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2020 年の活動

コロナウイルスショック！
30 年目を迎えた草の根援助運動は、インド、インドネシア、フ
く

ィリピンの現地 NGO をパートナーに、貧困撲滅、保健衛生、環
境、教育およびジェンダーの分野にわたる開発援助活動を行って
います。しかし世界を覆ったコロナ禍により、草の根援助運動の
活動も大幅な制限を受けることになりました。運営委員が国外に
出られないだけでなく、現地パートナーNGO もまた活動地域にす
ら入れない状態が続き、苦労しながら支援を続けました。草の根
援助運動は、今まで築いた現地との信頼関係を生かしながら情報
収集にあたり、できる限りの援助を進めてきました。
国内でも、開発教育事業や広報活動など今まで行ってきたことが
できないという困難もありましたが、歩みを止めないとの姿勢
で、少人数でのセミナーやオンラインセミナーなどに参加、かろ
うじて実施してきました。

P1 コロナウイルスショック！
現地に赴けない中でも、コロナ禍で苦しむイン
ド、インドネシア、フィリピンの現地 NGO を
通じて支援を続けました。
P2 インド
緊急支援として食料や衛星用品の支給を行いま
した。学校が閉鎖された子どもたちを、永年行
ってきた識字学級で支えています。
P3 フィリピン・インドネシア
それぞれで台風被災者の支援を実施。コロナ禍
による生活の困難もまた支援しています。
P4 国内事業
セミナー等の開発教育事業の他、30 周年誌の発
行も行いました。

インド 山岳民族コロナ緊急支援
3 月には爆発的なコロナ感染が発生して、山岳民族ドンゴリ
ア・コンドの人々が住むオデイシャ州ラヤガダ県でもロック
ダウンが行われました。下の町・ムニグダへの出入りが制限
されたので、ドンゴリア・コンドの人々は森の果物や山間部
の野菜等を市場に持っていくことが出来なくなって現金収入
がなくなり、市場でしか買えない干し魚や米、豆などが手に
入らなくなりました。
それに対処するため現地パートナーNGO の NEW HOPE に資
金提供を行い、NH は５月から、27 村 578 世帯、5,864 人
に、食料をはじめとして、医療用品や衛生用品などを手渡し
ていきました。支援の中心施設 P2 センターには、NH スタッ
フが 24 時間体制で常駐して、食料・医療用品を来た人に直
接手渡す他に、感染予防のためのマスク着用やソーシャルデ
ィスタンス維持等の講習・啓蒙も行いました。その甲斐あっ
て、ドンゴリア・コンドの間ではコロナウイルス感染はほと
んど出ませんでした。
また、仕事を解雇され、離職をせざるを得なくなった地区外
のドンゴリア・コンドの労働者が村に戻るための支援も行っ
て、州政府施設などを利用した検診隔離も行いました。村に
戻った人たちの一部は NH 農園で雇って収入確保の道を開き
ました。

インド 山岳民族教育支援
３月 21 日にはすべての学校が休校となったため、例年
４月に行われる公式昇級試験はすべて中止となってし
まいました。ムニグダ地域のドンゴリア・コンドの子
どもたちが通う小中高も全部閉鎖され、寮に入ってい
た子どもたちも戻っています。
そこで各村で続けてきた小規模の識字教室が大きな役
割を果たすことになり、今は３才～５才児 140 人に加
えて５才～11 才児 412 人が学んでいます。そこでは教
育支援プロジェクトによって村の若者が行う補助教育
と、保健コーディネーターが行うコロナ対策啓蒙を行
っています。しかしながら中・高生に対してはなにも
対応できていないのが現状です。
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フィリピン 台風被災者支援
11 月、フィリピンは 18 日間で５つの台風に襲われ
ました。例年台風の多いフィリピンでも今までなか
ったことで、その被害は大きく、特に 11 月 11 日の
台風ローリーでは３万７千戸が全壊、13 万戸以上が
半壊するなど被災者は 200 万人を超えました。
草の根援助運動は現地 NGO・PRRM の要請に応え
て、被害の大きかったカタンドゥアネス州での緊急
支援のための資金提供を決めました。交通が遮断さ
れコロナ禍による制限もある中で、現地スタッフは
精力的に地域を回って情報を収集し、その惨状を伝
えてくれました。当初は緊急支援として物資や食料
支援も検討したのですが、数週間すると足りないも
のも多様になったため、もっとも必要とされている
現金の給付を行うことにして、一人 1,500 ペソ（約
3,400 円）を 120 家族に渡しました。
2021 年にはその中期支援として、新たに支援プロ
ジェクトを立ち上げることになっています。

