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はじめに

特定非営利活動法人TICOは1993年に活動を始め、おかげさまで設立17年目を迎えました。その間、皆
様方には多くのご支援とご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。
これまでTICOでは、皆様方からの支援をできる限りたくさん現地の人々の下へ届けるという視点に
立った運営方針で、スタッフの人件費や事務経費を低く抑える運営形態をとってきました。それによ
り、高いコストパフォーマンスを実現し良い評価をいただいてきました。一方で、それを支えてきたの
は、その考え方を理解した志の高い優秀なボランティアスタッフたちに恵まれたからと言って過言では
ないでしょう。
1998年NPO法が施行されて以来、NGO/NPOの説明責任の向上が問われるようになりました。事業を
拡大するための活動資金の獲得には、支援者へのよりきめの細かい対応が不可欠となり、事務量が格段
に増加してきました。
そのような背景から、昨年度は今までの運営方針の転換を決断しました。改革の第一歩として、事務局
への常勤職員の配置を行いました。 国内の体制を強化することは、質の高いメッセージを発信し、私た
ち日本人の目をもっと世界にも、そして日本にも向けるよう促し、市民の行動を変え、TICOの目指す
「持続可能な社会」の構築を実現するうえで、大変重要であると再認識しているからです。
運営方針の転換は、機関誌「Face to Face」やHPなど広報面が充実し、メディアで取り上げられること
も増え、TICOの理念の普及にプラスの影響をもたらしています。その効果は会員や寄付者の増加にも現
れ始めており手応えを感じています。次年度もこれまで通り経費節減に努めつつ、更なる見直しを図
り、飛躍の年としたいと考えています。もちろん、海外の現場においても、事業は成果を上げており、
ザンビアでのヘルスポスト（診療所）開設などで、現地の人々からも感謝の意が寄せられています。
改革は、始まったばかり。「TICOが目指すもの」の実現には、皆様のより一層のご理解とご協力、忌
憚ないご意見やご助言をいただきたく、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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ザンビア事業報告
アフリカ南部の内陸部に位置するザンビ
ア共和国。主な活動地であるチボンボ郡
は、 首都ルサカ市から北東へ約100キ
ロメートル行った先にあります。英語で
水、農業、医療・健康、教育の頭文字を
とって名付けられたWAHE(ワヘ)プロ
ジェクトを活動の軸に、持続可能な干ば
つに強い村を目指した、総合的な農村開
発、自立支援を行っています。

1. 干ばつに強い村づくり
WAHE（Water, Agriculture,
Health, Education）

中央州チボンボ郡チペンビ
中央州チボンボ郡モンボシ
首都ルサカ

［ザンビア共和国地図］

また、牛は農民にとって財産であり、耕作のためにもかか
せない存在です。牛の薬浴槽リサイクルプロジェクトを通
じ、大切な家畜の伝染病予防を支援しています。

中央州チボンボ郡チペンビ

⑴事業の背景・目的
2002年、ザンビアは大規模な干ばつに襲われ、住民は飢餓
に苦しみ、来年蒔くために取っておかねばならない種まで
食べ尽くしていました。TICOは南部州において飢餓対策緊
急援助を行いましたが、飢餓が引き起こされる根本には、
単一の原因ではなく複雑な要因が絡み合って存在する、と
いう結論に至りました。そこから、WAHE（水：Water, 農
業：Agriculture, 医療・健康：Health, 教育：Education）
の４つの分野にまたがりながら、干ばつに強い村を作って
いこう、農村の暮らしを総合的に良くしていこうというコン
セプトのもと、WAHEプロジェクトは開始されました。チ
ペンビ地域においては、特にコミュニティー自身が自立的に
生計を営んで行けるよう、小規模の資金援助をすることで、
ビジネスを立ち上げたり、農業活動の充実を図ったりしてい
ます。また、より環境にやさしい農法の導入を目指し、チペ
ンビ農業大学と連携し、近隣農家へ技術的支援を実施して
います。

⑵活動内容
農村部では担保となるものが
ないため、銀行でお金を借り
たくても借りることができ
ず、農民たちのビジネスチャ
ン ス は 非 常 に 限 ら れて い ま
す。TICOは農村開発ローン
プロジェクトを通じ、農民グ
ループの養鶏やタックショッ
プ（日用品店）などの小規模
ビジネスを支援しています。

ローンを完済したグループは、支援者に礼状を書く
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薬浴槽に向かう牛たち

アグロフォレストリープロジェクトにおいては、化学肥料で
痩せた土地の土壌回復や、単一作物偏重を回避し食の多様
化を推進しています。

⑶本年度の成果
2009年度は2グループが新たにローンを開始し、さらに3グ
ループが審査を待っています。現在稼働中のグループは、初
めての試みとなるヤギの飼育･販売活動を行っており、ロー
ン締結前にワークショップを開催。ヤギの飼育法や会計に
ついて学ぶ機会を持ちました。毎週モニタリングをし、月1
回ローン返済金を集金して回った結果、昨年実施していた5
グループは1つを除き、ローンを完済しました。
牛の薬浴槽は1グループのみ自主運営を続けており、周辺地
域からはコリドー病（ダニが媒介し、かかる病気）の発生が
あったとの報告は現段階では受けておらず、順調に稼働して
いるようです。

