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1．はじめに ～ 誰もが治療を受けられる未来を。 
 

ビジョン 

医療サービスへのアクセスを阻むいかなる障壁も存在しない世界、 

医療へのアクセスが一人一人の権利として確立している世界を希求します。 

 

ミッション 

国内、国外を問わず活動する国際的なボランティアによる運動です。 

革新的な医療プログラムと事実に即した提言活動を用い、医療への恒久的なアクセスを目指して闘い、 

疎外された人々やコミュニティが、健康に対する自らの権利を主張する力を与えます。 

 

5つのバリュー 

社会正義、エンパワメント、独立性、アクティビスム、バランス(均衡) 

 
 

信じがたい不公正や目を覆いたくなるような現実は、21 世紀の今も残念ながら、世界各地で現在進行形として発生し続け

ています。世界の医療団はそうした不公正に挑む一人一人の市民が集まる運動として、日本やフランス、アメリカ、アルゼ

ンチン、アジアの各地、アフリカの各地、中東で、今日も支援を提供し、声を上げています。 

 

人は、生まれてきたら健康的に、尊厳を持って生きていく権利を持ちます。誰もが生きたい人生を生きていける、その選択

肢を持つべきです。 

この大前提は、生まれた場所も肌の色も生物的社会的な性別も信じる宗教も就いた職業の、何よりも先んじて尊重される

べきです。 

 

自分らしさを一人ひとりが享受できる社会を、2019 年も、一人でも多くの人と力を合わせて作っていきたいと考えています。 

 

世界の医療団日本はその活動を通じて社会に問いかけます。2019 年も、福島県、東京都、ミャンマー、バングラデシュ、ラ

オス、そして新たにスリランカで活動を開始します。医療という専門性を確かな土台とし、少しでも公正な社会の実現を問い

続けます。事業こそが私たちの存在価値の礎であり、そこに参加する多くの人々、支える多くの方々こそが私たちのアイデ

ンティティです。 

 

そして、支援の現場で直面する様々な課題のできる限り本質に近い部分を、時代の当事者として伝える努力を続けます。

知らなければない事にすら、なってしまう。私たちにはその無関心を阻む能力、資格そして使命があると信じています。 

 

私たちの活動は多くの日本の方々の善意から成っています。資金という形に変えて、寄せて頂いている信頼、期待に活動

の中でこたえ、そして一人でも多くの方に支援、助け合い、自己実現の輪に加わっていただくことを目標に 2019 年も新た

な出会いを模索します。 

 

日本の市民社会の更なる発展と成熟へ寄与し、より公正な社会を実現するため、事業、証言、資金調達の間のバランスの

良い配分と成長を 2019年は引き続き目指しまていきます。 
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2. 社会的使命 
 

2.1. 医療支援プログラム 

 

2.1.1. スマイル作戦  

 

スマイル作戦は日本やフランスから医師、看護師を派遣し、口唇裂・口蓋裂、熱傷後瘢痕拘縮、手足の奇形などの形成外

科の手術を行い、かつ派遣国での人材育成を行う短期反復型のプロジェクトである。世界の医療団日本の活動の中でも

最も歴史が古く(1996年ボランティア派遣開始、2006年独立ミッション運営の開始)、アイコン的ミッションでもある。 

 

形成外科では命に関わる疾患を扱うことが少ないことから途上国では未発展なことが多い。そうした国々では整形外科、

皮膚科、外科、口腔外科、歯科などの形成外科の専門性がない外科医が手術を行い、形成外科の発展を更に歯止めを

かける遠因ともなっている。しかしながら、機能とともに見た目に自然な形状を取り戻すためには形成外科としての専門的

な教育や訓練は必須であり、手術後の経過、ひいては患者のその後の人生におけるハンディキャップの軽減には大きな

違いを生じさせる。日本人形成外科医の高い技術は手術をすることで患者のQOLを高めるだけでなく、その指導による

現地医師への技術移転により、派遣先国での形成外科の発展に寄与することを目指している。 

 

2019 年はバングラデシュ、ミャンマーでのミッションの継続、マダガスカルへの派遣を実施していく。事業の全体としては、

事務局の中期的（2018～20 年）な方向性に合わせ、証言の強化や提言活動に結び付け、社会的インパクトを増大させる

ことを念頭にした活動を引き続き行っていく。また、ネットワーク全体としてミッションの評価に協働で取り組み、ミッションの

改善点や社会的インパクトについて協議し、今後のスマイル作戦もとより途上国における外科分野の発展や、人道的外科

支援（Humanitarian Surgery）に対してどう取り組んでいくべきかの協議を進めていく。 

 

 既存プロジェクト年間計画 

回数 5 回 

派遣国 ミャンマー、バングラデシュ、マダガスカル 

 

1. バングラデシュ 

派遣人員：  医療ボランティア 7名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 3月 / 7日間程度（うち手術 4日間） 

手術件数予測： 1日最大 8件として最大 32件 

 

2. ミャンマー（マンダレー） 

派遣人員：  医療ボランティア 6名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 6月～7月中旬 / 7日間（うち手術日 4日間） 

手術件数予測： 1日平均 8件として 32件程度 

 

3. マダガスカル（アンタナナリボ）  ※フランス主催ミッションにボランティアを派遣 

派遣人員：  （日本より）医療ボランティア 2名 

活動時期/期間： 7月下旬～8月上旬 / 8日間（うち手術日 5日間） 

手術件数予測： 1日 6件として 30件 

 

4. バングラデシュ（ダッカ） 

派遣人員：  医療ボランティア 6～7名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 11月 / 8日間（うち手術日 5日間） 

手術件数予測： 1日平均 8件として 40件 

 

5. ミャンマーミッション（マンダレー） 

派遣人員：  医療ボランティア 6名、事務局スタッフ 1名 

活動時期/期間： 12月 / 7日間（うち手術日 4日間） 

手術件数予測； 1日平均 8件として最大 32件 
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【年間計画サマリー】 

活動回数：      計 5回 ( 本ミッション 4回 / 派遣参加 1回 ) 

派遣ボランティア： のべ 28~30名 

活動日数：      37日（うち手術日数 22日） 手術予測件数： 最大 166件 

 

 全体の方針、重点分野 

1. 中期方向性との合致に向けて 

世界の医療団日本は、2016年にネットワークレベルで採択されたビジョン・ミッション・バリューをより体現するため、外部コ

ンサルタントの協力を得て中長期計画を練り、量的かつ急激な成長戦略ではなく、質的かつ時間をかけた変革を目指すこ

ととなった。事業面では、裨益者の実際的な利益とともに、社会正義の実現や対象者のエンパワメントを念頭に置くことや、

変革すべき課題が起点となるような事業の設計の方法を取り、より能動的に社会変革のアクターとなる必要性などが確認

された。 

スマイル作戦は 20年以上の経験と実績があり、高い技術と継続的な熱意を持つ稀有なボランティアたちに支えられ、現

状のプロジェクト自体でも世界の医療団日本にとって重要なアセットである。また、日本の技術者が直接裨益をもたらすと

いう点でも、日本と世界をつなげ、ドナーやサポーターにアピールする大きな力を持っている。こうした、本プロジェクトに独

特の優れた部分を守り、かつよりよく活かせるような改良を中期的にもたらしていく。 

特に、他事業(証言、資金調達)からのニーズをより考慮することや、形成外科あるいは人道的外科分野の発展、という点

で何が出来るかを考察し、実現していきたい。 

 

2. 他の世界の医療団事務局との協働 

現在のネットワーク協働の強化という流れの中、スマイル作戦についてもかねてからある協働基調を今後も継続し、更に

強化することが現在スマイル作戦を行う 4事務局で確認されている。2019 年は、事業運営、データや経験の蓄積と共有、

証言活動、資金調達などに加え、ミッションの評価についても協議、協働を目指す。 

 

