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スマトラ沖地震･津波〜再建を目指して〜
子どもたちが見たTsunami

その後

〜Through the Eyes of Children〜
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（セーブ・ザ・チルドレンのその他の活動）

子どもたちが見たTsunami〜Through the Eyes of Children 〜
この報告書を、昨年12月のスマトラ沖地震・津波で 人生が変わってしまった数百万人の被災した子どもたちに捧げます。
何千万もの子どもたちが命を失い、生き延びた子どもたちの多くは片親または両親を失いました。子どもたち─特に貧困状態にあ
る子どもたち─はこの災害と余波の影響を受け、最も弱い立場におかれた犠牲者です。彼らの家族は崩壊し、通常の生活は破壊さ
れてしまいました。
この報告書は、セーブ・ザ・チルドレンの支援者、スタッフ、仲間に対して、セーブ・ザ・チルドレンの緊急援助活動の成果と子ども
たちの生活再建に向けた今後4年間の活動計画をまとめたものです。世界中からの心優しい寄付によって可能となった活動の資金収
支報告も入っています。
また、復興し始めた地域の子どもたちの目から見た、子どもたちに焦点を当てたものとなっています。
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活動概要

セ ー ブ ・ザ ・ チ ル ド レ ン の 支 援 活 動 は 、
8 5 年の 歴 史 にお いて最大のも の となり まし た。
☆

セーブ・ザ・チルドレンは世界中の皆さまから2億6千万ドル以上の寄付金をいただきました。これにより、当団体が30年以上にわたり活動を行って
きたアジア地域において、今後 5年間子どもたちが生活を立て直す支援を行っていきます。

☆

セーブ・ザ・チルドレンは、250,000 人以上の子どもを含む 625,000 人の生存者を直接支援してきました。

☆

私達は、インドネシア、スリランカ及びインドという最も深刻な被害を受けた 3 つの国々に対して集中的に支援活動を行っています。それと同時にタイ、
ソマリア及びモルディブでも支援を行っています。

迅速な初動対応と復興5カ年計画
セーブ・ザ・チルドレンの迅速な救援活動は非常に大きな成功をおさめました。
現在は、子どもたちのための包括的な5カ年計画を展開しています。

●健康・栄養：津波発生直後に、津波を生き延び

●避難場所：当初は何千もの家族に対して臨

た何十万人もの子どもたちの命を脅かす病気と死

時のシェルターを提供する支援を行いました。

という二次災害を回避する支援を行いました。

現在は、インドネシアにおいて、今後数ヶ月

現在は医療従事者の養成及び病院の再建に取り組

をめどに、400以上の恒久住宅建設を完了させ

んでいます。

る予定です。2007年までに津波生存者向けの
住居を3,300戸建設する計画でいます。これら

●教育：津波発生後１ヶ月以内に子どもたちが復

の住居はインドネシア国家だけでなく、コミ

学する手助けをするために、制服や教材の配布、

ュニティーの意見やサポートによって建設さ

仮設学校の設置などの支援を行いました。

れています。

ⓒ

Teri Pengilley

現在は教師を養成し、学校の設備を整え、さらに
教室の再建を始めています。また災害の心理的影

●生計支援：津波により、多くの人が収入源

響に対処するために、グループで行うゲームやデ

を失いました。セーブ・ザ・チルドレンは、

ィスカッションという学校ベースのプログラムを

被災地各地でCash-for-workを立ち上げ、震災

通して何千人もの子どもたちの心のケアを行って

後の瓦礫の撤去、学校や住居の修理などの仕

います。これらのプログラムによって恐怖や不安

事を提供することで当座の賃金を被災者にも

を軽減し、危機を経験した子どもたちの間に信頼

たらすことができました。また、再び職に就

感を築くことができます。

けるように支援するために職業訓練を展開し、
専門家を派遣してのワークショップなどを行

●子どもの保護活動：子どもの保護活動の世界的

いました。その質の高さは被災地でも高い評

リーダーであるセーブ・ザ・チルドレンは、家族

価を受けています。

と離れ離れになった7,000人以上の子どもたちの

現在は、引き続き職業訓練を行うと同時に、

登録を迅速に行ない、多くの子どもたちが親や近

マイクロファイナンスという小額資金貸付を

親者と再会を果たしました。

通しての経営管理、主に女性など弱い立場に

現在は子どもの保護活動に関する地域メンバー及

ある人々の起業支援など、被災者の生計回復

び政府系機関の養成を行い、彼ら自身で方針や方

を支援しています。

策を作成および改善できるようにし、子どもたち
がより保護を受けられるよう支援を行っています。
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ⓒ

Dan White

まだ海は怖いけど。。。
（スリランカ）
スリランカのアンパラ地域では、 るかもしれないから。」彼の家

ードビジネスは成功しました。

米粉が家族の未来を築くために

は壊れてしまいました。そして

Hishamのお母さんのFareedaさ

使われる意外な材料となってい

今はお父さん、お母さん、お姉

んは44歳。お姉さんのNdufiya

ます。この家族は毎朝2時半に

さんと一緒に、親戚の家のとな

は21歳です。ふたりは毎朝約

起き、“ストリングホッパー”

りに作られた仮設シェルターに

700ものストリングホッパーを

を調理します。これは挽いて蒸

住んでいます。Hishamのお父さ

朝食の売り出し用に作ります。

した米粉から作られた朝食用の

んのIsmaeilさんは、以前は臨時

Hishamも家族が新しいビジネス

食品で、調理された米粉の一本

雇い労働者として家族を支えて

を築き上げるのを手伝っていま

一本がぴょんぴょん飛ぶ虫のよ

いました。しかし、幼い孫を助

す。お母さんが調理のための燃

うに見えることからこの名前が

けようとしたときに津波でけが

料として使うもみ殻を、自転車

つきました。

をしてしまいました。5回も手術

で運んでいるのです。もみ殻は

8歳のHishamは海岸の近くに住

をしたにもかかわらず、まだ健

新しい生活を築くための燃料で

んでいました。「でも海がやっ

康上の問題が残っており、もう

もあります。

てきて、家を壊して、ぼくたち

労働者として働けないのです。

はみんな逃げたんだ。」と語っ

そのため、セーブ・ザ・チルド

ています。Hishamはまだ海辺に

レンとパートナーのAl Ameenは、

行くのを怖がります。「だって、 無償資金と道具を提供しました。
もしかしたらまた海が襲ってく

その結果、家族のファーストフ
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Eyes of Children

