
 1 

概況 

平成 23 年度事業報告 

 

       自：平成 23年 4月 1日 

至：平成 24年 3月 31日 

 

 

平成 23年度は、公益財団法人に移行後、5か月間の初年度を経た第 2年度目であります

が、初年度末の平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、当財団の運営と活動にも

大きな影響を及ぼしました。 

 震災によって日本社会に与えた経済的な打撃も深刻なものであり、当財団の財政にと

っても厳しい年でありましたが、法人賛助会員を中心に呼びかけた東日本大震災緊急援

助募金に多額のご寄付をいただいた上、「愛の泉」チャリティーコンサートやヤマザキ・

ラブ・ローフ募金での緊急援助募金を含め、東日本大震災緊急援助事業に対して 5 億 4

千万円を超える寄付金をいただきました。また、賛助会費収入も予算を大きく上回り、

収入計で 7億円を超えることができました。 

 国際協力援助事業では、事業調査を含め、カンボジアで 5 件、ベトナムで 4 件、ネパ

ールで 2 件、また他団体との共催による 3 件の事業を実施しましたが、新規事業などが

当初の計画より遅れ気味で推移し、やむなく翌年度に事業開始がずれこむ状況となりま

した。 

 緊急援助事業では、当財団の総力を挙げて東日本大震災緊急復興支援事業を継続実施

しています。時間の経過とともに変化する被災地の状況を的確にとらえ、必要な支援を

適切なタイミングで提供してきました。11 月には岩手県山田町に活動事務所を設置し、

同地域を中心に活動を展開しています。これまで、4 億 6 千万円を超える支援をしてき

ました。また、昨年秋、インドシナ半島を襲った大雨による洪水被害を受けたカンボジ

アとベトナムにおいて、各現地事務所が食糧や種籾等の救援活動を実施しました。 

 広報啓発事業では、通常の活動に加え、東日本大震災緊急復興支援事業について積極

的な広報活動を実施し、法人・個人賛助会員や支援者の皆様への直接報告をはじめ、メ

ディアに取り上げられる機会が増え、広く一般に当財団の活動を紹介することができま

した。 

 

 

〈事業費明細〉                  （単位：円） 

  項  目  実 績           前年度実績 

１ 国際協力援助 

＊地域開発援助 

＊民間援助団体援助・連携 

＊調査研究 

＊人材派遣・受入 

128,843,299 

70,239,487 

1,996,664 

4,713,031 

1,575,307 

59,982,702 

24,431,505 

1,339,500         

629,997 

1,029,998 

２ 緊急援助 483,876,507 14,254,970 

３ 広報啓発 19,474,444 7,008,850 

  合  計 632,194,250 81,246,522 

前年度は公益財団法人移行後初年度のため、前年度実績は平成 22年 11月 1日から 

平成 23年 3月 31日の 5ヶ月間を記載している。 

＊ プロジェクト費のみ表示 
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国際協力援助事業（公益目的事業１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンボジア 

 

 

事業名 カンボジア小児外科支援事業 事業地 プノンペン市・カンボジア国立小児病院 

事業期間 平成 8年 10 月～平成 27 年 3月 

事業目的 

カンボジアで、子どもが迅速かつ適切な医療診断、及び外科治療を受けられるよう

に、国立小児病院（NPH）を拠点として診断・治療技術の基礎を確立し、地方にも

その技術を広げていくことを目指す。 

受益者 

・ 国立小児病院外科職員（医師、看護師等）：44 人 

・ 研修医及び地方病院（10 州）の外科医・麻酔科職員：30 人 

・ 国立小児病院外科患者：年間約 9,200 人、患者の保護者 

・ 地方病院（10 病院）の小児外科患者：約 550 人 

事業内容・

成果など 

第 4 フェーズ開始の年となった平成 23 年度は、国立小児病院外科病棟及び手術

棟においてスタッフの技能向上のための研修を支援すると同時に、チーム医療に対

する認識の向上を図り、外科病棟及び手術棟の合同研修や月例合同ミーティングを

行った。これにより、両部門のあいだで情報共有や課題解決に対する前向きな姿勢

が見られるようになった。また、地方における小児外科発展のため、従来の地方病

院の外科医に対する小児外科研修に加え、当該地方病院の麻酔科職員に対する研修

を開始し、4 病院から 7 名の麻酔科職員が研修を修了した。研修後、地方病院に戻

った研修生からは、これまで困難を感じていた小児外科患者への麻酔を問題なく行

うことができるようになった等の報告が寄せられた。 

主な活動 

① 国立小児病院外科職員（医師、看護

師）に対する技術研修（6,497千円） 

・専門家派遣、セミナー開催、研修・ 

会議派遣等 

 

② 器材購入（1,457 千円） 

・患者教育ビデオ用 DVD プレーヤ

ー、パルス酸素濃度計等 

 