 国別方針 

1. バングラデシュ 

2018年 10月後半に開催を予定していたミッションが、パートナー団体GK施設への襲撃事件が起きたことにより、延期と

なった。この事件の要因はバングラデシュ最大野党のアドバイザーを務めるGK創設者への嫌がらせの一環と考えられ、

2018年 12月末に予定されているバングラデシュの国政選挙に伴う治安状況の変化については、引き続き注視が必要と

なる。2019年は、国政選挙の結果に伴う情勢変化を常に注視しながら、バングラデシュでのミッションを実施していく。 

 

2. ミャンマー 

マンダレーでの活動の継続と育成を進めていく。マンダレー病院には形成外科医局が常設され、ミッション期間以外も現地

医師による手術が継続している。基礎的な形成外科疾患については現地医師が手術することができ、ミッション時はより高

度な技術が必要な症例が多く用意されているし、また更に高度な技術、機器の導入(マイクロサージェリー、乳房再建など)

を期待されている。中堅から若手医師に対する基礎的な技術の確実な移転をまずは念頭にしながら、パートナーとニーズ

を良く話し合い、ミャンマーが求め、必要とする支援の実現に努めていく。 

 

 

2.1.2. ラオス小児医療支援 

 

1） 第二期事業（ フアパン県事業）  

2017年に開始した事業の第 1フェーズ最終年（3年目）となる 2019年は、第 1フェーズの結果・効果分析および、次フェ

ーズ（2020年～2022年）に向けての準備を開始する。 
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活動期間： 2017年1月～2020年3月（3年事業） 

活動地： フアパン県県都サムヌア（事務局設置、拠点）、ソン郡・フアムアン郡（活動実施郡） 

パートナー： フアパン県保健局（医療課が事業コーディネート担当）、ソン郡保健局、フアムアン郡保健局 

実施目的： ソン郡・フアムアン郡の5歳未満時疾病率・死亡率の低下に貢献する。 

実施体制： 駐在事務局員1名、現地雇用8名(保健医療 3名、プロジェクト 4名、事務管理1名)。 

活動1に関わる活動には、上記に加え小児医療専門家を定期的に派遣する。 

また、現場チームへのアドバイス、事業戦略の見直し、事業進捗監督など、客観的評価・事業監督ユニット

として、国際保健・小児医療専門家によるワーキンググループを引き続き運用する。 

活動概要： 郡内医療施設スタッフの小児医療技術・知識の向上を通じた、医療サービスの改善強化。 

村落健康委員会メンバーの保健衛生活動強化を通じ、住民の小児疾病予防と対策に関する知識の普及。 

パートナーによる活動継続を確実にするため、企画、予算化、実施、モニタリング、評価まで県・郡保健局ス

タッフによる自主的な行動を強化する。 

活動内容： 

活動 1. 5歳未満児に対する診療技術の向上 

活動 1-1.  小児疾病統合管理システム [IMCI：Integrated Management of Child Illness] 指導員養成研修（1年次） 

活動 1-2.  5歳未満児診察用の医療備品の配備（1～2年次） 

活動 1-3-1. IMCI 臨床研修（1年次） 

活動 1-3-2.  IMCIリフレッシュ研修（2年次～3年次） 

活動 1-4.  ヘルスセンター・郡病院における共同スーパービジョン（1年次～3年次） 

活動 1-5. Pocketobook [病院における小児診療ガイドブック] 研修（2年次～3年次） 

活動 1-6. トレーナー向け研修スキルアップ研修 [研修マネジメント、研修手法] （2年次～3年次） 
 

活動 2. 村落における小児医療に関する正しい知識の普及 

活動 2-1-1. 村落での小児疾病に関する意識調査とニーズアセスメント（1年次） 

活動 2-1-2. 情報・教育・コミュ二ケーション情報教育教材の作成（1年次～3年次） 

活動 2-2. 健康教育担当者養成研修（1年次） 

活動 2-3.  村落健康委員会（VHC：Village Health Committee）研修（1年次～3年次） 

活動 2-4.  村落保健活動に必要な備品の配備（1年次～2年次） 

活動 2-5-1.  村落保健ボランティアによる村落での健康普及教育サポート（1年次～3年次） 

活動 2-5-2. 郡レベル：教訓共有・課題解決会議（1年次～3年次） 

活動 2-6.  村人の健康に関する実践のフォロー（3年次） 
 

活動 3. ＩＭＣ (Implementation Management Committee) ミーティング（1年次～3年次） 

活動進捗、反省点の共有および改善策を協議し、次年度へのアクションプランを考察する。 

3年次に当たる 2019年 2月以降は事前にKAP調査を行い、効果検証を行う。 

 

第 2フェーズ準備 

第 1フェーズの結果分析をもとに事業継続方法についてカウンターパートと協議し、必要に応じて調査を実施する。 

スケジュール： 実施中の 2018年度外務省事業は 2019年 1月末までに完了予定。 

2019年 2月には、第 3年次事業の詳細についてカウンターパートと協議し、活動を開始する予定。 

2020年以降の活動についてのカウンターパートとの協議は、2019年 1月以降、進めていく。（2018年後

半より協議開始予定であったが、2018年秋の豪雨被害とそれに伴う緊急支援活動の影響で遅れあり）。 

 

資金調達： 第 3年次の事業予算として 2019年 2月より外務省 NGO連携無償資金協力(N連資金)を受ける予定。

加えて、企業からの支援も継続案件がある。また、N 連資金対象外の活動や支出項目への資金獲得の

ため、その他の助成金への申請を進めている。 

 
 

2.1.3. ハウジングファースト東京プロジェクト 
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池袋周辺でのホームレス状態の方々への支援活動を 2010年 4月に開始し、2019年は 9年目となる。 

プロジェクト発足当時 3団体で開始したプロジェクトは、2017年に 7団体から成るコンソーシアムへと拡大し、各団体の専

門分野を活かし多職種で支援に取り組んでいる。2019年も「ハウジング 

ファースト（HF）」の実践を継続していきながら、事業関係者の中でも、更なる概念の浸透や支援技術の向上、活動を振り

返り、成果をまとめ、外部への発信を強化する。これらの動きは、適宜、政策提言活動につなげ、最終目標である「ハウジ

ングファースト型支援モデルの制度化」を更に意識して目指していく。 

具体的には、2018 年に開設した各団体で管理している支援情報を集約するためのデータベースの本格運用を開始する。

また、情報共有及びプロジェクトの実績を可視化、外部への発信ツールとして公式ホームページを開設する。他方、2018

年から本格始動している調査研究の継続、HF実践手法を整理し HF型支援の価値を証明していく。制度化に向けた行政

への働きかけの強化を念頭に、国の政策や制度の現状把握のため、動向の調査、現状の整理を進める。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2010年4月～ 

活動地： 東京都豊島区池袋とその周辺 

パートナー： 「NPO法人 TENOHASI」（てのはし）   「べてぶくろ」 

 「精神科訪問看護ステーション KAZOC」  「つくろい東京ファンド」 

 「ソーシャルワーカーズオフィス＆クリニック ゆうりん」 「ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン」 

実施目的：  池袋周辺と他の地域でホームレス状態にある人の、医療・保健・福祉へのアクセスの改善、精神状態と

生活状況の底上げ、地域生活の安定を目的とする。 

 上記の目的のために最も効果的な手法の一つである「ハウジングファースト」の日本での制度化。 

ボランティア職種： 精神科医、内科医、看護師、臨床心理士、事務管理、IT技術者、コンサルタント、研究者 ほか 

受益者： ホームレス状態にある方、生活困窮者そのうち、特に精神と知的に障害を持つ方 

 過去、ホームレス状態にあり現在は居宅での生活を営む方 

 

 通年の活動 

1. 支援プロジェクトの継続  

パートナー団体との協力の元、以下の各支援事業を継続して行う。 

活動内容 
担当団体 

世界の医療団 べてぶくろ てのはし KAZOC つくろい ゆうりん ハビタット 

全体コーディネート ○ 
   

   

シェルター 
 

○ ○ 
 

○  ○ 

リハビリプログラム ○ ○ ○ 
 

 ○  

ファーストアプローチ ○ 
 

○ 
 

   

