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2011 年 2 月作成 

NPO 法人ミレニアム・プロミス・ジャパン 

1. イントロダクション 

  

この報告書は、ミレニアム・プロミス(ニューヨーク)が発行した”Millennium Village 

Project 2010 Midyear Report”のｴｸｾﾞｷｭﾃｨﾌﾞｻﾏﾘｰの翻訳版で、2010 年上期（9 月まで）にお

けるミレニアム・ビレッジでの活動を紹介し、今年末までの優先課題を説明します。 

 

2010 年 5 月に公表された「アフリカ農村地域における開発成果（Harvests of 

Development in Rural Africa）」 では、中期データの第一段階として、ミレニアム・ビレ

ッジ・プロジェクトの最初の三年間における目覚ましい進展を示しています。 

 

 トウモロコシの収穫量は平均で 3 倍近く増加。2 歳未満の子供の慢性的な栄養失調を

30％減尐。 

 マラリア感染率は平均で 60％減尐。蚊帳の利用が 7 倍も増加したことも作用。 

 子供たちの 80％以上に給食を支給。その結果、出席率の増加や学習改善につながった。 

 熟練した助産師のもとで出産する女性が平均 40％増加。母子ともに病気や死亡率減尐。 

 改善された水源へのアクセスが平均 3 倍以上、改善された衛生施設へのアクセスが 7

倍近く増加。 
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2. 2010 年の戦略的優先事項とフェーズ２を見据えて 

 

2010 年 7 月、ほとんどのミレニアム・ビレッジでフェーズ１活動の最終年を迎え、開発

支援における主要な第一段階目標を達成しました。詳細は以下の図のとおりです。 

 

 

 

フェーズ 2 の核となる目標は、全てのミレニアム・ビレッジが 2015 年までにミレニアム

開発目標を達成し、自立的な経済発展ができるようにすることです 

 

我々は新しい団体とも既存の団体ともパートナーシップを強化していきます。昨年発足

した国連共同（合同）エイズ計画（UNAIDS）と国連世界食糧計画のパートナーシップは、

各国で国レベルのチームと組んで本格的に動き出しています。UNAIDS と組んで、エイズ

の母子感染のないミレニアム・ビレッジを 2015 年までに成立させるために、産前産後ケア

や乳幼児診断システムを提供しています。国連世界食糧計画（WFP）とは、飢餓と栄養失

調を減らすため、MV クラスターで生産した食糧を WFP の「Purchase for Progress」プロ

グラムが購入するという活動を始めています。ミレニアム・プロミスと地球研究所は、ミ

レニアム・ビレッジ全域で性教育への自発的なアクセスを拡大するために、この 9 月に国

連人口基金（UNFPA）と新たなパートナーシップを結びました。 

 

フェーズ１ 介入方法のタイムライン 

農業 1 2 3 4 5 
種子と肥料の支援 
公開講座トレーニングと記憶 
作物の多様化 

保健 
蚊帳、予防接種、ビタミン A補給、駆虫 
診療所の建設とスタッフの配属 
専門的医療が受けられる病院 
コミュニティの健康のために働く人たち 

教育 
学校へのスタッフの配置 
学校建設と教室の改修 
学校給食 

インフラ整備 
水と衛生 
道路 
送電網インフラ 

事業発展 
マイクロファイナンス 
協働組合を基にした事業 
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3. ミレニアム・ビレッジにおける活動の要点 

  

以下では 2010 年上半期のミレニアム・ビレッジにおける活動の要点と課題、および年末

にかけての優先事項を紹介します。 

 

ボンサソ (ガーナ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       6 

人口：        35,000 人（2006 年推計） 

世帯数：       5,769 世帯（2006 年推計） 

小学校数：      22 校（2006 年推計） 

保健施設数：     8（2009 年推計） 

地域保健担当者数：  45 人（2010 年推計） 

主な農期：      3 月に作付け／7 月に収穫（トウモロコシ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

農業 

学校給食への貢献 2009年の参加者数のほぼ 10倍にあたる 3,000人以上の農家が学校

給食プログラムに貢献。 

カカオ カカオ農家（800 世帯）はオポチュニティー・インターナショナル

（Opportunity International）のマイクロファイナンスによって、

交配種のカカオの実（各世帯に約 6 個ずつ）、種植え用と苗育成用

ボンサソにある修復中の新トントクロ

ム診療所（現在完成済） 

クマシ（ガーナ）にあるジュアベ

ン精油所へ輸送するため、パーム

油をとるアブラヤシの重さを測っ

ている。 
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のビニール袋（各世帯に 25 袋ずつ、）、肥料、殺虫剤および殺菌剤

を購入し、カカオ栽培を開始できるようになった。 

家畜 羊、山羊、家禽（600 頭以上）にワクチン接種が施された。 

農場学校 農家の農業技術向上のため、当プロジェクトでは、農業に関する相

談を受けてくれる農場学校への支援を続けている。 

 

事業開発 

パーム油 アブラヤシは収穫後、クマシ（ガーナ）のジュアベン精油所へ出荷

された（上半期で 350 トン、2009 年総収穫高の 14％）。 

カカオ農家 カカオ農業協同組合は、オポチュニティー・インターナショナルと

のパートナーシップでマイクロファイナンスを得られるように手

続きを実施（19 組合、203 組合員）。 

カカオ輸出 カカオ 1 トン当たり 30 ドルのトレーサビリティー割増金を支払う

契約をアルマジャロ（Armajaro）（カカオ、コーヒー、および砂糖

を専門とする大手農産物商社の一つ）と締結。基金は中学校建設に

使用される予定である。 

 

教育 

給食調理室 学校給食の支度が出来るように、給食調理室に屋根を設置した。（設

置予定の 20 ヶ所のうち、12 ヶ所に設置） 

中退率削減 生徒が小規模な金鉱採掘のために学校に来なくなっている村で、中

退率低下のために地域集会を招集した。 

学校給食 児童に学校給食を支給する学校給食プログラムを継続。（8,434 名） 

 

保健医療 

妊産婦保健医療 助産婦に対し技術向上のための研修を行った（45 回）。 

保健医療担当者研修 地域保健医療担当者（CHW）および他の村の医療介護提供者に対

して、栄養相談研修（50 回）、栄養失調管理研修（50 回）、並びに、

全患者の中央データベースへの登録および自動治療警報装置にア

クセスするためのショート・メッセージ・サービス（SMS）を利用

するチャイルド・カウント＋（ChildCount+）、エムヘルス・プラ

ットフォーム（mHealth platform）研修（45 回）を実施、年間目

標を達成。 

診療所修復 既存建造物の医療研究所への改修などを含む、トントクロム

（Tontokrom）診療所の修復を完成し、目標を達成。 
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インフラ、水、公衆衛生 

穀物倉庫 アイエム（Ayiem）にあるトウモロコシ倉庫、およびダウサソ

（Dawusaso）にあるトウモロコシ倉庫への橋を建設。 

道路 ダタノ（Datano）－トントクロム間の道路およびケニアゴ

（Keniago）診療所への道路の大幅な修復が完了（本年度道路工事

目標の 30％）。 

水道 クラスターの診療所に作られた掘削井戸を、現在、機械化中。（7

計画中の 4 つで、本年度目標の 57％） 

下水設備 家庭用に改良型トイレを設置（64 世帯分が完了、プロジェクトは

現在継続中）。 

 

プロジェクトの拡大 

地域レベルへの拡大 MVP チームは、ボンサソ・クラスターのあるアシャンティ

（Ashanti）西地区にミレニアム・ビレッジ・プログラムを拡大す

るため、行政事業として継続的に指導を支援。 

 

課題 

パーム油市場へのア

クセス 

パーム油市場は拡大し続けているが、市場アクセスの構築とい

う課題は依然として重大である。クラスター・チームはバマコ

（マリ）にある MDG センターと当プロジェクトと協力し、例

えば、収集した実の輸送に全地形型車両を使用、道路整備等を

模索。 

現在進行中の道路修復（ダタノ－ボンサソ間の道路を含む）は、市

場へのアクセスおよび加工用ヤシの実の輸送能力の改善に役立つ

と予測される。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

水道および下水設備 7 つの診療所用水道システムの設置を完了する。 

港から現場へ JM イーグル社のパイプを輸送すること、および配管

水道システムを 2 つ設置する。 

ランタン事業 D-ライト・ノバ（D-light Nova）・太陽発電ランタンの商業化を開

始する。このランタンは、第 2 四半期にニューヨークから輸送され

ている（250 個）。 

建設 ダタノ診療所および地域ラジオ局の建設を完了する。 
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デルトゥ (ケニア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       1 

人口：        6,000 人（2009 年推定) 

世帯数：       900 世帯（2009 年推定) 

小学校数：      固定型－3、移動型－3 

保健施設数：     2 

地域保健担当者数：  10 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

飼料としての干し草 干ばつ期の家畜の飼料として、デルトゥの牧畜家は干し草を集めて

まとめておき、それを貯蔵するようになってきた（報告時点で 1,340

梱） 

家畜の健康状態 家畜用の薬やその他器具を持った地域家畜保健担当者が、家畜の健

康状態を改善するために存在している。 

農家教育 牧畜家は環境の持続可能性やビジネス開発、災害に対するリスク軽

減のワークショップに参加。 

ルキア・ムフメドは干ばつ期の動物の飼料

として、干し草を集めて貯蔵している。干

し草の利用は、ミレニアム・ビレッジ・プ

ロジェクトによって導入された多くの技

術のうちの一つだ。「乾期になってももう

食糧不足や水不足で動物が死ぬことはな

いでしょう。」ムフメドは蓄えられた食料

について言った。 

デルトゥ小学校の生徒たち。ミレニア

ム・ビレッジでは、持続可能な発展に向

けた包括的アプローチの一環として、就

学率の向上を強化してきた。 
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ビジネス開発 

携帯電話 携帯電話技術は牧畜家に利益をもたらしている。ガリッサにある市

場に電話をかけてその日の市場値を調べ、いつ家畜を市場に連れて

行くのが最適かを決めることもできるようになった。 

ガリッサにおけるバ

イオガス・プロジェク

ト 

ガリッサにある食肉処理場で、発電用のバイオガスを獲得できる可

能性がある。現在このプロジェクトは、政府との間で税制上の合意

が得られていないために一時停止中である。 

 