＜本年度の主な成果＞
・途切れることのない診療業務
2009年3月に開所を迎えたヘルスポストは、毎日多くの患者が訪れるため、看護師も
保健ボランティアも休む間もなく業務をこなしています。
・プロジェクト間での連携
ンゴンベでの栄養教室を通して育成された講師が、モンボシで活動中の保健ボランティ
アの人材育成の一環として実施された栄養学の講義および調理実習で活躍しました。
・日本の教育機関と連携
鳴門教育大学教授がザンビアの小・中学校にて理科実験教室、および学校運営に関する
情報交換を行いました。

【ザンビア事業従事者】
吉田純（事務所長）
吉田修（プロジェクト
マネージャー）
田淵幸一郎（保健医療専門家）
藤村健司（業務調整員）
黑田晶子（業務調整員）

譲し、各グループの状況に柔軟に対応できるようにすること
で、より多くの機会をコミュニティーに提供できるように
徐々に活動形態そのものを変更・移行していきます。
牛の薬浴槽プロジェクトは、 2グループの運営管理が不調に
終わっています。利用・運営（手数料など）についてもっと
有効的に使用できるよう、関係者と運営方法などについて
協議を行っていきます。

ローン締結前にワークショップを行う

アグロフォレストリーでは食の多様化を進めていますが、メ
ンバーは育てる種がないため、多くの作物を育てるのはな
かなか困難です。本年度は真面目に取り組んでいるメンバー
60名を再編成し、メイズ（とうもろこし）90キログラム、
大豆360キログラム、ひまわり360キログラム、落花生400
キログラムの種を貸し付けし、単一作物偏重を回避しよう
と試みました。

食の安定的確保に偏重していたアグロフォレストリーのこれ
までの活動内容を、より環境にやさしい農法、持続可能な
農業という視点を取り入れた活動内容へと見直していきま
す。デモ農場を建設し、そこを中心に人材育成活動や有機農
法技術・情報の普及等、有機農法の有効性をコミュニ
ティーと共に実証して行き、中・長期的に食の安定と安全の
確保をバランスのとれた形で実施してゆきます。
アグロフォレストリーとローングループ及びンゴンベコミュ
ニティースクール（p.6）との間で、大豆・ひまわりの委託
栽培、地鶏や新鮮な野菜などの販売を通した連携の可能性
を探ることで、市場確保やプロジェクト間の連携を強化
し、双方のプロジェクトに利益になるような関係構築を進
めていきます。
貸し付けた種を回収する

⑷課題と2010年度の見通し
ローン返済が遅延しているグループと根本的原因を探り出
し、具体的且つ建設的な返済方法を協議し、対応していき
ます。現地における自主運営へと移行してゆくために、地域
（小規模ローン）運営委員会を発足させるなどの方法を用い
て、将来的にはローンの運営そのものをコミュニティーに移

すくすくと育っている野菜たち
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2. 農村部保健医療改善事業
WaterAHE(Water, Agriculture,
Health, Education)
【JICA草の根技術協力事業】

中央州チボンボ郡モンボシ

⑴事業の背景・目的

乳幼児検診や妊産婦検診も定期的に行われていませんでし
た。
まず、最低限の医療を保障するヘルスポスト（診療所）建設
に着手し、2009年3月に国営の診療所として開所しました。
それにより、薬品の供給や運営費は国の責任で調達されて
います。常勤看護師１名が、診療から検診、分娩までを責任
者として担っています。

チボンボ郡モンボシは、首都から約100キロメートル北に位
置する農村地域です。自家用車であれば首都からの日帰りも
可能な距離ではありますが、幹線道路からはずれており交
通の便が悪く、周辺に比べて人口が多いにもかかわらず、医
療施設を含む社会資源が乏しいまま発展が遅れていまし
た。
保健医療システムの脆弱さは、乳幼児や妊産婦といった「健
康上の弱者」により大きく悪影響を及ぼします。予防接種を
していなかったばかりにその病気で命を落とすことは避けね
ばなりません。マラリアや下痢といった病気に打ち勝つに
は、薬だけでなく栄養状態のよい丈夫な体が必要です。病気
になったとき、診療所が遠くて早期治療ができなければ、
これもまた重症になって命にかかわることになります。です
から日頃から子どもの健康を保つには、妊娠中から母親に
正しい保健衛生の知識を身につけてもらうことも必要です。
保健医療環境を改善することで、ひいては地域住民全体の
保健医療の改善につながるよう、事業を実施しています。

診察の様子

一方、住民の中から選ばれた人々に訓練コースを受講しても
らい、国の認定資格であるコミュニティヘルスワーカー
（以下CHW）や栄養改善普及員を養成しました。彼らは保
健ボランティアとしてコミュニティで認知され、各自の住む
村での簡単な診察や検診、健康教育を日常的に行ってお
り、特に乳幼児の健康促進・栄養改善に貢献しています。

⑶本年度の成果
診療所近隣のCHWは、ローテーションを組んで診療所に出
勤し、一般診療や乳幼児検診・妊婦検診の業務を補助して
います。また宿直もしており、夜間の急患対応も可能な状態
が維持されています。これを診療所開設以来1年以上ボラン
ティアで継続出来ていることは、我々の予想をよい意味で
裏切るものでした。

