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はじめに 

 

08 年 11 月 4 日から 12 日までの日程で、スリランカでの活動実施状況の視察や地域住民との話し合い、パート

ナーNGO や行政当局とのミーティング、当法人のマイクロファイナンス・プロジェクトである「オンコプロジ

ェクト」の融資予定者との面談等を実施いたしました。そこで得られた情報を中心に、本報告書は作成されてい

ます。 

会員の皆様、支援者の皆様におきましては、当法人の中期報告書として、また、学生の皆様におかれましては、

災害復興、国際協力、マイクロファイナンス、フェアトレードなどの研究・調査資料、今後の諸活動の参考にし

ていただければ幸いです。また、今後も NPO 法人アプカスのスリランカでの活動は続いていきます。現場から

の声をお届けしながら、これからも皆様方との「有機的な」つながりを大切にしていきたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。 

派遣スタッフ一同 

石川 直人 ishikawa@apcas.jpn.org 

伊藤 俊介 ito@apcas.jpn.org 

石田 愛子 ishida_aiko@apcas.jpn.org 

http://www.apcas.jpn.org/ 
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1:スリランカ中部州地滑り被災地現況報告 

今回、当法人が 2 年間災害復興支援活動を続けるスリ

ランカ中部州地滑り被災地の現況について調査を行

いました。 

 

<地滑り災害について> 

スリランカの中部州ヌワラエリア県ワラパネ郡、ハン

グランケタ郡においては2007年１月12日に大規模な

地滑りが発生しました。政府報告によると、両郡にお

いて 16 名が死亡、5 名が行方不明、3,935 家族が避難

し、741 軒の住宅が半壊及び全壊の被害に遭いました。 

 

<被災前の当該地域住民の生活モデル> 

当該地住民は、小規模農家が多数を占めています。平

均的な農家のモデルは、以下の通りです。 

平均農地：0.2ha～0.35ha 

     （北海道 17.5ha 日本 1.8ha） 

月給：5,000〜10,000 ルピー （1 ルピー=1 円） 

     （大卒者初任給 15000 ルピー） 

栽培作物：換金作物としては米 トマト バナナなど 

<活動履歴および現況> 

災害発生後、行政の協力や国際機関や NGO の援助が乏しい中、当法人とグリーンムーブメント・オブ・スリランカ

が協働し、住民主導の復興支援活動や住民ネットワーク強化事業を行ってきました。 

・避難キャンプでのトイレ整備等の衛生向上事業（JOCA まごころ基金）07 年 

・避難キャンプでの教育支援および住民ネットワーク強化事業（JOCA まごころ基金）07 年 

・ハングランケタ郡ジョンスランドにおける水供給プロジェクト（調布 WAT）08 年 

・仮設住宅の建設（ゆうちょ国際ボランティア貯金配分事業）08 年 

 災害発生から 2 年近く経過した現在、約 180 世帯の被災者が、ワラパネ郡に 4 地区、ハングランケタ郡に 1 地区の

計 5 地区に避難キャンプから、移転地での生活を再開しています。一方、デマラウィッダーレ地区、ナーランタラー

ワ地区、クブルガマ地区の 3 地区では、未だ 40～50 世帯の避難キャンプ生活を送る被災者もいます。 

未だ避難キャンプで暮らす世帯を別として、多くの被災世帯では、「災害発生>>避難キャンプ>>移転地での仮設住宅

建設>>恒久住宅建設」という段階にあり、それに合わせ、「緊急人道援助」から「長期的な復興・自立への移行」へと

活動の転換期を迎えています。 

 最近では、IOM(国際移住機関)によるソーラーパネルと携帯型電灯の配布が行われ、UNICEF とスリランカ保健省

によるトイレ整備計画があります。決して十分だとは言えませんガ、徐々に支援の輪が広がりつつあります。本報告

書では、実際に視察を行った４つの移転地の現況と問題点について掲載いたしますが、避難キャンプで過酷な生活を

送る被災者の今後の処遇問題については、喫緊の課題であると考えています。 



 