教育 

教室建築 一般的な教室とコンピュータ研究室の建設をそれぞれ一つずつ監

督・指導した。(80％完了) 

学校における温室 ケニア赤十字との協力のもと、デルトゥ小学校に温室建設が開始さ

れた。 

移動型教室 遊牧中の子供も教育が受けられるようにするため、3 つの移動型学

校が稼働中である。(94 人の女子と 156 名の男子が登録されてい

る。) 

学校給食 固定型小学校に通う生徒 600 人全員が学校給食プログラムの恩恵

を受けている。 

 

保健 

出産保健 診療所において産婦人科棟の設置が完了。診療所で出産するように

奨励し、共同体内で認知を高めるように計画が進行中である。 

チャイルド・カウント

＋（ChildCount+） 

地域保健担当者に対してチャイルド・カウント＋を使うように訓練

を行ってきた。これは SMS メッセージを用いて中央のデータベー

スに全患者を登録し、自動治療注意喚起システムと結ぶ保健用プラ

ットフォームである。 

出張検診 デルトゥ周辺の遊牧コミュニティに対し、月に一度の出張検診を行

った。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

道路 デルトゥの支線道路 36km を修復・整備し、デルトゥへの交通を容

易にした。 

水 コミュニティ内の掘削井戸にジェンセット（GenSet）社製モータ

ーポンプを導入。 

携帯ネットワーク 携帯電話の電波塔を動かすための風力/太陽光発電装置を導入し

た。 
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調理用レンジ 室内の空気汚染やエネルギーの浪費を防ぐため、100 個のエネルギ

ー効率の良い調理用レンジを家庭に配布。 

公衆衛生 5 つの公衆トイレ、２つの落下式トイレを設置し公衆衛生を改善。 

乾燥地イニシアチブ ケニア北部のミレニアム・ビレッジであるデルトゥは乾燥地で支援

活動を行う場合のモデルとなっている。例えば、携帯電話技術によ

りコミュニティがより良く市場にアクセスできるようになり、経済

の動向に合わせることができるようになる。乾燥地イニシアチブ

は、このようなアプローチを拡大し、アフリカの６カ国の乾燥地住

民に提供する予定である。 

 

乾燥地イニシアチブに関する更なる情報は、第 4 節を参照。 

 

規模の拡大 

地域・国家計画 乾燥地イニシアチブの規模を拡大することに加えて、東・单アフリ

カの MDG センターは地域・国家計画の拡大に関する調査について

ケニア政府を継続支援している。 

 

課題 

スタッフの交代 現在、計画運営チームはチームリーダーと実行担当者の任期満了に

伴う移行過程にある。臨時チームリーダーはこの移行過程に対応す

ることが求められている。 

安全保障問題 デルトゥがあるケニア東部地域は、継続して治安勧告の下にある。

何の事件も起きていないとはいえ、この状態は現場を訪れなくては

ならない MVP スタッフの行動範囲を制限している。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

家畜ビジネス より高い価格で売却するため、家畜を加工する小規模な食肉解体所

の建設を完了する。 

教室の建設 新たな教室とコンピュータ研究室の建設を完了する。 

水 現在ある井戸の水が塩水化してきたため、飲料水のために新たな井

戸を掘る。計画によると掘削は第４四半期初めには開始される。 
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グムリラ (マラウイ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       1 

人口：        5,000 人 

小学校数：      2 校 

保健施設数：     1 

地域保健担当者数：  30 名 

主な農期：      11 月に作付け／4 月に収穫（トウモロコシ） 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

トウモロコシの収穫 乾期が続いて収穫が減ったにもかかわらず、1 ヘクタールあたり

2.85 トンを 4 月に収穫。これは国平均の 1.2 トンを上回る数字であ

る。 

灌漑 農家と小規模灌漑システムとを結ぶ試みを開始。これは第 3・第 4

四半期でさらに拡張する。(32 件の農家、8%が完了) 

土壌肥沃化 農家は総合的な土壌肥沃化管理技術を用いており、土壌を改善する

肥料を製造している。(1,203 件の農家) 

 

ビジネスの発展 

農業金融 農家は初期投資ためのクレジット・サービスを利用している。融資

は１地方銀行および 2 地域金融機関が提供している。(69％の農家

本計画の支援者であるマドンナさんは、ジ

ェフリー・サックス教授(左)とエリクソン

のハンス・ベストバーグ代表取締役兼

CEO (右)とともに、2010 年 4 月にグムリ

ラを訪れた。 

オフシーズンに消費するため、野菜を

太陽光乾燥機にかけて保存するグムリ

ラの家族経営農家 
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が関与) 

ビジネス・トレーニン

グ 

チャンダウェ（Chandawe）協同組合のメンバーに対しマーケティ

ングのトレーニングを実施。(年間目標を超える 30 人が参加) 

ダム建設 90 ヘクタールの土地を灌漑する大規模水力発電ダムの設計が完了

する。地域との利益分配の調整、資金返済のスケジュールとその方

法、計画のマネジメントが進行中であり、投資家を探している。 

 

教育 

在籍者数と学校給食 グムリラにある 2つの小学校に通う子供の在籍者数は 1,865人に上

る (これは小学校に通うべき年齢にある子供の 98％に相当) 。 

小学校に通うすべての児童に対して学校給食を提供している。 

学校の調理場 ムワドザミラ（Mwadzamira）小学校に建てられた調理場では 554

人分の食事を用意することが可能。 

衛生環境 チャンダウェ小学校に 2 つの落下式トイレを設置。320 人が使用可

能で、衛生環境を著しく改善することが期待される。 

 

保健 

出張検診 グムリラ保健診療所が建設中であるため、出張検診が９回行われ

た。 

出産保健 緊急出産施設が政府地方病院とミッション系病院のクラスターで

利用可能となった。 

性教育 地域内の男性・女性ともに、各自の年齢に見合った性教育を受けて

いる。(女性 96％、男性 23％) 

 

インフラ、水、公衆衛生 

携帯電話ネットワー

ク 

携帯電話サービスへのアクセスが改善された。ザイン・エアテル・

マラウイ（Zain-Airtel Malawi）は 24 個の携帯電話を地方のリー

ダーたちに提供し、電波ネットワークを改善するために基地局を設

置した。また、通話時間枠や SIM カードの販売、携帯電話料金支

払いなどのサービスを提供するためにキオスクを設立した。 

水 地域のメンバー35 人に対して水質評価・調査・処理に関するトレ

ーニングを提供した。 

電気 マラウイの電力供給組合は、ビレッジを電力網につなぐ費用の最終

見積もり調査を完了した。 
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規模の拡大 

地方成長拠点への規

模の拡大 

MVP チームは規模拡大計画におけるマラウイのリーダーシップを

継続して支援。現在、マラウイ政府は、MVP モデルをどのように

地方の成長拠点や RGCs(経済成長の可能性があると認められた小

さな村)に適用するのが最適か研究を行っている。現時点において、

各地域に一つずつ、計 29 の RGCs がこの研究の対象となっている。

この研究成果は最適な規模拡大計画の作成に役立つと期待される。 

 

課題 

予算編成 村として卖独で予算を組むため、教員宿舎の提供や電力網の拡大、

上水道システムの整備などいくつかの重要な活動の導入が制限さ

れている。 

これに対処するために、国家レベルでの資金獲得活動の強化も含

め、資源動員計画の準備を行った。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

保健診療所 村で初めてとなる保健診療所の建設を続ける。 

耕作 16 人で構成されたグループでのキノコ栽培ビジネス、130 人の女

性農家による小規模菜園ビジネスを創設する。 

灌漑 合計 390 人の農家に対して小規模灌漑システムを提供する。 
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イカラム (ナイジェリア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       3 

人口：        20,000 人 

世帯数：       4,500 世帯 

小学校数：      16 校 

保健施設数：     4 

地域保健担当者数：  45 名 

主な農期：      3 月に作付け／7 月に収穫 

 

 

 

 

農業とビジネスの発展 

都市周辺部のイカラム・クラスターにおいては、農業は関心の中心とはなっていない。 

魚の養殖池 次四半期の完成を予想し、ため池の建設と魚の放流を続けてきた。 

カタツムリ養殖 カタツムリを入れるケージを現在建設中。年末までにカタツムリ養

殖を行う女性グループが使用することが期待されている。ナイジェ

リアにおいてカタツムリはご馳走とされる。 

若者教育 レヴェンティス財団（Leventis Foundation）の支援により、若者

に対する 9 ヶ月間の農業トレーニングプログラムを実施した。(８

名の学生が参加し、プログラムは進行中) 

エネルギー効率のよ

い製品 

試験的なビジネス開発活動に関するモニタリングと評価を行った。

これにはエネルギー効率の良いランタンと調理用レンジの商業的

流通が含まれている。 

 

 

イカラムにある魚の養殖池 MVP ユースサッカートーナメントの

開始を告げるイカラムの村長 
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教育 

教師トレーニング 70 名の教師に対して生徒評価プログラムを提供。 

プリンター 16 の小学校に設置されたコンピュータ研究室に対し、1 台ずつプリ

ンターを配布。 

リュックサック 生徒に対して 4,750 個のリュックサックを配布。 

 

保健 

保健サービス 政府保健委員会を通して医師 1 名をエルス保健診療所（Erusu 

Health Clinic）に配置するとともに、包括的な保健サービスを利用

しやすくした。 

マラリア マラリア感染率の低下のために、クラスター内のほとんどの家庭に

対して室内の殺虫スプレー処理を実施。 

保健担当者トレーニ

ング 

地域保健担当者およびボランティアに対して、エムヘルス、

OpenMRS(保健記録のデジタル保持)、チャイルド・カウント＋(携

帯電話のショート・メッセージ機能を用いて、子供を登録・診断す

るプログラム)、HIV／エイズの母子感染防止に関するトレーニン

グを提供した。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

新たな掘削井戸と 

ポンプ 

飲料水のために新たに 6 つの掘削井戸をあけ、現在はそれらにモー

ター可動式のポンプをつけている。(年間設置目標の 100％) 

