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I.  はじめに 

 
 
 
 
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK）の支援者の皆様、ならびに活動にご

関心をお寄せくださる皆様へ、2006 年度活動報告書をお届けします。 
 
 2006 年度は KnK にとってさらなる試練と新たな展開の年でした。前年から取り組んで

きたカンボジア、フィリピン、べトナム、パキスタン、インドネシア、インドでの活動を

それぞれ活発に発展、継続させたほか、新たに東ティモールで地域間紛争の被害に遭って

いる青少年たちを対象とした教育支援活動を開始しました。その一方で、スマトラ沖津波

被災地タイでの援助活動については現地 NGO に引継ぎ、終了しました。 
 
 顧みると、1997 年に KnK を設立し、当初は国境なき医師団日本の教育プロジェクトと

して行われていた活動を引き継いで以来、2000 年には NPO 法人としての認証を受けるな

ど、関係者の努力によって今日を迎えることが出来ました。活動の内容も、アジアの恵ま

れない子どもたちへの支援から、2004 年 12 月のスマトラ沖地震・津波発生を機に自然災

害時の緊急支援を手掛けるに至り、さらに昨年は東ティモールの事例にみる如く“紛争地

域での青少年支援”への取り組みを始めました。 
 
 このように毎年着実に活動の基盤を固めつつさらなる展開を重ねていけるのはひとえに

皆様のご理解とご協力のお陰であると心から感謝しております。 
 
 今年 2007 年の秋、KnK は設立 10 年を迎えます。世界諸地域に想像を絶するような悲

惨な環境にあえいでいる子どもたちがまだまだ数多く存在する一方で、KnK としては支援

活動に従事する人材の育成、地域間連携の強化等の諸課題への取り組みと共に、何よりも

財政基盤をさらに強化して行く必要を痛感しております。 
 
 今後とも皆様のお励ましとご支援を切にお願い申し上げます。 
 

2007 年 4 月 10 日 
 
                     特定非営利活動法人 国境なき子どもたち 
                      会長  宮 尾 舜 助 
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II.  アジアにおける援助活動 

 

[A] カンボジア活動報告 

 

[1] 概況 
 
2000 年に始まったカンボジアにおけるプロジェクトは 2006 年で丸６年を迎えた。本年はビルディング・

トゥギャザープロジェクト（後述）を中心に活動の幅が大きく拡大した年であった。「若者の家・バッタンバ

ン」では、居住施設や職業訓練施設が次々と建ち、４月の盛大な落成式を経て、若者の家・女子が新施設に

移転した。また６月には新しい試みとしてプノンペンで 10 日間に渡る「インターネット＆ウェブサイトワー

クショップ」を実施、８月には「絹織物ワークショップ」も開始した。12 月には若者の家・男子も新施設へ

の移転が完了し、施設・活動共に拡充された１年となった。 

さらに刑務所内教育活動においても、従来のバッタンバン州に加えてバンテアイミンチェイ州刑務所でも

６月にその活動を開始するなど、多くの面において飛躍の年であったといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
[2] プロジェクトの進捗状況 
 
１）「若者の家・バッタンバン」プロジェクト 

（１）活動内容、成果 

○概要：「若者の家・バッタンバン」は、元ストリートチルドレンや孤児、人身売買や性的虐待の被害に遭っ

た青少年のための自立支援施設であり、他の NGO が運営する保護施設での受け入れが年齢的に難しい 15 歳

以上を主な対象として支援を行っている。「若者の家・バッタンバン」では、子どもたちに対し適切な衣食住

と教育・職業訓練の機会を提供すると同時に、カウンセリングによるメンタルケア、卒業前の就職支援や家

族との面談、卒業後の定期的なフォローアップ等を行っている。2006 年 12 月末現在、計 43 名（男子 28 名、

女子 15 名）が「若者の家」で生活している。 
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○教育支援：子どもたちのほぼ全員が公立学校または職業訓練に通っ

ている。公立学校は、小・中学校に通う者が多いが、高校・大学とい

った高等教育を受ける者も含め、計 27 名（男子 17 名、女子 10 名）

が学んでいる。その他、私塾で 15 名が英語を、3 名が日本語を、1

名がコンピュータをそれぞれ学んでいる。 

職業訓練では、子どもたちはソーシャルワーカーのアドバイスを受

けながら自発的に訓練を選択しており、男子８名がそれぞれ車塗装、

車修理、溶接、理髪、絵画を、女子６名がそれぞれ美容、絹織物、絵

画を学んでいる。 

また、平日には午後から夕方にかけて施設内で識字教室を開いてお

り、公立学校に通学する子どもを対象としたクラス（男子 13 名、女

子 5 名）と、

職業訓練に専

念している子

どもを対象とするクラス（男子 8 名、女子３名）の 2

つに分けている。前者が学校の補習を目的とするのに

対し、後者は国際機関より提供されたテキストを用い、

読み書きだけでなく社会生活や仕事をする上で必要

な技術や知識も学んでいる。 

 

 
○卒業生：「若者の家」の卒業生数は、プロジェクト開始から 2006 年 12 月末までで 71 名を超えた。卒業生

が精神的・経済的に安定した生活を営むため、卒業後も KnK スタッフによる定期的なフォローアップとモニ

タリングが行われ、またその経験・情報を蓄積し「若者の家」で暮らす子どもたちの卒業時に役立てている。

更には卒業生が転職・独立・起業する際、必要に応じたローンなどの支援も行っている。 

 2004 年には、卒業生同士が情報交換を行い問題解決に取り組み、また卒業生に対する継続的なフォローア

ップを主眼とする「同窓会（The Alumni Club）」を開始した。2006 年も 4 月と 12 月に開催し、各回 17 名

前後の卒業生が参加した。12 月の会では、卒業生と現役生とのディスカッションによる経験共有や、昨年末

の会で提案された「共同貯金箱」の発足とそれによる卒業生１名の支援が決定するなど、回を追う毎に有意

義な実施内容となっている。 

 
○「若者の家」その他の活動：毎年恒例となった

日帰り旅行などのレクリエーション活動のほか、

2006 年は「インターネット＆ウェブサイトワーク

ショップ」をプノンペンで 10 日間に渡り実施し、

「若者の家」から 9 名の男女が参加した。カンボ

ジアでも年々普及率が上がるコンピュータやイン

ターネットの利用方法を学びながら PC スキルを

身に付け、職業選択の幅を広げた。 

また昨年に引き続き、現地 NGO スタッフを対象
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とした、人身売買被害者の心理ケア手法を学ぶ「連続カウンセリング研修」を KnK が主催し実施した。各ス

タッフが本研修やその他ワークショップを通して得た知識やスキルを、施設内の子どもを対象とした啓発ワ

ークショップやカウンセリングなどで積極的に活用するなど、スタッフと子どもたちの双方に役立つ結果を

生んでいる。 

 
（２）課題 

2006 年の子どもの受け入れ数は計 42 名（男子 33 名、女子 9 名）と、これまで以上にその数は増加した。

プロジェクトは６年を経過し、スタッフが徐々に経験を積むと同時に業務も非常に円滑に進むようになった。

しかし、子どもの受け入れ数が増加するほど様々な問題が持ち上がっているのも一方で事実である。今後、

卒業生のフォローアップの充実も含め、改めて子どもにより高い関心を持ち続け、彼らが抱える問題解決に

取り組んでいく必要がある。 

 
2）「若者の家・プノンペン」プロジェクト 

（１）活動内容、成果 

 2002 年 9 月から開始した「若者の家・プノンペン」プ

ロジェクトは、比較的年齢が高く物事の分別がつく若者

数名を、プノンペンでしか学べない職業訓練や高等機関

への進学を目的として受け入れている。彼らは就学・職

業訓練のための奨学金と最小限の生活費及び精神的なサ

ポートの下、日常生活や生活費を自分たちで管理しなが

ら、近い将来の自立へ向けた生活を送っている。 

 2006 年 12 月末現在、男子４名がプノンペン市内の住

居にて共同生活を送っている。内２名が高等学校に、他

の２名が大学にそれぞれ通っている。また同時に４名全

員が英語学校に、３名が日本語学校に通い、外国語の習得にも積極的に取り組んでいる。独立した生活を送

る彼らが孤立感を味わうことのないよう、スタッフが月 1～2 回程度訪問し、学習や就職のアドバイスを行っ

ている。 

  
（２）課題 

 非常に喜ばしいことに、「若者の家」からの大

学進学者は 2006 年で計 3 名となった。2007 年

初頭には初の大学卒業者が出る予定である。彼

らは卒業後の進路を自分自身で探せるだけの能

力を十分に持っているが、学位保持者でも就職

が厳しいカンボジアの状況下において、適切な

指導・アドバイスを提供していく必要がある。 
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３）法に抵触した青少年への支援 

（１）活動内容 

○概要：KnK は 2003 年 1 月にバッタンバン州刑務所内において未成年収監者に対する①教育活動を、2004

年からは②職業訓練と③出所前後のサポートをそれぞれ開始した。2006 年 6 月にはバッタンバン州に隣接す

る④バンテアイミンチェイ刑務所内での教育活動も開始している。 

 
＜バッタンバン州刑務所＞ 

①教育活動（週２回・各３時間）：読み書きのレベルが比較的高い B グループ（20 名、うち女子 1 名）と低

い A グループに分け（27 名、うち女子 3 名）、識字教育のみならず、衛生教育や道徳など刑務所内での生活

だけではなく出所後の社会生活でも必要となる知識を学んでいる。 

②職業訓練（週 3～４回・各 2 時間半）：2006 年前半は男子向けに絵画、女子向けに編み物と縫製のコース

を、後半は絵画と縫製と造花のコースをそれぞ

れ実施した。現在は絵画１１名（油絵６名、水

彩画５名）、縫製 13 名、造花 10 名が参加してい

る。 

③出所前後のサポート：教育活動に参加してい

る未成年収監者を対象に、電話や家庭訪問を通

じた連絡調整や、家族からの支援が受けられな

い者には出所時の交通費と衣服の支給を行って

おり、2006 年は前者 5 名、後者４名がそれぞれ

のサポートを受けた。 

※その他の活動：クメール正月やお盆には刑務所当局と協力して刑務所内でセレモニーを開催し、特に国際

子どもの日（６月１日）には、刑務所当局や NGO から関係者を広く招き、子どもたちの日頃の活動成果を

発表すると同時に、寸劇などを通じて子どもの権利保護に対する意識向上と関係諸機関との連携強化に努め

ている。 

 
＜バンテアイミンチェイ州刑務所＞ 

バッタンバン州刑務所同様、未成年が多く収監されているバンテアイミンチェイ州刑務所でも教育活動を

開始した。現在は週１回で、読み書きのレベルによって２グループ（各クラス 29 名、34 名）にわけ、午前

と午後各２時間半ずつ識字、道徳、英語などの教育を行っている。 

 
（２）成果と課題 

バッタンバン刑務所内の未成年収監者は、活動開始か

らかなりの時間を継続して学習を継続している者が多く、

両グループともに学習能力が向上している。職業訓練で

も、参加者が製作した作品は所内でのイベントや近くの

市場で販売し、その収益金をこれらの活動に還元してお

り、持続可能な運営形態に近づきつつある。また、2006

年 9 月からは KnK スタッフのリクエストにより、これま

で成年収監者と同居していた未成年収監者が別の監房で
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生活することができるようになり、彼らの精神衛生環境は大きく改善されたといえる。 

また、バンテアイミンチェイ州刑務所での教育活動がいよいよ開始されたが、その対象である未成年収監

者の多くが勾留中の身であり、関連団体と協力して早期の裁判実施支援を進めていく必要がある。同時に週

１回の教育活動では学習時間が十分ではなく、バッタンバン州刑務所同様、職業訓練や出所前後のサポート

を将来的に充実させていきたい。また、バッタンバン州刑務所における男子向けの職業訓練を、女子同様に

複数実施を検討していきたい。 

両刑務所に共通している問題は衛生状況の悪さである。未成年収監者が病気にかかることなく学習を継続

するためにも、当局や他団体に改善へ向けた協力・支援を呼びかけていかなければならない。 

 
４）「若者のための日カ友好職業訓練施設」共同建設プロジェクト 

通称：”Building Together” ビルディング・トゥギャザー 

（１）活動内容、成果 

2004 年 5 月に開始した”Building together”は、以下の３つを目指したプロジェクトである。 

 

・施設での職業訓練実施により、若者に職業訓練の機会を提供する 

・施設を現地の人々へ積極的に開放し、周辺地域の人々の問題意識と理解の向上を促進する 

・国を越えた若者の交流や The Alumni Club の拠点として卒業生の主体的な利用を促す 

 
施設での職業訓練として、①絹織物ワークショップ（2006 年開始）、②建設ワークショップ（2005 年より

継続）、③農業関連アクティビティ（3 年目）をそれぞれ行った。 

 
①絹織物ワークショップ：2006 年 8 月より、絹織物

の職業訓練を開始した。同職業訓練は「若者の家」に

暮らす女子のみならず、地域の貧困層の女子も対象と

している。現在 KnK から 3 名、地域から 5 名の女子

が参加し、講師 2 名の指導の下、伝統的な絹織物 2 種

類の織り方を 1 年かけて学ぶ。参加者は 1 年後、一通

りの織り方を習得し、絹織物の生産に従事する予定で

ある。 

 
②建設ワークショップ：昨年末に引き続き、2006 年

10 月には京都在住の建築士松田茂氏の指導による約

1 ヶ月間の「建築ワークショップ」（第２回）を開催し

た。本ワークショップには「若者の家・バッタンバン」

で暮らす青少年が参加し、敷地内の東屋や女子生活棟

のテラス等の建設を通じて、工具の使用法や建設知識

の習得に励んだ。翌年には第 3 回の実施が予定されて

いる。 
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③農業関連アクティビティ：「若者の家」に隣接する農業用地に、今年も稲作を行った。職業訓練施設の建設

