
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度 年間報告書 

（2018年 4月〜2019年 3月） 
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目標・ビジョン・理念 

 

ISSYO はアジア各国で複合的な差別や排除の結果、より脆弱な立場におかれたマイノリテ

ィの女性や若者、子ども達一人ひとりに対し、それぞれの状況とニーズに応じ、特に経済・

社会的分野での自立と包括的な権利実現のため、草の根レベルでの支援とエンパワーメント

を提供するために設立された NGOです。 

ISSYO という名前には、与える・与えられるというのではなく、当事者と支援者とお互い

に学び合いながら「一緒」に悩み、考え、取り組み、顔の見える関係の中で「一生」に残る

ような特別なつながりと支援を実現するという意味が込められています。 

現場の状況はそれぞれ違い、当事者のニーズや直面する問題も一人ひとり違いますが、私た

ちはそこに一様の答えを提供しようとするのではなく、むしろ一人ひとりがそれぞれの答え

を見つけるため、それぞれの道を選び歩んでいくための長期的支援を念頭に置いています。

当事者と共に、「何ができるのか」「何をすべきか」模索しながら、小さな一歩でも、でき

ることから一つずつ形にするため、ニーズアセスメントとつながり作り、そして現場に基盤

を置く地道な活動を大切にしています。 

一人じゃないから。 

一緒だったら、何か変えられるかもしれない。 

可能性は広がる。 
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里親奨学金 

 

 

= 2018年度奨学金支援を受ける里子数 

（新規支援開始６人、これまで支援を行なった里子延べ 14人） 

 

= 2018年度里親数 

（一人または一団体で複数の里子支援を行う里親を含む） 

 

= 2018年度里親奨学金を通し里子が通っている学校数 

（都市部３、農村部２） 

 

2018年度、奨学金支援を受ける里子は 農村部 で 8 人、都市部 で 5 人、学年別では、 

4年生 — 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  11年生 — 2人 

となり、義務教育（10年生）を修了後、高等教育（11年生）に進んだ里子２人の支援も開

始されました。このうち、昨年度の選考を経て、農村部で３人、都市部で３人の里子に今年

度から新たに支援が開始されました。 

農村部の里子のうち５人は、本人および保護者の要望をもとに、家庭での生活や勉強または

そこからの通学が特に困難であると判断されたため、RIDER ホステルで基本的に平日は寄

宿生活を送っています。2018 年度中にはこの寄宿生活を送る里子のうち２人が、複数年の

奨学金支援を通し、家庭や保護者の経済的な状況が向上 したため、それぞれの同意のもと、

自宅での生活に戻りました。 

里親奨学金は、単に子どもたちの教育費を賄うというだけでなく、それを通して 保護者の

精神的・経済的負担も軽減 しています。ホステルで寄宿生活をする里子の保護者にとって

は負担の軽減だけでなく、活用できる時間や労力の増加、意欲の向上 という効果もあり、

結果、収入の増加や（より良い）職を見つけることにつながった家庭も出てきました。

2019年度からは現在支援を受ける里子３人が新たにホステル生活を始める予定です。 

13 人 

10 人 

5 人 
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奨学金支給 

今年度の里親からの支援は 4月にインドへ送金され、2018年 5月、それぞれの里子・保護

者と学校を訪れ、ISSYOが直接学費の支払い、必要物資を購入する形で支給されました。

農村部に住む里子については学校での支払い・進学（または入学）手続き後、一緒に近くの

街へ行き、制服、靴等の購入を行いました。都市部の里子についてはそれぞれ通う学校によ

り、学費や必要な物資が異なっていたため、それぞれのケースに応じて教材や制服の購入を

行いました。カバンはチェンナイ市内で一括に購入し、里子 13人全員に支給しました。 

 

2018年度里親奨学金支給額 = 

里子選考 

2019年から開始の新規支援を念頭に、2018年 12月の ISSYOインド訪問の際には、９人

の里子候補者の家庭を訪問し、インタビューが行われました。里子候補者は毎年、本人・保

護者からの要請、学校やその他関係者からの推薦、また ISSYO 現地スタッフによる聞き取

り・訪問調査を通し、ISSYO の里親奨学金事業支援基準と照らし合わせながら選考されま

す。この里子候補者の中からさらに、ISSYO による家庭訪問、インタビューを通して得ら

れた情報をもとに、里親の数に合わせて実際に支援を受ける里子が選考されます。 

 

