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２０２０年６月３日 

 

２０１９（R1）年度 事業報告書 

 

Ⅰ. 公１事業 

公１-ア：国際協力 NPO 助成制度（公募） 

■国際協力NPO 助成：一般型（継続）■  

事業開始：１９９７年開始（ホームページによる公募方式は２００８（Ｈ２０）年度より） 

事業目的：発展途上国で国際協力支援活動を行う国内 NPO に対して、公募によりプロジェクト費用の

助成を通して、その育成及び活動支援を行い、もって発展途上国の自立的発展及び福祉の増

進に寄与する。 

事業対象者：国内で設立された、国際協力事業を主として行っている NPO 法人 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ２７,６９９,５１９円 １,０５０,０００円 

２０１９年度執行額 ２７,６９９,５１９円 ５２４,６４８円 

２０１９年度は１５団体に対し、総額２７,６９９,５１９円の助成を実

施いたしました。 

２０１９年１２月に中国で発生した新型コロナウイルス感染症の世界的

拡大により、助成先団体の活動にも影響が発生しました。本年度で助成支

援した１５団体の内、９団体に対し活動の一部を２０２０年度で継続実施

することを承認しました。今後も感染拡大の影響に伴い、事業計画に変更

が生じると予測されるため、引き続き各団体と連絡をとりつつ、事業目標達成に向けて事業が行えるよ

う支援を行ないます。残りの６団体は、計画通り事業を終了しました。 

 また、助成先団体を対象に、１１月に NPO 法人エイズ孤児支援 NGO・PLAS 代表理事 門田瑠衣

子氏による「業務効率化、働き方改善から資金調達へ」と題した講演（１２団体参加）を実施し、事例紹

介を通した事業及び組織運営能力向上の機会を提供しました。 

 助成先団体を対象にした報告会・研修会の開催が 1回となったため、運営管理費が予算未達となりました。 

 

■国際協力NPO 助成：特別支援型（継続）■ 

事業開始：２０１３年４月～ 

事業目的：一般型に比べ比較的規模の大きな支援を必要とする、アジア及びアフリカ諸国における国際

協力支援事業案を公募し、当財団が案件形成の時点から事業実施まで関与しながら、当該

NPO/NGO と共に発展途上国の自立的発展及び福祉の増進に寄与することを目的とする事

業形態。 
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事業対象者：日本国内に主な拠点がある団体（NGO 等の非営利団体を含む）で国外での活動実績が３

年以上ある団体 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １５,０００,０００円 ６９６,６００円 

２０１９年度執行額 １５,０００,０００円 ２２３,６００円 

 

■スリランカ■ 

特定非営利活動法人 アプカス  

   
 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 ２４２,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 １７２,７９３円 

２０１４年度に開始したスリランカにおける「生ゴミの堆肥化

と有機農産物ブランド化を通じた零細農家の収入向上事業」は、

コロンボ市内で需要が高まっている有機農産物のホームデリバリ

ーに加え常設店舗、オーガニックマーケット等での販売が促進さ

れ、零細農家の有機農産物販売による収入向上に貢献することが

できました。事業対象地域以外の NGO 等との連携も図られ、PGS

有機認証（参加型有機認証制度）に向けてのサポートも継続して行いました。 

２０１９年４月に発生したスリランカ連続爆破テロ事件による交通機関の遮断や制限により、販売・

集荷などに大きな影響が出ましたが、後半は公共交通機関の利用促進などで農産物回収システムの強

化を図り、テロ事件発生以前の売上に戻すことができました。（収益は当該事業に還元します） 

また、新型コロナウイルス感染者が発生した 2 月より外出禁止令が発令されたことにより、コロンボ

市内のホームデリバリーの需要が拡大していますが、同時に交通規制も発令され、通行許可取得に時間

を要するなどの課題に直面しています。出荷側の零細模農家も県をまたいでの移動が禁止されている

ため、出荷作業に許可が必要な状況となっていますが、農産物の需要拡大に伴い出荷量の増加が図られ

ています。 

事務局より事業進捗状況確認のため２回の出張を行いました。 

 

■ブルンジ■ 

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス  

   
 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １０,０００,０００円 ４５４,６００円 

２０１９年度執行額 １０,０００,０００円 ５０,８０７円 

 ブルンジの紛争被害者及び最貧困層住民を対象にした、地域の資源を利用した生産活動によるコミ

ュニティ能力向上支援事業を継続実施しました。 

 ２０１８年度に洋裁（１９名）・ヘアドレッシング（１８名）の技術訓練を受けた受益者が、グルー

プビジネスを開始し、収入の確保が図られています。２０１９年度は新たに５０名の受益者に養蜂（２
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９名）及び養豚（２１名）の技術訓練を開始しました。昨年同様、

