
 

 

 

 

 

 

 

2018年 5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 

2018 年から ISSYO の活動は 4 年目に入った1。里親奨学金事業は 2018年 6 月から 4 年目となり、2018

年度（2018 年６月〜2019 年５月）には合計 13 人の里子が里親からの奨学金支援を受けることとなった

（うち 2018 年度からの新規支援開始６人）。RIDER ホステルでの寄宿支援は 3 年目となり、2018 年度

は合計１２人の子どもたちが寄宿生活を送ることとなった（うち 2018 年度からの新規支援開始３人、里

親奨学金支援も受ける子ども５人、ホステル支援のみ受ける子ども７人）。ホステル支援の開始および拡

大に合わせ開始された RIDER センター拡充事業は２年目に入り、図書館施設設置、塀の新築・増築が進

行中である。人権ワークショップは今回の訪問中で第３回目となり、前回（2017 年 12 月）では子どもた

ちの多くが参加できなかったことや今回初めて参加する女性もいることから、復習も兼ねて改めて同じテ

ーマ「差別」で開催することとなった。また前回訪問を通し準備が最終化された RIDER センターでの英

語・数学補修授業（公立学校に通う寄宿支援の子どもたち対象）が 2018 年 2 月から開始となった。前回

訪問（2017 年 12 月）の際に確認された今後の課題・挑戦については継続して具体的施策の模索が行われ

ている。これらを背景に、2018 年 5月、以下の目的を持ってインド訪問を行なった。 

 里親奨学金事業 — 新規支援開始の子どもたちを含む里子（13 人）の状況査定（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）、2018 年度奨学金支給（里子と保護

者とともに学校訪問、ISSYO による学費の支払い、必要物資購入等）、里親・里子間のメッセー

ジの受け渡し  

 RIDER ホステル — 寄宿生活を行う子どもたちの状況確認（家庭訪問含む）、寄宿生活の状況

確認および改善必要・可能箇所確認、寄宿支援充実化のためのニーズ調査、ホステル支援金の送金

と財政記録確認 

                                                        
1 2015 年 1 月活動開始 



 RIDER センター拡充事業（３カ年計画）— ２年目事業（図書館設置及び塀建設）の進捗確認、

３年目事業の準備・計画 

 人権ワークショップ — 差別に関する（復習）ワークショップ（半日）の開催 

 RIDER センターでの英語・数学補修授業 — 進行状況確認（クリスマス休暇・夏季休暇を除く年

間 10 ヶ月間） 

 財政 — 2018 年度予算及び現地財政状況確認、2018 年度資金送金後及び費用支払いに合わせ

た現地財政記録（里子の貯金状況含む）、今年度の事業計画に合わせた資金獲得の計画と相談 

 全般・その他 — 2017 年度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・ニーズに関する体系的調査の進行状況確認 

 

 

2. 日程 

5 月 20 日（日） 深夜 — インド到着 

5 月 21 日（月）  午前 — 都市部に住む里子２人およびその保護者とともに学校訪問、奨学金支給

（学費支払い、必要物資購入） 

 午後 — 都市部に住む里子２人の家庭訪問 

5 月 22 日（火）  朝 — 都市部に住む里子１人の家庭訪問 

午前 — 農村部に移動、タミール・ナドゥ州北部の村に住む里子１人と学校訪問、

奨学金支給（学費支払い、必要物資購入）、家庭訪問 

 午後 — RIDER センターへ移動、センターの状況確認、RIDER センター拡充事業

進捗状況確認 

  夕方 — 農村部の里子１人、寄宿支援の子どもたち２人の家庭訪問 

5 月 23 日（水） 午前 — 農村部の里子７人およびその保護者とともに学校訪問、奨学金支給（学費

支払い、必要物資購入） 

  午後 — 農村部の里子２人、寄宿支援の子どもたち２人の家庭訪問 

5 月 24 日（木） 午前 ー 農村部の里子 3 人の家庭訪問 

午後 — 農村部の里子１人、寄宿支援の子どもたち３人の家庭訪問 

5 月 25 日（金） 午前 — RIDER センターにて人権ワークショップ 

  午後 — チェンナイへ移動 

5 月 26 日（土） 午前 —  都市部の里子１人への奨学金支給（学費支払い、必要物資購入） 

 午後 —  都市部の里子２人の家庭訪問、奨学金支給（学費支払い、必要物資購入）、

ACMSA にて総括会議 

 夜 —  チェンナイ発 

 