終了後には、家庭菜園での果物や野菜の栽培も計画している。日頃から馴染みの深い農業を子どもたちが将

来地域で生活する際にも実践できるよう、楽しみながら学べる機会を提供している。尚、米の収穫は 2007

年 1 月初旬を予定している。 

 
（2）課題 

 「若者の家」や刑務所内教育活動のみならず、職業訓練の実施も KnK のプロジェクトとして加わり、一段

と活動の幅が広がった。今後も絹織物だけでなく、縫製や木彫などの訓練の開始を予定しており、より多く

の地域住民が参加できる活動を目指している。また職業訓練で製作された作品を商品として販売し、利益を

訓練費用として還元させていけるよう、会社の設立も計画中である。また同時に、施設内に理髪店を建設し、

卒業生の働く場および地域住民が気軽に施設内に立ち寄ることのできるスペースを確保することで、地域の

理解と連携を強化していきたい。 

 

[3] パートナー・関連諸機関 
 
国際機関 国際移住機関 (IOM; International Organization for Migration) 

国際連合児童基金 (UNICEF; The United Nations Children’s Fund) 

政府機関 Transit Center（人身売買の被害者でタイから送還された子どもの一時受入れ施設） 

社会福祉省(Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation)  

内務省 (Ministry of Interior) 

バッタンバン州：教育青年スポーツ局、保健局、職業訓練センター（BTB-VTC） 

NGO ●子どもの受け入れ団体 

HOMELAND, Komar Rikreay Association Center, Goutte D’eau, CCASVA, LAC, 

ILDO, SKO, Phare Ponleu Selpak, ARM, Pteah Teuk Dong, Komar Santapeap 2, 

Dhamma Yeatra Mongkol Borei, ERM, NYEMO, SFODA, SCCR, JCIA, CWCC, 
Neavea Thmey 等 

●子ども向けカウンセリング実施・協力団体 

TPO, COSECAM, MEDiCAM, NGO-CRC 等 

●刑務所内教育活動協力団体 

LICADHO, ADHOC, PJJ 等 
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[4] スタッフの配置状況 
 

「若者の家」バッタンバン プロジェクトオフィサー 
ソーシャルワーカー 
エデュケーター 
経理担当 
識字教師 
セキュリティーガード（パートタイム含む） 
ハウスキーパー 
日本人・現地派遣ボランティア 

1 名 
2 名 
2 名 
1 名 
2 名 
5 名 
2 名 
1 名 

法に抵触した青少年への支援 エデュケーター 
職業訓練講師（絵画、裁縫・造花） 

3 名 

3 名 

シルクワークショップ 絹織物講師 2 名 

 合   計 24 名 

 

 

[5] 今後の展望 
  
これまで述べてきたように、2006 年は施設・活動ともに大幅に拡大した年であり、スタッフも多忙を極め

た。次年度以降も施設内における職業訓練の種類を増やすなど、新規事業を続々と展開していく予定である

が、これまで以上に過去に蓄積された経験・ノウハウを活かしながら、スタッフ間のコミュニケーション・

連携を強化し、いかに協力して全てのプロジェクトを効率的に進めていくかが課題となる。 

 
報告：KnK カンボジア現地代表 門倉 若菜 
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[B] フィリピン活動報告 
  

[1] 概況 
2006 年は日比友好 50 周年という節目にあ

たり、1 年を通してフィリピンと日本の NGO

間で定期的な会合が開かれる中、11 月の日比

合同開催のシンポジウムに参加するなど KnK

としても活動認知の促進にも力を入れた年と

なった。同時に、フィリピンで活動している日

本 NGO 間の横のつながりも強化し、各団体の

現場の改善を目的とした情報交換会を毎月実

施することで、フィリピンにおけるネットワー

キングの基礎作りを行った。これにより、裨益

者のために何が必要かを話し合い、また各団体の活動内容を確認した上で効率的にプロジェクトを遂行で

きるようになった。今後もこの会を継続し、現場に活かす情報交換を行っていく予定である。 

KnK の活動においては、引き続き①ストリートチルドレンや未成年受刑者などの更正プログラムを重視

した「若者の家」（2006 年に『友情の家』から改称）、②青少年犯罪の予防教育促進を目的とした、バゴン

シーラン・パヤタスでの「地域密着型教育支援」、そして③青少年や児童権利の保護を中心とした「サガン

ダーン墓地訪問」を強化し、活動を行った。ソーシャルワーカーや教師を中心とした各スタッフが入念に

子どもたち 1 人 1 人のケースを考慮しながらプログラムを実行した結果、教育プログラム登録者が過去最

高の数を記録した。以前 KnK の裨益者であった元ストリートチルドレンがピア・エデュケーターのトレ

ーニングを受け、KnK のスタッフとして活動を支えてくれていることも、KnK にとって大きな活動力と

なっている。また、青少年ならびに彼らの母親を対象としたセミナーも定期的に実施し、参加者からも高

い評価を得ることができた。 

 

[2]  プロジェクト 
1）「若者の家」（北部カローカン市 バゴンシーラン） 

「若者の家」は、未成年受刑者（CICL *）、そし

て事情により家庭に戻れない子どもやストリー

トチルドレンを保護し、家庭的な環境を子ども

たちに提供することを目的とし運営されている。

6 歳～20 歳前後の青少年、平均 15 人～20 人が

「若者の家」で共同生活を行っている。罪を犯

してしまった少年たちは釈放されてもほとんど

行き場がないため、KnK が保護者として支援し

更正プログラムを提供している。専門のソーシ

ャルワーカーが定期的にカウンセリングを行い、

彼らの将来を共に考え自立できるようケアをしている。また、栄養失調による瀕死の状態で保護された年

少の子どもたちも、安全な生活環境の中で暮らすことにより、精神的に落ち着き笑顔が見られるまで改善

している。 
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*未成年受刑者…CICL（Children in Conflict 

with the Law） 

→法的問題を抱えた子どもたちの略。裁判所の

要請により KnK が保護観察を行い、更正を図

る。 

 

 

 

 

 

 
表１．「若者の家」利用者推移 

 1
月 

2
月 

3
月 

4
月 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

定住者 22 23 26 20 20 18 16 16 16 15 16 16 

短期滞在者 14 11 9 11 8 5 2 5 5 6 4 4 

 合計 36 34 35 31 28 23 18 21 21 21 20 20 

 
表２．「若者の家」利用者内訳 

 1
月 

2
月 

3
月 

4
月 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12
月 

ス ト リ ー ト  

チルドレン 
14 12 15 13 14 8 4 7 5 4 4 6 

未成年受刑者(CICL) 17 16 15 10 9 7 7 8 8 7 6 6 

地域から一時保護 5 6 5 8 5 8 7 6 8 10 10 8 

 
2006 年、15 歳以下の未成年受刑者の法改正により、未成年受刑者たちは刑務所から専門のリハビリセ

ンターに搬送され、適切な処置がとられるようになった。加えて、10 月にサガンダーンの墓地で行われた

ストリートチルドレンの保護で、大半が NGO の施設などに預けられ、薬物使用者 16 名はリハビリセンタ

ーに搬送されたため、「若者の家」で受け入れた未成年受刑者やストリートチルドレンは減少した。 

年間を通して「若者の家」から家庭に戻れたケースは 8 名で、2006 年 12 月現在、16 名の定住者が引き

続き「若者の家」で暮らしている。その他の裨益者は他の団体や職業訓練所に紹介し生活の場を移した。

16 名の未成年受刑者の裨益者は、彼らの過去の経験からトラウマの症状があるため、ソーシャルワーカー

による定期的なカウンセリングを行った。そして、ソーシャルワーカーやピア・エデュケーターは、裨益

者の家庭訪問を 38 件実施した。健康面では、毎月子どもたちの健康診断を行い、担当者は常に子どもの状

況を把握するよう心掛けている。また教育面では、「若者の家」の利用者の中で、2006 年 3 月に公式教育

を修了した者は 7 名、非公式教育を修了した者は 11 名であった。 

2007 年は、未成年受刑者 1 人 1 人に対するさらなるケアの充実化を図るとともに、地域においても緊急

を要する子どもたちの安全の確保を目指し、住民たちと協力体制を整え子どもを取り巻く環境改善を目的

とし活動を行っていく。 
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2）コミュニティベースの援助活動（奨学金制度、非公式教育、課外授業） 

①北部カローカン市 バゴンシーラン：2 ヵ所（フェーズ 7、フェーズ 8） 

北部カローカン市のバゴンシーランは、犯罪率の高いアジア最

大のスラム地域と呼ばれ、職を持たない貧困層の家庭が多い。一

家庭の平均的な子どもの数は 6 人～12 人とされ、定期的な収入

がないためネグレクト（育児放棄）の被害にあったり、学校に通

えずストリートチルドレンになる子どもたちが多く存在してい

る。バゴンシーランでは、安定した日々の生活は保障されておら

ず、子どもたちは十分な教育も受けられないため、マリファナな

どの薬物を使用したり、窃盗や強盗などの犯罪に手を染める未成

年の子どもたちが後を絶たない。 

そのため、KnK はバゴンシーランのフェーズ 7 とフェーズ 8

の 2 ヵ所に住む子どもたちを対象に奨学金を提供し、公式教育を

受けさせる制度を設けている。また、公式教育のレベルに達して

いない子どもたちには、定期的に教師を派遣し非公式教育を実施

することで、地域住民と一体となり地域密着型の教育プログラム

の定着を図った。 

 
・奨学金制度    2006 年登録者数：50 名 

実際の受講者数：39 名 

・非公式教育および課外授業参加者  2006 年登録者数：300 名 

実際の受講者数：126 名 

（内訳）フェーズ 7：68 名（基礎レベル－15 名、小学レベル－18 名、高校レベル－35 名） 

フェーズ 8：58 名 （基礎レベル－13 名、小学レベル－15 名、高校レベル－30 名） 

 
奨学金制度と非公式教育の実施に伴い、基本的な常識や社会性を身につける課外授業や、研修・トレー

ニングを実施し、基礎知識を得るための「リプロダクティブヘルス」、HIV/AIDS/STD についての情報を

含んだ「性教育」、受益者から支援者になるための「ピア・エデュケーター＆リーダーシップ研修」などを

開催した。そして 6 月には、KnK の教育プログラム受益者に対し健康診断および歯の検診を行い、206 名

が受診した。 

 
②ケソン市 パヤタス：1 ヵ所（フェーズ 2） 

巨大なゴミ山（スモーキー・マウンテン）が存

在するパヤタスは、環境問題・人的問題を抱える

スラム地域であり、ゴミを収集して生計を立てる

スカベンジャーの人々が多く住んでいる。法的に

14 歳未満はごみ山で働くことが禁止されている

にもかかわらず、幼いうちから家計を支えるため

学校に通わずごみ山で働く未成年者が今でも数

多く滞在している。子どもの人権に対する親の理
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解を得るため母親を中心とした地域住民の協力が必須であり、スタッフによる定期的な家庭訪問や意見交

換会を通し、ボランティアとして参加してもらうよう訴え、非公式授業のサポートや給食作りなど、様々

な活動の手伝いを率先して行う母親が増えた。教育面では、バゴンシーラン同様、パヤタスにおいても子

どもたちが公式教育を受けるための奨学金制度を設け、同時に平日の非公式教育や土曜日の課外授業を実

施している。 

 
・奨学金制度 

2006 年登録者数：13 名 

実際の受講者数：13 名 

・非公式教育参加者 

2006 年登録者数：125 名 

実際の受講者数：60 名 

（内訳／フェーズ 2：60 名 

小学レベル－27 名、 

高校レベル－33 名） 

・課外授業登録者数：281 名 

 
パヤタスでは、奨学金制度や非公式教育に伴い、青少年、そして親を対象とした専門的なセミナーを実

施している。リプロダクティブヘルスなど、健康面や薬物に関する専門知識を得るためのセミナーを合計

9 回行い、30 名～50 名の青少年の参加者が受講した。母親を対象としたセミナーは、子どもの健康や基礎

的な書類作成の仕方、女性や子どもに対する虐待についてなど、合計 10 回実施し、117 名が参加した。そ

の他、子どもたちの健康を定期的に調べるため、健康診断を行ったところ、11 歳～19 歳までの 106 名の

子どもたちが受診した。 

 
3）墓地（カローカン市 サガンダーン） 

KnK のピア・エデュケーターであるスタッフを担当

責任者として派遣し、定期的な調査したところ、10 月

まで 43 名のストリートチルドレンが墓地で寝泊りを

していた。10 月に行われたストリートチルドレンの搬

送で、大半が他団体に引き取られる処置が行われたが、

路上での生活に慣れてしまっている子どもたちは 20

名程が再びカローカン市やマラボン市の市場や道端で

生活するようになってしまっている。その後の調査で

は、約 30 名が路上で生活していることが判明した。彼

らにインタビューをしたところ、彼らのほとんどは家

族がいるとのことだが、様々な家庭の事情で路上生活

を選択している。しかし、もし可能ならば学校に通い

たいと 16 名が答えている。 
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4）刑務所 

KnK フィリピンのプロジェクトの中でも今まで力を入れてきた刑務所での活動は、2006 年の未成年受

刑者に対する法改正により、大きな変化を迎えた。従来のフィリピンの法律では、9 歳以上から逮捕でき

る権利が警察に定められ、未成年に関わらず罪を犯したとみなされる受刑者は成人受刑者と同じ刑務所に

収監されていた。裁判を受けるだけの資金もなく、一度収容されるとなかなか釈放されない状況が続いて

いたが、法改正後は 15 歳未満専用のリハビリセンターが設けられ、未成年受刑者の収監されている環境は

かなり改善された。センターはビクータンに設置され、家族が面会に行くには困難な状況だが、少なくと

も従来と比較して未成年受刑者の人権が守られるようになった。  

2006 年 5 月までは、カローカン市・マラボ

ン市・ナボタス市の 3 つの刑務所で、289 名を

対象とし更正プログラムを取り入れた課外授

業（識字教育、音楽、スポーツ、図画などのレ

クリエーション）を実施していたが、搬送後は

専門のパラ・リーガルオフィサーを毎週派遣し

定期的なモニタリングを通し、公平な裁判を受

けられるようフォローアップを行った。 

そして、バゴンシーランでは、釈放または仮

釈放された 24 名の未成年受刑者のモニタリン

グをソーシャルワーカーやパラ・リーガルオフィサーが定期的に行った。 

 