訓練期間中は食料（豆、メイズ等）や石鹸などの支給を月２回実

施し、加えて国民皆保険（CAM）を提供し、訓練に集中できる環

境を提供しました。２０２０年度のビジネス開始に向け、順調に

活動が進んでいます。  

 更に、昨年度の受益者３７名がグループに分かれて、各受益者

の自宅や畑などで、対象者が望む耕作活動、屋根瓦の運搬、家の補修等のコミュニティワーク（社会貢

献）活動を行い、ソーシャルキャピタル（社会関係資本）の増大に繋げる活動を行いました。 

事務局から現地視察を予定していましたが、担当役員の体調不良により出張を中止したため、運営管

理費が予算未達となりました。 

 

 

公１-イ：国際協力 NPO／NGO への助成および支援事業（非公募） 

国際協力NPO 助成：成長型 (継続) 

事業開始：２０１２年４月～ 

事業目的：当財団の主旨に沿った国際協力支援活動を行う NPO 法人及び現地NGO 等と協働で実施

し、発展途上国の自立発展、福祉の増進に寄与する 

事業対象国：カンボジア、インドネシア、東ティモール、スリランカ、バングラデシュ、イラン、ブル

キナファソ、ケニア（２０１９年度：対象国８か国、対象団体１２団体） 

事業対象者：国内で設立された国際協力事業を主として行っているNPO 法人及び現地NGO 等 

 

 今までに支援した事業の中で継続的支援をすることで更なる発展、そして現地での事業定着が期待で

きる案件について、その形成を促進するために集中的に支援を行います。当財団と NPO やNGO との

連携や協力により実施することで、NPO 一般型、特別支援型、更には、当財団が主体的に行う自主企

画事業との相乗効果を高めることを期待して支援するものです。 

 尚、２０１３年度より実施しているNPO 特別支援型事業（支援上限額１０００万円）との区別は、

①公募による形態をとらないこと、②１団体の支援上限額を原則５００万円とする点です。 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ６５,４００,０００円 ７,４９６,０００円 

２０１９年度執行額 ６５,４５４,５６３円 ３,９５６,４１５円 

 

■スリランカ■ 

マクーラ・ナワラトナ財団 

   
 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １,０００,０００円 ９５９,０００円 

２０１９年度執行額 １,０００,０００円 ７３１,２４１円 

２０１９年度は「家庭菜園つくりによる社会福祉施設および障がい者生活向上支援事業」に当財団よ
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り駐在員を継続派遣し、家庭菜園事業、バナナ繊維手工芸品つくり事業等の

自立に向けて基礎固めを推進しました。 

受益者たちの家庭菜園で収穫される有機野菜は、受益者たちの意向によ

り、コロンボへの出荷を止め居住地周辺のマーケットで販売を継続すること

としました。PGS認証（参加型有機認証制度）を受けた受益者の収穫物はケ

ゴール市内で評価を受けており、今後 PGS 認証を取得する農家も出てくる

と期待されています。家庭菜園事業の対象である障がい者およびその家族の

収入も安定し、地域においても障がい者への理解が向上してきたことから、

家庭菜園支援事業は２０１９年度を以って支援終了とします。 

バナナ繊維手工芸品つくりは、生産者女性たちがビジネスとして MUSACO ブランドを運営してい

くことを決定し、行政へのビジネス登録、ショップの場所を見つけるなど自立に向けて積極的な活動を

行いました。MUSACO の知名度も高まってきており、サンプル制作の注文に加え、政府機関やNGO

等からの業務提携等の問い合わせも増えてきたことから、今後はコロンボに拠点を置くNPO 法人アプ

カスの協力を得て、コロンボ市内でのマーケット開拓に注力します。 

事務局による事業地訪問を３回実施し、現地駐在員と共に事業の進捗状況の確認を行いました。 

 

■ブルキナファソ■ 

特定非営利活動法人 道普請人 

 
 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 ２,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 １２,７７８円 