新たに掘られた井戸 牧畜を行う 5 つのコミュニティに、新たに手掘り井戸を設置した。 

燃料効率の良い調理

レンジ 

燃料効率の良い調理用レンジを配るプログラムを開始。現在は試験

段階にあり、成功すればクラスター全体への普及を図る商業マーケ

ティングを行う段階へと移行する。 

 

規模の拡大 

ナイジェリア・ビジョ

ン 2020 

債務救済基金による資金をもとに、ミレニアム開発目標にフォーカ

スしたプログラムが、ナイジェリア全体の保健衛生や教育に重点を

置いて行われている。111 の貧しい地方自治体に住む 2,000 万人の

人々を対象にした「ナイジェリア・ビジョン 2020」と呼ばれるこ

の計画は、2020 年までにナイジェリアを世界トップ 20 の経済大国

にするという野心的目標を掲げている。 

 

課題 

都市周辺部の農業 都市周辺部にある唯一のミレニアム・ビレッジとして、イカラムの
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主要な課題は都市周辺部農業への参入点を見つけることにあった。

養魚池、カシューナッツの木、養鶏業を扱うビジネスプランが作ら

れて、農業ビジネスのコーディネーターがこれらの問題を監督する

ために雇われることになる。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

魚の養殖池 ビジネス発展構想を支援するために、養魚池の建設と放流を完了す

る。 

カタツムリ養殖 カタツムリのケージを引渡し、女性たちがカタツムリの養殖を開始

する。 

公衆衛生 男女別の改良型トイレおよびクラスター内に新たな水の補給所を

複数建設する。 
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コラロ (エチオピア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       11 

人口：        67,000 人 

世帯数：       15,300 世帯 

小学校数：      27 校 

保健施設数：     13 

地域保健担当者数：  160 名 

主な農期：      6 月に作付け／11 月に収穫（テフ（イネ科植物）、トウモロコシ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

灌漑 3 年満期のローンを通じて、小規模農家の灌漑設備を改善する水の

ポンプを支給した。(計画された 100 個のうち現在 50 個) 

農家への貸与 農家に対して、小麦やトウモロコシの改良種とともに、尿素肥料と

DAP を貸与した。2009 年に提供した農業初期投資ローンの返済率

は高い。(下を参照) 

フレウェイニ村（Freweini）の養蜂協

同組合員の娘がミツバチの世話をして

いる。彼女の父親はミツバチのコロニ

ーをアリや齧歯動物から守るためコロ

ニーの常設管理人になっている。以前

は失業者や土地なし農民だった 19 人

のメンバーで構成されるこの組合は、

MVP から融資を受けてこのコロニー

を購入した。 

コラロのMVPにおいて教育分野のコーデ

ィネーターを務めるタデレ・アタケルティ

さんが、コラロ小学校の女子児童、レグ

べ・ゲブレミンスケルさん（12 歳）、メデ

ィン・ゲブレイウォートさん(15 歳)アスク

ル・タメ(12 歳)と話している（左から）。

このプロジェクトは教育用品や学習支援、

生理用品の提供、あるいは男女別のトイレ

の建設を通して、女学生への支援を行って

いる。 
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魚の養殖 地域の農業局と協働してハットセット（Hatset）小規模ダムに対し

て魚を放流した。(計画規模は 100 匹であったが実際には 3000 匹提

供) 

 

ビジネス開発 

若者の雇用 ティグレー旅行協会・アクセム貿易ビジネス発展局・ハウゼンウォ

レダ若年者相談所と協働して、18 人の無職の若者に対してツアー

案内と技術に関するトレーニングを提供した。 

養蜂業 ミツバチのコロニー用の日よけ建設・養蜂箱の検査など、技術支援

と養蜂業組合に対する指導を行った。第 2 四半期末において、コラ

ロには 89 の登録養蜂業者がいる。 

2009 年には 350 箱のミツバチが導入され、2010 年にはさらに増え

る見込みである。ただし、質の高いコロニーをつくることは難しく、

これは深刻なボトルネックとなりつつある。 

アグフェド・ダム

（Agfed Dam） 

300 ヘクタール近くの灌漑を行う能力を持った大規模ダムの建設

計画が構想されている。この規模はさらに拡大される可能性があ

る。技術面での実行可能性に関する調査は完了しており、実際のビ

ジネスプランが練られている段階である。 

ローンの支払い 2009 年の肥料配布に関するローン返済率は、第 2 四半期末段階で

90％と高い数字を示している。今年はコラロにおいてローン返済が

行われた初めての年である。 

 

教育 

女子児童への奨学金 女性の中等教育を促進するために、9 年生から 12 年生までの女生

徒 40 人が中等学校進学のための奨学金を受け取っている。 

建設 男女別のトイレ 15 個、校庭に設置する柵 11 個(完了前のものがも

う一つある)の建設、９つの教室の改修作業を完了した。 

クラブ活動 スポーツチームや詩の制作、演劇クラブや学術クラブなどのクラブ

活動を強化している。(14,609 人の生徒が参加) 

 

保健 

新たな診療所 コラロ‐タラ(Koraro-Tala)保健診療所が 2010 年 5 月に開業、患者

にサービスを提供している。 

保健技術 チャイルド・カウント＋(SMS メッセージを使ってすべての患者の

情報を中央のデータベースに登録し、自動治療注意勧告システムへ

のアクセスが可能な携帯電話を用いたプラットフォーム )や
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CHERA システム(コミュニティ内の保健イベントの告知や参加募

集)を導入するとともに、393 人の地域保健担当者やその他の保健関

係者にこれらのシステムに関するトレーニングを提供した。 

非常時輸送 2 台の新しい救急車を導入し、第 2 四半期末までに 400 人近い住人

が利用した。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

道路 18.5 キロにおよぶメガブ－コラロ（Megab-Koraro）間道路の建設

は 95％完了している。この道路はクラスターと国道網を接続する。 

井戸とポンプ アフリデフ社（Afridev）製の手動ポンプを備えた 20 の手掘り井戸

を建設した。 

上水道普及率 上水道の評価を完了し、基準値である 41％から大きく上昇した

89.6％の人が飲料水を利用できることが判明した。 

 

課題 

水 飲料・農業に適した水の確保が主要な課題である。パートナーの

JM イーグル社と詳細な議論を行い、同社の水道管をを使って水道

システムを整備することによって、水の確保が可能であると考えて

いる。 

 

コミュニティは更なる取水場所の建設などを含めた工事のために

労働力を提供。例えば、8 つの村での 28 の灌漑用井戸の建設が進

行中である。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

水道ポンプ 240 の農家に対してペダル式のポンプの配布を完了する。(第 2 四

半期末時点で 54％が完了している) 

教師トレーニング 22 人の教師に対してコンピュータのトレーニングを提供する。 

水の管理委員会 11 の村内水委員会に対して取水上のメンテナンス・管理のトレー

ニングをする。 
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マヤンジ（ルワンダ） 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       4 

人口：        25,000 人 

世帯数：       5,500 世帯 

小学校数：      5 校 

保健施設数：     1 

地域保健担当者数：  150 名 

主な農期：      3 月に作付け／6 月に収穫（トウモロコシ、豆類) 

 

 

 

 

農業とビジネスの発展 

家畜 106 件に上る牛の人工授精、上半期に生まれた子牛の登録(尐なくと

も 33 頭、年間目標値の 25%を達成)を通して、本プロジェクトは改

良品種の牛の頭数を増やすことに成功している。 

果樹 果樹 1 万本を含む、約 7 万本を植樹。(年間目標の 100%) 

キャッサバ栽培 

ローン 

キャッサバ加工工場を運営するコトカ（KOTKA）協働組合はキャ

ッサバ粉を生産しており、設備の改善や規模拡大のためにマヤンジ

地域開発基金から融資を受けた。 

起業家向けローン マヤンジ地域開発基金はマヤンジで活動する6人の起業家と3つの

協働組合(上記のコトカを含む)に対して、総額 8,468,000 ルワンダ

フラン(14,778 米ドルに相当)の融資を行った。 

女性の協同組合 野菜栽培に特化した女性の協働組合を創設・登録し、小規模の野

菜・果実市場の構築を始めた。 

 

マヤンジのキャッサバ粉加工場 マヤンジのキャッサバ製粉工場 マヤンジで農業を行う女性 
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教育 

教室建設 ムブヨ（Mbyo）小学校に教室２つとオフィス 1 つを建設した。 

公立図書館 キガリ（Kigali）にあるグリーンヒルズアカデミー（Green Hills 

Academy）から寄贈された本を用いて公立図書館を開いた。 

コンピュータ教育 小学校教師 30 人に対して ICT に関するトレーニングを完了し、75

人に対し使用法に関するトレーニングを行った。 

 

保健 

チャイルド・カウント

+ 

SMS メッセージを使ってすべての患者の情報を中央のデータベー

スに登録し、自動治療注意勧告システムへのアクセスを可能にする

携帯電話を用いたプラットフォームであるチャイルド・カウント＋

について、地域保健担当者 56 人にトレーニングを行った。 

蚊帳 マラリア感染率を下げるために、5 歳以下の子供 4,967 人に対して、

殺虫加工がなされた蚊帳を配布した。 

マラリア検査 28,625 個の簡易検査キットを購入して地域保健担当者に持たせ、

家庭訪問してマラリア検査ができるようにした。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

建設 2 つの保健ポストの建設、クラスター内の他の保健医療施設の修繕

を完了した。 

電気 ルワンダ電気事業会社(RECO)やルワンダ水事業・衛生管理会社

(RWASCO)といった国営公益事業会社との協同によって、家庭と送

電網の接続を進めている。(第 2 四半期末までに 182 世帯、年内に

合計 700 世帯が目標) 

太陽光発電による 

照明 

ライツ・フォー・ライフ（Lights for Life）の協力を得て、太陽電

池を動力とする LED ランタンを 800 世帯に配布した。 

 