③ 地方の外科職員（医師、看護師）に対

する技術研修（3,200千円） 

・地方病院外科医への小児外科研修、 

麻酔科職員への研修、セミナー開催等 

 

麻酔研修では、研修生による症例発表を毎週行

い、指導医が研修生の理解力を把握した。 

【事業費】 実績 19,844,297円  （予算 35,720,000円） 
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カンボジア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 国立小児病院給食支援事業 事業地 プノンペン市・カンボジア国立小児病院 

事業期間 平成 18年 4 月～平成 26 年 3月 

事業目的 
国立小児病院（NPH）における治療効果向上のために、患者の栄養状態の改善を図

る。 

受益者 
・国立小児病院入院患者（年間約 17,000 人）、患者の保護者等 

・国立小児病院職員（医師、看護師、調理員） 

事業内容・

成果など 

平成 23 年度は、これまでの常食、軟食、流動食に加えて、患者の症状や容態に

合わせた「特別食」を開始し、デング熱や肺炎など高エネルギーを必要とする患者

に対して、「高カロリー高タンパク質食」を導入した。併せて、生後 6 ヵ月から 23

ヵ月の患者に「補完食」として白身魚、肉、卵や緑黄色野菜で栄養価を高めたお粥

の提供も始めた。平成 23 年度末の時点で特別食は全入院患者の約 3％に配膳されて

おり、補完食に関しては約 25％の患者に行き渡っている。また、昨年度完成した病

院栄養基準を改訂したほか、常食のサイクルメニューの大幅な見直しを行った。そ

のため、より厳密に患者の年齢と症状に合わせて給食のエネルギー量や栄養素を管

理できるようになった。 

主な活動 

① 入院患者への給食提供 

（2,005 千円） 

・食材購入支援 

 

② 病院職員研修（4,694 千円） 

・研修教材費、専門家派遣等 

 

③ 厨房機材・用具（570 千円） 

・調理用機器、用具購入 

 

 

特別食、補完食の導入にあたっては、感染症病棟 

の職員らと綿密な協議を重ねた。 

【事業費】 実績 11,576,054円   （予算 14,953,000円） 
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カンボジア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ロレイアッピア郡農村開発事業 事業地 

コンポンチュナン州ロレイアッピア郡 

アンドンスナイ地区（3 村）及びコークバ

ンティエイ地区（2 村） 

事業期間 平成 19 年 4 月～平成 24 年 3 月 

事業目的 
対象地域の住民が健康的な生活を送るために十分な食糧を確保し、栄養のある食事

を摂れるようになることを目指す。 

受益者 
・5 村（バンポン・パチェアック村、パヒー村、トバン村、オウタセイク村、チュートラック村）

の住民、582世帯、約 2,900 人 

内容・成果

など 

 平成 22 年度に事業活動が終了し、平成 23 年度は終了時評価を実施する予定であ

ったが、評価に必要となるデータの収集を行っている最中に発生した大洪水による

被害が大きく、事業成果を測ることが困難になったことから、評価の実施を断念し

た。事業地における被害は深刻であり、99％の水田が 2～3 メートルの高さまで冠

水し、当期の収穫が見込めない状況となっている。 

 評価の実施は、洪水被害からの復旧を待って平成 25 年度まで延期する予定であ

る。 

主な活動 

① データ収集(94 千円) 

・5 才未満児の身長、体重測定 

・インタビュー（SRI 農法導入世帯数、 

米不足月数等） 

 

評価に用いるデータの収集について、村の保

健ボランティアらとの打ち合わせを行い、準備

を進めた。 

【事業費】 実績 94,183円   （予算 950,000円） 
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カンボジア 

 

 

事業名 コンポンチュナン州農村開発事業 事業地 

コンポンチュナン州ロレイアッピア

郡内 3 地区 25 村、ボリボー郡内 2 地

区 14 村 

事業期間 平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月 

事業目的 
対象地域の住民が健康的な生活を送るために十分な食糧を確保し、栄養のある食事

を摂れるようになることを目指す。 

受益者 ・39 村 約 26,000 人（5,857 世帯） 

事業内容・

成果など 

平成 23 年度は 5 ヵ年事業の初年度にあたることから、ベースライン調査として

913 世帯を対象に収入や資産状況、保健や衛生に対する意識等についてアンケート

調査を行った。併せて、対象地域の 5 才以下の子どもたちのほぼ全人口にあたる

1,987 人の身長と体重を測定し、国平均よりも高い 30％の幼児が栄養不良であるこ

とが判明した。 

初年度は事業地への SRI 農法（※）の普及を主な活動とし、次いで養鶏や家庭菜

園の研修を実施した。その結果、延べ 869 世帯がこれらの農法や技術を取り入れた。

平成 23 年度に SRI 農法を新規に導入した農家における米の収穫は１ヘクタールあ

たり 3.2 トンと従来の稲作法より 3 割ほど多い収穫高であり、平成 24 年度にはさ

らに多くの農家が導入することが期待される。 

 