  

<移転地に共通する問題点> 

 

被災地は、政府によって居住禁止措置がとられているため、被災者が元の居住地区に戻ることは、現実的に不可能

です。行政当局によって提供された移転地は、標高 1000m を超す山間部に位置し、一部の地域では地滑りを起こす危

険性があると専門家に指摘されています。また、各世帯に提供された土地は狭く、耕作に不適な移転地も多いため、

以前のように換金性の低い農業で生計を維持していくことには、多くの困難が予想されます。さらに、行政当局と住

民の間で取り決められていた移転地での恒久住宅建設資金の 5 万ルピー補助金（「整地 2 万ルピー」→「住宅基礎 2 万ル

ピー」→「外壁 1 万ルピー」と住民が建設費用を先に負担し、各段階終了後に行政が補助金を支給するシステム）が支払われて

いない地区があり、住宅の建設が基礎部までで頓挫している住民がほとんどで、行政に対する不信感が高まっている

問題があります。08 年 11 月現在、各移転地区における主要な問題点は、以下のように要約されます。 

 

 ニルダンダーヒンナ

移転地区 
ウダマードゥラダダヤン

ポラ移転地区 
エゴラカンダ移転地区 

ハングランケタ郡ジョ

ンスランド移転地区 

住宅の建設補助金支給 基礎部まで 資材費未払い 資材費未払い 見通し不明 

水の供給 他の住民に依存 井戸（遠い） 井戸 見通し不明（簡易水道） 

トイレ建設 未着工 未着工 未着工 着工間近 

基礎インフラの整備 不十分 ほぼ未整備 不十分 ほぼ未整備 

土地面積の問題 不十分 不十分 不十分 不十分 

  

上下水道やトイレ、電気などのインフラの整備、土地面積や補助金についての行政当局との折衝に加え、今後は、

「住宅建設の支援」「農業技術の普及」「生計向上」の３つを自立への移行時期の主要テーマとして考えています。 

住宅建設の支援については、現地住民を雇用するコンクリートブロックの作業場を移転地区内に建設し、市場より

安価で住民に提供するプロジェクトを現在申請しています。しかし、このプロジェクトを行うことで、行政側が補助

金の減額を行う可能性があり、細心の注意が必要であると考えています。また、農業技術の普及に関しては、換金性

の高い作物の栽培に関する研究と栄養改善を含めた家庭菜園レベルでの有機農業の普及からプロジェクトを開始する

予定で、将来的には農業による生計基盤を確立し、住民主体の農業協同組合を設立することを目標としています。農

業技術の普及と重複する部分もありますが、生計向上に関しては、長期的に最重要のプロジェクトと考えています。

現在、多くの被災者は、日雇いの仕事しか選択肢のない現状に置かれています。今後は、住民それぞれが持っている

適性や技術を見極めた上で、農業、食品加工、大工、裁縫、工芸品、個人商店経営などの職業訓練を行い、長期的な

自立支援を行いたいと考えています。 



 

  

 

 --a.ワラパネ郡ニルダンダーヒンナ移転地区 

<現況> 

ニルダンダーヒンナの町までおおよそ 2kmと他の移転地に比べ

て交通アクセスは比較的良好です。移転してきた被災者と以前

からの住民との関係も良好のようで、住民同士が労働力を提供

し合いながら、恒久住宅を建設しています。現在、基礎部は完

成し、壁の資材である日干しレンガを製作段階です。なお、今

後被災者にだけ支援が続いた場合、以前からいた住民が被災者

に対して「妬み」を抱く可能性もあることから、今後の支援は

被災者のみならず、当該地域全体に利益が生まれるような支援

の必要があります。 

<問題点> 

①水供給の安定性 ②トイレの整備（UNICEF、保健省、当法人との協力の下、トイレ建設を 12 月に開始します） 

③耕作地の不足（住民とともに行政当局と折衝中です） ④生計向上 

 

