2012年度 プログラム近況報告（2011年10月1日〜2012年9月30日）

コンゴ民主共和国

カンボブ地域開発プログラム（ZAR−185919）

子どもたちの学ぶ環境が改善されました
新しい校舎の前で完成を喜ぶ生徒たち

未来の担い手である子どもたちの学ぶ環境を整えることは、

強を良く学べるようになりました。トイレと手洗いをする習

カンボブ地域開発プログラム（以下、ADP）に欠かせない支

慣も、子どもたちの間で少しずつ広がっています。子どもた

援です。

ちが学校で勉強することは、彼らの生き方を変えることであ

今年度もウキミア小学校で教室やトイレを建設し、新しい机

り、尊重するべきことです。日本の支援者の皆さんとそれを

や椅子を支援しました。
「生徒たちは土の床に座ってノートを

実現できたことを、本当にうれしく思っています」 校長先生

取っていました。今は椅子に座って、机でノートがとれ、勉

は笑顔で話してくれました。

❶教育プロジェクトー学習環境が大幅に改善しました
❷農業・生計向上プロジェクトー貯蓄という習慣が備えをより強固にしています
❸公衆衛生・保健プロジェクトー完成した保健所で、新しい命が生まれています

プロジェクト報告
2007
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2012

教育プロジェクト ー学習環境が大幅に改善しました

ウキミア小学校に、新たに4 教室、校長室、トイレ4 基が建てられました。本校では

1,455 人の子どもが、午前と午後の2 部制で授業を受けています。これまで使用して

いた校舎は古く、維持管理する習慣もなかったため、雨が降ると屋根は雨漏りし、土

の床はすぐに泥になり、生徒たちが落ち着いて学習できる環境ではありませんでした。
新しい教室は、校長先生と地域のリーダーが責任を持って維持・補修を行っていきま

す。以前は学校にトイレはありませんでしたが、トイレができて教師たちも生徒たちに
適切な衛生習慣を身につけるよう、指導するようになりました。

支援地域内のほかの13 校の小学校では、読み書きや計算のコンテストを行いました。

新しい教室で学ぶ生徒たち

生徒たちの勉強への意欲を高めさせるもので、
上位 65 人には文房具などが支給されました。
地元の女性グループと協力して、若い女性を

対象とした職業訓練や識字教育を支援しまし

た。職業訓練では裁縫やミシンを使った洋裁

技術を女性グループから学び、一連の学びを

終えた若い女性たちは自分や家族に洋服を作

れるようになりました。

地元の女性グループの指導を受
けてミシンで洋服を作った若い
女性たち
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建てられたトイレ。手前の黒バケツにはトイレを使
用した後の手洗い用の水が貯めてあります

農業・生計向上プロジェクト ー貯蓄という習慣が備えをより強固にしています

これまでADPは20の農業組合を立ち上げました。それぞれの組合に対して、種子と
肥料を支援するとともに、農業技術のトレーニングや生産的な農業を行っているほか

の農家を視察する機会を設けました。

加えて各農業組合に災害などの緊急時に備えるため貯蓄活動も行うことを奨励してい

ます。これから20の農業組合を束ねる連合体を作ることを計画しており、その設立資

金として使うことも検討しています。連合体で多くの農家が一致することで、肥料をよ

り安価に購入でき、収穫物を効率的に販売することを目指しています。

また、農業組合のほかに、1 年前から貯蓄グループも立ち上げています。いまは16グ

ループ、312 人がメンバーで、そのうち230 人が女性です。社会の中で弱者とされて

いる女性を多く巻き込むことで、彼

収穫が増えたトウモロコシ畑

女たちの地位や能力の向上を図って

います。貯蓄グループに対して会計

のトレーニングを行い、16グループ
の貯 蓄 額は17,000USドルにまで

増えました。いくつかのグループは、

野菜販売やレンガ造り、養鶏を始め

て、収入や貯蓄を増やしています。

収穫したトウモロコシを販売しに行くところ

農業組合で育てている落花生畑

コンゴ民主共和国
カンボブ地域開発プログラム（ZAR−185919）
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3 公衆衛生・保健プロジェクト ー完成した保健所で、新しい命が生まれています
HIV感染の広まりは地域の懸念事項の一つで、ADPではHIV/エイズ