 

※SRI 農法…System of Rice Intensification の略。発芽してから 1~2 週間の乳苗を広い間

隔で 1 本ずつ植え、水田を時々乾燥させることで、苗同士が競争することなく丈夫に稲が育

つようになる。こうして、水や肥料等の投入を減らして、より多くの収量を上げることが可

能となる。 

主な活動 

① 農業の生産性の向上（3,020 千円） 

・稲作技術研修、家畜飼育研修、家庭 

菜園の普及 

 

② 食生活及び生活環境の改善（1,850

千円） 

・子どもの栄養状態の把握、栄養に関

するワークショップ、衛生教育・疾

病予防ワークショップ等 

 

③ 情報及び経験共有の促進（623 千円） 

 

④ モニタリング（1,419 千円） 

 

 

ベースライン調査では村の若者たちが無作為に

抽出された世帯を訪問し、インタビューを行っ

た。 

【事業費】 実績 9,433,319 円 （予算 11,590,000 円）  
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カンボジア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 カンボジア少女保護自立支援事業 事業地 プノンペン市 

事業期間 平成 20 年 6 月～平成 24 年 3 月 

事業目的 

現地 NGO である AFESIP（アフェシップ）の活動を支えることで、強制的な売買

の対象の被害者である少女たちを救出保護し、職業訓練を行い、社会復帰したのち

も安全で自立的な生活ができるようにする。 

受益者 

・AFESIP 保護施設トムディーセンターに保護される少女たち 約 70 人 

・AFESIP トムディーセンターから社会復帰する少女たち 約 12 人 

・上記少女たちの家族 約 400 人 

事業内容・

成果など 

当事業の最終年度にあたる平成 23 年度は、少女たちへの企業への就職斡旋に重

点をおく支援を実施した。企業と少女たちのマッチング、就職前オリエンテーショ

ン、就職後のモニタリング等、就職斡旋活動にかかる一連の流れが確立された。こ

れにより、企業 7 社に 18 名の少女たちが就職した。平成 24 年 3 月末時点において

勤続中の少女は 9 名である。また、当事業終了後においても、就職斡旋活動が

AFESIP 主導で引き続き実施されるよう、手順や留意点を記した就職斡旋マニュア

ルを作成し、AFESIP に引き渡した。 

主な活動 

① 保護施設トムディーセンター運営支

援（532 千円） 

 

② 職業訓練支援（410 千円） 

・資器材購入、スタディツアー等 

 

③ 自立支援（1,179 千円） 

・小規模ビジネス開始支援、就職斡旋等 

 

就職前に企業の人事担当者（写真右）に労働

条件について質問する機会を設け、少女たち

が十分な情報をもとに就職を決断できるように

した。 

【事業費】 実績 3,344,001 円 （予算 4,028,000 円） 
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カンボジア 

 

●カンボジアにおける共催事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
カンボジアにおける伝統医療知識及び技術の向上

事業 
事業地 プノンペン市 

共催団体 （公財）国際医療技術財団、（公社）日本柔道整復師会 

事業目的 
セミナーを開催し、カンボジアの伝統医療分野の人材育成、柔道整復術の普及を図

る。 

受益者 カンボジアの伝統医療分野の政策や活動に関わる指導者及び伝統医療師 

事業内容 

カンボジアで第 3 回目を数える国際セ

ミナーを、保健省、各州の保健局、伝統

医療師協会、伝統医療学校などから計

190 名が参加し、3 月 7 日にプノンペン

で開催した。 

 

 

セミナー参加者たちは日本の柔道整復術につ

いて熱心に耳を傾けていた。 

主な活動 
カンボジアの伝統医療従事者および医療

行政担当官を対象としたセミナー開催 

事業費 

実績 939,759 円 

 

〈総事業費：2,184,945 円〉 
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ベトナム 

 

 

事業名 リエンチエウ区生計安定支援事業 事業地 
ダナン市リエンチエウ区 

ホアヒエップ北地区及び南地区 

事業期間 平成 19 年 6 月～平成 24 年 3 月 

事業目的 

都市開発や工業団地の拡張等の影響による急激な社会変化に直面し、主収入源（農

業）の転換を余儀なくされている都市近郊の住民が、収入向上のための研修や行政

との情報共有の場への参加を通じて、生計が安定することを目指す。 

受益者 

ダナン市リエンチエウ区ホアヒエップ北地区及び南地区の地域住民 

・都市開発によって農地を収用された貧困世帯＊の住民 159 世帯（約 653 人） 

・その他の地域住民 5,827 世帯（約 25,000 人） 

 

