
タイとの国境に近い西部の村。子どもたちが「学校が遠い子ども
への自転車の提供」などをうったえ、地域の開発計画に盛り込ま
れました（p.7に関連記事）

カンボジア 
ポーサット州
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アジアの今を伝えるニュースレター
髙橋千紗 インドネシア教育支援基金大学奨学生5名が誕生！



「髙橋千紗 インドネシア教育支援基
金」は、インドネシア、とくに東部のヌ
サ・トゥンガラ（小スンダ列島）の産業・
文化の振興、医療、保健衛生、社会福
祉を向上させるための教育の支援を目
的に、2012年2月に設定されました。
同基金は、スンバワ島東部のビマで病死
された御祖父様、高校教師であった叔母
様を想い、ご姉弟が設定されたものです

（同基金の詳細は「ACT年次報告2011」
p.21をご参照ください）。

ACTでは、（設定者の）ご姉弟の願い
と現場のニーズをプログラムに反映さ
せるため、現地調査を行った後、2013
年度に助成を開始しました。この事業で
は、スンバワ島で育った貧困家庭出身者
で、隣島（ロンボク島）にある国立マタラ
ム大学で学ぶ大学生に奨学金を提供し、
将来、故郷に戻った若者たちが、地元
の発展に貢献できる人材となるよう支援
します。

2013年度は、農学部、畜産学部で
学ぶ5名の第1期生が誕生しました。

報告：鈴木真里
（ACTチーフ・プログラム・オフィサー）

2013年度奨学生の顔ぶれ
� （学部1年生）
奨学生
No. 性別 専攻�

（学部） 出身高校

❶ 男性 農業 ビマ農業高校�
（ビマ市）

❷ 女性 畜産 ポト・タノ第1高校�
（西スンバワ県）

❸ 女性 畜産 アラス・バラット第1高校
（スンバワ県）

❹ 女性 農業 パリベロ・ビマ第1高校
（ビマ県）

❺ 女性 農業 ビマ農業高校�
（ビマ市）

スンバワ出身の大学奨学生 第1期生5名が誕生！

髙橋千紗 インドネシア教育支援基金

奨学生インタビュー
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スンバワ島西部のスンバワ県出身で
す。家族は、父（中学校卒）、母（小学
校卒）、姉、妹の5人家族。家から高校
まで12kmもあったので、父が毎朝バイク
で送ってくれました。小さいときから、やる

気がなくなってくると両親のことを考え、勉
強に励んできました。家が貧しいので
進学するつもりはなかったのですが、
私が全国高校卒業試験を突破し、父
が「マタラム大に合格したのはすごい

ことなのだから」と進学を勧めてくれまし
た。実家ではコメ、トウモロコシ、ピーナッ
ツを栽培していて、牛3頭を飼っています。
畜産は地域で重要な産業なので、畜産
学部を選びました。
今回奨学金を受けることができ、父は

「牛を売らずに済んだね」と、とても喜んで
くれました。ありがとうございます。

スンバワ島東部のビマ出身です。僕の
実家は稲作農家ですが、灌漑設備がな
いので、年に1回しか収穫できません。両
親ともにビマ（島東部）の出身です。父は
小学校卒、母は学校に通ったことがあり
ません。僕には兄（中学校卒）がいて、今
はビマ市内で建設作業員として働き、仕
事があれば週25万ルピア（約2,100円）
ほどの収入があります。
僕を大学に入れるために父は借金をし

て、大変な苦労をさせてしまいました。こう
して進学でき、母も非常
に喜んでいます。ただ、
入学後も学費が払える
保証はなかったので、キ
ノコ栽培のビジネスなどをして
学費を稼ぐつもりでした。
農業高校では、整地・栽

培・農産物販売法など、多く
を学びました。故郷のビマで
は無職の人が多いので、農業
関連のビジネスをたちあげて、
雇用を創出したいと思っていま

す。花の栽培ビジネスに将来性があると
思うので、大学では園芸農業を学びたい
です。
今は、下宿から徒歩で大学に通ってい

ます。教科書は1冊約10万ルピア（860
円）もするので、友達からコピーさせても
らっています（コピー代は約13,000ルピ
ア／冊：110円）。生活費はひと月最低
60万ルピア（約5,200円。食費、書籍
代など）はかかるので、奨学金があり、と
ても助かっています。

故郷のご両親への 
思いを話してくれた
デシさん（畜産学部1年）

マタラム大学のスナルピ総長（右）と 
（中央）ダルマンシャーさん（農学部1年）

インドネシア



西ヌサ・トゥンガラ州（NTB）

〈ロンボク島〉

ビマ県

ドンプ県

スンバワ県
西
ス
ン
バ
ワ
県

〈スンバワ島〉

ビマ市マタラム市（マタラム大学）

❷★
❸

❶
❹
❺

髙橋千紗 インドネシア教育支援基金

西ヌサ・トゥンガラ州バリ島
スンバワ島

ロンボク島
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奨学生の出身地 スンバワ島について

西ヌサ・トゥンガラ州は、バリ島を除
く、ヌサ・トゥンガラ（小スンダ列島）

の西側にあり、西のロンボク島（西部に
州都のマタラム市）、東のスンバワ島の2
島で構成される。
スンバワ島（人口133万人、2010
年）には、4県（ビマ、ドンプ、スンバワ、
西スンバワ）とビマ市政区（ミュニシパリ
ティ）の計5行政区がある。島西部にス
ンバワ人、東部にビマ人
が居住し、それぞれ独自
の言語があり、多くがス
ラウェシ島のマカッサル
から伝来したイスラム教
を主に信仰している。北
部サンガル半島の中央
部にそびえるタンボラ山
（標高2,850メートル）で
は、1815年に犠牲者9
万人以上を出した大噴火が
起きた。
島の主な産業は漁業、農