大盛況のヘルスポスト

本事業は独立行政法人国際協力機構の草の根技術協力事業
として、2007年8月〜2010年5月までの約3年間の予定で実
施されています。

⑵活動内容
保健医療の施設も物資も人材も慢性的に不足しているザン
ビアの現状にあって、住民が自らの健康を守るしくみをつく
り、これが機能するための最低限の施設・物資・人材を確
保することで、持続可能性を担保します
事業開始前には半径30キロに医療施設が全くない状況にあ
り、診療はもちろんのこと、予防接種・体重測定といった
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体重測定を行うCHW

保健ボランティアの技能維持向上にも力を入れています。
CHW個々人の知識や技術向上、チームとして活動する手法
等に関する復習として、リフレッシュ・トレーニングを実施
し、能力強化を図りました。地域での保健活動の計画の立
て方から始まり、活動で得られたデータをどのように活かす
のかを学習し、また診療所の患者さんを実際に診察して、そ

の診察方法や診断に至る考え方について指導を受けると
いった実践的な内容でした。また、ンゴンベのコミュニ
ティースクール(p.6) より講師を招いて栄養教室を受講して
もらい、村で容易に手に入る食材を用いて調理実習を行い
ました。彼らは自分の村に戻り、実習の成果を活かして乳
幼児の母親を対象とした栄養教室を実施しました。

ます。より充実した保健医療を提供するべく、カウンター
パートであるチボンボ郡保健局とも協議を継続し、看護師
の住居など必要な設備の建設をコミュニティーとともに進
めたいと思います。

3. 農村部教育機会向上事業
WAHE（Water, Agriculture,
Health, Education）
中央州チボンボ郡チペンビ

栄養教室で学ぶCHWたち

管理運営技術支援としては、収集した妊産婦の分布や子ど
も達の成長状況に関するデータの管理方法の指導を行いま
した。また、診療所では医薬品等の消耗品補充のための交
通手段が確保できておらず、医療を停滞させないために配車
支援を継続しています。
アフリカ農村部の保健医療の視察・フィールド活動を希望す
る日本人の受け入れも事業開始当初から行っています。今年
度は国際医学生連盟、公益社団法人セカンドハンド、アライ
アンスフォーラム財団等のグループの視察・活動を受けいれ
ました。

⑴事業の背景・目的
干ばつに強い村の未来を担うこどもたちへの教育は大変重
要です。しかし、公立学校の数は限られており、定員オー
バーで多くの子どもたちは学校に通えず、家の手伝いをする
か遊んでいるだけです。そこで、地域の人は地元にコミュニ
ティスクール（地域住民が自主運営する学校）を立ち上げま
すが、教室、トイレ、黒板、机・椅子など学校の設備は不
備・不足しており、教師の数も不十分であるところが多い
のが現状です。農村地域の教育現場の改善を目指し、学校の
整備やハード面での支援から、理科実験授業の導入・紹介
を行っています。
⑵活動内容と成果
カンボジアでTICOと共同事業を行っている公益社団法人セ
カンドハンドより、前理事長の饗場恭子氏がTICOザンビア
の活動地を視察、ザンビアでも学校建設支援を実施してくだ
さることになりました。
また、本年度より日本の大学教授と連携し、理科実験授業
の導入、紹介を行っています。鳴門教育大学より近森憲助教
授が来られ、糸電話を使った音の伝播に関する理科の授業
を4校にて6回実施しました。

受け入れ学生と
CHWたち

⑷課題と2010年度の見通し
2010年5月で本事業は終了します。残りの期間で、最終評価
のため、事業実施によって乳幼児がどれだけ検診を受ける
ようになり、母親が健康教育を受け、一般的な病気にか
かったとしても早期受診が可能になったか調査します。また
診療所の設備強化として、診療所専用の井戸を掘削します。
6月に最終報告を予定しています。
糸電話で音の伝わりを体験する生徒たち

事業を終了後も、引き続き同地区において、安全な出産が
できるようにするための地域人材育成事業を実施する見込
みです。現地の関係者との調整を進めて、2010年夏には開
始できるよう努めていきます。
ヘルスポストの患者数・検診数が非常に多く、看護師1人
では追いつかない現状です。ヘルスセンター（有床診療所）
への昇格を視野に入れて、看護師の定数を増やす必要があり

近森教授は、現地の教育関係者との話し合いの場も持ち、
毎日の学校生活、学校運営に関する情報交換も行われまし
た。これらの活動を通して、現地の学力、教育状況の背景や
実情に対する理解も深まり、具体的な現地のニーズ分析にも
役立っています。
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理を行うことにより、毎年支援額は減ってきています。
自主運営のひとつで、先生方が講師となり、外部でも出張
栄養教室を行っています。今年からTICOのサイトでも連携
を始め、講師として副校長先生をモンボシ（p.4~5）に派遣
し、栄養改善普及員を養成しました。