ケアマネジメント 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

医療保健活動 ○ 
  

○  ○  

アドボカシー ○ 
   

○   

リハビリプログラム： 日中活動として、料理、パン作り、遠足、手芸、農業などのプログラムを提供することで、路上か

ら脱した後の居場所を提供し、かつ当事者の社会性の回復などエンパワメントをはかる。 

ファーストアプローチ： 炊き出し時の各種相談、夜回りなどを通じ、新たな対象者との接触を図り、関係を構築する。 

ケアマネジメント ：    対象者が必要としている支援を個別に見極め、行政や医療につなぐ活動。 

医療保健活動 ：    医療相談会での健康相談、およびゆうりんでの保険医療、および訪問による医療提供。 

 



 

8 

 

2. プロジェクトの組織連携の強化促進 

2018年現在、7団体がHFTPを構成している。本年も上述の主な担当業務をそれぞれが日常的に受け持ちながら、活動全

体の強化や広がりを進めていく。具体的には 

・ データベースの運用： 2018年に設置した7団体共通のデータベースを引き続き運用し、支援状況、実績の把握、支

援物資の管理や人員配置の実態把握といった情報共有を強化する。 

・ HFTP公式ホームページの開設 

・ 動画の作成： 複雑な構成や活動を、よりわかりやすく紹介するための動画を作成する。支援活動内容だけでなく、支

援者及び当事者、プロジェクトに携わる人たちの活動理念も伝える。 

・ HFTP活動紹介パンフレットの作成： 炊き出し時の各種相談や夜回りなどのファーストアプローチの際、プログラム対

象者に支援の流れを説明するために用いるパンフレットを作成する。 

・ 拡大運営会議： 現在、月に一度開催している運営会議をスケールアップし、7団体でHFTPの方向性を協議する機会

を設け、各団体ならびに世界の医療団の役割を明確にする。その際にソーシャルインパクトを測る際に用いるセオリ

ーオブチェンジ手法を用いる。 

 

3. 日本版「ハウジングファースト」のモデルとフィデリティの確立 

「ハウジングファースト型支援モデル」を取り入れ始めて今年で 4 年目を迎える。これまで各国で実践されている HF 支援

モデルを参考に活動してきたが、各国での経験から確立したフィデリティ（望まれる支援基準）が、日本には必ずしも合致し

ないことがわかってきた。2018年に、調査・研究チームの中からフィデリティ作成チームが発足し、月 1回の検討会を開催

してきた。2019年は検討会の継続、具体的に HFTP独自の支援モデル及びフィデリティの確立を目指す。言語化されたフ

ィデリティはHFTP公式ホームページへの掲載、学会発表などで外部へ発信していく。 

 

4. 調査・研究活動 

支援ニーズ実態の把握、活動成果の科学的な実証などを目的とし、活動団体内外の専門家（医師、看護師、臨床心理士、

社会学者など）からなる「調査・研究チーム」が、2016 年 6 月に発足した。事業が必要とするエビデンスを獲得するには、

継続的かつより包括的な調査・研究が必要であると考え、2018年 4月から具体的な調査・研究をチーム一丸となって進め

ている。 

2019年は下記の調査を継続し、ハウジングファースト型支援の価値の証明、実践の全体像の把握に努める。 

・ 長期および再路上化層調査 

長期の路上生活から抜け出せない方、公的な支援に一度は繋がるも再度、再々度路上生活に戻る方々がどの様な

支援を必要としているのかニーズを明確にするためのインタビュー質的調査及び支援者インタビュー調査。（2008 年、

09年に行ったニーズ調査と比較するため、10年前の調査のデータ化、報告書作成を含む） 

・ 全数調査 

HF 型支援を受け、居宅で安定した生活を営むことができている方の成功要因を明確にし、「ハウジングファースト型

支援フィデリティ」の確立に繋げ、モデル化する。 

・ 支援対象者の発達障害特性調査、事例報告 

ＨＦＴＰがフォローしている方々の中には、今の社会での生きづらさを抱えている方も多く、発達障害特性が表れてい

るケースも多い。発達障害特性を知り、支援現場で蓄積される支援技術の言語化、個性により合わせたきめの細か

い支援の実現へとつなげる。 

・ ＨＦＴＰ支援フローの見える化 

7 つの独立した組織からなるＨＦＴＰの支援スキームは一見では理解しづらい。支援フローを明確にするため、初回相

談からフォローアップし、支援を図式化、文章化する。 

これらの調査・研究成果については報告書、パンフレット、公式HPなどを用意し、発信を重点的に行っていく。 

また福祉事務所や他機関に提案するため、支援のハウツーパンフレットの作成も行う。 
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5. 提言活動 

重度精神障害がありホームレス状態にある人にハウジングファーストモデルによる支援が効果的であり、取り組みが必要

であることの認識を広め、日本各所での実現を求めていく。 

 

・ 豊島区への働きかけ 

2018 年は、豊島区内にあるプロジェクトで借り上げている個室アパート（4 ヶ月滞在型のシェルター）利用者の恒久的住ま

いへの移行がスムーズに進まないケースが多くあり、アパート転宅に必要な行政の HF型支援への理解不足を痛感した。

現場レベルでの福祉事務所との勉強会や情報共有が急務であると考え 2018 年に引き続き、HFTP の実践・成果の報告

及び勉強会を実施し、行政側のHFへの理解促進と協力体制の確立を目指す。 

 

・ 政策、制度、プロジェクト活動範囲外での支援動向等、現状の整理 

2018 年に豊島区生活福祉課で行ったハウジングファースト勉強会では、プロジェクトの取り組みを紹介するだけでは、HF

型支援の有効性を理解促進するのが難しかった。今後は日本全国他地域での取り組みとの比較、および国の動向の把

握が理解促進の後ろ盾となると考え、プロジェクトの活動範囲外の住宅支援や生活支援の取り組みについて調査、情報を

集約し行政への働きかけの際に利用していく。 

 

・ 各地での実践に向けた働きかけ 

2018 年に引き続き、アドボカシー強化の担当職員増員を目指し助成金の獲得を目指す。獲得できた場合には、HF 型支

援モデルの実践をより深く理解でき、実践に繋げられるような報告会、勉強会を実施する。海外から実践者を招聘し、国内

政策決定者や実践者とのセッションも設ける。その際、HF 型支援モデルに関心のある支援者層に加え、行政関係者の参

加を積極的に呼びかける。 

 
 

2.1.4.  福島県そうそうプロジェクト 

 

福島県の東日本大震災における避難者は、今でも 44,878人（2018年 7月時点）おり、また震災関連死は 3,676人（2018

年 3 月末時点）と増加が続いている。特に原子力発電所の事故の影響は計り知れず、見えない放射能に対する不安にさ

いなまれ、ほぼ恒久的に故郷を失い、先行きの見通せない中途半端な状況から、震災初期の状況が今でも続いていると

いわれる。2017 年に避難解除されたばかりの双葉地区、飯館村、浪江町や、双葉地区からの多くの避難者を受け入れた

いわき市では、住民は、生活基盤や周囲の環境の激変や度重なる移転のストレスや疲労だけでなく、多様な背景を背負っ

てくる人々とまた新たにコミュニティを築いていかねばならず、精神的、心理的、社会的な負担は大きい。障害者や高齢者

など、もともと精神的に脆弱になりやすい人々や、発達途上にある子どもは、特に近しい人間関係の崩壊や軋轢の影響を

受けやすい。 

 

福島において、こころのケアのニーズは、時とともに収束していくものではなく、恒常的に複雑化・増大化したものとみなして、

地域に根差した形で持続可能な体制を整えて応じていく必要がある。しかし、現実には、肥大するニーズに対して特に浜

通り地区の医療・福祉の専門家の数は、圧倒的に少ない。多大なニーズに対して医療福祉人材が不足している現場では、

人よりも疾患にフォーカスし、または当事者よりも支援者の判断に準拠し、個々人の置かれた状況よりも制度の運用に沿

った支援の仕方に陥ってしまう傾向がある。効果的な支援には、支援者のスキルの向上と当事者の主体性を重んじる理

念の浸透が欠かせない。 

 

