
パクサン地域開発プログラム（以下、ADP）は事業開始
から2年目に入り、子どもの健やかな成長を支える地域
づくりのための活動を本格化させています。その中でい
つも意識しているのは、ワールド・ビジョンのように地
域の外から来た団体が活動のすべてを管理してしまうの
ではなく、地域住民自身がまず考え、最終的には地域で
行われている開発活動を自ら運営することができるよう
導くことです。そしてその活動が、最も弱く貧しい人々に

利益を提供できるように留意し活動を進めることです。
貧困家庭、女性が世帯主の家庭、身寄りのない老人世
帯、少数民族、そして子どもたちは、開発を進めていく
際にその計画策定のプロセスから排除されがちです。
ADPでは、政府関係機関や地域住民の代表者によって
構成される村落開発委員会と協力して、地域において弱
い立場に置かれている人々やグループの特定に取り組み
ました。

2012年度　プログラム近況報告　（2011年10月1日～2012年9月30日）
ラオス人民民主共和国　パクサン地域開発プログラム（LAO－185689）

学校に行くのが楽しい！という子どもたちが増えています

❶食糧安全保障プロジェクトー地域の状況に適した稲の栽培法について研修が始められました　

❷保健衛生プロジェクトー予防接種拡大計画が始められています

❸教育プロジェクトー教育に対する住民の啓発に努めました

❹指導者育成プロジェクトー村落開発委員会の設立が始まっています

より弱い立場に置かれている人々に目を向けつつ

計画づくりに取り組みました　　

　　 



プロジェクト報告
2009 2012

食料確保のために農業技術を改良する議論
は村の軒先でも続けられています

ADPスタッフは郡の農業森林局担当者とともに、村の指導者層や住民と協力し
て地域の情報を収集し、プロジェクトを実施しました。収集したデータをもとに、
貧困状況の度合いとその世帯の潜在的能力や可能性を鑑みながら、地域住民
によって活動の対象となる世帯が選ばれました。
また、郡農業森林局の担当者が参加して、地域の状況に適した稲の栽培方法
についての研修を行い、住民への知識や技術の普及方法について話し合いまし
た。研修を通して専門スタッフを養成した後、プロジェクトでは各農家を対象
にした研修を開始しています。今年度は地域で弱い立場にある28世帯が参加
しました。研修を継続することで、より深く知識を学ぶことができました。また
活動対象である4カ村で、貧しく弱い立場にある農家32世帯を対象に、稲作
に必要な道具を支援しました。

予防接種の大切さが理解され、受診する母子が増えてき
ました

資器材の不足する地域の保健センターへの支援も行い
ました

母乳育児の大切さについて学ぶ母親たち

より多くの住民が予防接種に関する知識を身につけ、実際にサービスを利用で
きるようになることを目指して、プロジェクトでは保健に携わる政府関係機関と
の話し合いを行いました。そこでは昨年度、保護者を対象に行った調査結果
も参考にしました。
その話し合いを受けて、プロジェクトのスタッフと郡保健センターのスタッフが
協力して、パクサン郡の活動対象となる19カ村で予防接種の拡大計画を実施
しました。その結果、117人の0～5歳児が予防接種を受け、25人の妊婦が
投薬治療を受けることがで
きました。また、子どもの
栄養状態が改善されるよう
に、地域の母親を対象に
栄養価の高い食生活につい
ての講習も開始しました。

11 食糧安全保障プロジェクト  

2 保健衛生プロジェクト

ー地域の状況に適した稲の栽培法について研修が始められました　

ー予防接種拡大計画が始められています

収入向上につながる農業の方法について研
修が行われました



2025

小学校の先生はプロジェクトで就学率が上がり教育環
境が改善することを喜んでいます

教育プロジェクトは、子どもたちが質の高い教育を受け、義務教育を修了できるように
なることを目指しています。郡の教育担当者とともに、今年度はPTAを対象にした研修
や学校の水衛生環境の整備といった活動に着手しました。また、幼児期の子どもたちの
成長を支援することと、教育に対する親や地域の関心を高めることを目的として、就学
前教育の重要性についても研修を行いました。これには小学校教師と保護者グループの
計20名が参加しました。研修では一方的に教えるのではなく、参加者が自らの体験に
基づいて考え、その意味に気づけるように参加型の手法を用いました。教育に対する地
域住民の意識は一朝一夕に変わるものではなく、このような活動を地道に続けていくこと
が求められています。

