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令和４年度事業計画概要 

 

令和 3 年度は、新型コロナ感染拡大の影響によって一年延期されていた設立 30 周年の記念式典

を無事行うことができ、これまでの FIDR の設立趣旨やこれまでの３０年間の歩みを振り返る貴

重な時となりました。「強く、また雄々しくあれ。（中略） 主御自身があなたに先立って行き、主

御自身があなたと共におられる。（中略）恐れてはならない。おののいてはならない。」（申命記 31：

7-8）。次なる 10 年、20 年を見据えた新たな歩みを進めていくときに、目の前の課題や困難にしっ

かりと取り組み、勇気をもって立ち向かってまいります。 

具体的には、次の取り組みを進めます。 

① これまでの歩みを踏まえた、今後の FIDR のあるべき姿の検討 

② 現在の会員会費を維持しつつ、新たな支援者開拓、資金獲得に向けた方策の検討と準備  

③ 国際開発援助事業において、3 か国で現在実施中の事業の継続の中で、特にベトナムでの

JICA 委託事業及びネパールでの新規地域総合開発事業の本格実施 

④ 団体全体におけるデジタル化やシステム改良・改善を通した業務の効率化  

 

【令和４年度における各事業の取り組み】 

 

１．国際協力援助事業 

① カンボジアでは、小児外科支援事業において、新たに建設されたクラチェ州病院外科・産科病

棟において診療活動の強化、また、7 年間にわたる事業の終了時評価、次期フェーズの策定を行

います。栄養教育普及事業では、トレーナー育成を継続、モデル校での能力強化を図ります。

コンポンチュナン州農村開発事業では、最終年の活動として最後のフォローアップを行います。

また、カンボジアでの新規事業の調査・検討を行います。 

② ベトナムでは、コントゥム省生活改善・子どもの栄養改善事業において、栄養・衛生改善と農

業支援の 2 本立ての活動を展開します。この活動の一部は、TOTO 助成と「愛の泉」チャリテ

ィ・コンサートの対象事業とする予定です。クァンナム省の発展型農村総合開発事業は JICA 委

託事業の本格的実施が開始の年となります。ソンラ省コーヒー生産のためのコミュニティ開発

事業は、イオンとの連携の２年目の活動を継続強化していきます。 

③ ネパールでは、地域総合開発事業が新所長の下で活動が本格開始されます。外務省の NGO 連

携支援無償資金の申請・獲得も目指してゆきます。 

 

２．緊急援助事業 

海外事務所設置国及びアジア諸国での自然災害には迅速に対応します。また、日本国内では

被災地の状況と支援の必要性に応じて FIDR ならではの活動を検討、実施してゆきます。また、

将来の災害への対応に備えて、FIDR の緊急援助実施体制の強化を図ります。 

 

３．広報啓発事業 

ご支援者へのきめ細かで「感謝」を伝える支援者サービスを継続しつつ、積極的な広報活動

に取り組みます。過去２年で取り組んできたオンラインイベントに加えて、状況に応じて対面

での活動も再開してゆきます。また、既存支援者を通じた新規支援者獲得への種まきをしてゆ

きます。これらの活動に資するよう、昨年度末に導入した支援者データベースを効果的に活用

するとともに、ホームぺージの刷新を行います。  

 