[3]  提携団体・企業 
 
（公的機関） 

Local Barangay of Bagong Silang, Local Social Services Department of Caloocan City, 
Department of Social Welfare and Development - National Capital Region, Department of  
Social Welfare and Development – Region 4-B,  
Philippine National Police –Police Precinct in Bagong Silang, Social Services Development 
Department –Quezon City,  
Payatas Operation Group (POG) 
 

（他団体） 
FOCOLARE Carpentry Training Center –NGO, Center for the Prevention and Treatment and 
Counseling of Sexually Abused Children(CPTCSA), Psycho –Trauma Department –University of Santo 
Tomas, Marcel Van / Alliance International, Dangerous Drug Board, KUYA Center, Hospicio de San 
Jose  for abandoned children, End Child Prostitution Child Trafficking and Child Abuse, Free Lava 
–Cebu, Juvenile Justice Network, Bahay Tuluyan, JICA, FASID, International Justice Mission (IJM), 
Child Justice League (CJL), Humanitarian Legal Assistance Foundation, Consuelo Zobel Algiers 
Foundation, People’s Recovery and People’s Development Association (PREDA), Philippine Global 
Exchange (PGX), ICAN-Phil Inc., SALT, German Doctor, HOPE-Phil, Medical Action Group (Dr. Ben), 
Samahang Tunay (PO), Department of Education –Division Office of Caloocan City and Quezon City, 
Local  Barangay Health Unit, University of the East for Dental referral, Molave High School 
 
・ Terres des Hommes-Netherlands （バゴンシーランでの活動に対するパートナーシップ） 
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[4]  スタッフ配置状況 
 

KnK フィリピンの現地有給スタッフは 2006 年

12 月末現在合計 11 名である。その他は、裨益者の

母親や地域住民など 19 名がボランティアとして

KnK の活動に関わり、それぞれの役割を担ってい

る。 

 

 
スタッフ配置 （2006 年 12 月末現在） 

 

     

 
＊サガンダーン墓地や 

パヤタスの活動で、 

「若者の家」担当の 

ピア・エデュケーターが 

兼任 

 
 
 
 

[5]  今後の展望 
      

2007年はKnKの設立以来10周年にあたり、

フィリピンにおいても過去の経験をもとにさ

らなるプログラムの改善を図る。現在、KnK

は最も過酷な状況にあるとされる未成年受刑

者（CICL）や行き場のないストリートチルド

レンのケアを行い、安定した生活の場や必要な

教育を提供しているが、今後はフィリピンで活

動する他団体との協力体制を強化し、現場によ

り貢献できる効率的なプログラムを提供できるようパートナーシップの構築を目指すと共に KnK のオリ

ジナリティを十分に発揮した独自のプロジェクトの実施を考慮し活動を進めていく。 

その他、公的機関の協力を得、カローカン市においてストリートチルドレンを対象とした新たなセンタ

ー設立の計画を実現すべく、リサーチや資金調達を開始し、スタッフや子どもたちの意見を取り入れなが

ら新規プロジェクトを立ち上げる。また、KnK のモットーである「共に成長する」、つまり受益者と共に

自らも成長していくことを心掛け、日本や各国の訪問者の受け入れを行い、子どもたちにとっても訪問者

にとっても有意義な場を提供することで異文化交流を実施する。 

 
報告：KnK フィリピン現地代表 中村 八千代 

プロジェクト 人数 
1.  若者の家  
‐ソーシャルワーカー 1 
‐ピア・エデュケーター＊ 2 
‐ハウスマネージャー 1 
‐セキュリティ・オフィサー（6 月まで）  1* 
2.  地域活動（バゴンシーラン）  
‐ソーシャルワーカー 1 
‐教師 1 
‐パラ・リーガルオフィサー（11 月まで）  1* 
3.  地域活動（パヤタス）  
‐教師 1 
‐チームリーダー（7 月まで） 1 
4.  管理・運営 3 



 16 

[C] ベトナム活動報告 
 
[1]  概況 
 

ドイモイ(刷新)政策開始後 20 年間の GDP 年平均成長率は

10．2%にまで達し、ベトナムにおける急激な経済発展は貧困

の削減に寄与する一方で、人々の間に著しい経済格差と新たな

貧困をもたらしているともいえる。人口 600 万人を超すホーチ

ミン市は、ここ数年、地方から労働目的で移住する住民が年間

約 20 万人に達するまで急増し、同時に 1 万人以上のストリー

トチルドレンを抱えている。彼らは宝くじ売りや靴磨き、花売

りやゴミ拾いなどの仕事をして収入を得ているが、孤児で一人

またはグループで路上生活をしている者、昼間は路上で過ごし、

夜は親の元へ帰る者、また地方から出稼ぎに来て大人たちに搾

取されている者など背景は様々である。 

KnK はそうしたストリートチルドレンが地域社会で自立し

た生活を始めることができるよう支援プロジェクトをホーチ

ミン市で運営している。これまでに「若者の家・男子」および「グループホーム」プロジェクトを実施し、

計 29 名の男子の自立を手助けした。2004 年 1 月より開設している「若者の家・女子」は 2006 年で 3 年目

を迎え、家族および地域社会への復帰を実現させるべき重要な年となった。 
 

[2]  プロジェクトの進捗状況 
 
1) 「若者の家」プロジェクト 

(1)活動内容 
 
 ベトナムでは15歳以下の子どもを就業させることが禁止されているが、児童労働の実態は目に見えてそれ

に反している。特に女子の場合、雇用主による虐待の被害に逢ったり、売春を強要されたりする危険性も高

いが、ホーチミン市内の路上から児童教育訓練センター(CETC)に保護されるストリートチルドレンの中には

女子の数が決して少なくない。そうした女子のうち、家庭に戻ることが難しいが進学あるいは職業技術の習

得を希望し、かつ比較的精神的にも安定している

10名が選考され、「若者の家」で生活している。

2006年12月末までに合計18名の女子を受け入れ

ている。プロジェクトの運営に関しては、ストリ

ートチルドレン対策を進める社会福祉労働省ホー

チミン支局およびその監督下にあるCETCをパー

トナー団体とした。 

子どもたちは公立教育や職業訓練を受けながら、

コミュニティの中で共同生活をしている。路上生

活が長く入居前の就業年数が少ないため、識字力
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は半数が小学生レベルである。職業訓練については、多くの者が基本のコースを終了し、就職に向けてより

実践的な研修を始めた。その際にはエデュケーターが将来の雇用の可能性を考慮しながら民間の商店などの

実習先を探した。職業技術としては縫製、美容、デザインアート、料理、レストランサービスなどである。 

 
また、思春期で成長過程にある子どもたちは精神的な揺れが大きく、エデュケーターは彼女らの内面的な

発達に心を砕いた。コミュニティで生活していくために必要な社会性のみならず、自己価値をあらためて認

識することを目標として、子どもたちがそれを自ら理解し、自身の力で築いていくことができるようエデュ

ケーターがその環境づくりに努めた。 

 過去にたとえ親に出稼ぎを強制されたり、親から

十分な愛情を与えられたりせずとも、ほとんどの女

子はプロジェクト卒業後に家族のもとへ戻ることを

強く希望する。エデュケーターは特に旧正月の際な

ど子どもたちの里帰りに同行し、家族や親戚と話し

合い、子どもたちを受け入れる環境が整っているこ

とを確認した上で家族との再統合を手助けした。 

  
(2)成果 

 「若者の家」ではエデュケーターが子どもたちと共同生活をしているが、生活習慣が改善され、日常管理

能力も身についてきた子どもたちは、生活面でエデュケーターの手助けを必要とすることはほぼなくなった。

子どもたちはそれぞれのスケジュールに従って自主的に行動し、また家の中のルールを女子が率先して話し

合ったり、地域の行事参加などアクティビティを積極的に計画・実施したりするなど、子どもたちに変化が

見られた。2006年は児童教育訓練センターが開催した文化祭に「若者の家」としてグループ参加し、デコレ

ーション部門で賞をとるなどした。また、子どもたちは普段の通学や職業訓練のほかにも、英語やコンピュ

ータの学校へ進んで通う者もでており、自身の関心事の幅が広がり、また主張することを覚えてきている。 

 
学年の比較的高い者の中には技術専門学校へ進学してスキルを学び、貧しい両親とまだ幼い弟たちを経済

的に支えたいといった声も最近では聞かれるようになってきた。大人の愛情に恵まれず、虐げられた環境の

中で育ってきた彼女たちが、ようやく普通の子どもたちと同様の生活を送り、学び、ケアされることで自信

を回復し、将来への絶望が希望へと変わった証でも

あるだろう。 

また、家族との関係や家族の経済状況の改善が前

提であったが、子どもたちの精神面が安定すると同

時に家族の元へ戻るケースが増えた。2006年半ばに

1名、12月には4名が「若者の家」を出て家庭に戻っ

たため、女子の入居者数は2006年12月末現在で5名

となった。 

 
(3)課題 

2006年に家族の元へ戻った5名のうちその習得した技術を生かして就職したのは2名に限られた。家族との

再統合はプロジェクト目標の一つであるが、社会人として自立し安定した生活を送るためには確実な職業技
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術を身につける必要があり、プロジェクトでは就職や開業の支援をさらに強化するとともに、家族および子

ども本人の意識を変えていくこともあわせて検討すべきであろう。そのため、職業訓練の進捗と同時に、早

期から家族の意思の確認や復帰先のコミュニティにおける雇用状況や市場の調査といったプロセスが重要と

なる。また、家族を含む地域当局や住民との連携を柱に、女子の雇用について理解を促進し、その機会と可

能性について将来的に拡げていくよう尽力することが必要である。 

 
２) 「スキルクラブ」プロジェクト 

(1)活動内容 

児童教育訓練センター(CETC)では、閉鎖され

た環境の中、子どもたちのストレスからの開放と

精神的なリハビリを意図した「スキルクラブ」と

称するレクリエーション活動を実施している。活

動の種類はスポーツ、武道、サーカス、音楽、絵

画、読書の6種で、KnKはこのうちサーカスと音

楽のクラブ活動を支援しており、2006年12月末

現在でサーカスクラブに29名、音楽クラブに18名が在籍する。特にサーカスは腕を上げれば職業技術として

も成り立ち、クラブの卒業生の中にはプロのサーカスチームに入団し活躍している青年も数名でている。 

活動は週に３回、各回２時間程度で夜間に実施されている。子どもたちは、日常の勉学や職業訓練とは異

なり、自身の興味のあることを楽しく学べる場として、先生や仲間たちと過ごす時間を毎日心待ちにしてい

る。トレーニングでは、様々な楽器や道具を使用して子どもたちを惹きつけ、和やかな雰囲気の中、新しい

曲や技術を学んでいる。なお、サーカスのクラブでは地元のサーカス団で活躍する同クラブの卒業生もアシ

スタントとして参加し、子どもたちの良い見本となっている。 

 
(2)成果 

 各クラブとも施設の内外で様々なイベントの折

にそのパフォーマンスを披露した。こうした機会

により、子どもたちは日ごろの成果を発表し、さ

らに練習に励むためのモチベーションと自分のス

キルを人に認められる喜びを得ることができた。

同時に、常に閉ざされた施設の中に生活する子ど

もたちは、外部の人々と接する機会が非常に限ら

れており、音楽やサーカスという手段を得て自分

を表現することを思い出し、それを実現したとい

える。 

 
(3)課題 

 イベントでパフォーマンスを披露する際、技術レベルの高い子どもにその活躍の場が限られる傾向がある。

このクラブ活動の趣旨が子どもたちの精神的な癒しと自信の回復であることを周知徹底することで、偏りな

く子どもたちがその機会を得るようにすることが必要である。 
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[3]  パートナー・関連諸機関 
 
プロジェクトパートナー団体： 

・ベトナム社会福祉労働省ホーチミン市局[Department of Labour, Invalids and Social Affairs (DoLISA)] 

・児童教育訓練センター [Children Education and Training Center (CETC)] 

 
関連政府機関： 

・ホーチミン人民委員会  [The People’s Committee of Ho Chi Minh City]  

・人民援助調整委員会 [People’s Aid Coordinating Committee (PACCOM)] 

・ホーチミン友好協会連合 [Ho Chi Minh City Union of Friendship Organization (HUFO)] 

 

[4]  スタッフ配置状況 
 
「若者の家」に関しては、子どもたちも精神的に安定してきているため、エデュケーターは彼らの自主的

な生活を見守りながら、就職先を探したり、家族と連絡をとったりするなど、個々の子どものニーズに合わ

せて随時フォローアップを実施した。「スキルクラブ」のトレーナーは、カリキュラム内容と指導法の改善

を図り、2006年中に音楽、サーカス両クラブともに変更した。 

 
児童教育訓練センター プロジェクト・コーディネーター 1名 

「若者の家」    エデュケーター   2名 

「スキルクラブ」   トレーナー   2名 

クラブ監督者   1名 

合計 6名 

 