２０１８年度に続き、市場へのアクセス改善を目指し、住民参

加による 「土のう工法」を利用した「ブルキナファソ西部におけ

る住民参加型地方道路整備事業」を実施いたしました。 

２０１９年度もバンフォラ市役所が所有する重機の故障、政府

予算の市役所への遅配により土の確保が困難になり、一旦工事を

中止し市役所との話し合いを継続していたところ、年末よりブル

キナファソの治安の悪化が激しく、事業地であるバンフォラも危険度３となり、日本人スタッフや専門

家が直接指導を行えない状況となりましたが、遠隔操作で現地スタッフに指示を出しながら事業を継

続し、事業期間中に計画していた「土のう工法」による４００ｍの道路整備を全て完了しました。 

また、道路整備工事に参加した女性に対して、マイクロファイナンスへのアクセス方法や金銭マネージメ

ント、小規模ビジネス立上げなどのノウハウを習得するための研修を実施し、経済的自立を促進しました。 

 

■ カンボジア■ 

特定非営利活動法人 国境なき子どもたち 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ２,０００,０００円 １,０００円 

２０１９年度執行額 ２,０００,０００円 ５４０円 
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カンボジア国バッタンバン州において「若年女性のための自

立・就労支援事業」を実施しました。 

２０１９年度は１年次に注力したキャパシティビルディング

で成長したスタッフや生産者の意欲が保てるよう、マネージメン

トスタッフによるサポートやフォローアップを行いました。NPO

法人 SALASUSU によるスタッフを対象にしたライフスキルトレ

ーニングを継続し、生産者の自立を促進しました。その結果、職場実習に参加した生産者が技術を伸ばす

のみでなく、勤務態度や意欲が実習先から高く評価されており、ライフスキルトレーニングの成果が表れ

ています。 

２０１８年度に洋裁訓練を修了した 7名の内 3 名、機織りの生産者 1 名が個人開業を果たしました。

まだ限られた収入しか得られず事業は軌道に乗っていないため、当該団体が生産活動の受注を部分的

に発注するなどし、それぞれの開業場所の地域での評判を高めることができるよう広報活動などのフ

ォローアップを行いました。少しずつですが、生産者の自立が図られています。 

 

■ カンボジア■ 

特定非営利活動法人 SALASUSU   
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 ２,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 １,４２０円 

 シェムリアップ州ソトニコム地区にてコミュニティファクトリ

ーで働く６０名の女性を対象にした「ビジネスを通じて最貧困層

の女性たちの生きる力を伸ばす School in Business メソッドの開

発・強化」事業を継続実施しました。 

トレーニングや個別キャリアカウンセリング等を通し、School

卒業に対する興味、関心は高まってきていますが、家族との合意

形成やプランの不安定さなどの課題が浮き彫りになり、具体的な卒業（就業や起業等）に繋げることが

できていないため、卒業モデルの見直しを含め施策全体の振り返りを実施し、教育プログラムの構築に

努めました。  

カンボジア国内 NGO や企業を対象にしたライフスキルトレーニングの外部展開は順調に進んでお

り、労働省とのプロジェクトも具体的な検討を開始しました。 

 

■イラン■  

特定非営利活動法人 イランの障害者を支援するミントの会 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ２,０００,０００円 １,０００円 

２０１９年度執行額 ２,０００,０００円 ８６４円 

イラン・イスラム共和国キャラジ市及びテヘラン市において、障害者とその家族およそ１００名を対

象に「イランの障害者デイケアセンター支援事業」を実施しました。 
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２０１９年度は重度身体障害者が質の高いケアを受けられるよ

うデイケアセンターの運営基盤作りを継続実施し、活動地域の住

民からデイケアセンター建設地の寄贈をいただくなどの進展があ

りました。また、リハビリ工学を専門とし障害者の福祉機器の相

談や開発を行う専門家を派遣し、個別の福祉機器相談を実施し、

現地 NGO との連携強化に繋げることができ、更にアルボルズ州

福祉省からも高い評価を得ることができました。  

障害者の交流会、日本人専門家による重度障害者の自宅訪問などの活動を通してケアに関する情報

の提供を積極的に行った結果、活動の認知度が向上し、今後の活動が期待されています。 

 

■東ティモール＆ケニア■  

特定非営利活動法人 ムラのミライ 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 ２００,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 １８２,１１０円 

海外で支援活動を行う団体が現地地域住民への適切な働きか

け（ファシリテーション）を行い、地域住民の支援団体に対する

過度な依存や要求体質を、自ら考えて実行する自主的な活動へと

意識的・行動的に変えることを目標に、NPO 法人シェア＝国際保

健協力市民の会（東ティモール）および NPO 法人エイズ孤児支

援 NGO・PLAS（ケニア）を対象にメタファシリテーション（シ

ンプルな対話を通して当事者主体の課題分析・課題解決を支援する技術）による伴走支援事業を実施し

ました。 

当初計画では、対象団体の現地スタッフを中心にした研修を計画しておりましたが、東ティモールに

おいて NPO 法人シェアの現地研修を行った結果、まずは日本人スタッフにメタファシリテーションの

重要性と手法の基本を理解してもらい、現地スタッフへの指導が行えるレベルを目指すこととし、国内

の日本人スタッフへの集中研修を実施しました。国内コンサルテーションも継続して実施し、日本人ス

タッフの理解度は向上しています。 

事務局より東ティモールにおける第 1回現地研修の視察を行いました。 

 