= 2019年度から支援開始が決定した新規里子数 

 

48 万3600 円 

3 人 

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。 

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。 
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成果と課題・展望 

年々少しずつ広げていける支援を通し、子どもたちやその家族の中にとにかく勉強ができる

ことの喜びや笑顔を増やしていくことができています。また現地周囲にも支援についての認

知度が高まってきており、学校側からの連絡や情報、外部からの要請や問い合わせも増えて

きています。しかし、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、訪問や聞き取りをベースとした調査やしっかりとしたニーズア

セスメントを継続していく必要があります。 

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つとなりました。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ります。しかし奨学金というお金のか

らむ支援では、ひょんなところから腐敗や堕落にもつながりかねないので、丁寧な定期訪問

と査定が必要です。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、そのために支援の質に悪影響が出てしまわないよう、ISSYOのキャパシティと支

援の質と量のバランス取りながらの丁寧な運営に気をつけていく必要があります。 

さらに今年度から義務教育を終え、高等教育に進む里子が誕生しました。大学教育のステー

ジまで行けば現地にも活用可能な奨学金があります。進路相談や進学の可能性についての情

報収集も行いながら、里親奨学金に頼りきりにならないような長期的支援の形作りも行なっ

ていきます。

制服の生地を購入後、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。 

2018 年末、農村部で里子やその保護者が集まって振り返りの会

議をする。 
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RIDER ホステル 

 

 

= 2018年度にホステルで寄宿する子ども数 

（里親奨学金支援を受ける子も含む） 

 

= 2018年度ホステルでの寄宿支援のみを受ける子ども数 

 

 

= 2018年度ベッド数 

RIDERホステルでは、親の離散や親との死別、貧困、家庭内

暴力等の問題のため、自宅での生活が困難な子どもたちが

2016年から 寄宿生活 を行なっています。この中には並行し

て里親奨学金を受け、英語教育である私立学校に通う子ども

たちも含まれていますが、半数以上は、私立学校への転校

（英語教育への変更）が困難な子どもたち、奨学金では賄い

きれない子どもたちです。子どもたちは基本的に平日（時に

は週末も）、ホステルで 共同生活 をしながら学校に通ってい

ます。 

子どもたちの自宅は一部屋しかない住宅や電気がないところ

もあり、勉強はおろか、1 日３度の食事もままならない家庭が

多くあります。自分の部屋や勉強をするための机などを持っ

ている子どもは一人もいません。子どもたちが安心して生活し、目一杯遊び、けじめをつけ

て勉強に集中できるよう、RIDER ホステルでは２段ベットを活用した 共同寝室（合計３部

屋）や 図書室兼勉強部屋 などが設備され、1 日３食（学校へのお弁当も含む）を提供して

います。ここで子どもたちは基本的な生活の時間割に添い、役割分担をしながら共同生活を

送っています。掃除やタイムキーピング、食事の準備等はグループを作り、交代しながら共

同で担当し、それぞれのグループは子どもたちの中で選ばれたリーダーが先導します。時間

割や、役割分担、献立は子どもたちも一緒に参加しながら作成、改善されています。 

7 人 

12 人 

18 人 

RIDER ホステルの寄宿舎建物。２

階部分には子どもたちの寝室とトイ

レ・シャワー室がある。１階はホー

ル、事務室と図書室。 
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2016年開始当初は現地のボランティアや ISSYOや ISSYOのパートナーである ACMSAの

持ち寄りをもとに、とても限られた範囲の細々とした運営でしましたが、2018 年度にはこ

の ホステル運営のためのご支援 をしていただける方が見つかり、舎監 や 調理師、英語・

数学補習授業教師 等の 1 年分の人件費の大半や、寄宿支援のみを受ける子どもたち７人の

制服や教材費 等を賄うことができました。また RIDERセンター拡充事業とも合わせ寄宿施

設もだいぶ整ってきました。子どもたちはホステルでの生活がお気に入りで、休み明けなど

ホステルに戻ってくるのが待ちきれない子がたくさんいます。保護者 からは 安心して仕事

や家事に励むことができる、子どもの成長が著しい などの声が多く、周囲でも評判になり、

今年度はホステルに入りたいという要望があちこちから寄せられました。しかし受け入れる

側のキャパシティにも限りがあるので、ホステルへの子どもたちの受け入れはあくまで、こ

れまで通り、基準に応じた選考を通し、慎重に行なっています。 

2018年度はホステルで合計１２人の子どもたち（里親奨学金を受ける子も含む）が共同生

活を行なっています。学年別では、 

4年生 — 1人  7年生 — 2人  8年生 — 3人   

9年生 — 4人  10年生 — 2人 

という割合で、2018 年度中、２人里子が自宅生活に戻りましたが、2019 年度からは新た

に３人の子どもたちがホステルに入る予定です。 

 