４．総務・人事 

デジタル化、システム改良・改善を通じて、労務や文書管理、賛助会費や寄付の受付の効率

化に取り組みます。 
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カンボジア－① 

事業名 カンボジア小児外科支援事業 継続事業 

期間 
【第 5 フェーズ】2016 年（平成 28 年）4 月～2023 年（令和 5 年）3 月 

【総事業期間】1996 年 10 月～2023 年 3 月 

事業地 カンボジア・クラチェ州およびプノンペン 

課題・ 

ニーズ 

5 歳未満児の死亡率が他のアジア諸国に比べて高いカンボジアでは、小児外科の診療の能力お

よび体制が立ち遅れていることが重要な課題のひとつとなっています。特に地方における医療

格差は大きく、的確な外科的対応を受けられない子どもが多く存在します。 

目的 
クラチェ州および近隣地域の子どもが迅速かつ適切な診断、および外科治療を受けられるよう
に、州病院を拠点とした小児外科医療体制を整えます。 

受益者 

（直接受益者）クラチェ州病院外科の医師、看護師：20 人 

 クラチェ州内公立診療所 48 か所の職員、保健ボランティア：約 900 人 

（間接受益者）クラチェ州病院職員：約 100 人 

 クラチェ州病院小児外科患者：年間約 300 人 

 クラチェ州内の子どもとその家族：約 72,800 世帯 

 国立小児病院外科･手術部の医師・看護師：60 人 

主な活動 

当年度はクラチェ州病院に新しく完成した外科・産科病棟を活用し、診療活動がいっそう的

確に行われ、地域の小児外科医療の中心としての機能を担うようにすることが狙いとなりま

す。 

▶州病院の医師・看護師の技能強化 

病院の医師、看護師が病棟の衛生管理や物品管理を適切に行うとともに、診療技能の向上を

目指します。当年度もプノンペンの国立小児病院（NPH）等での臨床研修や NPH 医師招聘

研修により外科医や麻酔看護師の能力向上と幅広い経験の獲得を図ります。特に、現地で増

加している交通事故のために整形外科分野の対応能力の強化のため、若手外科医が国立コサ

マック病院にて整形外科研修を修めるとともに、看護師に対しても、整形外科の創傷管理、

器具の適切な消毒方法や包帯の固定方法、術後の回復状態を確認するアセスメント方法などを学ぶ

場を設けます。新型コロナウイルスの感染流行が収まれば日本人専門家の現地指導派遣を再開しま

す。 

▶搬送体制の強化と住民への啓発 

地域住民が迅速かつ適切に州病院での診療を受けることができるよう、一次医療機関（保健

センター、保健ポスト）との連携を強化し患者搬送を促進します。また、ラジオ放送や院内

啓発活動を通じて小児外科の症状や病院を受診する必要性について知識普及を図ります。 

▶事業評価 

当年度は第 5 フェーズの最終年度にあたりますため、終了時評価を実施し、その後の方向性

を定めます。 

事業予算 
19,858 千円  

（内、日本 NGO 連携無償資金協力：11,667 千円） 
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カンボジア－② 

事業名 カンボジア栄養教育普及事業 継続事業 

期間 
【第 2 フェーズ】2021 年（令和 3 年）4 月～2025 年（令和 7 年）3 月（予定） 

【総事業期間】2017 年（平成 29 年）4 月～2025 年（令和 7 年）3 月（予定） 

事業地 カンボジア コンポンチャム州、プノンペン 

課題・ 

ニーズ 

国民の栄養状態が他国に比べて顕著に劣るカンボジアでは、全国の公立小学校・中学校・高校

で正式な教科となる保健科目の中で、栄養分野の指導を重視していますが、カリキュラム構築

と教科書の執筆、および教員の知識強化が課題となっています。そこで 2014 年から 3 か年を

費やした調査で学齢児童の推奨栄養所要量およびそれに基づく食生活指針を策定した本財団

に、教育省学校保健局から協力要請が寄せられました。 

目的 
カンボジアにおいて、食生活指針を取り入れた体系的な栄養教育が教育省主導のもと全国レベ

ルで実施されるよう、その基盤を作ります。 

受益者 
（直接受益者）教育省の職員、コンポンチャム州内モデル校 4 校の教員と生徒 

（間接受益者）全国の公立校（小中高）の教員および生徒とその家族 

主な活動 

新型コロナウイルスの流行により過去 2 年間の活動には困難な局面もありましたが、その

中で積み上げてきた成果をもとに、当年度は学校での栄養教育の実践に向けてさらに準備を進

めてまいります。 

▶教育省学校保健局職員の能力育成 

教科書の原稿執筆作業はすでに終了したため、当年度は校正、推敲、添削の作業を進めて最

終原稿まで完成させます。学校保健局の職員がコアトレーナーとして教員へ教科書の内容を

指導できるよう、リフレッシャー研修を行います。 

▶栄養教育のモデル校づくり 

コアトレーナーが中心となり、できあがった教科書や食生活指針（FBDGs）の指導ビデオ

を用いて、コンポンチャム州内 4 校のモデル対象校の教員らが授業を実施できるように研

修を行います。新型コロナウィルスの状況をみながら感染対策をした上で、学校のコミュニ

ティを巻き込んで栄養や衛生管理などをテーマにしたイベントを実施し、教員や生徒だけで

なく、地域の人々との接点を増やし、コミュニティ全体で対象校をサポートしていける環境

づくりを始める計画です。 

▶カンボジア国内での FBDGs 普及 

引き続き他の団体や国連機関、政府との連携を強め、FBDGs の普及を基軸に、栄養教育の

必要性に対する理解促進を図ります。 

 