■東ティモール■  

特定非営利活動法人 パルシック 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 １９７,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 １２９,３０１円 

東ティモール・エルメラ県は首都ディリの南西に位置し、ポルトガル時代に大規模なコーヒープラン

テーション開発がおこなわれ、現在も東ティモール最大のコーヒー産地です。事業対象団体サココ集落

コーヒー生産者協同組合（KOHAR）のあるエルメラ県ポニララ村サココ集落は県庁所在地グレノから
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車でさらに 1時間半ほど西に入った標高６５０～８００メートル

の地域で、価格の安いロブスタ種が主に栽培されていますが、木

の老木化も影響し、生産者のコーヒー栽培による収入は 1世帯あ

たりわずか１４０ドル程度という状況です。また、道路、電気、

水といった基本的インフラの整わない地域であり、特に問題とな

っている水不足の問題を解決し、老木ロブスタ種の植え替えやコ

ーヒーに代わる換金作物の導入を目指し事業を実施しました。 

既存の上水道設備および水源の調査結果に基づき、苗床建設予定地へ配水する設備の改修工事が住

民参加型で実施され、２０立方メートルと６立方メートルの貯水タンクが完成しました。１２か所の公

共水場の建設も行なわれ、次年度からの主力であるコーヒー、はじめカカオ等の換金性の高い作物と野

菜・果樹などの自給用に栽培するための苗床の管理、運営のための準備が整いました。 

事業進捗状況確認のため事務局より１回の出張を行いました。 

 

■インドネシア■  

特定非営利活動法人 With 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １１,０００,０００円 １,９５２,０００円 

２０１９年度執行額 １１,０００,０００円 ５１２,５８４円 

愛知県の田原市は施設園芸のトマト、イチゴ、メロン、菊など

の栽培が盛んです。現在、約１０００名の外国人が技能実習生と

して各農家のもとで働いています。実習生という立場ですが、人

口減少が進む地域にとっては貴重な働き手でもあります。同市の

NPO 法人With は、インドネシアのフルサト財団と協力して、田

原市で農業に携わる実習生が、やりがいをもって同市での実習に

臨み、また、帰国後には経験を活かして故郷で自らの手で施設園芸を行うことができるように活動を行

っています。２０１９年度には日本人の農業専門家の指導のもとでインドネシアに施設園芸技術の現

地での活用をサポートする実習農場を開設しました。また、田原市においては実習生と地域住民が円滑

に交流するための日常生活のサポートや他の農場の状況を視察する研修を実施しました。また、これか

ら田原市で農業技能実習を受けようとする外国人に向けた映像資料の作成も行いました。 

事務局からは事業進捗状況確認のために年１回のインドネシア出張を行いました。実習農場の建設ス

ケジュールが遅れたこともあり理事１名の出張を見送ったため運営管理費が予算未達となりました。 

 

■ケニア■  

特定非営利活動法人 Little Bees International 

特定非営利活動法人 イルファー 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,９００,０００円 ５７１,０００円 

２０１９年度執行額 ５,９００,０００円 ２９,８８８円 
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本事業は２０１８年度の公１調査事業の一環で形成された案

件で、ケニアにおけるNPO 法人 Little Bees International（LBI）

がナイロビ市内コロゴッチョスラムで実施する教育・健康支援事

業に、NPO 法人イルファーが有する医療の専門性を活かし、両

団体による協働事業を実施しました。 

スラム地区のヘルスケアーワーカーを対象に NPO 法人イルフ

ァーが 5回の HIV研修を実施し、研修後の受講者のレポートからも HIV 陽性児童へのケアが的確にな

ったなどの成果が報告されました。また、スラムに居住する１００名以上の子どもたちは NPO 法人イ

ルファーが実施するヘルスキャンプに参加し検診を受け、子どもたちの健康管理の基礎データの作成

を行いました。 

教育支援事業では、NPO 法人アフリカ児童基金の会・ケニア事務所の協力を得て実施した教育研修

にはスラム内の２つの小学校の教師１９名が参加し、授業の目標設定を明確にすることができ、ボラン

ティア教師のモチベーションも向上してきています。併せて教師たちは子どもたちの心のケアのため

のアートセラピー研修を受講しました。講師からは心のケア活動に対して特性のある教師がいること

が指摘され、今後の活動が期待されています。 

事務局からの現地視察を予定していましたが、担当役員の体調不良により出張を中止したため、運

営管理費が予算未達となりました。 

 

