
 

 

 

 

 

 

 

2016年 12月 インド訪問報告 

マイノリティ女性・子ども支援 ISSYO 

 

1. 背景・目的 

2016 年 4 月から ISSYO の活動は２年目に入った。同様に 2016 年 6 月から２年目に入った里親奨学金事

業では 2016 年度（2016 年 6 月〜2017 年 5 月）、合計４人の里子が里親からの支援を受け（新規支援

開始３人）学校に通っている。また里子から里親への贈り物としての「世界に一つだけのカレンダー」の

作成も 2016 年度から開始した。さらにインド現地農村部で貧困層、マイノリティの特に一人親や孤児の

子どもたちが安全に生活、通学し、その教育をより包括的にサポートするための RIDER センターの施設

改善・拡充事業への日本教職員組合からの支援も 2016 年 9 月に申請が承認され、決定した。このような

背景から、以下の具体的目的をもって 2016年１２月のインド訪問を行なった。 

 里親奨学金事業 — 現在支援をしている里子の状況の中間査定（学校訪問、家庭訪問、本人や家

族、先生・学校関係者とのインタビュー）、里親・里子間のメッセージの受け渡し、「世界に一つ

だけのカレンダー」のためのスケッチ進行状況確認、これまでの活動の振り返りと今後の計画 

 RIDER センター施設改善・拡充事業（３カ年計画）— 資金送金・換金、事業計画の確認とモニ

タリング計画、その他事業開始にあたっての詳細確認 

 財政 — 現地の口座の記録確認、次年度の予算設定及び資金獲得の計画と相談 

 全般・その他 — 2016 年度上半期の活動全般及び財政の振り返りと今後の計画、農村地域のマ

イノリティ女性・子どもたちの状況に関する体系的調査開始のための確認、新たな活動のニーズや

状況の調査、ハンセン病回復者の居住施設訪問 

 

2. 日程 

12 月 18 日  夜 — インド到着、ACMSAへ移動しミーティング 

12 月 19 日  里子が通う学校の訪問（２地域、２学校）、校長・担任の先生との面談、施設や教

室視察、RIDER センター訪問（里子の生活状況確認と里親からのメッセージ） 

12 月 20 日  別地域でダリット・先住民族女性の支援活動を行う NGOの訪問と活動視察 



12 月 21 日 RIDER センターへ移動、施設状況と日教組支援による事業開始のための確認、セン

ターで寄宿生活を行う子どもたちや ACMSAが展開する文化活動参加者との交流 

12 月 22 日  RIDER センターで ACMSAが定期的に行なっているメディカルキャンプ視察 

12 月 23 日 RIDER センターで寄宿生活を行う里子との交流、スケッチブック記録、ACMSA に

よる若者を対象にした人権セミナー視察 

12 月 24 日 ISSYO 及び ACMSAが支援をする子供達との年間の振り返りと話し合い 

12 月 25 日 RIDER センターでの ACMSA によるクリスマス会（近隣の農村の人々、里子の家族、

その他支援・活動に関わる人々が招待される） 

12 月 26 日 里子及び RIDER センターで生活支援を行う子どもの家庭訪問 

12 月 27 日 午前 — チェンナイの北部郊外にあるハンセン病回復者の村を訪問 

 午後 — ACMSAへ移動 

12 月 28 日 午前 — チェンナイ市内の都市スラム訪問 

  午後 — ACMSAでの総括会議 

 夜 — チェンナイ発 

  