の予防と正しい知識を広めるための啓発活動を、
カンボブの保健担当

と協力し、警察官34人、宗教指導者41人、女性店主21人、鉱業関係
※

それぞれ行いました。
者27人 に対して、

昨年ADPの支援で開設されたカンペンバの保健所は、地域の人々や

子どもの健康を守る施設として機能しています。毎月、約300人が診療

を受け、30人の新しい命が誕生しています。
さらに使いやすくするた

め、入院患者用のトイレ4基とシャワー4台をADPの支援で建設しま

した。
また、同地域は電気の供給が不安定なため、保健所に発電機も

宗教指導者に対するHIV/エイズ啓発集会

設置しました。夜間に照明が点けられ、急患や入院患者への対応がし

やすくなりました。

※コンゴ民主共和国は銅、
コバルト、
ウランなど鉱物資源が豊かな国で、ADP
の 支 援 地 域 で もお もに 銅 の 発 掘 が 進 められて い ます。小 規 模 採 掘 者
(Artisanal Small-Scale Miners: ASM)が多くを占め、個人、
グループ、あるいは
家族単位で、最低限の道具を用いながら小規模採掘に従事していますが、そ
の中に多くの子どもも含まれています。
しかも彼らの多くは、低賃金で重労働
を強いられています。

カンペンバの保健所に建てられたトイレ

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、
スポンサーの皆さまが支援の成果を実感し、
その喜びを共有していただくための活動です。
具体的には、
地元ボ
ランティアのチャイルドモニターと、
両親・保護者の協力を得て、
チャイルドの成長や就学状況、
ADP活動への参
加状況など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、
様々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。
支援地域では小規模採掘に多くの子どもが従事していることが問題となっています。
スポンサーシップ・マネジ
メント・プロジェクトでは、
そうした重労働に従事する子どもたちを学校へ戻すための働きかけをしました。
カン
ボブの子ども議会
（女子6人、
男子5人）
を通して、
子どもに労働を強いている保護者たち50人以上に対して、
啓
発活動を行いました。
その結果、
4人の子どもが学校へ戻るようになりました。
これからも粘り強く啓発活動を
続け、
一人でも多くの子どもが学校に通えるように努力します。

会計報告

収支計算書
自 2011年10月1日

至 2012 年 9月30日

子ども議会のメンバーたち

支援分野別内訳（ZAR−185919）

プログラム

ストーリー

支援により学校が修復され子どもたちも喜んでいます
私の名前はジーンです。今、小学 2 年、3 年、4 年生の子どもがいます。支援前の学校環境はひどいもの
でした。教室の床は土でできているので、雨が降ると床はドロドロになり、
とても勉強ができる環境でなく、
授業が中止になっていました。また、しっかりした机がなくノートを取るのもままならない状況でした。
さらに、土の床にじかに座って勉強しているので、いつも服を汚して帰宅していました。
しかし、その状況もワールド・ビジョンの支援により変わりました。コンゴの国の基準を満たした教室が
作られ、そのおかげで今では1,400 人もの生徒が元気よく学校に通えるようになりました。教育の質も
向上し、日本の支援者の皆さまには本当に感謝をしています。

支援前の学校
（左） 支援により建設された学校
（右）

プログラム担当者から：アニータ・ビクター
コンゴ民主共和国はアフリカの中心に位置することか
ら、
「ハート・オブ・アフリカ」といわれています。自
然豊かで肥沃な土地と雨に恵まれた国ですが、国連
開発計画の定める人間開発指数 *は187カ国中の
187 番と最下位であり、1998 年以降の紛争により
5,400 万人もの人々が亡くなっています。
コンゴは、開発指数が最下位であり、基本的な権利
が奪われているという面で、子どもたちにとって大変
厳しい環境にあります。
コンゴは地下資源が豊富な国で、一攫千金を求めて
採掘者となる人々もいます。小規模採掘者として働く
子どもたちを一人でも減らすために、地域のパート
ナーと協力して更なる啓発活動に努めたり、そうした
子どもの家庭が採掘に頼らないほかの収入源を得ら
れるよう、取り組みます。

