。

お金をあげるということではなく、無担保で小額のお
金を貸すことで、自ら誇りと責任を持って事業を始め
たり、必要なものを調達したりすることで、生活に苦
しんでいる人々を応援し、事業を通じて人間的に成長

-- ACT(ｇ).障害と開発分野

はありません。つまり、貧困の問題を解決するため

昨年度から引き続き、公立はこだて未来大学で月一

には、障害の問題、障害当事者とその家族が置かれて

回のペースで開催される北海道障害学研究会のサポ

いる環境といかに向き合うかということに繋がって

ート活動を行いました。当研究会は、当法人の理事で

くるのです。

ある川越敏司 准教授が主宰し、障害当事者からの視

私たちが、開発途上国で主に貧困に焦点を当て活動

点を大切に「Nothing About Us Without Us! （わた

する社会開発分野では、被災者、生活困窮者、また、

したちのことはわたしたち抜きに何も決めるな！）」

女性、高齢者、子ども、マイノリティ、母子家庭世帯

というテーマの下、障害学各分野の研究者や当事者の

に対して様々なリソースへのアクセスが限られると

方が発表を行いました。

いう点で「周縁化された人々（Marginalized）」とい

参加者は、一般市民、当事者、障害者関連の従事者、

う言葉を用いますが、その周縁化された人々の中には、

学生、研究者など毎回 40 名を超え、障害学の一線の

当然障害者も含まれます。しかし、現状は、貧困者に

研究者、障害当事者の発表に熱心に耳を傾けました。

焦点を当てる社会開発グループ、障害者に焦点を当て
る社会福祉グループが、連動するケースは稀で、どの

08 年 8 月下旬に開催されました学際シンポジウム「障

ような包括的なアプローチが可能であるか積極的に

害学と経済学との協演」では、多数の障害学分野の研

模索していこうと考えています。

究者が集い、2 日間に渡り活発な研究発表と議論が交
わされました。

また、海外における被災者、貧困者、障害者、また
国内における高齢者、母子家庭世帯、障害者など周縁
化されやすい人々を取り巻く諸問題には、共通の問題

※北海道障害学研究会の詳細は、

点・構造や取り組みがあります。将来的には、障害者

http://www.fun.ac.jp/~kawagoe/disability.html

を包含した「周縁化された人々」に対する国内・国外

をご参照ください

の活動を相補的・総合的に発展させ、研究活動、政策
提言などを行えるよう基盤を作っていくつもりでい

近年「障害と開発」というトピックが、注目を集め
ています。統計的な不備を指摘する声もありますが、

ます。
また、頂いた一部の寄付金から、北海道障害学研究

WHO は「世界の全人口の 10%は障害者」という報告し

会 2 開催分の手話通訳・要約筆記者派遣の費用を捻出

ており、一方で、障害者の 8 割が開発途上国に居住し

させていただきました。

ているという数字があります。また障害は、貧困リス
クをもっとも高める要素の一つであることに間違い

-- ACT(h).国内教育分野・講演活動
⑥ モラトゥワ市のゴミ問題における現場調査
酪農学園大学の「資源再利用研究室」「キリスト教・

製材所から出されるおがくずによるゴミ問題が顕著

NGO 論研究室」の学生・先生、総勢 11 名が、9 月 15

化しているモラトゥワ市を訪問し、市長との面談や現

日～21 日・9 月 20 日～9 月 28 日の 2 つのコースに分

場での聞き取り調査を実施しました。この時収集した

かれてスタディーツアーに参加しました。当スタディ

情報を元に、申請書を作成し次年度の事業立案へとつ

ツアーでは、以下のプログラムを開催しました。

なげました。

① 無電化・無水道の村でのホームステイ

参加学生は、スタディーツアーでの経験を元に、11 月

夜、ランプの光を頼りにトイレに行ったり、井戸から

28 日酪農学園大学中央館学生ホールで、開催されたス