業（コメ、トウモロコシ、ジャ
ガイモ、キャッサバ、綿、タ
バコ、白檀、天然蜂蜜、紫
小玉ねぎ（パワン・メラ））。馬

の産地としても有名である。
インドネシア国家開発企画庁（BAP-
PENAS）「2011年インドネシアミレニ
アム開発目標の達成度に関する報告
書」（2012年発行）によると、国が定め
る貧困ライン以下で生活する人々の割
合は、全国平均12.39%に対し、同州
は、人口（440万人）の約20%である。
人間開発指数においても、同州は全

国33州中、下から2番目の低さである。
「IMS」指標（市民社会成熟度をはかる
指標）では、同州10県のうち、（スンバ
ワ島）ビマ県は7位。その背景には、出
生数が多い、教育レベルが低い、公的
教育を受けられる人が少ない、購買欲が
比較的高いことなどがあげられる。ビマ
はインドネシアで最もインフレ率が高い
地域であるにもかかわらず、住民の購買
意欲は高く、貧しい農民でも、収穫後に
現金が手に入ると、ローンを組み、バイ
クを買ってしまう習慣があるという。

※�参考：1円＝115.4224インドネシア・ルピア　2014年6月10日現在

スンバワ島出身学生の大学奨学金事業
実施団体：�マタラム大学（インドネシア共和国��
� 西ヌサ・トゥンガラ州�マタラム市）
ACT2013年度助成額：83万円
2013年度の奨学生：5名（女4名、男1名。�

�農学部3名、畜産学部2名）
奨学金の内訳（一人あたり）：�
①学費� 175万ルピア／学期×2学期（年間約30,300円）�
②生活費� 60万ルピア／月×12ヶ月（年間約62,300円）�
③ほか（トレーニング費）��185万ルピア／学期×2学期（年間約31,000円）

マタラム大学には9学部（経済、法、農、畜産、
教員養成・教育、工、数学・自然科学、医、食品
科学）、大学院（経営、法、乾燥地管理、農業リ
ソース・マネジメント、理、専門会計、経済）がある。
教員数は1,069人（うち教授は39人。東京大学、
名古屋大学などへの留学経験者もいる）、学生数は
18,000人（以上、2012年11月現在）。
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「アジア農業者支援基金」 
助成事業

アジア諸国の経済的に困窮している
農業者が、生活向上のために行う自助努
力の活動に寄与する支援事業を行うこと
を目的に、2013年11月に設定されまし
た（設定金額：2,000万円）。

●フィリピン
農民グループがコメの有機認証を 
得られるよう支援
中部パナイ島イロイロ州パッシ市では、

「農業改革・農村開発センター」（CARRD）
からの支援で（2012年～）有機農業技術
が普及し、有機米を栽培する農家が増えて
います。2014年度は、産品の市場競争
力を強化するため、フィリピンの有機農業
水準を満たすための知識と技術を向上さ
せ、農民による品質管理システムを構築し
て、有機認証申請にかかる一連の活動を
支援します。

●カンボジア
100村の農民女性リーダーの 
農業・マネジメント能力向上
カンボジアでは、女性たちが農業技術、
農民組織や農業関連ビジネスの運営、財
務会計などについて適切な教育を受けられ
ていません。こうした状況の中で、女性の
搾取や家庭内暴力、家計管理の失敗、子
ども・女性の栄養・健康問題などが起きて
います。
この事業では、カンボジアの全国レベル

の農民協会ネットワーク「農民と自然ネット」
（FNN）が実施する、女性農家の能力強化
の取り組みを支援します。

「アジア子ども支援基金」 
助成事業

アジア諸国の経済的に困窮している子
どもたちの健全育成に寄与する事業を行
うことを目的に、2013年5月に設定され
ました（設定金額：2,000万円）。

●フィリピン
農漁村2村での、自宅や公共施設を 
利用した移動式の遊びと学びの教室 

（保育所）
セブ島北部の対象2地域は、農村・漁

村で、1日の平均収入が平均150ペソ（約
300円）と低く、教育環境も十分ではありま
せん。そこで、2014年度から、包括的で
適切な教育環境を提供するため、①子ども
の遊びと学びの巡回教室、②中途退学し
た子どもや退学の危機にある子どもを対象
とした読み書きとアート教室、③親の研修、
の3つの活動を支援します。（実施団体：ビ
サヤ地域女性リソースセンター（WRCV））

