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平成 30 年度事業計画概要 

FIDR は、開発途上国における貧困に悩む人々や子どもたちに救いの手を差し伸べるこ

とを目的として、日本人や日本企業の社会貢献活動の一環に役立つべく、キリスト教の精

神に導かれて事業に取り組んでおります。本年度も、国の経済発展から取り残される人々

や近年頻発する自然災害に生存を脅かされる人々に常に寄り添い、その厳しい境遇を改善

することが課せられた使命であることを忘れずに各国での事業に尽力いたします。同時に、

日本国内では賛助会員や寄付者の皆様への報告会などを通じて、国際協力の輪をさらに広

げてまいります。かかる姿勢を堅持し、本年度も 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創る働きに努めてまいります。  

 

【平成 30 年度における具体的な取り組み】 

１．国際協力援助事業 

① カンボジアは前年度に新たな展開を果たした事業を着実かつ効率的に進めてまい

ります。クラチェ州での「小児外科支援事業」は、州病院の外科部門の強化と設

備の改善を図るとともに、村落の診療所と病院との連携を強化します。「栄養教育

普及事業」では、全国の学校で栄養教育を開始するため、教科書の執筆を進めま

す。国立小児病院における「給食支援事業」はこれまでの成果を精緻に検証し、

同病院での栄養管理の在り方を見定めます。外務省 NGO 連携無償資金による「コ

ンポンチュナン州農村開発事業」は、さらに対象となる村を増やします。 

② 事務所設立から 20 年の節目を迎えるベトナムでは、現地政府からの FIDR への

信頼は揺るぎないものとなっており、本年度も国の発展から取り残される人々へ

の支援に傾注します。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」は地場産業の育成に向けた取り組みを継続します。コ

ントゥム省での「子どもの栄養改善事業」は半年間事業期間を延長するとともに、

その後の展開を検討するための調査を行います。「中部山岳地域の食糧生産支援事

業」は前年度の台風による被害の克服を図りつつ農業技術の普及を確実にします。 

③ ネパールでは、「学校環境改善事業」を実施します。今年度はカトマンズの東方に

位置するラメチャップ郡で 2 校の校舎建設を軸とする活動を行います。並行して、

今後の事業展開を見据えた調査を進めてまいります。 

２．緊急援助事業 

① 東日本大震災復興支援は、岩手県山田町より要請を受けている飯岡地区の集会所

建設支援を実行いたします。これを以て 8 年間にわたる一連の支援活動の仕上げ

とします。 

②  東日本大震災、ネパール大地震、熊本地震等、近年の大規模災害への 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

の向上と各国で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 20 人 

クラチェ州の保健センター職員：約 900 人 

間接受益者：クラチェ州病院小児外科患者：年間約 300 人 

クラチェ州内の子どもとその家族：約 72,800 世帯 

事業内容 

クラチェ州病院外科職員の能力向上を主軸に、第 16 回「愛の泉」チャリティーコンサ
ートの募金により小児用手術器具の補充や、病室の環境改善、トイレ等の改修を進め
ます。また、搬送システムの強化や患者早期発見に取り組みます。プノンペンの国立
小児病院外科職員から指導を受けたクラチェ州病院および州保健局職員がトレーナー
となり、州内の保健センター職員や保健ボランティアに小児外科の疾患や対応を教え、
コミュニティで患者が適時に受診する素地を築いていきます。 

① クラチェ州病院における小児外科診療の質的改善（9,894 千円） 

② クラチェ州における患者搬送システムの改善（1,492 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（288 千円） 

④ 国立小児病院職員の指導力向上支援（237 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 

27,360 千円 

内、「愛の泉」チャリティーコンサート募金  9,000 千円 

特定寄付 13,750 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 

カンボジアで唯一の病院における栄養管理の業務が定着し、さらに精度を高めるよう、
栄養科の職員の能力を強化するとともに、同科が主軸となって各診療科の医師、看護
師の患者栄養に関する理解と対応能力の向上を目指します。前年度に FIDR が策定し
た同国初の栄養摂取基準（RDA）をもとに病院給食の献立を改定します。また、これ
までの事業成果を振り返りつつ、今後の国立小児病院の臨床栄養の取り組みの方向を
見定めるため、事業評価を行います。 

① 国立小児病院における栄養管理システムの強化（2,205 千円） 

② 他の病院等おける給食管理、栄養管理に関する指導（15 千円） 

③ 事業評価等（297 千円）  

 

