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平成 29 年度事業計画概要 

FIDR が継続して取り組んできた事業は、多くの賛助会員、寄付者の方々のご理解

とご支援を賜り着実に歩みを進め、各国の厳しい境遇にある人々に喜びと希望を広

げています。相次ぐテロリズムや大規模災害の発生に、国際社会は不透明、不安定

の感を濃くしつつあります。かかる時世においてこそ FIDR は日本とアジアの国々

の人々が手を取り合い、共に繁栄する道を歩むことを希求し、3 部門の事業を通じ

て将来を担う子どもたちが安心して健やかに育つことができる社会を広げる働きに

努めてまいります。 

 

【平成 29 年度における具体的な取り組み】 

１．国際協力援助事業 

① カンボジアはこれまでの経験の蓄積を活かし、質の高い事業の展開を図ります。小児
外科支援事業は北東部のクラチェ州にて、手術を必要とする幼い患者が確実に治療

を受けられる体制の構築を目指す事業を開始します。給食支援事業で進めてきた国

立小児病院での栄養管理を充実させるとともに、新たに全国の子どもの栄養改善を図

る事業を教育省と共同で取り組みます。コンポンチュナン州農村開発事業は新たな地

域に展開し、これまで以上に効果的な活動を目指します。 

② ベトナムでは現地行政との緊密な協同により波及性の高い事業を推し進めてまいりま
す。前年度より JICA の委託事業として実施するナムザン郡における少数民族の地域

活性化事業はベトナムの地域振興モデルとなることを目指して活動を広げます。中部

山岳地域の食糧生産支援ならびにコントゥム省子どもの栄養改善の両事業についても

地元住民のイニシアティブをさらに高めて活動の持続性を確かなものにしてまいりま

す。 

③ ネパールのダーディン郡地域総合開発事業は、これまでの活動を拡充し震災からの復
興をゆるぎないものとするとともに、さらに広範な地域への事業展開に向けた調査に着

手します。 

④ 新たな国での事業形成のための調査・検討を継続します。本年度は引き続きミャンマ
ーでの事業可能性の考察を進めます。 

２．緊急援助事業 

① 東日本大震災復興支援は、終結に向けた作業を進めてまいります。その中で、山田町
より要請を受けている飯岡地区の集会所建設支援の案件を一連の支援活動の仕上

げの事業として位置づけ、翌年度からの実施に向けた準備を開始します。 

②  東日本大震災、ネパール大地震、熊本地震への FIDR の対応を振り返り、検証するこ

とで得られる教訓をまとめ、今後の自然災害発生時における緊急援助活動をより効果

的に実施するための体制強化に活かします。 

３．広報啓発事業 

① 法人賛助会員、個人賛助会員をはじめとする支援者とのつながりをより太く強いものと

し、広く社会に国際協力を働きかけるとともに、さらに支援の輪を広げるべく、きめ細か

いサービスの提供に努めます。 

② 情報発信媒体や各種のイベントを積極的に活用し、広く社会での FIDRの認知度の向

上と各国の事業への理解促進に取り組み、支援者層の拡大を図ります。 

 

                                   以上 
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カンボジア－① 

事業名 カンボジア小児外科支援事業 継続事業 

事業地 カンボジア・クラチェ州、プノンペン市 

課題・ニーズ 

カンボジアでは新生児および乳幼児の死亡率が他のアジア諸国に比べて高く、とりわ
け地方において小児外科の診療の能力および体制が立ち遅れていることが課題となっ
ています。 

目的 

FIDR が 20年にわたり、首都プノンペン市の国立小児病院において築き上げた小児外
科医療の技術と診療体制を、同病院との連携協力を得ながら地方の村落まで波及する
よう取り組みます。地方で小児外科疾患に罹患した子どもが、適切なタイミングで搬
送され、州病院で適切な外科治療を受けられるように、病院ならびに保健センターの
職員を育成し、小児外科の医療体制を整えます。 

対象・受益者 

直接受益者：クラチェ州病院外科職員（医師、看護師等）：約 30人 

クラチェ州の保健センター職員：約 250人 

間接受益者：クラチェ州病院小児外科患者：年間約 1,000人 

クラチェ州および近隣州の小児外科患者：年間約 6,000人 

事業内容 

地方における小児外科診療体制を強化するためにカンボジア北東部のクラチェ州をモ
デル地域として選定しました。当年度はまず、同州での活動拠点を立ち上げるととも
に、ベースライン調査を行います。そのうえでプノンペンの国立小児病院の医師、看
護師による指導によりクラチェ州病院の小児外科への対応能力を向上させるための人
材育成と、周辺地域からの患者搬送を確実にするための体制構築に着手します。 