 



3. 訪問概要と結果報告 

3.1 里親奨学金事業 

里子の状況 

2017 年 12 月に行ったインタビュー、およびその後の選考を経て、2018 年度から新たに 6 人の里子支援

が開始されることとなり、今年度奨学金支援を受ける里子の数は合計 13 人となった。そのうち都市部に

住む里子は 5 人、農村部に住む里子は 8 人（このうち RIDER ホステルで生活する里子 5 人）で、学年と

しては 2018 年 6 月から 4 年生になる子が 2 人、5 年生 1 人、6 年生 2 人、7 年生 2 人、8 年生 2 人、9

年生 2 人、そして義務教育である 10 年生を修了、高等教育に進み 11 年生になる子が 2 人となった。今

回の訪問では、これら里子 13 人全員の状況を確認するため、それぞれの家庭訪問とインタビュー、奨学

金支給を兼ねた学校訪問を行い、本人、保護者、学校の先生との話し合いを持った2。里子の家庭訪問の際

には、事前に里親から受け取っていた手紙を本人に直接手渡し、里子からはその後、それぞれの里親に向

けた手紙も受け取った。 

2017 年度の試験成績や先生による評価、保護者の観察から判断する限り、奨学金支援複数年目に入る里

子たち全員の学業は順調で、高学年、高等教育に入る里子はクラスまたは学年でもトップクラスを維持し

ている。これら子どもたちの家では、奨学金支援による財政負担の軽減などの効果が改めて確認できた上、

ホステルで生活する里子やその家族からは、いつも安心していられる、勉強に集中できる、安全に登校で

きる、３食保証された規則的な生活ができるなど、寄宿生活の利点も挙げられた。新たに加わった里子は、

成績自体にばらつきはあるものの、全員が勉強することに熱意を持っており、英語での教育にも慣れてい

るため、今後の成長が期待できる。これら子どもたち、およびその家族にはとにかく奨学金により勉強が

できることの喜びがあふれており、昨年 12 月の訪問時に比べ、何よりも家族中に笑顔が増えていた。  

                                                        
2 里子一人一人の詳細な状況については個人情報も含むため、それぞれの里親にのみ個別に報告 

写真 1 里子の家庭訪問。定期的に訪れコミュニケートすること

で、家族や保護者とも親しくなり、里子だけでなく、その家族全

体の状況や変化も把握できるようになった。 

写真 2 里子によるセルフィー。農村部にも大画面の携帯電

話が普及するようになった。大体が家族に一台などの割合

で、自分の電話を持っている里子は一人もいないが、誰かの

電話を使ったセルフィーは流行っている。 



今年度から里子の数が２倍近くになった上、都市部で生活する里子も増え、里子が通う学校の数もそれぞ

れ異なった地域に５つとなった。それに伴い家庭訪問や学校訪問、保護者や学校側との連携もより多くの

労力と時間が必要となる。より多くの子どもたちを支援できるようになることは一つの発展であるものの、

そのために一人一人の支援の中身や、それぞれの繋がりに悪影響が出てしまっては本末転倒になってしま

うため、一つ一つの出会いと結びつきを大事にし、ISSYO のキャパシティや支援の質と量とのバランスを

しっかりと取りながら、今後、より丁寧に状況確認および支援継続を行っていく。 

2018 年度奨学金支給 

今回の訪問中では農村部で２つ、都市部で３つの学校を、そこに通う里子およびその保護者と共に訪問し、

それぞれの学費支払いと進学・入学手続きを行った。農村部に住む里子 8 人に対しては学校での支払い・

手続き後、さらに一緒に近くの街へ行き、制服、靴等の購入を行った。都市部の里子 5 人はそれぞれ通う

学校により、学費以外に必要な支払いや物資が異なるため、それぞれのケースに応じて教材や制服の購入

を行った。カバンはチェンナイ市内で一括に購入し、里子 13 人全員に支給する形をとった。 

 

