
2011年度　プログラム近況報告　（2010年10月1日～2011年9月30日）
ウガンダ共和国　カサウォ地域開発プログラム（UGA－169945）

プロジェクト❶HIV/エイズ対策ー住民同士が助け合いながらHIV/エイズ問題に取り組んでいますー
プロジェクト❷スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクトースポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動ー

　雨季の始まりの早朝に高台から見下ろすカサウォ地域
は霧に覆われた密林という印象を受けます。暑さと乾燥に
よる厳しい気候が数カ月間続いた乾季が終わり、生活や
農業に不可欠な水や雨による気温の低下といった雨季の
もたらす恵みを受けて、地域の人々はまだ薄暗い早朝から
動き出します。小さな畑を耕す農民、道端に屋台の雑貨
屋の品出しを始める女性、水汲み用のポリタンクを持って
歩く子どもたち、40kgにもなるバナナを積んだ自転車を
引いて坂道を上る若者、といった現在の日常の風景は、
活動を開始して17年目を迎えたカサウォ地域開発プログ
ラム(以下ADP)の支援と密接な結びつきがあります。農
業研修によって多くの農家の技術が向上し、井戸の掘削

により子どもたちは安全な水へのアクセスが可能になり、
収入向上のためのトレーニングによって女性たちが店を始
められるようになったといった変化は、ADPの長期にわた
る活動によってもたらされたものです。
　1995年に地域への支援を開始したADPは、地域の子
どもたちと住民の支えとなり、地域住民と協力しながら彼
らの生活を大きく向上させてきました。現在、2012年9
月末の終了に向けて地域のさらなる活性化や住民の自立
を促進することを意識しながら住民を主体とした研修や啓
発活動を行っています。
　　　　　　　　　　　プログラム担当者：　大江　景

自立に向けて、
地域が活性化されました　

ADPの長期にわた
る働きかけにより、
多くの住民は子ども
が宝であり、未来へ
の希望であることを
認識し、地域の子ど
もたちを大切にする
ようになりました



プロジェクト報告
1995

　ADPでは昨年に続き、HIV/エイズの感染者やその家族、
エイズで親を亡くした子どもたちの暮らす世帯を対象に収入
向上のため洋裁や大工といった技術研修を行いました。そ
の結果75世帯の収入が向上し、子どもの学費や栄養価の
高い食事を賄えるようになりました。また、親を亡くした子
どもたちや、その家族の生活を支える地域住民グループを6
つの村で立ち上げ、家庭訪問の研修を行いました。ADPの
終了に向けてこれからもこういった地域グループの強化に取
り組んでいきます。

プロジェクト　　　HIV/エイズ対策　
住民同士が助け合いながらHIV/エイズ問題に取り組んでいます

1

ミシンを使用した洋裁を習った女性。
手作りの服に子どもたちは大喜びです。
そして、服を売って得た収入で２台の
ミシンを買い、小さな会社を立ち上
げました

HIV/エイズ対策のための地域住民組織を
立ち上げました。HIV/エイズ予防のため
の啓発に取り組み、HIV/エイズによって親
を亡くした子どもの家庭を支えています

大工の研修を受ける若者たち。
研修後、収入が向上し、家族を
養えるようになりました



2011 2012

プロジェクト　　 スポンサーシップ・マネジメジメジ ント・プロジェクト
スポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動

　「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」では、地域の人々が、
ADPの目指す「子どもを中心とした開発」や、それぞれの役割を理
解し、活動を担っていけるよう支援し、各プロジェクトを一つにつな
げる働きをしています。また活動を通じて、チャイルドの成長を定期
的にモニタリングし、支援事業がチャイルドとその家族、さらに地域
の人々の生活にどのような変化をもたらしているかの確認をしています。
その変化を成長報告や手紙などを通してスポンサーの皆さまにお伝え
することで、皆さまとチャイルドとの交流を支えています。これらの働
きのために、このプロジェクトでは、スポンサーの手紙をチャイルドに
届けるボランティアの研修や子どもの権利を守るための地域での啓発
活動などを行っています。
　今年度、ADPは子どもが安心して暮らせる地域社会作りへの取組
みを強化しました。各村や地域の代表者を集めて、子どもの権利を理
解し、尊重し、そのために行動することを目指して研修や啓発活動、
地域住民による話し合いを行いました。その結果、子どもを学校に行
かせていない世帯に対して住民自身が教育の重要性を訴えたり、虐待
する親を警察に通報したりと、地域内で子どもたちを守る意識と仕組
みが芽生えました。
　また、子どもたち自身が子どもの権利を理解し、主張する機会も提
供しました。各村に「子ども議会」を設置し、子どもたち自身が直面
している問題や地域の課題について話し合い、アフリカの子どもの日
である6月16日に地方政府に要望書を提出しました。内容は親が教
育の重要性を理解し、子どもの教育を支援すること、学校での教師
の暴力反対、ストリートチルドレンの予防といった要望が100人以上
の子どもから挙げられました。
　今後もADPは、住民たちが議論し、問題を解決する場を定期的に
持ちながらよりよい地域づくりを実現できるよう支援を続けます。