水を汲んで水浴びをしたり、片言のシンハラ語を使い

タディーツアー報告会で以下の発表を行いました。

村人とのコミュニケーション等々、3 日間という短い

・アッパーコトマレ水力発電所に伴う近隣住民への影

滞在ではありましたが、スリランカの農村を少しでも

響

感じることができた時でした。

・ボルゴダ湖周辺のおが屑問題と解決プラン
・現地 NGO サングラマの活動について

② ODA 大規模開発による住民移転の現場視察

・中部州ワラパネ地区地すべり被災地について

日本の ODA による水力発電所＝ダム建設により 600 世

スタディーツアーでは、見て・感じ・嗅ぎ・語り、

帯以上が移転を余儀なくされた現場を訪れ、日本では

スリランカのほんの一部ではありますが、現状や課題、

流されない情報やその理由、そして、現地の人々がど

そして NGO 活動について、日本人として何が出来るの

のような影響を受けているのかを実際に見ることが

か？ということを共に学ぶことが出来ました。来年度

できました。

も引き続き開催していく予定でいます。

③ 地滑り被災地における支援活動現場視察
当法人が 2007 年より活動を行っている現場を訪れ、
活動の内容及び被災者がいまどのような状況の中生
活を送っているのかを知りました。
④ 現地 NGO との交流
ネットワーク NGO の方々と交流を行い、スリランカで
活動をしている他の NGO についての見聞を深めました。
⑤ 世界遺産・国立公園の見学
歴史や自然が豊かな国でもあるスリランカ。世界遺産
のシーギリヤ、ミンネリア国立公園を訪れその多様性
の豊かさを感じました。国立公園ではサファリを行い
象の群れにも出会うことができました。

また、国内の講演活動として、当法人の現地コーディ
ネーター石川が、6 月 24 日に酪農学園大学、6 月 26
日に獨協大学で、国際協力をテーマとして講演を行い
ました。

-- ACT(i).パートナーNGO とのネットワーク

づくり

と、自立発展の可能性が広がり、外部からの援助に依
存しない社会の形成につながるのだと思います。試行
錯誤や自立する気持ちが生まれるのを見守るという

今年度は、各 NGO との連携基盤を強化するために、

のも、とても重要なことだと考えています。

定期的な会合を重ねました。また、来年度に共同で新

こういったアプローチを進めるためには、現地の人

たな活動にチャレンジするために助成金申請を積極

的資源の活用が不可欠であり、現地 NGO や住民を中心

的に行いました。

に据えることこそ肝要です。何も我々日本人がすべて

当法人としては、スリランカ現地 NGO や現地の人々

を行う必要はありません。長年、住民の視点に立ち、

のリソースや能力を最大限に活用することで、より効

信頼を築いて活動を続けている NGO が持つ経験を共有

率的で持続的な事業が展開できるのではないかと考

し活用することで、新しい市民のムーブメントが生ま

えています。そのためには、まず、我々が既存の枠組

れる可能性があると考えています。

みにとらわれず、
国内・国外の NGO と信頼関係を築き、
その総合的なネットワークから現地から上がってく
る様々なニーズに柔軟に対応できるようなネットワ
ークを形成する必要があると考えています。
そのプロセスで、対話を通して、人々のモチベーシ
ョンやヴィジョン、そして、技術や経験を繋ぎ合わせ
ていくことが、日本の NPO である我々の大きな役割で
す。

まだ、種を播いたばかりではありますが、来年度は、
さらに各団体の交流を深めるととともに、お互いから
学びつつ、補完しあうという有機的なネットワーク構
築を行っていきます。
パートナーNGO 及び団体-----------------------（スリランカ現地 NGO）
・グリーンムーブメント・オブ・スリランカ(GMSL)
・シッダールタ・チャイルド・ディベロップメント・
残念ながら、国際協力には、多くの非効率性が存在
します。効率性ばかりを追求することが良いことなの