事業予算 14,332 千円 
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カンボジア－③ 

事業名 コンポンチュナン州農村開発事業 継続事業 

期間 
【第 3 フェーズ】2017 年（平成 29 年）4 月～2023 年（令和 5 年）3 月 

【総事業期間】2007 年（平成 19 年）4 月～2023 年（令和 5 年）3 月 

事業地 カンボジア コンポンチュナン州ロレイアッピア郡内 2 地区、タックポー郡内２地区 

課題・ 

ニーズ 

カンボジアでは貧困層の約 9 割が農村部に暮らしており、生計基盤である農業の生産性の低

さと、保健・栄養に関する基礎的な知識の不足が大きな課題です。このため、子どもの慢性

的な栄養不良による成長阻害や学業への影響が生じています。 

目的 
対象地域の住民が健康的な生活を送るために十分な食糧を確保し、栄養のある食事を摂れる
ようにします。 

受益者 ロレイアッピア郡およびテックポ郡内の農民組合 2 組織と地域住民約 20,000 人 

主な活動 

本事業はこれまでに地元住民および行政の能力伸長を実現し、前年度に行った事業評価で

これを裏付けることができました。当年度をもって終了を予定しておりますため、その後に

地元の人々の力で確実に事業の成果を維持しさらに発展させていくことができるよう、最後

のフォローアップを行います。また、この成果を活かし、新たな事業を構築するための調査、

検討を行います。 

▶農民組合の能力強化 

本事業により 2020 年度に設立された農民組合 2 団体の運営を確実にするため、マネジメ

ント技能、農産物生産管理とマーケティング、組合同士のネットワーク強化をさらに高め

るための研修を行います。 

▶事業成果の政策への反映 

地区（コミューン＝複数の村を包含する行政単位）の年次計画に、本事業で培った食糧安

全保障と栄養に関する施策が組み込まれ、予算が確保されることで、地区自らが事業を推

進できるようにします。 

▶住民の健康意識増進 

感染症予防などの啓発活動を行います。 

▶新規事業形成調査 

 さらなるニーズの開拓・事業化に向けて形成調査を行います。 

事業費  7,590 千円 
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ベトナム－① 

事業名 ベトナム中部高原地域における生活改善と子どもの栄養改善事業 継続事業 

期間 2019 年（平成 31 年）4 月～2026 年（令和 8 年）10 月（予定） 

事業地 
ベトナム・コントゥム省全域（コントゥム市、ダックグレイ郡、ダックトー郡、ダックハー郡、コンプ

ロン郡、コンライ郡、ゴックホイ郡、サータイ郡、トゥモーロン郡、イアフドライ郡）  

課題・ 

ニーズ 

タイグエン地域と称されるベトナム中部高原の 5 省（コントゥム省、ダクラク省、ダクノン

省、ザライ省、ラムドン省）は、地理的な条件に加え、政治的な事情のために、開発が殊に遅

れています。特にコントゥム省は、住民の健康増進に係る取り組みが遅れており、全国 63 省・

市の中で子どもの栄養不良率が最も悪い地域に挙げられています。母親の出産時死亡率も極

めて高いとされています。先行事業である「コントゥム省子どもの栄養改善」の取り組みでは、

対象地域において事業目的の達成につながる、住民の行動変容と行政関係者の能力向上を実

現しました。この実績をさらに広範な地域に展開してほしいとのベトナム政府からの要請を

受けました。 

目的 コントゥム省全域の 5 歳未満の子どもの栄養状態を改善します。 

受益者 
直接受益者： コントゥム省内 9 郡 1 市の 5 歳未満児（約 55,000 人）および 

 少数民族貧困世帯数 17,649 世帯 

主な活動 

ベトナム政府は新型コロナウイルスの流行に対してきわめて厳しい対策を講じたため、本

事業は 2021 年度の前半までは実施が叶いませんでしたが、9 月にコントゥム省当局からの許

可が下り、活動を開始しました。当年度から、住民の栄養に関する知識向上と衛生的な居住環