① クラチェ州病院における小児外科診療の質的改善（6,695千円） 

② クラチェ州における患者搬送システムの改善に向けた調査（97千円） 

③ クラチェ州住民への啓発と医療サービスアクセス向上（238千円） 

④ 国立小児病院職員の指導力向上支援（660千円） 

 

〔総事業期間：平成 8 年 10 月～平成 34 年 3 月／第５フェーズ：平成 28 年 4 月～平

成 34年 3月（予定）〕 

事業予算 

23,778千円 

内訳 
自己資金：14,345千円 

外務省・日本NGO連携無償資金協力：9,433千円 
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カンボジア－② 

事業名 カンボジア給食支援事業 継続事業 

事業地 カンボジア・プノンペン市 カンボジア国立小児病院および国内各地 

課題・ニーズ 

カンボジアは子どもの栄養状態が他のアジア諸国にくらべ劣っていますが、医療の現
場においても食事を通じた栄養の重要性が理解されていません。国立小児病院では
FIDRが平成 18年度から継続した支援により給食運営に関する技能は確実に高めるこ
とができましたが、個々の患者の栄養管理はまだできておらず、医師、看護師の能力
をさらに強化することが課題となっています。 

目的 
子どもに給食を提供する病院や施設で働く職員が、子どもの栄養状態を正確に把握し、

適切な食事の提供やケアができるようにします。 

対象・受益者 

直接受益者： 国立小児病院職員（医師、看護師、調理員）：約 350人 

間接受益者： 国立小児病院入院患者：年間約 10,000人 

 国内の病院等の職員と給食を提供される子ども 

事業内容 

国立小児病院における栄養管理業務を定着させることに注力し、個々の患者に的確な
栄養ケアができるよう職員の能力強化を図ります。また、今後他の病院や施設にも給
食管理・栄養管理の取り組みが広がるよう、国立小児病院職員の指導力を高めます。 

① 国立小児病院における栄養管理定着のための研修（1,136千円）  

② 他病院おける給食管理、栄養管理に関する指導（40千円）  

〔事業期間：平成 26年 4月～平成 31年 3月（予定）〕 

事業予算 2,607千円 （自己資金） 
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カンボジア－③ 

事業名 カンボジア栄養教育普及事業 新規事業 

事業地 カンボジア全国 

課題・ニーズ 

国民の栄養状態が他国に比べて顕著に劣るカンボジアでは、平成 31年度から全国の公
立小学校・中学校・高校で正式な教科となる保健科目の中で、栄養分野の指導を重視
していますが、カリキュラム構築と教科書の執筆、および教員の知識強化が課題とな
っています。そこで 3 年間のカンボジア給食支援事業により学齢児童の食事摂取基準
を策定した FIDRに教育省学校保健局から協力要請が寄せられました。 

目的 
体系的な栄養教育の普及により全国の学齢期の子どもたちとその家族の適切な食習慣

を通じた栄養改善を促進します。 

対象・受益者 
直接受益者： 教育省および保健省の職員 

間接受益者： 全国の公立校（小中高）の教員および生徒とその家族 

事業内容 

平成 26年度より作成を進めてきた学齢期の子どもの食事摂取基準を完成させ、国内の

保健関連組織による活用を促進します。この基準は全国調査によって検証したカンボ

ジアの子どもたちが抱える栄養上の課題をもとに、改善目標、目標を達成するためア

プローチ、教育教材、指導案、モニタリング評価方法などをまとめたもので、この国

で初めての体系的な栄養改善指針となります。また、平成 31年から全国の公立学校で

開始される保健の教科にて栄養分野の指導が正しくなされるよう、教育省とともに教

科書や指導書の執筆、補助教材の開発、教員研修の支援などを行います。 

① 子どもの食事摂取基準の普及のための教材製作、セミナー開催等（6,164千円）  

② 保健教科書の作成支援と教育行政の人材育成（114千円） 

③ 子どもの保護者・家族への食事摂取基準の普及（3,764千円） 

 

〔事業期間：平成 29年 4月～平成 32年 3月（予定）〕 

事業予算 17,094千円 （自己資金） 
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カンボジア－④ 

事業名 コンポンチュナン州農村開発事業 継続事業 

事業地 
カンボジア・コンポンチュナン州ロレイアッピア郡 2地区 19村、タックポー郡 2地区

13村 

課題・ニーズ 

カンボジアでは貧困層の約 9 割が農村部に暮らしており、生計基盤である農業の生産
性の低さと、保健・栄養に関する基礎的な知識の不足が大きな課題です。このため、
子どもの慢性的な栄養不良による成長阻害や学業への影響が生じています。 

