
団体名：一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会             2022 年 03 月 31 日 

2021 年度活動報告書 

2021 年 04 月 01 日～2022 年 3 月 31 日 

 

【当会活動地の状況】 

激化するテロ・武力衝突、汚職、人権侵害、飢餓と貧困。 

日本も参入する巨大天然ガス開発プロジェクトの足元で混迷するカーボデルガド州。 

当会活動地モザンビーク共和国カーボデルガド州北部では、日本の官民主導による天然ガス開発が行

われている（2008 年三井物産と JOGMEC がエリア１鉱区の権益 20％を獲得；年間算出ガス 1300 万ト

ンの 3 割を日本企業が買取る計画）。2017 年に同州ガス開発地区で勃発したテロ攻撃は、2019 年後半か

ら激化し、IS の関係組織である ISCAP（イスラム国中央アフリカ州）の関与に関する報道数が増加。 

これまでテロ攻撃により子供を含む 3,300 名が惨殺され、88 万人以上が難民化。当会事務局のある州

都ペンバには 17 万人以上の避難民が流入し、失業率の悪化、治安の悪化、食料難、コレラの流行と混迷

した状況である。当会関係者も行方不明、家屋消失、難民化と被害を受けている。また 90 万人以上が食

糧難に陥っており、当会では食料配布の頻度を高くし、ほぼ毎日食料配布を実施。 

資源開発による土地収奪や、エリート層や外資の利益第一主義、現地住民のさらなる貧困化。過激派

と軍による人権侵害、開発地区及び難民流入地域での環境悪化等、複雑に絡み合った様々な問題が生じ

ており、この 3 年間で貧しくとも穏やかに暮らしていた現地の環境は、「武力衝突と激貧の地」へと一変

した。なお、天然ガス開発への反対声明が、国際団体や地域団体、個人等により署名されている。 

日本を含む開発参入国や国際機関による巨額の支援金が投入されているが、実際に現地でどのような

支援にどれぐらいの金額が使われているのか、支援金が落ちていく“系”が幾重にもあり、現地で活動

を行っている当会でも明らかにできていない。そのような中、真の草の根活動を目指す当会としては、

カーボデルガド州の住民へのダイレクトかつ明確な活動を現地の人たちと共に継続する。 

 

 

【2021 年度の活動方針】 

テロやコロナから命を守り、スラムの住人一人ひとりの生き伸びる力・創造力・相互扶助

力を高めていく。 

最貧困国モザンビークの中でも貧困度の高いカーボデルガド州で、テロの脅威と新型コロナウイルス

禍、気候変動の影響による自然災害と、日々の暮らしの脆弱性が増している。 

2021 年度は、前年度に引き続き、安全第一を徹底し、『生き延びる力・想像力・相互扶助力』を

テーマに、協力スタッフを増員し組織力を強化。また日本人の関心を少しでも高められるよう広報活動

も実施する。 

 

 2021 年度の活動に関して、引き続き、毎月日本事務局とモザンビーク事務局にて 

オンライン会議及び役員会を実施する。 

 



★2021 年の事業目標・３つの柱★ 

１：生き延びる力：テロやコロナ、深刻な貧困から住民一人ひとりの命を守る。 

２：創造力：新たなプロジェクトの立ち上げ。協力スタッフの強化。 

３：相互扶助力：ひとりが他のひとりの力となれる文化と仕組みづくり。 

 

＜注力項目＞ 

●テロ紛争被災者支援…かけがえない命を守る。平和教育の強化。 

 

【2021 年度の活動計画骨子】 

 

＜組織基盤整備＞ 長期的な活動の持続可能な体制づくり。 

・ モザンビーク行政認証共同組合(PVM)の行政書類の整備 

・ モザンビーク事務所及び寺子屋の協力スタッフの強化 

・ 広報ツールの整備 

 

＜教育活動＞  カーボデルガド州ペンバ・ナティティ地区とナンプラ州ナンプラ・ナミコポ地区にて、

スラムの学び舎・寺子屋を二箇所で運営。 

・ 【NEW】スラムの子供の保健管理活動 

・ 事務局と寺子屋のこども教育の継続。奨学用品の配布 

・ 平和教育活動 

 