里子の選定プロセス 

里子たちが通う学校や、RIDER センターのある地域周辺で、ISSYO の里親奨学金支援についての認知度

が高まってきており、昨年末から 5 月までの間にも現地スタッフに対して、奨学金支援の要請や問い合わ

せが増えてきている。学校側からも連絡や情報がくるようになっているが、全てが全て里親奨学金を必要

とする、またはそれが効果的であるケースというわけでは無いため、ISSYO 現地スタッフによる訪問や聞

き取りをベースとした調査を元に、これまで通り、公平かつ透明な基準とプロセスを経た里子選考を続け

ていく。 

 

写真 3 進学手続きや学費支払いのため、農村部の学校に集ま

った里子と保護者。 

写真４ 学校での手続き、支払い後、近くの街へ制服や靴、そ

の他必要物資の購入に行く途中。炎天下、徒歩で 40 分ほど。

道草をし、一緒に遊びながらゆっくり歩いて行く。 



3.2 RIDER ホステル 

寄宿支援 

2016 年度から開始した RIDER ホステルでの寄宿支援は今年度から３年目に入る。今年度からは新たに寄

宿支援の子どもが２人（さらに里親奨学金を受けながら新たにホステル生活を開始する里子１人）加わり

寄宿支援を受ける子どもが合計 7 人、里親奨学金も受ける子どもが合計 5 人、合わせて 12 人の子どもた

ちがホステルで生活をすることとなる。この人数の拡大は、昨年、ホステル運営のための支援を提供して

くれる方々が見つかったことによるところがとても大きい。これにより、寄宿生活を送る子どもたちの制

服や靴、カバン等の費用、舎監（月 4000 ルピー、年間 11 ヶ月分合計 44000 ルピー）、調理師（月

3000 ルピー、年間 11 ヶ月分合計 33000 ルピー）、後述する英語・数学補習授業教師（月 3000 ルピー、

年間 10 ヶ月分合計 30000 ルピー）への給料など、より安定したホステル運営を行うために必要な最低限

の資金が集まった。訪問中は学年が変わる間の長期休みであったため、子どもたちは全員それぞれの自宅

に帰省していた。6 月の新学年開始に合わせて子どもたちが戻った後は、寄宿舎２階部分にある共同寝室

３部屋を、１部屋あたり 4 人という割合でシェアする生活となる。今後は２段ベットおよび収納用具を購

入する予定で、その後は現場のニーズと使用可能な資金の状況を見ながら寄宿施設の質およびキャパシテ

ィの改善措置をとって行く。 

寄宿支援の状況や効果を査定するため、今回の訪問中は、寄宿支援を受ける子どもたちの家庭訪問、本人

や保護者との個別インタビューと全体会合、舎監やその他スタッフとの話し合い、および施設の細部視察

を行った。ホステルで暮らす子どもたちは全員、新しくできた寄宿舎をとても気に入っており、本人たち

も保護者も、より快適かつ安全な生活を送ることができていると言っていた。子どもたちの自宅と比較す

ると、３食保証され、それぞれの勉強・生活スペースも確保された寄宿舎の環境は確実に良いと言える。

写真５ 制服の記事を購入後、仕立て屋

さんで注文するところ。一人一人順番に

測るため、自分の番が待ちきれない。 

写真６ 都市部の学校での進学手続きと

学費支払い。里子の一人と弟一緒に、今

か今かと順番待ち。 

写真７ 農村部で里親奨学金と寄宿支援

を受ける子どもたち。新学年初日、通学

前にみんなで記念写真。制服も綺麗に出

来上がった。 



また、後記の通り、RIDER センターの居住区を囲む塀の完成により、安全性もある程度高まった。しかし、

現在のセキュリティ設備は、あくまで必要最低限なものであり、ガードマンや有事の際の緊急避難路確保

等、未だある改善余地を今後埋めて行く必要がある。 

新たにできた寄宿舎は周囲にも目立つ建物でもあり、寄宿支援をする子どもたちの増加、および現地での

ISSYO や ACMSA の活動の認知度が高まるにつれ、外部から寄宿支援の要請や問い合わせもくるようにな

っている。ただし寄宿舎の収容スペースや運営する側の体制と資源を考えると、現段階で受け入れられる

子どもの数は現在の 12 人（一部屋４人）が限度と見られるため、緊急の必要性が認められる場合を除き、

当面は新たな寄宿支援の受け入れは原則として行わないこととした。まずは今ある資源に合わせ支援の質