世界の医療団とパートナー団体は、当事者の意思と主体性を尊重し、個々人に寄り添った包括的で柔軟な支援を心掛け

てきた。細分化された制度に縛られない復興支援・復興予算によって、福島では、包括的で柔軟な高齢者や障害者のケア

を全国に先駆けて実践してきたとも言える。震災後 10年が近づくにあたり、当事者中心の包括的で柔軟なこころのケアの
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在り方は、復興の過程だけでなくより普遍性のあるものとして、復興予算という時限的な予算から厚生労働省や県・自治体

の通常予算に移行させていくことが必須である。 

 

2019 年には、医療・福祉の専門家派遣によるこころのケアの実践を継続すると同時に、専門家派遣を既存の制度や予算

への移行を目指していく。また、地元支援団体とネットワークを強化し、より恒久的な政策や制度の構築と運用を目指して、

福島県・自治体レベルで、また国レベルでの政策提言を目指す。 

 

継続支援の必要性と他の資金源確保の見通しも見据えながら、世界の医療団としての福島事業からの進退を 2019 年半

ばまでに決定する。 

 

 活動の概要 

事業期間： 2012年1月～ 

活動地： 福島県相馬市、南相馬市、浪江町、飯舘村、いわき市、川内村、富岡町 

パートナー： 「NPO法人 相双に新しい精神科医療保健システムを作る会」 

 （メンタルクリニックなごみ、相馬広域こころのケアセンター） 

 川内村総務課・保健福祉課 

 「NPO法人 相馬フォロアーチーム」 

 「NPO法人 トイボックス」（南相馬ラーニングセンター） 

 「NPO法人 みんぷく」 

 富岡町社会福祉協議会 

 ふくしま連携復興センター 

派遣医療ボランティア： 精神科医、看護師、臨床心理士、臨床検査技師、健康運動指導士 

実施体制： プロジェクトコーディネーター1名 

 

1. 地元の支援団体への外部専門家派遣によるこころのケアの実践 

成果目標：  

福島の対象地区において、こころのケアを必要とする住民、特に高齢者、障害者、子どもを対象に、地元に根差した支援を

実践している団体と協働で、個々人に適した心理社会的な支援を個別またはコミュニティ再構築の中で行い、心身ともに

良好で安定した状態が保てることを目指す。 

 

活動内容： 

1-1相双地区で精神医療を担う「メンタルクリニックなごみ」に対して、精神科医を月に１回派遣し、診療業務を補完する。同

じ精神科医による支援継続により主治医を求める患者の安心感を提供し、継続・安定した治療を実現する。 

1-2相双地区及びいわき市の住民を対象に、「相馬広域こころのケアセンター」及び「NPO法人みんぷく」と協働し、看護師、

臨床心理士、健康運動実践指導者によるサロン活動、戸別訪問を行なう。 

1-3当該事業の自己資金による活動として、相双地区で発達障害を持つ子ども、家庭や学校、地域で困難を抱える子ども

やその子どもを支える周囲の大人を対象に、「相馬フォロワーチーム」及び「南相馬ラーニングセンター」と協働し、臨床心

理士及び臨床発達心理士によるカウンセリングを行い、子どもの健全な発達を支える。 

1-4富岡町及び川内村の住民、特に高齢者を対象に、富岡町社会福祉協議会及び川内村保健福祉課と協働し、臨床心

理士、健康運動実践指導者によるサロン活動、心と身体のケアを行う。川内村では、村職員に対する支援者支援を継続

する。 

 

受益者：  

相双地区でのクリニックでの診察者数：220人 
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相双地区及びいわき市でのサロン活動参加者、戸別訪問対象者：1,000人 

相馬・南相馬市の子ども 500人 

富岡町・川内村住民：60人 

川内村職員： 15人 

 

2. こころのケアの実践者・支援団体の間でのスキルシェア 

成果目標：  

世界の医療団とパートナー団体が特に相双地区で積み重ねてきたこころのケアのノウハウを広く共有し、福島県内、特に

双葉地区・いわき市を中心に、こころのケアに取り組む支援団体や実践者間のネットワークを通じて、スキル・経験の共有

を促進し、質の高いこころのケアに貢献する。 

 

活動内容： 

2-1 「NPO法人みんぷく」及び「ふくしま連携復興センター」の主催する地元支援団体のネットワークを通して、定期的にこ

ころのケアの経験・スキルシェアを行う。 

2-2 上記のネットワークを通して、支援団体間のニーズのマッチングを行い、相互に見学・訪問、講師招聘、連携した取り

組みを支援する。 

2-3 福島県外でこころのケアの実践・運営に関する先駆的・創造的な事例を積極的に探し、県内の団体や実践者と連携・

経験の共有を図る。 

 

受益者： 福島県内、特に双葉地区・いわき市を中心に活動する支援団体 50団体 

 

3. 政策提言・証言活動 

成果目標： 

県内外の自治体や民間団体と連携し、厚労省、福島県及び自治体に対して、地域包括ケアシステムづくりなど既存の制度

の運用を通して、また安定した財源確保を通して、高齢者、障害者、被災地域住民など、こころのケアを必要とする脆弱な

立場にある人々や家庭が必要な支援にアクセスできる恒常的な仕組みの構築・整備を求めていく。 

  

活動内容： 

3-1 地域包括ケアや医療・福祉従事者派遣など既存の保健・医療・福祉政策や制度、その運用状況、関連するアクターに

ついて調査分析し、課題やギャップを把握する。また、全国各地での先進的な事例を収集する。 

3-2 上記 3-1の調査分析に基づき、県内外の医療・福祉従事者を浜通り地区に派遣するコンポーネント 1の活動を、

2020年 3月以降既存の制度や補助金によって継続支援できるよう、県・自治体或いは関連団体と協議・交渉する。 

3-3 「相馬広域こころのケアセンター」と協力し、当該センターのモデル化を目指し、国レベルの政策決定者や制度運用者

を対象とした政策提言の戦略を作成する。 

3-4 コンポーネント 2のこころのケアの実践者・支援団体間のネットワークにおいて、福島県・自治体向けの政策提言につ

いて議論を深め、勉強会やセミナーなどを通して県や自治体との認識の共有を図る。 

3-5 震災・原発事故を風化させないために、また復興の経験をもとにした継続的・恒久的な取り組みや仕組みづくりについ

て理解・賛同を得るために、一般社会に対してオンライン・オフラインで発信していく。 

3-6 職員及びパートナー団体に対する広報・アドボカシ―研修 

 

対象者： 

厚労省の関係部署 

福島県外の連携先 2団体 

福島県や自治体からの勉強会・セミナー参加者 20人 
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一般 1000人 

 

 

2.1.6. ロヒンギャ緊急医療支援 

 

2017 年 8 月 25 日、ミャンマーのバングラデシュ国境付近ラカイン州に住むイスラム教系少数民族ロヒンギャが国境を超

え、大挙してコックスバザール南部の村落部に避難を始めた。その数はこれ以前から避難する人も含め 100 万人を超え

た。 

国境をまたぐこの地域に古くから住むイスラム教系のこの民族は周囲との軋轢、迫害の歴史を辿ってきている。1982 年に

はミャンマーの法律により非国民として国籍を剥奪された。今回の大量避難は、2016 年 10 月以降、ミャンマー政府とロヒ

ンギャ側反政府勢力の間の武力衝突が表面化し、国連や NGOによる働きかけや訴えも空しく、8月 25日大規模な攻撃、

迫害が発生し、殺害、焼き討ち、暴行、強姦などが繰り返されるに至ったためである。 

国籍を剥奪され、ミャンマー国内でも教育や医療などへのアクセスが制限されるなど、そもそもロヒンギャを巡る環境は非

人道的であったが、今回の大規模な迫害は非道さのレベルを更に上げ、「民族浄化」との厳しい言葉で国際社会から非難

されている。むき出しの大地に粗末な小屋が見渡す限り広がる光景は問題の深遠さや巨大さを如実に語っている。 

 