 --b.ワラパネ郡ウダマードゥラ・ダダヤンポラ移転地区 

＜現況＞ 

交通アクセスの悪さや急峻で耕作が難しい土地であったため、住民の当該地への移転反対運動が起こっていましたが、

28 家族の被災者が避難生活に耐え切れず、問題があると知りつつも移転してしまった経緯があります。移住した 28

世帯のうち 21 世帯が恒久住宅の土台を完成させていますが、政府からの残りの補助金が未払いのまま半年以上が経過

しています。郡の事務次官が 11 月初旬に訪れましたが、未払い問題について取り合おうとせず、一方で、新聞ではす

でに支払済みという報道がなされ、問題自体を隠蔽しようとする行政

当局に対して不信感を抱いています。移転地から約 150m 離れた場所

に IOM の支援により井戸を建設しており、現在 80％は完成していま

す。住民はその一つの井戸を共同使用し、各家に水を運んでいます。 

<問題点> 

①交通アクセス 

 （車が走行可能なアクセスロードを敷設するプロジェクトを住民と

当法人で計画中です） 

②有機農業技術の普及および生計向上 

 （当該地農民は、化学肥料を使用する農業以外の知識が乏しく、肥

料の高騰の下、栽培に苦慮しています） 

③防災へ向けた取り組みの必要性 

④住宅建設補助金の未払い 

⑤水源の確保およびトイレの整備 

（UNICEF、保健省、当法人との協力の下、トイレ建設を 12 月に開始します） 



 

  

 

 --c.ワラパネ郡エゴラカンダ移転地区 

<現況> 

エゴラカンダ・ワラパネの町から 4km ほどに位置し、車道に隣接し

ているため、比較的交通アクセスは良好です。この地区でも、恒久

住宅補助金の未払い問題があります。この地区では、14 世帯のうち

3 世帯が、自己資金ですでに恒久住宅を建設しています。コンクリー

トブロックの提供事業の際には、これら 3 世帯からも間仕切りとし

てブロック提供してほしいとの要請を受けました。こういった場合、

住民の間で、「すでに建設が終わっている比較的裕福な世帯にもブロ

ックを提供する必要があるのか」という不平等感から軋轢が生まれ、

不和の火種になる可能性がありますので、熟慮が必要な地区であると考えています。この地区には、いくつかの井戸

が存在し、飲料水等は周辺住民の了解を得て、それらの井戸から汲み上げています。 

<問題点> 

①ブロック提供に伴う住民の関係性の変化 ②住宅建設補助金の未払い 

③水源の拡充 ④生計向上 

 

 --d.ハングランケタ郡ジョンスランド地区 

<現況> 

かつて紅茶のプランテーションだった土地を政府が買い上げ、現在 100 世帯

が移転しています。この地区は、管轄がハングランケタ郡になりますが、ワ

ラパネ郡に比べても行政当局の取り組みが遅れています。この移転地区は、

急峻な土地で地滑り再発の危険性が高く、1 世帯分の土地も狭く、基礎インフ

ラが未整備であるなど多くの問題を抱えています。行政当局には、安全な土

地を提供するよう要請していますが、いまだ具体的な対策はなされないまま、

恒久住宅建設を始めてしまった住民がいるのが現状です。この地区で大きな

問題が、水の問題です。今年度、当法人が調布 WAT からの助成金で、5つの簡

易水道の整備を行いましたが、他の水源が見つからず、水源は郡と半年間期

限で農業用水を使用しています。約束の期限が迫る中、他の水源を探す必要

がありますが、現段階では、この地区内では井戸を掘っても水が出ない可能

性が高いと判断せざるをえない状況で、1 時間かけて地区外から井戸水を運ぶ

という負担を住民が負わなければならない事態が予想されます。 

<問題点> 

①安定的な水源の確保 ②耕作地の確保 

③恒久住宅建設の支援 ④生計向上 



 

  

2:パートナーNGO 報告 

 --a.グリーンムーブメント・オブ・スリランカ(GMSL) 