会計報告
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収支計算書 支援分野別内訳（UGA－169945）

ウガンダ共和国　カサウォ地域開発プログラム（UGA－169945）

子どもの保護につい
て議論する地域住民

地方政府に要望を提言する子どもたち。
政府も子どもたちの要望をかなえるた
めの取り組みを約束しました

ADPスタッフとスポンサーへの手紙を書く子どもたち。ADPの終了によりス
ポンサーから手紙が来なくなるのがさびしいという声も聞かれますが、スポ
ンサーのご支援と交流は子どもたちの心の中に宝物として残ることでしょう



チャイルドストーリー

 多くの被災者を出した東日本大震災。ワールド・ビジョン・
ジャパンも地震発生直後から、皆さまからご支援を得て、現
地で継続的な活動を行っています。
（ http://www.worldvision.jp/）
また、ニュースを聞いたウガンダのチャイルドたちから、日本
の人たちを心配し、そして日本の復興を祈るメッセージを届
けてくれました。

医者になりたいという夢を小さなヤギが支えています
ハムザ君（13歳）

ウガンダの子どもたちから届い
たメッセージ。「神さまの助けが
あれば何だって可能です」

チャイルドたちが日本を応援しています！

　ハムザ君は、ヤギのことを聞くと輝くような笑顔を見せました。
ヤギを誇りに思っていることが隠し切れない様子で、勢いよく
話し始めました。｢ワールド・ビジョンが僕に1匹のヤギをくれ
たんだ。今は8匹にもなったんだよ。｣と彼は大きな声で話してく
れました。その腕には1番若いヤギが2匹抱えられていました。
　ハムザ君は、両親を8歳の時に亡くした孤児です。彼と3
人の兄弟の面倒は祖母であるエヴァさんが見ています。2006
年にハムザ君はワールド・ビジョンから
一匹のヤギを支給されました。そのヤ
ギが子ヤギを産み、さらにまたそのヤギ
が子ヤギを産み、今は合計8匹になり
ました。ヤギはハムザ君の喜びの源です。
　ハムザ君の祖母は小作農を営みなが
ら8人の孫を養っています。小さな土地で、
さつまいも、とうもろこし、豆を育て、
ここで取れるものは全て家族の食用とな
ります。｢大家族を食べさせなければなら
ないので、売る分までないんです。｣と彼
女は言います。
　ハムザ君の家族はヤギによる恩恵を
受けています。収入源として、そしていざという時の最後の砦
として、家族の大きな期待が寄せられているのです。ハムザ君
の祖母はヤギを売り、そのお金で牛を買う計画を立てているそ
うです。もし、家族の誰かが病気になったり、ハムザ君の学
費を払えなくなっても、ヤギを売りお金を作ることができます。

　ヤギ一匹の値段が6万ウガンダ・シリング((約23USドル) 
なのに対して、牛一頭は40万ウガンダ・シリング (約
154USドル)にもなります。すでに若いヤギを8匹所有してい
るので、家族の夢はもう手が届くところにあるのです。牛は牛
乳を売って、収入を得ることが出来ます。孫はまだ小さいので、
牛乳は彼らの貴重な栄養源にもなります。
　また、マラリアはこの地域に暮らす子どもたちの大きな死亡
原因の１つです。ハムザ君はワールド・ビジョンから2枚の蚊