子どもの健やかな成長を支える地域づくりでかかせないのは、、地域で行われている開発
活動を住民自らが運営していけるようになることです。その中心的役割を担うのが、住
民の代表者や政府関係者によって構成される村落開発委員会です。今年度は5つの村
で村落開発委員会を設立することができました。次年度はさらに9つの村で同様の委員
会の設立を支援する計画です。またその委員会をはじめとして、地域の開発活動を担う
人材の育成もこのプロジェクトで進めていきます。

収支計算書 支援分野別内訳（LAO-185689)

地域のリーダーたち

ラオス人民民主共和国　
パクサン地域開発プログラム（LAO－185689）

会計報告

3 教育プロジェクト ー教育に対する住民の啓発に努めました

4 指導者育成プロジェクト　ー村落開発委員会の設立が始まっています

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクトーチャイルドの健やかな成長をともに喜ぶために
「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」は、チャイルドとの手紙の交流や毎年の成長報告などを通して、
チャイルドとスポンサーの皆さまが支援の成果を実感し、その喜びをともに共有していただくための活動です。
具体的には、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 の々生活にどのような変化をもたらしているかの確認を行っています。また、チャイルドの家族や地域の人々
が、ADPの目指す「子どもを中心とした開発」について理解し、さまざまな分野で実施している支援活動におい
て、一人一人がそれぞれの役割を理解し、将来的に活動を担っていけるよう支援しています。「子どもを中心と
した開発」の例として、子どもフォーラムなど、子どもたち自身が自分たちの声を大人たちに届けていく活動も
行っています。 スポンサーへのカードを準備する子どもたち



プログラム活動を進めていくためには地域住民との信
頼関係の構築が重要な鍵です。また、ラオスでは現
地政府との良好な関係づくりもかかせません。首都
ビエンチャンの政府関係者には知られているWVです
が、地方政府となるとその関係は一から作らなければ
なりません。昨年度は地域の調査とともに災害の支
援も行いましたが、今年はそのことを通して得た信頼
関係をもとに活動が本格化してきました。水牛のよう
にゆったりとした歩みでも、着実に成長し実を結ぶこ
とを願っています。

勉強することができて幸せです
シィパサース君（12歳）

子どもたちと平本スタッフ

シィパサース君は、以前学校では大変内気な子どもで
した。制服や文房具を買うことができないために学校
へ行けず、クラスメイトと過ごす時間がほとんどなかっ
たからです。ワールド・ビジョンが村に対して、新しい
校舎、机、椅子、トイレ、井戸などを支援したことで、
村には新しい住民が増え、シィパサース君や学校に通
えなかった子どもたちは近くにできた新しい学校へ毎
日通うことができるようになりました。「風船遊び、カー
ド作り、スポンサーへの手紙など、ワールド・ビジョン
のいろんな活動に参加してるんだ！」と、シィパサース
君は内気な性格を返上したように明るい笑顔で話しま
す。農業で生計を立てていたシィパサース君の両親は
じめ、村の住民たちの収入向上を目的とした支援も行
われました。大人たちの変化に触れ、彼は将来に夢と
希望を持てることを喜んでいます。彼は警察官になっ
て、地域を守るという大きな夢を抱いています。

シィパサース君（前列右）と家族
　

プログラム担当者から：平本　実

 

チャイルド　　ストーリー











2009年のプログラムの本格的な開始から4年目に入っ
たタパントン地域開発プログラム（以下、ADP）。今年
度も地域の関係者と協力し、さまざまな活動を行いまし
た。学校の校舎や校庭の整備、図書館、トイレと井戸の
設置といったハード面の支援と合わせて、教員に対する
新しい教授法の研修や、教育への住民の関心を喚起す
るキャンペーン、伝統産婆と村の保健ワーカーを対象に
した栄養に関する研修、稲作に関する新技術、小規模
ビジネスに関する知識、また、村落開発基金の管理につ

