
2021 年度 民際支援実行報告 

 
＜民際支援事業＞ 
（特非）ACE  
支援国 地域 インド テランガ州 

助成団体 （特非）ACE （Action against Child Exploitation）  

パ ー ト ナ ー 団 体 SPEED(Society for People’s Economic Educational 

Development) 

支援分野・年数 児童労働・貧困（支援 3 年目） 

助成金額 100,000 円  

事業名 ピース・インド・プロジェクト 

事業の目的 インドのコットン生産地での危険な児童労働から子どもを守り、就学を徹底す

る。 

児童労働のない社会を実現する。 

事業内容  2021 年度の支援先である NPO 法人 ACE の「ピース・インド・プロジェク

ト」（インドのコットン生産地域(テランガナ州)で子どもを危険な労働から守り

教育を支援する）では、2021 年度も新型コロナウィルスの影響で活動に制限

はありましたが、住民グループの組織化、教育に関する意識啓蒙、ブリッジス

クールの運営、学校の環境改善、職業訓練、困窮家庭の収入向上と自立支援な

どを通して、児童労働のない村づくりの活動が行われました。学校の休校中は、

家庭訪問による見回りが、家庭の状況を把握し児童労働や虐待の発生防止とな

りました。このプロジェクト地ではオンライン授業は不十分なため、家庭学習

教材を配布し、それらは唯一の学習ツールとなりました。児童労働のリスクの

高い子どもたち 75 人に、基礎教育授業を実施し、学用品や給食の無料支給、

子ども同士が安心して一緒に過ごせる遊び場や居場所の提供を行いました。困

窮家庭に食糧セットを配布をしました。 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

・ACE オリジナル募金箱をレジ横に設置した 

・フェアトレードフェアをショップにて開催し、オーガニックコットン認証、

フェアトレード認証マーク(児童労働がかかわっていない製品)を紹介した。 

・都筑区民活動支援センターの SDG’s 講座の講師をし、児童労働の現状を報

告、私たちができることを参加者と共に考えた。 

・ACE の担当者によるオンライン報告会を開催し、現地の様子や日本での活

動、プロジェクトの進行状況について学習する機会とした。 

決定理由 コロナ禍にあっても、現地パートナーNGO による継続的な活動が、確実にプ

ロジェクト地での児童労働をなくす取り組みを進めていることが報告された。

エシカル消費を、WE ショップでアピールしつつ、継続して支援をし、現地の

状況を知らせ、児童労働と私たちの暮らし方のつながりをより多くの人と共有

していきたい。 



（特非）JIM-NET 日本イラク医療支援ネットワーク 
支援国 地域 イラク（ドホーク、モスル、アルビル、バグダッド） 

シリア、福島 

助成団体 （特非）JIM-NET 日本イラク医療支援ネットワーク 

支援分野 医療・難民支援・平和 

助成金額  118,256 円  

事業名 チョコ募金（Chocolate for peace） 

事業の目的 イラク小児がん医療支援、シリア難民支援、アドボカシー 

事業内容 イラク小児がん医療支援 

JIM-NET ハウス（小児がん総合支援施設）の運営 

シリア難民支援・福島支援 

2020 年度事業 JIM-NET ハウスがイラククルド人自治区首都アルビルのナナカリ病院敷地内

に完成。薬剤支援、ソーシャルな支援。 

シリア難民キャンプへの医療支援 

福島の子どもたちの支援 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

店頭にてチョコ募金を行った 

決定理由 イラク戦争後、過激派の流入、イスラム国の台頭などにより情勢が悪化した中、

厳しい環境下にある小児がん患者と家族が安心して過ごせる場所や、避難生活

の中で不安な日々を送る家族を支え、がんの子どもたちが笑顔になれる場所作

りを応援する。 

 
Team Beko 
支援国 地域 シリア 

助成団体 Team Beko 

支援分野・年数 人道支援、シリアの伝統工芸や文化ビジネス、平和交流 

支援金額  2,380 円 

事業名 シリア小児がん医療支援 

事業の目的 長い内戦と経済制裁により、子ども病院も医療薬品不足、設備の老朽化、交通

網の遮断などにより、支援が必要な困難な状況が続いている。 

サカベコ（サッカー＋ベコ）による会津とシリアの交流 

事業内容 小児がんの子どもの治療費、通院費、食費の支援 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