■ バングラデシュ■ 

特定非営利活動法人 e-Education 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,０００,０００円 ３３８,０００円 

２０１９年度執行額 ５,０００,０００円 ７１,２３３円 

バングラデシュ国では、NGO や宗教団体が運営する小学校の

教師の指導能力不足が課題となっており、農村部に居住する子ど

もたちが十分な教育を受けられないことが問題となっています。

政府も教師の指導能力不足には懸念を抱いており、教師への研修

を実施する計画を立てていますが、実際には実行されておらず、

都市部と農村部との教育レベルの格差は広がる一方で、農村部の

小学校における教育環境の向上は遅々として進まない状況となっています。 

 この問題の解決策のひとつとして、研修等への参加が困難な遠隔地の学校教師が、各教科の単元毎の

指導ポイントを理解するための e ラーニングを活用した映像指導教材の制作に取り組みました。    

 ２０１９年度はバングラデシュ教育省ならびに専門家の協力を得ながら国語、英語、バングラデシュ

一般教養の３科目２００コンテンツの制作が完了しました。チャンドプール地域において教員を対象

にしたワークショップを実施し、１月からの新学期から積極的に教材を活用しています。 

事務局より進捗状況確認のための出張を２回計画していましたが、1回の実施となったため、運営管

理費が予算未達となりました。 
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■ バングラデシュ■ 

Society for Underprivileged families (ＳＵＦ) 
 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ５,５００,０００円 ５５５,０００円 

２０１９年度執行額 ５,５００,０００円 ２６７,７９１円 

「ダッカ市における、貧しく労働に従事する子どもおよび青年へ

の基礎教育および職業訓練の提供を通した貧困削減事業」では、ダ

ッカ市内の６５８名のワーキングチルドレンと２４０名の青少年

を対象にしたノンフォーマル教育と職業訓練並びに親や雇用主を

対象にした子どもの権利に関する啓発活動を実施しました。 

第 1期（６月）に職業訓練を卒業した９８名が就職、１６名が

起業しました。初等教育の修了認定試験 PSC(Primary School Certificate)には５年生５９名が受験し、

全員が合格し６年生に進級することができました。また、所得創出のための起業資金を利用した８８名

の保護者は既存ビジネスの拡大、新規小規模ビジネスを開始するなど、収入向上が図られています。 

事業進捗確認のため、事務局が２回の現地訪問を行いました。当財団が支援するスリランカ事業視察

と併せて行い、運営管理費の削減を図りました。 

 

■財団自主企画事業バングラデシュ■（継続） 

事業実施場所：バングラデシュ国ラジシャヒ県ゴダガリ地区 

事業目的：村民の可処分所得増加、医療・教育・インフラの充実を通じて生活環境の向上を目指す 

事業対象者：地域に居住する農民約２００世帯 

現地カウンターパート：Agricultural and Rural Alternative Development Society（ARADS）  

事業概要：農業、教育、医療・保健にまたがる住民主体の総合的農村開発事業  
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １３,０００,０００円 ２,７１８,０００円 

２０１９年度執行額 １３,０５４,５６３円 ２,０１６,６６５円 

２０１９年度も継続して初等教育支援、医療保健支援、農業技術

支援を軸に事業を実施しました。 

 初等教育支援は、２０１８年度に続き、５年生全員が認定試験

PSC (Primary School Certificate)に合格しました。学校菜園などを

取入れ簡単な農業実習を行うなど、地域背景を考慮したカリキュ

ラムが開始され、子供たちの農業への興味も向上しています。 

医療保健支援では、これまでの診療・健康啓発活動に加え、妊婦への定期健診の強化、女性を対象に

した栄養を学ぶための料理教室など実践的な活動も取入れ、地域住民から高い評価を得ています。 

 農業技術支援では、スリランカで活動する NPO 法人アプカスの協力を得て、有機農産物の栽培・販

売による農民の生計向上支援としてソーシャルビジネスグループを組織しました。ビジネスガイドラ

インが作られ、農民が栽培する有機野菜や果物のホームデリバリーを開始しました。ホームデリバリー

を希望する顧客も増加傾向にあり、ラジシャヒ市内の有機農産物へのニーズが高いことが証明されま
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したが、有機農産物生産者、生産量の増加並びに安定化が今後の課題となっています。 