の水準維持を最優先し、運営状況や子どもたちの状況を丁寧に観察しながら、そのために必要な財源の確

保を継続して行っていく。その上で、新たな財源に応じて施設改善・拡大や、舎監をアシストするスタッ

フやガードマン等の人的資源確保を行い、寄宿支援の質と量をバランスよく充実させて行く。 

英語・数学補習授業 

寄宿支援の子どもたちは全員公立学校へ通っているが、そこでの授業の質にこれまでも多くの懸念が出さ

れて来た（インドの公立学校の状況については ISSYO ウェブサイトや里親奨学金に関する資料も参照）。

特に高等教育、大学教育、就職というその後の進路の上で重要とされる英語や数学では、私立学校に通う

子どもたちとの差が歴然ともなっていた（英語教育を行う私立学校とローカル言語で教育を行う公立学校、

その質の差は里親奨学金を開始した理由の一つでもある）。そのため、公立学校に通う高学年の子どもた

ちの多くは、ダリットや先住民族の子どもたちも含め、私的に提供されている補習授業（日本でいう塾の

ようなもの、大抵は学校の先生が職務時間以外に提供している）に通っている。しかし、ISSYO が寄宿支

援を行う子どもたちの家庭は全て、子どもたちに補習授業を受けさせる余裕すらない家庭ばかりで、度々、

子どもたち本人（特に高学年の子どもたち）やその保護者から、高等教育への進学の困難や最貧困層の子

写真 8 寄宿支援を受ける子どもの家庭訪

問。農村部では家に台所のない家庭も多

く、家の外に土で簡単なかまどを作って料

理している。 

写真９ 支縁を受ける子どもの家庭訪問。

この家は、周りに道がない原っぱの真ん中

に建っている。 

写真 10 現地での活動の責任者であ

る ACMSA スタッフ（左）とホステル

舎監（右）。この日は一緒に家庭訪問

を行った。 



どもたちも受けることのできる補習授業の不足などの問題が提起されていた（2017 年 12 月インド訪問報

告 3.5 章も参照）。また現地での村訪問やインタビューなどを通した調査では、里親奨学金では（効果的

な）支援ができないケース（例えば対象の子どもがすでに高学年であり、タミール語教育から英語教育へ

の変換は逆効果と見られる場合）も見つかっていた。 

このような背景から、ISSYO では以前から、周辺の学校と協力して英語と数学の補習授業を提供すること

を模索していた。しかし、学校の施設を使うことや、職員である先生に残業または休日出勤という形で補

習授業をしてもらうことについて良い返事がもらえない状態だった。2017 年 12 月のインド訪問の際には、

改めて現地のスタッフと検討した結果、RIDER センターで、当面は寄宿支援の子どもたちを対象に補習授

業を提供する形が現在唯一可能かつもっとも効率が良い形と判断された。その後、ACMSA の協力者の一

人である英語教師の方（私立学校で教頭をしている）が、最低限の報酬で、週に一度 RIDER センターを

訪れ英語と数学の授業を行ってくれることとなり、2018 年 2 月から開始となった。補習授業は毎週土曜

日に約３時間、年末年始の休みと学年が変わる時期（5 月）の長期休みを除いた１０ヶ月間開催されてい

る。教員への報酬は月 3000 ルピー（年間１０ヶ月で合計 30000 ルピー）がホステル支援資金から出さ

れている。 

今後は授業の進行具合や寄宿支援の子どもたちからのフィードバックなどを考慮しながら、必要な改善を

加えながら、周囲の村からの子どもたちの参加（適当であれば参加のためのある程度の費用負担をしても

らいながら）も考慮して行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.３ RIDERセンター拡充事業 

2016 年 10 月から、日本教職員組合による支援のもと３カ年事業として開始された RIDER センター拡充

事業では、2017 年 11 月に 1 年目事業で完成した新寄宿舎の除幕が行われ、クリスマス休暇後、2018 年

写真 11 数学補習授業の模様。5 月の訪問時は長期休

み期間中だったため、授業は開催されていなかった。

写真は 2018 年３月撮影。 

写真 12 数学補習授業の模様。写真は

2018 年３月撮影。 

 