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
摂れるようにします。 

対象・受益者 4地区 32村 約 23,000人（5,660世帯） 

事業内容 

これまで農業の生産力向上と子どもの健康増進に取り組んできた当事業の成果を、コ

ンポンチュナン州の中でまだ開発の取り組みが遅れている地域に広げてまいります。

前年度までの事業地をモデルとして、新たな事業対象地とする 32村では、SRI農法、

家庭菜園、養鶏技術などの研修を効果的に進めます。また、住民の保健・栄養に関す

る活動では、子どもと女性の健康改善の取り組みを強化します。コミュニティの自立

的な発展を促進するためリーダーシップやネットワーク構築のための研修を行いま

す。加えて、前年度までの対象地域で設立した農民組合 4 団体の運営能力を強化する

ための支援に取り組みます。 

① 稲作技術、家庭菜園トレーニング、養鶏の導入（4,439千円）  

② 食生活および衛生状態の改善（2,554千円）  

③  情報及び経験共有の促進（1,467千円） 

④  農民組合の組織基盤強化（1,125円） 

 

〔事業期間：平成 29年 4月～平成 32年 3月（予定）〕 

事業予算 

29,271千円 

内訳 
自己資金：14,361千円 

外務省・日本NGO連携無償資金協力：14,910千円 
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ベトナム－① 

事業名 
ナムザン郡少数民族地域における住民主体による地域活性化の 

ための人材育成事業 
継続事業 

事業地 ベトナム・クァンナム省ナムザン郡 

課題・ニーズ 

経済成長を続けるベトナムで、少数民族が暮らす中部山岳地域は依然として貧困状況
に取り残されています。広がりゆく貧富の格差を縮めるためには、地域の自立的な村
づくりによる発展への取り組みが必要です。財団の事業でタビン社を中心にカトゥー
族の生活向上と伝統文化の保全が進められてきましたが、これをナムザン郡全体での
地域に広げることが課題となっています。このためには要となる人材の不足、行政に
よる支援体制の不備といった阻害要因を克服しなければなりません。 

目的 

ナムザン郡において、少数民族の包括的な地域振興を進めるために、人材育成や官民
支援体制、マーケティング体制および地域資源開発手法を構築し、持続的なインパク
トを創出することを目指します。 

対象・受益者 ナムザン郡住民 約 22,700人（5,670世帯） 

事業内容 

これまでナムザン郡タビン社を中心に実施してきた少数民族による観光開発の成果を
基盤に、ナムザン郡全域における地域おこしにつなげるよう、タビン社以外において
も工芸技術、農産物生産、食品加工などの地場産業育成の取り組みを展開します。当
年度は、郡全体のコミュニケーション体制を強化するとともに、人材育成研修を通じ
て地域のリーダーを中心とした住民主体の地域振興を展開する仕組みづくりを進めま
す。その一環として日本における短期の視察研修を予定しています。 

① 住民主体の地域振興の仕組み構築支援とリーダー育成（4,752千円） 

② 地域資源（自然・文化・産業等）を活用した開発事例の実現支援（4,788千円） 

③ 情報発信とマーケティング体制の構築支援（1,956千円） 

〔事業期間：平成 28年 4月～平成 32年 7月（予定）〕 

事業予算 

20,916千円 

内訳 
自己資金：3,916千円 

JICA草の根技術協力：17,000千円 
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ベトナム－② 

事業名 中部山岳地域における食糧生産支援事業 継続事業 

事業地 
ベトナム・クァンナム省タイヤン郡、ナムザン郡、ドンヤン郡、ヒェップドック郡、

バクチャーミー郡、ナムチャーミー郡およびトゥアティエンフエ省ナムドン郡 

課題・ニーズ 

ベトナムの農村人口における貧困層の約 9 割が山岳農村地域に属しています。ベトナ
ム中部の山岳地域はもともと米の生産性が低いうえに、近年は気候変動の影響で風水
害の被害規模が増大する傾向にあります。FIDRは過去にクァンナム省タイヤン郡で実
施した「地域総合開発事業」および「クァンナム省山岳地域における食糧生産支援事
業」では、SRI 農法の普及によって米の生産性に顕著な成果を挙げたことで、中部地
域の山岳地域に広く展開するための支援を要請されました。 

目的 
クァンナム省３郡における事業で確立した農業技術の改善モデルを、ベトナム中部 7
郡の山岳・孤立地域に住む小規模農家に普及し、慢性化した食糧不足を軽減します。 