お父さんとお母さんが好きだった歌を聞いて（タイ）
最初、Suwanneeは去年12月にタ
イを襲った津波を描いたろうけ
つ染めを作っていました。彼女
が今描く絵は漫画のキャラクタ
ーや自然の風景になっています。
これはSuwanneeがおじいさんと
住むBang Muang臨時キャンプで
心のケアがうまくいき平常心を
とり戻しつつあるしるしです。
しかし、悲しいことに、13歳の
Suwanneeにとって、生活が以前
とまったく同じようになること
は二度とないでしょう。彼女は
両親とおばあちゃん、そして多
くの親戚を失いました。27人の
クラスメートが亡くなり、パン
ガー地域の海辺にあった彼女の
学校と家はなくなってしまいま
した。津波の直前、彼女は海の
近くに立って両親のボートが岸
へ向かってくるのを見ていまし
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た。「お父さんとお母さんのボ
ートが前夜の漁から戻ってきて、
ちょうど岸に着くところだった
の。波がボートをてっぺんまで
持ち上げて、それからボートを
巻き込んだの。それを見てお父
さんたちは生きのびることがで
きないかもしれないと思ったか
ら、私は生きるために逃げたの。
波を見たとき、お母さんのとこ
ろまで行きたかった。でもでき
なかった。だってあちこちに水
が来ていたから。」彼女は今
Ban Nam Khem Schoolに通って
います。そして放課後にはよく
チャイルドセンターを訪ねます。
これは津波直後の2005年1月に
セーブ・ザ・チルドレンがキャ
ンプに設立したものです。「悲
しくなるといつも伝統舞踊を練
習したり、音楽を聴いたりする

の。特にお母さんとお父さんが
好きだった歌を。」とSuwannee
は語っています。しかし彼女は
いつも悲しんでいるわけではあ
りません。チャイルドセンター
の存在が大きいのです。「新し
いことが学べるし、好きな活動
に参加できるの。たとえば絵を
描いたり塗ったりできるし、ダ
ンスをしたり、コンピューター
で勉強したりすることもできる
わ。」センターにはSuwanneeが
参加しているもののように、希
望に満ちた活動がたくさんあり
ます。ここには子どもたちが遊
ぶための安全な場所や図書館が
あり、混乱した生活に正常なリ
ズムを与えるようなさまざまな
活動に参加することができます。

新しいお家が楽しみ！
（インドネシア）
10歳のNurul Hasmahは、インド
ネシア、ピディ地区のTreing
Gadengに住んでいます。この場
所にセーブ・ザ・チルドレンは
3年間で1,800戸以上の家を建設
する計画をたてています。彼女
は特に、おじいさんとおばあさ
んの家が建てられるのを楽しみ
にしています。その後に建てら
れる家が彼女の家族のものにな
ります。おじいさんとおばあさ
んには7人の子どもとNurulを含
む9人の孫がいます。彼女とい
とこは津波の前に自分たちの家
が建っていた場所-ちょうど今
立っている場所-を示してくれ
ました。実際のところ、Nurul
は知らないかもしれませんが、
これは重要なことなのです。セ
ーブ・ザ・チルドレンは政府の

公認を受け、まず土地の所有権
を持つ家族たちのために家を作
ってきました。津波はNurulの
家から 1マイルも離れていない
岸を襲いました——ココヤシの
木の向こうに海を見ることがで
きるほどです。彼女の親族はだ
れも亡くなりませんでしたが、
2家族の家は流され、3家族目の
家は被害を受けました。津波以
来ずっと彼女の家族は被害を受
けた家に住んでいます。津波で
生き残った人たちの中では幸運
なほうなのです。4部屋ある新
しい家はコンクリートの基礎の
上に建ち、骨組みは支柱の上に
組まれています。釘はありませ
ん。この事業の責任者は、これ
が伝統的なアチェの耐震設計だ
と説明します。家には電気があ

ります。水とトイレ設備は外に
あります。家族たちはセーブ・
ザ・チルドレンとともに、原型
となる家を見学し、この設計に
満足しました。家族はそれぞれ
詳細を注文して付け加えること
ができます。例えば、Nurulの
35歳のおじさんSaifulは、玄関
先の手すりにハート型のデザイ
ンを希望しました。結婚して3
ヶ月の妻Leni（28歳）はにっこ
り笑います。Nurulは数週間で
引っ越しをします。今は4人の
いとこと一緒に寝ていますが、
今度はお兄さんと2人部屋にな
ります。Saifulが家について英
語で2、3コメントをしてくれま
した。「これはアチェのシンボ
ルです。しかも耐震住宅で
す！」

将来はお医者さんになりたい（インド）
インドのタミル・ナドゥに住む のものです。また、無償で子ど
ものケアや就学前教育を提供し
4歳のMohanaにとって、チャイ
ルドセンターは日常生活の一部 ています。セーブ・ザ・チルド
です。「チャイルドセンターが レンの出資により、この新しい
好き。だって新しくって、前の センターは設立されました。こ
よりいいんだもん。」彼女は言 れは私たちがタミル・ナドゥに
います。「絵がいっぱいあるの。 再建した9つの仮設センターの
勉強も好き。お絵かきも好き。 うちの一つです。4月にオープ
ンしたこのセンターには毎日9
お家を描くのがいちばん好
時半から4時半まで36人の子ど
き！」彼女の村は海から200メ
ートルのところにあり、津波で もたちがやってきます。センタ
25戸の家が流され、他の家もひ ーには教材や遊具、ブランコ、
どい被害を受けました。幸運な すべり台やシーソーのある運動
ことに、亡くなった人はいませ 場があります。新しいセンター
んでした。村の人々は一時的に の特徴は、独立したキッチンと
村を離れましたが、15日後に戻 子どもに優しいトイレがあるこ

タミル・ナドゥのプログラムの
プロジェクト・コーディネータ
ーは説明します。「もっと子ど
もに優しいアプローチが必要で
す。子どもたちは楽しみながら
学べるように、ここでリラック
スして快適な状態でいることが
必要です。セーブ・ザ・チルド
レンはインドの他の州にあるい
くつかのセンターでこの方法を
とってきました。その方法はう
まくいっています。このセンタ
ーは持続可能なものです。なぜ
なら政府の事業計画の一環だか
らです。」将来のことを聞かれて
Mohanaはコミュニティーを支え