に入ってから実際に子どもたちが生活を始めた（2017 年 12 月インド訪問報告書も参照）。同時に 2 年

目事業である図書館施設設置と RIDER センターの居住区を囲む塀の新・改築が開始された。今回の訪問

中には図書館施設が大部分完成しており、不安定な建築用砂市場の影響で多少の遅れが出たものの、塀建

築も順調に進み、2018年 7 月に完成が予定されている。 

塀は、RIDER センター拡充事業に合わせ予定されている居住区の拡大を考慮して、これまでよりも広い部

分を囲む形で建築されている。RIDER センターは居住区とそれに隣接するマンゴー畑で構成されているが、

マンゴー畑の方は石柱と金網を使った塀が別途新設される予定（マンゴー畑の方の塀は主に牛や犬などの

動物が畑に侵入することを防ぐことが目的）。また、これまで RIDER センターのメインゲートは鉄筋の

みのもので、閉めた状態でも外からセンター内が見える状態だったが、セキュリティ上の考慮から、今年

度事業の枠組みの中で鉄の扉を設置し、閉めれば外から中が見えないようになった。 

2018 年後半から開始予定の事業 3 年目では、居住区拡大によってできたスペースに台所と食堂を建築予

定。これまで使われていた半壊状態の台所と食堂建物は解体し、当面は中庭として活用する。 

 

 

 

 