ショップ内で、シリア支援年賀状を販売した 

決定理由 内戦による市民、難民の医療支援の必要性 

 
 
 



＜民際収益事業＞ 
オリーブオイル・オリーブ石鹸 
支援国 地域 パレスチナ西岸地域・イスラエル 

助成団体 ガリラヤのシンディアナ（生産団体） 

合同会社 パレスチナオリーブ 

支援分野 平和・女性 

仕入額  42,888 円 

事業名 フェアトレード 

事業の目的 パレスチナ、イスラエル地域の平和構築のための高品質なオリーブ製品の生産

販売 

事業内容 オリーブオイル生産によるイスラエル領内のアラブ人女性の経済機会創出、 

パレスチナ西岸地域ナーブルスにおける石けんの生産販売 

2020 年度日本オリーブオイルソムリエ協会コンペ金賞受賞 

WE21 ジャパ

ン都筑の活動 

ショップ内でオリーブオイル、オリーブ石けんを販売した 

 

決定理由 背景が分かる良質な商品の販売を通して、生産者パートナー(ユダヤ人とアラブ

人との共同)と協力し、ともに生きる、誰もが大切にされる社会を作っていくこ

とに賛同する。 

 
森育ちのしょうがパウダー 
支援国 地域 フィリピン ベンゲット州（ウバパス、ダイヨコン、ランパダ） 

助成団体 シュントック財団 

支援分野・年数 保健、収入向上、住民組織作り 

仕入額 16,180 円 

事業名 フェアトレード 

事業の目的 病院やクリニックのない山間地域で、家族の健康を守るために作り続けている

生姜パウダーの製品化。現金収入は村の基金として、病院に行くときの交通費

や診療費に充てて、暮らしの向上になっている。住民組織の強化が期待される。 

事業内容 生姜パウダーの生産販売。計画購入 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

ショップ内で販売 

 

決定理由 WE21 ジャパン独自のフェアトレード品。「森育ちのしょうがパウダー」と名

称変更し、新パッケージとなった。 

 
森育ちのしょうがクッキー 

支援国 地域 フィリピン ベンゲット州（ウバパス、ダイヨコン、ランパダ） 

助成団体 社会福祉法人夢 21 福祉会まどか工房 

支援分野・年数 障害福祉サービス 



仕入額 10,704 円 

事業名 フェアトレード 

事業の目的 森育ちのしょうがパウダーから「森育ちのしょうがクッキー」を製造する。 

事業内容 しょうがクッキーの生産販売。 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

ショップ内で販売 

 

決定理由 WE21 ジャパン独自のフェアトレード品。フィリピン、シュントック財団の「森

育ちのしょうがパウダー」を使ったクッキーをショップで販売することで、シ

ュントック財団および、社会福祉法人夢 21 福祉会まどか工房の支援になる。 

 
シサムコーヒー 
支援国 地域 フィリピン ベンゲッド州 

助成団体 CGN コーディリエラ・グリーン・ネットワーク 

(有)シサム工房(京都：フェアトレード事業者) 

支援分野・年数 環境 ・フェアトレード 

支援額  17,952 円 

事業名 「フィリピン コーヒーの森づくり」事業 

事業の目的 森林農法で生産されるコーヒーの安定供給により、生産者の山での自立した暮

らしと、森の保全の両立を目指す。 

WE21 ジャパン

都筑の活動 

ショップ内でコーヒーを販売 

決定理由 CGN「コーヒーの森づくり事業」の支援終了後、フェアトレード品販売で引き

続き生産者を応援する 

 
フードドライブ 
支援国 地域 日本 神奈川 

助成団体 フードシェアつづき  フードシェア青葉 

支援分野・年数 貧困支援 

支援内容 食料 362 点、 99.836ｋｇ 

事業名 フードドライブ 

事業の目的 食料を必要としている人に食料を届ける 

事業内容 フードシェア＊いちがお、フードシェア＊つづきに集められた食料が、必要

とされている人々に届けられた 

WE21 ジャパン都

筑の活動 

毎月家庭で使わない食料の提供を受け付け、フードシェア＊いちがお、フー

ドシェア＊つづきへ届けた 

決定理由 フードロスをできるだけなくし、地域内で困窮した人々への食糧支援を行

う。 

 