こうした背景を受け、世界の医療団日本が 2009 年からパートナーシップを組むバングラデシュの非政府組織 

Gonosyasthaya Kendra(GK)は 2017年 9月 4日からコックスバザール南部にて緊急支援を開始した。当初はGKのチー

ムのみで、出来る限りの人員、物品を集めて対応を開始し、同時にパートナー組織への協働を呼びかけた。世界の医療団

フランスは 9月に支援を決定、10月以降緊急チームが支援に入った。 

 

世界の医療団日本は 11月に現地に調査チームを派遣し、キャンプの視察と関係団体との協議を行い、GKと世界医療団

フランスの活動に協力する形でキャンプ内のアウトリーチ活動とコミュニティヘルスワークを実施することを決定し、2017 年

12 月上旬から 2018 年 4 月末まで実施した。同活動は特に脆弱性が高いと言われる、女性、妊産婦、高齢者、子どもに

対象者を絞り実施した。 

 

同活動を実施した結果、対象者のクリニックへのアクセスが改善され、当人たちの健康に対する考え方や行動にも変容が

見られた。一方で、コミュニティ全体の健康衛生状態の底上げには、脆弱性が高い層だけではなく、彼らの意思決定に影

響を及ぼす家族やコミュニティ自体の理解促進が不可欠であることも明らかになった。そして、2018 年 5 月からはコミュニ

ティ全体の健康と災害への対応力を強化するため、対象者を対象地域の全世帯に広げ、健康と防災教育を実施してきた。

2019年 2月末まで継続する。 

 

ロヒンギャが置かれた状況に抜本的な解決の兆しはなく、世界の医療団日本は、2019 年 3 月以降もロヒンギャ難民を支

援する活動を継続していく意向である。支援内容の詳細や実施体制は、ロヒンギャ難民を取り巻く世界情勢、関連各国や

主要支援機関の動向、現場のニーズ、団体のリソースなどを考慮し、2018年 12月末から検討を始め、2019年 1月末ま

でに固めることとする。 

 

 事業概要 （既に決定している 2019年 2月まで） 

場所：  バングラデシュ・コックスバザール県ウキア郡 キャンプ１E 

事業期間： 2019年 1月 1日～2019年 5月 15日（2018年 8月 30日より開始） 

現地体制：  駐在看護師 1名、半駐在非医療コーディネーター1名 

パートナー：  Gonoshyasthaya Kendra (GK)、世界の医療団フランス 

派遣者：  看護師： 木田晶子 (2019年 1月～2月、尚 2018年 9月より現地駐在) 

非医療コーディネーター： 具貴香 (2019年 1月～2月、尚 2018年 9月より派遣）) 
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事業内容：  ・ 前事業で育成したコミュニティヘルスワーカー（CHW）とコミュニティヘルスボランティア（CHV） 計 14人

をコミュニティモビライザー (CM) として再育成・再編成する。 

・ CM の下に、新たに採用するロヒンギャのユース 40 人を配置し、ヘルスプロモーターとして育成し、よ

り持続発展性のある地域保健・防災活動の実施体制を構築し、避難民個々の保健衛生や防災に対する

意識の向上と行動の変容を促す活動を通して、コミュニティの健康と災害への対応力（コミュニティ・レジリ

エンス）強化を目指す。 

対象： キャンプ 1E 内の 20地域（20人のコミュニティリーダーにより管轄される地域）に住居を構える 2,177世

帯 

予算：  およそ 543万円（2019年 1月～2月分） 

資金：  ジャパン・プラットフォーム、自己資金 

 

活動概要：  

1-1  コミュニティモービライザー（CM）の育成： CHVとCHWをCM として育成し、CMチームとして再編成する。（2018年

10月に完了） 

1-2  地域活動のプロモーターを育成する： ロヒンギャのユースを 40人採用し、育成する。（2018年 11月に完了） 

1-3  コミュニティリーダーとの関係性を強化する :  定期的にミーティングを持ち、活動内容を報告し、意見交換を行い、事前

に承認を得、協力を取り付ける。 

1-4  保健衛生・防災活動の計画立案・実施・モニタリング： 地域ごとのニーズアセスメントをとおし、保健衛生・防災教育

の内容と実施日程を策定する。CM による指導の下、ユースが対象地域で保健衛生・防災教育を実施する。ユースから

CM、CMから CM リーダー、CM リーダーから看護師に提出される報告内容、現場の定期的な訪問を通して活動をモニタ

リングする。 

1-5  ベースライン・エンドライン調査の実施： 保健衛生・防災教育実施前と実施後に KAP1調査を実施し、対象者の知識

と行動の変容を図る。（ベースライン調査は 2018年 10月に完了） 

 

 

2.1.7. スリランカ茶農園労働者の医療支援（性と生殖に関する健康・医療） 

 

スリランカは多民族、多宗教、多言語の多様性に富んだ国家である。26年に亘る内戦は 2009年に終結したが、１０年近く

経た今もその傷跡は色濃く、暴力・武力の横行や人権の侵害、差別、不平等などが蔓延、社会にはまだ深い亀裂が残って

いる。内戦終結の翌年には「中所得国」へと発展したものの、その恩恵は均一に広がっている訳ではなく、地理や民族、性

別の間での社会的、経済的な格差は大きい。 

 

世界的にも有名なセイロン茶はスリランカ産の紅茶で、茶業はスリランカ中央部で盛んに行われている。しかしながらスリ

ランカにおける茶業は植民地時代の大いなる遺物とされており、茶業に従事する労働者の置かれた環境は非常に劣悪。

構造的な不平等や差別は現在も続いている。労働者の大多数は 150 年前に当時の宗主国であった英国によりインドから

連れてこられたタミール人である。総人口の 5％に満たないこの少数民族は 2003年まで国籍すら付与されていなかった。

また、茶農園内の医療の国営化が法律で定められたのは 1996年にすぎず、その実現は未だ達成されていない。 

 

茶業における公的施策の普及や社会的指標は、今日でも他産業や他地域と比較して非常な遅れを取っている。例えば、

貧困率は国平均の 2倍以上(茶産業 8.8 %、国全体 4.1%)、女性と子どもの栄養失調の比率は約 2倍(茶産業 32％、国

全体 17% )、女性の低身長(145cm以下)は全国平均の 3倍にのぼっている。 

 

                                                 
1 Knowledge, Attitude, Practice調査の略称 
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リプロダクティブヘルス(性と生殖の健康)に関する権利の原点とされる 1994 年にカイロで行われた「国際人口開発会議」

では、性と生殖に関する健康とは、単に病気や不調ではないというだけでなく、身体的、精神的、社会的なあらゆる点で、

生殖器、生殖機能、生殖過程が健全な状態を指すとされた。しかしながら、スリランカの茶業に従事また関わる特に女性

や少女たちは、性と生殖の健康に関する権利を行使しようとする時、様々な障壁に直面している。 

 

まず、性と生殖の健康に関する正しい知識や情報が与えられていない。性や性行為は、しばしタブーとして捉えられ、秘密

主義、神話、誤った基準や考えなどのベールに包まれている。茶農園の厳しい生活条件や労働環境とも相まって、性差別

はコミュニティに深く根付き、ジェンダー・ベイスト・バイオレンス（ジェンダーに基づく暴力、以下ＧＢＶ）、子どもの虐待、コミュ

ニティ内での争い、アルコール依存症、薬物依存症という形で表出する。社会の底辺に置かれた茶農園の労働者の間に

はびこっているこのような暴力性や良好でない精神状態は更に負のスパイラルを巻き起こし、性と生殖に関するリスクを更

に高めることにも繋がっている。 

そして、茶農園の医療の国営化は 1996 年に法制化されたもののスリランカ政府が積極的に施策に乗り出しているわけで

はなく、現在でも茶農園で医療を受けることは非常に難しい。一次医療施設さえない、あっても何らかの理由でアクセスで

きない、アクセスできても医療費がまかなえないという事態が広く発生している。また、農園を出て、労働者が遠い距離をお

して公的な医療施設に行ったとしても、そこで働く医療従事者とは話す言語が違い、結局満足な医療に辿り着くことはでき

ない。 

 