＜公衆衛生と食育農業活動＞ 基本的衛生知識教育の普及と実践活動、食育及び農業活動。 

・ 寺子屋と事務局でのこども公衆衛生・COVID-19 感染対策教育 

・ モリンガとフルーツの育成による食べられる緑化 

・ 【NEW】日本での農業研修 

 

＜緊急支援活動＞ かけがえない命を守る活動。 

・ 食料・衣料配布活動 

・ 【NEW】寺子屋避難場所（ナンプラ州寺子屋）整備活動 

・ 【NEW】ペンバ避難民の家の建築 

・ 【NEW】ペンバ音楽スタジオ火災復旧支援 

 

＜環境保全活動＞ 美化習慣づけによる疾病予防と環境美化及び自然環境保全。 

・ ペンバ環境美化活動（第６回） 

 

＜国際相互理解推進活動＞ 国際交流及び資源開発やテロの情報発信を通じ、関心を高める活動。 

・ 日本国内での講義公演活動 



【2021 年度の主な活動】 

 

● 組織基盤整備 

長期的な活動の持続可能な体制づくり。 

《モザンビーク政府認証共同組合 PVM の行政書類の整備》 

ペンバ寺子屋を拠点としたモザンビーク政府認証共同組合（Progresso para Viver em Moçambique : 

PVM、代表：Luis Valerio、法人番号：101186768）が資金調達及び新規活動を展開するための行政書類

を整備した。 

《モザンビーク事務所及び寺子屋の協力スタッフの強化》 

寺子屋教育と配食活動に 14 名、公衆衛生活動に 6 名、環境活動に 57 名、被災者支援活動に 18 名、その

ほかの調査や事務に 6 名と協力スタッフを約 100 人規模に強化。メンバーシップを強化できるように、

各活動内での役職を明確した。課題は、人件費の捻出。当会で働くことで貧困から抜け出せるよう、現

地スタッフの人件費捻出も大きな課題である。 

《広報ツールの整備》 

当会の収入は９割以上を助成金に頼っているが、新型コロナ禍の影響により助成金公募数も減っており、 

事業存続のため、収入項目の多様化が急務である。企業や個人からの寄付を募るため、 前年度末に引

き続き、本年度前半に、広報ツール（P20 小冊子、A4 チラシ）を整備し、500 名に郵送した。また協力

企業の同梱チラシとして 10 万人にチラシを配布。またクラウドファンディングとして、GoodMorning

に登録し、現在 3 名のメンバーを得ている。 

      

   小冊子制作         クラウドファンディング  同梱チラシ     エネルギーファンディング 

    

北九州中央ライオンズクラブからの支援   福岡の経済メディア IB でのトップインタビュー 



【 教育活動 】 

カーボデルガド州ペンバ・ナティティ地区とナンプラ州ナンプラ・ナミコポ地区にて、スラムの学び舎・

寺子屋を二箇所で運営。 

【NEW】《スラムの子供の保健管理活動》 

新型コロナにより公立学校が休校し、またテロにより避難民の子供もペンバに流入しているため、現在、

事務局と寺子屋には、約 300 人とこれまでの 2 倍の人数の子供たちが通所している。 

このうち過去 3 年間寺子屋に通所している常連組約 150 名を対象として、身体測定（身長・体重・足の

サイズ・上腕径・太腿径）通学状況、食事の回数と内容、心理状況のヒアリングを実施し、独自の作成

した保健管理エクセルで管理。子供たちの発育状況や栄養状況の履歴を分析することで、スラムにおけ

る子供たちの心身発育状況をマクロに把握できる仕組みを作った。 

結果：ペンバ寺子屋の子どもの 15%が１日１食以下で暮らしている。 

という結果が出たため、配食活動を強化した。 

   

《事務局と寺子屋のこども教育の継続。奨学用品の配布》 

前年度に引き続き、テロによる食糧難、避難民のスラムの各家庭への移住、失業率が増加。深刻な貧困

によりがますます日々の暮らしが過酷となっている。一日の食費を賄うのも困難な状況であり、子供た

ちへの奨学用品が家庭で買えなくなっているため、筆記用具や履物、教育費用の補填を継続した。 

新型コロナウイルス感染対策を行いながら、15-20 人に人数を分け、授業の実施。寺子屋年長者でスマホ

を持ち始めた子どもたちとほぼ毎日、モザンビークと日本でオンライン相談、学習も実施した。 

  