●カンボジア
ダンスや絵画などの創造性開発教育
を取り入れたスラムの子ども支援
首都プノンペンの貧困地域では、子ども

たちが児童労働、家庭内暴力、薬物乱用
など様々なリスクにさらされています。実施
団体「タイニー・トゥーンズ」は、これらの子
どもたちが安全に過ごせるセンターを運営
し、ダンスや絵画などの創造性開発教育と、
読み書きや算数などを教えています。2014
年度は、①創造性開発教育、②年少クラ
スの運営、③教師が子どもと1対1で対話
し、自発的・自律的な発達を促すピア・メン
タリング、の3つの取り組みを支援します。

有機農場として認定機関に申請できるか確認
するため、仲間の農民が実際に農場を訪問し
ているようす（フィリピン農業者支援事業）

●ミャンマー
マイクロファイナンス参加世帯の 
子どもの奨学支援
より良い生活を求めるため、農村地域か

ら多くの人々が移住するヤンゴン市には、適
切な住居や収入を持たない家庭が多く、児
童労働に従事する子どもも少なくありませ
ん。一方、学費の負担は大きく、この地域
でマイクロファイナンス・プログラムを実施す
る「ソシオライト・マイクロファイナンス財団」
（SLF）の利用者の65～70％は子どもを学
校に通わせることができていません。
本事業では、同財団が実施するマイクロ

ファイナンスに参加している世帯のうち、最
も貧しい家庭の子ども計1,500人を対象
に、学費の一部奨学支援を行います。

2014年3月に開催したACT運営委員会で、2014年度の助成事業 ※25件
（助成総額4,180万円）が決定されました。新規事業9件のうち、最近設定され
た特別基金からの助成事業計7件をご紹介します。

※2014年7月開催予定の運営委員会で決定される
「髙橋千紗�インドネシア教育支援基金」とアジア
留学生インターン受入れ助成プログラム（「アジア
留学生等支援基金」）の助成事業を除く。詳しくは
2014年度のACT年次報告書でご報告します。

ダンスで自分を表現することを学んでいる子どもたち
（カンボジア子ども支援事業）
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 アジア留学生インターン受入れ助成プログラム	
	 インターンの声紹介
2013年度「アジア留学生インターン受入れ助成プログラム」では、まちづ
くりや国際協力などを行う日本国内の20団体に助成しました。そのうち、
戦争によってフィリピン残留を余儀なくされた日系人二世の身元を捜し、国
籍確認を支援している(特活)フィリピン日系人リーガルサポートセンター
でインターンシップを体験した留学生の声を紹介します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

「私のスペシャル（特別）な夏」
マリオ・リコ・ミク・フロレンド（東京大学大学院　情報学環・学際情報学府　学際情報学専攻1年生（当時）、フィリピン出身）

インターンシップで最初にやった仕事
は、事務所近くのクリーニング屋に浴衣
を取りに行くことでした。物品の購入や
運搬などを行い、初日からヘトヘトになり
ました。日本語があまり分からず、何か
言われても「そうですか」としか答えられま
せんでした。
8月7～12日、フィリピン残留日系人

二世10人が集団一時帰国をしました。
私は、全旅程に同行しましたが、どんな
に暑くとも待たされても誰も文句を言わ
ないことに驚きました。その理由を聞くと、
「日本に行くことを長い間待ち続けてき

たので、どんなに大変でも耐えられます」
とのことでした。私は彼らの想いに応え、
インターンシップを頑張ろうと決意しまし
た。
裁判所での面接時、私と同じ地方の

出身者の通訳を担当しました。大切な
情報を話していましたので、間違えると
就籍の判断に影響があるかと思うと、非
常に難しく、最も注意しながらやる仕事
でした。
フィリピン残留日本人から人生ストー

リーを聞きましたが、とても辛く、悲しい
ものでした。「国籍がない、もらえない」

ということについてよく理解しました。私
は大学でアイデンティティについて研究
していますので、今回のインターンシップ
の経験からフィリピン残留日本人を取り
上げ、マイノリティの立場から考えること
にしました。
私はこのインターンシップを行うまで、

フィリピン残留日本人の問題を知りませ
んでした。今回のインターンシップを通
じ、私は自国の歴史の新しい側面に目を
開かされました。そして、日本のNGOス
タッフと一緒に働いたことは貴重な経験
で、自信が付きました。

「アジア留学生等支援基金」 
助成事業

①日本の大学、大学院に在籍するア
ジアからの留学生が日本の民間非営利
組織で行うインターンシップ（アジア留
学生インターン受入れ助成プログラム）

②日本で学んだアジア出身者が、習
得した知見・技能を活用して母国、また
はアジア地域で実践する事業

への助成を行っています（2012年1
月設定、設定金額：1億3,857万453
円）。

このうち、上記②の活動への助成2件
が決定しましたので、ご紹介します。

●インドネシア
有機農業研修通じ農民の 
自給自足化をめざす（ニアス島）
インドネシア北部にあるスマトラ島の西
側に位置するニアス島では、主な生計手段
はゴム栽培で、農民は基本的な農業技術
を持たず、野菜などを他島から購入していま
す。現地ＮＧＯの「ホリアナア財団」（ＹＨ）
は、食料と収入源の確保を目指し、農民を
対象とした有機農業に関する講義と実地
研修を始めます。（学）アジア学院（栃木
県）で有機農業技術や農薬がおよぼす危
険性などについて学んだ団体の男性スタッ
フが研修などを担当します。