＊貧困世帯…「一人当たりの所得が 30 万ドン（約 1,500 円）／月」以下の世帯 

事業内容・

成果など 

事業最終年度であった平成 23 年度は、事業パートナーであったリエンチエウ区

人民委員会と共に最終評価を実施し、約 4 年間の事業プロセスを通じた成果及び効

果を検証した。「事業を通じて 30 を超える収入向上モデルが紹介され、そのうち半

数を超えるモデルが実施されており、そのモデルグループの世帯は収入を確実に増

やした」「モデル世帯を地域内の生計相談員らが支え、事業後半期には相談員が自主

的にモニタリングを行う等、仕組みを確立することができた」などが明確にされた。

その結果、事業終了後にはリエンチエウ区人民委員会の自主予算によって事業活動

は継続されることが決定した。 

主な活動 

① 住民と行政等、関係機関との連携

強化（36 千円） 

・事業活動による生産物発表会の 

実施   

 

② 事業運営実施体制の強化 

（163 千円） 

・終了時評価の実施 

 

最終評価を行うワークショップを通じて、事業成果

及びその効果が明確になった。その結果、事業完

了後も現地行政機関によって活動が継続されるこ

とに決まった。 

【事業費】 実績 565,862 円 （予算 1,634,000 円） 
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ベトナム 

 

事業名 ベトナム少数民族手工芸支援事業 事業地 
クァンナム省ナムザン郡タビン社 

ザラ村と周辺村 

事業期間 平成 20 年 8 月～平成 24 年 3 月 

事業目的 
少数民族（カトゥー族）の女性たちが、伝統織物手工芸の振興を通じて、安定した

収益を得ることを目指す。 

受益者 ・ナムザン郡タビン社ザラ村と周辺村の織物グループの女性 約 80 人とその家族 

事業内容・

成果など 

事業最終年度であった平成 23 年度末に外部最終評価を実施し、事業成果及びそ

の効果を評価検証した。その結果、当該事業の有効性、持続性並びに地域社会に与

えたインパクトは強く、事業は目的を達成したと評価された。特に、地域社会に与

えた影響は大きく、カトゥー族の女性たちの地位向上や社会参画の機会を増大させ

ただけでなく、他の村の人々への波及効果も大きいと判断された。 

最終的にこの女性織物グループは、クァンナム省で初の少数民族による協同組合

として登録され、今後も継続しさらに発展する体制が整った。 

主な活動 

① 事業運営実施体制の強化（46千円） 

・事業運営に関する研修、定例会合 

② 織物製品の質の向上（280 千円） 

・製品技術及び製作工程に関する 

研修 

③ 縫製加工の質の向上（109 千円） 

・加工技術及び製作工程に関する 

研修 

④ 織物ネットワークの拡大及び強化 

（8千円） 

・技術研修等 

⑤ 市場調査及び展示即売会参加等 

（780千円） 

⑥ 最終評価等（3,937 千円） 

 

最終評価では、ザラ村の女性織物グループのみ

ならず、他の村も含めた地域住民からの聞き取りも

行った。 

【事業費】 実績 8,293,086 円 （予算 7,030,000 円） 

     （内、外務省・国際開発協力関係民間公益団体補助金：1,121,682 円） 
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ベトナム 

 

事業名 タイヤン郡地域総合開発事業 事業地 クァンナム省タイヤン郡ラン社 

事業期間 平成 20 年 8 月～平成 25 年 3 月 

事業目的 

山岳少数民族の人々が、農業、保健・医療、教育分野などに関わる様々な問題を地

域内の相互協力の下に解決し、生活水準の向上を目指すと同時に、地域の持続的な

社会経済発展を担っていける能力（知識、技術、経験）を備えることを目指す。 

受益者 ・クァンナム省タイヤン郡ラン社の地域住民 1,923 人（387 世帯） 

事業内容・

成果など 

当年度は主に、SRI 農法（稲集約栽培法）の普及（2011 年夏期作 25 農家、冬期

作 32 農家）、5 才以下の子どもの体重測定（低体重の割合 11.56%/2011 年 12 月）

及び特定された低体重児の母親への訪問指導、豚銀行の継続（310 頭/ 2012 年 3 月）、

村の若者による小学校 1～3 学年の児童への夏期講習実施（参加児童数 101 人）な

どを行った。 

また、プロジェクトの終盤期を迎えるにあたり、各活動が続いていくための仕組

みの明確化、担当者の能力強化などに努めた。その結果、地域住民をサポートする

モニタリング活動や家畜飼育研修等は、地域主導で実施・運営されるようになった。 

主な活動 

① 水稲の生産量増加（308千円） 

・SRI（稲集約栽培法）その他の、稲

作技術研修 

② 疾病予防及び栄養不良の減少 

（198千円） 

・5 歳以下の子どもの体重測定及び

特定された低体重児の家庭訪問指

導 

③ 収入源の多様化（286千円） 

・豚銀行を中心とした技術研修及び

サポートネットワーク作り 

④ 相互学習の推進（167千円） 

・青年同盟による小学校 1～3年生児

童への夏期講習会 

⑤ 事業関係者の実施運営能力向上 

（716千円） 

・研修、定例会合 

 