境づくり、日々の食材を安定的に確保するための農業生産の面から子どもの栄養不良の問題

に本格的に取り組みます。 

▶生活改善アプローチに基づいた栄養・衛生改善 

子どもの栄養状態と家庭の衛生環境は密接な関係があります。そこで戦後の日本が実践し

た生活改善アプローチに倣い両者の状況を改善します。5 歳未満の子どもをもつ父母らを主

な対象として、栄養や衛生に関する基礎的な知識の普及と調理実習、マザーズスペース（ト

イレ、洗濯、シャワーの複合施設）の設置支援、経験共有ワークショップの開催などを行い

ます。 

▶農業環境の改善と収入向上 

対象地における栄養不良の原因の一つは、コメやキャッサバ等の炭水化物に極度に偏った

食事にあるため、さまざまな野菜を自家栽培できるように技術指導と資器材の支援を行う

とともに、生産物の一部を販売できるようにすることで乳製品や魚や肉などの購買力強化

につなげます。 

事業予算 
44,666 千円 

（TOTO 水環境基金助成金 300 万円） 
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ベトナム－② 

 

  

事業名 
ベトナム中部少数民族地域における地域資源を活用した

発展型農村総合開発事業 
継続事業 

期間 2019 年（平成 31 年）4 月～2026 年（令和 8 年）10 月（予定） 

事業地 
ベトナム・クァンナム省タイヤン郡、ドンヤン郡、ナムザン郡、ノンソン郡、フックソン郡、

ヒエップドゥック郡、ナムチャーミー郡、バクチャーミー郡、ティエンフック郡 

課題・ 

ニーズ 

ベトナムの農村人口における貧困層の約 9 割が山岳農村地域に属しており、外部からの支

援が少ないため、近年の国の発展から取り残される状況にあります。クァンナム省は、「ナム

ザン郡少数民族地域における住民主体による地域活性化のための人材育成事業」を高く評価

し、山間地域全体で少数民族が主体となる農村産業を促進することで格差是正を目指すこと

としました。ナムザン郡での事業経験を活用して、カトゥー族をはじめ、コー族、セダン族、

ゼチエン族、ムノン族などの地元少数民族が 主体となって地元の資源を活用した産業を育

成することにより、持続的な発展の途を形成することが現地政府から期待されています。 

目的 

クァンナム省において、地域の魅力と資源を活用した持続的かつ発展的な農村総合開発を促
進する仕組みとその体制（人材育成、官民支援、マーケティング体制、後方支援体制等）が
機能するようにします。 

受益者 

直接受益者：クァンナム省・郡・社行政官計 488 人、住民地域振興キーパーソン約 300 人、 

住民主体グループ約 1,000 人、ローカルコネクター（グループ間調整役）63 人 

間接受益者：対象 9 郡の住民 304,381 人（80,850 世帯） 

主な活動 

前年度中に事業実施に向けた準備が調い、国際協力機構（JICA）の委託事業として当年度

から活動を本格的に開始します。地域のリーダー及び住民による自主グループを対象とした

研修を軸に行い、以下の成果を目指します。 

▶地場産業の基盤となる地域資源の開発 

９郡それぞれにおいて草の根レベルでの地域資源（農林産物、伝統工芸等）を見出し、選定

する作業を進めてまいります。 

▶コミュニティ・ベースド・ツーリズムサイト（CBT サイト）の構築 

先行事業で多くの実績と知見を培った、住民自らが企画し実施するコミュニティー・ベースド・

ツーリズムを対象地域内に応用展開します。 

▶流通体制の改善 

クァンナム省内では地理的条件により経済格差が顕著に拡大しているため、沿岸部、丘陵

地、山岳地の間をつなぐ流通促進の仕組みを構築します。また広域的な産業連携のネット

ワークの構築も図ります。 

▶後方支援体制の強化 

本事業の活動が現地の行政および住民組織によって持続的に運営されるよう、能力強化を

行います。 

事業予算 
 37,716 千円 

（内、JICA 草の根技術協力支援：25,000 千円） 
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ベトナム－③ 