3. 訪問概要と結果報告 

1 年前に続き、2016 年 12 月はじめにタミール・ナドゥ州、特にチェンナイを含む海岸地域を巨大なサイ

クロンが直撃、2015 年では水害がひどかったが、今回は風による建物や木、電柱などの倒壊被害が著し

く、大規模な停電も続く中での訪問となった。また、インド中央政権による突如の 500 及び 1000 ルピー

廃止により、財政的に大きな混乱が起こっているところだった。停電はインド到着後数日で回復したが、

財政の混乱は訪問後も続いていた。両替や RIDER センター拡充事業資金の送金に関して予期せぬ手間が

かかったものの、諸々の支払い時期を調整することで、訪問自体は概ね予定通り、それほど大きな問題も

なく終了することができた。 

3.1 里親奨学金事業 

既に支援をしている里子の中間状況査定 

2016 年 12 月現在、ISSYO 里親奨学金事業では、4 年生 1 人、6 年生 1 人、7 年生 2 人で、合計４人の

里子の支援を行っている。そのうち 7 年生の１人は奨学金支援 2 年目であり、残りの３人は 2016 年 6 月

から支援を開始した。6、7 年生の３人は RIDER センターで少なくとも平日は寄宿生活を行い、同じ私立

学校へ通っている。4 年生の１人は、諸々の事情から、選考当時はその他の３人とともに、RIDER センタ

ーでの生活や活動を基盤に奨学金事業を行う予定だったものの、選考後、やむを得ない事情で引っ越しせ

ざるを得ず、RIDER センターから 30 キロほど離れたところにある叔父さんの家で生活をしながら、最寄

りの私立学校へ通っている。 

サイクロンによる試験日程の遅れのため、今回の訪問時に 2016 年度２学期目の成績はまだ出ていなかっ

たたが、１学期の成績や学校の校長、担任の先生との話し合いから判断される限り、RIDER センターで寄



宿生活を行いながら学校に通っている３人の里子は、英語での教育に難なくついていっているばかりでな

く、学校での成績も着実に伸びているか、トップクラスを維持している。4 年生の里子は、英語での教育

についていくのに未だ少し時間がかかっていたが、まだ学年も低いということもあって、先生からは、す

ぐに慣れるだろうという意見が出ていた。 

RIDER センター寄宿生活の利点 

本人や保護者、先生とのインタビューでは、改めて、RIDER センターでの寄宿生活と連携した、奨学金支

援の利点が明確になった。2016 年 6 月の寄宿生活開始当初は、全ての子ども、および保護者が多少の戸

惑いを感じていたものの、半年を経て、それぞれが声を揃えて、寄宿生活を開始してよかったと言ってい

た。そこで挙げられた利点としては以下のものがある。 

少なくとも平日を寄宿生活で過ごすことで、まず毎日３食が保証されている。さらに勉強・宿題をする時

間や場所が毎日の生活リズムの中でしっかり確保されているため、良い成績と学ぶことの大切さの自覚が

促進されている。けじめをつけて生活することで、集中力が増した。共同生活を通し、以前に比べ、コミ

ュニケーション能力が上達、生活や普段の態度も向上、責任感や自信も強くなり、人前での発言や発表を

物怖じせず行えるようになった。同時に、保護者の観点から見ると、毎日顔を合わせることはできないも

のの、平日には安心して仕事に出ることが可能となり、精神的・経済的負担も軽減、収入や生活もより安

定したものになっている様子だった。週末や長期休みに帰ってくる度に、子どもの成長ぶりにびっくりす

る、という声も聞かれた。 

加えて、インドの学校では進学や卒業試験に関わる教科以外の授業や課外活動がほとんどないため、例え