〔事業期間：平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月（予定）〕 

事業予算 6,294 千円  
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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 継続事業 

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 

前年度にカンボジア初となる食事摂取基準を策定し、保健省から認証を得ることがで

きました。これを受けて今後開始される保健教科の栄養単元に関する教科書執筆を進

め、その草稿を当年度内に完了させる予定としています。教育省は平成 30 年 5 月に一

部の学年で保健教科の授業計画を試験的に行うことを予定しており、そのための指導

案作成とその後の修正を行います。またこれと並行して、食事摂取基準の国内普及活

動を本格始動します。基準の使い方をわかりやすく解説したハンドブックを作成し、

136 のモデル校への配布と、教員に対するトレーニングを段階的に進めてまいります。

教員養成校の指導員を対象に日本の食育現場の視察研修を実施いたします。 

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（2,052 千円）  

② 保健教科書の作成支援と教育行政の人材育成（5,826 千円） 

③ 栄養に関する教員の指導能力向上支援（1,080 千円） 

 

〔事業期間：平成 29 年 4 月～平成 32 年 3 月（予定）〕 

事業予算 
14,307 千円 

 内、ヤマザキ「ラブ・ローフ」募金 11,500 千円 
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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 5 地区 37 村、タックポー郡 2 地区

13 村、ボリボー郡 1 地区 6 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 
ロレイアッピア郡 2 地区およびタックポー郡 2 地区の農家 4,552 世帯（約 18,300 人） 

ロレイアッピア郡 3 地区およびボリボー郡 1 地区の農民組合員約 400 人 

事業内容 

前年度に新たな対象地として活動を展開した 25 村にて、農業技術向上と子どもの健康

増進にかかる住民の主体的な取り組みを着実に育ててまいります。この新事業地の村

での指導は、2012 年度から 16 年度にわたる前フェーズにて育成した意欲ある農家を

軸に行うことで、効果的に成果をもたらすとともに、持続的な成長を促してまいりま

す。並行して、前フェーズで設立した農民組合 4 団体は、運営能力の強化を図ります。

この観点から精米機を配備するとともにマーケティングの能力を向上させます。これ

らの活動を日本 NGO連携無償資金により実施いたします。 

① 稲作技術（SRI 農法）、家庭菜園、養鶏の普及（5,075 千円）  

② 食生活および衛生状態の改善（4,873 千円）  

③ 情報及び経験共有の促進（2,659 千円） 

④ 農民組合の組織基盤強化（1,734 千円） 

⑤ 事業モニタリング（3,558 千円） 

 

〔事業期間：平成 29 年 4 月～平成 32 年 3 月（予定）〕 

事業予算 
35,370 千円 

内、外務省 NGO連携無償資金協力 31,521 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。FIDR 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 

ナムザン郡タビン社を中心に築いたカトゥー族による観光開発の成果を基盤に、ナム
ザン郡全域において様々な少数民族が、地元の特色を活かした地域おこしによる持続
的な発展につなげます。すでに住民の創意工夫により工芸技術や農産物、食品加工な
どの地場産業創生の可能性が芽生え、現地政府やビジネスセクター、他の援助機関か
らの関心を集めています。当年度は、より実践的な商品開発とバリューチェーンの構
築を図り、住民主体の地域振興の方途を形成してまいります。その一環として近隣国
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（4,296 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（4,608 千円） 

③ 情報発信とマーケティング体制の構築支援（2,316 千円） 

〔事業期間：平成 28 年 4 月～平成 32 年 7 月（予定）〕 

事業予算 
22,632 千円 

 内、JICA 草の根技術協力 18,000 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 26 社の農民  198,000 人（48,000 世帯） 

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。なお、前年度に発生した台風
と長雨により、一部地域においては大規模な土砂崩れにより農地が崩壊する被害を受
けました。これに対する行政の施策を考慮しつつ、住民の生産力の回復を支援します。
また当年度はこれまでの取り組みの効果を事業評価にて検証いたします。 

① 農民実践学校の方式による稲作栽培研修（2,976 千円） 

② 普及体制の強化のための教材作成支援等（2,916 千円） 

③ 他地域への普及・モニタリング（6,444 千円） 

 

〔事業期間：平成 27 年 12 月～平成 31 年 3 月（予定）〕 

事業予算 22,536 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 15 社の住民 77,000 人 （19,560 世帯） 