とです。「私たちは子どもが、
このような早い段階に、机上で
の勉強をたくさん課せられるの
は良いと思っていません。」と

るために勉強を続けたいと言い
ます。「お医者さんになりたい。
だってこの村にはお医者さんが
ひとりもいないんだもん。」

ってきました。センターは政府
主導の取り組みの一部であり、
5歳未満の子どもとその母親の
健康と栄養改善を支援するため

前ページ左から右: 家族のフードビジネスの
ため、もみ殻を運ぶHisham。“セーフ・プレ
ー・エリア”（安全な遊び場）で伝統的な踊
りを練習するSuwannee。
このページ左から右: Nurulと彼女の家族はも
うすぐ恒久住宅へ引越しします。チャイルド
センターの外で遊ぶMohana。
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インドネシア 30年にわたり、セーブ・ザ・チルドレンはアチェの子どもたちと家族の暮らしの向上に努めてきました。そ
のため、地震と津波が起きて、500,000人が避難民となり、さらに何百万人もの人々が病気や搾取の影響を受けやすい状態にな
った時、セーブ・ザ・チルドレンは迅速な対応をとることができました。私たちは、276,000人の子どもたちや家族を対象に、
食糧、シェルター、保健医療、教育、緊急経済援助や子どもの保護活動などの支援を行いました。セーブ・ザ・チルドレンは5
ヵ年計画によりアチェの政府機関および人々の生計、保健、教育サービスの復興、住む場所の再建を支援していきます。

ファイナンシャル・サマリー：インドネシア
総予算 ：１億5,660万 ＵＳドル

2006〜2009年度間の支出計画：61％
2005年の現在までの支出と予算：39％
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子どもの保 護（チャイルド・プロテクション）
セーブ・ザ・チルドレンは子どもの保護活動に
おけるリーダーとして、津波後家族と離れ離れ
になった2,000人以上の子どもたちの登録活動
を10ケ所で展開してきました。300以上の家族
再会を果たし、現在は子どもたちのケアをモニ
タリングし、行政側がこのプログラムを確実に
継続できるよう支援しています。幼児教育プロ
グラムにおいては、セーブ・ザ・チルドレンは、
5歳未満の約5,500人の子どもたちと関わるボラ
ンティアを養成しました。また、「安全な遊び
場」を設置し、子どもたちがゲーム、絵、歌を
楽しむことを通して日常生活を確立し、信頼の
心と人間関係を取り戻せるようになっています。
学校もまた日常生活を取り戻す重要な役目を果
たします。しかし、津波で20パーセントの学校
が破壊あるいは損傷してしまいました。
セーブ・ザ・チルドレンは60,000人の子どもた
ちを対象に100万USドル以上相当の備品や教科
書を供給しました。15の学校の清掃と修理を支
援し、建設を予定している94校の建設を始めて
います。私たちは、1,000人の新しい先生をト
レーニングし、2,050人の生徒に奨学金を提供
しました。学校に行けない若者たちに、収入源
となる仕事につく機会を増やせるよう職業訓練、
専門技術、より学問的なプログラムを提供して

Rebuilding Lives After the Tsunami Through the Eyes of Children

います。また、セーブ・ザ・チルドレンは、子
どもたちの心理的な問題に取り組むために、児
童心理学者によって作られた、学校を基礎にお
いたプログラムを展開しています。56の学校の
97人の先生をトレーニングして、グループで行
うゲームやクリエイティブな表現方法などの15
セッションからなる授業を行っています。これ
までに1,700人の生徒がこのプログラムに参加
し、さらに66の学校に広げていきます。

生活する場所と手段
住宅：地震と津波により125,000の家屋が倒壊
し、150,000人が損害を受け、約500,000人が避
難しています。わたしたちは、テントやバラッ
クにかわる、より良いものとして仮設住宅を
100戸建てました。現在セーブ・ザ・チルドレ
ンはピディ地区に恒久住宅を建てており、2007
年までにおよそ3,300戸建てる予定です。この
住宅は耐震設計がとられ、伝統的なアチェ様式
の柱と梁の構造を使用しています。各々の家は
住民の提案したデザインを取り入れています。
8つの建設業者が、主に住むところを失った地
域の人々から成る15のチームと組んでいます。
私たちの目標は年末までに420戸の家を完成さ
せることです。

水の中の貴重な収入源
ピディ地区のスコン村のほぼ全員にあたる100人の子どもたちの食糧、学校、衣料は母
親たちが牡蠣をいくつ売れるかにかかっています。この小さな地域は、川の河口にあ
り、そこで女性たちが養殖所からいくつものかごに牡蠣を集め、一日20,000ルピア
（USドルで２ドル）を稼いでいました。
今日、彼女たちはいつもの数の牡蠣で２倍の金額を稼ぐことができます。しかし津波
によって養殖所が流され牡蠣が不足しているために高値がついただけで、彼女たちは
野生の牡蠣を収穫しなければならないため、基本的には収入は減っています。彼女ら
は、道具や養殖場所を示した目印がなくなったことによっても、仕事を妨げられてい
ます。セーブ・ザ・チルドレンは彼女らと会い、収入源を回復する支援をすることに
しました。最初は養殖所を修復するガルという熊手。次に養殖所に種をまいて、仕事
を形成する資金。それから長靴、手袋、日よけ帽や牡蠣を運ぶ手押し車。「養殖所は
元にもどります。」と女性たちは言います。そして、そうなった時、彼女たちの子ど
もたちは本来の生活により近づくことができるでしょう。

収入：津波後、直ちに学校、診療所、道路や

わたり、セーブ・ザ・チルドレンは政府から、

公園に散らばっている物の破片の清掃をする

診療所の建て直し、助産婦と医療職員のトレ

ためのcash-for-workプログラムを開始し、

ーニング、伝染病の抑制、健康システムの管

20,769世帯に当座の収入をもたらしました。

理と健康に関する情報収集の改善に協力を求

その後、生計の再建と地域経済の建て直しの

められています。

ためのより長期計画へと移行しました。セー
ブ・ザ・チルドレンは、漁業、畜産業、行商
などを再び始められるように4,800人以上に必
要な用具を提供しました。また、900人以上の
人々に大工および機械の技術を指導し、工事

未来 への挑戦
・多くの国際NGOが支援を行っており、協調と
コントロールが重要になっています。
・トレーニングには時間がかかりますが、多く

現場での職を得られるように支援しています。

の熟練ビジネスマン、教師、政府役人が失

健康：アチェ地域におけるインドネシアの健

われたため、必要不可欠なものとなってい

康管理システムは、内戦で被害をこうむって

ます。

いた上に、津波によってさらに損なわれまし

・政府が建築資材、借地制度、建築基準法な

た。私たちは、医療品や助産婦の道具一式を

どの基準を決定したのが初夏だったことか

診療所に、補助食品を母親や子どもたちに供

ら、再建計画が現在本格的に始まっていま

給しました。私たちは、インドネシア国内の

す。

このページ上：ピディ地区の母親たちが家族の主要な
収入源である牡蠣を集めています。
下左：ロクセマウェ地区の10代後半や若い女性は、コ
ミュニティ・ラーニング・センターで、収入を得るた
めに、技術向上のための手芸や学問を学んでいます。
下中：何千もの漁船が破壊され、セーブ・ザ・チルド
レンは船を組み立てることを含んだ職業訓練に資金援
助をしています。
下右：“ケイダー”というセーブ・ザ・チルドレンに
よって訓練された地域のリーダーが、ロクセマウェに
ある「安全な遊び場」で子どもたちに遊びを通して日
常を取り戻させています。
前ページ：バンダアチェのネグリ中学校の10代の生徒
たちは学校教育に基づいた社会心理プログラムに参加
しています。この日、完璧な「理想」の学校を作るた
めに協力することについて、グループディスカッショ
ンをしていました。