[5]  今後の展望 
格差にあえぐ人々への支援を行き届かせ、経

済成長の恩恵が公平に分配されない限り、ストリ

ートチルドレンと代名詞化されている社会問題

がベトナムの都市からなくなることは難しく、困

難な状況にある子どもや若者たちの将来や自立

への道は見えにくい。しかし、身体的にも精神的

にも抑圧された環境に長く置かれていたにもか

かわらず、プロジェクトの子どもたちは確実に変

化し成長してきている。そうした子どもたちを温

かく支えるべき周囲の大人たちと社会環境をよ

り整えていくことが今後は一層望まれている。そのために、KnK がこれまでに培った経験やノウハウをパー

トナー団体や政府機関といかに効果的にシェアしていくかが鍵となるといえるだろう。 

 
報告 ： KnK エデュケーション・ディレクター 大竹 綾子 
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[D] パキスタン活動報告 

 
[1]  概況 

 
2005年 10月 8日に発生したパキスタン

北部地震は、建国以来最大規模の人的・物

的被害をもたらした。地震が発生した時刻

が朝 8 時台であったため、多くの児童・生

徒が崩壊した校舎の下敷きになるなどし

て命を落とした。続く余震のもとでの不安

定な避難生活の中で、親兄弟や友人を失っ

た子どもたちの心理的ショックの長期化

が危惧された。国境なき子どもたち（KnK）

は初動調査を元に、現地 NGO であるフレ

ンズ・ウェルフェア・アソシエーション(以

下 FWA)と合同で、震災した子どもたちへの心理的ケアに重点を置いた教育施設の開設を決定し、2005 年 11

月に第一号として北西辺境州マンセラ郡シンカリ町に、2006 年 1 月には山間の村サタンガリに 2 校目を、そ

して 4 月には震源地に最も近いバラコット市近郊の村ショハールにて３校目となる女子校をそれぞれ開校し

た。 

また、避難キャンプが遠隔地にあるために日々の通学が困難である生徒の宿泊施設として、４月にシンカ

リ町にナイトケアセンターを開設し、子どもたちが集中して勉学に励むことのできる環境を確保すると同時

に、保護者にも生活再建に全力を注げるように配慮した。 

震災後１年が経過した今では、徐々に社会的インフラストラクチャーも復旧され、人々の往来や商業活動

なども往時の賑わいを見せつつある。しかしながら、大規模な余震を警戒するパキスタン政府の慎重な対応

と、補償金支給など具体策の実施の遅れにより、立ち入り禁止区域指定が解除されず故郷へ戻れないまま、

今もテント・シェルターでの厳しい避難生

活を余儀なくされている人々も多く存在

している。政府見解では 2009 年までに８

割の社会基盤の復興が予測されているが、

再建計画の実施段階での遅れにより、一部

では 2011 年に下方修正する見方もある。

完全な復興までには最低でも 10 年はかか

るともいわれており、パキスタン政府によ

る、人々のニーズに即した現実的かつ有効

な政策立案・実施が望まれている。 
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[2]  「ニューホープアカデミー」プロジェクト 
 
（１） 活動内容 

“ニューホープ(新たな希望)アカデミー” (以下 NHA)と名づけられたこのプロジェクトは、震災で被災し

た子どもたちへの継続した教育機会の提供と、震災で受けた心理的ショックからの回復を主眼としてスター

トした。2006 年 12 月末現在、計 313 名の

子どもたちがこの NHA で学んでいる。

NHA では月曜から土曜の週 6 日間、一コ

マ 40 分の授業時間でウルドゥ語・国語・

英語・数学・社会・科学・宗教の 7 科目を

毎日学習させると同時に、各種課外活動

（工作・手芸・スポーツ・ゲーム・清掃美

化活動・スピーチコンテストなど）も取り

入れ、震災で受けた心理的ショックからの

回復を目指した。宿泊施設であるナイトケ

アセンター(以下 NCC)では、避難キャンプ

先が NHA から遠くにある約 35 名の子どもたちが勉学に集中できるように、衣食住が整った環境を提供し、

ソーシャルワーカーの保護の下で共同生活を送っている。寝食を共にする共同生活の中で、子どもたちの社

会性・協調性を高めていくことを目指すとともに、コミュニティからの意見・要望を考慮し、子どもたちを

預かっている間に父兄らが生活再建へ全力を注げるように配慮した。 

教員の配置については、児童への心理的回復に主眼を置き、最低でも一年の教職経験のある女性を必須条

件として採用した。生活環境の厳しいサタンガリ地区のみ男性教員の配置となったが、質の高い教育内容と

いう目標に鑑み、教員あたりの生徒数を 20 対 1 以下とし、一人ひとりにきめの細かいケアが行き届くように

配慮した。また、各教育施設にて地域で入手可能な素材を使用した工作・伝統手芸の技術伝達などの活動を

実施するなど、地域の特性を活かした活動内容の立案と実施を

心がけ、持続可能性も考慮したプログラム運営に重点を置いた。 

 
（２） 成果 

震災後は笑顔もなく、余震のたびに泣き叫ぶなどの行動が目

立つ子どもも多く見られたが、現在ではどの子も勉学・各種活

動に積極的に取り組み、自然な笑顔で学校生活を楽しむ姿が見

られる。授業中も積極的に発言したり、自分の工作・手芸の作

品について発表するなど、自分自身に自信を取り戻し、いきい

きと自己を表現している様子が伺われる。宿泊施設においては、

寝食を共にする共同生活の中でひとつの大きな家族のような

団結心が芽生え、年長の子どもが年少の子どもたちの宿題の面

倒を見たり、協力して清掃活動に取り組むなど、協調性も自然

に養われている。また、課外活動の一環として屋外でのスポー

ツ活動を実施し、近所の子どもたちと混成チームを作って競技

を楽しむなど、社会性をも養う良い機会となっている。 
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父兄からの感謝・満足の声も非常に高く、継続した支援が望まれている。「家庭において子どもたちが積極

的に家事を手伝うようになった」、「年長者や障害を持つ人々を敬うようになった」など、家庭においても子

どもたちの意識・姿勢の変化が報告されている。父兄らも積極的に事業運営に参画しており、特に、PTA と

は別に組織した避難先ごとの地域委員会を通して、各種連絡事項の伝達・イベント時のお手伝いなどに積極

的に協力している。教員は主にその地域出身者であるため、教員と保護者らのインタアクションも活発に行

われており、教育という枠に限らず父兄ら

の生活面での相談に乗るなど、地域密着型

での事業運営が可能となった。 

また、当教育施設運営を通して、父兄の

間での子どもの教育に対する認識の高ま

りも見られた。シンカリ校では、たまたま

避難先キャンプが近くにあった聴覚障害

を持つ児童を受け入れたが、震災前までは

この生徒の両親・家族すら、障害児への教

育が可能であること・またそれが意義のあ

ることであるという認識すら持ち合わせていなかったということであったが、NHA シンカリ校に通学後、文

字の読み書きを覚え、家庭でも自ら前向きに発声練習に取り組む児童の様子を見て、教育の重要性とその可

能性に気づき、大変な感動と感謝の声が寄せられた。 

サタンガリ地区は震災前より最貧困層が集まる地域であり、多くの子どもたちが貧困のため、また父兄ら

の教育への認識の不足により学校へ行けずに労働に従事するなどしているが、NHA サタンガリ校の開校後、

地域における教育の重要性の認識が高まり、NHA、地元政府系学校ともに就学率の上昇が見られた。政府系

学校の教員とも頻繁にミーティングの機会を持ち、父兄らも含めた活発な意見交換を行うなど、当事業が地

域全体における教育の重要性・子どもの権利への認識の向上に主導的な役割を果たすリーディングモデルと

なっている。 

震災前より女子への教育が遅れていたショハール地域におい

ては、母親・祖母の世代はほとんど教育をうけてこなかったた

め、バラコット校運営を通じて女子教育への重要性の認識が高

まり、広い意味では子どもの権利・女性の権利といった概念ま

で伝えていく媒体として、当事業は地域にも広く認識されてい

る。どの女子生徒も、震災前までは教育を受ける機会が全くな

かったため、学習への意欲はとても高く、学ぶことへの喜びに

溢れている。 

 
（３） 課題 

地震で被災した子どもたちの心理的ケアと質の高い教育機会

の提供という当初の目標は各 NHA で達成されていると言える

が、教員の性別の違いによる活動内容の多少の偏りが見られた。

上述の通り、厳しい生活環境のために全員が男性教員での配置

となったサタンガリ校では、課外活動の内容がスポーツやゲー

ムに偏りがちな点、また、他のシンカリ・ショハール村の教育
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施設においても、長期的な施設運営の中で心理ケアを目的としたアクティビティ内容のマンネリ化も問題点

として提起された。他の教育施設の教員同士での意見交換・ワークショップの実施によりアイデアの共有を

図っているが、保守的なイスラム教の慣習が重んじられる地域特性もあり、女性教員が頻繁に他の教育施設

に長距離を移動することが難しい点、また震災後一年以上が経過した今、心理的ショックからの回復という

点では既に多くの子どもたちが達成しているという現状にも鑑み、緊急という位置づけで行われていた心理

的ケアの各種活動を、恒久的な学習活動の一環として捉え、恒常的かつ持続的な教育活動という位置づけで

の、効果的な内容の立案と実施が必要であると思われる。 

また、各教育施設内においては、子どもたちはイキイキと勉学に取り組み、各種活動にも積極的に参加し

ている様子が見られるが、家庭のある避難キャンプにおいては、基礎的なインフラストラクチャーもままな

らない厳しい生活条件の下、明日の希望が見えない不安定な生活が長期化しており、各家庭における子ども

たちの健康面・心理面での状態の後退・悪化が危惧されている。教育施設内のみにとどまらず、広く地域全

体での子どもたちの置かれた困難な生活環境の改善に帰依するよう、またひいては子どもの権利・教育の重

要性を伝えていく存在として当事業が認知されていくよう、コミュニティからのさらなる理解と協力を求め、

今後とも地域と一体化した事業運営が必要であると思われる。 

 

 

[3]  パートナー・関連諸機関 
 
Friends Welfare Association シンカリ町拠点 現地 NGO(パートナー団体) 

The Governor of District Mansehra, Mr. Sadar Yusuf 

Ministry of Education Pakistan, District Coordination Office, Mansehra 

Social Welfare Department, Pakistan, District Coordination Office, Mansehra 

World Vision International, District branch at Mansehra 

UNICEF Pakistan, the head branch of the District Hazara, Abbottabad 

World Food Programme (WFP) the head quarter of District Mansehra 

 

 

[4]  スタッフ配置状況 
 

日本人アドミニストレーター ： 1 名 

FWA マネジメントスタッフ ： 4 名 

NHA 教育施設運営スタッフ ： 30 名  

（NHA シンカリ校  ：10 名 

NHA サタンガリ校：8 名 

NHA バラコット校：5 名 

NCC シンカリ    ：7 名） 
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[5]  今後の展望 
 

震災直後には笑顔も見られず、余震のたびに泣き出す子どもも多かったが、教員・スタッフの愛情の中で

子どもたちも勉学・各種課外活動に積極的に取り組む姿勢が伺われ、自分への自信を取り戻しつつある。ま

た、父兄からの感謝と満足の声に鑑みると、震災後一年が経過した今、当初の事業目的である震災児童の心

理的回復を目指した質の高い教育機会の提供、という観点では、高いレベルで達成されたと言えるのではな

いだろうか。しかしながら、上述の通りコミュニティレベルでの復興は時間を要し、社会全体の完全な復旧

の目処は立っていないのが現状である。 

パキスタン政府の教育政策が地方の現

状に即して立案・実施されていない点、ま

た特にサタンガリ地区は震災前より最貧

困層が集まる地域であったこと、ショハー

ル村では女子児童に対する教育の認識が

以前より低かったことなどにより、まだま

だ当事業への継続的運営への期待も大き

い。いずれ政府への委譲または他の援助団

体との新たなパートナーシップの上での

事業継続の可能性を視野に入れながら、今

後とも積極的なネットワーキング・情報共

有を実施していく必要性がある。 

直接裨益者の子どもたちの心理的回復・教育機会の確保という観点のみならず、地域全体の復興・子ども

や女性の権利への認識の促進など、更に広い視野に立った長期的な事業運営と、ひいてはパキスタン社会全

体に益するような教育事業としてのあり方が望まれる。 

 
報告 ： KnK パキスタン・アドミニストレーター 薄井 さやか 
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[E]  インドネシア（ジャワ島中部地震被災地）活動報告 

 

[1]  概況  
 

2004 年 12 月末に発生したスマトラ島地震・津波の被

害を最も受けた国として注目を浴びたインドネシアで

あったが、2006 年 5 月 27 日にジャワ島中部において

発生した地震（以下、「ジャワ島中部地震」）によって再

び大きな被害を受けた。インドネシア国社会省の報告に

よれば、今回のジャワ島中部地震による死者数は 5,782

人、負傷者は約 4 万人、全半壊した家屋は 20 万棟に達

したとのことである。これらの死者数のうち、約 4,000

人がジョグジャカルタ特別州バントゥル県に集中して

いた。 

同県内における国境なき子どもたち（KnK）の活動対象地域となっているウォノクロモ村、ウィロクルテ

ン村、グロジョガン村、ドカラン村においては、家屋の倒壊率が 95％を超えており、また、学校施設におい

ても大きな被害損傷が確認されたため、地震直後の時点では予定されている修学カリキュラムが中断されて

しまっていた。2007 年 1 月の時点においても、子どもたちは緊急時用の簡易的な校舎にて勉強を続けている

状況にあるが、恒久的な学校施設の設置までは当分時間がかかる見込みとなっており、子どもたちの環境は

依然として整っていないことがうかがえる。 

また、地震直後より震災の被害にあった住民に対して地方政府から公的な援助金が与えられるという決定

がなされたにもかかわらず、実際に住民の多くに支援が届いたのは震災発生から 6 ヶ月もの期間が過ぎた 11

月の後半であった。しかも、家屋が倒壊しているにもかかわらず支援を受けるための認定基準が厳しかった

ために援助金を受けることができない住民がいたことからも、ジャワ島中部地震の被災者が十分な援助を受

けていないことが分かる。援助を必要とする声がある一方で、津波の復興事業も完了していないためか、イ

ンドネシア政府自体が援助疲れを起こしている状況は続いており、我々の活動に対する住民の期待は大きい。 

 