5才以下の子どもたちを対象とした体重測定会も、

地域主導で実施できるようになった。 

【事業費】 実績 9,980,018 円 （予算 15,124,000 円） 
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ベトナム 

 

●ベトナム コントゥム省新規事業調査 

 

調査期間 平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月 調査費実績 4,713,031 円 

調査地 コントゥム省 

調査内容 

平成 23 年 7、8 月に、国立栄養研究所及びコントゥム省の保健医療機関とともに、

コントゥム省ダックグレイ郡及びダックトー郡において、2 才未満の子どもの栄養

状態や疾病状況、母親の健康や育児、家庭の衛生環境等の詳細な調査を行った。そ

の結果、2 才未満の子どもの 4 人に 1 人が低体重、2 人に 1 人が低身長であり、予

想を上回る悪い状況であることが判明した。その後、コントゥム省保健局を始め、

同省の保健医療機関従事者をとともにワークショップや協議を重ね、問題や課題の

共有、対策や活動の具体化を進めた。さらに、事業活動に係るスタッフの採用、事

務所の設置などを進め、コントゥム省政府関係機関と調整を行った。尚、事業の開

始は平成 23 年 9 月から平成 24 年 4 月へと変更になった。 
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ネパール 

 

 

事業名 ラダ・クリシュナ小学校建設事業 事業地 ｶﾌﾞﾚﾊﾟﾗﾝﾁｮｰｸ郡ﾃﾞｳﾌﾞﾐ･ﾊﾞﾙﾜ村 

事業期間 平成 22 年 12 月～平成 23 年 11 月 

事業目的 
児童が快適・安全な設備で教育を受けられる環境を整備することで、当該地区にお

ける初等教育の充実を図る。 

受益者 
・通学児童：88 人   ・教員：6 人 

・通学対象デウブミ・バルワ村の住民数：1,585 世帯（約 11,100 人） 

事業内容・

成果など 

耐震、耐熱等を考慮した小学校校舎 3 棟（6 室）、トイレ、手洗い場等を建設した。 

建設工事は順調に進捗し、校舎は平成 23 年 9 月に完成し、10 月に完成式典を執り

行った。当校舎は当該地域において、他校のモデルとなり、学校校舎の質的向上、

及び学習環境の改善に繋がることが期待される。 

主な活動 

① 小学校校舎建設（3,090 千円） 

・仕様 

[1 教室：25.7 ㎡] 

[校舎 3 棟（廊下含む）：204.4 ㎡] 

[瓦屋根、壁は煉瓦・モルタル造り] 

 

完成した小学校校舎と子どもたち 

【事業費】 実績 5,539,923 円 （予算 5,510,000 円） 

事業名 ダーディン郡地域総合開発事業 事業地 
ダーディン郡カルテ地区、カレリ地区、

クンプール地区、ｽﾅｳﾗ･ﾊﾞｻﾞｰﾙ地区 

事業期間 平成 23 年 9 月～平成 28 年 3 月 

事業目的 貧困地域であるダーディン郡の人々の生活改善と生活水準の向上を目指す。 

受益者 ダーディン郡 4 地区 4 村 約 41,000 人（約 7,500 世帯） 

事業内容・

成果など 

新規事業実施における最初の段階として、ベースライン調査を実施した。さらに、

事業パートナーらと事業内容について協議を重ねると共に、活動の実施に向けた基

盤づくりを行った。 

主な活動 

①ベースライン調査 

②事業関係者との合同ワークショップ

の実施 

 

計画策定ワークショップの様子 

【事業費】 実績 1,568,744 円 （予算 4,237,000 円） 
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その他：アフガニスタン、日本への研修員受入れ 

 

●アフガニスタン 

 

●日本 個別研修「理学療法士コース」 

 

研修期間 平成 23 年 11 月 6 日～25 日 共催団体 (公財)国際医療技術財団 

研修地 国立病院機構災害医療センター（東京都立川市）など計４カ所の医療施設 

研修内容 

 ネパールの都市部で主要疾患の一つとなっている COPD（慢性閉塞性肺疾患）に対す

るリハビリテーション技術を習得させるため、同国トリブバン大学の理学療法士１名を日本

へ招聘し、呼吸器専門医及び理学療法士による研修を実施した。研修員は、特にネパー

ルで即活用可能な呼吸介助、呼吸補助、排痰練習など呼吸困難を軽減するための効果

的な呼吸法の技術と知識を学んだ。ネパールに帰国後、所属大学で研修成果を伝達・普

及する予定であり、今後の同国における呼吸器リハビリテーションの向上が期待される。 

【事業費】 実績 633,102 円  〈総事業費：1,049,372 円〉 

 