近森教授の授業風景

⑶課題と2010年度の見通し
現地での物質的及び技術的なニーズをそれぞれ慎重に検討
し、優先地域の選定を行った上で、セカンドハンドからのコ
ミュニティースクールの施設建設支援を実施していきます。
鳴門教育大学等日本の教育機関とも引き続き連携し、ザン
ビアの学校において理科実験授業を実施し、日本とザンビ
アの交流を促進していきます。そこから、教育手法等におけ
る違いや共通点等を分析し、教育問題への実質的な支援の
方法を探っていきます。

4. ンゴンベ貧困地区民生改善事業
ルサカ市ンゴンベ地区

⑴事業の背景・目的
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モンボシで行った栄養教室。中央が講師のンゴンベ副校長先生

また、彼らが独自に実施している洋裁教室の作品販売など、
所得創出活動（以下IGA）、文化祭等の学校行事の実施や教
室の増築事業の際に、必要な物資の運搬作業を行うための
トラック配車等の不定期な支援も行っています。
その他、コミュニティースクールの運
営委員会のメンバーとして、活動内容
や運営方針に係る協議に参加し、間接
的な支援を行っています。

1997年7月よりルサカ市に多数存在するコンパウンド(低所
得者層居住区、貧困地区)の1つであるンゴンベ地区におい
て、こどもたちの栄養改善を目的として事業を実施してきま
した。しかしこの目的を達成する為には貧困を含む社会的
要因が大きく絡んでいることから、2000年よりこどもの栄
養状態改善及び地域社会の特に女性の能力開発を目的とし
た民生改善プロジェクトへと発展し、現在に至ります。

運営会議の様子。右が校長先生

⑵活動内容と成果

⑶課題と2010年度の見通し

ンゴンベ地区の女性住民へ、洋裁や栄養教室を通した技術
移転を実施してきました。それに伴い、教室に通う母親た
ちが働きに出ている間、こどもを預かってくれる場所がほし
いと要望し開始されたコミュニティースクール（地域住民が
自主運営する学校）は、今では保育所から小学校7年生まで
を受け入れるほどに大きく成長しました。現在は、そこへ
の運営資金
の支援を
行っていま
す。資金の
支援とはい
え、自らド
ナーを探し
てきたり授
業費を徴収
するなど
し、自分た
コミュニティースクールの生徒たち
ちで運営管

もともと母親の技能向上活動を円滑に実施するうえで、子ど
もの世話を支援した活動であったのが、コミュニティス
クールそのものが、ンゴンベ地区になくてはならないもの
へと発展しています。コミュニティースクールを教育省へ登
録することで、正規の学校として運営できるように質、規模
ともに向上させていきたいと考えています。そのためにも、
これまでは外部の試験場に行かねばならなかった7年生卒業
試験を本学にて実施できるように継続して教育省へ働きか
けていきます。

販売している洋裁
教室の作品

また、センターがより自立的な活動ができるよう、IGAへの
技術支援及び他のプロジェクトとの連携橋渡し等も進めて
いきます。特に、チペンビでの農業案件（p.2~3）との連携
を深めることで、ビジネスの可能性や新鮮な食物へのアクセ
スを向上させたり、モンボシにおけるコミュニティー栄養
改善活動の技術支援・連携を強化し、ンゴンベ地区のみな
らず、モンボシにおいても若い女性や母親への知識や技術の
普及を拡大していきます。

カンボジア事業報告
東南アジアに位置するカンボジア王国。
ザンビアで成果を上げてきた救急事業の
経験を生かし、 首都プノンペン市西部地
区を中心に2008年より救急医療支援活
動を行っています。

＜2009年度の主な成果＞
・救急ケアガイドライン校正終了
・医療従事者の基礎救急対応能力を強化
・地域で応急処置に関する啓蒙活動を実施するボランティアを
育成
・ポチェントン病院前の道路を整備
・ヘルメット着用強化のためのポスターを作成

首都プノンペン市

［東南アジア地域地図］

1. 低所得者の人々の命を守るセーフ
ティネット強化事業
【JICA草の根技術協力事業】

全国／プノンペン市西部地区

⑴事業の背景・目的
急激な経済成長に伴い、首都プノンペン市は人口増加の一途
を辿っています。それに加え、廉価で購入できるオートバイ
等の二輪車の保有が急速に増加し、交通事情の悪化により
交通事故が多発しています。交通事故は、カンボジアにおけ
る死因第1位のHIV/AIDSに次いで多く、大きな社会問題と
なっています。カンボジア全土で平均して1日4人以上が死亡
という深刻な状況であり、近年交通事故数は減少している
ものの、死亡者数は依然として増加しています。こういった
状況であるにもかかわらず、カンボジアには「119」に連絡
すると全国どこでも無料で救急車がかけつけるといった制
度が整備されていません。
また、医療機関においても救急時の対応に関する適切な知
識が乏しいという状況であり、一般住民間においても「応
急処置」に関する知識がなく、誤った処置により症状を悪
化させるなどの状況が生じていました。そのため、特にス
ラムからの移住者が多く、低賃金の工場などで働くブルーカ
ラー層が多いプノンペン市西部地区の低所得者層の人々が、
事故などの救急事案発生時に適切かつ最低限の応急処置を
受け、適正に転院・搬送が行われることを目的として事業を
実施しています。