[2]  チルドレンセンター 
 
2.1 活動内容 

インドネシアの就学形態は日本のそれと異な

り、多くの子どもたちが月曜日から土曜日までの、

毎日 7 時から 11 時まで学校に通っている。その

ため、自由時間となる午後の時間帯において子ど

もたちが安心して過ごせる場となるようなチル

ドレンセンターを運営し、彼らが精神面での安定

を取り戻すことができるよう、以下に挙げるよう

な活動を行っている。 
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1) ソーシャルワーカーおよびエデュケーターに

よる、日常的な子どもたちの心理状態の詳細な把

握、及び相談への対応。 

2) 年代別に子どもをグループ分けした上で、ス

ポーツ、ゲームや読書などの活動や、絵画、作文、

工作、ディスカッションといった自己表現を主目

的とする活動。 

3) 震災による学業の遅れを取り戻すための補習

授業、及び、周辺地域における安全講習、モラル

教育等の教育的活動。 

2006 年 12 月末現在で計 449 名が 4 ヶ所のセンターで行われるこれらの活動に定期的に参加している。加

えて、各センターごとに裨益者となる子ども一人ひとりの家族状況（主に被災状況や家計等について）に関

する調査を行い、その結果を日常におけるケアに活かすなど、プロジェクトの改善につなげている。 

上述の活動は、子どもたちの学校教育に必要とされる文具や教材の提供、及びデイケアセンターの開始時

或いは終了時に行われる軽食の提供によって補完されている。また、日常的に行われているこれらの活動に

加えて、週末・休日を中心に、遠足（動物園訪問、サイクリング）、スポーツ大会、映画上映会、など不定期

で色々な行事も開催している。これらの活動の目指すところは、震災によって心に傷を負ってしまった子ど

もたちの生活を支え、元の生活に近い状態を取り戻してもらうことにある。子どもたちの心理面での変化を

観察するため、また、プロジェクトの成果を体系的に把握するため、ジョグジャカルタ市内のガジャマダ大

学から社会心理学分野の専門家および大学院生らの参画を募り、協力を依頼している。 

 
2.2 成果 

精神状況の安定 

チルドレンセンターの開設直後において、特に

親を震災で亡くした子どもについては、周囲の人

に対して感情をあまり上手に説明することがで

きずに、突然、乱暴な態度を表してしまったり、

塞ぎ込んでしまいコミュニケーションがうまく

取れないという問題があった。センターにおいて

は、絵画、作文、工作といった自己表現を目的と

する活動を通じて、子ども自身が自ら認識してい

なかったストレスなどに気が付くことにより自

分の心理状況を客観的に省みたり、自分の周囲に起きた出来事を少しずつ受け入れたりすることができるよ

うになり、また、現地スタッフを含む周囲の大人が子どもたちを観察して情緒不安や精神障害などの症状が

ないかどうか確認しながら、日々の活動やカウンセリングを通じて、心理面でのケアを受けることができた。

上述した子どもたちにおいては、穏やかな態度や丁寧な言葉遣いが見られるようになり、多くのポジティブ

な変化が観察されたことから、彼らの精神状態が徐々に安定してきていることが伺える。 
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学習意欲・道徳心の向上 

本事業を通じたスタッフによるしつけや教育

活動を契機として、子どもたち自身における学習

等への意識の高まりが見られた。例えば、チルド

レンセンターの活動が正式に始まるのは昼食休

憩後の午後 1 時であるにも関わらず、学校授業終

了直後の朝 11 時頃からセンターに集まり、自発

的に図書コーナーの本を読んだり、算数の宿題を

始めたりといったような知識習得に対する積極

性を示すようになっている。また、チルドレンセ

ンターにおける活動の一環として植物や花の栽

培を行い、自然環境に関して説明したところ、朝の 6 時半と夕方の 5 時にセンターに集まって水をあげると

いった習慣を自発的に始めるようになっている。保護者らの報告によると、子どもたちは以前と比べて家庭

内においても前向きに行動するような傾向が見られ、積極的に家事を手伝ったり、学校の宿題も自分から取

り組むようになるなどしており、また、学校教師の所見によると、子どもたちの多くが友達同士のつながり

を重視し、お互いを尊重しあうようになったということで、多くのポジティブな変化が観察されている。 

 
(3) 課題 

保護者あるいはコミュニティリーダーからの要望に従って、当初より、プログラムを充実させることを目

的として、英語・日本語の授業、楽器演奏を学ぶ音楽の授業、簡易的かつ定期的なメディカルチェックの実

施など多岐にわたる活動を提供してきているが、活動によっては、本事業のソーシャルワーカーやエデュケ

ーターの専門とするところではないため、地域住民を中心として、スタッフの知人・友人の中でボランティ

ア講師を募ることにより対処している。より多くの人にプロジェクトに参画してもらうことにより、子ども

たちのみならず、住民全体に対してセンターの存在をより近く感じてもらうことが可能となった。 

 

[3]  パートナー・関連諸機関 
 

インドネシア国内においては外国の NGO が単独で中長期的な事業運営を行うことが制度上困難であるこ

とから、ICWF（Indonesian Child Welfare Foundation）を現地パートナー団体として、連携して事業を進

めている。同団体とは、2004 年末のスマトラ沖地震・津波発生後、バンダアチェ市において被災者となった

子どもたちへの支援活動を連携して実施運営してきた実績がある。今回の具体的な連携の内容としては、本

事業立ち上げ時の案件形成調査への協力、事業実施中のスタッフ 1 名の駐在、現地での諸手続きの実施促進

等が含まれている。 

それに加え、各村内における宗教団体・青年部、あるいは現地大学内ボランティア団体の協力のもとで、

コミュニティ及び現地住民との密な協力関係を構築した上で、活動を進めている。 
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[4]  スタッフ配置状況 
 
現地におけるチームは日本人派遣者と現地雇

用スタッフで構成されている。日本人派遣者は東

京事務局や ICWF や各種機関との連絡調整や予

算管理、また現地における各種調査の実施等を行

っている。現地雇用スタッフは現地統括者、現地

会計責任者、及び現場スタッフによって成り立っ

ている。現地統括者は現場における事業実施の責

任を負い、事業運営チームの統括および指示伝達

と事業の執行管理等を担当している。現地会計責任者については、ICWF との連絡調整を行う他、現地レベ

ルでの会計管理等に従事している。現場スタッフは、各村ごとにソーシャルワーカー、エデュケーター、ア

シスタントエデュケーターが配置され、子どもたちとの日常的な接点となっている。なお、アシスタントエ

デュケーターには、村の出身者を採用しており、地域コミュニティとの密接な繋がりを維持できるようにし

ている。以上のスタッフに加え、地元ボランティアスタッフの力も借りた上での事業運営が行われている。 

日本人派遣者 2 名   （ミッション責任者、アドミストレーター） 

現地雇用スタッフ 16 名 （現地統括者 1 名、現地会計責任者 1 名、 

各 4 つの村ごとにソーシャルワーカー1 名、エデュケーター1 名、 

アシスタントエデュケーター1 名） 

 

[5]  今後の展望 
 
今回のジャワ島中部地震に関しては、国際機関や国際・現地 NGO 等を含め、青少年保護を目的とした支

援活動を行っていた団体の多くは、現在は緊急援助の状況を脱しその役割を終えたとして震災直後に開始し

た活動を終了している。その一方で、上に述べたように、今回の地震の被災者に対する政府の支援は不十分

であり、震災以前の生活を取り戻すにはまだまだ時間がかかることが予想されている。支援対象となってい

るある村の村長と意見交換をしたところ、復興ま

でにどれぐらいの時間が必要になるのか未だ不

明であるとの話であった。 

子どもたちについて、地震発生当初から確認さ

れていたストレス兆候については改善状況にあ

るとはいえ、現在も生活環境が復旧しておらず、

被災経験から立ち直りきれていないことからも、

今に至るまで無視できない状況にある。特に心理

的な面に関しては、外からの判断が難しいため、

中長期的な支援活動の継続により危機的な状況

下に置かれている子どもの保護及び細心のケアを行い、心の傷やトラウマが原因となる心的ストレス障害や

鬱症状などの後遺症を防いでいくことが今後も求められている。 

 
報告 ： KnK ジャワ アドミニストレーター 山脇 晃明 
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[F]  東ティモール 活動報告 

 
[1]  概況  

 
東ティモール民主共和国は、2002年5月20日に

正式な独立を迎え、今世紀最初の独立国として

新たなスタートを切った。その総人口は、92万3

千198人⁽1⁾で、首都ディリ市における人口は約

17万5千730人⁽2⁾となっている。 

これまで東ティモールは、その独立前後から

国連との二人三脚で国づくりを進めてきた。し

かしながら、2006年4月から6月にかけて国内の

東西出身地の違いによる軋轢から生じたとされ

る問題によって起きた度重なる暴動により、デ

ィリ市内の多くの公共施設や1,500に上る家屋、また市内では最大の規模であったコモロ市場などが完全に破

壊された。これと同時に多くの住民が避難民化するという深刻な事態が起こり、当初、ディリ市内における

避難民の数は約7万人とされ、60以上に上る避難民キャンプができた。その多くは、学校などの公共施設の中

に作られており、各施設ではその機能を停止または縮小せざるを得ない状況となっている。その後、2006年

12月末現在で避難民の数は半分近くの2万8千人まで減少したが、依然としてキャンプの運営は継続されてお

り問題が長期化する危険を十分に孕んでいる。 

学校などの閉鎖によって行き場を失った青少

年たちは、特にすることもなく日々エネルギー

をもてあましており、不安定な政治や社会情勢

の中で非常に大きなフラストレーションを感じ

ている。彼らの多くはそのはけ口として、過度

の飲酒やグループ間での暴力事件を起こし、ま

た夜間には車両への投石などを行うなど治安情

勢悪化の原因の一端となっている。 

国境なき子どもたち（KnK）では、このよう

な状況の中で行き場を失った青少年たちを支援

対象として、2006年10月より東ティモールでの活動を開始した。具体的には、スポーツ活動、英語学習、家

電製品修理技術習得や識字教育といった様々な機会を提供し、その中で彼らが同世代の間での活動の中で何

かを学び、相互理解を深めていくことに主眼を置いた支援を行っている。 

 

 

 
                                                  

⁽1⁾David Craven and Ricardo Neupert, Timor Leste CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 2004 ATLAS, 
National Statistics Directorate, 2006, P.28. 

⁽2⁾同上。 
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[2]  「ユース・センター／ユース・プログラム」プロジェクト 
2.1 活動内容 

4月から6月にかけての暴動によって、最も甚大な被害を被った地域の1つであるディリ市内のコモロ地区に

おいて、地域の青少年たちに様々な活動や学習の機会を提供するためのユースセンターを運営している。ま

たファロール地区においても同様のプログラムを実施している。 

 
・「ユース・センター ディリ市内コモロ地区」  

コモロ地区では、10月から青少年たちの活動

の拠点となるユース・センターを開設し、以下の

活動に取り組んでいる。（登録人数については、

2006年12月末現在のもの。なお、日々の実際の

活動には未登録の参加者も多く含まれている。） 

 
①スポーツ・プログラム 

（週5日 午後・2時間：登録人数103人） 

  サッカー、バレーボール、バスケットボール   

のコースがあり、月曜日から金曜日にかけてプ   

ログラムを実施している。専属のスポーツ・コーチ2名が、日々の練習メニューを策定し、丁寧な指導にあ 

たっている。また練習の成果を発揮する機会として、月１回の大規模なスポーツ・トーナメント大会を開 

催している。 

 
②英語学習コース（週6日 午前/午後・各2時間：登録人数94人） 

  教師1名とボランティア1名の体制で、月曜日から土曜日にかけて授業を行っている。音声や映像教材を

積極的に取り入れながら、実用的な英語能力の習得を目標としている。学習者の意欲も非常に高く、地域

でのニーズも高い。 

 
③家電製品修理コース（週5日 午後・2時間：登録人数29人） 

教師1名の体制で授業を行っている。当地では、職に就くことが

できない若者が多いという問題も抱えており、家電製品の修理技

術を習得することは、就職に直結する有効な手段である。クラス

も最適の人数で運営されておりきめ細やかな指導が可能となって

いる。 

 
④識字教育コース（週5日 午前・1時間半：登録人数119人） 

  教師1名、ボランティア1名の体制で授業を行っている。経済的 

な理由によって学校に通うことができず読み書きの学習が必要な 

子どもや就学前の幼児を対象としている。このコースでは、子ど 

もたちの父母の参加も非常に積極的であり、日々多くの支援を受 

けながら子どもたちへの教育が行われている。 
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・「ユース・プログラム ディリ市内ファロール地区」 