さまざまな困難がありながらも、支援地域では子ども
たちに豊かな命をもたらす希望の種が見えています。
皆さまのコンゴの子どもたちに対するご支援に感謝し
ます。
※人 間 開 発 指 数：各
国の人間開発の度合
いを測る新たなものさ
しとして発 表された、
包括的な経済社会指
標 で、各 国 の 達 成 度
を、長 寿、知 識、人 間
らしい生活水準の3つ
の分野について測った
ものです。
（国 連 開 発
計画より）
子どもたちと一緒に写るアニータスタッフ
（写真左端）
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コンゴ民主共和国 トヨタ地域開発プログラム（ZAR−183280）

清潔で安全な水が身近になりました

給水所の水を汲む子どもたち

トヨタ地域開発プログラム（以下、ADP）では、安全できれ

各家庭から500メートル以内で水を汲みにいけるようにな

いな水の確保のための活動を重点的に取り組みました。地

り、体力的な負担が少なくなりました。地域の水管理委員

域の女性や子どもたちは、1 キロ以上先の井戸まで水汲み

会のメンバーが地域の人々へ啓発活動を行い、清潔な飲料

に行き、頭や自転車に乗せて家まで運びます。どの家庭に

水について、また水の保存方法、公衆衛生・保健について

とっても重要な役割ですが、子どもたちの負担も多く、その

の理解が深まりました。近くに水を汲みに行けるようになっ

ために学校に遅刻してしまうこともありました。

た結果、子どもたちの健康状態が向上し、勉強や遊びに時

今年度は、電気モーターで水を汲みあげる井戸を建設し、

間を使えるようになりました。

❶教育プロジェクトー教室が整備され子どもたちのやる気も上がっています
❷農業・生計向上プロジェクトー農業生産高が大きく向上しました
❸公衆衛生・保健プロジェクトー井戸が完成し、きれいな水を飲むことができるようになりました

プロジェクト報告
2007
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2012

教育プロジェクト ー教室が整備され子どもたちのやる気も上がっています

学校給食や公衆衛生など、ほかのプロジェクトと協力して活動を行う

ことで、学校の出席率が向上し、保健衛生に関する知識の理解も広

められています。具体的には、キラブル高校では、昨年の雨で屋根

と窓が壊れた教室でいつもじめじめして寒い中、生徒たちは勉強して
いたのですが、10 教室の屋根や窓の修理を行い生徒たちが快適に
学べるようになりました。悪天候でも授業を行えるようになり、生徒

たちのやる気も向上しています。また、WFP（国連世界食糧計画）
や政府との協力のもと、地域の小学校で子どもたちの栄養状態改善

のため、学校給食が始まりました。給食のメニューは、トウモロコシ

を蒸したパンに豆や野菜のソースをつけて食べます。給食の始まった

小学校 19 校では、新たに1,095 人の生徒が学校に通うようになり

ました。そのほか、学校の先生が中心となって、手洗いやトイレの

整備された学校で楽しそうに勉強する子どもたち

利用など、衛生習

慣の啓発を行いま

した。小学校 2 校

では、男女 1つず
つのトイレを整備

し、トイレ利用の

重要性を伝えまし

た。

整備された学校
手洗いを啓発し、衛生習慣
の改善を目指しています
学校給食を受け取る生徒たち
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農業・生計向上プロジェクト ー農業生産高が大きく向上しました

「すべての子どもたちがお腹を空かせたままベッドに行かなくてよい

援を受けたグループは、育てた鶏を販売し、その収入でさらに多

地 域にすること」それが農 業プロジェクトで目指す目標です。

くの鶏を購入することで、組合の貯蓄を増やすことができました。

地域の農業生産高が大きく向上しました。農業組合に肥料とトウ

がなくなり、子どもたちの教育費や学校で必要なものも買えるよう

2012 年度は、223 世帯が 8つの農業グループの活動に参加し、

モロコシの種を支援し、約 300トンのトウモロコシが収穫されま

した。また6つのグループに500 羽の鶏と餌 40 袋を支援し、支

支援された鶏

家庭の収入が増えることで、年間を通して食べ物に不足すること

になりました。

農業組合で作ったレンガ。
貧しい組合員の家づくりの材料として支
給され、
残ったレンガは販売して組合の収入にします

コンゴ民主共和国
トヨタ地域開発プログラム（ZAR−183280）
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公衆衛生・保健プロジェクト ー井戸が完成し、きれいな水を飲むことができるようになりました