女性たちが自発的に開始したセービング・グループは、現地NGO・GBK の協力を得て、組織として

自立運営できるよう指導を行いました。 

 現地での打合せ並びにスタッフの指導のため、３回の活動地訪問を行ないました。当財団が支援する

スリランカ事業視察と併せて行い、運営管理費の削減を図りました。 

 

 

公１-ウ：中国中央、地方政府及びその関係団体が行う農業開発、教育事業への助成事業 

■中華農業科学教育基金（継続）■ 

事業開始：１９９６年～ 

事業実施場所：中国発展途上地域 

事業目的：中国農村における農業技術の普及・向上並びに農家の所得・生活の向上 

事業対象者：中国北西部各地の農民（１００名）・技術普及指導員（１００名）合計（２００名） 

現地カウンターパート：中華農業科学教育基金会 

事業概要：農業技術の普及・向上に貢献した農民・技術普及指導員の表彰式開催費用の支援 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ４１２,０００円 

２０１９年度執行額 ０円 ２９０,５３７円 

 中華農業科学教育基金会の神内基金の優秀農民表彰式は２０

１７年に開催が予定されていましたが、中央政府の組織改革等に

伴い日程が延期され、２０１８年の表彰式の開催はありませんで

した。２０１９年１月に急遽、基金会から１１月に江西省南昌市

で表彰式を開催する旨の連絡が入り、表彰式には秋山、渡辺両名

が出席いたしました。 

中華農業科学教育基金会・神内基金は、１９９６年に前理事長

神内良一氏が中国農業の発展を願って創設した基金で、中国の農業関係者では有名な農民顕彰制度表

彰式であり、各省から隔年ごとの推薦により農民１００名、農業技術指導員１００名が表彰されまし

た。表彰資金３００万元は、基金運用利息１９１万元と、基金元本の取り崩し額１０９万元を充当しま

した。２０１９年末の基金残高は１,８０２万元となりました。 

 

■中国黒龍江省・吉林省教育支援基金■ 

＜吉林農業科技学院＞ 

事業期間：２０１２年３月～２０２４年（終了見込） 

事業実施場所：中国吉林省吉林市 

事業目的：中国吉林農業科技学院の困窮学生に対する奨学金支給、技術指導員・農家の奨励金制度支援

による農業技術教育レベルの向上 

事業対象：吉林農業科技学院 

主務官庁：吉林省 
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事業概要：困窮学生に対する奨学金支給、技術指導員・農家の奨励金支援事業 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 １１,９００,０００円 (70 万元×17 円） ４２３,０００円 

２０１９年度執行額 １０,９５２,０００円 (70 万元×15.646 円)  ３１５,５５４円 

２０１９年９月の困窮学生奨学金授与式では、当学院内の公募

により選出され、教育基金管理理事会において決定された６０名

の困窮学生に対して、５,０００元／人、合計３０万元の奨学金を

当基金を通じて授与いたしました。この授与式には秋山、渡辺両

名が出席し、その際、財団が建設を支援した農業研修用ハウス８

棟の利用状況を視察しました。吉林農業科技学院は、現在も成長

を続け学生数１２,０００名を擁する大学となり、学生数の増加に対応するために新たな教学棟を建設

しておりました。 

また、２０２０年３月に開催を予定していました技術指導員・農家を対象とした表彰式については、

すでに教育基金管理理事会において合計４０万元の各種奨励金の授与者を決定しており、財団からの

当基金への送金も完了していますが、新型コロナウィルスの影響で実施が延期となりました。 

 

＜黒龍江省教育支援＞ 

事業開始：２０１２年２月～ 

事業実施場所：中国黒龍江省  

事業目的：黒龍江省内の蔵書率が低い小中高等学校を対象に図書および図書館施設の拡充整備を行い、

子供たちの読書環境の充実を図り、基礎教育レベルの向上を図る。 

事業対象：黒龍江省内の小中高等学校１０校 

主務官庁：中国黒龍江省教育庁 

事業概要：図書および図書館設備の拡充、デジタル図書の導入、整備支援事業 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ４０８,０００円 