●フィリピン
「巡回式保健センター」で 
遠隔地の先住民族の健康に対する 
考え方、行動を変える
ルソン島中部のターラック州カパス行政

区の山間地には先住民族アエタの人々が
住んでいます。栄養や衛生環境が悪く、医
療施設もなく、健康状態が悪化しているた
め、「すべての人の健康と開発財団」（ＨＡ
ＤＦＡＦＩ）では、医療器具を運搬して利用す
る巡回式の保健センターを立ち上げるとと
もに、住民対象の保健教室を行います。
（公財）アジア保健研修所（愛知県）で、住
民参加の重要性を学んだ女性スタッフが、
事業を担当します。
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ヒルダさん（お母さん）への	
インタビュー

ACT： 日本でどのような生活を 
されていましたか。

ヒルダさん：これまでに計3回、日本に行
きました。私は群馬県でエンターテイナーと
して働いていて、子どもが2人できました。3
度目の渡航でビザが切れたあとも滞在して
いたときに検挙され、帰国しました。
�
ACT： フィリピンに帰国した後、 

どうされていたのですか。
ヒルダさん：地元（ルソン島南部のビコー
ル州）に戻りましたが、仕事はなく、マニラ
に出てきました。公立の職業訓練所に通っ
てマッサージ師の資格を取得し、ホテルで
働いていました。でも突然、解雇されてし
まって路頭に迷い、日本大使館に助けを求
めたところ、DAWNを紹介されました。この
機会をつかみたいと思い、DAWNの活動
に参加することにしました。

ACT： DAWNではどのような活動に 
参加しましたか。

ヒルダさん：2012年10月から約2ヶ月間
の裁縫トレーニングを修了した後、DAWN
の生計プログラムである「シクハイ」の裁縫
スタッフとして働き始めました。今では、専
門書（型紙）を見ながら、オリジナルのデザ
インができるようになりました。他にも女性
の権利セミナーなどにも参加してきました。

1980年代以降、職を求めて多数の
フィリピン人女性が海外へ出稼ぎ労働に
出ました。日本では、エンターテイナー

（ダンサーや性産業従事者など）として、
多くの女性が働きましたが、仕事の中で
さまざまな形で人権侵害、搾取を経験し
ました。

日本で働き、生活しているうちに日本
人男性との間に子ども（ジャパニーズ・
フィリピーノ・チルドレン（JFC））を産ん
だフィリピン人女性の多くは、関係が長
続きせず、子どもとともにフィリピンに帰
国しています。しかし十分な教育や技術
がないために職を得られず、地元に戻る
こともできません。日本だけでなく、他
の外国に出稼ぎに出た女性たちの多く
が、同様の窮状に陥っています。

マニラにあるNGO「女性の自立のた
めのネットワーク」（DAWN）では、出稼
ぎから帰国した女性と子どもが、健康で
生産的な市民として成長、発展できるよ
う、カウンセリングや生計手段の回復支
援などをしています。ACTでは、2012
年度から、女性を対象とした裁縫と手織
り技術のトレーニング、子どものための
奨学支援、ワークショップなどを支援して
きました。

過去に様々な苦しみを経験してきた女
性たちにとって、裁縫や手織り作業は、
生計手段の技術を身に付けるだけでな
く、心を安定させるのに効果的ですし、
技術を身に付けることで、自信を取り戻
すことができるようになります。

2013年11月、2011年度から活動
に参加しているヒルダさんのご自宅にお
じゃまし、お話をうかがいました。

報告：西島恵
（ACTプログラム・オフィサー）

フィリピン

ヒルダさん親子の自宅はDAWN事務所からは片道約2時間もかかりま
す。スタッフによると、ヒルダさんは、トレーニングなどには遅刻したこと

がないほどの努力家なのだそ
うです。ご自宅は貧困街にあ
り、六畳一間ぐらいの部屋には
光があまり入らず、天井や壁の
板がはがれているところもあ
りました。しかし、ヒルダさん
親子は、DAWNの活動を通じ
て夢と希望を得て、その笑顔
は輝いていました。� （西島）

「何かを始めるのに遅いことはない」
教育、職業訓練、保健サービスの提供を通じた 
帰国したフィリピン人出稼ぎ女性とその子どもの生活の質の向上（3年計画の2年目）

 モニタリング報告

自分でデザインしたバックを�
手に誇らしげなヒルダさん

ヒルダさん宅を訪問。�
右から、のぶゆき君、ヒルダさん、けいご君
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ACT： 参加して、何か変わりましたか。
ヒルダさん：以前、マッサージ師として働
いていたとき、帰宅するのは午前2時頃で、
子どもと一緒に寝ることはできませんでし
た。 暗い夜道は怖かったです。でも
DAWNの仕事をするようになってから子ど
もと一緒に過ごす時間が増えました。
DAWNに参加してから友達もでき、とて

も楽しい毎日です。スタッフは個人的な相
談にものってくれて、田舎にいる親の年金
の手続き方法まで教えてくれました。
私は中学2年生で中退しましたが、スタッ

フの勧めで、自治体がやっている、中等教
育修了資格取得をめざす授業を受けてい
ます。修了資格がとれたら大学に行きたい
と考えています。子どもたちと一緒に大学
を卒業することになるかもしれませんね。
何かを始めるのに遅いことはない、いつ