医者を動員し、はしか、ポリオワクチン投与
を含む医療サービスを提供しました。私たち
が設置したバラック建ての「コミュニティ
ー・キッチン」により3,000人の避難民の子ど
もたちを栄養失調から守りました。長期間に
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スリランカ

スリランカが初めて直面した最大の自然災害であったスマトラ沖津波は、海岸線地帯の4分の3に驚異的な打撃

を与えました。230,000以上の世帯が家族の誰かを失い、家屋や生活の手段を失いました。津波は既に20年間に及ぶ紛争により
荒廃していた海岸地域を襲い、“非常事態中の非常事態”を招きました。セーブ・ザ・チルドレンはこの地で30年間にわたり活
動を展開しており、現地での経験と専門的な知識を利用して、6つの被災地域の30,000世帯に対し迅速な対応をとり、再建の計
画をたてました。また、セーブ・ザ・チルドレンは、これからの4年間に、子どもたちをプロジェクトに参加させること、現地
パートナーへの技術支援や財政支援を行い、より効果的な支援を展開していきます。

ファイナンシャル・サマリー：スリランカ
総予算 : 6,650万 USドル

2006〜2009年度間の支出計画：69％
2005年の現在までの支出と予算：31％
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子どもの保 護（チャイルド・プロテクション）
津波により親を失った子どもたちや、孤児に
なってしまった子どもたちの保護が私たちの
最優先課題でした。約1,000人の子どもたちが
両親を失い、約4,000人の子どもたちが片親を
失いました。私たちは親を失った子どもたち
を育ててくれる人や、子どもたちの親族を探
し、子どもたちが居場所を確保できるよう支
援しています。また、子どもたちにとって安
全な場所を設置するよう、避難キャンプや被
災地域に働きかけたり、実際に設置したりし
ています。私たちは、1,000人のスタッフ、
パートナー団体、警察官、軍人に対し、セー
ブ・ザ・チルドレンの子どもの保護の行動基
準を教えています。60の村で、親、教師、医
師や危機にさらされている子どもたちを発見
できる立場にいる人たちで構成される、子ど
もの保護委員会を設置し、10,000人の子ども
たちを対象として支援しています。今年の終
わりには、現在の倍の子どもたちが支援の対
象となる見込みです。また、私たちは400人の
教師に対し、心に傷を負った子どもたちを支
えるための研修を行っています。紛争地域の
子どもたちが兵士にされてしまうことを防ぐ
ため、私たちは200人の若者を対象に、自転車
の修繕などの職業訓練を行っています。3年間

Rebuilding Lives After the Tsunami Through the Eyes of Children

で1,500人以上を対象に訓練を完了する予定で
す。

子どもたちの生活再建
住宅：10万戸の家屋が必要と推定されており、
ほとんどの家族が最低でも、3年間の仮設住宅
生活を送ることになります。私たちは、4,000
人以上を対象に750以上のシェルターを建てま
した。私たちのシェルターは質が良く、低コス
トという高い評価をいただきました。シェルタ
ーはコンクリートのブロックで出来ていて、電
気、水へのアクセス、トイレや子どもの遊び場
を備えています。シェルターのデザイン過程に
は被災家族も参加しました。かやぶき屋根は乾
季の暑さやモンスーンの激しい豪雨から家を守
ってくれます。
コミュニティーセンター：3つの区域に幼稚園、
診療所、図書館、子どもグループの会合場所と
しての役割を果たすコミュニティーセンターを
設立しました。コミュニティーセンターは、豪
雨による洪水など今後起こりうる非常時には、
住民にとって安全な避難場所となります。私た
ちは、女性と子どものための係や、保護観察サ
ービスが１つ屋根の下で社会保護業務を行える
よう、政府と協力して60ケ所のセンターを設置
しました。

学校教育が鍵
非常時において、授業がない事が子どもたちの危機感を深めます。学校の再建によって
子どもたちは元の生活に戻れるという希望を持つことができます。津波により、165校が
倒壊するか、損傷を受けました。そして204校以上が緊急シェルターとなっています。し
かし、セーブ・ザ・チルドレンは幾万もの子どもたちの学校生活を取り戻してきまし
た。下記が、その内容です。
・21校の再建により、15,000人以上の子どもたちが学校に通えるようになりました。
・補講を行うこと、備品を整えることで、11,000人以上の子どもたちが学校教育の遅れを
取り戻す事ができました。
・14,000セットの中等学校の授業ノートの配給により、子どもたちが、試験を受けること
ができました。
・小規模プロジェクトの開始: 自転車。自転車により、子どもたちが勉強できる場所であ
る、学校や図書館に行くことができるようになりました。

幼児にも日課が必要です。私たちは、被害を受けた就学前の子どもたちにも手を差し伸
べています。
・幼児教育センターや福祉センターに、約16,000の教材を配給。
・3,800人の就学前の生徒に補給食品を提供。
・3歳から5歳までの、5,200人の子どもたちを対象に80ケ所の幼児教育センターを設置。

生計の再建が子どもたちを支える

て賃金を支払っています。大多数、特に女性

60％以上の人々が漁業に頼り、3分の2以上の

にとって、初めての安定した収入となってい

食餌性タンパク質を魚からとっているという

ます。

地域で、24,000以上ものボートが破壊された

未来への挑戦

り、損傷を受けたりしました。私たちは政府
や地域社会と協力してボートを新しくし、今
年の終わりまでにバッティカロア地区だけで
368のボート（必要な数の61％分）を提供し、
被災地全体あわせて1,000以上のボートを提供
する予定です。この支援対象となるボートの
乗組員や漁師達にとってボートは、仕事を意
味します。収入の安定を保証する手段として、
ボートは、漁師と漁師の妻により共同で所有
されます。そうすることで、漁師自身に何か
がおこったときに、ボートは、妻と子どもの
資産となります。私たちはパートナーと共に