～住民を主役に据えて、よりよい社会と自然環境を残すために、声を上げ、声を重ね、共に行動する～ 

グリーンムーブメント・オブ・スリランカ（以下 GMSL）は、98 年の発足以来、150 近くの NGO から構成される

スリランカを代表するネットワーク型 NGO です。現在、40 人以上のスタッフが 5 つの部門に分かれ、マクロなレベ

ルでは、環境保全と持続的発展の両立、一方的なグローバリズムの押し付けや不公正な経済システムへの反対運動、

伝統の再発見、青少年・女性や被災民・貧困者などの社会的に周縁化されやすい人々の救済へ向けた政策提言やロビ

イング活動を行っています。一方、ミ

クロなレベルでは、各地にフィールド

オフィサーを配置し、有機農業の普及、

生計向上、住民ネットワークの強化、

環境意識の向上、災害復興支援および

防災計画の立案等の活動を展開して

います。当法人が活動するスリランカ

中部州ワラパネ郡・ハングランケタ郡

地滑り被災地では、パートナーNGO として、災害発生当時から緊密な関係を保っています。今回は、GMSL の中心

的な活動である政策提言活動（アドヴォカシー）の現場として、アッパーコトマレ・ダム開発の現場にも足を運びま

した。この事案では、移転住民への補償の公平性の問題や工事の発破作業に伴う建物損壊について、事業実施者に再

質問書を作成するために、一戸ずつ家を訪ね、住民に事実関係のヒアリングと資料集めを行っている段階でした。 

政策提言の底流には、現実主義がありま

す。例えば、国家や国際金融機関が行う巨

大なダム工事のようなメガプロジェクトを

NGO や住民で中止させることは、現実的に

ほぼ不可能だといって過言ではありません。

では、「そこで、何ができるのか？」という

問いに、「最善ではないかもしれないが、次善は得る」という政策提言の意義が、一つの答えを与えてくれるはずです。

これを、ダム問題に置き換えると、建設の中止はできないが、少なくとも「正当で公平な配慮や補償」をコミュニテ

ィが得るために、事業側に声をあげるということになります。政策提言は、時には、抗議し、時には、協力し、「現実

主義的」に「粘り強く」、よりよい社会の構築を目指す活動であると言えます。そのためには、NGO を繋げ、住民の

ネットワークを強化し、政府やメガプロジェクトに対して、沈黙していた、分断されていた、人々の声を届けなけれ

ばいけません。 

「涙では、世界を変えることはできません。だから、声を上げ、それを重ね、人々と共に歩むのです」 

これは、事務所を訪問した際、GMSL 代表スランジャンさんの言葉です。 

今年度は、詳細を掲載した地滑り被災者移転地での仮設住宅の建設・移設、北西部州での小学校校舎新築＆環境教

育プロジェクトも目下進行中です。今後は、地滑り被災者移転地におけるスリランカ保健省と UNICEF によるトイレ

敷設事業のコーディネート作業、ワラパネ地区ウダマードゥダ・ダダヤンポラにおける道路整備事業、同地区での家

庭菜園普及プログラム、全移転地での恒久住宅用コンクリートブロックの低価格有償配給事業を共同で行う予定です。 



 

  

 --b.ニルマニー・ディベロップメント・ファンデーション(NDF) 