インドネシア

ロンボク地震被災者支援

2018 年に発生したロンボク島地震の被災地に対する支援を継
続しています。こちらも運営委員が現地に行けない状況です
が、その中で現地 NGO に依頼、２つの村のパウド（宗教・教
育用の多目的コミュニティセンター）の再建とモントン村のト

フィリピン

女性のエンパワーメント

フィリピンの全国女性組織「ダルヨン」のほとんど
のメンバーは村のヘルスワーカーなので、本来の活
動は一旦棚上げしてコロナ禍での支援に力を注ぐこ
とになりました。

イレの建設を行いました。また、緊急支援要請に応じて新型コ

ダルヨンが行政と人々の間をつなぐ形で、ヌエバエ

ロナウイルス感染防止のための消毒液や石鹸、マスクなどの購

シハ州、カマリネススル州、マリンデュケ州では行

入も行いました。

政に農業補助金の申請を行い、バターン州では収穫
した海産物のオンライン販売を進め、マリンデュケ
州では州政府の労働・雇用部門に働きかけて、一人
5 千ペソを手にすることができました。また、ヌエ
バエシハ州では 3 つの市で、5 月から 8 月にかけて
学校が閉鎖され行くところもない 15～18 歳の女子
を対象として、詩・小説・ビデオ作品・絵などのコ
ンクールを行いました。
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国内 開発教育

2020 年度活動計算書
収益の部

2020 年 2 月、ぎりぎりのタイミングでかろうじて実施さ

実績合計 (円)

1.会費収入

518,307

れた横浜国際フォーラムでは、分科会「未来を奪う『貧

運営委員会収入

96,000

困』」を担当しました。草の根援助運動が支援するフィリ

ｻﾎﾟｰﾀ-会員収入

395,000

ピンやインドでの貧困状況を紹介しながら、最近注目され

P2 ｶｰﾄﾞ会員収入
2.寄附金収入

るようになった国内の貧困問題についても紹介して、多く

運営資金収入

の人と「貧困」の認識を共有しました。さらにフィリピン

援助金収入
一般援助金収入
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ援助金収入

調査に同行した学生からの意見発表も加えて、共感を得ま
した。

3.事業収入
4.雑収入

形態を変えることで実施され、それぞれ講師を務めまし

1,450,000
20,000
900,000
114,536
79

受取利息

学校や鎌倉女学院高校の国際セミナーは、時期をずらし、

453,393

114,536
開発教育関連事業収入

例年講師を引き受けている神奈川人権センター主催の人権

27,307
2,823,393

79

その他
当期収益合計

0
3,456,315

た。また、オンラインで開催されることになった世界こど
もの日ユースフェスティバルでもセミナーを担当しまし

費用の部

た。

1.プロジェクト-寄付支出

草の根援助運動 30 周年

実績合計 (円)
インド識字教育

748,800

インド保健衛生

403,200

フィリピン GAD 拡大

250,000

ﾌｨﾘﾋﾟﾝｱｸﾗﾝ州生活向上

2020 年 3 月に、草の根援助運動は設立 30 周年を迎えまし
た。パーティも準備していたのですが、残念ながらコロナ
禍により中止せざるを得なくなり、30 周年誌の発行だけに
とどまりました。記念誌は、これまでの活動を振り返り、

1,002,000

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾛﾝﾎﾞｸ地震支援

752,000

インドコロナウイルス支援

402,000

フィリピン台風支援

502,000
38,000

パートナーNGO やドナー・支援者らを写真をたくさん使っ

学習会事業費
よこはま国際フォーラム

て紹介し、活動の集大成的な記念誌となりました。

講師派遣
アグス記念事業
3.広報活動
30 周年事業
4.政策提言
政策提言
5.管理費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
支払地代家賃
支払手数料

office@p2aid.com

http://p2aid.com
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5,000
154,230
206,599
160,000
6,000
523,408

謝礼（業務委託費）

TEL 045-758-0910 FAX 045-761-3389

30,000

166,000
ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業

横浜市磯子区森 3－3－17－217

0
3,000

360,829
ﾆｭｰｽﾚﾀｰ発行

235-0023

700,000

フィリピン東ｻﾏｰﾙ州教育

2.開発教育

特定非営利活動法人 草の根援助運動

4,760,000

雑費
当期費用合計

132,880
17,500
67,807
3,948
46,175
34,957
213,600
4,680
1,861
5,848,237

当期正味財産増減額

-2,391,922

前期繰越正味財産額

10,747,409

次期繰越正味財産額

8,355,487
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