2 郡 15 社の 2 歳未満の子ども 約 4,100 人 

間接受益者：2 郡全社の住民 91,993 人 （21,198 世帯） 

事業内容 

子どもの栄養と健康を改善するため、補完食の実践、マザーズスペースの設置、家庭
菜園などの活動が広がってきました。前年度に新たに対象地となった地域において保
健所や地域の保健ネットワークの活動の定着を確かなものにするため、省保健局から
半年間ほど延長するよう要請されたことを受け、当年度は前半の 6 か月間活動を継続
します。 

① 妊産婦の栄養・衛生知識の向上（294 千円） 

② 4 か月未満児の栄養不良率の改善（30 千円） 

③ 2 歳未満児の健康改善（276 千円） 

④ 子どもの疾病予防（96 千円） 

⑤ 保健衛生サービスの改善（420 千円） 

⑥ 現地組織による事業運営能力育成・事業評価（552 千円） 

 

〔事業期間：平成 24 年 4 月～平成 30 年 6 月（予定）〕 

事業予算 5,016 千円 

 

ベトナム－④ 

事業名 ベトナム新規事業調査 

事業内容 

平成 30 年度後半より、ベトナムにおける開発支援ニーズをとらえつつ、貧困問題が今

なお重大なコントゥム省を中心に調査、検討し、FIDR として携わる事業の策定に取り

組みます。  

事業予算 4,440 千円 
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ネパール－① 

事業名 ネパール学校環境改善事業 継続事業 

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。山間部は小学校、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。特に 2015 年の震災により多くの学校校舎が倒壊しました。校舎の再建は遅れて
おり、暫定的な対応として設置した簡素な仮設教室は劣化が進んでいます。そのため、
再建の目途が立たない地元の学校から、校舎の状態がよい遠方の学校へ転校し、長時
間の通学を余儀なくされる児童も少なくありません。また、学校に必要不可欠なトイ
レは多くの学校で不足、老朽化しています。 

目的 
対象地域における子どもたちの学習環境が改善され、コミュニティによって持続的に

維持管理されるようにします。 

対象・受益者 
ラメチャップ郡ゴクルガンガ地区地域住民 約 2 万人  

ダーディン郡ニラカンタ市地域住民    約 6 万人 

事業内容 

前年度に震災被害を受けた地域を広く調査した結果、ラメチャップ郡内の 2 校に校舎建設支

援の高い必要性とその実行可能性を見出し、設計を行いました。当年度は行政当局および

同郡の地域住民とともに準備を進め、雨季明け（11 月）からの着工を目指します。また、トイレ

の建設は 5校を予定しています。 

 

① 地域住民主体による計画策定、活動運営のための会合（2,530 千円） 

② 学校校舎建設（2 校-下記） （23,155 千円） 

③ トイレ施設建設（5 校-ダーディン郡） （9,020 千円） 

④ 施設管理・学校清掃に関するワークショップ、教員研修等 （495 千円） 

⑤ モニタリング （3,355 千円） 

 

校舎建設対象校： 

シヴァ中学校（Shiva Lower Secondary School） 

シッダ･ジョティ・ハリミシュラ中学校（Sidda Jyoti Hari Mishra Lower Secondary School）  

＊両校とも就学前学級から第 8学年までの計 9学年を受け入れています 

事業予算 
43,680千円 

 内、特定寄付 38,555千円 
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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：1,404 千円 

〔総事業費：7,546 千円 (特活)燈台：6,142 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およ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

省およ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および専門家

の派遣を実施します。 

事業予算 
本財団予算：1,500 千円 

〔総事業費：3,000 千円 (公財)国際医療技術財団：1,500 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回復し、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 

山田町飯岡･長崎地区は同町最大の住宅集積地区です。鉄道や商業施設の復旧が進んで

きた中、住民の活動の拠点となる施設の再建が待ち望まれていました。地域一帯の造

成工事がほぼ完了を迎えた平成 30 年度、山田町は飯岡・長崎地区の集会所建設を実施

することとなり、FIDR はこれを支援します。平成 30 年 8 月に着工、翌年 2 月に竣工

の予定としています。施設は木造平屋建て（床面積約 270 ㎡）で、運営は地元自治会

が担います。 

事業予算 58,935 千円 

 

 

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 
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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 30 年度は引き続き、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 25,936 千円 

 