からでもやり直すことができるということが分
かりました。

子どもたちへの	
インタビュー

─全てが「可能」だと
思うようになった─

　DAWNでは子どもたちが、毎週土曜
日に集まって折り紙をしたり、一緒に勉強
したりしています。経験を分かち合い、と
もに体を動かし、遊ぶことで、子どもた
ちに笑顔が戻っています。ヒルダさんの
2人の子どもたちにもお話を聞きました。

ACT： DAWNではどういうことをして
いるのですか。

子どもたち：DAWNでは、日本語の勉強
や、誕生日会、ワークショップなどをしてい
ます。

ACT： DAWNにきて 
何か変わりましたか。

けいご君（インタビュー当時13歳）：�
フィリピンに帰国してすぐは学校で「日本人

の名前だ」などといじめられました。授業で
第二次世界大戦について勉強したときに
同級生から非難されたこともあります。この
ような目に遭っているのは自分たちだけだと
思っていましたが、DAWNに来て、そうで
はないことを知りました。ここで友だちがで
き、いろんなことを学びました。以前は、全
てが「不可能」だと思っていましたが、今で
は「何でもできる」と思っています。

のぶゆき君（当時14歳）：前はあまり勉強
していなかったけど、DAWNに参加して、
前向きな気持ちになり、勉強するようになり
ました。

ACT： のぶゆき君は、日本に行って、 
お父さんと会われたと聞きまし
た。どう思いましたか。

のぶゆき君：はじめは戸惑いましたが、す
ぐに力強く抱き合い、�父が「一緒にいた
い」と言ってくれたことは今でも心に残って
います。

「何かを始めるのに遅いことはない」
教育、職業訓練、保健サービスの提供を通じた 
帰国したフィリピン人出稼ぎ女性とその子どもの生活の質の向上（3年計画の2年目）

 モニタリング報告

製作中のヒルダさん

DAWNでは週末、子どもたちが一緒に遊び、�
勉強しています
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モニタリング報告

首都プノンペンから車で西へ6時間。
タイと国境を接するポーサット州ビール
ベン郡は熱帯雨林に覆われた山岳地域
です。道路、電気、学校、保健所など
の基本的なインフラやサービスが不十分
で、学校に行かずに働いたり、人身売買
の犠牲になる子どもも少なくありません。
しかし、子どもや若者が地域開発や問題
解決に参加して、自分たちの意見やニー
ズをうったえる機会がありませんでした。

この郡には、独自の文化をもつ先住民
族チョーン族約200世帯が集住してい
ますが、子どもたちは独自の文化をよく
理解していないので、今後10 ～ 15年
内に継承する人がいなくなってしまうこ
とが危惧されています。

ACTは、2013年度から、現地NGO・
COCD（子どもと開発のためのカンボジ
ア団体）による「子どもと若者による地域
開発とチョーン族の文化保全」事業への
支援を行っています。2013年11月末
に子どもと若者による地域開発の推進活
動の現場を訪れました※1。
※1�訪問時、大雨で道路が寸断されていたため、文

化保全活動の現場には行けませんでした。

報告：辻本紀子
（ACTアシスタント・プログラム・オフィサー）

■	住民の4割は貧困世帯
ビールベン郡の人々の95%以上は小
規模の自給自足農業に従事し（全国平均
では72%）、陸稲、換金作物、野菜、果
物の栽培を主体に、森林での狩猟や自生
果物・キノコの採集なども行って生計をたて
ています。カンボジアでは国民の約25%
が貧困とされていますが、ビールベン郡では
貧困世帯が43.2%にもなります。
住民の半数は他州から移住してきた

人々で※2、土地の権利をもっていない人も
多くいます。現場周辺には紙の原料となる
木を栽培する数千ヘクタールもの大規模な
プランテーションが複数あり、企業の進出も
進んでいます。土地の権利がないと、住ん
でいる土地が知らぬ間に国から企業に貸し
与えられ、家を離れざるを得なくなることもあ
るのです。

※2�プランテーションの臨時雇いの労働者は統計
に表れないため、実際の移住者の割合は半
数以上と思われる。

■自分たちの問題は自分たちで解決
子どもに目を向けると、6～14歳の25%

以上が学校に通っておらず、高校（後期中
等教育）の進学率は6割未満です。ほかに

緑豊かな山の風景が広がるビールベン郡。ポーサット州の中心部
からも車で3時間かかる遠隔地だ

プラモーイ小学校の生徒会は図書室で活動している。そのおかげで、
図書室で勉強や調べものをする生徒が増えたという

カンボジア 子どもが中心となり地域の問題を解決
子どもと若者による地域開発とチョーン族の文化保全（3年計画の1年目）

も児童労働、人身売買、家庭内暴力、不
衛生などの問題を抱えています。
現地NGOのCOCDは、学校の問題に

取り組む「生徒会」と地域の問題に取り組
む「子ども会」という2種類のグループを通
じ、子どもが自らの問題について、大人や
行政と共に解決していく支援をしています。