課題 

送電網と水道管整備

地域の拡大 

RECO と RWASCO の協力を得ながら、2010 年内に送電網と上水

道システムの導入を完了するのが主要な課題である。本プロジェク

トはこの二つの大規模なインフラ整備計画に関する契約交渉の最

中にある。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

木の苗床 雨季が始まった後でも 75000 の苗木を育てられるように、木の苗

床を設置する。 
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小型家畜 寡婦や子供といった共同体内でも弱い立場にいる人々に対して、ウ

サギやニワトリといった小さな家畜を継続して配布し、飼育・販売

できるようにする。(計画された 1000 匹のうち、第 2 四半期末で

150 匹が配布済み) 

食肉加工 新規ビジネスとして、1 日に 500 匹のウサギやニワトリを加工でき

る、冷蔵施設付き食肉加工場を建設する。予算と設計は完了済。 
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ムボラ(タンザニア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       6 

人口：        34,000 人（2008 年推定）  

世帯数：       6,780 世帯 

小学校数：      17 校 

保健施設数：     5 

地域保健担当者数：  45 名 

主な農期：      11 月に作付け／5 月に収穫（トウモロコシ） 

  

 

 

 

 

農業 

灌漑 

 

水の管理・運営能力を向上させるため、点滴灌漑やペダル式給水ポ

ンプなどの小規模灌漑について 83 の農家に技術指導を行った。 

養鶏 

 

家庭での栄養摂取や新規ビジネスの可能性を拡充させるため、44

の農家に対して養鶏方法を指導した。 

トウモロコシの収穫 

 

2009 年、2010 年の結果として 4 月末から 5 月初旬にかけて産出さ

れたトウモロコシの収量は次の通り： 

a) MVP が支援した農地＝4.03 トン／ヘクタール 

b) 統制された（MVP が支援していない）農地＝3.18 トン／ヘクタ

ール 

 

 

ムボラでHIV/AIDS患者に対してアドバ

イスをする HIV 陽性のカウンセラー 

ムボラでのトウモロコシの見事な収穫 
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ビジネス開発 

農業資金 SACCO（預金信用協同組合）の利用方法と方針について、35 人の

地域リーダーに対し、能力開発のための指導を実施した。 

経済的弱者のための

所得創出 

経済的弱者（若い女性、若者、未亡人）に所得創出の機会を提供す

るため、養蜂グループ2つとレンガ作りグループ1つが結成された。 

校庭の菜園利用 ムシンバ（Msimba）小学校とミグングマロ（Migungumalo）小学

校において生徒（1,043 人）に園芸を教えるため、2 つの事業家ク

ラブが設立された。育てた野菜は学校給食プログラムに役立てられ

る。 

 

教育 

奨学金 中学校第四学年の生徒 93 人が学費と学用品の援助を受けた。この

生徒達は 2007 年に国が実施する小学校卒業試験に合格した、貧し

い家庭の子供達である。 

学校での菜園 学校給食プログラムを補うため、4 つの小学校で菜園が作られた。

（年間目標の 24％） 

教師の研修 数学、英語、化学の教育技術を向上させるため、教師達（50 人）

の研修を行った。 

 

保健 

保健施設 イビリ（Ibiri）診療所の建設が完了した。この診療所はタンザニア

の総理大臣によって公式に開設された。 

緊急産科医療 地域内の全ての保健施設に緊急産科医療の設備が配置された。（5

つの施設、年間目標の 100％） 

太陽光発電 イビリ診療所の産婦人科病室および職員用住居のために太陽光発

電設備が取り付けられた。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

浅い井戸 計画された５つの浅井戸のうち、４つが完成。すべてが完成すれば

約 380 世帯（1,900 人の受益者）が水を利用できるようになる。 

水道設備 イロラングル（Ilolangulu）、ンゴコロ（Ngokolo）、ムペンゲ

（Mpenge）の水道設備工事に使用するため、JM イーグル社によ

って寄贈された水道管がダルエスサラームの港から MV に輸送さ

れた。計 26 箇所の給水所の建築・改修が完了。軌道のための掘削

とパイプの配置は進行中で、2010 年の 12 月に完成予定である。 

情報通信技術（ICT） イロラングルの作業事務所に ICT を導入するため、レノボ社
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（Lenovo）のコンピュータ用キーボード（24 個）と LAN 機器を

調達。 

課題 

給与支払いの履行 ムボラ・クラスターでの必要物資の調達やスタッフの活動について

は、ミレニアム・プロミスは現地のパートナーと仕事をしている。

パートナーの要求や手続きが長くて難解であるため、現地のチーム

はしばしば、政府によって派遣されたプロジェクト進行係への積立

金やスタッフの給与支払いが制限されたり遅れるという問題に直

面する。 

 

この問題に対処するためミレニアム・プロミスはタンザニアにおい

て法律上の身分を確立し、ミレニアム・プロミスがプロジェクト進

行係に直接給与を支払えるよう銀行口座を開設した。 

ローン返済 いくつかのタバコ農家において、ローンの返済率が低いため追加投

資が困難になった。この結果、収穫量は過去数年と比べて低く見積

もられている。この問題を解決するためウユイ（Uyui）地方議会

はタバコ農家協同組合に働きかけ、組合員にローンの返済をさせる

ようにしてプロジェクトを支援することに合意した。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

道路 2010 年の春に開始されたイロラングル－ムボラの間の 13.4km の

道路および排水溝の工事を完了する。 

予備発電 6 つの診療所のために予備発電システムを取り付ける。 

学校の必需品 学校向けに教科書とランタンを調達・配布する。 
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ムワンダマ (マラウィ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       7 

人口：        35,000人 

世帯数：       8,445世帯 

小学校数：      14校 

保健施設数：     2 

地域保健担当者数：  50名 

主な農期：      11 月に作付け／4 月に収穫（トウモロコシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

トウモロコシの収穫 4 月の収穫量は約 700 トンとなり、3 年前からの技術向上で、指導

前と比較し 3 倍の収穫量となった。一部の収穫物はオフシーズンの

ため穀物倉庫で管理され、多くの農場主は学校給食プログラムに提

供した。 

作物の多様化 作物多様化のワークショップを実施し、140 世帯で高価格のオレン

ジ色のさつまいもの苗を育て始めた。 

魚の養殖 

 

養殖池の建設および魚の餌に関するトレーニングを行い、養殖プロ

グラムを開始した（42 農家）。 

 

 

2010年 5月 30日ムワンダマのディンデ

ィ小学校にてバン・キムン国連事務総長

と。滞在期間中、事務総長は MVP を「実

現可能なケーススタディ」と呼んだ。 

 

ムワンダマ地域の改善された給水所 
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ビジネスの発展 

キャッサバ・ベーカリ

ー 

40 名の女性が 1 日 2000 斤のパンを焼き、引き続きキャッサバ・ベ

ーカリーは繁盛している。新たな共同組合に 3～5 個のオーブンを

提供するため、資金援助が公約された。 

穀物倉庫での販売 新しい穀物倉庫利用計画において 500,000 MK（マラウイ･クワチ

ャ、3,300 ドル相当)のトウモロコシを農家から一ユニットあたり

25MK で購入し、50 MK で販売した。 

発展のための購買 初期の発展を支援するため国連世界食糧計画が穀物倉庫より 100

トンのトウモロコシを一ユニットあたり 35MK で購入する契約を

締結した。 

小規模の灌漑 ダム造りや溝掘りを行われた結果、村の約 25 カ所で水の絶えない

小川が流れるようになり、どの季節でも耕作できるようになった。

初期のダム建設として 5 カ所を選択した。 

 

教育 

奨学金 小学校の奨学金が提供された（47 名）。 

児童労働 児童労働や教育の価値について、5 回の意識向上ミーティングを実

施。 

給食 6 校で生徒達に給食を提供。（2469 名、小学校就学児童の約 20％） 

 

保健 

診療所 35,000 名を診療できるマエラ（Maera）診療所の建設が完了した。

これにより衛生施設へのアクセスが飛躍的に向上。医療用具の調達

は対応中。 

眼科検診 医療担当者に眼科検診のトレーニングを実施し、村中で検診が行わ

れた。眼鏡が 1000 名に配布され、30 名は手術を行った。 

母子の衛生 HIV/AIDSの母子感染(PMTCT)予防のためUNAIDSと協力しコン

セプトペーパー作成を引き続き実施している。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

水 水供給（農業水、飲料水）プロジェクトを実施中。 

10 件の掘削井戸の入札が行われ、請負業者の選出を行う。衛生施

設向け水供給システムの請負業者の入札は調整中。 

コミュニティ・ラジオ コミュニティ・ラジオのコンサルタントが登用され、村民にニュー

スや情報を提供するラジオプロジェクトを実行する。 
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規模の拡大 

周辺村落地域（Rural 

Growth Center）への

規模拡大 

MVP チームは引き続きマラウイでの支援を指導し、プログラムの

拡大を図っている。マラウイ政府は、現在、RGC（Rural Growth 

Center ― 経済的にポテンシャルがある小さい村々）に対する

MVP モデルの最適な適用方法を研究している。現在 29 の RGC が

研究対象とされている。研究結果はこれらの村落が適切に規模を拡

大させるため一助となると期待されている。 

 

課題 

調達 ミレニアム・プロミスはムワンダマでパートナーと組んで多くの調

達活動を行っているが、パートナーの長く、複雑な要求や手続きに

より、道具やサービスの調達が遅れるということが頻繁にあった。

ミレニアム・プロミスはマラウイで独自の法人を設立し、自ら調達

することにしている。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

送電網 ムワンダマ－マエラ間（12km）に送電網を延長する。 

診療所 マエラ、ムワンダマ、ムスワスワ（Mswaswa）の診療所を完全に

稼働させる。 

灌漑システム JM イーグル社製水道管を用い、村の灌漑システムを整える。 
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パンパイダ(ナイジェリア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       4 