～「搾取」からの自立と人々への「信頼」～ 

NDF は、零細農民を中心とした貧困に苦しむ人々を「自立」へ促す活動を全土で展開するネットワーク型 NGO で

す。本部の事務所が、紅茶とゴム栽培で有名なケガール地区にあり、代表のニマルさんを訪ねました。現在、地元住

民の力を結集して製パン施設を建設しオランダの製パン技術をスリランカの若年層へトレーニングを行うソーシャル

ビジネス「ダッチ・プロジェクト」、上下水道やトイレの整備事業、貧困層への無料コンピュータ教室の開催、零細農

民への貯蓄制度の導入、有機農業の普及などをメインプロジェクトとして行っています。 

ニマルさんとの意見交換の中で、「ゴム農家への総合的支援」に対する

要望が上がってきました。これは、グローバリズムの恩恵を決して、零細

農民は受けられないという後進国の農業が抱える問題を色濃く反映する

もので、数年間、NDF が取り組み続けているプロジェクトです。ゴム農

家だけではなく、多くの後進国の小規模農家は、貯金が乏しいことで事業

の運転資金を捻出できず、現地の中間業者に不当に安い価格で卸さざるお

えない状況に置かれています。買い叩きに合うことで、貯金できず、子ど

もの教育費用や設備にお金を配分できない、不慮の事態に経済的に対応で

きず生計が維持できないといった悪循環が、貧困問題の根底にあります。その状況を打開するために、NDF はゴム農

家グループに対して、より高値で販売できるゴムシートを製造する機械を共同購入するように働きかけ、あわせて、

貯金制度を開始しました。今後の有効な支援として、中間業者にゴム農家が戸別で販売するシステムから、NDF を中

心として組合機能をさらに組織化し、より多くのゴムシートを組合としてまとめて販売するプランを立案中です。そ

うすることにより、売り手としてのゴム農家の地位を高め、値段の取決め交渉を今までより優位に進めることにより、

多くの利益を農家に還元し、貯蓄制度を促進できる可能性があるとのことでした。そのための資金準備協力の可能性

の打診と同時にゴムシートの日本国内での販売の可能性についての市場

調査の要請を受けました。 

 また、NDF のネットワーク NGO である「「Participatory 

Development Organization」」（以下 PDO）へ向かいました。PDO は、

伝統種のバナナの研究・保存、組織培養によるバナナの育成、バナナ農

民への培養した苗の提供（農民がバナナ果実の収穫時期をコントロール

することにより、市場が高値の時期に収穫可能となり収入向上へ寄与）

に取り組みながら、最近バナナペーパー生産を開始した NGO です。バ

ナナペーパーは、バナナ果実を収穫後にごみとして放棄される「茎」部分の繊維を利用した紙のことで、当法人も生

計向上として注目している製品です。バナナペーパーは、ごみの有効利用だけではなく、非木材性のパルプなので、

間接的な森林保護へ繋がります。また、果実栽培後に茎に発生する病害虫駆除のための薬剤散布も未然に防止できま

す。さらに、日本の技術と融合させれば、水と繊維だけで日本で一般に流通するほどの上質な紙を生産することが可

能で、そのプロセスの中で一切の化学薬品を使わない環境負荷の少ない製造過程を実現できます。 

PDO のバナナペーパー製造責任者の方に、丁寧に作業場での作業や設備について説明をいただきました。まだ、生

産を開始してから日が浅いこともあって、生産されるバナナペーパーの品質の安定、出荷量の確保、また、より多く

の付加価値をつける製品開発やマーケットの開拓が課題であるとのことでした。 



 

  

 --c.シッダールタ・チャイルド・ディベロップメント・ファンデーション(SCDF) 