   

また、2022 年 2 月 3 月にはクラウドファンディングで子どもたちの公立学校の制服づくりの資金を調達

し、寺子屋キッズ 200 名に対して制服を制作。 

   

裁縫職人による採寸         制服配布。３回に分けて配布した 

 

 

《平和教育活動》 

イスラム過激派によるテロ攻撃の激化により当会活動地カーボデルガド州ではこれまで 4 年間で、3､300

名以上が死亡し、88 万人以上が難民化。90 万人が食糧難に瀕している。 

子どもたちの誘拐も数百人から千人と言われており、テロ紛争の被害者、加害者にならないため、正し

い情報を与え、平和意識を高めていくこと、テロ紛争地から平和を希求する声をあげることを目的とし

た平和教育を行った。 

・歴史と知る学び：内戦・独立戦争経験者の話を聞き、戦争の悲惨さを知る。 

・平和を考える学び：家庭・友達・学校での平和、地域・国における平和、世界の平和と範囲を広げ、

宗教や国の発展度、開発状況の違いを知り世界の平和を考える。 

 ・平和を希求する声を創る：平和の歌の録音。 

  

 

 



【 公衆衛生と食育農業活動 】 

基本的衛生知識教育の普及と実践活動、食育及び農業活動。 

《寺子屋と事務局でのこども公衆衛生・COVID-19 感染対策教育》 

2017 年度から数えて第５回目となるこども公衆衛生教育の実施。劣悪な環境で衛生的に生きるための基

本である、石鹸での手洗いや爪切り、歯磨き、トイレ掃除等での洗剤の使用方法、新型コロナウイルス

感染対策として、マクスやアルコールの配布も行い、正しい感染予防の知識を供与した。 

当会の活動の成果もあり寺子屋や事務局の子供たちのコレラ及び新型コロナウイルスの疾病・死亡率は

ゼロを維持している。 

現地は、５歳以下の乳幼児死亡率が１８％から改善しているものの以前高く、20 代 30 代の青年でも疾

病で死亡することが多々あるため、継続的に公衆衛生教育を行い、健康的な暮らしの習慣を身につける。

新型コロナウイルス禍もあるため、寺子屋と事務局で分散して公衆衛生教育を実施する。 

 

  

  

(左上)うがい（Gorogoro）大会 （右上）手洗い教室 （左下）洗剤の配布 （右下）爪切り教室 

 

《モリンガとフルーツの育成による食べられる緑化》 

栄養失調率が６割を超えるスラム地区でも栽培できる栄養価が高く、食用・薬として様々に活用できる

モリンガと、フルーツを播種栽培し、スラム地区の各家庭に約 1800 本移植した。これまでサイクロンや

暴風雨により育苗ポットが流される、移植した苗が流される等の被害を大きく受けているため、育苗す

る場所を分散、苗ポットの底に穴をあけてポットごと植える等、創意工夫し、苗の保護率を高めた。 

すでに成長したモリンガや果物を食用している。 



    

苗ポットに種を播種          農村とペンバで播種作業      実ったグァバ  モリンガ 

《日本での農業研修》 

2020 年 1 月に農村の協同組合事務所がテロリストによって焼かれ、代表者も行方不明のままであり、農

村での農業活動を休止せざる負えないため、農業人材育成のため、当会スタッフを日本での農業研修に

参加し、稲作、肥料の使用方法や野菜の栽培についての実践力を身につけた。 

    

【 緊急支援活動 】 

かけがえない命を守る活動。 

《食料・衣料配布活動》 

前年度に引き続き、米・豆・調味料の配布を毎月継続。二週間毎に 20 世帯に食料を配布。 

現地は日本も含めた天然ガス開発国からの支援が入っているが、実際に現地で支援の恩恵を受けている

のはごくわずかで、ナティティ地区の貧困度はさらに高くなり、１日１食を確保するのも大変な家庭が

増えている。加えて、ペンバ寺子屋の子どもたちの 15%が 1 日１食以下で暮らしているため、朝と夜の

食料配布、催事時での食事イベントを強化した。 

食費が足りず、スタッフが手出しで実施しているため、食費の確保も急務である。 

   