■	学校での問題解決に取り組む	
「生徒会」
プラモーイ小学校の生徒会では、クラス

での投票で選ばれた4 ～ 6年生の18人
が、COCDの支援で子どもの権利や児童
労働について学び、活動しています。メン
バーのひとり、リヴ・ウントンくん（小学5年
生）に生徒会の役割は何ですか？と聞くと、
「生きていくのに重要なスキル（ライフスキ
ル）として、野菜の栽培法を学んだりしてい
ます。子どもの権利や衛生的な習慣、図
書室の活用法について情報普及をしたり、
『良い子』（先生や親の言うことをよく聞く、
勉学に勤しむ、善行に励むなど）キャンペー
ンなどもしています」とのこと。ほかにも、教
室の清掃活動や蚊よけのための木の伐採
（マラリア予防）などを行っているそうです。
サウ・ソック校長は、「生徒会活動が活
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ストゥン・トゥメイ村の子ども会。赤色シールは家庭内暴力、緑色
シールは児童労働などと決め、地図上に次 と々貼っていく

子ども会メンバーの母親たち
は、15年以上前に南部タ
ケオ州から貧困のため移住
してきたという（右がジョイ・
ピアップさん、プラモーイ村）

子どもが中心となり地域の問題を解決
子どもと若者による地域開発とチョーン族の文化保全（3年計画の1年目）

発になったことで、全体的に学習する習慣
がつき、宿題にも積極的に取り組む子が多
くなりました。生徒会役員には成績の良い
子どもが多いため、今後は、ほかの子ども
たちに勉強を教えたり、教師の暴力などの
クラス内の問題を校長の私に報告するよう
になってほしい」と話しました。

■	自ら地域の問題を特定し	
アクションを起こす「子ども会」
一方、「子ども会」は、学校に通ってい

るか否かに関わらず、地域に暮らす子どもた
ちが集まって、身の回りの問題に取り組む
グループです。
ストゥン・トゥメイ村には、2013年9月に
設立された子ども会（メンバー数15人、うち
女子9人）があります。この村では、農作
業や缶売りなどで家計を助ける子ども（12
～ 15歳）が多く、児童労働や学校中退者
が多くいます。実際、子ども会メンバーのう
ち5人は学校に通っておらず、その一人であ
るヨーン・ソクランさん（16歳）は、「弱い立
場にいる子どもたちの役に立ちたい」と、子
ども会への参加を決めたそうです。
訪問時、子ども会メンバーは、模造紙に

地図を描き、村の中で児童労働や家庭内

暴力、貧困などの問題がある家庭に印をつ
けていく作業をしていました。他人の家庭
の内情がどうしてわかるのか尋ねると、「そ
れぞれ近所の家のことはよく知っているの
で、みんなで集まれば、村全体の情報が集
まります」とのこと。次回の活動からは、完
成した地図をもとに家庭訪問をし、親が子ど
もの権利を理解し、課題を解決できるよう働
きかけるとのこと。子ども会では以前にも家
庭訪問をしたことがあり、「子どもの権利に
ついてCOCDからトレーニングを受けた」と
話すことで、保護者たちに耳を傾けてもらえ
るよう工夫しているそうです。
子ども会メンバーの母親ジョイ・ピアップ

さんは、子ども会活動に参加してから息子
の成長が著しいと喜んでいます。「勉強に
励み、礼儀正しい振る舞いをするようになり
ました。家事などを手伝う時間は減りました
が、子どもが学び、チームで活動する経験
ができることは良いことだと思っています」。

■	子どもからの提案のうち7つを	
地域開発計画に反映・実行
以上のような、子どもたちの取り組みが、

地域にどのような影響を与えているのか、プ
ラモーイ・コミューン※3の自治体関係者に

お話を伺いました。2013年には、これまで
大人だけで行っていた「コミューン投資計
画」の策定プロセスに、子ども会や生徒会
の代表者が参加できるようにしたそうです。
「女性と子どものコミューン委員会」のロホ
ティさんは、子ども参加の意義について「子
どもの問題は、子どもたち自身が良くわかっ
ていることに気づきました。例えば、学校に
行きたいと思っている子どもにとっては、学
校が遠すぎることが重要な問題なのです」
と語りました。計画策定の会議では、子ど
もたちから提案された12の事項のうち、中
学校の設立、学校が遠い子どもへの自転
車の提供、栄養価の高い給食の提供、家
庭内暴力・児童労働・人身売買・子ども
の権利保護についての対策強化など、7つ
の提案が実際に計画に盛り込まれ、順次
実行に移されています。
COCDでは、今後も子どもと大人の双

方が協力しながら地域の問題を解決してい
けるように、支援を続けていきます。

※3�コミューンはカンボジアの行政区分のひとつ
で、郡の下位に属する。各コミューンには、選
挙で選ばれるコミューン評議会があるほか、
「女性と子どものコミューン委員会」が置かれ、
女性・子どもに関わる問題に取り組んでいる。
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助成事業報告

日中市民交流対話プロジェクト 第2回

障がい者、出稼ぎ労働者、エイズ感染
者の支援や草の根の交流活動に取り組
む中国の市民団体と日本の市民団体との
交流、経験共有を目的に、（特活）Asia-
Commons亜洲市民之道は、この事業
を2012年度にスタートさせました。

2013年度は中国の地域社会で活躍
するNGO関係者4名を招へいし、東京
で講演会と市民団体等訪問、東北被災地
訪問を行いました。2014年3月2日に東
京都北区の滝野川文化センターで行わ
れた講演会には50名以上が参加しまし
た。主な発表者孫君氏と周鴻陵氏が発表
した概要をご紹介します。