世界の医療団フランスは 2004 年のスマトラ島沖地震の際、スリランカでの緊急医療支援を行った。その後、10 年を経て

2015 年から「スリランカにおける性と生殖医療の質を向上事業」を行っている。活動の焦点をＨＩＶを含む性感染症およびＧ

ＶＢにあて、活動地は内戦の被害が大きかった北部地域と茶業が盛んな中部地域においた。活動パートナーの「Human 

Development Organization(HDO)」は茶農園コミュニティで長く活動している人権擁護団体であり、労働者のみならず経営

層からも信頼を得ている。当該事業は 2018年末に終了を予定しており、世界の医療談フランスの国際事業の全体的な方

針転換を受けて、スリランカでの 2019年以降の事業展開は予定していない。 

 

他方、世界の医療団日本はアジア地域での医療支援事業の強化を成長戦略の念頭においており、当該事業の枠組みを

継承し、スリランカでの事業開始を検討することとなった(2018年初旬)。2018年 5月に世界の医療団日本の事務局長が

世界の医療団フランス事業部スタッフの現地業務に同行し、事業地視察、HDOとの協議を行った。現行事業での成果は

確認されているものの、性と生殖の健康・医療を含む茶農園の医療の国営化までの道のりは依然長く、引き続きのHDO

への支援の必要性が確認されたため、世界の医療団日本として、2019年以降の活動開始に向けた準備を開始する事と

なった(2018年 9月理事会決定)。事業計画はコロンボ、パリ、東京の各事業チームがHDOと協働し、策定した(12月理

事会提出予定)。 

 

フランス、日本の両事務局は、事業の引継ぎはネットワーク内の新たな協働の形と捉え、2019年を移行期間とし、予算や

業務の分担しながら、運営主体を徐々にフランスから日本へ移すこととしている。具体的には、4月から 5月にかけてはフ

ランスが活動資金およびスタッフを提供し、HDOとの事業継続を担保するとともに、5月以降の日本へのスムーズな引き

継ぎを準備する。世界の医療団日本は、NGO登録や採用などの手続きを進めていく。 

 

 

 事業概要 

場所：  スリランカ中部キャンディ地区 

対象：  茶農園約 20箇所 

事業期間： 2019年 1月 1日～2019年 12月 31日  

現地体制：  現地責任者(日本採用、駐在)1名、医療事業責任者(現地採用)1名、 

事務人事責任者(現地採用) 
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パートナー：  Human Development Orgnization (HDO)、世界の医療団フランス 

事業概要：  前事業の成果を土台とし、事業終了時の内外評価で改善が指摘された点に的を絞り、性と生殖の健康・

医療に関する自らの権利を茶農園労働者が行使することへの貢献を目指す。 

具体的には、茶農園の医療システムの国家医療制度への統合の実現に向けた提言活動、および茶業に

従事、関係する男性、女性、少年、少女の性と生殖医療・健康についての意識や知識の向上に向けた教

育および広報活動を行う。 

HDO の得意とするコミュニティの動員や草の根レベルでの提言活動に加え、世界の医療団の医療的専

門性、ジェンダーや公衆衛生に基づいたアプローチを補完させる。HDO の事業運営能力を向上させ、中

央保健省だけでなく医療従事者や今日行く関係者を医療や性教育の質の向上に向けた取り組みに巻き

込んでいく。 

 

対象：  茶業に従事、関わる生殖年齢にある女性と男性、および思春期の少年少女 

予算：  約 2300万円(うち日本予算 1280万円、1020万円) 

資金源：  自己資金および助成金を申請 

活動概要： ① 提言活動 

茶業の医療システムが国家医療制度へ統合を目指し、ロビー活動を継続する。 

提言活動の対象は、保健省の「茶農園／都市の健康ユニット」、地元選出の議員や地方、中央の議員。 

また、今年度中に予定されている選挙を機会と捉え、立候補者と有権者に対して、性と生殖医療・健康に

ついての知識を提供する。 

他の市民活動団体とのネットーワーキング。 

  

  ② 健康教育啓蒙活動 

性と生殖医療・健康、ジェンダー、およびそれらと栄養の重複分野についてのコミュニティ活動を行う。コミ

ュニティでの有力者をメッセージの伝達に巻き込んでいく。コミュニティ内のボランティア層を拡大させ、男

性や若者層も含むようにする。女性、男性、若者層でのグループディスカッション、ラジオ番組、イベントや

SNSを使ったコミュニケーション。 

 

③ 能力強化活動 

コミュニティボランティア、コミュニティの有力者、HDO スタッフ、保健省などの政府職員、医療従事者、教

師などを対象に、事業の質を担保するために能力強化活動を行う。 

世界の医療団フランスが北部事業用に作成した権利擁護を重視したサ―ビス提供についての IEC(情

報・教育・コミュニケーション)教材、教育モジュールを用いる。 

 

 

 2.2. 証言活動  

引き続き中期計画に基づいた活動を実施していく。 世界の医療団の関わる人たちそれぞれが証言者となり、アンバサダ

ーとなるような証言活動の基盤整備を続けることで、証言の場、広報の場を広める活動につなげていく。 

2018年は証言活動担当者の現場取材の機会を増やした。必要とされる証言を、現場の活動を実際見ることで見極め、証

言活動として実施した。2019年は、事業部スタッフが取材や証言に積極的に参加することを促し、証言と医療のそれぞれ

の従事者の協力を強化し、現場からの証言と世界の医療団のブランディングをつなぐ証言活動を行っていく。 

また、2018年に続き、スポークスパーソン、インフルエンサー、オピニオンリーダーの発掘に努め、協働関係を構築していく。 

2019年以降に重点的に取り組むテーマとして世界の医療団フランスを始めネットワークで知見を築いている「ハームリダク

ション」を取り上げ、日本での認知向上を図っていく。事業部とも連携し、既存事業の中でハームリダクション・アプローチを

取り入れることも模索していき、ブランディングにも活用できるよう発信活動を行っていく。 
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世界の医療団のネットワークの一員としては、ネットワーク全体に提供できる証言活動、広報活動の機会を増やし、協働で

の証言活動にも積極的に関わっていく。緊急時には即応できる体制を構築する。 

 

世界の医療団のメンバーとして、アジアの拠点として、世界の医療団日本のミッションとして、“伝えるだけで終わらせない”

証言活動に取り組んでいく。 

 
 

2.2.1. 事業別証言・広報活動について 

 

ロヒンギャ難民緊急支援においては、証言活動の重要性に加え、事業担当者の証言活動への理解と意欲が大きいことか

ら、現場担当者へのトレーニングを行い、現場からの証言活動へよりシフトする体制を敷く。医療の権利の確立を目指し提

言活動を行う団体としてのコンセンサスを元に、日々変わる現場のリアルな状況を伝えてもらう。事業として提言活動を実

施する際は、証言・広報部としても積極的にサポートする。 

 

ラオス小児医療支援では、1月に証言活動マネージャーらが事業地を訪問する。通常活動の証言・広報素材の収集のほ

か、2018年夏の洪水被害に対し実施した緊急支援活動についても取材する。本事業は、ラオス政府の保健医療開発計画

の枠組みに沿った事業内容であり、県･郡保健局との日常的な活動が医療システムの設置や強化に既に繋がっているた

め、この事業を梃子にした更なる提言活動は喫緊の課題ではない。他方で、医療の恒久的な提供を目指す意志のある開

発途上国において、世界の医療団が必要とされ、貢献できていること、その意義を伝える活動報告を行っていく。 

 

スマイル作戦は30周年を記念する節目にあたる年であり、スマイル作戦を実施する世界の医療団フランス、ドイツ、オラン

ダと事業、証言担当者間で協議し、発信活動を検討する。 また、長期間活動に参加する医療スタッフへの取材を行い、活

動地や医療人材の変化について、30年の節目にその活動の形跡を伝える発信を行う。   

 

福島そうそうプロジェクトでは、事業内で実施する提言活動の支援を行うほか、今も活動を続ける市民組織だからこそでき

る証言活動を実施する。被災者や被災地に対するスティグマや偏見によって、今も目に見えない苦しみと闘っていること、

その中でも立ち上がる人たちがいること、それら現実を彼らの証言として伝えていく。 

 