ば、日本でいう図工（美術）、音楽、家庭科や部活動での学びもない。そのため、世界に一つだけのカレ

ンダー作りのための絵や詩を描くこと、ダリット女子による文化活動なども含め、RIDER センターで

ACMSA および ISSYO が行う活動に参加したり、それらを見学することを通して、学校やそれまでの生活

の中では触れることのなかった、新たな課外活動や学び、経験の場が増え、自らの才能や情熱、打ち込め

ることや将来の可能性などを発見する機会が増えている。子どもたちのインタビューでは、絵、料理、音

楽、ダンス等、それぞれが一番好きな課外活動についての答えが返ってきた。そのため、今後の奨学金事

業および以下に記す RIDER センター・ホステルを通した包括的な子どもの支援プログラムでは、このよ

うな課外活動の提供にも重点を置いていく方針とした。RIDER センターには ISSYO 支援者から寄付して

写真 1 里子の一人が通う学校 写真 2 里子三人が通う RIDER センター近くの学校 



いただいたデジタルカメラを預け、2017 年からは現地スタッフの管理のもと、興味・関心のある里子た

ちが写真撮影に触れる、また学べる機会を提供していく。 

一方、課題として、特に今後寄宿生活を行う子どもの人数が増えることを考えると、子どもたち一人一人

に対して、しっかりとしたケア、生活、状況把握を行なっていくための、受け入れ側の体制整備の必要性

が再確認された。以下に記す RIDER センター施設改善・拡充事業によるインフラ整備に合わせ、特に人

材の確保を 2017 年の主要課題として取り組んでいく。 

体系的な里子候補者の選定とデータベース 

これまでのインド訪問を通し、合計で 11 の村、37 人の子どもたちのインタビューを行った。これらの子

どもたちや、保護者（特にひとり親となっているマイノリティ女性）は全て、何らかの困難を抱えており、 

これまでの里子支援の対象にはできなかったものの、今後の里親奨学金、またはその他の支援事業の対象

としてのニーズが確認されている。同時に、訪問時までに 2017 年度支援開始に向けた新たな里親は見つ

かっていなかった。このような背景から、今回のインド訪問では、新たな里親奨学金支援のための里子候

補者インタビューは行わず、もし 2017 年 3 月までに新たな里親が見つかった場合は、これまでインタビ

ューを行った候補者の中から、里子選考を行うこととした（訪問後、2017 年 1 月には実際に新たな里親

が 1 組見つかったため、この報告書作成時には新たな里子の選考を行っている）。 

このような過程の中で、里親奨学金事業だけでなく、ISSYO および ACMSA が行うその他の支援事業・プ

ログラムを開発・運営し、より包括的かつ効果的支援活動を行うため、また現地公的機関その他が提供す

る資源やサービス等を効果的に活用するため、RIDER センターのある地域を中心に、これまでの調査やイ

ンタビューの結果も含め、マイノリティ女性・子どもたちの状況をより体型的に記録するデータベースを

作成することとした。 

里親・里子間のメッセージの受け渡し 

訪問に合わせ、4 人の里親の方からそれぞれの里子への手紙とビデオメッセージを預かり、RIDER センタ

ーで寄宿生活を行う 3 人の里子には、訪問２日目に、もう 1 人の里子にはその後家庭訪問を行った際にそ

れらを届けた。里子からは、それぞれ家庭訪問の際に、里親へのメッセージをビデオに記録した。里子か

ら里親へのビデオメッセージは今回の訪問後、それぞれの里親に E メールで送付をした。 