対象・受益者 
直接受益者：7郡 14社の農民  44,761人（11,878世帯） 

間接受益者：7郡全社の農民  197,174人 

事業内容 

事業対象地において、稲作の収量増加を実現する SRI 農法の普及を実践的な研修方法
によって進めるとともに、情報共有ネットワークの強化やモニタリングの実施により
住民が主体となった生産力向上の活動を定着させます。 

① 農民実践学校の方式による稲作栽培研修（3,600千円） 

② 普及体制の強化のための教材作成支援等（3,624千円） 

③ モニタリング、定期会合開催（2,952千円） 

 

〔事業期間：平成 27年 12月～平成 31年 3月（予定）〕 

事業予算 

20,280千円 

内訳 
自己資金：15,480千円  

外務省・日本NGO連携無償資金協力：4,800千円 
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ベトナム－③ 

事業名 コントゥム省子どもの栄養改善事業 継続事業 

事業地 ベトナム・コントゥム省ダックグレイ郡 3社およびダックトー郡 5社の 36村  

課題・ニーズ 

コントゥム省はカンボジア、ラオスとの国境を分かつ高原地帯に位置し、住民の健康
増進に関わる取り組みが遅れています。ベトナム政府の発表では、この地域は全国 63
省・市の中で、子どもの栄養不良率が最も高い地域に挙げられ、子どもたちの栄養状
態を改善する対策が急務となっています。 

目的 ダックグレイ郡並びにダックトー郡の 2歳未満の子どもの栄養状態を改善します。 

対象・受益者 

直接受益者：2郡 8社の住民 32,596人 （7,245世帯） 

2郡 8社の 2歳未満の子ども 約 1,900人 

間接受益者：2郡全社の住民 91,993人 （21,198世帯） 

事業内容 

平成 24年度から実施してきた当事業は、子どもの栄養と健康を改善するため、栄養に
関する保護者の知識の向上やマザーズスペースの設置、家庭菜園などの複合的な活動
が広がってきています。省保健局および国立栄養研究所から事業継続の要請が寄せら
れ、実施期間を 2年間延長し、より広範な地域に効果が及ぶようにします。 

① 妊産婦の栄養・衛生知識の向上（468千円） 

② 4か月未満児の栄養不良率の改善（120千円） 

③ 2歳未満児の健康改善（582千円） 

④ 子どもの疾病予防（2,616千円） 

⑤ 保健衛生サービスの改善（480千円） 

⑥ 現地組織による事業運営と持続への能力育成（1,872千円） 

 

〔事業期間：平成 24年 4月～平成 31年 3月（予定）〕 

事業予算 13,800千円 （自己資金） 

 



平成 29年度事業計画 

 

国際協力援助事業 

9 

 

 

ネパール－① 

事業名 ダーディン郡地域総合開発事業 継続事業 

事業地 
ネパール・バグマティ県ダーディン郡カルテ地区、クンプール地区、カレリ地区及び

スナウラ・バザール地区 

課題・ニーズ 

首都カトマンズの西に隣接するダーディン郡は、成人識字率が低く、5歳未満児の栄養
不良、妊産婦死亡率が高い地域であり、貧困がその背景にあります。同郡の中でも、
当事業の対象 4地区はカーストの最下層とされるダリットに属する世帯の割合が高く、
生活向上を支援する体制もありません。 

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図ります。 

対象・受益者 4地区の住民：約 41,000人（約 7,500世帯） 

事業内容 

地震からの復興を後押しするように地域住民が主体となった生活向上の取り組みを拡
充します。また今後の展開を見据えた事業地拡大のための調査を行います。 
 

①コミュニティによるため池の築造、校舎修復等（3,580千円） 

②かまど設置や家庭菜園などの生活改善支援（1,420千円） 

③地域リーダー育成（1,230千円） 

④モニタリングシステムの強化（1,350千円） 

 

〔事業期間：平成 23年 9月～平成 30年 3月（予定）〕 

事業予算 
15,845千円 

内訳 自己資金：15,845千円（内、ヤマザキ「ラブ・ローフ」募金：14,848千円） 

 

ネパール－② 

事業名 ネパール学校建設事業 新規事業 

課題・ニーズ 

アジア諸国の中で発展が最も立ち遅れている国の一つであるネパールでは、教育イン
フラの改善が重要な課題となっています。特に山間の地域は小学校、中学校、高等学
校ともに校舎と設備は不十分であり、子どもたちの教育環境は市街地と比べて大幅な
差があります。 

