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平成 31年度事業計画概要 

 

FIDRは本年度も各国で継続して取り組む事業を通じて、一人でも多くの子どもたちが健やかに 

育つことができる社会を願い、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着実に 

構築してまいります。また、1年後の財団設立 30周年の節目を迎えるにあたり、本年度は記念行事 

の準備を進めるとともに、FIDR がさらに多くの方々からのご支援とご協力を賜ることができるよう 

各部門の事業において質の向上と新たな展開を図ります。 

 

 

【平成 31年度における具体的な取り組み】 

１．国際協力援助事業 

① カンボジアでは、継続する３事業で効果の拡充を目指します。クラチェ州における「小児外科支

援事業」は外務省の日本NGO連携無償資金協力により、州病院の設備改善および地域の医療機

関との連携強化を進めます。「栄養教育普及事業」では、全国の学校での栄養教育の実現のため

に、教材の執筆を進めるとともにパイロット校での模擬授業を開始します。「コンポンチュナン

州農村開発事業」も NGO 連携無償資金協力により、対象となる地域をさらに広げるとともに、

農民組合の運営能力の促進を図ります。このほか本年度は、将来の人材育成を目指して「カンボ

ジア小学生来日研修事業」を特定寄付により秋口に実施いたします。 

② ベトナムでは、前年度に中部山岳地域での２事業が完了しましたが、FIDRは依然として国の発

展から取り残される人々の存在に目を留め、現地からの要請に応えて子どもの栄養と健康を促進

する事業と地域の経済基盤の向上を図るための事業を形成し、年度後半より開始します。JICA

の委託事業として実施しているナムザン郡における少数民族の「地域活性化事業」は、引き続き

地場産業の育成に向けた人的、組織的な能力の強化を進めます。 

③ ネパールでは、「学校環境改善事業」でラメチャップ郡での 2校の校舎建設を完了するとともに、

次年度以降の事業のための調査と計画策定を進めます。 

２．緊急援助事業 

① 日本国内およびアジア方面で発生する自然災害に際して、迅速かつ的確な被災者支援活動を行い

ます。また、山崎製パンとの協働により、北海道胆振東部地震の被災者に対する支援を実施しま

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を強化します。 

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。また、設立 30周年記念誌の編纂

を行います。 
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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 

外務省日本 NGO連携無償資金協力事業として、クラチェ州病院外科職員の診療能

力向上を中心に、必要な器具・機材の配備を進めるとともに、州内の公立診療所と

の連携強化により患者が速やかに治療を受けられる体制の構築を目指します。技術

面での指導は、プノンペンの国立小児病院外科職員と日本から短期派遣する小児外

科医、小児麻酔医が協働で行ってまいります。また、次年度に州病院外科病棟の建

設と手術棟の増築を開始するため、その設計を仕上げ、施工業者の選定等の作業を

行います。 

① クラチェ州病院における小児外科診療の質的改善 

② クラチェ州における患者搬送システムの改善 

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 

④ 国立小児病院職員の指導力向上支援 

 

〔総事業期間：1996年 10月～2022年 3月／第 5フェーズ：2016年 4月～2022年 

3月（予定）〕 

事業予算 

37,917千円 

内、外務省日本 NGO連携無償資金協力 26,333千円 

特定寄付 4,000千円 
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カンボジア－② 

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、全国の公立小学校・中

学校・高校で正式な教科として指導を開始する予定の保健科目の中で、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 
カンボジア教育省および保健省の職員 

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 

FIDR が全面的に支援して完成したカンボジアの子どもの食生活指針をもとに、前

年度は学校で栄養教育の開始につなげるよう、人材育成やカリキュラム策定、教材

の製作を進めてきました。当年度は、教育省が進めている小学校から高校までの保

健科目の教科書作成を支援し、栄養単元について執筆を進めるとともに、コンポン

チャム州の小学校 1校、中高校 1校をパイロット校として食生活指針を取り入れた

体系的な栄養教育を試験的に開始します。また、教員養成校の教官などを対象に日

本の食育現場の視察研修を実施いたします。子どもの食生活指針を一般に普及する

ためのメディアツールの制作を行い、栄養分野で活動する他のNGOなどがこれを

活用できるようにします。 

① 子どもの食生活指針の普及のためのメディアツール制作、モデル校での試験的授

業実施のための研修等 

② 保健教科書の作成支援 

③ 栄養に関する教員の指導能力向上支援 

 

〔事業期間：2017年 4月～2020年 3月（予定）〕 

事業予算 
16,116千円 

 内、ヤマザキ「ラブ・ローフ」募金 16,116千円 
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カンボジア－③ 

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、テックポ郡 3地

区 20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地区およびテックポ郡 3地区の農家 6,187世帯（約 24,929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 

前年度は対象の 25 村において、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促し、2019年 1 月からは新たに 2地区 7村を事業対象