人口：        22,000 名 

小学校数：      10 校 

保健施設数：     3 

地域保健担当者数：  25 名 

主な農期：      6 月に作付け／11 月に収穫 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

肥料の配布 収穫量増産のためにアグリウム社から寄贈された尿素系肥料（コン

テナ 19 個分、340 トン）を 2,500 以上の農家に配布。 

点滴灌漑 点滴灌漑システムの実証実験が２つの区域を実施し、83 件の農家

（年間目標の 100％）が参加。 

果樹 実証実験用果樹園を造成。 

 

ビジネスの発展 

農業ローン 農業資金用のローンを、20 件の農家からなる協同組合に対して実

施。 

ビジネスマネジメン コミュニティのビジネスリーダー89 名に対し、ビジネスマネジメ

アグリウム社（Agrium）からコンテ

ナ 19 個分にものぼる尿素系肥料が寄

贈され、パンパイダのすべての農家に

配布された。 

この写真の調理用コンロは、従来パンパ

イダで使われていたものに比べ、燃焼効

率がよく煙も尐なく経済的である。

MVP では、この調理用コンロの輸入・

販売といった小さなビジネスを支援し

ている。 
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ト ントトレーニングを提供。 

ランタンビジネス エネルギー効率のよいランタン 60 個を商業目的で試験的に調達。 

調理用コンロビジネ

ス 

燃料効率のよい調理用コンロ 1,000 個を、クラスター内の小売ビジ

ネス向けに調達。 

 

教育 

学校給食 学校給食プログラムが、パンパイダのミレニアム・ビレッジの生徒

1,800 名（目標の 100%）に対し提供されている。このプログラム

は新規に指定された３つのビレッジへ拡大中。 

障害児教育 障害のある子供たちを教育するトレーニングを、小学校の教師に対

して実施。 

教師トレーニング 教育手法のトレーニングを 84 名の教師に対し実施。 

 

保健 

病院の改修 3 つの診療所の改修が完了し、現在すべての機能が使用可能。（年

間目標の 100％） 

公式訪問 UNAIDS のミシェル・シデベ（Michel Sidibe）事務局長によるク

ラスター進捗確認の１日訪問を受ける。 

栄養学 すべてのヘルスワーカーに栄養学のトレーニングを実施。 

寄生虫 クラスターの全小学生に寄生虫対策を実施。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

公衆衛生施設 10 ヵ所の小学校と 3 ヵ所の診療所を含む全 15 箇所に対し、通気を

改良した公衆トイレを設置。 

衛生教育 衛生教育セッションを生徒や教師、一般コミュニティに提供。 

コンピューター・トレ

ーニング 

情報通信技術（ICT）とマイクロソフト・オフィスに関するトレー

ニングをミレニアム・ビレッジの ICT センターにおいて、12 のコ

ミュニティの若者を対象に実施。 

 

規模の拡大 

ナイジェリア・ビジョ

ン 2020 

債務救済基金による資金をもとに、ミレニアム開発目標にフォーカ

スしたプログラムを、ナイジェリア国民の保健衛生や教育に重点を

置いて行われている。111 の貧しい地方自治体に住む 2,000 万人の

人々を対象にした「ナイジェリア・ビジョン 2020」と呼ばれるこ

の計画は、2020 年までにナイジェリアを世界トップ 20 の経済大国

にするという野心的目標を掲げている。 
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課題 

新たに加わったミレ

ニアム・ビレッジ

（MV-2）への拡張 

2009 年に新たに加わった３つのミレニアム・ビレッジを支援する

ことは重要な課題である（このクラスターでは、当初 1 つだけのビ

レッジから 4 つのビレッジに広がっている）。診療所や学校の修

復・建築が行われ、ヘルスワーカーや助産婦といった現場スタッフ

がそれらの新規 MV-2 で新たに雇用されている。そして、スタッフ・

チームは給食プログラムのような支援活動をクラスター全体に拡

張することに重点をおいている。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

穀物倉庫 収穫から販売までの間の余剰穀物を備蓄するため、コミュニティ用

穀物倉庫の建設を開始する。 

農業協同組合 農業協同組合を対象に、記録管理や会計などのトレーニングを実施

する。 

男女平等（ジェンダ

ー・メインストリーミ

ング） 

コンサルタントを雇用して、MVP スタッフ全員にジェンダー・ト

レーニングを提供し、プロジェクト活動における男女平等を推進す

る。 
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ポトウ (セネガル) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

村の数：       6 

人口：        31,600 人 

小学校数：      50 校 

保健施設数：     21 

地域保健担当者数：  40 名 

主な農期：      7 月に作付け／10 月に収穫（雑穀、豆類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

タマネギ 乾燥地域の農家は 6 種類のタマネギのはじめての収穫を、1 ヘクタ

ール当り 30～45 トン（品種により異なる）で終えた。 

種子の寄贈 農業家協会は 16,000US ドル相当 のピーナッツの種子を事業拡大

のために受け取った。 

酪農  40 の酪農家にミルクの衛生と品質について講習を実施。 

政府要人の訪問  セネガルの農業大臣が農業支援の成果を直接視察。 

 

 

同年齢のハイブリッド種（左）と原産

種（右）の牛。ハイブリッド種は原産

種の牛よりも多くのミルクを出し、子

牛を生む時期が早い。ミレニアム・ビ

レッジ・プロジェクトは、健康な牛を

繁殖させるために、酪農家の牛を人口

受精センターに輸送することによっ

て、ポトウの酪農家を支援している。 

 

ポトウの女性起業家協会の会長、コウ

ディア・ディアウさん（彼女の生地・

仕立屋にて）。ディアウさんは 125 の

ビジネス共同体を監督している。 
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ビジネスの発展 

農業フェア 2010年のダカール農業フェアに40グループの農業生産者と石鹸製

造者が参加した。 

マーケティング タマネギ生産者の共同組合がセネガルの市場規制局とタマネギの

商業化キャンペーンを開始した。このプロジェクトはマイクロ・フ

ァイナンス機関とも協力して灌漑キットを生産者に供給する。 

クレジット  障害のある人々の協会に貸付審査をして、このグループに対する現

行のクレジットシステムを評価するクレジット委員会を組織した。 

職業訓練  プロジェクトは若い女性がプロの仕立て職人から訓練を受ける縫

製センターを開始した。4 人の女性が最初のグループを構成してい

る。 

 

教育 

公衆衛生  156 人の教師に、PHASE （個人の衛生と公衆衛生の教育） トレ

ーニングを、学校の衛生状態を改善するために実施した。ミレニア

ム・ビレッジ・プロジェクトのパートナー会社であるグラクソ・ス

ミスクライン（GlaxoSmithKline）社の支援を受けた。 

教師へのトレーニン

グ  

教師のために教授法トレーニングセッションを組織した。（3 回の

トレーニングを実施し、さらに 7 回を今年中に実施予定） 

 

保健 

献血促進運動  ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトの現地スタッフは、ロウガ

(Louga)近郊の病院の血液銀行に供給するために、献血促進運動を

組織する支援をした、 

予防接種 国民予防接種デーに、小児マヒ・ワクチンの供給や、5 才以下の小

児にビタミン A サプリメントの配布を行った。 

マラリア  日本のパートナー住友化学の訪問を受けた。住友化学は 330,000 

の防虫加工をした蚊帳を 2005 年にポトウを含むミレニアム・ビレ

ッジに寄贈。また最近、フェーズ II として、さらに 400,000 の蚊

帳をミレニアム・ビレッジに寄贈した。 

政府要人の訪問 セネガルの厚生大臣が診療所とスタッフを視察するためにサイト

を訪問した。 

 

 

インフラ、水、公衆衛生 

電化  送電網を拡張するために、国連開発計画と現地の電気会社 ASER 
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社の間で覚書が交わされた。覚書はクラスターの電化を 2011 年 3

月 31 日に達成することを目標としている。 

道路  クラスターとボルティング（Bolting）の採石場を結び、ンディア

ム・フォール（Ndiamb Fall）から单方にセイエール・ペウル（Syer 

Peul）まで 17km の道路が完成した。（年間目標 100%達成） 

地方協議会  地方協議会の建物がセネガル政府の助成金で完成した。 

コミュニティ・ラジオ  コミュニティが、旧地方協議会の建物でラジオ局の開設準備をして

いる。ラジオ局はコミュニティにニュースと情報を提供することを

予定している。 

 

課題 

購買および人員配置  ミレニアム・プロミスはポトウ・クラスターでの購買および人員の

配置を、パートナーを通じて進めているが、長く面倒な手続きのた

め、必要な資材の購入とスタッフへの支払いがしばしば制約され、

遅れている。 

 

この問題を解決するためにミレニアム・プロミスはセネガルでの法

人設立準備を進め、銀行口座を開設して直接の支払を可能とした。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

電化  2011年 3月 31日を目指した送電網拡張計画の達成に向けてASER 

と議論し協働する。 

魚の処理  魚の燻製・蒸し煮処理用のオーブンの建設を完成させる。 

チャイルド・カウント

+  

チャイルド・カウント+ の実施に向け、医療従事者用の携帯電話 

SIM カードを受け取る。チャイルド・カウント+ は SMS のテキ

スト・メッセージを使って全ての患者をセントラル・データベース

に登録して、自動化された治療警報システムにアクセスする。 
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ルヒイラ (ウガンダ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       8 

人口：        52,000 人 

世帯数：       10,385 世帯 

小学校数：      21 校 

保健施設数：     6 

地域保健担当者数：  48 名 

主な農期：      9 月に作付け／1 月に収穫（トウモロコシ） 

 

 

 

 

 

農業 

主食作物 大豆の種 5.8 トン（2009 年は 1.4 トン）を農家 1,876 軒（2009 年

は 679 軒）に提供した。また、鉄分が豊富な豆 4.1 トンを農家 1,572

軒に、トウモロコシの種 3.5 トンを 531 軒に提供した。 

農家教育 2009 年に開始した教育に引き続き、大豆生産（農家 979 名）、穀物

貯蔵と害虫対策（215 名）、バナナ農家向けの土壌保全（463 名）

に関する教育を行った。 

家畜 虫や疫病防止のワクチン接種を牛 1,572頭、ヤギ 1,336頭に行った。 

 