２０１９年度執行額 ０円 １４３,７５９円 

現地カウンターパートである黒龍江省教育基金会は、中央政府

から教育庁関連の公益団体への移行要請が出され、２０１７年初

めに公益団体として地方政府から認可を取得、正式名称は黒龍江

省教師奨励基金会神内良一教育発展専属基金となり、教育レベル

が遅れている同省の基礎教育向上を目的とした、公益組織に改組

しました。 

２０１７年７月に基金管理委員会が開催され、財団から秋山が理事、渡辺が監事に就任し、２０１９

年９月の理事会に出席しました。理事会では２０１８年度の事業報告、２０１９年度の事業計画の説明

及び理事会の人事構成について審議しました。 

吉林農業科技学院の訪問時に併せて出席し、運営管理費の削減を図りました。 
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■中国寧夏回族自治区牧畜農家支援プロジェクト（継続）■ 

事業開始：２００７年４月～ 

事業実施場所：中国寧夏回族自治区 

事業目的：肉牛の飼育技術の向上などの技術移転による牧畜農家の収入向上 

事業対象者：寧夏回族自治区 南部山岳地帯に居住する牧畜農家 

現地カウンターパート：寧夏回族自治区政府 

事業概要：肉牛の飼育技術、品種改良、組合形成等の技術移転および販売流通システムの構築 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 0 円 １,７６２,０００円 

２０１９年度執行額 0 円 １,５８１,５５４円 
   
中国北西部の黄土高原に広がる乾燥地帯に住む牧畜農家の所

得向上を目的として、２００７年度より寧夏回族自治区政府との

共同プロジェクトを実施してまいりました。同地域では家畜の過

放牧による自然破壊が問題となり放牧が禁止されています。放牧

禁止により生態系の回復は進んでいますが、他方、同地域の農家

は家畜の飼育頭数に大きな制約を受けています。そこで、本プロ

ジェクトでは、家畜生産の「量から質へ」の転換を図るために、寧夏式の牛肉の生産スキームの確立を

目指した活動を行っています。 

２０１９年度は、これまでの課題点として挙がっているコスト削減に向けた飼育試験の成果確認や、

牛肉の安心・安全への取り組みを進めるべく専門家による指導が行われました。なお、２０１９年度は

プロジェクト内の基金を活用して運営を行っているため助成金の支出はありません。寧夏回族自治区

政府との打ち合わせと進捗管理のために計３回の出張を行いました。 

 

 

公１-エ：当財団から人材派遣し、地方政府や公益団体と共同で行う農業・農村開発事業及び人材育成事業  

■アフリカ（継続）■  

事業実施場所：ウガンダ北部 グル県およびオモロ県 

事業目的：酪農技術の普及、小規模農家の手頃な金融サービスへのアクセス強化、小規模農家の市場への

アクセス促進、栄養改善 

事業対象者：小規模農家３００世帯 

現地カウンターパート：Heifer International Uganda（ヘイファー・インターナショナル・ウガンダ） 

事業概要：乳牛飼育技術研修、乳牛購入を目的としたマイクロリーシングモデル構築事業および収入多 

角化のための野菜栽培・養鶏研修、市場へのアクセス整備事業 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ２２,０００,０００円 ６,３１６,０００円 

２０１９年度執行額 ２０,７５９,８３３円 ２,５１６,９７２円 
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東アフリカに位置するウガンダ共和国は肥沃な大地と降雨量

にも恵まれて農業のポテンシャルが高い地域といえますが、約２

０年にわたり続いた内戦の影響が色濃く残り、農業の発展に対し

て数々の障がいが存在します。特に、北部地方は年中温暖な気候

を活かした牛の放牧飼育が盛んな地域であったのにもかかわら

ず、内戦の主戦場であった影響により農家が所有する牛の数が激

減しました。 

現地には牛乳を飲む伝統的な文化があるものの、生産量が絶対的に不足しています。そこで、農家が

乳牛を所有し、適切な方法で飼育を続けられることを目的として２０１６年よりプロジェクトを立ち

上げました。第２フェーズの第１年目にあたる２０１９年度は、これまでの経験を踏まえたうえで、現

地の農家による酪農組合の設立を目指してグループの形成や技術研修を開始しました。また、第１フェ

ーズの対象農家に対しては引き続き技術面でのフォローアップを実施しています。なお、第１フェーズ

に引き続き、NGO ヘイファー・インターナショナルを現地パートナーに選定して活動を行っています。 

２０１９年度は日本人の駐在職員１名が現地に滞在してプロジェクトの管理にあたりました。また、

事務局より役員１名が計３回の出張を行いました。現地の獣医がプロジェクトチームに加わり日本か

らの専門家派遣を見送ったことから運営管理費が予算未達となりました。 

  