【カンボジア事業従事者】
大坪加奈子（事務所長）
渡部豪（プロジェクト
マネージャー）
古家聖子（保健医療専門家）
下地美歩子（業務調整員）

⑵活動内容
保健省や国立病院職員から構成されるワーキンググループに
より、全国の病院・診療所を対象とした救急ケアガイドラ
インを現状に基づいて開発・作成し、全国配布することで
救急ケアサービス体制を強化していきます。
また、医療従事者の基礎救急ケア能力強化研修を実施し、
救急対応に対する知識と技術を向上させます。
そして、地域ボランティアを育成し、彼らを通じて地域住民
に対し初期救急対応に関する啓蒙活動を実施、応急処置に
関する知識の向上を図ります。

⑶本年度の成果
ガイドラインの再協議・校正が終了し、メンバーが各分担章
に責任を持つようにすることで、積極的に内容に関する意
見を出し合い定期会議での討論ができるようになりまし
た。このことでカンボジア人医療者の意見・臨床状況をガ
イドラインに盛り込むことができ、保健省によりガイドラ
インの位置づけが明確になったことで、カンボジア全域へ
の出版が決定しました。

本事業は独立行政法人国際協力機構の草の根技術協力事業
として、2008年1月〜2010年12月の3年間の予定で実施さ
れています。
啓蒙活動にて
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ければ意味がありません。しかし、現段階では配布方法、
配布スケジュール、使用方法に関する説明会実施に関しての
合意が保健省との間で得られていません。2010年度は先に
挙げた課題を解決すべく、保健省との間で協議を進めてい
きます。

研修の様子

前年度より指導者として選抜していた研修生は評価テスト・
症例検討会において、指導者として必要な初期救急対応能力
および自ら症例に対し考察する能力を獲得したと判断でき
ました。とくに指導能力が高いと判断していた4名に関して
は、西部保健局が独自に開いた一般市民向けファーストエイ
ド講習や保健局救急隊訓練でも講師としての役割を果たせる
までに成長し、西部保健局下における指導者(人材)を確保す
ることができました。
また、ポチェントン病院医療者に対し、基礎救急対応研修
を実施し、前年度実施した5診療所と合わせて、事業対象で
ある西部保健局内6医療機関の医療者の基礎救急対応能力が
向上し、共通認識を深めることができました。
4月より診療所職員が主となって地域ボランティア対象の
ファーストエイドおよび啓蒙活動フォローアップワーク
ショップを実施してきたため、診療所職員が地域特有の事
故や問題についての理解を深化させることに寄与しました。

ガイドライン作成現場

2. ポチェントン病院救急隊活動支援
【公益社団法人セカンドハンド共同事業】

プノンペン市西部地区

⑴事業の背景・目的
低所得者の人々の命を守るセーフティネット強化事業を補完
し、低所得者層の人々も適正な価格で公正に救急車を利用
できるようにするため、公益社団法人セカンドハンド（本
部・香川県）と共同で、公立病院であるポチェントン病院
において、救急隊の構築と運営、技術向上の支援を行ってい

地域ボランティアが村落住民に対して、傷や火傷の手当て、
溺水者や交通事故の被害者への対応の仕方など、初期救急
対応に関するアドバイスを行い、コミュニティ内で地域ボラ
ンティアの存在が認知されつつあります。ワークショップの
回数を重ねて情報を共有することで、日常より地域ボラン
ティアが診療所職員と密にコミュニケーションをとり、問
題点や不明な点を相談する等の連携が構築されました。
ます。

啓蒙活動にて

⑷課題と2010年度の見通し
救急ケアガイドラインを開発・作成し、保健省より出版さ
れたとしても、病院や診療所に配布されて適切に使用されな
8

研修の様子

これまでも国内事業で連携してきたセカンドハンドは、16
年間カンボジアにおいて学校建設を通じた教育支援や同西
部保健局に対して、妊産婦死亡率の改善を目的とした産科病
棟の建設等の支援を積極的に行ってきた団体です。しかしな
がら、保健医療の技術面の指導等については経験がないこ
とから、TICOと協力して事業を開始することになりまし
た。これらのセカンドハンドの先行活動に賛同し、また
TICOのザンビアでの救急隊活動支援の経験をさらに活かす
ために2008年から共同事業を開始しています。

⑵活動内容

救急隊訓練を行う他、医療従事者研修に病院救急隊も参加
し、気道確保、心肺蘇生、脊柱固定、ケース訓練等を行い、
救急隊員の技術の向上を目指しています。

構築を図ります。

3. ヘルメット装着キャンペーン事業
【WHO委託事業】

プノンペン市
また、ポチェントン病院前道路の整備を、西部保健局と協
力して実施しています。未舗装の道路では降雨時には水たま
りができて、通行が非常に困難な状態で妊婦や救急患者へ
の負担が大きかったためです。
その他、セカンドハンドからは、救急車のメンテナンス、
救急隊出動の運営費支援を行っています。

⑶本年度の成果
救急隊員に対する研修としてセカンドハンドの短期専門家で
ある弓削田氏による救急隊訓練を行いました。救急隊員
は、様々な研修をこなしていく中で、出動要請に対する機敏
な対応ができるようになり、またこれが定着しました。気
道確保、心肺蘇生、脊柱固定の技術は精度が向上し、どん
な病態に対しても安定して実施できるようになりました。
ケース訓練等を通じて、患者個々の病態に合わせた応用も可
能になりつつあります。
ポチェントン病院前道路整備においては、約30メートルの
道路整備を行い、これにより、救急車での移動の際の振動
整備前