2018年度 RIDERホステル支出額 =   

（舎監、調理師、英語・数学補習授業講師の人件費および寄宿支援のみを受ける子どもたち

の制服・教材費） 

2019 年 1 月、新年の休み明けにホステルに戻って

きた子どもたち。 

ホステルで夕食の準備。 

20 万5200 円 
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英語・数学補習授業 

寄宿支援のみを受ける子どもたちのうち 5 人は公立学校へ通っていますが、そこでの授業

の質にはこれまでも多くの懸念が出されて来ました。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

ともなっており（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ります）、公立学校に通う高学年の子どもたち

の多くは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）に通っています。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ところばかりで、度々、

子どもたち本人やその保護者から、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ました。 

そのため RIDER ホステルでは 2018年 2 月から 英語と数学の補習授業 を開始しました。

インド現地の協力者の一人である英語教師の方（私立学校教頭を）が、最低限の報酬で、毎

週土曜日 に約 3時間、RIDERホステルを訪れ英語と数学の授業を行います。この補習授業

は年末年始の休みと学年が変わる時期の長期休みを除いた１０ヶ月間行われています。  

 

  

 

= 2019年度ホステルで寄宿生活をする子どもたち（暫定） 

英語・数学補習授業。公立学校に通う子どもたちだ

けでなく、私立学校に通う熱心な子どもたちも参加

している。 

寄宿支援を受けながら公立学校へ通う子ども

たち。2019 年 1 月、新年の休み明け最初の

登校。 

14 人 
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成果と課題・展望 

インド農村部では RIDERホステルのような施設や支援に対する 需要はとても大きい。その

実際の効果も単に 衣食住を行う空間 の提供だけでなく、子どもたちの成長 や 保護者の精

神的・経済的負担の軽減、それによる 収入や家庭環境の改善 にもつながっています。今年

度は、RIDERセンター拡充事業による施設の拡大、さらにホステルのための支援がありが

たいことにも集まったことでホステル支援・運営の基盤を固めることができました。 

しかし課題は運営の継続、特に 運営資金、人件費の確保 です。今年度まで舎監をしてく

ださっていた元教師の女性は引退することとなり、次年度から舎監となる新たな人材が必要

となりました。誰でもいいというわけではありませんので、採用条件と相場に見合った分の

給料が必要となります。さらに今年度は現地スタッフがボランティアとしてホステル運営に

関わってくれましたが、この人件費もしっかりと確保しないことには決して安定した運営と

は言えません。ホステル運営のための予算をしっかりと立て、日本及びインドで協力しなが

らのファンドレイズが必要となっています。 

 

2019年度ホステル予算 = 

（299100ルピー） 

舎監    月 6000ルピー、１１ヶ月  66000ルピー 

調理師    月 3500ルピー、１１ヶ月  38500ルピー 

ISSYO現地スタッフ  月 3000ルピー、１２ヶ月  36000ルピー 

英語・数学講師  月 3000ルピー、１０ヶ月  30000ルピー 

ホステル光熱費  月 4300ルピー、１２ヶ月  51600ルピー 

子どもたち食費  月 7000ルピー、１１ヶ月  77000ルピー 

合計  299100ルピー 

子どもたちのお弁当 。 子どもたちの寝室（４人部屋）。 

約48 万7800 円 
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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 RIDER センタ

ー拡充事業が開始されました。2017 年 11 月には 1 年目事業として RIDER ホステル新寄

宿舎が完成しました。今年度 7月には 2年目事業である 図書室 設置と RIDERセンターの

居住区を囲む塀の新・改築 が完了しました。図書室は勉強部屋や会議室としても役立って

います。ホステルに寄宿する子どもたちはこれまで本に接する機会がほとんどなかったため、

頻繁に図書室を訪れ読書をしています。2018 年 12 月のインド訪問の際には様々な本の要

望が出てきました。居住区を囲む塀の建築では RIDER センターのメインゲートや、居住区

とマンゴー畑を仕切る部分に鉄扉も設置されました。 

 