ハウジングファースト東京プロジェクトでは、アドボカシー活動の支援を継続して行う。また「聞くこと」を証言活動のテーマに、 

支援者や当事者、ピアスタッフそれぞれの立場で語る機会を設け、発信する。 

 

世界の医療団としてハームリダクションの啓発活動を実施していくが、2020 年以降ハームリダクションが活動にも反映でき

るようプロジェクト担当者をはじめ現場とハームリダクションをつなぐ機会を設ける。 

 

 

2.2.2. ブランディング 

 

昨年のブランディングキャンペーンの振り返りを行うとともに、創立 20 周年に向け資金調達チームとともに準備を進める。 

引き続き、世界の医療団ネットワーク全体でのブランディング活動に積極的に参加、国際 NGO であること、実績とネットワ

ークを押し出すことで、信頼性を謳う発信活動を行う。  

また日本でのハームリダクションのリーディングアクターとしての地位を獲得するべく、ハームリダクションの啓発活動を行

う。ジャーナリスト望月優大氏、日本におけるハームリダクションのオピニオンリーダー/専門家を、世界の医療団フランスの

ハームリダクション活動の現場へ派遣し、現地専門家とハームリダクションの責任者、現場への取材し、寄稿、SNS 発信、
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シンポジウムへの登壇などの発信活動に参画してもらう。ハームリダクションというテーマや協力者との関係については

2019年の単年度に限らず、中期的なスパンでの活動を目指す。  

 

 

2.2.3. メディアリレーション 

 

団体内でスポークスパーソンとなりうる人材（ボランティア、理事、スタッフ） については、メディアトレーニングを実施、より

個々が発信活動に参加できるような体制を整える。現場活動の撮影を含めた取材がある場合、現場でのコーディネーショ

ンをより円滑に行い、プロジェクトの理念に基づいた露出につながるよう、取材者自身に理解を深めてもらえるような取材

活動を実施していく。 

事業で提言活動を行う際には記者らを積極的に誘致し、活動の一助とする。 

引き続き、海外からのスピーカー/証言者となるような人物の来日の際には、プレスブリーフィングや取材誘致を行うことで、

その機会を最大現に活かしていく。特に紛争地帯でのプロジェクト担当などの来日がある場合は、ライブ配信など、なんら

かの形でできるだけ多くの人に有効に話をする機会を設けていく。 

 

 

2.2.4. インターネット広報 

 

ウェブサイト、SNS全般を通して、動画配信を増やしていく。SNSについては、各 SNS のリーチ数増加を実現するトレンド

をタイムリーに把握し、運用に反映させる。LINE を含め、SNS ユーザーの普及に伴い、効果的な広報活動を行える情報

入手に務める。 

 

 

3. 資金調達 
 

2018 年度に続き、資金調達の原資については世界の医療団フランスによる増資を加え、日仏合同の資金を基に資金調

達活動を拡充させる。 

 

直近の寄付白書 2017によれば、日本の個人寄付総額は 2016年 7756億円、2014年より 4.7%の微増傾向にあり、寄

付者率も 1.8ポイント増の 45.4%に増加している。しかしながら各 NPOによる積極的な資金調達活動による競争激化、ク

ラウドファンディングなど寄付手法の多様化、寄付者の高齢化、スマホなどメディア接触の変化など寄付市場は大きく変化

している。 

このような市場背景を踏まえ、世界の医療団の資金調達部としては、2019 年に 2 つの課題解決テーマを設定し、資金調

達を強化する。 

第一に、新規寄付獲得を目的とした寄付者との接点の多様化。資金調達の基盤となるダイレクトダイアログ（DD）を強化し

つつ、増加するスマホ利用者への接点として（2018年 6752万人前年同月比 10%増）オンライン施策を積極的に進め、接

点の多様化により新規の寄付者獲得を強化する。 

第二に、寄付者の満足度を高め、離脱率を低下させる。寄付者の不満の多くは「寄付が何に使われたのかがわからない」

という「実感のなさ」であるため、様々な資金調達チャネルで寄付使途を例示し、使途の可視化を図ることで寄付者の参加

意欲と満足度を高める。また、新規の寄付者に対し、「感謝」という心理的報酬を明確に提供し、世界の医療団への満足感

を初動時に刷り込むことに重点を置き、更に継続的なコミュニケーションで関係構築により、離脱を防ぐ。 

 
 

3.1.   個人に対する資金調達活動 

 



 

18 

 

3.1.1. ダイレクト・ダイアログ (DD）2 

DDは、「スマイルクラブ」（クレジットカードと銀行口座からの引き落としによる、月次一定額の継続的な寄付）会員の獲得を

目的としており、収入の安定と運営全体の安定のために非常に重要な資金調達活動である。 

2018 年に既存 DD 業者のキャパシティの低下から低迷した DD であるが、2019 年にはこの DD を新規獲得の主要チャネ

ルと位置づけ、既存ルートを対象とする業者に加え、新たにイベントチャネルを開拓する業者を追加する。 

既存ルート： 従来の業者による既存チャネルを保持。年間 2000時間、243名の新規獲得を目標とする。 

  従来の時間給＋年間 ROI保証の契約形態により、目標達成を図る。 

既存チャネルの課題は主催者とのパイプ強化による、好条件のブース出展獲得。可能な限り主催者への

面談や感謝レターなどの接触を行い、好条件を継続的に引き出せる関係作りを行う。 

また、後述のオンライン施策で作成した動画を活用し、タブレットなどで放映できるようにするなど DD現場

のツールを改善、顧客獲得効率をアップさせる。 

新規ルート： 新規業者によるイベントチャネルを開拓。イベントという試験的な取り組みの為、リスクを分散させる必要

がある。成功報酬型もしくは、ミニマム固定フィー＋歩合などの契約条件を交渉。リスクを低減させつつ、

292名の新規獲得を目標とする。 

 

特に一定のファン層ボリュームを囲い込んでいる地域スポーツを選定し、世界の医療団とチームとのコラボレーション（グッ

ズ展開や選手の寄付参加など）によりファン心理を刺激することで、寄付を促進させることを狙う。 

 

 

3.1.2. オンライン施策 

 

前述のように日本のスマホ利用者は 1 年で 10%増加し 6752 万人となった。特に 50 歳以上のスマホ利用者は 1年で 27%

増加、全体の 37%を占めている。50歳以上の 1日あたりのスマホ利用時間は 3時間 14分にまで拡大しており、高齢化す

る寄付者の重要な接点となっている。競合もいち早く取り入れているオンライン施策であるが、世界の医療団の低認知とい

う課題を前提に、まず強制露出を行い且つ利用者が高年齢層に多い Facebook広告を軸に展開する。 

 

この Facebookを補完し、同じく強制露出により認知度を引き合上げる効果も期待できるネイティブ ADを実施する。 

この 2つの手法により新規寄付者（継続及び都度寄付者）を Facebook広告で 342名、ネイティブ ADで 263名、合計 605

名を獲得する。 

これらのオンライン施策の受け皿になる基本ランディング頁はスマイル作戦とする（初回 LP および新規寄付フォームは

2018年末に作成、動画も 3種作成済み）。この LPは微調整を行いつつ年 1回更新を予定する。 

また後述のように DM のコンテンツをマルチユースし LP を作成。LP のバリエーションを強化し、Yahoo 基金やクラウドファ

ンディングへの積極的な展開を行う。特にクラウドファンディングは寄付金額よりも閲読者、寄付者数が多く見込め、高い露

出効果が見込まれるため、団体の認知度の改善につながる活動として捉えたい。 

 
 

3.1.3.  テレマーケティング施策（TM）3 

 

