
ホームページの改訂などを支援

　　　　JICSは設立10周年目に
あたる1999年から、自主事業
（2012年4月以降は「実施事
業」）としてNGO支援事業を行
ってきました。これまでの実績を
簡単にご紹介すると、支援団体は
110団体、件数161件、支援総額
は約１億3,800万円という状況で
す。この事業では、プロジェクト
活動にかかる経費の支援を対象と
した「直接事業費」だけでなく、
支援者や活動資金の確保、事務所
整備といった団体の活動を支える
基盤整備に必要なパソコンの購
入、人件費補てん、団体ホームペ
ージの改訂など広報の拡充のため
の「団体基盤強化費」も対象にな
っています。今年で15年目を迎
えますが、この間、NGO／NPO
の社会的な役割、影響力は非常に
高まっており、私たちはNGOの
ご意見、ご要望に常に耳を傾けな
がら、引き続き、この支援を続け
ていきたいと考えています。
　　　　私たち「ACC・希望」
は、2012年度にJICSの支援をい

ただき、コソボの難民女性を対象
とした「おばあさんの手」という
プロジェクトを実施しました。刺
しゅうや手編み、手織りなどセル
ビア女性の伝統として受け継がれ
ている手仕事を介し、自分の殻に
閉じこもり、孤立しがちな高齢の
難民女性たちが横の人間関係を作
れるように、との思いから始めた
プロジェクトで、心理社会支援事
業の位置付けの中で進めていま
す。つらい経験を重ね、今なお厳
しい生活環境にある難民女性たち
にとって、その心理的な活性化は
非常に大切なテーマです。彼女た
ちの社会活動が活性化しないと心
理的な活性化にもおのずと限界が
出てくることがあります。そこ
で、女性たちの作品をセルビア国
内のバザールや日本でのチャリテ
ィーバザールなどで展示・販売し
て少額ながらも報酬を得たり、お
ばあさんたちがセルビア国内の孤
児院や難民センターの子どもたち
に贈りものとして手編み作品や手
作りのお菓子などを持って交流し
たりすることで、中高年以上の難
民女性たちが“自分の編んだもの

が多くの人々に喜ばれて、自分も
社会の役に立っている”と実感で
きるような社会活動の活性化に向
けた取り組みを続けています。
　　　　JICSは、日本製の糸や
編み物などの材料を調達する資金
を支援させていただきました。
　　　　日本国内のチャリティー
セールなどで展示・販売すると、
日本の方々は必ず手に取ってくれ
る。実は手触りで売れ行きが全然
違います。難民女性の編み手もそ
れが分かるのか、日本の糸で作る
と手触りがよく出来栄えが全然違
うと喜んでいます。
　　　　フリー・ザ・チルドレン
は1995年、当時12歳だったクレ
イグ・キールバーガーというカナ
ダの少年が、貧困のために厳しい
環境下で働かざるを得ない児童労
働の実態を新聞で読み、彼らのた

めに自分も何か行動したいと立ち
上げた団体です。クレイグの活動
を知った現・代表理事の中島早苗
が“子どもによる子どものための
国際協力”をぜひ日本でも紹介し
たいとの思いから1999年から日
本で活動しています。クレイグ自
身、カナダ国内をはじめ世界各地
で出張講演を行っており、2000
年には日本に来日しました。当
時、高校生だった私も同世代の彼
の活動を聞き、ボランティアとし
てさまざまな活動に参加するよう
になったという経緯があります。
しかし、日本での活動は中島が一
人で細々と行っており、2004年
にはNPO法人の認定を受けまし
たが、数少ないアルバイトとボラ
ンティアが運営に携わり、なかな
か活動の裾野が広がらないという
状況でした。そのような中で、
JICSの支援制度を知り、申請し
たところ支援を受けることができ
ました。支援制度によってホーム
ページの改訂に取り組み、子ども
でもホームページ上から直接会員
登録ができるようフォームを工夫
しました。その効果は大きく、そ
れまで200人規模だった会員が改
訂後は約600人まで増え、メンバ
ーとして活動するようになってい

ます。ホームページの改訂業務を
対象とする支援制度は他にはほと
んどないため、団体の基盤強化面
で非常に助けていただいたと思っ
ています。
　　　　ACC・希望では、どう
いう方法で会員募集を進めていま
すか。
　　　　口コミが中心で大々的に
呼び掛けたことはありません。い
ま原元さんのお話を伺って、イン
ターネットの活用などさまざまな
工夫の大切さを痛感しました。

ネットワーク型NGOも視野に

　　　　団体基盤整備を支援する
制度は、他団体にはほとんどない
と思います。最近では地方の自治
体などからも「地元のNGOを支
援したいが、どういう仕組み、方
法でやっているのか」という問い
合わせもあります。これからも調

達機関、JICSならではの使いや
すく、弾力性のある支援で中小の
NGOを支援していきたいと考え
ていますが、この支援制度に対す
るご意見やご要望があればぜひお
聞きかせください。
　　　　私たちは、自分たちの活
動と関わり合いのある教育協力
NGOネットワークや児童労働ネ
ットワークなどのさまざまなネッ
トワークに加盟し、他団体とも情
報や経験を共有しながら活動して
います。こうしたネットワークは
どこも予算不足で厳しい状況にあ
ります。事務局機能は、参加する
団体が何年かごとに持ち回る体制
になっていることもあり、ネット
ワークの仕事に加え、自分たちの
活動も進めなければならないとな
ると、とても予算を確保するとこ
ろまで手が回りません。JICSの
支援制度はネットワーク型NGO
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（一財）日本国際協力システム（JICS）が実施するNGO支援事業は15年目を迎える。開始は1999年。設立10
年目の年だ。この間の支援実績は110団体・161件。プロジェクトの直接事業費に加え、団体基盤強化など一
般的に支援の対象になりにくい分野もきめ細かくカバーし、その弾力性が多くのNGO団体に喜ばれてきた。た
だ、NGOを取り巻く環境変化などに伴い、新しい課題も浮かび上がってきている。実際に支援を受けた２団体
の関係者を交え、支援事業の活用状況、今後目指す新しい方向と課題などを話し合った。