帳を受け取り、それを兄弟たちと一緒に
使っています。その効果もあり健康状態
が良いので、彼はちゃんと学校に通うこ
とができます。彼の好きな学科は科学で
将来の夢は医者になることです。
　ハムザ君の祖母も、ワールド・ビジョ
ンのプログラムに携わっています。彼女
は村のヘルス・チームのメンバーで、地
域の住民にマラリアの予防と治療につい
て教えています。このような対応が病気
の発症率を下げられると村の人々に熱心
に啓発しています。

　ワールド・ビジョンの活動は、支援チャイルドの家族、チャ
イルドが暮らす地域に広い範囲で相乗効果や恩恵をもたらして
います。

ウガンダの子どもたちから届い
たメッセージ。ジ。ジ「神さまの助けが
あれば何だって可能です」お祈りするウガンダの子どもたち

大好きなヤギを抱えるハムザ君



2011年度　プログラム近況報告　（2010年10月1日～2011年9月30日）
ウガンダ共和国　ナラウェヨ・キシータ地域開発プログラム（UGA－181728）

プロジェクト❶水・衛生改善ー安全できれいな水を得ることができる世帯が大幅に増えましたー
プロジェクト❷教育ー子どもたちが安心して学べる環境作りにより、学校に通う生徒が増えましたー
プロジェクト❸HIV/エイズ対策ー生計向上支援がHIV/エイズ感染者の家族や貧困家庭の生活を支えていますー

教育の機会や安全な水の提供によって
子どもたちの生活が向上しています　

家の手伝いの合間に集まって
くれた子どもたち。厳しい環
境の中でも元気いっぱいです

　アフリカの真珠と称えられた緑の美しい国ウガンダ。
ナラウェヨ・キシータ地域開発プログラム（以下、
ADP）の支援地、ナラウェヨ地区とキシータ地区は緑
に囲まれたいくつもの丘や森を越えたウガンダの西端
に位置します。首都カンパラから4時間以上幹線道路
を車で走った場所に位置する西部の町ホイマからさら
に赤土のデコボコ道を3時間近く前後左右に揺られ
ながら車で走ります。乾季は砂埃が舞って10m先が
見えないほど視界が悪くなることがあり、雨季は道路
がぬかるんで車が進めなくなるだけでなく途中にある

沼の水が溢れて道がなくなることさえあるようです。
　そんな道中に目につくのが、巻き上がった砂埃の中
にうっすらと浮かび上がる黄色いポリタンクを持って
水汲みにはげむ子どもたちです。小学校へ行かずに水
汲みをしている子どももいれば、中には幼く小さな体
の半分ほどにもなる大きさのポリタンクを持って悪路
を歩く子どもも見かけます。ADPは厳しい環境におか
れた子どもたちのために安全な水へのアクセスや教育
を受けられる環境を整えるため井戸や学校の建設等
によって地域へ貢献しています。



プロジェクト報告
2006 2011

　ADPでは、水汲みに毎日数キロの危険な山道を歩く子どもたちの
仕事の軽減や、非衛生的な環境や汚水に起因する病気にかかって
しまう子どもを救うことを目的として、安全な水へのアクセスを課題
として取り組んでいます。今年度は13基の井戸を掘削し、各井戸
の維持管理のために住民からなる水管理委員会の組織強化を進め
ました。プロジェクト開始時に安全な水を手に入れられる家庭は
540世帯のみだったのが、現在3,900世帯に増え、継続して取り組
んできた地域での水環境の問題が大きく改善しました。各地域にお
いて水管理に関するトレーニングを行い、水管理委員会が話し合い
の機会を毎週作った結果、井戸の利用者が少しずつお金を出し合っ
て管理に充てています。
また、1,500世帯に汚水
に起因する病気の予防や
衛生環境改善のための研
修を行った結果、下痢等
で保健所を訪れる人が約
半分に減りました。

プロジェクト　　　水・衛生改善　　　
安全できれいな水を得ることができる世帯が大幅に増えました
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　ADPでは昨年に続き、子どもたちの学習環境の改善のため、地域
内に3つの新しい教室の建設、机、椅子や教科書の提供、学校敷地
内へのトイレや水タンクの設置等に取り組みました。屋根の壊れた
狭い教室に、子どもたちが雨に濡れながら地べたに密集して座って
いたような環境が改善されることにより、子どもを学校に通わせる保

プロジェクト　　　教育　　　
子どもたちが安心して学べる環境作りにより、学校に通う生徒が増えました
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井戸の建設によって安全できれいな水の利用が可
能になり、喜んで水を汲む女性と子どもたち