写真 13 RIDER センター寄宿舎１階部

分の大ホールに設置された図書館施設

（完成前）。 

写真 14 RIDER センター寄宿舎１階部分

の大ホールに設置された図書館施設。読書

や勉強用のテーブル、椅子も設置された。 

写真 15 サイクロンによって損傷した部

分の塀も新築された。 

写真 16 RIDER センターの居住区とマン

ゴー畑を区切る塀。塀の向こう側がマンゴ

ー畑。塀の内側には居住施設や会議・催し

用のホールがある。 

写真 17 新たに設置された RIDER セン

ターメインゲート。内側から見た所。 

写真 18 事業 3 年目で台所と食堂を建築

する予定のスペース。写真右側に見えるの

は来客用宿泊施設。左側の塀の向こう側は

マンゴー畑 



3.4 人権ワークショップ 

今回で３回目となる人権ワークショップだったが、スケジュール上、半日しか時間がなかったこと、また、

今回の参加者は前回ワークショップに参加できなかった女性、子どもたちを多く含んでいたため、テーマ

を第２回ワークショップと同じ「差別」とした。内容は前回行ったものを短縮化し3、さらに前回参加者に

とっては同じものの繰り返しでなく、新たな学びもある復習となるように多少のアレンジを行った。当日

は 30 人を超える参加者が集まった。当初は午前 9 時半開始という予定で参加者に伝えていたが、インド

農村部のゆったりした時間の中で、最終的に参加者が集まりワークショップを開始できたのは 10 時 45 分

をまわってからだった。 

ワークショップではまず前回ワークショップに参加した人から、そこで行ったワーク、学んだこと、覚え

ていることをシェアしてもらった。人権や差別とは何か、女性の権利や女性が直面する問題の現状、教育

の重要性、寡婦が直面する問題、障害に基づく差別の例などについての発言があった。続いて、前回ワー

クショップと同様、ある声明について「賛成」「反対」「考え中」というグループにわかれ、それぞれの

理由を発表し合うワークを行った。今回は時間が限られていたため、「同じ仕事をするなら、男性より女

性の方が給料は低くていい」という声明一つのみで行い、反対に回った大部分からは「女性に対する差別

だ」「同じ仕事なら平等に給料が支払われるべきだ」などの発言があった。考え中に回った人はいなかっ

たが、「賛成」は５人ほどおり、「社会の中で男性は女性より重要とされているからしょうがない」「男

性は女性より身体的に優れているから」「もし男性と女性が同じ給料だったら、男性から不平が出るから」

などという意見が挙げられた。その後、お互いの意見に対しどう思うか全員で議論をする中で「平等」と

は何なのか、自分たちが暮らす社会の中で具体的に何がどうあれば平等なのかなどテーマとなり、次回の

ワークショップを「平等」について行おうという意見も出た。 

さらに、これも前回同様、４つのグループに別れて自ら経験した、見た、聞いた差別の例について話し合

い発表するワークを行った。前回参加者と前回不参加者が混ざるようなグループを作り、45 分のグループ

内での話し合いの後、それらを紙に書き出し順番に発表と全体での議論を行った。前回と同様、カースト

に基づく差別、性別に基づく差別、さらに複合的にダリット女性や寡婦に対する差別の例が実際に経験し

たことも含め数々上げられた。前回と違った意見として今回特に多く挙げられたのは、貧しい人に対する

差別の例だった。ほぼ全てのグループから、金や権力を持った人が優遇され、最貧困層はいつも差別され

ているというケースについて発言があった。汚職が蔓延していることで、進学や就職、社会の様々な場面

で賄賂が使われているため、それを払うことができない最貧困層は結局排除される、村やコミュニティの

中でも借家に住む人は見下されている、などの声もあげられた。 

半日間のワークショップの締めくくりとして、「ではこのような差別の現実を変えて行くために自分たち

には何ができるか？」という質問を投げかけたところ、参加者からは「自分の村で、障害を持った人が差

別されていたが、その人は自分の特技を活かし、職人的なものづくりを生業として差別がなくなった」と

いう例や「他の人を変えるためには、まず自分たちから変わっていこう」「差別行為の根本にある考え方

                                                        
3 ワークショップ詳細については 2017 年 12 月インド訪問報告を参照 



や価値観、意識を変えていかなきゃいけない」などの発言があった。その後、匿名での感想を書いてもら

い（字を書けない人は代筆）、ワークショップを終了した。もともと半日間だった上、開始も遅れたため、

進行が多少急ぎ気味になり、一人一人の発言に十分な時間を取れなかったことが悔やまれた。参加者から

の感想には 「女性に対して平等に権利や資源が与えられるべきだ」「大学でカーストや宗教を基盤に成績

をつけるのをやめるべきだ」など、差別の根絶や平等な社会、女性の権利や教育の普及を全般的に求める

ものが多かった。さらに障害を持つ人、貧困層、トランスジェンダーに対する差別に言及するものもあっ

た。少数ではあったがワークショップ自体に関して「とても役立つのでまたやってほしい」「もっと色々

学びたい」「グループで議論し、発表するエクササイズはとてもいい」などの感想もあった。さらに今後

の改善点として「（今回は）特定の（年上の）女性たちが多く発言していたけれど、今度は子どもたちに

ももっと発言の場を与えてほしい」「ワークショップの後、他の人に伝えたり議論したりできるので印刷

した資料があるといい」という声があった。また「次回は、どうやったら差別を無くせるかについて学び

たい」という提案もあった。 

 

 

3.5 課題と挑戦 

これまで行って来た地道な調査や活動の成果が一つずつ実って来ている。RIDER センターは、これまでの

ACMSA や人権センターとちぎの活動を基盤に、また並行して行う ISSYO の支援活動および施設拡充事業

と相乗的な効果を生み出しながら、農村部の貧困層・被差別コミュニティの女性や子どもたちにとって、

他にはない「居場所」として成長している。同時に、今後の活動を計画、実行していく上で以下の課題と

挑戦が確認されている。 

• インド現地にある奨学金、特に高等および大学教育のための奨学金調査 

ISSYO の里親奨学金や寄宿支援などを通し、義務教育を修了した子どもたちの高等教育、大学教育

への進学をより安定的に支援していくため、現地にある奨学金や大学について調査を行い、すでに

ある支援と効果的に組み合わせていく。 

 