・不確実な政治情勢と行き詰まった和平プロセ
スが作業に影響を及ぼしています。更に、紛
争により、支援の公平さに関して緊張が高ま
っています。
・政府とタミル・イラーム解放の虎との間で、
津波基金の使い方に関する合意をめぐり抗議
活動や、混乱が生じています。
・海岸付近に家を建てる事を禁止する“緩衝地

このページの上方：Navaleela Lavanさんは夫を失
い、8歳のLajhanと4歳のLakshikaを独りで育てていま
す。彼女は仮設シェルターでセーブ・ザ・チルドレン
のパートナーの支援のもと、教師をしています。
下左：22歳、Sutharsan(右)はセーブ・ザ・チルドレ
ンの支援を受けた仮設シェルターに住み、家族を扶養
するため大工として働いています。
下中：11歳、Jesintha、13歳、Rammya、コミュニティ
ーセンター近くの彼女の家の外。
下右：R Dakeskaladeviさんが、コミュニティーセン
ターで、３歳の娘、R Renukaに読み方を教えていま
す。
前ページ：13歳、Rammyaが彼女の家から、特に津波被
害の大きかった地域であるバッティカロアにあるセー
ブ・ザ・チルドレンにより建設されたコミュニティー
センターを見ています。

帯”の実施により、再建に遅れが出ています。
・災害が政府の仕事量を膨大に増やしたことで、
プロジェクトの事務処理が遅れています。

3,500以上の世帯に、助成金を提供したり、煉
瓦作り、裁縫、養鶏等の小規模な事業の設備
を支援し、その他の人々には復興作業に対し
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幼児教育プログラム
子どもの保護活動や教育分野に従事する場合には、年少の子どもたちの
ことを念頭におくことが重要です。行政の総合的子どもの発達センター
は、5歳未満の子どもたちと母親の健康と栄養改善を支援し、就学前の
教育と無料の子どものケアを提供しています。私たちは、行政センター
と協力しています。

私たちは、破壊され損傷を受けた多くのセンターの再建も行っています。
建築家は、子どもたちの考えが反映されるよう、子どもたちの意見を
取り入れて、建物を設計しています。私たちは、37の常設センターを
再建しています。9つの 仮設センターを建設し、タミル･ナドゥ州の10の
施設を修復しました。今後1年から1年半で70の常設センターをアンダマン･
ニコバル諸島に建設する予定です。

インド

津波はインド本土の東部にあるアンダマン･ニコバル諸島の田園と漁村を押し流し、本土の沿岸周辺2,000キロメート

ルを浸水させました。家屋、学校が倒壊し、子どもたちの施設や生活を台無しにしました。片親もしくは両親を失った子どもた
ちは、虐待や搾取の影響を受けやすく、避難所を見つけられなかったり、サポートを受けられなかったりした家族は、家族一緒
に暮らすことが難しくなっています。セーブ・ザ・チルドレンは長期間にわたりこの地に留まり、インフラを再建し、生計を復
活させ、子どもたちの権利を保護するためのリーダー的機関として地元のパートナーと共に活動します。

ファイナンシャル・サマリー ： インド
総予算

2､720万 USドル

2006〜2009年度間の支出計画：74％
2005年の現在までの支出と予算：26％

子どもの保護 (チャイルド・プロテクション)
セーブ・ザ・チルドレンはアンダマン･ニコバ
ル諸島、 本土のアンドラ･プラデシュ州、タミ
ル・ナドゥ州とポンディシェリー州で活動して
います。私たちは、子どもたちのグループを作
り、自分自身を守り、お互いに支えあうための
技能を提供しています。セーブ・ザ・チルドレ
ンはタミル･ナドゥ州の91の村、チェンナイと
アンドラ･プラデシュ州の247の村、アンダマン
･ニコバル諸島の83の仮設住宅地域でのグルー
プの立ち上げを支援してきました。また、子ど
もの権利と、災害の多い地域での安全な生活に
ついて情報提供をするためにラジオ番組を展開
しました。

見落とされがちな貧しいグループにイルラがあ
ります。この部族共同体は僻地での漁業と臨時
労働で何とか生計を立ててきました。彼らは海
では漁ができません。登録された漁業団体によ
り禁猟地とされているからです。僻地での漁業
に対し、私たちは6つの村落に船と網を提供し
ました。これにより、臨時労働に比べ、より多
くの収入を得ることができます。しかしながら、
漁業は季節労働であるため、小規模事業として
パン菓子製造販売や軽食堂経営などの指導や、
ヤギなどの資産となるものを提供し、長期的な
収入につながるような取り組みをしています。
私たちの目的は、地域で彼らが声を上げ、権利
を向上させることです。

生活の再建

未来への挑戦

住宅：10万戸が必要とされています。セー
ブ・ザ・チルドレンは仮設住宅の建設を支援
しています。ポンディシェリー州ではトイレ
と飲料水の設備を整えた仮設住宅が205戸建
設されました。
生計：Cash-for-workにより、およそ7,000世
帯が収入を得、シェルターと道路の建設、沈
泥した沼の修復、塩田の復興、井戸の洗浄、
通信網の修復を行っています。被害の大きか
ったタミル･ナドゥ州の382人の大工に道具を
提供したことにより、彼らは収入を得、漁師
は船を得ることができました。
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・政府から海岸付近の建設に対する新たな法令が
出されたため、海岸沿いのコミュニティーが移
住する場所が決まるまで、再建設は延期されま
す。
・離島や影響の大きかった本土の地域では、輸送
と交信が困難な状態です。
・現在もっとも被害の影響を受けている人々を支
援すると同時に、津波が来る以前から存在して
いた耐え難い貧困問題の解決に取り組むための
援助を展開しなければなりません。

子どもの自己表現
子どもは普通の日常を必要としています。セーブ・ザ・チルドレンは、
行政のプログラムから無視されることの多いタイの移民労働者の子ども
たち（左の写真）のための学校を設立する支援を行いました。また、子
どもたちには、自分の感情を外に出すことが必要なので、私たちが再建
を手伝ったチャイルドセンターでは、そこに焦点を置きました。子ども
たちは、彼らのためにトラウマケアのドラマを展開している演劇や、音
楽、美術、スポーツに参加しています。センターは一日に、3歳から15歳
までの40〜80人の子どもたちのケアをしています。
私たちは、学校における社会心理プロジェクトを支援しています。例え
ば、津波後の子どもたちの不安の解消を目指したキャラバン隊のパペッ
トショーを上演する青年グループを支援しています。すでに 60校の
18,000人の生徒を対象に、このようなトラウマケア支援活動を行いまし
た。10校では、津波の経験を絵に描いて、ウェブサイトでそれを公開す
るよう子どもたちに促すプログラムを支援しています。