事業名 ソンラ省持続的コーヒー生産のためのコミュニティ開発事業 継続事業 

期間 2021 年（令和 3 年）4 月～2023 年（令和 5 年）9 月（予定） 

事業地 ソンラ省ソンラ市 2 社、トゥアンチャウ郡 2 社、マイソン郡 2 社 

課題・ニ

ーズ 

ベトナムのコーヒー生産量は世界 2 位であり、ソンラ省はその主要産地のひとつです。

ここは多くの少数民族が暮らす貧困地域としても知られ、全国 63 省の内、常に最下位の 5

省のうちに数えられます。 

FIDR は 2020 年 9 月に、イオン（株）から委託を受け、同省のコーヒー生産農家の家

庭や生活、コミュニティに関する現状調査を実施しました。その結果、コーヒー生産農家

の不安定な収入、脆弱なライフスキル、農業技術やコーヒー国際認証の理解と実践、地域

支援体制等に関する課題が明らかとなりました。 

これにより、①コミュニティ開発支援、②農業技術支援、③持続的なコーヒー生産の定

着を目指した事業が企画されました。 

目的 
事業対象地域におけて、持続的なコーヒー生産を通して、安定した生活とコミュニティ

支援体制が構築されるようにします。 

受益者 コーヒー生産農家 約 9,000 世帯 

主な活動 

本事業は 2021 年 9 月よりイオン株式会社の委託事業として活動を開始しました。当年

度は、関連企業および現地パートナー（省及び市・郡の農業農村開発局、国立タイバック

大学）との協働をさらに強め、地域のコーヒー生産農家のリーダー育成を中心に取り組ん

でまいります。 

▶コニュニティ開発支援 

生産者の家庭内生活改善のため、住民の生活状況の調査、日常における生活改善の実践

研修（識字スキル等含む）、家庭内の衛生環境の改善(5S)の推進と実践などを行います。 

▶人材育成とサポート体制の構築 

持続可能な生産と供給のための人材が育成され、相互のサポート体制が構築されるよ

う、関係者間の役割分担を明確化したうえで、地域リーダーを対象とした研修、経験共

有のための支援地訪問とワークショップおよび評価の実施を行います。 

▶農業技術支援 

低投入型農業の促進のため、農業の現状調査と関係者間における詳細計画策定、農業技

術向上のための研修を行います。 

事業予算 3,080 千円 
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ベトナム‐④ 

事業名 ダナン市における女性・子ども支援 新規事業 

期間 2022 年（令和 4 年）4 月～2024 年（令和 6 年）3 月（予定） 

事業地 ベトナム ダナン市 

受益者 
ダナン市内の貧困世帯の女性および子ども 
現地大衆組織の職員 

主な活動 

近年急速に発展を遂げているダナン市ですが、貧富の格差が広がっており、福祉サ

ービスが届かない人々も存在しています。ダナン市に長く拠点を置いて活動してい

る FIDR は現地行政からこうした人々への支援協力を要請されています。当年度は

調査から開始し、支援対象と現地協働団体を選定したうえで、支援活動に着手しま

す。 

事業予算 1,380 千円 

 

 

ベトナム‐⑤（共催事業） 

事業名 ベトナム国際医療技術協力 

共催団体 公益財団法人国際医療技術財団 

事業地 ベトナム、日本 

受益者 ベトナム政府保健省、伝統医学医師及び歯科技工技術者等 

主な活動 

ベトナムの医療技術及び医療サービス向上に寄与することを目的に、同国の保健

省及び医療従事者を対象にセミナーの開催、日本国内における研修および専門家の

派遣（オンラインでの遠隔研修を含む）を実施します。 

事業予算 
本財団予算：1,500 千円 

〔総事業費：3,000 千円 (公財)国際医療技術財団：1,500 千円〕 
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ネパール 