学校に設置された貯水タンク。屋根に降った雨水をタンクに貯めます。雨水
も貴重な水源です

護者も増えています。地域内の11の学校では、ADPスタッフの働
きかけによって、地方政府が運営に参加するようになりました。政
府がPTAと一緒に、教師数の増加や先生を対象とした研修の実施
などについて話し合いを行っており、主体的、継続的な学校運営が
住民自身で行われるようになりつつあります。

水資源の乏しい地域では、子どもたちは数キロ先の沼
地へ水汲みに向かいます

学校敷地内に設置されたトイレ。学校の衛生環境も改善されています



2018

プロジェクト　　　HIV/エイズ対策　
生計向上支援がHIV/エイズ感染者の家族や貧困家庭の生活を支えてえてえ います

　ADPでは、地域の小学校と連携し、787
人の子どもを対象にHIV/エイズに関する教
育を施し、多くの子どもが感染や予防につい
て正しい知識を得ました。また、感染者を支
える住民活動促進などに加え、HIV/エイズ
によって生活困難な状況にある家族への生
計向上を目的とした支援も行っています。今
年度はHIV/エイズによって両親を亡くした
子どもたちの家庭や、感染者である母親が世
帯主となっている家庭を対象に、養鶏のト
レーニングを実施しました。体の弱い母親と
子どもたちが協力して養鶏に取り組み、卵を
売ることによって彼ら自身で収入を得ること
ができるようになり、以前より栄養価の高い
食事を子どもに与え、学校にも通わせること
ができるようになりました。

会計報告
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収支計算書 支援分野別内訳（UGA-181728）

ウガンダ共和国　

ナラウェヨ・キシータ地域開発プログラム（UGA－181728）

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト スポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動

「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」では、地域の人々が、ADPの目指す「子
どもを中心とした開発」や、それぞれの役割を理解し、活動を担っていけるよう支援し、
各プロジェクトを一つにつなげる働きをしています。また活動を通じて、チャイルドの
成長を定期的にモニタリングし、支援事業がチャイルドとその家族、さらに地域の人々
の生活にどのような変化をもたらしているかの確認を行います。その変化を成長報告
や手紙などを通してスポンサーの皆さまにお伝えすることで、皆さまとチャイルドとの
交流を支えています。これらの働きのために、このプロジェクトでは、スポンサーの手
紙をチャイルドに届けるボランティアの研修などを行っています。

　　

スタッフやボランティアは定
期的にチャイルドを訪問し、
必要な支援を行います。スポ
ンサーからの手紙も1通1通
手渡しします。スポンサー
シップ・マネジメント・プロ
ジェクトはチャイルドの成長
を支えるために、ADPや家
族が何をすべきか調整する
大切なプロジェクトです

家事を手伝う子どもたち。HIV/エ
イズに関する教育により、多くの子
どもが感染や予防について正しい
知識を得ました

HIV/エイズ感染によって苦しい環境に
おかれた家族も、鶏の卵を売って得た
収入で子どもの食事や学校へ行くため
の費用を支払えるようになりました



チャイルドストーリー

多くの被災者を出した東日本大震災。ワールド・ビジョン・
ジャパンも地震発生直後から、皆さまからご支援を得て、
現地で継続的な活動を行っています。
（http://www.worldvision.jp/）
また、ニュースを聞いたウガンダのチャイルドたちから、日
本の人たちを心配し、そして日本の復興を祈るメッセージ
を届けてくれました。