写真 19 ワークショップに集まった参加

者。ワークショップは RIDER センターの

集会施設で行った。 

写真 20 ４つのグループに別れて、議論

を行い、紙に結果を書き出して行く。 

写真 21 グループワークの成果をそれぞ

れ順番に発表し、全体での議論を行う。 



• 公立学校へ通う子ども達の教育 

ホステルの運営を支援してくれる方々が見つかったおかげで、2018 年度（2018 年 6 月〜2019 年

5 月）、RIDER センターで寄宿支援の子どもたちを対象にした英語・数学教室を開催することが可

能となった。今後はまずこの英語・数学教室を今年度以降もしっかり継続していくためのファンド

レイズおよびその内容、効果等の丁寧なモニタリングと査定が重要となる。その上で使用可能な資

源と現地ニーズのバランスを取りながら、必要な改善措置をとっていく。状況に応じて外部からの

参加者の受け入れ（必要に応じて多少の参加費用も導入）も検討していく。 

• RIDER ホステル運営（寄宿支援の充実も含む） 

昨年度までは ACMSA 及び ISSYO がその一般財源の中から寄宿生活にかかる費用一切を賄って行っ

て来たが、上述の通り、ホステル運営を支援していただける方々が見つかり、今年度は舎監、調理

師、寄宿支援の子どもたちの制服やカバン等の費用を賄うことが可能となった。寄宿生活を送る子

どもたちの食費（一人頭ひと月約 2000 円ほど）は引き続き一般財源や現地での少額支援・現物支

援を通して賄っている。そのため今後はまずこれらの費用を次年度以降も安定して賄うための継続

した財源確保が重要となる。また、ガードマンの雇用や緊急避難路の確保、さらに寄宿支援を提供

する子どもたちの数が増える場合、支援の質とバランスのとれたホステルのキャパシティ拡大（施

設の拡大や舎監のアシストをする人材確保も含め）なども必要となってくる（要ファンドレイズ）。 

• 活動の安定と持続、特に人件費 

これまで活動に直接的に必要な費用や資源を確保することでそれらの継続や改善、充実を行うこと

ができ、やっと（少しずつであるが）確実な成果も見えるようになってきている。しかしこれらの

活動を安定的に持続・充実していくためにも ISSYO や ACMSA の事務費や人件費などを賄うための

一般財源の拡大が急務となっている。 

さらに長期的な課題または展望として以下のものが確認されている。 

• 女性やドロップアウトした子どもたちの支援 

教育を受けることができなかったマイノリティ女性（特に寡婦やひとり親家庭）やドロップアウト

してしまった子どもたちが自立して生活できるよう、職業訓練や代替的な教育の機会、何らかの雇

用機会を提供する可能性を模索していく。 

• 次世代の育成（特にインド現地リーダー、活動家） 

現在、活動の中心を担っているメンバーは 40〜60 代になってきている。今すぐに世代交代の必要

があるわけではないものの、それに必要な時間を考えると、今のうちから次世代のメンバーを育て

る重要性が見えている。人権ワークショップやその他、現在 ISSYO を ACMSA が行なっている活動

を通して、強制することなく、現在支援を受けている子どもたちも含め、効果的に現地の若者を巻

き込んでいけるよう努める。またそのような若者や、支援を受けた子どもたちがいつか一緒に活動

をやって行きたい、となった場合、具体的に雇用することができるような ISSYO 側や RIDER セン

ター側の体制作りも必要となる。 



• RIDER センターまたは農村部での雇用創出 

農村部のマイノリティ女性自立のため、また現地での活動自体が自立していくため、さらに現在支

援をする子どもたちの将来の選択肢の一つとしても、RIDER センター内や周辺の農村部で雇用を創

出できるような活動づくりおよびファンドレイズを長期的に行っていく。 

• 支援を受けた女性や子どもたちが「帰ってこられる」RIDER センター作り 

上記の長期的課題と合わせ、現在支援を受けている子どもたちが将来、お互い同士や ISSYO とのつ

ながりを継続していくベースとして、さらにそこから「巣立って」いった子どもたちが、いつでも

帰ってきて活動や行事へ参加できるような特別な場所として RIDER センターの環境やそこでの活動

を作っていく。 

• 企業との連携 

短期的および長期的な課題と挑戦を効果的に克服していくため、一つ一つの活動の成果を丁寧に出

していくことと合わせ、企業との連携や企業からの支援の可能性をより具体的に探っていく。 

 

 

4. 財政 

訪問費用 

 

インド渡航費（航空券、ビザ手数料、出発地交通費含む） 67428 円 

インド現地食費（一日 140 円 x ６日間）   840 円   

合計        68268 円 

 

インド現地銀行費用（送金受け取り費用）   646 ルピー 

インド現地交通費（空港からの交通費含む）   3735 ルピー 

事務・運営費（ワークショップ開催費用含む）   2530 ルピー 

合計        6911 ルピー 

以上、ISSYO 経費として支出。 

 

その他、2018 年度里親奨学金 48 万 3600 円、2018 年度ホステル支援 20 万 5200 円を事前にインドに

送金。 

 

 