⑴事業の背景・目的
先にあげたように、交通事故による死亡者数の増加はカン
ボジア国内における深刻な問題となっています。また、交通
事故による死亡件数の中でもオートバイ乗車中の事故が半
分以上を占めており、ヘルメットの着用率も低いという状況
でした。そこで、WHO（世界保健機関）やNRSC（国家交
通安全委員会）と協力し、ヘルメット着用強化のためのポ
スターを作成し、ヘルメット装着に対する人々の意識の向
上を目指しました。

⑵活動内容と成果
TICOが支援を行っているポチェントン病院の救急隊と連携
して、ヘルメットを装着していたことにより命が救われた交
通事故の被害者から証言を収集し、ポスターを作成しまし
た。
作成したポスターは CRC（カンボジア赤十字）の学生ボラ
ンティアが各イベントを通じて、プノンペン市やバッタンバ
ン州等の交通事故の被害が多い地域にて配布し、啓蒙を実
施しました。
また、新聞（コ・サンテピアップ紙）へポスターを元にし
たヘルメット着用啓発広告を掲載し、ヘルメット着用の呼び
かけを行いました。
ポスター配布・設置および新聞広告掲載のみではインパク
トに欠ける部分がありましたが、イベント等で配布するこ
とで相乗効果を得ることができました。それに加え、連携
しているNRSC加盟機関がテレビによる啓蒙キャンペーンを
実施したり、法整備に伴い交通警察の取締を強化したこと
などによりヘルメット着用率が向上したため、2009年度で
事業を終了することができました。
作成したポスター
を使って啓蒙活動
する様子

整備後

が軽減されました。

⑷課題と2010年度の見通し
病院前約30メートルの道路整備だけでは不十分なため、近
隣の住民、西部保健局、自治体等と協力して、さらに残りの
270メートルも整備ができないか検討し、関係者間と道路の
管理に関する協議を実施します。また、住民や西部保健局、
自治体の方々に積極的にかかわってもらうことによる舗装
後の修繕等の道路管理のオーナーシップ（当事者意識）の

掲載された新聞記事

9

国内活動報告
ザンビアやカンボジアでの国際協力活動を通して得た経験を、徳島をはじめと
する日本の市民と分かち合い、日本人の生活を改めて振り返る機会を提供しま
す。そして、共に持続可能な社会を構築することを目指して、国内でも様々な
活動を行っています。

1. 地球人カレッジ
⑴事業の背景・目的
1997年、TICOの前身である「徳島で国際協力を考える
会」の勉強会から始まった、TICOの原点ともいえる国内活
動です。現在は、国際協力を考えるだけでなく「地球規模
で考えながら地域から活動していく」きっかけになる機会
を、一地方である徳島で提供するべく、毎月1回セミナーを
開催しています。

⑵活動内容と成果

⑶課題と2010年度の見通し
毎回20人程度の参加を望んでいますが、2010年1月からは
特に聴衆数が減ってきています。学生の参加も減少していま
す。また、講師がなかなか決まらないため、効果的な宣伝
が行えていないのも現状です。インターネット中継は画質や
音声の調整がまだまだ試行錯誤中で、安定していません。
聴衆の数が増えるよう、合宿と合わせての開催や、学生と
の連携、他団体と共催したりするなど、新たな手法を取り
入れつつ、 インターネット中継は今後も講師の理解があれ
ば実施し、積極的に情報を発信していきます。

月1回を目安に、国内外で活躍する方々を講師として招き、
講演していただきます。また、TICOの活動報告を、在外事
務所職員が一時帰国の際に行う場合もあります。
2009年度は12回実施し、2009年の9月からはインターネッ
トで中継を開始しました。
【2009年度地球人カレッジ実績】
身近なことから取り組もう！ 地域 新開善二さん
4/18 の環境活動
〜ごみゼロを目指し （ N P O 法 人 徳 島 共 生
たまちづくりの実践活動報告〜
塾一歩会理事長）
ムリ ブワンジ？ ザンビア便り 山本ひとみさん
5/23 〜TICO2008年度ザンビア活動報 （TICOザンビア事務
告〜
所元職員）
イラク戦争から６年-共に生きてい 相澤恭行さん
6/6
くために
〜支援、文化交流活動 （ N P O 法 人 P E A C E
を通して考えたこと〜
ON代表）
神戸発！アジアの援助現場に立つ 門野隆弘さん
7/18 人々 〜人づくりを通して「分かち （神戸新聞社 論説委
合い」を考える〜
員）
山本秀樹さん
（岡山大学大学院環境
学研究科准教授）
8/22 ザンビアの食・ESD・Kominkan
小林勉さん
（アジア農村協力ネッ
トワーク代表）
近森憲助さん
9/26 国際協力と教育
（鳴門教育大学大学院
〜目に見えるものと見えないもの〜
学校教育研究科教授）
田中真佐子さん
地域からつなごう！多文化共生社会
（NGOワールドシッ
10/24
〜相談の現場から〜
プ事務局長、広島県福
山市外国人相談員）
TICOが目指す、地球市民教育
吉田修
11/14
〜TICO教材が意図するもの〜
（TICO代表）
カンボジア・ザンビア便り
渡部豪／田淵幸一郎
12/19
〜TICO活動紹介〜
（TICO職員）
フェアトレードコーヒー
丸山輝裕さん
1/23
〜コーヒー一杯からの国際協力〜 （halqa事務局長）
本田耕一さん（NPO
2/20 近くて遠い国「朝鮮民主主義人民 法人徳島県ボランティ
共和国」を訪れて
ア協議会事務局長）
山田絵美さん
緊急・復興支援の現場から
（クラウンエージェン
3/27
〜いつ？どこまで？どうやって？〜 ツジャパン プロジェ
クトマネージャー）
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2.講師派遣事業
⑴事業の背景・目的
教育機関、市民団体等へTICOスタッフを講師として派遣
し、講義やワークショップを通して地球市民教育を行って
います。