事業名 アフガニスタンにおける医療支援事業 事業地 カブール市 燈台クリニック 

事業期間 平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月 共催団体 (特活)燈台 

事業目的 

カブール市の燈台クリニックを拠点とし、アフガニスタンの風土病であるリーシュ

マニア罹患患者を治療するとともに、アフガニスタンの人々の公衆衛生への意識を

高め、健康な生活を実現する一助とする。 

受益者 ・カブール市及びその近郊の住民：約 15,000 人 

事業内容・

成果など 

燈台クリニックにおいて、リーシュマニアの診断・治療を実施した。平成 23 年 4

月～平成 24 年 3 月迄に、新患(1,862 人)及び通院患者(13,026 人)、合計 14,888 名

中 1,547 名が完治した。政府の医療施設に薬の在庫がなくなり適切な治療を受けら

れない患者が増加し、その受け皿としての役割を当クリニックが担った。 

主な活動 

① 診療活動（2,269 千円） 

 

 

リーシュマニアに感染した生後数カ月の乳児。冬の厳し 

い寒さのため例年より患者数が増加したが、十分な薬を

確保し、治療することができた。 

【事業費】 実績 2,268,566 円  〈総事業費：5,310,423 円〉 
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緊急援助事業（公益目的事業２） 

 

 ●日本 

 

平成 23 年 3 月 11 日、宮城県三陸沖を震源とする巨大地震（マグニチュード 9.0）及び 

津波により被害を受けた被災者に対して、緊急援助を行いました。 

 

事業名 東日本大震災緊急援助事業 事業地 岩手県沿岸部 

事業目的 
東日本大震災の被災者が必要とする物資を提供し、避難生活の負担を軽減するとと

もに、被災地の復興を後押しする。 

受益者 東日本大震災の被災者（岩手県沿岸部を中心とする） 

事業内容・

成果など 

前年度から引き続き、被災者のおかれている状況を正確にとらえ、真に役立つ支

援を提供した。 

支援対象地域を岩手県沿岸部に定め、避難所での生活を無事に乗り切ることがで

きるよう食料や日用品、道具類を提供し、被災者用住宅への入居が始まった時期か

らは、各種の家電類を各戸に配った。 

子どもたちが被災を乗り越え健やかに成長できるよう、保育所施設の支援や、部

活動の再開の支援などを実施した。 

復興に向けたプロセスが着実に進むよう、岩手県山田町と大槌町を対象に、仮設

住宅団地の自治会形成に向けた支援や、日常生活の回復に必須である買い物の便を

確保するための支援を行った。 

主な活動 

① 避難所での生活に必要な物資（食

材、日用品、道具類）の提供（18,216

千円） 

② 公営住宅、仮設住宅の入居世帯に

暖房器、扇風機、掃除機等の家電の

提供(245,707千円) 

③ 仮設保育園舎を 3 か所に建設

（83,275 千円） 

④ 中学校・高等学校の部活動の再開支

援（23,143千円） 

⑤ 中学校・高等学校の生徒によるボラ

ンティア活動の支援（1,344 千円） 

⑥ 仮設住宅団地のコミュニティー形成

を目指した支援（9,804千円） 

⑦ 無料バスの運行支援（8,895 千円） 

 

FIDR は山田町の仮設住宅代表者会議に参加を

要請された唯一の外部の支援団体である（平成

24年 2月 22日 岩手県山田町） 

【事業費】 実績 467,700,377 円 （予算 480,000,000 円） 

      〈内、企業からの救援物資寄贈額：5,756,738 円〉 
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緊急援助事業（公益目的事業２） 

 

●カンボジア 集中豪雨の影響による洪水被害の被災者への緊急援助 

 