地域で最も待ち望まれていた井戸の建設を行い、清潔な水がより身近で得られるように

なりました。水汲みは子どもたちの重要な家事のひとつでした。雨季には滑りやすくぬ

かるんだ道を歩いて、重い水を運ぶのはとても大変な仕事でした。支援された井戸には
発電機で動く電気モーターがついていて、水を汲む作業も楽になりました。今後は地域

住民で構成される水管理委員会が井戸の運営維持を行います。水管理委員会の代表で

あるアストライデさんは言います。「子どもたちがきれいな水を飲むことができてうれしい

です。それに、家からすぐのところで洗濯もできるので、子どもたちが学校に清潔な服を

着て行けるようになりとても助かります」そのほか、看護師に対し、予防接種の受診に

関する研修を行い、地域の2,400 人以上の妊婦が破傷風の予防接

種を受け、9,567 人の乳幼児が予防接種を受けることができました。

支援された給水施設。電気モーターで水
を黒い貯水タンクへ汲みあげています

ADP が各地域で調整役となりリカシ市保健局から各地域に派遣され

ている保健スタッフ30 人が、地域の女性 2,644 人に対して、子ども
の病気予防と治療の重要性について啓発活動を行いました。

そのほか、政府によるマラリア対策の一環としてリカシ市が準備した

蚊帳 25,000 張の配布作業をADPで支援しました。また、2 年前に

建てられたクプクラヘルスセンターには外来および入院の設備があり、

出産や小規模な手術を行っていますが、より快適な環境で出産・入
院ができるように、ベッド、マットレス、毛布の支給を行いました。

赤ちゃんの体重を測るヘルスセンターの看護師

母親に子どもの栄養や病気予防などの指
導をする保健施設の看護師

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。ADPでは、子ども議会が子どもの権利と責任について友だちに伝える役割を スポンサーへ絵を描く子どもたち
担っています。子どもたちはさまざまな会議や研修に参加し、問題になっている議題について話し合いました。
子ども議会の議長である高校生のマルヴェさんは言います。「目標は、私たちの国がより良い方向に変化することです」また、最も弱い立場
にある16 人の障がいのある子どもたちに、車いすの支援を行いました。そのほか、子どもたちの環境保護への意識を向上させるため、植樹
を行いました。

収支計算書

会計報告

支援分野別内訳（ZAR−183280）

チャイルド

ストーリー

マルハちゃんのストーリー
マルハちゃん（10 歳）

トヨタ地域に住むマルハちゃんのお母さんは、農業や売り子として生
計を立てていましたが非常に貧しく家計は厳しい状況にありました。
支援地から遠い町で売られている果物はお金持ちの家族が買うこと
ができる高価なもので、マルハちゃんには馴染みがなく、食べたこと
もありませんでした。2010 年にワールド・ビジョンは、強風から家
屋を防ぎ、子どもの栄養不足を補うために地域の家庭に果物の苗
木を支援しました。マルハちゃんの家族もオレンジの苗木の支援を
受け、家族みんなで手入れをするようになりました。それから2 年
経った今では、たくさんの実を収穫できるようになり、オレンジの実
を売ることで家計の不足を補うことができるようになりました。幸
せの実をつけたオレンジの木を家族は今日も大切にしています。
オレンジの実を手にするマルハちゃん

プログラム担当者から：アニータ・ビクター
コンゴ民主共和国はアフリカの中心に位置することから、
「ハート・オブ・アフリカ」といわれています。自然豊かで肥
沃な土地と雨に恵まれた国ですが、国連開発計画の定める
人 間 開 発 指 数 は187カ国 中の187 番と最 下 位であり、
1998 年以降の紛争により5,400 万人もの人々が亡くなっ
ています。
コンゴは、開発指数が最下位であり、基本的な権利が奪わ
れているという面で、子どもたちにとって大変厳しい環境に
あります。それでもトヨタ地域ではコンゴの子どもたちのた
め、よりよい明日への希望の種が見られるようになりました。
コンゴへの温かいお気持ちと最も弱い人たちへのご支援に
感謝申し上げます。

子どもたちと一緒に写るアニータスタッフ（写真左端）