写真 3 里子三人が通う学校の教室で友達と 写真 4 里子三人が通う学校の教室で友達と 2 



「世界に一つだけのカレンダー」 

里子自らが描いた絵を用いた「世界に一つだけのカレンダー」は、里子から里親への贈り物として、2016

年度から作成に取り掛かった。2016 年 5 月の訪問の際には、それぞれの里子にスケッチブックとクレヨ

ンセットを配布し、少しずつ、里親へ伝えたいメッセージや絵を描いていくよう伝えた。RIDER センター

で寄宿生活を行う子どもたちのスケッチブックは、今回の訪問までの間に５・6 組の絵とメッセージで埋

められていた。しかし、RIDER センターから離れた１人の里子は、今回の家庭訪問の際、学校にスケッチ

ブックを持っていき、そこでその他の生徒と別の目的に使ってしまった、ということが判明した。本人に

も、保護者となっている叔父さん家族にも、奨学金事業やスケッチブックの目的、意味等がうまく伝わっ

ていなかった（RIDER センターから離れたところで暮らしており、現地スタッフも定期的に状況確認や必

要な説明を行うことが十分できていなかった）ようにも見られた。予備のスケッチブックを渡し、改めて

4 年生である里子本人、保護者にそれぞれわかりやすい形で、説明を行った。 

今後は 2017 年 5 月訪問までに出来上がったものをもとにして、2017 年末までに日本のカレンダー作成

サービスを利用して、2018年度のカレンダーを作成する予定。 

包括的な里子支援 

上記の通り、今回の訪問では、寄宿生活の利点や課外活動の効果等、里親奨学金と寄宿支援、その他

RIDER センターでの活動や施設と連携させることで可能となる、より包括的な里子支援の可能性が明らか

となった。しかし、RIDER センターから離れたところで暮らす里子は、これらの利点から得られるものは

少なく、今回の訪問でわかったように、学校へ通うための経済的支援以外の目的や効果がうまく果たせて

いなかった。また、現地スタッフによる状況確認や説明、世話という面でも、困難がある。そのため、少

なくとも月に一度は週末に RIDER センターを訪れ、その他の活動や行事、子どもたちとの交流に参加す

ることで本人、保護者と合意した。これらの点を考慮し、今後、新たな里子の奨学金支援を開始する際は

改めて RIDER センターを基盤（寄宿生活、または定期的な訪問と活動参加）にした支援の形で進めてい

くこととした。また、里子ではない子どもたちとの支援も合わせ、RIDER センターを基盤にそれらの可能

性を充実・実現していく方針で、現地関係者とも合意した。  

同時に、訪問に合わせ、ISSYO の里親奨学金事業とは別に、個人的なつながりからインド、チェンナイ都

市部に住む 2 人の子どもたちの支援をしている方からの要請があり、2017 年度からは、当該の 2 人の子

どもに対する奨学金支援の管理・運営を並行して行っていく事で合意した。支援に到るまでの経過や詳細

な形態など、ここまで ISSYO が行なっている支援とは異なる点があるものの、今後はそれぞれの里子が

10 年生を修了するまで特例として、ISSYO が年二回の訪問を通し、奨学金の支給、状況の記録や里子と

里親の繋がり作り等、その奨学金支援事業とほぼ同様の形で運営を行っていく。また、この２人はチェン

ナイ市内、ACMSA 本部の近くに住んでおり、 RIDER センターを訪れることは難しいものの、ACMSA が

都市部のマイノリティの子どもたちに提供している課外授業や課外活動への参加を促していく。 

 

 