2018年 10月には 3年目事業として、台所 と 食堂 施設の建設が開始されました。これま

での台所施設は鉄筋の入っていない土塀の建物で、近年の台風などの影響で損傷が激しい上、

水道が通っていないので、炊事の大半や食器洗いは外で行なっています。そのため新たな建

物が必要とされています。また現在の RIDERセンターには食堂がないため、子どもたちは

寄宿舎建物１階にあるホールで食事をしています。予定通りに建設は開始されましたが、市

場公営化に伴う建築資材（特に建築用砂）の価格の高騰が著しく、日本教職員組合支援に加

え、現地でも資金を集めながら、目下、台所施設の完成を優先して工事が進められています。 

 

図書室で舎監さんに手伝ってもらいながら、

一緒に宿題をする。 

寄宿舎の屋上から見下ろす塀、左奥は

RIDER センターのメインゲート。 
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里親奨学金や RIDER ホステル等、他の事業や活動と合わせ、RIDER センター拡充事業は

インフラの整備としてだけでなく、子どもたちのセキュリティや生活の質の向上に相乗効果

を生み出しています。農村地域で活動を行う基地としての RIDER センターの施設が整備・

拡充されることで、さらに現地での様々な活動、イベントの可能性も広がりました。 

 

 

 

 

 

RIDERセンターの居住区とマンゴー畑を仕

切る扉。向こう側がマンゴー畑、居住区の面

積の２.５倍ほどある。扉の横にあるのはイ

ベント用ホール。 

現在の台所施設。手前の部屋にはガスコンロ

や食材、食器や料理用具が置いてある。奥側

の部屋には薪と竃、背景に見えるのは来客用

宿泊施設。 

2019年 1月、台所施設の土台部分が出来上

がった。 

子どもたちの夕食。寄宿舎１階のホールに

て。 
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インド訪問 

 

 

= 2018年度インド訪問回数 

 

 

= 2018年度家庭訪問数 

（２度のインド訪問での総数、ニーズアセスメント訪問含む） 

 

= 2018年度インド滞在日数 

 

ISSYOは定期的に毎年度２回、5月と年末年始にインド訪問を行なっています。訪問の主

な目的は 支援やその他活動の状況査定 や ニーズアセスメント、支援を行う子どもたちの

家庭訪問、里親やホステル支援をしていただいている方と子どもたちの間の メッセージ受

け渡し です。これに加え、5月訪問の際には里子が通う学校訪問、里親奨学金支給（里子

およびその保護者とともに学校を訪問しての学費の支払いや必要物資購入・支給）を行い、

年末年始訪問の際には、活動をともに行う女性たちや支援を受ける子どもたちとの 年間の

振り返り 会合や、今後支援を希望する、必要とする家庭・子どもたちの家庭訪問と インタ

ビュー も行なっています。2018年度は 5月 20日〜26日、12月 28日〜1月 4日にイン

ド訪問を行いました。 

またこの年末年始には、これまで支援を行なってきたタミール・ナドゥ州の隣、アンドラ・

プラデッシュ州でもインタビューを行いました。そこでの奨学金支援の可能性を考慮し、近

隣の英語教育を行う学校も訪れ、関係者との会合や情報収集、施設の視察も行いました。こ

の２州は隣り合っており、RIDERセンターは州境に近いところにあります。しかし使用言

語がタミール・ナドゥ州ではタミール語、アンドラ・プラデッシュ州ではテルグ語のため、

今まで行なっている支援をそのままアンドラ・プラデッシュで行うというわけにはいきませ

んが、ニーズと可能性に応じて一つ一つ実現していく予定です。 

2 回 

44 軒  

18 日 
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人権ワークショップ 

 

 

= 2018年度人権ワークショップ参加者 

（２回のワークショップの延参加者数） 

インド訪問の度に RIDER センターで開催する 人権ワークショップ では、5 月は「差別」、

年末年始には「平等」というテーマで、一緒に考え、学ぶための各種ワークを行いました。

5月ワークショップでは、まずある声明について「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いました。「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」という声明について、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」などの発言がありました。考え中に

回った人はおらず、「賛成」は５人ほど、「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」などという意見がありました。続いて４つのグループに別