報告：鈴木真里
（ACTチーフ・プログラム・オフィサー）

■農村を農村らしく建設
孫君氏（「北京緑十字」代表）

2003年当時、貧しく環境破壊がすすん
でいた五山鎮堰河村（湖北省谷城県）で、
エコ文明村�“五山モデル”の試行と“高級
五山・新堰河村”プロジェクトを実施。資源
リサイクル（ゴミの分別）、糞尿処理の改造
（家庭式汚水浄化システム）、上下水道の
整備、家屋の修繕（古民家、歴史的建物
の修繕・保護管理など）、産業の育成（ブ
ランド茶「金剣茶」の確立、茶葉産業の活
性化）、民族と信仰の共生などを基本に、
村政府、村民と三者で力を合わせて村の再
興を実現した。この活動（2003 ～ 10年）
は“五山モデル”とよばれるようになり、同村
は湖北省で最初に「エコ幸福模範村」とな
り、ほか「全国エコ文化村」「国家AAAレ
ベル風景区」などの名誉称号を受けてい
る。2012年には、村の農工業総生産額
は1億元（約16.4億円）に達し、1人あたり
の総収入額は9,850元（16.1万円）と、
2004年の4倍に増えた。

■地域の善治と立憲の実験的試み
周	鴻陵氏（北京新時代致公教育研究院）
2003 ～ 13年に行った活動では、社会

衝突を解決する方法を探り、権利擁護の
活動に取り組んだ。「管理改革」とは、社
会の中間層を主体とした上下一体型の改

革であり、中産階級の拡大と市民社会の
成長が要求されるもの。主に秩序をもつ抗
争や話し合い、会議などで進められ、改革
の過程は比較的穏やかである。河北省、
吉林省などで政府の土地収用をめぐるトラ
ブルの解決に取り組み、吉林市の事案で
は地方政府との間で社会衝突の解決に共
同で取り組む覚書を書面で初めて交わした
ほか、2011 ～ 13年に取り組んだ江蘇省
での政府の土地収用トラブルに関する活
動は、NHKを含む国内外のメディアで報じ
られた。
2000年に策定した「理論準備」「地域

モデル」「全国普及」の三段階戦略では、
地域の善治を実現するため県レベルの地
域でパイロット事業を行っている。2013年
10月から、北京市通州区東南部で都市地
区と農村地区がある濱河新区（人口30万
人以上）で、「公民礼儀講座」（集会での
「アフタヌーンティー教室」）、「礼儀演劇」
「公益チーム」などの活動を始めている。
2014年は「中国治理網・濱河新区」
（http://www.51xinshidai.com/list-17-1.html）

をインターネット上の基地にして、コミュニ
ティでの礼儀学習を基礎に、公民の組織化
を目指し、登録者数1万人以上、公民組
織30団体以上を育成し、憲政化（国で言
えば憲法に該当する団体内の規則を重視
した政策）を図る目標だ。3月の講演会のようす

メディアにも取り上げられました
・東京新聞（2014年3月8日�27面）『中国の民
主化活動家に聞く�都内で講演会　NGO代
表・周さんら招き』
・日中友好新聞（2014年3月25日）『「草の根」
の対話と交流　中国のNGO関係者を招い
て』
・NHK国際放送「Asia�Insight」（2014年6月
6日放送）“NGO�Revives�Chines�Villages”
（中国農村を復興させるNGO）－孫君氏と
「北京緑十字」の取り組みを紹介。

招へいされた4名
孫君（スンチュン）氏
湖北、四川、河南、山東など中国各地の農村で、農
村本来の美しさを取り戻す村づくり、有機農業、エコツー
リズム開発などを推進する「北京緑十字」を2003年に
設立、現代表。安徽省出身。

周鴻陵（チョウホンリン）氏
「北京新時代致公教育研究院」代表。農村で選挙や土
地問題解決など公民社会のモデルづくりに従事。NHK
スペシャル『中国激動　怒れる民をどう収めるか』（2013
年6月6日放送）でも紹介された。2012年度に続く参加。�

廖星臣（リャオシンチェン）氏
華中科技大学中国郷村治理研究中心、浙江師範大学
三農問題研究中心、湖南省農村発展研究院で農村・
農業研究者として活躍、2009年から北京緑十字の一
員として農村建設の指揮にあたる。湖北省出身。

王玲（ワンリン）氏
2008年の四川大地震の被災地救済活動で北京緑十
字と出会い、ボランティア、スタッフとして関わる。離れ
た現在も被災地支援に取り組む。四川省綿竹市郊外
出身。
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次のような活動を通年で行っています。
お気軽にお問い合わせください。
⒈	ACT広報ビデオ「あなたの思い
をアジアに」の貸し出し

ACTの仕組みと支援活動
の事例を分かりやすく紹介し
た広報ビデオを貸し出して
おります（送料はご負担
願います）。ビデオに
は東南アジアの最
貧困層の人 が々、夢

を持ち自立のために日々 奮闘
する姿が収録されています。ご希望の方
は事務局までご連絡ください。
⒉	ニュースレター「ACT	NOW」、
年次報告書の発行と配布
ニュースレター「ACT�NOW」は、ACT