3.2 RIDER センター施設改善・拡充事業（及び包括的なニーズアセスメントと生活支援） 

2016 年前半、RIDER センターの施設改善・拡充事業に関し、ISSYO と人権センターとちぎ、ACMSA の

共同で日本教職員組合に申請していた、主にインフラを改善・拡充するための３カ年事業計画の資金獲得

に成功した。この事業では、ホステル施設、子ども図書館、敷地を囲む塀、台所・食堂、その他必要設備

などを３年間かけて、順々に整備していく。 今回の訪問前には１年目のホステル施設拡充のための資金を

インドへ送り、訪問時に実際の建設作業を開始する予定だったが、インド現地で NGO が海外から資金を

受け取ることに関する規制が強まったこと、さらに突然のルピー紙幣交換による混乱で、銀行を通した従

来の海外送金で、1 年目資金を一括で送ることが困難となった。そのため、現地の状況の様子を見ながら、

段階的に資金送付を行い、実際の作業開始は、訪問後の 2017年 1 月からとなった。 

ホステル施設拡充自体は概ね５ヶ月から６ヶ月で終わる予定で、今後定期的に進捗状況を確認しつつ、

2017 年 5 月のインド訪問の際により詳細な確認を行う。同時に、インフラの改善・拡充に合わせながら、

これら施設や関連する活動を運営するための人件費、人材の確保を優先事項としてすすめていく。 

並行して、RIDER センターでは、現存の施設と設備を用い、2016 年 6 月から小規模なホステル支援を開

始した。初年度は上記に示した通り、里親奨学金支援を行う里子３人に加え、昨年度の奨学金支援候補者

インタビューの際に生活支援のニーズが明らかになった子ども１人（捨て子として RIDER センター近く

の村で保護されてきた1）の合計４人が寄宿生活（学校の長期休みや場合に応じて週末には自宅へ帰宅）を

行なっている。今回の訪問では、RIDER センターを基盤にした包括的な支援に関し、これら４人に加え、

文化活動など RIDER センターで行われている活動やその他 ACMSA が行う活動に参加する子どもたちと、

１年間を振り返り、彼女たちのニーズや今後の活動の可能性を考えるための話し合いを行った。里子たち

からは、寄宿生活の利点の項で既に記したフィードバックがあった。もう一人の寄宿生活を行う子どもか

らは、寄宿生活開始当初は戸惑いがあったものの、これまで実家（保護者宅での生活）では、学校がない

日には一日３食を取ることすら珍しかったのに、RIDER センターではしっかりと３食食べることができ嬉

しいこと、RIDER センターに来て、初めて誕生日を祝ったこと、その時のケーキがとても美味しかったこ

と、そして自分のことを気にかけてくれる人にたくさん出会い、一人じゃないと実感できることなどの共

                                                        
1 捨てられてしまった背景にはカーストや妊娠、女性差別に関する様々な事情があるものの、個人情報のため、詳細

はここでは割愛する 

写真 5 RIDER センターで子どもたちと話し合い 写真 6 話し合いの休憩中、絵を描いて遊ぶ 



有があった。文化活動に参加する子ども達からは、RIDER センターで出会えた人々や、学べたこと、学校

や自宅にはない、様々な活動の機会に関し、かけがえのない場所になっているという発言があった。改め

て、RIDER センターやそこでの支援活動の重要性が明確になったとともに、 子どもたち一人ひとりとの

出会いを大切にし、インタビュー、話し合い、日々の支援とやりとり、成長を通して見えてくる悩みやニ

ーズを丁寧に一つずつ汲み上げていくことの重要性も再確認された。一度に全ては実現できないものの、

少しずつ、子どもたちと一緒に歩み、模索しながら今後の活動に反映させていく。 

また、RIDER センターで毎年行なっているクリスマス会には、支援をする子どもたちの保護者や、近隣の

村人などが招待されており、里子や寄宿生活を行う子どもたちや文化活動に参加する子どもたちが歌やダ

ンス、劇などの発表を行なった。英語でのスピーチをした子どももおり、単にクリスマスを祝うだけでな

く、１年間で学んだことや練習して来たこと、成長の成果を見せる良い機会になっている。このような催

しの機会も、包括的な支援活動の一部として進めていく。 

3.3 人権講座・ワークショップの開催 

RIDER センターでは、ACMSA により、現地の人を対象にした様々なイベントが行われている。今回の訪

問中には農村部貧困層の人のための無料健康診断と、農村部若者を対象にしたダリットの歴史に関する講

座が行われた。これらの活動にヒントを得つつ、ISSYO でも年２回の代表訪問の機会を活かし、現地のマ