事業名 カンボジア洪水緊急援助事業 事業地 
コンポンチュナン州ロレイアッピ

ア郡、ボリボー郡、チュルキリ郡 

事業目的 
洪水の被災者に食糧などの緊急救援物資や野菜の種を提供し、また、被害を受けた小学

校校舎を修繕することで、被災地域の人々の生活再建を促進する。 

受益者 
コンポンチュナン州 3郡における洪水被災者 7,548世帯と、小学校に通う児童約 550

人 

事業内容・

成果など 

平成 23 年度は平年を大幅に上回る大雨が続いたことに加え、9 月に東南アジアを

襲った台風による集中豪雨の影響により、メコン川流域、トンレサップ湖及びトン

レサップ川周辺で大規模な洪水が発生し、カンボジア国内で死者 250 名、浸水世帯

40万以上という被害が出た。FIDRでは事業地があるコンポンチュナン州を中心に、

床上浸水等の被害を受け、避難を余議なくされた被災者へ緊急救援物資（食糧、浄

化剤）を配布した。洪水が引いた後には、水田の被害を蒙った世帯へ 8 種類の野菜

の種を配布したほか、校舎やトイレに被害を受けた小学校の修繕工事を行った。 

主な活動 

① 食糧・浄水剤の配布（9,741 千円）： 

米 111.65 トン、魚の缶詰 44,650

缶、インスタント麺 223,300 袋、

浄水剤 25380 錠 

② 野菜の種配布（1,160 千円）： 

空心菜 6.2 トン、アマランス 3.8 ト

ン、白菜・大根等野菜 6 種 36,984

缶 

③ 小学校校舎・トイレ修繕工事 

（513 千円） 

 

 
洪水発生直後に、FIDRからの米や魚の缶詰など

の食糧支援物資を受け取る被災者たち 

【事業費】 実績 11,666,024 円 

 

●ベトナム 豪雨の影響による洪水被害の被災者への緊急援助 

 

支援先 ベトナム ダナン市・ホアヴァン区 事業費実績 190,191 円 

状況 

平成 23 年 10 月 17 日及び 11 月 8、9 日にベトナム中部ダナン市ホアヴァン区に

て大雨の影響による洪水が発生した。11 月 14 日時点の被害状況は負傷者 10 人で、

約 12,500 世帯が浸水し、農作物や家畜に深刻な被害を受ける状況であった。第一

次産業従事者が多く、ダナン市の中でも貧困率が高いホアヴァン区では、特に水田

における被害が大きく、次期作付け用の種籾が不足していた。洪水発生後、ベトナ

ム政府及び国際 NGO「ワールド・ビジョン」により緊急支援が行われ、食糧、公

共建築物等の修復は迅速に進んでいたものの、種籾まで支援が間に合わない状況で

あった。そこで、ダナン市に事務所を構える FIDR として急遽、不足している種籾

230 トンのうち 3.5 トンの種籾供与支援を行った。 
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広報啓発事業（公益目的事業３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

① 広報物作成 

・ FIDR NEWS 73 号（6 月 29 日発行）、74 号（11 月 9 日発行）、75 号（12 月

20 日発行）、76 号（3 月 15 日発行） 

・ 年次報告 2010 発行（9 月） 

② 緊急援助に関する広報活動 

・東日本大震災による被災者への緊急復興支援活動の広報（ウェブサイト上での緊

急援助募金の呼びかけ、募金協力依頼の案内の送付、支援企業による寄付プログ

ラム等についての告知、緊急援助活動の進捗報告など） 

③ 支援者を対象とした報告等 

・第 1 回事業感謝報告会開催 

・法人賛助会員の社内報等への寄稿（山崎製パン(株)3 回）、活動報告短信の発行（毎

月）、賛助会員募集の広報実施 

・法人賛助会員および協力企業・団体での報告会開催（㈱サンデリカ 1 回、㈱ゲー

ムフリーク 1 回、月島食品工業㈱1 回、山崎製パン㈱1 回、㈱不二家 1 回、ヤマ

ザキ製パン従業員組合 3 回） 

・協力団体主催のバザーへの出展（ヤマザキ製パン従業員組合 1 回） 

④ウェブサイトによる情報の発信 

・日本語、英語、カンボジア国立小児病院給食支援特設サイトの 3 種類のウェブサ

イトにて、随時情報を更新 

・情報発信の頻度の向上、デザインや構造等の改善、視覚的な情報（写真、地図等）

の増加等を通じ、効果的に情報を提供 

⑤イベント及びセミナーへの参加・開催等 

・グローバルフェスタ JAPAN2011 ブース出展 

・国際医療技術学生交流セミナー（平成 23年 12月 17 日・18日） 

 共催団体：(公財)国際医療技術財団、（社）日本臨床衛生検査技師会 

  【事業費】  実績 3,402,872 円 （予算 8,606,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマザキ製パン従業員組合研修における報告会の様子。

アクティビティを通して、組合員の方々がベトナムの人々

の暮らしを体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業感謝報告会にて（5月12日）。FIDRの海外におけ

る取り組みと東日本大震災緊急援助の活動について、

法人賛助会員の皆様に報告 
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●会議の開催 

 

平成 23年度に開催した理事会、評議員会では、以下の議案が可決承認されました。 

 

１． 平成 23年 6月 3日、定例の「第 4回理事会」開催 

①平成 22年度（11月～3月）事業報告承認の件 

②平成 22年度（11月～3月）収支決算承認の件 

③第 3回評議員会招集の件 

④平成 23年度収支補正予算承認の件 

⑤会計処理細則一部改正の件 

⑥賛助会員入会者承認の件 

 