ファロール地区では、2006年11月から地域のニーズに応じて、スポーツ活動と英語学習のコースを開始し

ている。 

 
①スポーツ活動（週6日・各2時間：登録人数22人） 

  スポーツ・コーチ1名、ボランティア1名で指導を行っている。サッカー、バスケットボール、バレーボ

ールの各コースがあり日々の活動が行われている。この地区では当該事業の主旨へ賛同する地域ボランテ

ィア数が多く、不定期ではあるが彼らの積極的な参加が円滑なプロジェクト運営を大きく支えている。 

 
②英語学習コース（週3日・各2時間：登録人数77人） 

  教師1名の体制で授業を行っている。現在は週3日となっているが、地域からの英語学習のニーズは非常

に高く、週5日の授業を望む声が高い。学習者の意欲も非常に高いのが、コモロ地区と共通する部分である。 

 
2.2 成果 

一日の平均利用者数は11月430名、12月506名と順調に増加を続けている。このことからもコモロ地区及び

ファロール地区での地域の青少年たちのニーズに一致する活動及び学習等の機会を提供できているものと考

えている。 

コモロ地区とファロール地区の両地域におい

ては、住民や指導者層からの深い理解と賛同を強

く得ている他、ボランティアとして活動に参加を

する人々も多く、地域と一体となってプロジェク

トを進めることが可能となっている。 

また、本プログラムの諸活動を通じて、KnK

やパートナー団体であるCCYCFに対しては関係

者からの非常に大きな注目が集まっている。当該

国の教育・文化・青年・スポーツ省をはじめとし

て、全国青年評議会や国会議員からも一定の支持

と理解を得ている。これまでに3回にわたって開

催したスポーツ・トーナメント大会では、観客を含む1千人を超える人々を動員するとともに、現職の大臣や

全国青年評議会の理事長などが実際に観戦に訪れるなどした。そして、11月の大会開催時には、当地のテレ

ビ及びラジオ局から取材を受けるなど、ディリにおける広報活動にも順調な成果を残すことができた。 

 
2.3 課題 

本プロジェクトの進展とともに、非常に多くの青少年たちが「ユース・センター」や「ユース・プログラ

ム」を利用するようになった。しかし、一方では出身地の違いによる問題も依然として根強く残っており、

そのような懸念を常に抱えている青少年たちの心のケアをいかに行っていくのかが重要な課題となっている。

また現在、英語学習や職業訓練コースに参加している青少年たちに対しても、一定期間の学習を終えた後の

就職支援などをいかにフォローアップしていくのかが今後の課題でもある。 
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[3]  パートナー・関連諸機関  
 
プロジェクトパートナー団体： 

・コモロ青少年センター財団 

[Comoro Child & Youth Center Foundation (CCYCF)]  

 
関連政府/国際機関： 

・教育・文化・青年・スポーツ省 [Ministry of Education, Culture, 

Youth and Sports] 
・全国青年評議会 [National Youth Council] 

・東ティモールNGOフォーラム [NGO Forum Timor Leste] 

・国連児童基金 [United Nations Children’s Fund (UNICEF)] 

 

 

[4]  スタッフ配置状況 
  
本プロジェクトにおける現地パートナー団体であるCCYCFに所属する10名については、以下のとおりとな

っている。 

 
・事業運営管理担当         1名  事業運営チーム全体の統括 

・フィールド・アドミニストレーター 1名  事業運営管理補佐、会計補佐 

・通訳兼アシスタント        1名  日本人スタッフへの通訳業務等 

・エデュケーター          1名  青少年の心理面でのケア及び基礎教育 

・スポーツ・コーチ         2名  青少年へのスポーツ指導、大会の運営 

・英語講師             1名  青少年への英語教育等 

・職業訓練講師           1名  青少年への職業訓練教育等（家電製品修理） 

・識字教師             1名  一部の児童及び幼児への識字教育等 

・ドライバー            1名  － 

 
この他にも、スポーツやと英語教育には、随時3名の地域からの定期ボランティアが活動に参加している。

またKnKからは、日本人派遣者として2名が常駐している。            
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[5]  今後の展望  
 

東ティモール政府は、2006 年 12 月に避難民キャンプの閉鎖を発表し、一部の住民などは帰還や新たな仮

説住居への移動を行ったが、依然としてキャンプに留まったままの避難民は多い状況となっている。また避

難民キャンプで生活をしていない場合でも、コモロ地区などでは破壊されたままの住居で生活を継続してい

るケースが多くみられる。そのような生活環境が一般的に社会的弱者である子どもたち与える悪影響は、決

して少なくない。 

KnKでは、このような危機的な状況に置かれ

ている青少年たちに対して、今後も継続的にスポ

ーツ活動や学習の機会を提供していく予定であ

る。スポーツ活動を通じては、青少年たちにエネ

ルギーの発散をさせる場所を提供するとともに、

集団の中での規律や協調性を学びながら相互理

解や和解を促進させていくことに主眼を置いて

いる。また英語学習や職業訓練のコースについて

は、当地の厳しい雇用状況にも鑑み、確かな専門

技術を有する人材を将来的に輩出していくこと

を目的としている。 

これらのプロジェクトを通じて、東ティモールの未来を担っていく若き青少年たちが希望を持って自らの

人生を切り拓いていくことができるよう、パートナー団体であるCCYCFとより一層の連携を保ちながら今後

の活動を進めていく計画である。 

 
報告：プロジェクト・アドミニストレター 栗林 伸昭 
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[G]  インド・インドネシア・タイ（スマトラ沖津波被災地）活動報告 

 
[1]  概況 

2004 年 12 月 26 日、Ｍ9 の大地震がスマトラ

島沖で発生、巨大な津波がアジアを中心とする

国々を襲った。死者、行方不明者は 23 万人を超

え、過去に類を見ないほどの大きな被害をもたし

た。最も被害が大きかったインドネシアでは死者

128,000人、インドでは16,400人、タイでは5,400

人にものぼり、その三分の一は未成年者だといわ

れている。 

地震直後は、海の水が一気に引き浜辺には無数

の魚が打ち上げられた。その魚を捕ろうと人々は

浜辺に群がり多くの人が津波の犠牲になった。イ

ンドネシアのバンダアチェ市は海岸線から約 3km はほぼ壊滅状態にあり、町の中心部も水位が 2ｍにも及び

建物の１階部分が水没してしまった。水が引いた後は民家の姿は消え瓦礫の山と無数の死体だけが残された。

インドのヴィランガニはキリスト教の聖地としてインド各地からクリスマスを祝うために信者が集まってい

た。クリスマス翌日に発生した津波により、ヴィランガニ住民以外の数多くのキリスト教信者たちが犠牲と

なった。また、タイのプーケットでは諸外国からの観光客も津波の被害に遭った。 

津波から 2 年が経ち、各国政府や国連機関、NGO などの活躍により各地で復興が進んだ一方、家族を失っ

た子どもたちの心と、彼らの取り戻すことのできない過去は世論の関心に取り残されていった。 

 

[2]  インド「KnK ホーム」プロジェクト 

2.1 活動内容 
KnK は 現 地 パ ー ト ナ ー NGO 、 DPWA 

(Depressed People’s Welfare Association)との

協力のもと、2005 年 1 月 19 日、ヴィランガニ

地域にて被災した子どもたちのための家「KnK

ホーム」を開設し、現地の避難所に保護されてい

た孤児 50 名ほどを中心に受け入れた。子どもた

ちの家庭環境は複雑で津波以前から家庭に問題

がある子どもも多く、津波で追い討ちをかけた状

況に追い込まれてしまった。また、津波後に親が

再婚し新しい親と関係を築くのが困難な子ども

もいた。しかし、8 名の子どもが家庭に戻り、現在では 42 名の子どもたちが生活している。 

KnK ホームでは 24 時間体制で運営されており、食事、衣類の配布、初等、中等、高等、大学教育の機会

を提供している。また医療、娯楽設備を設置し、ソーシャルワーカー等の愛情とケアのもと精神的なリハビ

リを果たす。 
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加えて、津波で両親を失った孤児が祖父母と生活している子どもたち 35 人を対象に教育教材や食料品の提

供し、体の弱い祖父母には簡易的な医療補助支援を行った。毎週こうした子どもたちと KnK ホームの子ども

たちと懇親会を行い、自分たちの体験を共有することで津波でのトラウマを克服することに役立てている。

また、祖父母たちを活動に参加させることで地域住民への活動の理解を得ている。 

 
2.2 成果 
子どもたちはスタッフの指導により、毎日規則

正しい生活を送っており、掃除や選洗濯、食事の

準備など自分たちでできることはすべて自分た

ちでやることを心がけている。子どもたちは共同

生活にも慣れ学業やスポーツに対してのモチベ

ーションも高く学校での成績も上位を取る子ど

もが多くいる。現在３名が大学に通っており、新

たに５名が大学の試験に合格した。また、地域の

スポーツ大会でもサッカーで優勝し、校内の運動

会でも各種目で上位に食い込むなど活躍が目覚

しかった。また、課外授業などで歌や踊りなどに積極的に参加する姿が認められた。KnKホームで共同生活

を続けてきたことにより、連帯感や協調性が養われ、津波で被災したことを逆にバネにし、精神的にも立ち

直ってきていることが伺われた。各種教育機関からも子どもたちのこうした態度に対し高い評価を得ている。 

 
2.3 課題 

この「KnK ホーム」も 2 年目に入り、子どもたちの生活が安定し、学問やスポーツなど学校行事にも積極

的に打ち込む余裕が現れており、津波による精勤的なダメージは回復しつつあるといえる。一方、子どもた

ちの家族の経済状況や家庭の事情が複雑なため家族の元に戻った子どもたちは 8 名にとどまった。DPWA の

本部からは KnK ホームがあるヴィランガニまでが遠距離でスタッフが１ヶ月ごとに交代でヴィランガニに

駐在して運営を行っていることと、日本人派遣者が駐在していないことにより、家庭調査などのフォローア

ップが十分に行うことが困難であった。 

 
2.4 今後の展望 

これまで賃貸物件で「KnK ホーム」を運営をし

てきたが、DPWA が銀行から融資を得ることがで

きたため、9 月に物件を購入した。この新しい「KnK

ホーム」はこれまでの借家と比べて衛生面でも格段

に向上し設備が整っているため、これまで以上に充

実したケアが可能となった。DPWA は「KnK ホー

ム」のプロジェクトの運営にも慣れてきて、資金調

達も少しずつではあるが行うことができているた

め、2007 年の夏をめどに KnK からの支援を終了し、

DPWA へ完全に引き継ぐことを計画している。 
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[3]  インドネシア アチェ「移動型図書館兼デイケアセンター」プロジェクト 
3.1 活動内容 

津波により町の3分の1が破壊されたバンダア

チェでは、行き場を失った人々がバンダアチェ郊

外に設営された被災者キャンプでの生活を余儀

なくされた。キャンプが点在していることから、

現地 NGO、ICWF(Indonesian Child Welfare 

Foundation)と協力のもと、被災者キャンプで生

活している子どもたちを対象に移動型図書館兼

デイケアセンターを行った。アチェ州だけで死者

128,000 人にものぼり、子どもたちは家族や友人

を失い、その精神的ショックは計り知れないもの

があった。そうした子どもたちのストレスを少しでも和らげるため、おもちゃやゲーム、玩具などを揃え、

遊び的要素を含ませたアクティビティを行った。5 ヵ所の被災者キャンプを巡回し、一週間ごとにプログラ

ムを変え、年齢に合わせたアクティビティを提供した。 

 
3.2 成果 

子どもの対象が 0 歳から 18 歳と年齢の幅が広いため年齢ごとにグループに分け、年少の子どもたちに対し

ては本の読み聞かせやゲーム、塗り絵等、年長の子どもには作文やお絵描き、簡単な工作指導等を行ったり、

ボランティアとしてスポーツ大会などのイベントへの参加を募っ

た。また、カウンセリングの一環として津波のときの体験や津波

後の生活や出来事などを話し合うことにより、お互いをいたわる

気持ちを養い結果的には心の傷を和らげる手助けにもなった。津

波から一年も経つと中期・長期的支援を続けている NGO が

ICWF/KnK のみとなり、キャンプに足を運び続けることで子ども

たちとの信頼関係が生まれ、巡回することが子どもたちの支えと

発展した。 

2006 年に入ると復興が本格的に始まり、町のあちこちで住宅が

建設されるようになった。被災者キャンプで生活していた人々も

少しずつ新しい家に移り住むことができ、6 月末に KnK はプロジ

ェクトを ICWF に完全に引き継ぐことができた。12 月末までに

ICWF も被災者キャンプでの移動型図書館兼デイケアセンターを

終了し、津波で機能しなくなった幼稚園へプロジェクトの対象を

移した。 
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[4]  タイ 奨学金・教育支援プロジェクト 
タイで最も被害の大きかったパンガー県カオラックで、現地 NGO、ACF(Asia Center Foundation)と協力

し各機関からの支援にもれた子どもたちを対象に奨学金・教育支援を行った。子どもたちが学校へ再度通学

することができるよう学費・給食費の援助、制服や教科書および生

活必需品等を提供した。 

子どもの選考には、カオラック地区の小中学校の教師および現地

当局との協議を進めた。タイ政府や他団体などからも被災孤児等に

対し様々な形で支援が提供されたが、学校の教師やNGO間の連携

等を通じて、支援を重複して受ける者がでないよう確認を行った。 

当初、被災者キャンプや仮設住宅で生活していた人々も、支援に

より住宅が支給され新しい生活を始めた。カオラック地区は元々漁

業で生計を立てていた地域であるが、住居だけでなく漁船を作る材

料も支援されたことから漁業を営む体制が整い、少しずつではある

が生計を立てていくことが可能となった。ある程度の支援が行き届

いたことから、ACF にプロジェクトを引き継ぎ、1 月末に KnK は

タイでのプロジェクトを終了した。 

 
報告：KnK オペレーション・ディレクター 清水 匡 
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III.  日本の青少年に向けた教育啓発活動 

[A] 友情のレポーター 
 
日本の青少年に向けた国際協力のための教育啓発活動として、本年も KnK 主催「友情のレポーター」プロ

グラムを実施した。一般公募により選考された中高生 2 名が、同年 5 月の大地震で被災したばかりのインド

ネシア、ジャワ島に派遣され、10 日間にわたり現地の人々と交流、取材をすることで、被災地の現状とりわ

け身近な人や住まい、学校等を失った子どもたちの状況について理解を深めた。 

大規模自然災害の被災地取材は本プログラムでも初めての試みである。 

 
2006 年友情のレポーター 安江 一穂（岐阜県・高校 1 年）／山口 春香（佐賀県・中学 3 年） 

現地取材日程   2006 年 8 月 16 日（水）～26 日（土） 

取材対象   インドネシア・2006 年 5 月のジャワ島中部地震で被災した子どもたち 

 
学ぶことの意味を教えてくれた            安江 一穂／15 歳 

インドネシアでまず僕らを迎えてくれたのは、ウォノクロモ村の子ども
たちの爆発したような元気だった。照りつけるインドネシアの太陽に負け
ないくらいの勢いだ。全力で走り、全力で遊ぶ。こんな子どもたちを見る
のは久しぶりだった。圧倒されてしまうほどの元気が僕にはうれしかった。 