イノリティ女性、子どもたち、若者、里子も含め、RIDER センターで暮らす、またはそこへ通う子どもた

ち、農村部の人々全般などを対象にした人権講座やワークショップを開催することで合意した。2017 年

5 月訪問の際に開始し、その都度、対象を絞りながら、参加者の実際の暮らしや経験、ニーズや課題など

と関連させながら、人権そのものや、国際的な人権の枠組み、インド以外の国の状況、取り組み等、様々

なことを学び、話し合う場を提供していく。 

3.4 その他 

今回の訪問中には、チェンナイの北部、30 キロほど離れたところにあるポンネッリという街の郊外にある、

ハンセン病回復者の居住区・村を訪れた。この居住区は政府から寄付された土地にあり、現在は 30 近く

の家族が住んでいる。そのうち回復者は 50 歳から 80 歳まで３０名ほどで、そのほぼ全てが村の内外で結

婚をし家族を持っている。住居やその他の建物、インフラは教会や NGO の支援で建てられている。60 歳

以上の回復者は年金が主な収入源となっており、その他の人々はそれぞれ仕事を持っているか、物乞いを

写真 7 クリスマス会での発表 写真 8 クリスマス会に招待された近所の子どもたち 



して収入を得ている。NGO その他の団体からも不定期ではあるものの、金銭的な支援が出ているとも報告

された。村にはすでに第３世代の子供達もおり、近隣の学校に通っている。第２・3 世代の中には大学を

出、村の外で就職をしている人も少なくない。 

ポンネッリにはもともとハンセン病を扱う病院があり、そこに近隣の地域も含め、ハンセン病と診断され

た人たちが収容されていた。回復した後、病院を出た人のほとんどはもともとの家族の元へ帰ることもで

きず、ポンネッリ駅に集まり、集団でのホームレス生活を送っていた。その状況を改善するため、教会・

地域政府・NGO関係者のそれぞれの支援で、現在の村が 1980年代から出来上がっていった。 

村は違ったカーストの人々が一緒に暮らしており、時にはカースト間のいざこざも無きにしも非ずという

様子だったが、村の外のカーストの状況と比べるとそこまであからさまな対立は無いようだった。しかし

回復者の家族、子どもたちは学校や就職先で差別的扱いを受けることもあり、村を出た人たちのほとんど

は自らの家族に回復者がいるということは隠している、という話だった。この村の回復者の生活環境や経

済的状況は、都市に近いということや、高等教育を受け就職をしている家族も多いこと、様々な支援が入

っているということもあり、少なくとも農村部のダリットや先住民族などの被差別マイノリティのそれよ

りも困難は少ないように見られた。何れにせよ、今後も、機会のあるごとにハンセン病回復者の村を訪れ、

ニーズアセスメントや活動の可能性に関しての調査を継続していく。 

 

4. 今後の予定・計画（2017 年） 

2017 年 3 月  2017 年度里親募集締め切り、里子選考終了 

  4 月  2017 年度里親奨学金支援資金のインドへの送金 

5 月 ISSYO 代表インド訪問 — 2016 年度里親奨学金支援事業年間査定、2017

年度奨学金支給、2018 年度用「世界に一つだけのカレンダー」のためのス

ケッチブック回収、マイノリティ女性・子どもたちの状況データベース作成、

RIDER センター拡充・改善事業（RIDER ホステル）進捗状況調査、RIDER

センターでの第一回（パイロット）ISSYO 人権講座・ワークショップ開催、

RIDER センターを基盤にしたマイノリティ女性・子どもたちの包括的支援等

その他の活動 

  ６月  学校開始、2017 年度里子の状況のモニタリング開始 

写真 9 RIDER センターで行われた無料健康診断 写真 10 RIDER センターでの活動を支える女性たち 



６〜8 月 ISSYO 代表日本訪問 — 各地での報告、ファンドレイズ、世界に一つだけ

のカレンダー作成、その他 

９〜12 月 RIDER センター施設改善・拡充事業１年目の年間査定と報告、２年目準備 

12 月 ISSYO 代表インド訪問 — 2017 年度里子の状況の中間査定、2018 年度

里子候補者インタビュー、マイノリティ女性・子どもたちの状況のデータベ

ース作成（継続）、その他 

 

5. 訪問費用 

インド渡航費（航空券、ビザ手数料、タイ交通費含む） 51097 円 

インド現地交通費（空港からの交通費含む）   3046 円 

インド現地食費（一日 90 ルピー x 10 日間）   1553 円 

合計        55696 円 

以上、ISSYO 経費として支出。 

 

 

 