⑵活動内容と成果
本年度は23件実施しました。講師派遣をきっかけに、寄付
につながったケースが2件ありました。

⑶課題と2010年度の見通し
講師を派遣してほしいとの依頼が減ったことで、今年度の
派遣件数は減少しました（2007年度33件、2008年度52
件）。従来の依頼が来たら行く、という受身の体制でな
く、こちらから学校等にアピールしていけるよう、今後体
制を整えてこうと考えています。
また、学校関係には1回だけの派遣
でなく定期的で継続的な派遣が可
能になるように働きかけて行きま
す。

［事務局の様子］
ザンビアやカンボジア
のグッズが展示されて
います。グッズは販売
もしており、バザー出
店時に活躍します。

＜本年度の主な成果＞
・地球人カレッジをインターネットで中継開始
会場が遠い方や、時間の都合がつかない方が、いつでもどこでもご覧いただけるようになりました。
・ホームページをリニューアルし、プロモーションビデオを作成
・会費収入は昨年度比1.5倍、オンラインでのクレジット決済を導入

【2009年度講師派遣実績】
4/24 徳島大学(医学部)
医学概論（国際医療・国際協力）
退公連吉野川支部女
5/8
アフリカの現状とTICOの取り組み
性部
国際協力論（ザンビアでの医療支援
6/18 香川大学
活動）
ザンビアの現状を通して生命の尊さ
7/3 神宅小学校
を学ぶ
国際協力論２（アフリカ・ザンビア
7/4 徳島大学
における保健・医療支援）
特別講演「私たちの国際貢献のあり
7/20 吉野川市９条の会
方は？」
ほのぼの人権講座「Face to Face〜
9/24 山瀬公民館
国際協力〜」
チャレンジアフリカ、日本国憲法か
10/9 北灘中学校
ら見る日本の国際貢献のあり方
ザンビアの現状と日本国憲法から読
10/25 藤田保健衛生大学耳 み解く日本の役割 〜地域医療を担
鼻咽喉科同門会
いつつできること〜
10/15 徳島大学(医学部)
我が国の国際医療援助活動の動向
とくしま生協「九条
11/26
国際貢献と憲法九条
の会」
11/26 宝田子ども会
チャレンジアフリカ
持続可能な社会を目指して
12/6 徳島大学
〜さくら診療所とＴICOの取り組み
〜
アフリカに生まれるということ
12/７ 京都外国語大学
〜サブサハラ以南の人権を考える〜
ザンビアにおけるAIDS問題の現状
12/11 相生中学校
〜ワークショップを交えた地球市民
教育〜
ガールスカウト日本
12/13
徳島で国際協力を考えよう
連盟
12/16 脇町中学校
世界がもし100人の村だったら
Sustainable developmentの視点を
12/17 岡山大学
取り入れた国際協力の事例
2/4 森山小学校
TICOに学ぶ（ザンビア紹介）
贈呈式（アルミ缶回収収益金の使途
2/23 森山小学校
について報告）
2/24 西麻植小学校
TICO紹介とDVD上映
jaih-s（日本国際保健 jaih-s 国際保健トレーニング合宿
3/10
医療学会学生部会） キャリアラウンドテーブル
2009年度外務省
3/16 「 N G O 研 究 会 ( 政 府 地方NGOとODAの連携に関する提起
との連携)」企画

設は、地元の木を使って建てられ、コンポスト（生ごみ堆
肥化容器）や太陽光、太陽熱、薪ストーブなどエネルギー
自給率を高める取り組みをしているため、そこで一定期間
過ごすだけでもTICOの理念に触れることができます。

3.TICO合宿(青少年育成事業)

4. 情報発信、イベント参加等

⑴事業の背景・目的

⑴事業の背景・目的

国際協力に興味のある青少年に対し、吉野川市山川町にあ
る環境に配慮した宿泊施設（TICO道場）で、集中的に国際
協力や持続可能な循環型社会について学ぶ機会を提供してい
ます。