～子ども＋家族＋コミュニティの先に明るい未来がある～ 

 シッダールタ・チャイルド・ディベロップメント・ファンデーション（以

下 SCDF）は、スリランカの特に最貧地域で子どものトータルサポート

を行っている NGO です。活動する各地区に社会福祉士のプロジェクトマ

ネージャーを置き、その下のフィールドワークスタッフとボランティア・

スタッフが常時、奨学金を受ける子どもと家庭へのケアを行っています。

資金面の援助だけにとどまらず、ランチつきの土曜日補講の実施、母親と

の教育相談、コミュニティベースでの教育の必要性に関するワークショッ

プの開催、教師とのティーチングスキル向上のためのワークショップ、子

どもクラブの運営などを行い、スリランカの総合的な教育レベルの底上げを目指し活動しています。今年度は、290

人に及ぶ子どもへの奨学金制度と学力向上プログラム、40 校以上での図書館設置＆運営プログラムに注力していると

いうことで、メインスタッフによる会議に参加させてもらいました。 

スリランカの教育事情で深刻な問題の一つが、教育格差が大きく、読み書きができない子どもが多々いるとのことで

す。統計上のスリランカ識字率には、97％という数字がありますが、SCDF が活動を行う紛争周辺地域・最貧困地域

にある Wahalkada 小学校では、全校生徒 196 名に対して、読み書きができない生徒が 75 名もいるという現状があり

ます。また、そのような地域では、親自身が教育に対する重

要性の認識が低く、学校に行くよりは労働力として子どもを

考えているということでした。当然、この裏には、貧困とい

う問題があり、その背後には、田舎の貧困地区には経験の乏

しい新任教師が派遣されるため、教師のティーチングスキル

が未熟であること、また、それら向上させる機会が、僻地で

あるため、乏しいという問題が複合的に絡んでいるとのこと

でした。 

 スタッフ会議では、今後の目標について、白熱した議論が

展開されました。奨学金制度と学力向上プログラムについて

は、子ども学習到達度の目標をどこに置くか、人材をどこに重点的に投入するかの 2 点について、深い話し合いが行

われていました。また、図書館設置＆運営プログラムについては、プログラムの終了を間近に控える中で、今後、子

どもたちによる図書館の運営可能な学校での業務の引き継ぎや教育行政との調整についての話し合いが行われていま

した。  

今後は、奨学金制度においては、子どもの継続的な学習環境の整備、特に母親の生計向上が必要であり、第一段階

として、裁縫業や商店を営む 3 人の母親の事業計画を経営の専門家とともに立案している段階とのことでした。資料

や状況が整えば、当法人のマイクロファイナンス・プロジェクトである「オンコ・プロジェクト」の融資対象者とし

て応募したいとの提案をいただきました。また、SCDF とは、学校の修復および貯水タンク設置プログラムについて

目下助成金を申請中であり、来年度も識字教育プログラムを共同で実施する予定です。 



 

  