事業名 ネパール地域総合開発事業 継続事業 

期間 2020 年（令和 2 年）12 月～2026 年（令和 8 年）3 月（予定） 

事業地 
ソルクンブ郡ネチャサリャン RM、オカルドゥンガ郡チサンクガディ RM 

＊RM ＝ Rural Municipality（地方行政単位） 

課題・ニ

ーズ 

ネパールはアジアの国々の中で発展が遅れている国の一つであり、殊に山岳地域では

インフラが十分に整備されておらず、多くの人々が制約のある生活を余儀なくされてい

ます。都市部では観光業や製造業、小売業で経済が伸びつつありますが、山村においては

限られた土地での農業生産が主たる産業であり、地域格差は広がっております。そのた

め、出稼ぎにでる若年人口が極めて多く、農村の生産力とコミュニティの活力がより低

下してしまいます。過去に実施したダーディン郡地域総合開発事業および学校環境改善

事業の経験を活かし、地域の支えあいにより生業を盛んにし、子どもを取り巻く世帯の

生活水準を高める取り組みが要請されています。 

目的 
地域住民と行政の協働により農業を軸とする生産力の向上および収入の安定を図り、

子どもの健康増進を目指します。 

受益者 
ネチャサリャン RM：約 1,700 世帯、9,500 人 

チサンクガディ RM：約 1,500 世帯、9,000 人 

主な活動 

新型コロナウイルス感染拡大によりネパール国内での行動が大幅に制約される中、ネ

パール東部のソルクンブ郡並びにオカルドゥンガ郡を対象地に新事業の調査と計画立案

を行い、2022 年 2 月に政府からの実施承認を得ることができました。当年度は、活動拠

点を立ち上げ、現地行政・地域住民との信頼関係と協働体制を構築に重点を置き、以後安

定的な事業運営ができるよう基盤を整えます。 

▶衛生行動の改善による健康増進 

これまでの調査から衛生的な水の確保が現地の大きな課題であることが判明してお

り、貯水タンクを設置し、住民の衛生行動改善を促す活動を行います。 

▶農業の生産性及び生産量の向上 

現地の主産業である農業は天水に頼っており、乾季の農作が困難なため、先行事業で

あるダーディン郡地域総合開発事業で顕著な成果を収めた農業用ため池をこの地域に

も普及させます。 

▶子どもの学習環境の改善 

山村の学校施設の修繕を支援し、子どもたちが安心して勉学に取り組める環境を整え

ます。 

▶ベースライン調査 

事業の効果を正確にとらえるため、活動を実施する前の状態を詳細に調査し記録しま

す。 

事業予算 
25,678 千円 

（内、日本 NGO 連携無償資金協力：10,000 千円／予定） 
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緊急援助事業－① 

事業名 日本および開発途上国における緊急援助活動 

主な活動 

近年、国内外で豪雨、巨大台風、干ばつが頻発し、地震・津波による甚大な被害も

発生しています。行政や他の民間支援から抜け落ちている地域や領域を捉え、被害

を受けられた方々の必要に応える支援を適時に行います。 

 

▶日本を含むアジアで大規模災害が発生した際に、緊急援助活動を実施します。 

▶将来起こりえる災害に備えて、FIDR の緊急援助実施体制をさらに強化します。 

事業予算 5,000 千円 

 

 

緊急援助事業－②（共催事業） 

事業名 災害医療研修並びに臨床検査（遺伝子検査法 etc.）技術分野の人材育成 

共催団体 公益財団法人国際医療技術財団 

事業地 日本 

対象・受益者 JIMTEF 医療関連職種団体協議会所属 21 団体医療専門家 

主な活動 
研修の実施並びに感染症蔓延時においても実施可能なオンラインによる遠隔研修

用の教材を制作します。 

事業予算 
本財団予算：500 千円 

〔総事業費：1,000 千円 (公財)国際医療技術財団：500 千円〕 
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事業名 広報啓発事業 

事業地 日本国内 

目的 FIDR の支援者・協力者との関係を更に強め、その層を拡大します。 

対象・受益者 FIDR の法人・個人賛助会員、寄附者、その他の企業・団体及び個人 

主な活動 

財団の設立から 30 年を過ぎ、さらに賛助会員の皆様との絆を強めつつ、一層多く

の方々に FIDR の働きをご理解いただけるよう、きめ細やかで「感謝」の想いをお

伝えしていけるような支援者サービスと、積極的な広報活動に取り組んでまいりま

す。コロナ禍にあった過去 2 年間は、オンラインでの報告会や情報発信の工夫に務

めてきました。当年度は、オンラインならではの利点も活用しつつ、状況が改善す

るならば対面でのイベントや支援者等の訪問を再開し、FIDR へのご支援の感謝を

直接に表すとともに、支援の呼びかけを行ってまいります。 

▶支援者とのコミュニケーション 

ニュースレター・年次報告書の発行、活動報告会の開催、支援者限定のメールマ

ガジンの発行、支援者（法人賛助会員等）訪問の実施、バザー等への協力  

▶日本社会への広報活動 

ホームページの刷新、ホームページや SNS 他インターネットを活用した即時性の

ある情報発信、広報イベント及び一般向け報告会の開催 

▶啓発活動 

開発教育・出張授業への対応、外部イベント（「グローバルフェスタ JAPAN」）へ

の出展 

事業予算 27,502 千円 

 