地域に追加しました。この基盤の上に当年度は各村での成果の発現を目指し、これ

までに構築した現地政府職員及び農家との信頼関係を軸に、より効率的かつ自立性

が高い形で事業を進めてまいります。また、前フェーズで設立した農民組合 4団体

が地域の経済発展の核となるよう、マーケティング能力強化および地域産品の認知

度の向上を図ります。これらの活動を引き続き日本 NGO連携無償資金協力により

実施いたします。 

① 稲作技術（SRI農法）、家庭菜園、養鶏の普及 

② 生活習慣および衛生状態の改善 

③ 情報及び経験共有の促進 

④ 農民組合の組織基盤強化 

⑤ 事業モニタリング 

 

〔事業期間：2017年 4月～2020年 12月（予定）〕 

事業予算 
41,901千円 

内、外務省日本 NGO連携無償資金協力 33,794千円 
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カンボジア－④ 

事業名 カンボジア小学生来日研修事業 
新規事

業 

事業地 カンボジア・コンポンチュナン州、日本 

課題・ニーズ 

カンボジアの農村には、自分の住んでいる村からほとんど出たことのない子どもた

ちもまだ多く存在し、将来、地域や国の発展を担う人材となりうる視野や意識を持

つための教育的な環境という点で都市部とは大きな開きがあります。特に感受性の

豊かな子どもたちが外国の社会に直接触れることは、当人の成長に大きな意味をな

すとともに、自分たちの村の価値を再認識して未来のあり方を考える契機となりま

す。 

目的 

コ・カエウ小学校ならびにター・カコ小学校の児童の来日研修により、見学や体験

を通じて多くの学びと刺激を受け、将来の国づくりと日本との交流の要となる人材

育成への契機とします。 

対象・受益者 
直接受益者：２小学校在籍児童 12名と引率者 2名 

間接受益者：２小学校在籍児童全員および地域住民 

事業内容 

FIDR が 2003年に建設したコ・カエウ小学校、2005年に建設したター・カコ小学

校の最上級学年の児童計 12 名が、事前の学習を行った上で来日し、様々な見学や

体験を通じた研修を受けます。帰国後には自らが学び感じたことを他の子どもたち

と共有し、将来に向けて共に研鑽に励む動機を促します。 

①日程： 9月上旬 10日間（往復渡航日数を含む） 

②研修訪問先：東京および近隣県の小学校、寺社、工場、商業施設等 

③人数：児童 12名、引率教員 2名 

事業予算 

10,000千円 

内訳 自己資金：10,000千円（内、特定寄付：10,000千円） 
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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、ヴ

ェー族、タリン族など、他の少数民族とも共同で、ナムザン郡全域で地元の特色を

活かした地域おこしによる持続的な発展を進めます。前年度までに住民の創意工夫

による工芸品や農産物、加工食品などの商品が出来上がり、ダナン市を始め国内各

地の業者への販売が始まってきました。当年度は、流通とバリューチェーンの強化

に努めるとともに、少数民族地域のブランド化による地域振興のモデルとして示す

ことができるよう、事業による活動の事例をまとめた冊子の作成に取り組みます。 

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 

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 

③ 情報発信とマーケティング体制の構築支援 

〔事業期間：2016年 4月～2020年 7月（予定）〕 

事業予算 
25,713千円 

 内、JICA 草の根技術協力 19,173千円 
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ベトナム－② 

事業名 

ベトナム中部少数民族地域における地域資源を活用した発展型農

村 

総合開発事業 

新規事業 

事業地 ベトナム中部山岳地域一帯（パイロット地域：クァンナム省内 9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おり、特に中

部地域には外部からの支援が少ないため、近年の国の発展から取り残される状況に

あります。先行事業である「中部山岳地域における食糧生産支援事業」により、SRI

農法の導入による生産量の増加と食糧不足問題の改善に加え、農家のネットワーク

と地元農政職員の能力向上も進んできました。この成果を踏まえ、ナムザン郡での

事業経験を活用して、カトゥー族をはじめ、コー族、セダン族、ゼチエン族、ムノ

ン族などの地元少数民族が主体となって地元の資源を活用した産業を育成するこ

とにより、持続的な発展の途を形成することが現地政府から強く期待されていま

す。 

目的 

クァンナム省において、地域の魅力と資源を活用した持続的かつ発展的な農村総合

開発を促進する仕組みとその体制（人材育成、官民支援、マーケティング体制、後

方支援体制等）が機能するようにします。 

対象・受益

者 

直接受益者：パイロット地域 9郡の住民 約 15,000世帯 

間接受益者：中部及びタイグエン地域の住民 約 80,000世帯 

事業内容 

当事業は、ナムザン郡での実績を活かし、①地域産業を促進するための仕組みが構

築される、②地域資源（自然・文化・産業等）の開発ポテンシャルが明らかとなり、

住民主体による、地域資源を活用した開発が促進される、③地域住民主体による地

域資源を活用した観光開発の道筋ができる、という 3点の成果を形成することを目

指します。当年度はまず現地でのニーズ調査を精緻に行い、事業実施体制を整えた

うえで、年度後半より以下の活動の開始を想定しています。 

 