3:今ここからはじめる国際協力 ～「想い」をつなげて、何かが「生まれる」～ 

--a.オンコプロジェクト（ONe's COoperation：ON-CO Project） 

～人々が力強く、自尊心を持って生きていくことを日本から応援しよう～ 

 マイクロクレジットという言葉をご存知でしょうか？貧困層、低所得者層

への小口の無担保融資（もしくは、連座制のグループ融資）のことです。人々

が、試行錯誤しながら、何かを育て、進んでゆくという気持ちを大切に、あ

くまでもお金をあげる援助や寄付ではなく、お金を貸す融資という応援に、

世界の脱貧困の潮流はシフトしてきています。 

当法人も、スリランカで 5 年近く活動を重ねる中で、様々な人々との出会

いがあります。今回は、グローバル・フェスタの当法人のスペースで、バッ

グやポーチを販売した麻製バッグ工房「ガニー（Gunny）」を主宰するサマ

ンタさんと２日ほど、時間を共にしました。1 日目は、製品のコンセプトや商

品開発、現在の業務内容について、話し合いを行いました。その際に、現在、使

用しているミシンでは、細工を行う際の精度とスピードが遅く、息子シーギリ君

の子育てに奔走する奥様ガヤニさんの仕事を軽減するためにも、オンコプロジェ

クトを利用して、ミシンを購入したいという要請を受けました。ミシンの予定価

格は、3 万円ほどです（スリランカでは、大卒の初任給が 1 万円～1万 5 千円です）。 

スリランカでは、たとえ能力やモチベーションがあっても、不動産などの担保

になるような財産を持たない人々には、お金が借りられないという現状がありま

す。また、一年定期預金利子が 14％というこ

とからもお分かりのように、融資を受けたと

しても、非常に高い利子を払わなければなら

ず、二の足を踏んでしまうわけです。 

２日目に、ミシンの展示も行われているアパレル関連の見本市に一緒に行きま

した。サマンサさんがミシンを見つめる真剣で純粋な眼差し、別れ際に「ずっと、麻製品を作り続けていきます」と

いう言葉の奥にある決意の強さは、民族や文化を超えて、私どもにも伝わってきました。今後は、日本での販売も考

えているとのこと。当法人としても全面的にバックアップしていければと考えています。現在、サマンタさんが、ミ

シンの選定と事業計画書の作成を行っています。 

オンコプロジェクトは、現地NGOやアプカスが面談を重ね、借り手を選定し、

WEB 上で一般市民の方々から、貸し手を募集します。一口 5000 円で、借り手

の希望額に達し次第、融資が行われます。月々の返済は、現地 NGO とアプカス

のスタッフが代行し、貸し手になっていただいた方には、無利子である代わりに、

完済時には借り手から、プレゼントと手紙が届くというシステムです。また、借

り手の方には、完済まで、WEB 上でマンスリー・エッセイを書いてもらうこと

で、何よりも、違う世界に住む人たちが、お互いを知り、理解することで、世界

の距離が縮めるような装置になればと、考えています。現在、WEB を媒介とし

たシステム構築が可能であるか専門家と相談中で、来年度は、プロジェクトの裾野を広げたいと考えています。 



 

  

--b.今後に向けて 

NPO 法人を運営するにあたって、目的は株式会社などの営利組織とは違いますが、その目的を達成するための活動

にあたって、資金が必要であることに営利組織と変わりはありません。NPO 法人にも、そういった資金面の融通にあ

たって、そのバランスに個性があります。アプカスとしては、様々な人々が関わりながら、スリランカと日本を結ぶ

ようなビジネス、エコフレンドリーなビジネスを今後展開し、そこで得た資金を本業の非営利活動に回すことで、よ

り多くの人々へ向けた非営利活動をより広範な地域で活動できるのでは、と考えています。そこで、今回のスリラン

カ滞在でも、空き時間の中で、様々なリサーチと関係者との話し合いを行いました。まだアイデアだけで、箇条書き

の段階ではありますが、ご紹介します。きっと、皆様方のご協力やご助言・紹介によって、きっと形になっていくは

ずです。 

please join us… 

・NDF が取り組むゴム農家が生産するゴムシートのフェアトレードへ向けたサポート 

・麻製小物やバッグ・バナナペーパー販売のマーケットリサーチ・営業 

 （エコフレンドリー商品として、雑貨屋や学校祭での販売の可能性はありませんか？） 

・麻製品・バナナペーパーのデザイン・商品開発 

・スリランカ国内での、電化製品やコスメ商品の販売の可能性？ 

・日本国内での、スリランカ雑貨、食料品、香辛料････など販売の可能性？ 

・スリランカ国内でのエコツアーの開催？ 

 

 特定非営利活動に関しては、以下の予定や要請が上がってきています。 

・GMSL：継続して地滑り被災者への支援を行います。また、別件になりますが、紅茶栽培で有名なヌワラエリア県

では、酪農業に対する需要があります。スリランカでの酪農技術の向上にできること、ありませんか？ま

た、スリランカの気候や現地の適正技術でも栽培可能な換金性の高い作物の研究や普及活動は、零細農民

の方々の将来を拓く重要なサポートになります。 

・NDF：ゴム栽培農家やバナナ栽培農家については、前述の通りです。フェアトレード以外にも、NDF は農作物の食

品加工の適正技術での移転は、非常に大きなサポートになるかもしれません。 

・SCDF：今後は、奨学金制度での資金面のバックアップは、非常に大きな力になります。また、日本人の里親を募集

するためのパンフレットの作製や募集活動も学生の力を集めれば、可能なのではないでしょうか？教育関

係の興味のある学生の方にも接点があるかと思います。代表のニラーニさんは、日本語堪能です 

オンコプロジェクト：今後、システム構築を行う予定ですが、パンフレットの印刷や WEB の簡単なアップデート業

務を担当して頂ける方がいれば、心強い限りです。また、トータル的にサポートして頂ける方も歓迎です。

オンコプロジェクトとは別ですが、空き時間で助成金の情報を集めてくださる方がいますと、大きな戦力

になるのではと思います。 

その他、卒業研究や調査などで、国際協力分野やスリランカに興味をお持ちの方は、お気軽にメールを下さい。 

                                                                office@apcas.jpn.org 