タイ

タイ南部では100,000人以上が津波の影響を受けました。わかっているだけでも5,000人が亡くなり、3,000人以上が行方不明と

なり死亡したとみられています。約1,500人の子どもたちが片親あるいは両親を亡くしました。数千人の人々が船を失い、生活の糧を失
いました。約19,000人が家をなくし、仮設テントで質素な生活を送っています。セーブ・ザ・チルドレンは迅速に現地で、10トンの米を
3つの仮設避難所の500世帯に供給し、同じく子どもたちのためにきれいな水と安全環境を提供してきました。私たちは最も打撃の大きか
ったラノーン、パンガー、クラビの3つの地域で活動に取り組んでおり、通常の生活レベルに回復することを目的として、生計支援と子
どもの保護と教育に焦点をあてています。

子どもの保護 (チャイルド・プロテクション)
私たちは子どもたちの未来のために活動してい
ます。地域組織が子どもの保護政策を実行する
上で最もよい状態をつくれるよう支援していま
す。トレーニングと指導を行い、翌年には彼ら
の仕事の評価を行い、成功しているグループを
認証する予定です。私たちは児童施設に従事す
る人々に子どもの権利と社会心理的サポート方
法をトレーニングし、地域のために家族支援と
カウンセリングのトレーニングのための資金を
出してきました。
親元に戻り生活が保障されるということも最重
要課題です。私たちは複数の団体に124の漁船
と漁業用の道具70セットを提供しました。10の
村落で貸付を行い、391世帯が船と道具を買え
るよう支援しました。その他に家具や手工芸品
の製作や魚の餌付けなどの職業訓練を行いまし
た。

移民労働者とHIV/エイズ
タイ南部ではミャンマー(ビルマ)とラオスから
の移民労働者が観光事業、漁業、ゴムのプラン
テーションに従事しています。しかし、多くの
人々が不法滞在者で政府の救済手段を要求する
には不適格となります。私たちは、コミュニテ
ィに食糧を供給し、移民の子どもたちのために
5つの学習センターを設立しました。また、こ
の児童施設の指導方法に関して教師を訓練しま
した。

HIV/エイズは、今後大きな脅威となることが予
想されます。セーブ・ザ・チルドレンは、青少
年に十分な情報を提供するためのワークショッ
プを行っています。また、教師に対しての指導
も行っています。

ファイナンシャル・サマリー ： タイとソマリア
総予算

1､140万 USドル

未来への挑戦
・政府による土地所有権争議の解決を待って建設
開始
・ほとんど注目されることのない地方での複雑な
プロジェクトを運営するために、パートナー機
関の能力強化が必要です。
・地方政府と子どもの保護グループの連絡機関な
どの組織の間で、連携を改善しなければなりま
せん。

2006〜2009年度間の支出計画 : 68％
2005年の現在までの支出と予算 : 32％

ソマリア
約300人の人々が死亡あるいは行方不明となり、
2,000家屋と数千の漁船が破壊され、数百の井
戸が汚染されました。私たちは7つの村落で健
康管理センターを建設し、水源を改良しました。
教師の指導、学校の建設と備品の提供を通して、
教育と生活レベルの復興支援をしています。ま
た、現金収入を確保し、インフラを再建するた
めのcash-for-work、漁船などの資産の復元を
すすめています。

Save the Children
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現地から日本人スタッフの声

〜インドネシア〜 インドネシア派遣 越川芳枝

津波から１年がたとうとしている現在、復興
事業は本格的に軌道に乗り始めました。バン
ダアチェでは、未だ倒壊したままの家々や道
路、広く水浸しになった土地は残るものの、
崩れた家の周りには各支援団体が実施する住
宅が建設され、学校が建てられ、商店が再開
しています。そしてバンダアチェから北東に
進む海岸線地域では漁師たちは漁を再開、浜
辺では女性たちが忙しく働き、その周りでは
子どもたちが戯れ、そして植林されたマング
ローブの根が大地に根を張り始めました。こ
うして緩やかながらも確実に世界中から届い
た暖かい支援の手が、アチェの復興・開発支
援を前進させています。
セーブ・ザ・チルドレンの生計支援セクター
は、被災者の3分の1を占める農業および漁業
従事者のため、マイクロファイナンス(小額
資金貸付)事業、漁船・網・モーター供与、
マングローブ森林再生事業、代替作物支援を、
また未亡人等の社会的弱者層には起業のため
の無償資金供与、ブロック生産などの職業訓
練、自営業者には経営強化訓練を通し経済復
興支援を行っています。今後、高い技術を有
するアチェ手工芸の振興事業を通し、女性の
収入向上と起業支援を実施する予定です。

存してきた生活から自立への道を開くことが
要求されます。しかし、支援が長引くにつれ
この自助意識が失われていくという心理的な
弊害もあります。セーブ・ザ・チルドレンは
向こう5年間の復興開発計画の中で、受益者の
オーナーシップを充分に発揮できるような環
境づくりに力をいれ、彼らの持っている自助
能力を啓発するような事業形成を目指してい
きます。

ビルン県：女性たちによる白子の
生産風景(お母さんと子ども)

ビルン県(北東部沿岸地域)の
バスリさんの話
バスリさんは、他の多くの被災者と同じく津
波により家と生計の糧であった漁船をなくし、
セーブ・ザ・チルドレンの経済復興支援を受
けている一人です。彼は現在50歳、奥さんと
３人の子どもの5人暮らし。小額資金の貸付
を受け、漁船を新しく購入し、漁業を開始し、
平均1,500円の日収を得るまでになりました。
彼は毎日の現金収入から少しずつ節約するこ
とを習得し、既に6,000円ほど貯金がたまり
ました。この割合だと借りたお金を完全に返
済するまでそんなに遠くないと自信を持って
話してくれました。セーブ・ザ・チルドレン
が実施するマイクロファイナンス事業のプロ
セスは資産調査、受益者選択、グループ形成、
ビジネストレーニング、資産回復、返済計画
形成、返済というプロセスを踏み、将来のビ
ジネス強化を図っていきます。

将来への挑戦と方向
復興は進んでいるものの、被災者たちの多く
はまだ仮設住宅やテントに住み、食糧支援を
受け生活しています。復興が進むにつれ食糧
受給者の対象基準は狭められ、支援団体にと
っては生計支援の更なる加速が要求され、ま
た、受益者にとっては長期間の支援のみに依
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ビルン県、
IDPキャンプにて