会員や協力者だけでなく、潜在的な支援者に向けても活動
の理念や内容を紹介し、理解と協力を促すよう情報を発信
しています。

本年度の実績は8回でしたが、一度合宿に来た学生が、次回
別のメンバーを誘って訪れてくれたケースが2回あり、こう
いった形で人の輪が広がっていくのは非常に喜ばしいこと
です。
施設利用料に関しては会員価格を設け、利用料の計算を泊数
から日数に変更しました。現行は、1日1,500円（会員：
1,000円）です。

⑶課題と2010年度の見通し
本来は施設利用料に加え、各講義やワークショップに応じ
て加算したいのですが、先方の予算の関係もあり実現して
いません。また、海外事業地での受入前に、TICOの理念や
活動について理解するために実施する場合が実際は多く、
合宿に来る団体が固定化しています。
学生だけでなく社会人（新人研修など）の利用も促進し、
顧客の新規開拓を進めていきます。そして、提供できるワー
クショップの種類を増やすなど、リピーターも楽しめるよう
な工夫を考えていきます。

⑵活動内容と成果
⑵活動内容と成果
国際協力や持続可能な循環型社会について考える講義、
ワークショップに加え、農業体験やお遍路道の清掃、紙す
き・藍染め体験など、合宿の内容は多岐に渡ります。宿泊施

機関誌は年4回、発行することができました。ホームページ
（以下HP）をリニューアル、混在していたブログを一本
化、プロモーションビデオ（以下PV）を作成と、広報の充
実化も同時に図りました。
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イベントに参加し、TICOの活動紹介パネルを展示すること
もあります。また、バザーや地球人カレッジ、合宿の際に訪
問者へグッズの販売を行っています。
メディア（新聞、雑誌、ウェブ等）からの取材には、随時応
じています。本年度のメディア取材は10件で、地球人カレッ
ジのお知らせが数回新聞に載りました。
【2009年度イベント参加実績】
6/27
10/10
10/11
10/12
11/3

IFMSA中国・四国新歓イベ 徳島大学蔵本
活動紹介
ント
キャンパス
I F M S A プ ロ ジ ェ ク トフ ェ 代々木オリン
パネル展示
アー
ピックセンター
ゆず草刈
木屋平
吉野川市文化研 パネル展示
国際理解講座
修センター
／バザー
多文化共生フェスティバル フレアとくしま パネル展示

11/8 ゆず狩り
木屋平
インターナショナルフェスタ
12/23
郷土文化会館
徳島
3/7 にこにこ市
種蒔太師東林院

パネル展示
バザー

3/14 ゆず畑手入れ

木屋平

3/28 吉野川市フリーマーケット

吉野川市役所西
側イベント会場 バザー

会計報告

収支の状況

【2009年度メディア掲載実績】
5/25 JICA四国HP「人」明日へのストーリー
8月 あいらんど四国（JICA四国広報誌）
9/15 「いのち輝く」62号 巻頭インタビュー
10/1 月刊「新医療」第36巻第10号
1/4 JICA'ｓ World2010年１月号No.16
1/18 ドクターズマガジン2010年2月号
2/17 JICA四国HP ピックアップ
2/21 沖縄タイムス 黄金人
3/5 ボランティア・NPOの情報誌 ひと10号
3/20 じんけん18号

⑶課題と2010年度の見通し
今後も機関誌の年4回発行を徹底し、HPやブログを定期的
に更新し、情報を発信していきます。地元を始め、積極的に
メディア露出していきたいと思っています。
本年度は広報の充実化を図ったので、ツー
ル（HPやPV）を活かして更なる情報の
提供に努めます。
PVに出てくるキャラクター、
ティカくんと先生

〜2009年4月1日から2010年3月31日まで〜

会費・入会金収入
事業収入
助成金収入
寄付金収入
雑収入
収入合計(A)
前期繰越金
総計(B)

貸借対照表

6,023,410
13,323,906

〜2010年3月31日現在〜

資産の部
流動資金
現金預金
流動資産合計
固定資産
固定資産合計
資産合計

13,344,258

10,373,658
10,828,305
205,305
866,666
162,831
4,670,026
500,866
23,500
27,631,157

（単位：円）

負債の部
流動負債
預り金
流動負債合計

正味財産の部
当期賞味財産増加額
正味財産合計
20,352
20,352 負債及び賞味財産合計

6,023,410
13,323,906
13,344,258

固定負債
0
13,344,258

【理事】
福士庸二
渡部豪
饗場恭子
【監事】
原田栄枝
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海外事業
ザンビア事業
カンボジア事業
国内事業
会報・刊行物の発行
プロモーションビデオ作成
開発教育に関する事業
管理費
助成金返金
その他
支出合計(C)

2,376,575
427,245
18,291,988
12,067,574
491,185
33,654,567
7,300,496
40,955,063

当期収支差額(A)(C)
次期繰越収支差額(B)- (C)

【代表理事】
吉田修

（単位：円）

支出の部

収支の部

役職員名簿

山本ひとみ
吉田純
吉田修
吉田修
吉田修
TICO活動紹介
渡部豪
下地美歩子
TICO活動紹介
庄田多江

固定負債合計
負債合計

0
20,352

【事務局（日本）】
福士庸二（事務局長）
瀬戸口千佳（事務局員）
庄田多江（事務局員）

組織図

総会
理事会
事務局(日本)

ザンビア事務所

監事

カンボジア事務所