しかし、村の中を歩いてみるとだんだん暗いものが漂ってくる。村は地
震で破壊され、至る所がれきの山。その光景はあまりにも無惨なものだ。
家を作る主要な資材であるレンガがそこらじゅうに積み重ねられていた。
現地スタッフのピンさんがその内の一つを指して言う。『レンガは時がたつ

と弱くなる。しかし新しい資材が足りないため地震で崩れたそのレンガを
使って新しい家を建て直すしかないのだ』と。 
このウォノクロモ村の家族の数は 320。その各家庭の内、地震の被害を

受けたのは全体の 95％にも上るという。亡くなった方は 24 人。震災後に、
以前と同じように建っていた家はたったの 4 軒だったというのだ。この事
実には、ただあ然とするよりほかにはなかった。そして単純に、地震に対
する怖さを感じた。 
ここで今も子どもたちは暮らしている。 
 
リナ（15 歳）が地震のことを話すとき、彼女の様子は大きく変化する。

声がおびえているようだ。地震が起こったあの時、リナもまた家にいた。
彼女の家は完全に破壊された。言葉では簡単に「破壊された」と言ってし
まえる。しかし、その事実を自分の身に想像してみると、そこには計り知
れない恐怖と失望感とがある。何もかも奪われてしまうのだ。 

彼女自身もケガをして病院へ行った。近くの病院は人でいっぱいだっ
た。そのため、ジョクジャカルタの町まで行ったそうだ。病院はケガをし
た人であふれかえっていたという。 

 
リナの目には涙が溜まっていた。その目で何を見たのだろうか。地震は確実に 

深い傷を残した。彼らの心の中に深い傷を。 
インドネシアで僕が得たものの一つに、勉強の意味が少し見えたような気がす 

る。今までの学校での勉強というものに僕は疑問を持っていた。はっきり言ってし 
まうなら、テストのための勉強が大嫌いだった。だから、今回出会った人と、英語 
やインドネシア語で話す楽しさというのがとても新鮮だった。そしてもっと学びた 
いと思ったし、もっと学ばなければいけないと感じた。 

 安江 一穂／15 歳 
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地球が丸い理由 ～共に生きるということ～           山口 春香／15 歳 
初めてのインタビューの後、グロジョガン村の子どもたちと海へ行った。

移動の車の中ではインドネシア語教室。とにかく笑い声が絶えない。来て
よかった。海岸に座ってフリートークをした。その中で、私は自分の体験
を彼らに話した。2005 年 3 月。福岡西方沖地震。私もその大地の震えを体
験した。今まで安心して足をつけていた地面が、突然、暴れ出すのだ。そ
の恐怖は今でも忘れられない。友だちとおしゃべりしていようと、ベッド
の上で寝ていようと、それは容赦なく襲ってくる。その後に続く、微弱な
余震にさえも過敏になる。地震とはそういうものだ。まして初めてならば
なおのこと。だから私は彼らに言った。『揺れて、私も怖かったよ。初めて
だったし。しばらくは余震もあってビクビクしていた。だから、少しはみ
んなの気持ち、わかるかもしれない。』 
 どれくらい伝わったかはわからない。けれど、波打ち際を歩きながら、
リナは私のことを心配してくれた。私はその温かさに触れて、涙が出そう
になった。そして、二人で歩き続けながら私はリナに感謝の気持ちを込め
て、「今日はありがとう」と言って彼女を軽く抱きしめた。 
ドカラン村で村長さんにお話を聞いた。緊張する。うまく話せない。け

れど、村長さんは物腰が穏やかで優しそうだった。ただどこか寂し気で、
私はそれをなんとなく地震のせいだろうと思った。 
インタビューをしていると、この村では死者がたった一人だったという

ことを聞いた。他の 3 つの村と比べることにはなってしまうが、明らかに
他の村よりは少ないその数字に私は安心した。 
インタビューが終わってからスタッフの人に知らされた。亡くなったの

はこの方のお母さまなのだと。私の、「この復興活動の先に、村のどのよう
な姿が見えますか」という質問に、「みんなの結びつき、共に生きる力が強
まった。それがいつまでも続いてほしい」と答えてくれた村長さん。どの

村の村長よりも復興活動にポジティブだというドカラン村の村長さん。それは優しいからだけではない。寂
し気な目だったのも村人に協力的なのもすべて、彼自身が誰よりも震災の重みを知っているからなのだ。私
は言った。「必ず、この地震のことを、日本に帰ったら伝えてきます」と。 
私はこの 10 日間で、地球が丸い理由を理解した気がする。それは私の中での新 

たな発見でもある。たとえば、10 人の人と手をつなぎたいと思ったとき、あなたは 
どうつなぐだろう？きっと自然に円になると思う。では、その人数が 100 人だったら？ 
1 万人だったら？100 万人、65 億人になったら？形はずっと一緒。円のまま広がって 
いく。そしてその 65 億人は地球に沿って広がっていくだろう。これが私の見つけた 
地球が丸い理由だ。 

 
 

帰国後の取り組み 

①ビデオレポート作成  

2006 年友情のレポータージャワ島中部地震被災地取材は、フリーアナ   

ウンサー渡辺真理氏のご協力を受けビデオレポートにまとめられ、国内 

の学校教育機関を中心に配布、貸出を行った。 
 
②帰国報告会の実施 

2006 年 11 月 4 日には東京、広尾の JICA 地球ひろばにて、国境なき子 

どもたち報告会 ～ビデオ制作ワークショップ ＆ 友情のレポータージ 

ャワ島取材～を開催し、レポーター2 名によるインドネシア取材報告と 

支援の呼びかけを行った。 

約 50 名の参加者からは、現地の子どもたちの栄養状況や KnK による援 

助プログラムの内容等について活発な質問が寄せられた。 

 
山口 春香／15 歳 
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[B] ビデオ制作ワークショップ 

 
 KnK は、日本とアジアの青少年の相互理解促進を目的として「友情のレポーター」等の教育プロジェクト

を展開しているが、2006 年は始めての試みとして、日本国内で困難な状況にある青少年への理解を深めるこ

とに主眼を置いた「ビデオ制作ワークショップ」を実施した。 

スポーツを通じて障害児の成長と自立をサポートする NPO 法人バラエティクラブジャパンの協力を得て、

一般公募で選考された東京都在住の青少年 4 名が、障害者スポーツに関する勉強会やビデオカメラ講習を経

て、8 月に 3 日間の障害児スポーツキャンプを撮影・取材し、参加障害児 32 名と交流する中からドキュメン

タリービデオ作品を完成させた。また、11 月には完成したビデオ作品を都内の活動報告会で上映し、多くの

人々に見てもらうことにより本事業の趣旨及び障害児への理解を深めてもらうことができた。 

 
参加者   浜野 若菜 （17 歳）／君島 梨央 （16 歳） 

    比嘉 海雄 （11 歳）／首藤 三穂 （10 歳） 

撮影取材日程   2006 年 8 月 4 日（金）～6 日（日） 

（長野県障害者福祉センター サンアップルにて） 

取材対象   障害者スポーツに取り組む子どもたち 

ビデオ制作ワークショップ作品 『友だちの笑顔（13 分）／Together（15 分）』 

 
撮影をしていて印象的だったのは、悔しがる様子や笑顔、何事にも全力で

こなす姿でした。ビデオを通してこのような彼らの姿を見てもらい、私たち
とは何もかわらないということや、彼らの芯の強さ、スポーツを通しての成
長・自立を感じてもらいたいと思いました。 
障害を持つ人も持たない人も誰もがバリアを感じずに生きていくにはどう

したらいいだろうか。このビデオを見て、一人でも多くの人にそう考えても
らえればいいと思っています。          （浜野 若菜／17 歳） 
 

このワークショップはこの夏限りのものだったけれど、私は自分が体験し
た事や感じたことをここで止めてしまいたくない。まずはこのビデオを 1 人
でも多くの人に見てもらえるように働きかけていきたいと思う。それが今私
にできる事だ。私は障害を持つ人のことや、彼らの気持ちを完全に理解した
わけでもなく、バリアをなくすために何をしたらいいかわかったわけでもな
い。けれどそれらを考えるきっかけ、考えたいと思うきっかけをこのワーク
ショップで得ることができた。         （君島 梨央／16 歳） 
 

ぼくはカメラで物や人を撮影したことがなかったけれど、うまくできたと
思います。編集をパソコンでやるのは初めてでとても難しかったです。 
 キャンプに参加した子どもたちの中にも初参加の子がいて、緊張していた
のかなと思います。けれど、最後にはみんなと仲良くなっていました。これ
からもカメラをうまく使いたいと思います。     （比嘉 海雄／11 歳） 
 

私はキャンプに行く前は「車いすの子どもたちは暗い」と勝手に思ってい
ました。けれどそれは違って、みんな性格は違うけれどみんな明るくて元気
で、健じょう者の子どもたちとなにも違わないと思いました。 
 私たちの作ったビデオもそのような車いすの子どもたちの元気で明るいす
がたがたくさんうつっているので、見てくれた人にもみんなの本当のすがた
を感じてもらい、少しでも車いすの人たちへのバリアがなくなればいいなと
思います。                   （首藤 三穂／10 歳） 
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 [C] 友情の 5 円玉キャンペーン 
 

“５円玉でできる国際協力”として 6 年目を迎えた 2006 年の『友

情の５円玉キャンペーン』には、44 の学校、12 のグループ、23 個

人の方々より 72 万円あまりの募金が寄せられた。事務所訪問学習

に訪れた中学生らによるポスター制作、募金箱作りなども行われ、

主に小・中・高校生を対象とした学習プログラム兼募金キャンペー

ンとして年間を通じて活発に展開した。 
また、KnK が 2006 年 10 月に東ティモールでの援助活動を開始し

たのに伴い、同 12 月からは『ラストフロンティア』と題するキャ

ンペーンを実施、アジア各地の同世代への理解をより深めてもらえ

るよう活動を行った。 
 
 
 
 
 
 

 

[D] 各種イベントなど 

 

 2006 年の国境なき子どもたち主催イベントおよび主な参加イベント 

（※印は KnK 主催イベント） 

3 月 2 日（木）～４月 4 日(火) 東京・千代田区／ブックハウス神保町 

  国境なき子どもたち写真展 at ブックハウス神保町                  ※ 

5 月 8 日（月）～５月 17 日（水） 東京・新宿区／アイデムフォトギャラリーシリウス 

  友情のフォトグラファー写真展 2006 パキスタン大地震 厳冬を乗り越え春へ     ※ 

5 月 27 日（土） 東京・港区／高輪区民ホール 

  第 98 回よくばり音楽館モーツァルト大好き 国境なき子どもたち支援チャリティコンサート 

6 月 17 日（土） 東京・新宿区／早稲田奉仕園・小ホール 

  ジャワ島地震被災青少年支援 調査報告会                      ※ 

8 月 19 日（土）～８月 31 日（木） 兵庫・神戸市／兵庫県国際交流協会／ひょうご国際プラザ 

  国境なき子どもたち活動紹介パネル展                         
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9 月 2 日（土）～9 月 23 日（土） 京都・左京区／Café Joie カフェ ジョワ 2 階 

  国境なき子どもたち写真展 パキスタン大地震～京都展～               ※ 

9 月 30 日（土）～10 月 1 日（日） 東京・千代田区／日比谷公園 

  グローバルフェスタ JAPAN 2006 

10 月 7 日（土）～10 月 8 日（日） 愛知・名古屋市／ギャラリー「ハーモニー」 

  国境なき子どもたち写真展 パキスタン大地震～名古屋展～ 

11 月 4 日（土） 東京・渋谷区／JICA 地球ひろば 

  国境なき子どもたち報告会 ビデオ制作ワークショップ＆友情のレポータージャワ島取材 ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 講演・事務所への小中高生訪問受け入れ 
2006 年、東京事務局への講演依頼は都内のみならず愛知、埼玉、神奈川、北九州、広島の各所より

7 件あった。 
また、全国からの修学旅行生を中心とした小・中・高・大学生のグループによる事務所訪問学習の受

け入れは計 32 組に上り、これら約 160 名の青少年に向けてアジアの子どもたちの現状について映像

資料をまじえた解説を行った。 
 
 ビデオ映像資料の制作と貸出 

本年は友情のレポータージャワ島中部地震被災地取材のビデオレポートやパキスタン北部大地震に

おける KnK 活動紹介など、広報の一環としてビデオ映像資料を制作したほか、本年初の試みとして

日本の青少年を対象に国内ビデオ制作ワークショップを行い、映像通じた交流・理解促進・知識普及

に力を入れた一年となった。KnK 現地活動紹介ビデオの日本国内における貸出利用は延べ 86 本、活

動紹介写真パネルの貸出は 14 件あり、主に学校・教育機関での上映・展示に活用された。 
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IV.  団体組織 

[A]  理事会 

2006 年 3 月の年次総会では 2005 年度の活動報告および会計報告の承認と、理事改選が行われた。 
理事会  会長   宮尾 舜助    副会長  甲斐 道幸 

専務理事 守谷 季美枝    理事（会計役） 横山 治雄 
理事   常田 高志    理事      ドミニク レギュイエ 
理事   大竹 綾子    理事      青木 知子 
理事   アグネス G. クィトリアーノ 
監事   松永 弘            （2006年末現在） 

 