パトリシアさんがHIV感染者に希望を与えています

お祈りするウガンダの子どもたち

チャイルドたちが日本を応援しています！

　パトリシアさんは非常に影響力のある女性で、地域グループ・
ケア連合

※1

のメンバーでもあります。彼女は多くのHIV感染者を、
励ましてきました。彼女は1993年に、それまで住んでいた場所
が保護区に指定されたためその土地を離れ、この地域に移り住ん
できました。現在58歳ですが、非常に勤勉で愛情に満ちあふれ
た人です。すぐに人と打ち解けられる性格で、情熱をもって地域の
集会などに参加しています。そんな彼女は、すぐに地域の人々の
信頼を得て、地域グループ・ケア連合や村落開発委員会のボラン
ティアメンバーとして活躍するようになりました。
　地域グループ・ケア連合の仕事を
通して、孤児や弱い立場の子どもたち
の支援を行い、地域の人々にHIV感
染の予防やHIV感染者へのケアなどの
啓発活動を行っています。
「私たちは子どもや大人に対し、子ど
もの権利や、孤児や弱い立場の子ど
もたちの支援方法などの研修を行っ
ています。私たちは弱い立場の子ども
たちやHIV感染者に対し、家を建て
たり、メンバーから集めたお金で孤児
の学費などの支援をしています。」と
パトリシアさんは言います。
　彼女は現在、ニャミラマ村に住み、30歳の娘ミルカさんと孫6
人と一緒に暮らしています。
ミルカさんは現在3歳になるアーロン君を産んだあと、腹痛に苦し
むようになりました。ここ数年は、様々なヘルスセンターや病院を
訪ね歩く日々でした。パトリシアさんはミルカさんの病気を知り、
彼女はミルカさんとアーロン君のケアをしようと誓いました。「私は
彼女が必要なすべての支援をしました。彼女が病気の時は、お風

呂に入れたり、病院に連れて行ったり、食べさせたり。」とパトリ
シアさんは言います。
　ミルカさんによると、パトリシアさんは地域の弱い立場の人々に
とって、なくてはならない存在です。彼女はいつも自分の愛と支援
を地域の人々のために広げています。地域の多くの人々が、日々
家庭訪問する彼女の忍耐力に対し敬意を表しています。「地域グ
ループを通して、私たちは地域に子どもの権利、子どもの保護な
どの啓発をしています。私たちはHIV感染者を励まし、ARV

※２

を飲
むように促しています。また、HIV感染者の家の建築をしたり、奨

学金を支援しています。孤児に対して
は学費の支援などもおこなっていま
す。」と彼女は語っています。
　パトリシアさんの収入源は零細農
業です。午前中は庭の畑で作物を育
て、食事を作ります。午後になると
弱い立場の人々やHIV感染者の人々
の家の訪問やミーティングに参加し
ます。パトリシアさんが所属する地域
グループ・ケア連合は、ワールド・ビジョ
ンから、地域開発や孤児や弱い立場
の子どもたちへのケア、特にHIV/エ

イズにより保護者を亡くした子どもたちへのケアなどの研修を受け、
自分たちの地域がより良くなるよう、精力的に活動しています。

※1地域グループ・ケア連合
HIV/エイズの啓発、エイズ遺児/ＨＩＶ感染者への支援、地域行政との連携な
どのHIV/エイズ対策活動を行う住民組織の集合体。各ケア・チームの代表、
エイズ遺児/HIV感染者の代表、地域行政担当代表、教会/モスクの代表、専
門家の代表などが参加する場合が多い。
※２ARV
Antiretroviral の略で、抗レトロウイルス薬、抗レトロウイルス剤 のこと　

ウガンダの子どもたちから届
いたメッセージ。「神さまの助
けがあれば何だって可能です」

孫2人と一緒に畑仕事をするパトリシアさん（右端）

ウガンダの子どもたちから届
いたメッセージ。「神さまの助
けがあれば何だって可能です」
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ウガンダ共和国　キルヤンガ地域開発プログラム（UGA－192491）

プロジェクト❶教育ー子供たちが安心して勉強できる環境を整えていますー
プロジェクト❷水・衛生改善ー水管理委員会が立ち上がり、住民自身による維持管理が始まりましたー

　キルヤンガ地域開発プログラム（以下ADP）の支援地
域を2012年1月に訪問しました。ワールド・ビジョン以
外の支援がほとんど入っていないこの地域では特に外国人
が珍しいらしく、子どもたちの反応は様々です。「ムズング
～（現地の言葉で外国人を指す）」と元気に叫びながら
かけよってくる子もいれば、不安と好奇心に満ちた目で距
離をとりながらそっとこちらを見つめる子、友達同士で話
し合う子、家の中や母親へかけよる子など見ていて微笑ま
しいものです。恥ずかしがり屋の子どもも多く、訪問した
家庭の子は照れ笑いしながらも顔をこちらに向けることも
できずにうつむいていましたが、両親を介して日本から来