公１-オ：日本語、日本文化を通じて国際理解の増進に寄与する事業 

■香川大学・食の安全人材育成プログラム奨学金■ 

事業開始：２０１０年１０月～ 

事業対象者： 香川大学大学院農学研究科修士課程に在籍する外国人留学生 

カウンターパート：公益財団法人日本国際教育支援協会 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ０円 

２０１９年度執行額 ０円 ０円 

 香川大学が大学院農学研究科修士課程「食の安全人材育成コース」に就学するアジアの発展途上国か

らの留学生に対する奨学金事業は、２０１６年１０月より、外国人留学生等に対し必要な支援を行う公

益財団法人日本国際教育支援協会と提携し事業を継続しています。 

 

 

公 1-カ．公 1 事業に係る調査活動  

事業開始：２０１４年４月～ 

事業実施場所：アフリカ・東南アジア 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ６１５,０００円 

２０１９年度執行額 ０円 ５９３,９７６円 
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２０１８年度に続き、これまでに支援を行った NPO 団体の専門

性を活かした相互協力体制を整備し、支援国での有効かつ効率的な

事業案件形成に向け、NPO 法人道普請人が有する土のうを利用し

た地域住民参加型による道路補修事業、並びに NPO 法人

SALASUSUのライフスキルトレーニングToT研修実施を希望する

団体との調整を行いました。その結果、２０２０年度成長型事業と

して NPO 法人道普請人の道路補修技術移転による協働事業として東ティモールでの事業案件の形成を目

的に、事務局およびNPO法人道普請人の専門家による事業地の事前調査を行いました。 

また、NPO法人日本ファンドレイジング協会とNPOの組織基盤強化支援事業の形成に向けて打合せを

行い、募集説明会を開催し、２０２０年度の事業案件形成に向けて準備を行いました。本事業には２団体か

らの応募があり、両団体を組織基盤強化支援事業の対象として採択しました。 

 

Ⅱ. 他１事業 

過去事業関係者との交流活動 

■南米交流活動■ 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ３,５２５,０００円 

２０１9年度執行額 ０円 ３,２７０,７７０円 

２０１９年８月、サンパウロ日伯援護協会の創立６０周年記念式典

が多数の来賓の出席のもと、ブラジル・サンパウロ市議会議事堂にて開

催されました。日伯援護協会からは日本国際協力財団の永年の支援に

対して感謝状が贈られました。サンパウロ日伯友好病院の視察、サント

ス高齢者ホームも訪問し、お年寄りの生活状況を見学いたしました。 

移民１２０周年を迎えたペルーでは日系人協会、神内センター、

同別館を訪問し、歌と踊りで大歓迎を受けました。また、移民１００周年病院やペルー沖縄県人会館も

訪問して、高齢者の方達から大歓迎されました。サンパウロ日伯友好病院、ペルー移民１００周年記念

病院では内部を視察いたしました。両病院ともに、多数の患者で一杯となっており、経営的にも成功し、

その収益は日系移民支援の為に使用されております。サンパウロ日伯援護協会、ペルー日系人協会では

日本国際協力財団の今後の方針および計画について説明を行い理解を得て参りました 

 

■中国基金（その他事業）■ 

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ７８５,０００円 

２０１９年度執行額 ０円 ８１０円 

２０１９年度は予定していた黒龍江省教師奨励基金会神内良一教育発展専属基金幹部の来日が取り止

めとなったため、基金会への書類送付費用のみの支出となりました。 
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蘭桜会 

■蘭桜会開催支援■ 

事業開始：１９９１年４月～ 

事業実施場所：日本国内 

事業目的：中国からの帰国婦人が慣れない日本での生活をより良くするために交流を深め、相互扶助の

精神で助け合う事を目的として親睦会の開催を支援する。 

事業対象者：関西地区に在住する中国からの帰国婦人（2017年 10 月現在会員 51名） 

事業概要：年に１回の総会を兼ねた親睦会を開催し、帰国婦人に交流を深める機会を提供する。 
   

 支払助成金 運営管理費 

２０１９年度事業予算 ０円 ３５０,０００円 

２０１９年度執行額 0 円 ２６８,２７２円 
   
会員の高齢化が進んで来ましたので移動時の安全を第一に考え、会員皆が一同に集い会食を行う形

態での「蘭桜会」は２０１８年で終了したことから、２０１９年度は、親睦会の事務局として会員４６

名へ連絡をとり、近況の確認をいたしました。４６名の内、連絡がとれた２４名の会員の皆様には、交

流を図りながら８月と１２月に日頃の労をねぎらうため、季節の果物などの贈り物をいたしました。皆

様からはお手紙やお電話で感謝の言葉をいただいております。 

以 上 