支援事業の最新情報やアジアの現状を
伝えるニュースレターです。また年次報告

では、ACTの1年間の活動をお伝えいたし
ます。どちらも年１回の配布です。ご希望
の方には無料で送付しますので、事務局
までお名前、郵送先をご連絡ください。
⒊	学習会・報告会の開催
ACTの支援事業についての報告や、

実施団体である現地NGOの代表などが
来日した折に、学習会・報告会を開催しま
す。最新の学習会・報告会のご案内に
ついては、ACTのHP（http://acc21.
org/act）または事務局ACC21の
HPをご覧ください。
⒋	出張講演
アジア諸国の開発現場やACT

および地元NGOの活動等の現
状についての報告や講演をご希望
される場合には、事務局までお気
軽にご相談ください。経験豊かな
職員を派遣させていただきます。

⒌	CSR活動を応援します「ACT特
別基金」
「大和証券グループ津波復興基金」
は、2004年末のインド洋津波被災地域
の長期的復興のため、05年に設定されま
した。以来、毎年1,000万円ずつ10年
間の予定で継続的支援を行っています。
このように、貧困、環境、医療などの
様 な々問題にステークホルダーとして取り
組みたいとお考えの企業のCSR活動が

ACT特別基金で実現で
きます。1,000万円以上
のご寄付で特別基金の
設定が可能です。事業分
野や対象国、基金名を指
定できます。お気軽に事
務局までご相談ください。

2013年11月に、神田外語大学（千
葉市美浜区）の学生ボランティア団体
CUP（Create�Universal�Peace）のメ
ンバー5人がカンボジアを訪問しました。

CUPは、「幕張チャリティ・フリーマー
ケット」（通称、幕チャリ）を主催し、2006
年以降は、その売上金をACTにご寄付
いただいています。2013年度末までの

ご寄付金額は計995万
7,240円にのぼります。
幕チャリは、イギリス発
祥のチャリティ・リサイク
ルショップをモデルに、
「物の寄付」「時間の寄
付」「お金の寄付」とい
う3つの寄付をフリー
マーケットで�連動させ、
売上金を社会や世界
のために役立てる「楽
しみながら誰もが気軽

にできる社会貢献」を目指し、2005年
に始まりました。開催にあたっては、大
学をはじめ、地域住民、地域の企業な
ど、地域ぐるみの協力を得ています。
今回の訪問では、ACTからの助成金

が活用されている、地方の農村開発や
都市部の子ども支援の現場を訪れまし
た。参加したメンバーは、受益者の方々
や現地で活動するNGO団体のスタッフ
から直にお話を聞き、幕チャリを通じて集
められたお金が、貧しい農家の生活改
善やスラムの子どもの奨学支援に役
立っていることを実感されたようです。

スラム地域で奨学支援を受
けている子ども（右端）とそ

の母親（右

から二番目）の自宅を訪れ
、現在の生活状況やAC

T助成事業

から支援を受けての変化な
どについて聞いたCUPの

みなさん

ご要望があれば紹介パンフ
レットを無料でお送りします
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ご寄付のお願い

お願い
⃝会員の皆様へ
ご住所・お電話番号などを変更された場合は、ACT事務局までご連
絡ください。

⃝特別基金を指定して寄付される場合
特別基金「梅本記念アジア歯科基金」および「アジア民衆パートナー
シップ支援基金」に指定寄付される際は、事前に下記受託行（もしく
はACT事務局）にご連絡ください。

【連絡先】
三菱UFJ信託銀行　リテール受託業務部�公益信託グループ
〒100-8212　東京都千代田区丸の内1-4-5
Tel：03-3212-1211　Fax：03-6214-6253

ACTへのご寄付の方法
ACTは「認定特定公益信託」として認定されており、�
賛助会費・ご寄付には税制上の優遇措置が適用されます。
ご希望される方はACT事務局までお問い合わせください。

寄付金および賛助会費のご送付先
［郵便為替］
口座番号：00100-6-19755　加入者名：公益信託アジアコミュニティトラスト
または、次の4行の窓口でもお取扱いいたします。

［三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行］

［ACT受託銀行］
⃝三井住友信託銀行
⃝三菱UFJ信託銀行
⃝みずほ信託銀行
⃝りそな銀行

［ACT事務局］
〒113-8642�
東京都文京区本駒込2-12-13アジア文化会館1階�
（特活）アジア・コミュニティ・センター21（ACC21）内
Tel：03-3945-2615
Fax：03-3945-2692
Email：act-info@acc21.org
URL：�http://acc21.org/act

ACTへのご寄付は、所得税、法人税、相続税の�
控除の対象となります。
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─アジアの人 に々“愛”を届けませんか─
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賛助会員
ACT事業を継続的に 
支えていただく会員

【年会費】
個人　1口以上（1口1万円）

団体・法人　1口以上（1口5万円）
特別賛助会員　1口以上（1口10万円）

一般寄付

定期、不定期を問いません。 
金額はご自由です。

特別基金
（1,000万円以上の 

ご寄付の場合）

寄付者が希望される名称を冠して 
特別基金を設定し、支援対象国、 

事業分野を指定できます。ACT 設立
以来26基金が設定されています。

詳しくはACT受託銀行4行で 
ご相談を承ります。