ファンデーション（SCDF）
・ニルマニー・ディベロップメント・ファンデーショ

か？という議論はあると思いますが、当法人としては、 ン(NDF)
国際協力の現場において、“長期的な視点に立った効

・サングラマ・スランガニ基金

率性”の追求が必要だと考えています。

（国内 NGO 及び団体）

住民との対話に多くの時間を費やすのも短期的に
見ると一見非効率に見えますが、長期的な視点で見る

・北海道障害学研究会・優良パルプ普及協会
--------------------------------------------

-- ACT(j).2009 年度に向けて

・食料・平和の確保に資する家庭菜園＆有機農業普及
のための農業研修センターの設立及び普及促進(2009）

前年度に日本の各助成団体に申請した以下の案件（パ
ートナー団体含む）について、助成が決定しています

（ゆうちょ国際ボランティア貯金>>APCAS+GMSL）
農業による地域安定を目指し、シンハラ、タミル、
ムスリム、3 民族の交流機能を持つ農業研修センター

① 地域開発事業

の建設及び運営

・住民主体の森林再生～「貧困⇔森林破壊」負の連鎖

・僻地における学校建設を通した教育支援事業（2009）

を断ち切る～(2009)

（大阪コミュニティ財団>>APCAS）

（イオン環境財団>>GMSL+APCAS）
調理用燃料のために不法伐採される森林で、住民が

へき地貧困地域での小学校校舎新設および教育の必
要性に関する啓発活動

森林管理＋有機農業を行うインセンティブ内在型の

・僻地・農村地域の学校における水供給と衛生概念向

植林事業

上支援～子どもの健康改善に向けて～(2009)

・女性に配慮した干ばつへのコミュニティ主導防災計

（今井記念海外協力基金>>APCAS）

画プログラム（2009）
（UNCRD 兵庫事務所>>GMSL+APCAS）

複数小学校における井戸・雨水タンクの建設を通し
た水・衛星問題への総合的な取り組み強化支援事業

災害時の女性への負荷の軽減を目指した干ばつに
対するコミュニティベースの防災計画の策定及び水

-------------------------------------------

資源の保全活動

② 災害復興支援事業

・おが屑の有効利用を通したモラトゥワ市・ボルゴダ

・津波移転住宅における家庭菜園導入によるゴミ問題

湖の自然環境保全プロジェクト（2009）

の解決(2009)

（三井物産環境基金>>酪農学園大学+APCAS）

（日本国際協力システム>>GMSL+APCAS）

ボルゴダ湖周辺に不法投棄されるおが屑を原料と

インド洋大津波の被災移転地区で行政と連動した

したオガライト・オガ炭を生産し、家庭用燃料として

コンポスト普及、の構築によるゴミ問題対策事業

地元世帯に提供することで、環境保全と経済発展の両

・地滑り被災者移転地区における住宅建設へのコンク

立を目指す社会起業プロジェクト

リートブロック提供と自治組織の強化(2009）

・僻地農村の子どもへのコンピューター＆インターネ

（ゆうちょ国際ボランティア貯金>>APCAS+GMSL）

ット技術の普及活動（2009）
（国際コミュニケーション基金>>APCAS+GMSL）

被災者を雇用しながら製造する住宅資材用ブロッ
クを地すべり被災者移転地区の恒久住宅建設のため

自立運営を視野に貧困農村地域におけるコンピュ

に提供し、合わせて被災者ネットワークの強化を行う

ーター教室の整備ならびに情報教育クラスの通期開

・スリランカ紛争及び津波被災地域における子どもの

催

栄養改善とメンタルケアプログラム(2009)

・僻地農村のティッサカニトゥ小学校修繕および菜園

（地球市民財団>>APCAS+GMSL）

による栄養改善事業(2009）
（ひろしま祈りの石国際教育交流財団>>APCAS）
教育の格差是正へ向けた小学校修繕及び学校菜園
による栄養改善、農業による環境教育事業

村内グループリーダーの育成を通した有機農業・養
鶏技術の普及
（09 年 4 月 10 日時点）
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