ビジネスの発展 

発展のための購買 Purchase For Progress の契約に基づき、ルヒイラで収穫された穀

物 55 トンを国連世界食糧計画（WFP）が購入した。 

金融サービス SACCO (預金信用協同組合)に新たに 58 名を雇った。 

ルヒイラの中心的な診療所で治療を

受ける男の子 

2010 年春、ルヒイラのクラスターを

訪問したトミー・ヒルフィガー

（Tommy Hilfiger）氏 
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穀物貯蔵庫 2 つ目の貯蔵庫の建設が完成間近となった。建設ローンは将来のプ

ロジェクトをサポートする回転資金に再投入される。 

パイナップル このプロジェクトでは、イギリス拠点の大手青果会社とのパートナ

ーシップ（週当たり青果１コンテナの販売）の可能性が期待されて

いる。 

 

教育 

教室建設 カブグ（Kabugu）小学校にて、教室 3 室と事務室が完成した。他

2 つの学校建設も開始した。 

学校給食 学校給食プログラムを 10,045 名（80％）の小学生に提供した。 

教員教育 教員向けの管理（42 名）と英語（77 名）に関するトレーニングを

実施。 

生理用品 思春期の小学生女子 1,137 名（15 校）に生理用ナプキンを提供し

た。 

 

保健 

地域保健従事者 地域保健担当者のプログラムが本格始動した。チャイルド・カウン

ト＋やエムヘルスと呼ばれるプラットフォームに焦点をあててい

る。これらは SMS の短文メッセージを用いて中央データベースに

全患者を登録し、自動治療注意喚起システムと連携する保健用プラ

ットフォームである。 

マラリア 保健機関とコミュニティにて、マラリア診断に RDT (簡易試験法) 

の利用を開始した。エルニーニョによる雨のためマラリア患者数が

増加し、11,500 名の患者が治療を受けた。患者の多くは地域外の者

である。 

麻疹 1,170 名近くの子どもが麻疹の予防接種を受けた。 

母子医療 ２名の医師、麻酔師、各種機能を備えた手術室、そして血液バンク

を備えた総合産科医療ケアセンターをカブヤンダ（Kabuyanda）

ヘルスクリニックに設立した。8 名の地域保健従事者がワクチン接

種施術方法と下痢の治療に関するトレーニングを受けた。 

救急救命システム 24 時間対応の救急車や緊急移送担当者など、各種機能を備えた救

急救命照会システムを立ち上げた。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

道路 ルヒイラ－ケンピイシ  （Kempiisi） (4 km) とルウェマンゴ 

（Rewmango）(6 km) 間に道路が引かれ (年間目標の 60％)、52
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本の排水路が設けられた。 

公衆衛生 換気を改善した家庭用トイレを建設した。(計画した 500 個のうち

400 個) 

調理用コンロ 燃料効率の良い調理用コンロを学校向けにテスト。 

 

課題 

ヘルスクリニックの

労務過剰 

地域外の患者流入により、ヘルスクリニックの過大な負担、必要な

資材の大量消費、および薬不足が起こっている。対策の一つとして

は、地域内にあるヘルスセンターへの予算と人員の増加を政府に交

渉をすること、そしてコミュニティに医療保険計画を立ち上げるこ

とである。 

送電網設置の遅れ ウガンダ政府はルヒイラまで送電線を伸ばすため、200 万ドル提供

することを公約したが、支払が遅延している。地球研究所では、こ

の地域の小規模送電網導入の可能性を検討している。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

太陽光発電 太陽光発電を 2 校の学校、2 つのヘルスセンター、１つのコミュニ

ティーセンターに設置する。 

農家支援 作付け最盛期である 9 月に農家向けの技術サポートを行い、連携を

深める。 

コミュニティ支援策 コミュニティ直接参加制の会議において、2011 年の開発行動計画

を策定するとともに、プロジェクトのインフラ維持に関するトレー

ニングを地元政府やコミュニティに行う。 
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サウリ(ケニア) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       11 

人口：        70,000 人 

世帯数：       13,265 

小学校数：      33 校 

保健施設数：     9 

地域保健従事者数：  120 名 

主な農期：      3 月に作付け／8 月に収穫（トウモロコシ） 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

魚の養殖池 新しい 23 の養魚池（7,150 ㎡）が新設され、クラスター全体で池

の数は 300 に達した。14 の池から 1,255kg の魚が取れ、その価値

は約 3300 ドル。 

ハチミツ 養蜂家への支援として、125 以上の巣箱を分配し道具代を貸し付け

ている。オフシーズンのハチミツ収穫高は 46kg。 

果樹 農作物の多角化や果樹の耕作のため、アボカドの木（1,145 本）と

パパイヤの苗（2,950 本）が配られた。 

 

 

 

ニアンミニア（Nyamninia）小学校は

サウリで給食プログラムを導入した最

初の小学校。学校の菜園や親からの寄

付もプログラムの一部である。 

地域保健担当者はチャイルド・カウン

ト＋というケアシステムを用い、携帯

電話の SMS を使って、子供の健康状

態を記録している。 
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ビジネスの開発 

魚の養殖 2 つの魚の繁殖センターとともに、クラスターでは 300 の魚の養殖

池が存在している。それぞれ 200 ㎡の広さを持つ養殖池は年に

1,000 ドルの収入源となっている。本年に 300～400 個の新たな養

殖池を増設予定。 

日々のプロジェクト 「日々のプロジェクト」は、新たな協同組合に改変される途上にあ

り、加工センターにより多くの供給が行われると期待される。セン

ターは小売業者に販売するため、政府に登録が必要になると考えら

れる。 

養蜂 クラスターにはたくさんのミツバチの巣箱が設置され、ハチミツを

採取しブランド品としてボトル詰めし、販売する加工センターがあ

る。売上は好調で生産者は増産を目指している。 

能力開発 新たな魚の飼料生産者や養蜂組合のリーダー、SACCO(貯金信用協

同組合)メンバーに対し、ビジネス開発計画や帳簿記録のトレーニ

ングを実施。 

経営管理トレーニン

グ 

7 つの穀物倉庫委員会に経営管理トレーニングを提供。あと 4 つの

委員会に今年中に提供予定。 

 

教育 

教師トレーニング 33 の小学校の教師に対して、キャリアガイダンスと PHASE(個人

衛生および公衆衛生)のトレーニングを行った 

給食 17,425 人に給食プログラムを提供した。小学校に通う人口の 85%

に相当。 

生理用ナプキン 思春期の学校の女学生 2,040 人に隔月で生理用ナプキンを配布。 

 

保健 

マラリア クラスター外の住民を含め、あらゆる世代の 47,756 人のマラリア

患者を診療。 

医療施設での出産 706 回の出生記録のうち、487 回が医療施設での出産（約 70%） 

麻疹 1,056 人の子供の予防接種を行った。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

道路 21km 以上の道路が補修・改善された。 

電気 2 つの医療施設と 1 つの小学校に電気が開通。 

コンピュータ 小学校に 80 のコンピュータが設置。コンピュータには教育ソフト

をインストール。 
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規模の拡大 

地域と国の計画 東单アフリカの MDG センターは、ケニア政府の地域レベルおよび

国レベルのスケールアッププランの開発を支援。これには乾燥地対

策、水の確保地域の拡大や、北ケニアのデルトゥ（Dertu）ＭＶに

おける携帯電話プロジェクトのパイロットプログラムが含まれる。 

 

課題 

ローンの返済 出資銀行に対するローンの返済率が低く、他の農民が新たな借入を

するのが難しくなっている。この問題に取り組むためプロジェクト

は、債務不履行者を特定し、返済するように働きかけて、出資銀行

を支援。結果的に 90％のローンが返済され、返済した農民は再び

融資を受けた。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

協同組合 日々必要なもの、ハチミツ、穀物、養殖の４つの分野の協同組合の

設立支援と、それらの協同組合を監督するマーケットサービスセン

ターの設置。 

建設 ２つの診療所、４つの教室、４つの研修センターを完成させる。 

保健管理者 従来の健康管理者がニューヨークの地球研究所に現在配属となっ

たため、新規に保健管理者を雇用する。 
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ティビィ (マリ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       11 

人口：        70,000 人 

小学校数：      27 校 

保健施設数：     6 

地域保健担当者数：  125 名 

主な農期：      6 月に作付け／10 月に収穫(雑穀、コメ) 

 

 

 

 

 

 

農業とビジネスの発展 

ティビィバス・カナル

（Tibybas Canal） 

高付加価値作物のメロンをティビィバス・カナル沿いの 30 ヘクタ

ールに植えつけた。収穫は成功し、収入は 34,500 ドルから 68,400

ドルに倍増。今後は作付面積を拡大する予定。 

サマ・ガーデン（Sama 

Garden） 

シーズン中にポンプに機械的な問題が発生したことなどにより、第

一回目の収穫は不採算だった。新しいポンプが設置され、オフシー

ズンの作付けは第 3 四半期に開始する予定。 

乳製品生産 試験的に 1 日 100 リットルの牛乳を二度の煮沸により殺菌。酪農家

から牛乳を集め、付加価値製品の加工を行うため、乳製品センター

を建設中。 

苗床・果樹の植樹 学校、病院、女性たちの庭に 1 万本の果樹が植えられる予定。高付

加価値の樹木を販売できるよう、2 つの苗床を開始する。 

プロジェクト・パートナーである JM イ

ーグル社から寄付された水道管で、ティビ

ィのコミュニティに飲料水を供給。 

新設された学校の前に立つ児童たち。ティ

ビィの教育施設では教室 99 室、オフィス

21 室、男女別のトイレ 3 つを建設中で、

数百人の児童を収容できる。 
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特殊種の生産 新しい所得機会の創出のため、農家向けに特殊種生産のトレーニン

グを実施。 

稲作 稲作の生産性向上のワークショップに農家が参加。 

 

教育 

人材の配属 非公式のコーラン学校システムでより効果的に学生に指導できる

よう、経験豊富な教育コンサルタントを雇用 

学校区画のマッピン

グ 

正式な学校区画策定による地域計画を推進するため、マリのナショ

ナル・ジオグラフィック社（National Geographic）が、校庭の壁

の建設を行うための学校区画を調査。 

 