いての研修など、ソフト面での支援を充実させました。
子どもクラブの活動により、村の開発プロセスへの子ど
もの参画も高まっています。
ADPでは、前年度に引き続き、政府の関係機関および
地域住民と良好な協力関係を持って活動を行うことが
できました。また、同じ地域で活動するNGO、国際
NGO、企業とも良好な関係を持ち、定期的にお互いの
教訓を共有する機会を持ちました。来年もこのような
パートナーシップ会合を開く計画です。

2012年度　プログラム近況報告　（2011年10月1日～2012年9月30日）
ラオス人民民主共和国　タパントン地域開発プログラム（LAO－184715）

子どもを支える地域の関係者の
     ネットワークが強められています　
　　 

❶食糧安定供給プロジェクトー貧しく弱い人々に配慮することに気を付けました　　　

❷教育プロジェクトー子どもたちが教育を受ける重要性について啓発活動が続けられています

❸指導者育成プロジェクトー子どもや若者も地域づくりの活動に参加し始めました

整備された学校で遊ぶ子どもたち



プロジェクト報告
2007 2012

村に設置された井戸の水を汲
んで喜ぶ老人と子どもたち

プロジェクトでは、貧困家庭と最も弱い立場にある子どもたちに対して、119
頭のヤギと種子の支援、井戸12基の設置、5つの村落開発基金の設立、104
基の「トイレの設置と維持管理をすすめるための基金」、および、医薬品購入
のための基金の設立などの支援を行いました。これらの支援は村人の日々の生
活によく定着しています。
地域住民による村落開発委員会を通して行われた井戸建設の活動では、村にお
けるジェンダーバランスの向上につながるよう、女性による水利用グループ結成
を働きかけました。また井戸が設置後も持続的に使われ、ポンプを修理できる
よう、井戸の維持基金を設立しました。使い方のルールを設け、住民同士の利
害の衝突が起きないよう、子どもや障がいのある人々も井戸を利用しやすいよう
取り組んでいます。
また村の保健ワーカー、伝統
産婆、村落災害保護ユニット、
獣医、モデル農家、そして小グ
ループを対象に研修を行いまし
た。研修は、子どもたちに関わ
る内容に集中し、子どもたちの
より良い健康状態につながるよ
うな知識、技術に関するもので
した。

教育の重要性について啓発用のポスターを使って、子どもたちや大人に説明
する教育関係者

教育プロジェクトでは、特に教育の質の向上を目指して活動を行
いました。子どもたちにとって学びやすい学校環境を整えるため
に、学校での井戸の建設、遊び場やフェンスの設置、スポーツ
用具の配布、そして、図書館の建設などを行いました。あわせて
子どもたちとその親が教育の重要性を認識し、実際に子どもたち
が学校に継続して通えるよう啓発活動を行いました。

1

ヤギの支援を受けた家族

支援された図書を読む子どもたち

また、教育基金の設立を支援しました。特に経済的支援の必要
のある世帯が、この基金を利用して子どもたちのための教育資金
をまかなえるようになりました。貧しい家庭の子どもたちへの学用
品の支援は、村人の間で衝突を招くきっかけとなることや、人々
の支援への依存性が高まるリスクを考慮して最小限にとどめられ
ました。これについては郡の教育関係者からの意見が反映されま
した。持続性、発展性といった開発の考え方が、政府関係者に
も浸透しつつあります。学校では、95人の教師が子ども中心の
視点に立った新たな教授法を学ぶため、研修に参加しました。

1 食糧安定供給プロジェクト  

2 教育プロジェクト

ー貧しく弱い人々に配慮することに気を付けました

ー子どもたちが教育を受ける重要性について啓発活動が続けられています



2021

地域の開発計画に意
見を出しあっている子
どもたち

プロジェクトでは、「子どもたちが家庭と地域においてケアされ保護
される」、「地域で子どもたちに関わることを決定するときは、子ども
たち自身がそれに参加し意見を表明することが尊重される」という目
標を達成させるため、郡政府関係者と村落開発委員会のリーダーに
対して、プロジェクト管理能力の強化に取り組みました。その結果、
村落開発委員会のリーダーの中には、子どもたちの教育の重要性に
ついて地域住民に自ら積極的に伝える人も出てきました。
また昨年度に引き続き子どもと若者クラブの設立を支援し、現在
54人のメンバーが活発に活動しています。子どもと若者クラブのメ
ンバーは、大人たちと協力して地域の活動をするようになってきて
います。