〜スリランカ〜 SCJ東京事務所 堀江由美子
津波の発生から9ヶ月経ったスリランカ南部
マータラを事業視察のため訪問しました。海
岸線沿いを走ると、未だに崩壊したままの家
や建物の跡が生々しく、各国政府や国連機関
の旗をかかげた避難キャンプ場も随所に見ら
れ、津波被害の甚大さを改めて感じました。
海岸より100m以内における建物の建築を政府
が禁止した「緩衝地帯」など問題も山積みで、
国際社会から集まった被災支援の資源をより
ニーズの高い地域そして人々に効果的に届け
るために、援助関係者間や地元政府との調整
がますます重要となっています。一方、スリ
ランカ随一のリゾート地であるマータラ周辺
では、欧米からの観光客の姿も見られ、地元
の商店や学校や村の様子、そして人々の表情
からは徐々に普段の生活が戻りつつあること
が感じられました。

Rebuilding Lives After the Tsunami Through the Eyes of Children

マータラでセーブ･ザ･チルドレンが行ってい
る活動に、被災家族を対象とした生計復興の
プロジェクトがあります。これまでに生計手
段を失った女性たちへの足踏みミシンやヤシ
の繊維でロープなどを撚る装置の提供、また
地元の青年たちに仕事の機会を提供するため
のブロック製造機器の供与および職業訓練な
どを実施してきました。地域の人々の生活再
建が進むにつれて、洋服の注文や新しく家を
建てるためのブロックの受注が増え、事業は
徐々に軌道に乗り始めたようです。これらの
支援を受けた女性の家や青年たちのブロック
製造現場をいくつか訪れましたが、誰もが誇
らしげに自分たちの注文記録や売上表、さら
には銀行通帳まで開いて見せてくれたのが印
象的でした。ある女性の家では、近所の人た
ちからの注文で作った学校の制服が窓際に並
んでいました。ブロック製造に関わる青年た
ちは、以前と比べて経済的にも精神的にも楽
になったことや将来への抱負を熱く語ってく
れました。
これらのプロジェクトは、それぞれ地元団体
である女性商工会議所および地域青年団連盟
とパートナーシップを組み、実施しているプ
ロジェクトです。意識の高い優れた地元団体
を見極め、協力を通して地域に密着した団体
や人材の育成に貢献していくことも、国際
NGOとしての大切な役割です。復興支援は、
まだまだこれからです。セーブ・ザ・チルド
レンは子どもたちがより良い環境で暮らせる
よう、包括的な地域社会の再建活動に向けて、
引き続き地元パートナーと協力していきます。

Financial Report
寄付金の使途

ファイナンシャル・サマリー(US$)
支出
(2004年12 月〜2005年9月）

予算

＄67,291,885
＄24,319,811

（ 2005年10 〜12月）

計画

スマトラ沖地震・津波に被災した、インド洋沿
岸地域の数百万人の子どもたちとその家族を支
援するために、先例のないほどの心優しい寄付
が世界中から集まりました。セーブ・ザ・チル
ドレンの活動に対する寄付はお約束のものを含
めて、現在2億6,100万ドルを超えています。

＄170,030,013

（ 2006 〜 2009年）

スマトラ災害資金総額

＄261,641,709

左から右に セーブ・ザ・チルドレンが支援
するバンダ・アチェの幼児教育センターにて。
机で絵を描く少年と一つの人形を共有してい
る二人の少女。

この寄付のおかげで、私たちは迅速に活動を開
始し、初めの2〜3ヶ月間に3,500万ドルを用い
て625,000人以上の人命救助活動を行なうこと
ができました。同様に、十分な資金保障がある
ことによって、長期的な復興と再建のための基
礎を作り上げることができたことも大変重要な
ことです。子どもたちのために継続的な支援を
行っていくことが、私たちの活動の重要な信条
です。
2005年の末までに、合計で9,000万ドルが使わ
れ、残りの資金は2006〜2009年に再建支援に使
われます。
セーブ・ザ・チルドレンは、4月で緊急援助を
完了し、政府と地方行政、地震と津波の被害を
受けた市民、地域社会のリーダーと共に、大規
模な復興戦略計画を始めました。

すために家族に経済的機会を与え、地域社会を
立て直すために、私たちの能力を最大限に活か
して、今までの経験と知識を活用し、有効なア
プローチをとることができます。
私たちは長期的展望を持っています。まだ使わ
れていない資金は、今後4年間の計画に割り当
てられます。内部監査人が会計を定期的にチェ
ックし、会計報告書の年次監査は、独自に実施
されています。定期的なプログラムのモニタリ
ングと評価によって資金がきちんと効率的に、
意図された目的のために使われていることが保
証されています。
私たちの津波支援活動では、少なくとも総支出
の90%がプログラム資金に用いられることに重
点を置いています。これまで、私たちは目標を
達成しており、今後も現状のパフォーマンスを
維持するよう支出をコントロールしていきます。

復興は現在、順調に進行中で、2006年は再建に
焦点を当てています。十分な資金が保証されて
いるおかげで、私たちは、子どもを保護、教育
し、子どもの健康状態を改善し、生計を立て直

資金の配分（US百万ドル）

資金の使途（％）

$160

100%

$120

10

6

7

90

94

93

計画

2005年4月実績

75%

131.1

$80

50%
59.8

$40
25.5
インドネシア

25%
24.7

6.7
スリランカ

インド

復興と再建
緊急援助

2.5

10.9
タイ
ソマリア

0.5
2005年9月実績

支出の93％はプログラム費用
管理費は本部諸経費とプログラム以外の経費を含む
管理費

プログラム費用

当報告書に掲載されている全ての数値とチャートは、2005年9月現在の監査前のものです。

11

Save the Children

Rebuilding Lives After the Tsunami Through the Eyes of Children

セーブ・ザ・チルドレンは
世界中の子どもたちを支援しています
緊急時における子どもの支援
今年は、かつてないほど大災害が起こった年でし
た。インド洋の津波、パキスタンを襲った悲惨な
地震、アフリカの西部・南部で続く食糧飢饉、メ
キシコ湾を襲った暴風雨など、子どもたちの生活
は世界中で影響を受けています。これらの大災害
において、セーブ・ザ・チルドレンは被災した子
どもたちのニーズにあった支援活動を展開してお
り、これまで長期にわたり活動してきた地域で、
経験を活かした緊急援助を行いました。
例えば、10月にパキスタンとインドを襲った地震
では、すでにプログラムを行っていた地域であっ
たため、迅速な対応をとることができ、テントや
毛布を含む重要アイテムの配給を行いました。医
療スタッフが他の機関と協力して、仮設病院を立
ち上げました。パキスタンでは187,000人に食糧
を提供するための食糧プログラムを立ち上げまし
た。加えて、パキスタンとインドの25,000世帯が
冬を越せるようシェルターとその他必需品を提供
しました。
物資支援だけではなく、子どもの保護のための活
動も行っています。仮設学校の建設や、セーフ・