① 現地住民との参加型調査と事業形成ワークショップ 

② 住民組織の設立とその運営能力強化研修 

③ 近隣国へのスタディーツアー 

④ モニタリング 

 

〔事業期間：2019年 4月～2024年 3月（予定）〕 

事業予算 12,180千円 
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ベトナム－③ 

事業名 ベトナム中部高原地域における生活改善と子どもの栄養改善事業 
新規事

業 

事業地 ベトナム・コントゥム省 

課題・ニーズ 

タイグエン地域と称されるベトナム中部高原の 5省（コントゥム省、ダクラク省、

ダクノン省、ザライ省、ラムドン省）は、地理的な条件に加え、少数民族社会の政

治的な事情のために、開発が殊に遅れています。先行事業であるコントゥム省での

子どもの栄養改善の取り組みでは、対象地域において事業目的の達成につながる、

住民の行動変容と行政関係者の能力向上を実現しました。この効果的かつ効率的な

事業をさらに広範な地域に展開してほしいとのベトナム政府からの要請を受けま

した。 

目的 対象地の 5歳未満の子どもの栄養状態を改善します。 

対象・受益者 コントゥム省内 4郡の 5歳未満児とその保護者世帯 

事業内容 

当年度は、先行事業の経験を活かした活動を策定するため、コントゥム省での調査

を行い、年度後半より、妊産婦の栄養・衛生知識の向上、5歳未満児の健康改善と

子どもの疾病予防、保健衛生サービスの改善に関する活動を試験的に実施します。 

 

① 現地住民との参加型調査と事業形成ワークショップ 

② 生活改善活動の試験的導入 

 

〔事業期間：2019年 4月～2024年 3月（予定）〕 

事業予算 15,357千円 
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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。山間部は学校の校舎と設備は不十分で

あり、教育環境は市街地と比べて大差があります。特に 2015年の震災により多く

の校舎が倒壊しましたが、その再建は遅れており、暫定的な対応として設置した簡

素な仮設教室もすでに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 

前年度にネパール政府からの事業許可を取得し、本事業を正式に開始しました。雨季明

け（2018年 11月）からラメチャップ郡の 2校での建設工事が本格化し、順調に進んで

います。今年度の前半に同郡の 2 校における学校校舎ならびにトイレ設備の完成を目指

します。また、ダーディン郡の行政当局及び地域住民とともに準備を進め、同郡の 3 校に

おけるトイレ設備の建設工事の着工を雨季明けに予定しています。 

 

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 学校校舎建設（2校－下記）  

③ トイレ施設建設（5校－下記 2校及びダーディン郡 3校） 

④ モニタリング 

校舎建設対象校： 

シヴァ小中学校（Shiva Basic school） 

シッダジョティ・ハリミシュラ小中学校（Siddajyoti Harimishra Basic 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 
38,450千円 

 内、特定寄付 38,000千円 
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ネパール－② 

事業名 ネパール新規事業調査 

事業内容 
ネパールにおける開発支援ニーズをとらえつつ、貧困問題の根源的な解決につなが

る事業を次年度より開始できるよう調査、策定に取り組みます。  

事業予算 3,069千円 

  



平成 31年度事業計画 

 

国際協力援助事業 

11 

 

 

共催事業－① 

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 北海道胆振東部地震緊急援助活動 

事業内容 
平成 30年 9月に発生した北海道胆振東部地震の被災地域において、震災からの回

復を後押しするために有効な支援を見定め実施いたします。 

事業予算 3,000千円（内、特定寄付 3,000千円） 

 

 

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 の法人・個人賛助会員、寄附者、その他の企業・団体及び個人 

事業内容 

平成 31 年度も引き続き、賛助会員をはじめとする支援者の方々や事業活動に協力

くださる方々が、FIDR 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、社会との双方向性を持った広報及び啓

発活動を実施します。また、次年度に迎える設立 30 周年に向け記念誌を編纂しま

す。 

① 支援者対応： 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（法

人賛助会員等）訪問の実施、バザー等への協力  

② 社会への広報活動：ホームページ、Facebook他インターネットを活用した即時性

のある情報発信、広報イベント及び一般向け報告会の開催 

③ 啓発活動： 開発教育・出張授業への対応、外部イベント（グローバルフェスタ）

への出展 

④ 記念誌編纂： 設立の経緯及び 30年の歩みの取りまとめ 

事業予算 22,600千円 

 

 