目的 ネパールの山岳地域における基礎教育の拡充のために、校舎を建設します。 

対象・受益者 ダーディン郡を中心とする地域の学校に通う子どもと教員および住民 

事業内容 

行政当局との協議および現地の調査により、校舎建設の必要性が高い地域を選定したうえ

で、複数年間でこれを実施するための計画を策定します。校舎の設計では耐震性や室内の

明るさ、温度などを重視します。また、地域の児童が確実に学業を修められるよう、教育の質

的な向上を支援する活動の計画を行います。 

 

①調査、建設計画策定 

②設計、施工（平成 29年度は 1校の予定） 

事業予算 
7,000千円 

内訳 自己資金：7,000千円（内、特定寄付：7,000千円） 
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共催事業－① 

事業名 アフガニスタンにおける教育支援事業 

共催団体 特定非営利活動法人 燈台 

事業地 ガズニ州ジャグリー郡ヌール学校(小中高一貫校) 

対象・受益者 同校在籍生徒（小学校 1年～高校 3年）約 1,000名および教員 25名 

事業内容 燈台が設立したヌール学校が、安定して運営できるよう支援します。 

事業予算 
本財団予算：1,463千円（自己資金） 

〔総事業費：7,860千円 (特活)燈台：6,397千円〕 

 

 

共催事業－② 

事業名 ベトナム国際医療技術協力 

共催団体 公益財団法人国際医療技術財団 

事業地 ベトナム、日本 

対象・受益者 ベトナムの保健省及び医療従事者等 

事業内容 

ベトナムの医療技術及び医療サービス向上に寄与することを目的に、同国の保健省

及び医療従事者を対象にセミナーの開催、日本国内における研修及び専門家の派遣

を実施します。 

事業予算 
本財団予算：1,500千円（自己資金） 

〔総事業費：5,000千円 (公財)国際医療技術財団：3,500千円〕 
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緊急援助事業－① 

事業名 東日本大震災緊急・復興支援事業 

事業地 日本 岩手県下閉伊郡山田町、上閉伊郡大槌町を中心とする沿岸部各地 

課題・ニーズ 

被災地の復興において以下の点が課題となっています。 
【被災した方々の精神的及び身体的な苦しみの軽減】特に仮設住宅や災害公営住宅の
入居者の孤立を防止する 
【雇用の創出、産業の復興】産業の復興による新たな雇用の創出を図り、それに伴う
生活の安定・再建に繋げる 

【魅力的な町づくりによる地域の活性化】高齢化、若者の町外流出による過疎化に対
し、新たな魅力の創出による交流人口の増加を図り、地域を活性化させる 

目的 
東日本大震災によって被災した方々の生活が再建され、また、産業の復興や魅力的な
地域づくりが進むよう、地域の復興を確実に果たしていくことを目指します。 

対象・受益者 岩手県山田町、大槌町を中心とする東日本大震災の被災地に暮らす住民 

事業内容 平成 29年度は山田町の集会所建設支援に向けた準備作業を中心に進めます。 

事業予算 7,830千円（自己資金） 

 

 

緊急援助事業－② 

事業名 日本および開発途上国における緊急援助活動 

事業内容 
① 日本を含むアジアで大規模災害が発生した際に、緊急援助活動を実施します。 

② 将来起こりうる災害に備えて、FIDRの緊急援助実施体制をさらに強化します。 

事業予算 5,000千円（自己資金） 
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事業名 広報啓発事業 

事業地 日本国内 

目的 FIDR の支援者・協力者との関係を更に強め、その層を拡大します。 

対象・受益者 FIDR の賛助会員、支援者、日本の企業、市民 

事業内容 

平成 29 年度は、支援者、協力者の方々が FIDR の事業活動への理解を更に深めてい
ただけるよう、インターネットやニュースレターを活用した情報発信を強化するとと
もに、賛助会員企業への訪問報告や広報イベントによる直接対話を充実し、双方向性
を持った広報及び啓発活動を実施します。 

① FIDR の認知を高めるための活動：ホームページ、Facebook ページでの情報発

信、チャリティーバザーへの参加 

② FIDR の事業に対する理解を深める活動：ニュースレター・年次報告書・事業完

了報告書（ネパール緊急援助）の発行、活動報告会の開催、支援者（賛助会員）

訪問の実施 

③ FIDR への親近感を高める活動：広報イベント（FIDRカフェ）開催 

④ 啓発活動：開発教育受け入れ、外部イベントへの出展 

事業予算 27,369千円 （自己資金） 

 

 