プレイ・エリア（安全な遊び場）の設置によ
って、子どもたちは友達と遊ぶことができ、
親は生活再建に向けて山積みの難題を処理す
る時間を持つことができます。被災地の状況
が明らかになるにつれ、350万人にもおよぶ被
災者が─その多くが人里離れた村にいます─
いかに困難な状況にあるかが判明しています。
地震を生き延びた何万人もの子どもたちが、
冬を越すためにシェルターや医療支援を緊急
に必要としています。セーブ・ザ・チルドレ
ンは、継続的にこの緊急事態に対応していき
ます。
アフリカ全土では、食糧不足の問題が、弱い
立場にいる子どもたちを襲っています。西ア
フリカでは、干ばつと昨年のイナゴの大量発
生により作物が台無しになり、ニジェールと
マリが深刻な飢餓に襲われました。6月以来、
セーブ・ザ・チルドレンはこれら2ヶ国の子ど
もたちを対象に補助食品、栄養食などの食糧
支援プログラムを実施し、また予防接種や保
健キットの提供を通して、地域の保健システ
ムを支援しています。

アフリカ南部には、干ばつや政情不安、貧困な
どの問題が絡まって、数百万人の生活が崩壊し
ている国があります。マラウィ、モザンビーク、
ジンバブエで、セーブ・ザ・チルドレンは、数
万世帯に食糧配給を行っています。病気にかか
っているなど最も弱い立場にある子どもたちに、
補助食品や栄養食を配給し、虐待から子どもた
ちを保護しています。
中米を襲ったハリケーン･スタン＆ウィルマ、
エルサルバドルのサンタアナ火山の爆発と豪雨
に対しても、セーブ・ザ・チルドレンは復興支
援を展開しています。また、アメリカのメキシ
コ湾岸地域においても、家を失くした300,000
人以上の子どもたちの一部を対象に、トラウマ
ケアに焦点をあてた支援をしています。今まで
の経験と国際的ネットワークを活かし、子ども
たちに通常の生活と安心感を取り戻させるよう
に、お絵かき、音楽、ゲームなどのアクティビ
ティーからなるプログラムを、学校やコミュニ
ティーに提供しています。

Save the Children
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私たちは、ニュースで大々的にとり上げられる
ような大災害に対応するだけでなく、常に危機
的状況にあるスーダンやコンゴ民主共和国、ウ
ガンダ北部のような国々でも、子どもの保護活
動や生計支援活動を継続的に行っています。
セーブ・ザ・チルドレンは、緊急支援活動によ
って人々の生命を守り、生活を支援しています。
長期的視野に立つ開発支援に重点を置いていま
すが、子どもたちの緊急のニーズにも応える必
要があるのです。今後も、できる限り災害を予
防し、様々な緊急の問題に対応できるように、
活動していきます。

教育支援

食糧支援・栄養指導

セーブ・ザ・チルドレンはすべての子どもたち

途上国で毎年命を落としている1,000万人の子

が教育を受けることができるよう活動していま

どもたちのうち、半数は栄養失調が原因です。

す。教員トレーニング、教育指導方針とカリキ

また、飢えや栄養失調が原因で、病気や精神

ュラムの作成、応用しやすい授業方法の提案な

的・肉体的発達不良に苦しんでいる人々は、世

どの支援をしています。また、貧困、紛争や自

界中に2億人以上います。セーブ・ザ・チルド

然災害など様々な理由で学校へ通えない子ども

レンは、長期的な視野に立って、緊急時だけで

たちが学校へ行けるように、識字教室などの就

なく将来的にも人々が十分な食糧を得ることが

学支援や学校建設支援を行っています。

できるように活動しています。長期的支援とし
ては、現地の地域社会と協力して、さまざまな

子どもの搾取と虐待問題

農業指導、生計支援、食物摂取の指導、子ども

セーブ・ザ・チルドレンは性的虐待、人身売買、

の健康改善などを進めています。

児童労働や精神的・身体的虐待から子どもたち
セーブ・ザ・チルドレンは、80年以上にわたり、
世界中の子どもたちのために活動しています。
願いは一つ、子どもたちのためにより良い未来
を創ることです。

を守るために活動しています。例えば、紛争地

医療保健

において子どもたちの精神的・身体的健康は最

セーブ・ザ・チルドレンは、乳幼児を含む子ど

も脅かされます。そのような最悪の事態の中で、

もと母親を対象に予防接種や栄養指導など基本

子どもたちへの虐待を予防し、また、子どもが

的保健ケアを提供し、子どもたちの命を守るた

虐待の被害を受けている場合には、回復のため

めに活動しています。世界的ネットワークと経

の支援活動を実施しています。

験を活かし、現地政府の保健省や国際機関と協
力して、最新技術の導入など、保健サービスの
質の向上を目指して活動を行っています。

HIV/エイズ
世界には、約1,500万人のエイズ孤児がいます。
HIV/エイズは、子どもたちに差別や貧困といっ
た深刻な影響も及ぼします。セーブ・ザ・チル
ドレンはHIV/エイズに感染した子どもたちや親
をケアし、サポートするよう地域社会に働きか
け、新たな感染を防ぐために、特に感染する危
険のある青少年層を対象として、活動していま
す。私たちは、感染者ができるだけ長く家族と
一緒に暮らせるよう、またエイズ孤児となった
子どもたちが親戚や地域社会の人々の下でケア
されるように支援しています。

経済的支援
世界の貧困層の大半は子どもです。セーブ・
ザ・チルドレンは子どもたちとその家族が貧困
から抜け出せるよう支援活動を行っています。
具体的には、青少年向けの職業訓練、女性たち
への小規模貸付事業、そして災害などの緊急時
には雇用機会の創出などを支援しています。
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前ページ

左から右：インドネシア・ロクセマウェの

セーフ･プレイ･エリアでのNursiah 25歳と彼女の息子
Mohammed Dan 3歳。
ピディ地区の牡蠣養殖所で遊ぶ少年たち。
インドで、お互いに本を読みあう少女たち。
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社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
東京都中央区日本橋本石町３-２-６
ストークビル８階
Tel：03-3516-8922
Fax：03-3516-8923
ウェブサイト：www.savechildren.or.jp
E-mail：info@savechildren.or.jp
外務省より特定公益増進法人として認可されています。

セーブ・ザ・チルドレンの名のもとに活動している組織は、現在世界に27団体あり、
それぞれがお互いに情報を交換してネットワークを活かしながら独立して活動しています。
現在活動地域は110カ国を超えています。