保健 

無償のヘルスケアサ

ービス 

最近公表した無償のヘルスケア戦略について、政府やコミュニティ

担当官と議論を継続。マリ政府公認の、無償ヘルスケアプログラム

は第 2 四半期の終わりに開始し、初めの 1 ヶ月で新しい利用者が

13%から 74%に増加するなど、堅調な結果が表れている。 

任意の産児制限 NPO のマリー・ストープス・インターナショナル（Marie Stopes 

International）とのパートナーシップにより、250 人の女性に注射

による任意の産児制限を実施。 

HIV/AIDS 教育 ラジオ放送やシアター・プログラムによる地域向け HIV/AIDS 教

育を実施。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

水道システム JM イーグル社により寄贈された水道管の利用を開始。2010 年

-2011 年の間に 6 か所の設置が予定されている。 

道路 2 本の主要道路、ファラコウ（Farakou）－ヨロ（Yolo）間（30km）

およびティビィ－サマ間(15km)の建設を開始。完成すれば、区画

の道路ネットワークの 60％を占める見込み。 

小規模送電システム マリの電力会社、イエレン・クラ社（Yelen Kura）は第 3 四半期、

第 4 四半期に実施予定の小規模太陽光発電プロジェクトの評価調

査を行った。 

 

規模の拡大 

イニシアチブ 166 マリ政府は、MDG に焦点をあてたイニシアチブ 166を継続支援し

ている。これは、ミレニアム・ビレッジがきっかけで始まった活動

で、国（特に北部）で最も食料が不足している 166 地域が極度の貧
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困サイクルから逃れられるように支援するものである。 

 

課題 

実施 ミレニアム・プロミスは、手始めにティビィ区画でパートナーと組

んで調達活動を実施した。しかし、パートナーの要求する規則や手

順に合わせるため、手間が増大し、時間もかかり、機材やサービス

の調達に遅れがでることあった。この状況を改善するため、ミレニ

アム・プロミスはマリで法人を設立する。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

乳製品生産 乳製品の殺菌プログラムを開始し、学校の給食プログラム用に販売

する。 

メロンの収穫 ティビィバス・カナル沿いの土地から第一回目のメロン収穫を行

い、マーケティング、第二回収穫サイクルの計画を行う。 

小規模送電網の構築 マリの企業、イエレン・クラ社を通じて小規模太陽光発電システム

を設置する。 
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トヤ (マリ) 

2010 年第 1～第 2 四半期(1 月～6 月) 

 

村の数：       1 

人口：        7,600 人 

小学校数：      5 校 

保健施設数：     4 

地域保健従事者数：  20 名 

主な農期：      6 月に作付け／11 月に収穫(コメ - 灌漑農法) 

 

 

 

 

 

農業とビジネスの発展 

家畜 牛 6,000 頭以上にワクチン投与。これは年間の目標を上回る。 

浸食の防止 牧草地確保と土手の保全の為に、川岸 10 ヘクタールにブールゴウ 

（bourgou）という栄養豊富な牧草の種を蒔いた。これは年間目標

の 50 パーセントである。 

灌漑 2 台の新しい灌漑用ポンプを設置し、40 ヘクタールをまかなう本収

穫期の灌漑に乗り出した。 

 

教育 

保健教育 2 つの主要な学校で HIV/AIDS および性教育が実施された。 

学校における衛生設

備 

5 つの学校で 2 カ所の手洗い場とゴミ置き場が設置された。 

女子の保健衛生 学校に通う 177 人の思春期の尐女に生理用ナプキンが支給された。 

トヤにて灌漑用水を川から引くた

めにウォーターポンプを設置。 

水田に水を引くために修復されたトヤの

コンクリート製灌漑水路。 
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保健 

無償のヘルスケアサ

ービス 

第 3・第 4 四半期に実施される政府公認の無償ヘルスケアプログラ

ムの計画と予算編成を完了した。 

新生児のケア 従来型の助産師と地域保健担当者を含む 34 人の保健関係者に新生

児の世話に関するトレーニングを実施。 

保健インフラ 医療制度と医療インフラを整える一環としてイッサファイエ

（Issafaye）病院に医療廃棄物の焼却炉を建設した。 

 

インフラ、水、公衆衛生 

灌漑 3 つの村にまたがる用水路とため池の建設と修復を行った。 

水 飲料水のために新たなたて穴を掘り、第二のより良い水源へのアク

セスポイントを作った。これは年間目標を達成している。 

調理用コンロ 757 の家庭に燃料効率のよい調理用コンロを配給。 

 

課題 

灌漑設備 

 

トヤが抱える大きな課題は一年を通じて水田に水を引く高性能ポ

ンプを地域社会に供給することである。ペプシコ（Pepsi Co.）社

が支援するこの MVP は、ドイツの開発会社 GTZ 社が支援する地

元機関から 2 つの大きなディーゼルポンプを調達し、3 月から 15

ヘクタール以上に及ぶオフシーズンの水田に灌漑を始めた。 

 

第 3・第 4 四半期に向けた優先課題 

学校建設 3 つの教室と 1 つの給食室を備えた学校を建てる。 

無償のヘルスケアサ

ービス 

無償のヘルスケアサービスプログラムを開始。 

水田の灌漑に対する

評価 

コメを収穫し、新しい灌漑システムの有効性を評価する。 
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4. ミレニアム・プロミスとミレニアム開発目標達成のための活動（第 1～3 四半期） 

 

2010 年の第 1～第 3 四半期にかけて、ミレニアム・プロミスは以下のように、支援活動

とアドボカシー活動を活発に行っています。 

 

第 1 四半期 

 

ミレニアム開発目標達成のための人々の行動計画 

2010年1月、世界経済フォーラムでのヤング・グローバル・リーダーズ（共同議長であり

ミレニアム・プロミスCEOであるジョン・マッカーサー氏を含む）において、「ミレニアム

開発目標に向けた行動計画（A People’s Plan of Action for the Millennium Development 

Goals）」が開始されました。この計画は、全ての人と組織とが、ミレニアム開発目標の達

成を支える測定可能かつ行動的な約束を作る能力と責任があるというシンプルなアイデア

に基づいています。「広範囲にわたる起業家精神と協力がミレニアム開発目標達成のため

早急に必要です」とマッカーサー氏は述べ、「我々ミレニアム・プロミスは、目標を前進

させるたくさんの素晴らしい取り組みと共にあることを誇りに思います。」と話します。 

なお、詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧下さい。www.mdgpledges.org 

 

第 2 四半期 

 

グローバル教育構想 

4 月にグムリラ村（マラウイ）を訪れている間、エリクソンのハンス・ベストバーグ CEO、

ジェフリー・サックス教授、マドンナさんは新しいグローバル教育構想である 「コネクト・

トゥ・ラーン（Connect To Learn）」 を発表しました。この構想は、インターネット接続

が可能な学校の増加と中等教育の支援を、女児を中心に行うものです。グローバル広報担

当者のマドンナさんのもと、コロンビア大学の地球研究所、エリクソン社、ミレニアム・

プロミスの三者間のパートナーシップであるコネクト・トゥ・ラーンでは、アフリカや单

アジア、ラテン・アメリカで、非常に資金がかかることの多い中等教育に対する奨学金を

創設することに重点を置く予定です。 

 

MP UK Board と MP Young Professionals の開始 

ミレニアム・プロミスのグローバル・アライアンスを拡大させ、豊かなものとするため、

第 2 四半期では 2 つの新しいグループが開始されました。MP UK Board は、KPMG イン

ターナショナルの「市民と多様性」でグローバル代表を務める、マイケル・ヘイスティン

グ卿を議長に迎え、我々のミッションを支援するために、イギリスに拠点を持つリーダー

向けの枠組みを提供しています。MP UK は、MP Canada、MP Japan、MP Netherlands
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に引き続き、ミレニアム・プロミス・グローバル・ネットワークでの 4 番目の国に焦点を

置いたグループになります。 

 

また、初めての MP Young Professionals (MPYP) 支部がニューヨークで今年立ち上がり

ました。この組織は、ミレニアム開発目標とミレニアム・プロミスの活動をサポートした

い、認知度を上げたい、若者の大きなネットワークとその他の草の根レベルの個人へ手を

伸ばすために設計されています。計画は、2011 年中にアメリカ国内および世界中の都市で

MPYP を拡大すべく進行中です。 

 

小規模農業向け基金 

2010 年 4 月、アメリカ・カナダ・スペイン・韓国からの財務大臣グループとビル＆メリ

ンダ財団のリーダーが、世界的な飢餓と貧困問題に取り組むための新しい基金へ、8 億 8000

万ドルを最初に寄付することを発表するために、アメリカ財務省にて一堂に会しました。

この新しい基金は the Global Agriculture and Food Security Program と呼ばれ、the 

Feed the Future 構想を通じて推進されます。また、この基金はオバマ政権の構想におい

て、貧困国の食糧安全保障を強化するための重要な要素になります。 

 

タイム誌 100 に選ばれたミレニアム・ビレッジ・プロジェクトのための情報通信技術監督 

地球研究所のチーム内で開発された、革新的な文字ベースの健康サービス ChildCount+ 

が認められて、マット・バーグ氏はタイム誌の選ぶ「もっとも影響力のある 100 人」の一

人に選ばれました。バーグ氏は、現代史における最良のユビキタスコミュニケーション装

置である携帯電話を用いて、アフリカの何十万もの人々の健康を向上させる仕事において、

重要なリーダーです。 

 

Harvests of Development で公開された中間データ 

2010年5月30日公開された、Harvest of Development: The Millennium Villages After 

Three Years は5つのミレニアム・ビレッジからの中間データを提供しています。この報告

書では、持続可能な農村開発を軌道に乗せる、シンプルでお金のかからない介入への統合

的なアプローチによる影響を認めています。イントロダクションで述べたとおり、この報

告書は以下のような結果を表しています。トウモロコシ収穫量は3倍増加しました。マラリ

ア患者は60％近く減尐しました。改善された飲料水へのアクセスが3倍増加しました。注目

すべきことに、慢性的な子供の栄養失調が3分の1減尐しました。近日発表する予定の関連

書物のうち第一弾の報告書では、5つの村で行われている食糧生産・病気のコントロール・

水と衛生を含む基本的なインフラへのアクセスのうち、重要な進歩について記録します。

公開中の結果に関しては、この報告書のイントロダクションで強調されています。 
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国連事務総長の現場訪問 