たことを伝えると嬉しそうに大事に保管されていたスポン
サーからの手紙を持ってきてくれました。
　ADPが計画・準備後に本格的に支援を始めて2年目が
終わり、地域住民との結びつきが少しずつ強くなり、様々
な人や団体との信頼関係が芽生えました。地域が多くの
問題を抱える中、ADPは住民と一体となって水や教育と
いった子どもたちにとっても重要な問題に取り組んでいま
す。今年度も活動は大きく前進し、井戸や学校の建設に
よって子どもたちの生活環境が大きく改善しました。
                                プログラム担当者：　大江　景

教育と水環境の改善により
子どもたちの生活が守られています　　

子どもたちの笑顔は、
素敵です！

新しい小学校で安心して教育
を受けられるようになり、勉強
に意欲を注ぐ子どもたち



プロジェクト報告
2008 2011

キルヤンガ地区ではADPの啓発活動により、子どもたち
の両親が子どもに教育を受けさせることに意義を見出すよう
になってきているものの、学校に子どもたちが安心して教育
を受けられる環境はまだ整っていないのが現状です。教室
数の少なさから部屋をあてがうことができず外で授業を受け
る学年が雨にさらされたり、教室があっても子どもの人数に
対して少ないためにすし詰めの状態で授業が行われたり、
学校家具や教材が足りず効果的な授業ができない等課題は
山積みです。
　今年度、ADPは3つの小学校で教室を建設し、机、い
すなどの学校家具を提供しました。この学習環境の改善に
より、3校の合計生徒数が671人から982人に増えました。
また、地域内の35の小学校で、先生への教育方法や教材
使用のトレーニング、学校管理委員会、PTAに向けての子
どもの学習環境を改善するための研修を行いました。この
結果、辞めてしまう子どもの
多い5年生への昇給テストに
合格する子どもが30%増え
たり、PTAの働きかけによっ
て両親が子どもに昼食を持
たせるようになったりと、学習
環境と質が改善しています。
今後も地域の宝である子ど
もたちが安心して質のよい教
育を受けられるよう支援を続
けていきます。

プロジェクト　　　教育　　
子供たちが安心して勉強できる環境を整えています

1

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクトスポンサーとチャイルドの絆を結ぶ活動
「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」では、地域の人々
が、ADPの目指す「子どもを中心とした開発」や、それぞれの役割を
理解し、活動を担っていけるよう支援し、各プロジェクトを一つにつ
なげる働きをしています。また活動を通じて、チャイルドの成長を定
期的にモニタリングし、支援事業がチャイルドとその家族、さらに地
域の人々の生活にどのような変化をもたらしているかの確認を行い
ます。その変化を成長報告や手紙などを通してスポンサーの皆さま
にお伝えすることで、皆さまとチャイルドとの交流を支えています。こ
れらの働きのために、このプロジェクトでは、スポンサーの手紙を
チャイルドに届けるボランティアの研修や子どもの権利を守るため
の啓発活動などを行っています。

　　

スタッフやボランティアは定
期的にチャイルドを訪問し、
必要な支援を行います。ス
ポンサーからの手紙も1通
1通手渡しします。スポン
サーシップ・マネジメント・プ
ロジェクトはチャイルドの成
長を支えるために、ADPや
家族が何をすべきか調整す
る大切なプロジェクトです

古い校舎から新しい校舎へ机を運び出す子どもたち

新しい校舎の管理や学校の運営、子どもたちの教育につい
て話し合う校長先生とＰＴＡのメンバー

以前利用していた校舎。強い雨が降ると水浸しになってし
まい授業を中断していました
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プロジェクト　　 水・衛生改善
水管理委員会が立ち上がり、住民自身による維持管理が始まりました

　キルヤンガ地区では、汚れた川や雨季
の間に溜まった水たまり等の不衛生な水
源から飲み水を得ている家庭が多く、住
民は下痢などの病気に悩まされています。
時にはそうした病気が子どもの命を奪って
しまうこともあり、地域の人々や子どもた
ちにとって安全な水へのアクセスは深刻な
問題です。ADPでは昨年に続き、きれい
で安全な水を住民へ提供するため8基の
井戸を掘りました。これにより、家から2
キロ以内で安全な水源を利用できる家庭
の割合が、支援開始時の46.7％から
62.6％に増え、井戸を掘った地域では下
痢で診療所を訪れる子どもが大幅に減りました。
また、ADPのトレーニングにより立ち上がった水管
理委員会では、政府の協力も得ながら住民がお金
を出し合って井戸の維持管理を自分たちで行ってい
ます。
　安全できれいな水の確保と並行して、衛生環境
の改善や予防知識の普及、予防接種等による疾
病感染の減少を目指しています。2011年度はマ
ラリアを媒介する蚊から子どもたちを守る蚊帳の配
布と予防に関する研修を1,550世帯に行い、月に
300人以上だった感染者が100人未満に減少し
ています。今後も適切な予防の知識の普及や行動
促進によって、より多くの子どもたちを疾病から
守っていくべくトレーニングや啓発活動を強化して
いく予定です。