収支計算書 支援分野別内訳（LAO-184715)

子どもクラブの活動の一
環で地域の清掃活動も行
いました

ラオス人民民主共和国　
タパントン地域開発プログラム（LAO－184715）

子どもに教育を受けさせる
大切さを説く村落開発委員
会代表。村人たちは熱心に
耳を傾けました

会計報告

3 指導者育成プロジェクト ー子どもや若者も地域づくりの活動に参加し始めました

スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクトーチャイルドの健やかな成長をともに喜ぶために
「スポンサーシップ・マネジメント・プロジェクト」は、チャイルドとの手紙の交流や毎年の成長報告などを通して、
チャイルドとスポンサーの皆さまが支援の成果を実感し、その喜びをともに共有していただくための活動です。
具体的には、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 の々生活にどのような変化をもたらしているかの確認を行っています。また、チャイルドの家族や地域の人々
が、ADPの目指す「子どもを中心とした開発」について理解し、さまざまな分野で実施している支援活動におい

と心中をもど子「。すまいてし援支うよるけいてっ担を動活に的来将、し解理を割役のれぞれそが人一人一、て
した開発」の例として、子どもフォーラムなど、子どもたち自身が自分たちの声を大人たちに届けていく活動も
行っています。 スポンサーへのカードを準備する子どもたち



地域づくりは人づくりでもあります。村落開発委員会の代表
者が地域をめぐって教育の重要性を訴えかけたり、村人の間
での衝突や人々の依存を考慮して、子どもたち個人への支援
を最小限にするよう郡の教育関係者が意見するなどの例は、
地域全体、そして子どもたちすべての教育の将来を見据えた
視点です。このような人たちが一人でも増え、またそこから
持続性、発展性のある活動が続けられることを願っています。

きれいになった学校で楽しく勉強しています
チョイちゃん（10歳）

地域の子どもたちとプログラムを担当する平本スタッフ

チョイちゃん（10歳）は、タパントン地区の小学校に通う3
年生の女の子です。いつも陽気でクラスメートとも仲が良く、
元気な子です。「ワールド・ビジョンが支援事業を始める前
は、学校には遊べる運動場がありませんでした。それに、図
書館もなく、生徒が休み時間に読める物語の本も、教科用
図書もありませんでした。また飲み水を汲む井戸もなかっ
たの」とチョイちゃんは言います。子どもにとって魅力的な
教育環境が、村にはありませんでした。しかし彼女はくじけ
ることなくクラスメートと励まし合って、通学していました。
この村で支援事業が始まると、学校も変わりました。きれい
で安全な運動場ができました。ブランコや運動に使う馬跳
びタイヤ、シーソーも設置されました。校舎の裏にできた運
動場にこれらの遊具が置かれ、周囲はワイヤのフェンスで囲
まれています。すばらしい遊具で子どもたちは元気になり、
将来のための知育と健康な身体づくりができるようになりま
した。さらに、図書館も整備され、「小説や物語、歌の本な
どいろいろな本を読むことができるようになったの。私たち
は気に入った本を借りて、家に持ち帰り読むこともできるの
よ」と彼女は語ります。

学校の図書室で本を読むチョイちゃん（左）

チャイルド　　ストーリー

「学校に変化が起こってうれしい。私は子どもクラブの活動
にも参加していて支援によって、私は自分の勉強を続けるこ
とができているの」と彼女は最後に言いました。
この小学校には、110人の生徒が通学し、そのうち19人が
ワールド・ビジョンのチャイルドとして登録されています。
子どもたちは運動場のブランコなどの遊具で遊んだり、図書
館での読書に前よりも興味を持つようになりました。
 

プログラム担当者から：平本　実

地域づくりは人づくり　
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