[B]  東京事務局 

2006 年、東京事務局では支援者向けニュースレターを 7 回発行、ジャワ島中部地震による緊急アピ

ールを 1 回、新規支援者獲得のためのダイレクトメールの発行は 2 回行った。支援者拡大のための

働きかけの一つとして、本年 2 月より『KnK 支援会員』（年度会費一般：一万円、学生：五千円）と

いう枠組みを設け、本年末の時点で 283 名のご協力を得ている。全体の国内支援者数は前年末の約

4400 名から 5400 名強へと増加した。 
メールマガジンの発行は約 1500 名の購読登録者に向けて 14 回配信したほか、緊急アピールを 3 回

送信した。インターネットホームページには活動現場より最新情報の掲載を充実させ、本年 10 月か

らはスタッフやインターン、事務局ボランティアによるブログを開始するなど、新しい試みも行われ

た結果、アクセス数（訪問者数）は年間平均で 1 日あたり 1172 人（前年 923 人）を記録した。これ

らの試みにより、インターネットホームページを介しての寄付は 89 件に上った。 
本年、東京事務局では裨益者データベース作成にも力を入れた。このデータベースの目的は、アジア

各国の KnK プロジェクト現場で援助活動対象となっている青少年の個々の情報および記録をまとめ、

青少年一人ひとりの成長の度合いや彼らが抱える問題点等を把握しきめ細やかなケアを提供するこ

と、そして卒業生の各ケースを評価しその後に続く裨益者のケアに役立てることにある。2006 年に

は本格的なデータ収集、整理、入力を行い、本年末の時点でアジア 8 カ国、約 3300 人のレコードが

作成、随時更新が続けられている。 
広報活動の記録としては、P.50 以降のプレスレビューを参照されたい。 

 
事務局人員配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記スタッフに加え、事務局内での各種作業やイベント会場でのサポート、翻訳等にご協力くださる

ボランティアの登録者数は前年より 31 名増加し、97 名に達した。 
また、事務局外では KnK 支援委員会というサポート組織が 5 名の有志により発足し、KnK の活動

周知と募金促進のため活動を開始した。これに先立ち、本年 7 月には KnK カンボジアの活動現場を

訪れ、子どもたちの現状や援助活動の進捗等について理解を深めた。 

氏名 担当 職務内容 

ドミニク レギュイエ 事務局長 （専従）  事務局業務全般、予算管理 
守谷 季美枝 渉外・資金調達 （非専従） 活動資金申請業務 
松浦 ちはる 広報 （専従）  広報全般、友情の 5 円玉キャンペーン 

清水 匡 現地活動サポート （専従）  現地プロジェクトのサポート 
大竹 綾子 現地活動サポート （専従）  現地プロジェクトのサポート 
金 珠理 事業開発・総務・経理 （専従）  事業開発、総務、経理 
森田 智 資金調達 （専従）  活動資金申請業務 

足立 まどか 支援者対応 （専従）  支援者対応、裨益者データベース作成 
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[C]  活動現地人員配置 
 

 （    は 2007 年の派遣）  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

氏名 任地          職務 （06 年末時点） 活動期間 

平田 晶子 カンボジア 現地代表 04 年 2 月～06 年 2 月 

相原 洋子 フィリピン 現地代表 05 年 5 月～06 年 6 月 

尾立 素子 パキスタン アドミニストレーター 06 年 2 月～6 月 

門倉 若菜 カンボジア 現地代表 06 年 4 月～07 年 2 月 

荒井 康人 インドネシア（ジャワ） プロジェクト・コーディネーター 06 年 6 月～8 月 

瀬野 洋平 パキスタン アドミニストレーター 06 年 6 月～8 月 

中村 八千代 フィリピン 現地代表 06 年 7 月～継続中 

山脇 晃明 インドネシア（ジャワ） ミッション責任者 06 年 7 月～12 月 

松田 茂 カンボジア 建築士 06 年 9 月～10 月 

薄井 さやか パキスタン アドミニストレーター 06 年 10 月～07 年 2 月 

栗林 伸昭 東ティモール プロジェクト・コーディネーター 06 年 10 月～継続中 

渋谷 敦志 東ティモール アドミニストレーター 06 年 11 月～07 年 1 月 

真嶋 忍 インドネシア（ジャワ） アドミニストレーター 06 年 12 月～継続中 

松田 茂 カンボジア 建築士 06 年 12 月～07 年 1 月 

島津 英樹 東ティモール アドミニストレーター 07 年 1 月～継続中 

上田 雅子 インドネシア（ジャワ） プロジェクト・コーディネーター 07 年 2 月～継続中 

尾立 素子 パキスタン アドミニストレーター 07 年 2 月～3 月 

尾立 素子 カンボジア 現地代表 07 年 3 月～継続中 
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V.  会計収支 

[A]  独立監査人の監査報告書 
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[B]  財務諸表 
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2006 年度、国境なき子どもたち（KnK）の活動は、次の皆様からの多大なるご理解とご支援により 
実施することができました。ここに改めて心より御礼申し上げます。 

 
小学館    株式会社サークル K サンクス 

 
外務省    ジャパン・プラットフォーム 

 
IOM（国際移住機関） TdH（テール・デ・ゾム）オランダ 

 
宗教法人真如苑  日本郵政公社国際ボランティア貯金 

 
松下電器産業株式会社 ファイザー株式会社 

 
日本郵船株式会社  UBS 証券会社 

 
味の素株式会社  株式会社 EC ナビ  

 
グンゼ株式会社  日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 

 
社団法人国際建設技術協会 阪神淡路大震災遺児に奨学金を贈る会 

 
財団法人日本国際協力財団 財団法人地球市民財団  

 
全国友の会   財団法人全国友の会振興財団 

 
アジア婦人友好会  国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄｱﾒﾘｶ日本東ﾘｼﾞｮﾝ東京－広尾 

 
生活クラブ生活協同組合 NPO 法人アビリティクラブたすけあい 

 
京都北ライオンズクラブ NPO 法人ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ 

 
アシェット婦人画報社 財団法人新宿文化・国際交流財団 

 
雙葉学園同窓会  財団法人郵便貯金振興会国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ貯金普及ｾﾝﾀｰ 

  
雙葉小学校   田園調布雙葉学園エリザベット会 

  
ブックハウス神保町  アイデムフォトギャラリーシリウス 

 
NPO 法人イーパーツ  NPO 法人バラエティクラブジャパン 

 
Re Cycling E グループ 東京ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰｽｸｰﾙｵﾌﾞｱｰﾄ専門学校 

 
G.I.P. Tokyo   FID／映像開発フォーラム  

（順不同 敬称略） 

VI.  謝辞 
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VII.  プレスレビュー 

 
 

 



 51 



 52 

2006 年 1 月 13 日 毎日中学生新聞 
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2006 年 2 月 16 日 東京リビング新聞 
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2006 年 2 月 18 日 毎日新聞 千葉 
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2006 年 4 月 12 日 毎日新聞 
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2006 年 5 月 8 日  教育新聞 
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2006 年 7 月 3 日  月刊 ODA 新聞 
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2006 年 8 月 6 日  信濃毎日新聞 
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2006 年 10 月 6 日 朝日新聞 
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2006 年 10 月 26 日 佐賀新聞 
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2006 年 11 月 23 日 毎日小学生新聞 
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～国境なき子どもたちの歩みを振り返って～ 

 
 

1997年に誕生した国境なき子どもたち（KnK）は、皆様のご支援のおかげで団体設立10
年目を迎えることができました。カンボジアで数十人の恵まれない子どもたちの支援から

開始したKnKが、現在アジアで約4,000人の子どもや青少年を支援する団体にまで成長す

ることが可能になりました。KnKで働くスタッフの一員として、また国境なき子どもたち

の設立に参画した者のひとりとして、これまで見守り、支えてくださいました皆様に対し、

改めて感謝申し上げます。 
 
KnKの成長は、ひとつの植物の成長にも譬えることができるかもしれません。極東の国

日本で、フランスの人道援助のコンセプトという種を事務局長ドミニク・レギュイエが播

き、スタッフとともに日々水をやり、日光や肥料の管理や手入れをしながら日本の土壌に

根付かせることができました。嵐や急激な気温の変化も経験し、温室育ちでない逞しさを

持ち、個性的な色や香りのある野の花に育っているような気がいたします。 
 
これからこの種がアジアの国々に蒔かれ、カンボジア、フィリピン、インドネシア等、

それぞれの国で根付くよう、皆様のますますのご支援とご協力をお願いいたします。そし

てご支援くださる皆様にも、『共に成長する』喜びを感じていただけますよう願っており

ます。 
 
改めまして、これまでのご支援に対し深く感謝申し上げます。 
 
 

2007年4月10日 
 
 

                     特定非営利活動法人 国境なき子どもたち 
                      専務理事  守 谷 季 美 枝 
 
 
 
 
 
 

VIII.  おわりに 
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附録  国境なき子どもたち（KnK）年表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998～2002 年  カンボジア、バッタンバンの現地 NGO「ホームランド」を支援 
 
2000 年                                                          
  9 月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・男子」開設 
  9 月  ベトナム、ホーチミンにて電子技術職業訓練所をベトナム赤十字と協同開設。（2001 年 8 月終了） 
 
2001 年                                                           

ベトナム、ホーチミン第 8 地区「チルドレンズハウス」支援 
  1 月  ベトナム、ホーチミンにて「若者の家・男子」開設。（2002 年 7 月一時閉鎖） 
  2 月  カンボジア、バッタンバンにて「若者の家・女子」開設 
  11 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」開設 
  12 月  フィリピン、マニラ首都圏マラボンにて刑務所プロジェクト開始 
 
2002 年                                                          
  7 月             カンボジア、バッタンバンの「若者の家・男子／女子」が国連人間居住センター（UN ハビタット）福岡事務所

とのパートナーシップのもと、国連・人間の安全保障基金の援助対象事業となる 
カンボジア、プノンペンにて高等教育を希望する青年を対象とした「若者の家プノンペン」を開設 

  7 月  タイ・カンボジア間の子どもの人身売買に関する調査を実施。（同年 12 月終了） 
  8 月  カンボジア、バッタンバンにてバイク修理ワークショップ開設 
  9 月  フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「友情の家」を開設 
  12 月      フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区パヤタスにてチルドレンセンター開設 

韓国、ソウルにて恵まれない青少年の現地調査実施 
 
2003 年                                                         
  1 月  カンボジア、バッタンバンで刑務所にて未成年収監者への支援開始 
  3 月      フィリピン、マニラ首都圏のスラム地区バゴンシーランにてチルドレンセンター開設 
  5 月      ベトナム、ホーチミンに男子のための「若者の家」を再開、国連人間居住センター（UN ハビタット）福岡事務 

所とのパートナーシップにより、国連・人間の安全保障基金の支援対象事業となる 
ベトナム、ホーチミンにて青少年奨学サポート開始 

  9 月      カンボジア、バッタンバンにて「危機に瀕する青少年」ワークショップ開催 
 
2004 年                                                         
  1 月  ベトナム、ホーチミンに｢若者の家・女子｣を開設、公立施設 CETC におけるレクリエーション活動を開始 
  5 月  カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』プロジェクト開始 
  6 月  カンボジア、バッタンバン刑務所にて職業訓練を開始 
  7 月      ベトナム、ホーチミンにて「危機的状況に晒された若者たち‐社会復帰への課題」ワークショップ開催 
  9 月      フィリピン、マニラ首都圏ケソンにて「若者の家」を「友情の家」に統合 
  12 月      カンボジア、バッタンバンの「若者の家・女子」を「若者の家・男子」に統合 
  12 月 スマトラ島沖地震・インド洋大津波発生、支援活動開始 
 
2005 年                                                         
  1 月 津波被災地インド、インドネシア、タイ、スリランカにおける現地調査実施 
 インド、インドネシア、タイにて津波で被災した青少年の支援開始 
  2 月 カンボジア、バッタンバンにて人身売買の被害に遭った青少年支援のためのカウンセリング研修を開始 
  7 月 フィリピン、マニラ首都圏のスラム地域にてコミュニティベースの支援開始 
  10 月 パキスタン北部大地震で被災した青少年の支援開始 
  10 月 カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』建設着工 
 
2006 年                                                         
  1 月   タイ、パンガー県における津波被災児支援を現地パートナー団体に引継ぎ、終了 
  4 月 カンボジア、バッタンバンにて『ビルディング・トゥギャザー』施設開所式 
  5 月 インドネシア、ジャワ島中部地震で被災した青少年の支援開始 
  6 月 カンボジア、バンテアイミンチェイ刑務所にて未成年収監者への支援開始 
  6 月 インドネシア、アチェにおける津波被災児支援を現地パートナー団体に引継ぎ、終了 
  8 月 カンボジア、バッタンバンにて絹織物職業訓練を開始 
  10 月 東ティモールにて紛争の影響を受けている青少年の支援開始 
  11 月 フィリピン、マニラ首都圏ケソンの「友情の家」を「若者の家」に改称 

1992年 国境なき医師団（MSF）が日本に事務局を開設  
1995年  MSF 日本の教育プロジェクト「子どもレポーター」開始（2003 年に「友情のレポーター」と改称） 
1997 年 「子どもレポーター」を前身に、国境なき子どもたち（KnK）が日本の NGO として発足 
2000 年 国境なき子どもたち（KnK）が特定非営利活動法人（NPO 法人）として認証される 
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特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK） 
2006 年度活動報告書 

 
2007 年 4 月 12 日発行   禁 無断複製・転載 
 
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK） 
会長 ： 宮尾 舜助 
事務局長 ： ドミニク レギュイエ 
事務局 ： 〒161-0033 東京都新宿区下落合 4-3-26 
TEL  ： 03-6279-1126  
FAX   ： 03-6279-1127 
URL  ： www.knk.or.jp  
E-mail  ： kodomo@knk.or.jp 
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