  

【NEW】《寺子屋避難場所（ナンプラ州寺子屋）整備活動》 

イスラム過激派のテロが激化し、ペンバへ 17 万人以上の避難民が流入しているが、ペンバへの攻撃に備

えて、ペンバから他の州に避難している人も増加しており、当会も他地域に親類や身を寄せられる知り

合いがいない寺子屋関係者や近隣住民のために、カーボデルガド州の南に位置するナンプラ州に寺子屋

の避難施設（ナンプラ寺子屋）を整備し、トイレや外壁の修繕を実施した。 

現在、15 名の子どもたちがペンバからナンプラ寺子屋に疎開。長期滞在の子どもたちはナンプラ州の学

校への転入手続きを行っている。 

    

  ナンプラ寺子屋外壁の修理     扉の設置           ナンプラ寺子屋に疎開している子どもたち 

【NEW】《ペンバ避難民の家の建設》 

テロ攻撃のある農村からペンバに避難する人たちの住まいが全く足りておらず、避難民が寺子屋へ相談

する件数も増えていたため急遽、ペンバ避難民の家の建築を決定し、スラムの職人とともに建築を行っ

た。2022 年度はトイレの増設、水道管の整備（行政手続き中）を行っていく。 

   

   



【NEW】《ペンバ音楽スタジオ火災復旧支援》 

2021 年 9 月 15 日に、ペンバ寺子屋の平和教育や国際相互理解推進活動でも協働しているペンバ音楽ス

タジオが火災により機材が破損したため、緊急支援を募り、50 万円をペンバ音楽スタジオの復旧に活用

した。機材の購入は 10 月末に終了し、現在スタジオの建屋の再建作業を実施している。 

    

コンセントから火災発生し機材破損       購入した音楽機材          建設中の新しい建屋 

 

【 環境保全活動 】 

美化習慣づけによる疾病予防と環境美化及び自然環境保全。 

《第 6 回ペンバ環境美化活動》 

ペンバの貧困率が高まり、仕事を欲している人がさらに増え、１日 5 人から 10 人が寺子屋に相談に来る

こともある。スラム地区はシングルマザーが多数を占めるため、第４回から女性の起用を増やしてきた

が、第６回となるペンバ環境美化活動では女性の美化委員を増やし、25 名の美化委員で美化活動を実施

した。うち女性は 16 名。女性の労働力が非常に高く効率的に美化作業を進めることができた。 

マスク、アルコールでの手指の消毒も徹底し、衛生対策を万全にして環境美化活動を実施した。 

  

  

当会の美化活動がコミュニティに定着し、住民の協力も年々増えている。 



【 国際相互理解推進活動 】 

国際交流及び資源開発やテロの情報発信を通じ、モザンビークへの関心を高める活動。 

《日本国内での講義公演活動》 

当会活動地カーボデルガド州で発生しているテロに関して、またそこで行われている日本企業も参入す

る日本のエネルギー安全保障の施策のひとつと言っても過言ではない巨大天然ガスプロジェクトに関し

て、日本ではほとんどニュースに流れず、注目度が非常に低い。日本ではそもそもモザンビーク自体の

知名度が低いため、少しでも多くの日本人に現地で起きている事実を知ってもらい関心を持ってもらう

ために、講義公演、オンライントークイベントをコロナ禍のため規模を縮小し、16 講義公演を実施した。 

中学校や大学での講義も実施し、安寧な世界の重要性を日本の子供、青年に伝えることができた。 

■17 講義公演 参加人数 663 名 

   

九州国際フェスティバル            北九州市商工貿易会館        北九州市朽網市民センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 メディア掲載 】 

     

毎日新聞 2021年 4月 17日朝刊  福岡の経済メディア IB 2021年 12月 13日号トップインタビュー 

    

単行本『サステナブル社会への一歩』2022 年 3 月 25 日・株式会社データ・マックス発行 

  以上 



       2021 年度 (2021 年 4 月 1 日~2022 年 3 月 31 日迄)  収支報告表   

   