DD 及びオンライン施策により獲得できた全ての新規寄付者（継続及び都度寄付者）に対し、初動時に電話を掛け「世界の

医療団からの感謝メッセージ」をお伝えする。留守電となる寄付者にもメッセージを残し、感謝だけをお伝えできるようにす

る。これにより、世界の医療団からの電話に対する安心感を醸成、その後のテレマーケティングへのハードルを下げること

を狙う。 

                                                 
2 DD : Direct Dialogue : 路上、商業施設内、イベント会場などにブースを出展し、訪れる人との対話を通し手支援を依頼するマーケティング手法。

世界の医療団日本では 2008年より開始。欧米では支援者獲得手法として主流。 
3 既にコンタクトを得ている支援者やリード（未支援者）に対し、電話での依頼支援を行う資金調達活動のこと。 
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テレマ業者との通話単価の交渉にもよるが、既存のスマイルクラブ（以下 SC）会員に対して、年 1 回は不満や不備をヒア

リングする目的で電話を掛け、ヒアリングの延長線で月額増額を呼びかけるスクリプトを開発する。これにより、SC の収入

増、離脱防止を図る。また、資料請求者や初回都度寄付者へのフォローコールを実施し、初期段階で団体への理解度を

高め、継続寄付へのアップグレードを働きかける。 

 
 

3.1.4. ダイレクト・マーケティング、DMコンテンツのマルチユース 

 

ダイレクトメール（DM）については、都度寄付者を対象とし、基本計画として年間 40,000通、回数 7回程度の実施とする。 

この DM用に開発したコンテンツから LPに展開可能なコンテンツを選び、自社 Facebook広告、Yahoo募金などのオンラ

イン展開などにマルチユースする。 

緊急支援発生時には DM 回数を追加し、状況に応じて資金調達ができるよう短期納品可能な業者の選定などを準備して

おく。 

各種媒体への同梱については 2018年実施のROIを踏まえ 2019年度は見送る。 

 
 

3.2. ドナーケア  

 

3.2.1 通常の寄付者ケア 

 

2018年末に改正割賦販売法に準拠した寄付フォームに改修。これに伴い DRMツールについても新たなツール（GOEN）

に移行を行った。このツールを活用し既存寄付者の寄付傾向分析を綿密に行う。また現在団体が保有している都度会員

のメールアドレスは 1800件（既存 SC会員の重複要確認）あり、これに対するメール配信機能を活用することで都度寄付

者の情報発信、御礼メールにより、長期的かつ良好な関係性の構築に努めるだけでなく、SC 会員へのアップグレードを狙

うことが可能である。 

 

寄付の入口は徐々にオンラインに移行しつつも、高齢層を中心にまだまだ郵便局経由が多い。この郵便局振替フォーム

の文字を大きくしつつより高齢者フレンドリー化を図りつつ、電話番号、メールアドレスを記載できるようにするフォーム改善

を行う。これにより寄付者への複数のコンタクト手法を把握し、コスト効率の良いコミュニケーションを図れるようにする。 

 

3.2.2 スマイルクラブ会員ケア 

 

SC会員に対するドナーケアを更に充実させる。 

まず、全ての新規 SC会員に対し、テレマ同様にウエルカムキット（在庫のメルシービニールバッグを活用し、これにお礼状、

ラブニール、各種変更届、チャリボンチラシを同梱する）をお送りし、世界の医療団からの感謝をお伝えすることで、寄付者

との長期的な関係を醸成する一歩とする。 

 

年 2 回のニュースレターや、活動報告書など、日々の支援が確実に現場に届いていることを実感できるような取り組みに

注力し、会員の満足度や理解度の向上をはかる。 

 
 

3.2.3. 高額寄付者ケア  

 

高額寄付者と高額寄付者予備軍を対象に、接触の頻度と質を上げ、寄付の維持・増額を図る。 

特別感を重視した手書きによる礼状、季節の挨拶状の送付は今年度も継続して行う。 
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3.3. 相続遺産、贈与 
 

ターゲットとなる高齢者層が読む雑誌（文藝春秋）の遺贈特集への出稿を行い、露出を絶やさず、遺贈先としての世界の

医療団の認知拡大を目指す。 

 

 

3.4. イベント 

 チャレンジイベント 

DDの新規チャネルとして検討しているスポーツイベント。このイベント候補の中からチャリティイベントに展開できるイベント

を検討。従来の寄付層とは異なった潜在寄付者層に働きかけることを目的とし、新規寄付者獲得の機会をつくる。 

 

 フランス大使公邸におけるチャリティパーティ 

例年のチャリティーディナーイベントである「世界の医療団支援者の集い」を、フランス料理文化の協力の下、フランス大使

公邸で開催する。250名の集客、900万円の収益をめざす。 

 

 フレンチブルーミーティング 

10 年以上にわたり継続して出展、協働の機会を得ているイベントである。継続してイベントに参加している来場者も多く、

団体の知名度も上がってきている。主催者、参加者とも一歩進んだ関係性を構築できるよう、出展内容やグッズについて

工夫したい。 

 

 クリスマスチャリティ 

ここ数年、DM施策の 1つとして寄付機会として定着しつつあるこの機会を一層活用すべく、企業とのコラボレーション等も

視野に入れ、既存の支援者だけでなく、これまで寄付機会を持たなかった潜在的寄付者にも活動への関心・理解を深めて

もらえるような工夫を加え。 

 
 

3.5.  収益事業 

グリーティングライフ社のロゴマーク入りポストカード事業での協働（商標権） などを通じた収益事業、その他企業からの

収益事業を通じた寄付等、引き続き収益事業の可能性を探る。u 

 
 

3.6. 企業及び財団 

既存のパートナー企業との関係を維持及び強化するとともに、金銭的寄付だけでなく社員ボランティアや物品寄付など多

様な協働形態を提供し、新たな支援企業を見つけ出すことに注力する。 

前述の DRM ツール（GOEN）のアプリケーションとして、金銭寄付だけでなく、ボランティア活動時間などをポイント化する

プログラムがある。このポイント化が企業の CSR活動にとってプラスになるかをヒアリングしつつ、将来的なポイント制をど

のように活かすかを検討する。 

助成金については、継続的な獲得が見込まれる既存の財団等に加え、新たな申請先を積極的に探していく。 

 

 

3.7. 世界の医療団フランスからの増資を受けた拡大資金調達活動 
2019 年も日仏合同の増資による追加マーケティング活動を継続する。増資を活用し資金調達の基礎となる DD を強化、

更にオンライン施策を実施し、資金調達額の増加を目指す。 

 

 

4. 組織、運営 
 

4.1. ネットーワークの協働強化 

2016年から重点的に取り組んできたネットワーク協働強化の準備プロセス「戦略的ロードマップ」は 2018年 10月に終了

した。2019年以降は、ロードマップ期間に決定された具体的な取り決めの実行段階へと入る。尚、「戦略的ロードマップ」の
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枠組みで設置されたステアリンググループ・委員会は引き続き置かれ、各専門職(広報、提言、財務・経理、資金調達、事

業など)のグループも継続して機能していく。日本からも各グループへの貢献を継続し、日本事務局の中での世界の医療

団の文化の強化と浸透に利用するとともに、ネットワークの中での唯一のアジア圏事務局としての役割を担っていく。 

 

 

4.2. 中長期計画(2018年～2020年)の実施に向けて 

外部経営コンサルのプロボノ支援を受け、2018～20年の中期活動計画が策定した。 

2018 年に引き続き、2019 年も全体運営の礎として中期計画を捉え、提案された施策の実現を目指し、必要に応じて見直

しを行う。 

 

4.3. 人材 

 有給スタッフ 

採用  必要に応じて行う 

職務明細の整備 職員数の増大に伴い、各ポストの職務内容を見直し、整備を進める 

研修  外部研修機会を有効に利用し、必要とする職員へ提供していく。 

各種規定の整備 雇用条件や業務遂行に関わる各種規定を整備していく 

 

 ボランティア 

インターン  問い合わせ、要望に応じ可能な限り対応する。 

ボランティア 医療支援プロジェクト、証言活動、資金調達など、様々な場面で随時ボランティアを募集する。 

ボランティア保険に引き続き加入。 

 プロボノ   

継続的なパートナーとして支援を受けている法律、マーケティングに加え、他分野でも積極的に活用していく。 

 

4.4. 運営（理事会、総会） 
■ 総会  年次総会  3月 9日（土） 

■ 理事会 通常理事会 2月、5月、9月、12月   年次理事会 3月 9日(土)  

以上 