２． 平成 23年 6月 17日、定時の「第 3回評議員会」開催 

①平成 22年度（11月～3月）貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録承認の件 

②理事選任の件 

③定款一部変更の件 

報告事項１．平成 22年度（11月～3月）事業報告書の内容報告の件 

 

３．平成 23年 6月 17日、書面による臨時の「第 5回理事会」開催 

   ①代表理事（理事長）選定の件 

   ②業務執行理事選定の件 

   ③副理事長、専務理事、常務理事選定の件 

   ④会長選任の件 

   ⑤顧問選任の件 

 

４．平成 24年 3月 12日、定例の「第 6回理事会」開催 

   ①平成 24年度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認の件 

   ②平成 23年度収支補正予算承認の件 

   ③会計処理細則一部改正の件 

   ④賛助会員入会者承認の件 

   ⑤事業報告会開催の件 

   報告事項１．定例理事会及び定時評議員会開催の件 

   報告事項２．代表理事及び業務執行理事による職務執行状況報告の件 
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●主要業務日誌  

                            （平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

年月日 主要業務内容 

平成 23年 4月 2日 

          

         4月 8日 

        4月 13日 

        4月 21日 

        4月 25日 

        5月 12日 

        

        5月 16日 

        5月 25日 

        5月 26日 

         6月 1日 

         6月 3日 

         6月 9日 

        6月 17日 

        6月 17日 

        6月 20日 

        6月 27日 

         

        7月 11日 

        7月 19日 

         

        8月 18日 

        8月 26日 

         9月 7日 

        9月 16日 

         

        9月 30日 

        10月 1日 

 

       10月 12日 

       10月 18日 

 

東日本大震災緊急援助活動のため宮城県仙台市へ赴き、その後、岩

手県盛岡市、宮古市にて情報収集 ～9日 

(株)サンデリカ野田事業所にて、東日本大震災緊急援助活動報告 

FIDR業務執行委員会開催 於：山崎製パン（株） 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

岩手県宮古市長に仮設住宅入居者に寄贈する家電用品等の目録贈呈

第１回「国際開発救援財団及びワールド・ビジョン・ジャパン事業感謝 

報告会」開催 於：如水会館 14時～16時 30分 

公認会計士監査 

監事監査 

三役会開催  於：OCC 

法人・個人賛助会員へ平成 23年度賛助会費納入願い発行 

第 4回理事会開催 於：KKRホテル 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

第 3回評議員会開催 於：KKRホテル 

書面による臨時の第 5回理事会開催 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

内閣府へ「平成 22年度（11月～3月）事業報告等の提出」「定款の 

変更届」を提出 

計画停電を受けてサマータイム勤務導入 

東日本大震災緊急援助募金として高額の寄付を賜った法人、個人へ 

感謝状と記念品を贈呈し活動の進捗報告  ～8月 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

第 13回「愛の泉」チャリティーコンサート開催 於：サントリーホール 

岩手県宮古市津軽石仮設保育所開所式典開催 

山崎製パン従業員組合研修で FIDR活動説明会実施 （9月 30日・ 

10月 21日） 

岩手県宮古市田老仮設保育所開所式典開催 

「グローバルフェスタ JAPAN2011」にブース出展 ～2日 

於：日比谷公園 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

(特活)国際協力 NGOセンター（JANIC）職員立会いの下、「アカウンタビ

リティ・セルフチェック 2008」実施 
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年月日 主要業務内容 

平成 23年 10月 19日 

10月 20日 

       10月 31日 

        11月 1日 

       11月 22日 

       11月 28日 

12月 8日 

12月 12日 

12月 15日 

12月 22日 

12月 26日 

 

平成 24年 1月 17日 

        2月 21日 

         3月 7日 

        3月 12日 

        3月 23日 

ネパール ラダ・クリシュナ小学校建設完成式典開催 

カンボジア洪水被災者へ緊急援助実施 （11月 9日） 

山崎製パン(株)にて東日本大震災緊急復興援助活動報告会開催 

岩手県山田町に活動拠点事務所設置 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

(株)不二家にて東日本大震災緊急復興援助活動報告会開催 

公認会計士中間監査 

ベトナム洪水被災者へ緊急援助実施 

ヤマザキ製パン従業員組合本社支部バザーにブース出展 

岩手県岩泉町小本仮設保育所開所式典開催 

一時帰国した海外駐在員らが日本体育大学の学生とともに山田町 

仮設住宅入居者へ年越し蕎麦セット配布 ～29日 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

WVJ との合同三役会開催 於：OCC 

第 3回カンボジア国際医療セミナー開催 

第 6回理事会開催 於：KKRホテル 

内閣府へ「平成 24年度事業計画書・収支予算書」を提出 
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平成 23年度事業報告の附属明細書について 

 

  平成 23 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第 34 条第 3 項に規定する附属明細書、「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存

在しないため、作成いたしません。 

 

          以上 

 