会計報告

2

収支計算書 支援分野別内訳（UGA-192491）

ウガンダ共和国　キルヤンガ地域開発プログラム（UGA－192491）

ADPの掘った井戸から安全できれいな水
を持ち帰る子どもたち

水管理委員会と話し合いをするADPスタッフ。住民自身による維持管理が始まりました

以前は雨季の間にできた水場の水を利用していました。こ
こは牛やヤギなどの家畜の水飲み場にもなっており、時に
は糞尿が混ざってしまうこともありました



チャイルドストーリー

 多くの被災者を出した東日本大震災。ワールド・ビジョン・
ジャパンも地震発生直後から、皆さまからご支援を得て、現
地で継続的な活動を行っています。
（ http://www.worldvision.jp/）
また、ニュースを聞いたウガンダのチャイルドたちから、日本
の人たちを心配し、そして日本の復興を祈るメッセージを届
けてくれました。

安全でない不衛生な水とさようなら
ナイトちゃん（9歳)

ウガンダの子どもたちから届い
たメッセージ。「神さまの助けが
あれば何だって可能です」

チャイルドたちが日本を応援しています！

　カンパラから270キロ西にある隣村のカジイジ村に住む9
歳のナイトちゃんとその家族は深井戸から汲み上げた水を使っ
ています。｢これはインド人が作ったのよ。｣とナイトちゃんは言
います。「ナイトはワールド・ビジョンが雇ったインド人が穴を
掘るのをずっと見ていたんです。」と彼女の母親、アフヤさん
は言いました。
｢家の近くに深井戸があるってとてもすてきなこと。5分もかか
らずに水を汲みにいけるんだもの。あと、ポンプで水を汲むの
も楽しいのよ。｣とナイトちゃんは言います。そして、水は清潔
だと付け加えてくれました。｢その水は、飲んだり、洗濯や身体
を洗うのにも使うのよ。｣深井戸は2011年3月に彼女の家か
ら100メートルのところに作られました。
｢以前は、家から遠い農場にある野外の古井戸まで水を汲み
に行っていたの。｣とナイトちゃんは振り返ります。そこは彼女
の家から5キロ離れた場所でした。｢水は汚かったし、藻がいっ
ぱい張り付いていたわ。水を汲む前にまず藻を取り除かなく
ちゃいけなかったの。｣とナイトちゃんは言います。
ナイトちゃんは、アフヤさんと父親のジョセフさんの間にいる
4人の子どもとともに暮らしています。｢ナイトと他の子どもたち
が農場に水を汲みに行くと、よく牛が追いかけてきたらしいで
す。時にはとげで足を傷つけ、泣いて帰ってきたこともありま
した。また、以前は野外の古井戸の水のせいで、インフルエ
ンザにかかったりひどい咳をしたり、発疹ができたりしていま
した。今はもうそういうことはありません。｣とアフヤさんは喜

んでいます。ナイトちゃんも、そしてその地域の住民も、もう
不衛生で安全でない水を飲むことはないのです。
｢ワールド・ビジョンは2011年キルヤンガ地域開発プログラ
ムで、3つの整備された泉、8つの深井戸、5つの浅井戸を
建設しました。｣ワールド・ビジョン・ジャパンの支援によるキ
ルヤンガ地域開発プログラムのプログラム・スタッフのポール
はこのように説明しています。ワールド・ビジョンは、全ての
水源にそれぞれ7人のメンバーで構成した水管理委員会を設
置し、トレーニングも提供しました。

ウガンダの子どもたちから届い
たメッセージ。ジ。ジ「神さまの助けが
あれば何だって可能です」お祈りするウガンダの子どもたち

母親（左）の水汲みの手伝いをするナイトちゃん(右)
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