15年目を迎えるNGO支援制度
多くの中小団体に喜ばれる弾力性と機動性

一般財団法人 日本国際協力システム機関座談会

［出席者］

松永 知恵子さん
特定非営利活動法人
ACC・希望  　代表理事

原元 望さん

特定非営利活動法人
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
　　　　　　　  事務局長

永作 雅弘さん

一般財団法人
日本国際協力システム
総務部次長（兼総務課長）

医療・保健衛生　14％

地域開発　10％

自立支援　15％

環境支援　4％

難民支援　6％

平和構築　2％

ネットワーク　10％

その他　6％

教育・啓発　26％

貧困対策　7％
＜分野別＞
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■JICS NGO支援事業実績（分野別、1999～2013年度）

「ACC・希望」の支援でセルビア難民女性が編んだ
マフラーや手袋
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も支援対象になっていますが、で
きるならば個別事業を行う団体と
別の申請枠を設けていただくと、
採択される団体が増え、ネットワ
ーク活性化につながると思います。
　　　　ネットワークの中に入る
ことで、中小の団体にとっては情
報やアイデアを共有できるという
メリットもあります。提案いただ
いた支援制度の在り方については
検討していきたいと思います。
　　　　もう一つは、当団体はさ
まざまな支援制度に対し、何度も
申請した経験を持っていますが、
申請経験のない小さな団体など
は、手続きが煩雑だとそこで立ち
止まってしまうところも多いよう
です。例えば、「少額の単年度の
支援申請はコンパクトなフォーマ
ットにする」などの工夫があれ
ば、一段と使いやすい、身近な支
援制度としてますます活性化して
いくと思います。

複数年度支援の枠組みを

　　　　ネットワーク形成の大切
さについてご指摘がありました
が、支援ニーズのトレンドなど情
報から取り残されないためにも必
要だと感じています。私たちのよ
うな中小の団体であっても、やは
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り広いビジョン、スコープの中で
自分たちの活動を見つめ、続けて
いくことが大切だと思います。
JICSの支援については、私たち
の活動する旧ユーゴに目を向けて
くれる支援団体が少ない中、支援
の手を差し延べていただき本当に
感謝しています。紛争が終わり、
人々の話題に上らなくなっても、
国際社会の支援を求めている地域
は多く、そのような地域での地道
な活動に対し、これからも目を向
けていただきたいと思います。ま
た、私たちが展開している心理社
会支援事業の出口（成果）はなか
なか数値化しにくいという面があ
り、これが一つのハンデにもなっ
ています。こうした分野にもっと
光が当たるようJICSには、成果
を出しにくい活動を行っている団
体を交えた勉強会、あるいは研究
会などをやっていただけると嬉し
いです。
　　　　JICSも幅広い情報を求
めており、その観点から勉強会な
ども検討していきたいと思います。
　　　　現在私たちが取り組んで
いるカンボジアの「トウ先生の手
仕事教室」は、自立化に向けたプ
ログラムを計画しており、JICS
の2014年度NGO支援事業に採択

していただきました。大変感謝し
ています。支援制度への希望とし
ては、１件当たりの支援額は少な
くても複数年度を継続する支援の
枠組みを作っていただけると私た
ちのような小さい団体は活動計画
を立てやすくなります。次年度の
活動資金をどのように確保するか
という問題を抱えている団体は多
く、例えば３年程度の活動支援を
受けられる枠組みがあれば、“芽”
を膨らませ、プロジェクトを育て
ることができると思います。
　　　　確かに支援内容のバリエ
ーションの多様化は課題になって
いると思います。皆さんからいた
だいたご意見、ご提案を踏まえ、
より充実した制度を目指していき
たいと思います。国際協力分野で
の皆さんの活動が、今後も成果を
上げられることを願っています
し、またその成果について伺う機
会を楽しみにしています。
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2015年度新卒・既卒者採用
JICSでは2015年4月入団予定の職員を募集しています。
国際協力分野のプレーヤーになりたい皆様からのご応募
をお待ちしております。 

マイナビ国際派就職にアクセスし、
当財団掲載ページからエントリーしてください。

マイナビ国際派就職にアクセスし、
当財団掲載ページからエントリーしてください。

エントリー締切：2014年5月7日（水） 17時（日本時間）

JICS旅行医学講座のご案内
感染症の予防と対策に！

開発途上国へ渡航される皆様のお越しをお待ちしています

永 作

永 作

松 永
松 永

永 作

原 元

2014年6月「ワクチン」、7月「旅行者下痢症」、9月「マラリア」
11月「インフルエンザ」、2015年1月「熱帯感染症」
※時期・テーマは変更する可能性があります。

順天堂大学医学部　
熱帯医学・寄生虫病学講座 教授　美田 敏宏 医師
各回 一般 2,000円／ 学生 500円

（一財）日本国際協力システム 総務部人事課 旅行医学講座係
TEL：03-5369-6992　E-mail: jinji@jics.or.jp
http://www.jics.or.jp/jigyou/seminar

【予　定】 

【講　師】

【費　用】 

【ご照会】

クレイグ少年の活動を伝える絵本
『キッズ・パワーが世界を変える』