れて自ら経験した差別の例について考え、発表しました。カーストに基づく差別、性別に基

づく差別、ダリット女性や寡婦に対する複合的差別、貧困層に対する差別の例が数々上げら

れました。 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、などの声がありました。 締めくくりとして「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、「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」などの発言がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

66 
  

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。 

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。 
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「平等」について行なった 12月のワークショップでは、参加者の中から選ばれた６人の代

表者が前に出て、まず一列に並びます。生まれた時点ではみんな「平等」であることをイメ

ージしてもらいました。そこから６人に対して「男性」または「女性」と書かれたカードを

渡し、どちらが社会で優遇されているか全員に聞きました。皆から「男性」という答えが返

ってきたため、男性と書かれたカードを持っている代表者は一歩前に進んでもらいました。

次に「上位カースト」と「ダリット」と書かれたカードをランダムに代表者に配ります。先

程と同様、どちらが社会で優遇されているかを参加者に聞き、結果、「上位カースト」のカ

ードを持っている人がさらに一歩前に進むことになりました。ダリット女性、ダリット男性、

上位カースト女性、上位カースト男性が「社会」の中で立っている「位置」についてイメー

ジしてもらいます。そして参加者にも、これらの他に社会の中で優遇や差別の原因となって

いる要素はあるか聞いたところ「お金持ちと貧困」「トランスジェンダー」「障害」などの

答えが返ってきたので、それらの要素をさらにカードとして加え、代表者に配ります。最終

的に代表者６人はそれぞれ別々の要素を持った個人として「社会」の中で様々な位置に立っ

ています。現実の社会の中にある格差や不平等、差別がどのように生まれ、個人個人にどの

ような影響を及ぼしているかイメージしてもらいました。後ろの方に立っている人たちは前

に行きたいと言っていますが、前に立っている人たちは後ろに下がりたくはありませんでし

た。では後方にいる人たちが前に出て行けるようにする方法や要素が何かあるか、と聞いた

ところ全員から「教育」という答えが返ってきました。休憩を挟み、これら社会の中で異な

った位置に立ち、違った待遇を受ける人たちにどのように「平等」に資源を配分できるか、

カゴに入ったジャガイモを使い、具体的設定を変えながら全員で議論していきました。それ

ぞれのケースでより平等と思える配分方法が見つかりましたが、完全に平等な配分を実現す

ることはとても難しいこともわかりました。 

 

 

 

最初は全員一列に並んでいます。 しかし社会に出ていく中で、様々な要素に

より個人個人の立つ位置や、それぞれの間

の格差が生み出されていきました。 
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2018 年度財政（2018年 4月 1日〜2019年 3月 31日） 

 
 

収入 2,214,295 円 

  前年度より繰越  1,492,284 円  

（前年度中にいただいた 2018年度分の里親奨学金及びホステル支援含む） 

 里親奨学金支援  360,000 円 

 ホステル支援   72,000 円 

 寄付一般   290,000 円 

 銀行利息   11 円              

支出 831,205 円     

  旅費    132,759 円 

  里親奨学金支給  483,600 円 

  ホステル支援金拠出  205,200 円 

  （ホステル支援のための人件費含む） 

  手数料    216 円 

  消耗品    4,412 円 

  広報    5,018 円 

 収支 1,388,677 円 

  次年度以降里親奨学金 768,860 円 

  （2019年度以降支援分含む） 

  2019年度ホステル支援 72,000 円 

  一般資金   551,667 円 

  （事業事務・運営費、旅費等含む） 

2019年度予算（2019年 4月 1 日〜2020年 3月 31 日）  

    旅費    135,000 円   

里親奨学金支給   525,600 円   

ホステル支援金拠出  487,800 円   

広報その他   6,000 円   

消耗品    5,000 円   

インド現地人件費  30,000 円   

合計    1,189,400 円  
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ISSYO 

代表 白根大輔 

Eメール： dshirane@issyo-ngo.org 

Tel： +91 9600061895 

（インド携帯電話） 

+66 967952750 

（タイ携帯電話） 

日本事務所 

連絡先住所： 〒582-0006  

大阪府柏原市清洲 

２-４-９ 

Tel.：  090-9717-0587 

（担当：小森恵） 

振込先口座： みずほ銀行 

阿倍野橋支店（店番号 516） 

普通預金 2415133 

名義 マイノリティ女性・子ども支援 ISSYO 

（マイノリテイジョセイ コドモシエン ISSYO） 
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