2010 年 5 月 30 日、潘基文（パン・ギムン）国連事務総長がムワンダマ（マラウィ）の

ミレニアム･ビレッジを訪問されました。現職の事務総長による史上初のミレニアム・ビレ

ッジ訪問となりました。彼は言います。「私は村のリーダーシップ、そして国全体を祝福し

ます。今日私はこの成功をよく見て欲しいと、すべての国に申し伝えます。世界の最貧国

のような場所であっても、何が可能であるかを学ぶケーススタディです。」彼の訪問につい

ては “Harvests of Development” の中でも述べられています。 

 

トミー・ヒルフィガー氏とのパートナーシップ 

2010 年 6 月 23 日、トミー・ヒルフィガー・グループはミレニアム･プロミスとウガンダ

のルヒイラ村を支援するため。トミー・ヒルフィガー財団を通じて、5 年間のキャンペーン

を開始しました。ミレニアム開発目標グローバルリーダーに指名されて、ヒルフィガー氏

は極度の貧困を終わらせる運動に関わってもらうよう、社内のリーダーや消費者を巻き込

み、働きかけていきます。2009 年の 200 万ドルの約束に引き続いて、これまでのアウトリ

ーチ戦略を支えるヒルフィガー財団の唯一最大の国際投資です。ヒルフィガー氏はまた、

ミレニアム･プロミスのミレニアム開発目標グローバルリーダーにも指名されました。この

役割において、彼はミレニアム開発目標の重要な役割について、従業員・消費者・パート

ナーたちに教育し、伝えてもらう予定です。 

 

グローバル・コンパクト年次首脳会議 

2010 年 6 月 25 日、国連グローバル・コンパクトが開催されました。このグローバル・

コンパクトでは、ミレニアム開発目標達成のため、プライベートセクターの役割における

広域事業円卓会議に焦点を当てています。ジェフリー・サックス教授が司会をした委員会

はまた、トミー・ヒルフィガー氏にとって、ミレニアム開発目標を達成するために集まっ

た 1000 人のビジネスリーダーが、企業的な課題に挑戦するためのプラットフォームとして

の役目を果たしました。 

 

ミレニアム開発目標に関する国連報告書 

2010 年 6 月 23 日に出された報告書では、ミレニアム開発目標に向けての世界的進展に

関する年次評価が示されています。報告書では、進捗にむらがあることを警告している一

方で、2015 年までにミレニアム開発目標を達成するためには、より一層の努力の必要のあ

る場所があることを指摘しています。 

 

第 3 四半期 

 

Drylands Initiative の開始 
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アフリカ大陸の 40%以上は乾燥地です。これらの地域に住む数百万人の牧畜民たちは極

端な課題と高いレベルの貧困に直面しています。しかしながら、その地に合った政策を伴

って、彼らは発展と繁栄における障壁を乗り越えることができます。 

 

2010年 7月に始まったDrylands Initiativeはこれらの牧畜民コミュニティの生活水準を

改良する取り組みを行っています。このイニシアチブでは、現在衰えている生態系におい

て機能する経済の創造を手助けするため、水の持続可能性、健全なインフラ、そしてより

よいコミュニケーションに焦点が置かれています。この取り組みは、MDG Centre for East 

and Southern Africa が Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)と

のパートナーシップでまとめられています。 

 

北ケニアにあるデルツのミレニアム・ビレッジは、すでにこのプログラムのモデルとし

ての役目を果たしています。例えば、モバイルテクノロジーを通して、このコミュニティ

は市場へのアクセスがしやすくなり、主流の経済に組み入れることが可能になりました。

Drylands Initiavtive は、アフリカ 6 カ国（ジブティ、エチオピア、ケニア、ソマリア、ス

ーダン单部、ウガンダ）の牧畜民にも手をのばすよう、このようなうまくいきそうなアプ

ローチ方法を拡大するつもりです。 

 

ジョン・マッカーサー氏が議会の前にミレニアム開発目標の証言 

ミレニアム開発目標賛同者の第一人者であるミレニアム・プロミス CEO、ジョン・マッ

カーサー氏が２０１０年７月２７日にワシントン D.C.に招待されました。ミレニアム開発

目標に関する下院外交委員会前に、正式な証言をして、アメリカの外交議題においてのミ

レニアム開発目標の重要性を訴えました。マッカーサー氏は、ミレニアム開発目標のため

のアメリカ行動計画を作るという提案を申し出ました。「ミレニアム開発目標は、まだそう

なっていませんが、アメリカ合衆国にとって戦略的優先順位が付けられるべきものです。

高い子供の致死率と環境的な欠乏を伴った低所得国での世界的人口成長は、世界のすべて

でミレニアム開発目標と一致した開発戦略に投資する必要性を拡大させるだけです」と彼

は訴えました。 

 

タイムズスクエアで MDG Pledges PSA の開始 

GOOD Magazine と国連財団とのパートナーシップで、ミレニアム・プロミスは MDG 

Pledges (www.mdgpledges.org.) と関わりを持つ新しい公共サービスの発表を開始しまし

た。PSA は９月中、東芝製の巨大ディスプレイを通して毎日１時間に５回の頻度で映し出

されます。 
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年次パートナー総会 

2010 年 9 月 21 日、ミレニアム・プロミスは、国連ミレニアム開発目標首脳会議と同時

に、年次パートナー会議を開催しました。200 人以上の人々が、ミレニアム・ビレッジのチ

ームリーダーや国連機関の各代表、グローバルビジネスリーダーやその他際立ったパート

ナーたちの話に耳を傾けました。内容は、アフリカ各地で地域の支援によって実施されて

いる画期的な技術革新やパートナーシップに関することです。 

 

主要な新しいお知らせは  

 2010 年から 2011 年にかけて、住友化学には長期抗マラリア蚊帳 Olyset を 40 万帳以

上寄贈頂きました。ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトすべての就寝場所に広まる

贈り物になりました。 

 Agrium 社には、2011 年内に 1400 トン以上の肥料を寄付頂く予定です。 

 Connect To Learn の開始により、地球研究所、エリクソン、ミレニアム・プロミス、

マドンナの間の新しいパートナーシップが開始されました。世界中につながることが

可能で良質な中等教育を進展させていきます。 

 

セネガル人の音楽の象徴であるユッスー・ンドゥール氏はまた、ミレニアム・プロミス

MDG グローバルリーダーにも任命されています。この名誉あるグローバルリーダーには、

トミー・ヒルフィガー氏やディーゼルジーンズの創始者であるレンツォ・ロッソ氏も参加

しています。 

 

ナイジェリアの自治体に債務救済向上をもたらした MDG Conditional Grants Initiative

の紹介 

パートナー会議に先立ち、ナイジェリア政府大臣の会議が Time Warner Center で開催

されました。ナイジェリアでは、ミレニアム・ビレッジに触発されて、主要なミレニアム

開発目標に焦点を絞った全国スケールアップを進行中です。774 の自治体のうち提案型のコ

ンペを通して選ばれた 113 の自治体がその対象です。「私たちはバンドエイドをつけるので

はなく、長期的な結果を得るという視点において、所有権は確実に大切なことです。」と

Hajiya Amina Az-Zubair 氏は指摘しています。彼は、ミレニアム開発目標におけるナイジ

ェリア総理大臣へのシニア特別アドバイザーです。債務救済基金に資金提供を受け、Vision 

20:2020 と呼ばれるこのプログラムは、2020 年までに世界のトップ 20 の経済大国になると

いう野心的な目標を伴って、ナイジェリア中の健康と教育に注目しています。会議ではま

た、以下の方々のコメントを紹介しました。ナイジェリア厚生労働大臣でクリスチャンで

ある Onyebuchi Chukwu 閣下、ナイジェリア文部大臣である Ruqayyatu A. Rufai 閣下、

ナイジェリア国家計画大臣である Shamsudeen Usman 閣下、そしてジェフリー・サック

ス教授とジョン・マッカーサー氏です。 
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Connect To Learn の開始と評判 

パートナー会議に引き続き、多くの参加者たちがグランド・セントラル駅のバンダービ

ルト・ホールでの Connect To Learn 開始歓迎会に参加されました。歓迎会では、ユネスコ

のディレクターである Irina Bokova 氏、グローバル教育提唱者 Graca Machel 氏、国連難

民高等弁務官 Antonia Guterres 氏、エリクソン CEO の Hans Vestberg 氏、ジェフリー・

サックス教授、ジョン・マッカーサー氏がそれぞれスピーチをしました。また、Connect To 

Learn のグローバル・スポークスパーソンである、マドンナが主演のビデオがデビューを

果たしました。世界中のモバイル・ブロードバンドの前向きなインパクトを描いたドキュ

メンタリー写真展示会 ”Powerful Technology for Good” のイベントが催され、ユッスー・

ンドゥール氏の音楽パフォーマンスで終幕しました。 

 

ミレニアム開発目標レセプション 

ミレニアム開発目標事務総長のリーダーシップにより、ミレニアム・プロミスは、2010

年 9 月 22 日に ONE Campaign、国連財団、国連事務総長マラリア特命使節とミレニアム

開発目標レセプションを共同開催しました。イベントはライブ中継がなされ、ヨルダンの

ラニア王妃、ジェフリー・サックス教授、レイモンド・チェンバー氏、トミー・ヒルフィ

ガー氏、ボブ・ゲルドフ氏、テッド・ターナー氏がスピーチをしました。また、世界中か

ら多くの著名なミレニアム開発目標賛同者、支持者、イノベーターの方たちが出席しまし

た。 

 

5. メディア掲載 

 

 ミレニアム・プロミスおよびミレニアム・ビレッジ・プロジェクトは、2010 年大変多く

のメディアの主題や情報源として取り上げられました。ここでは第 3 四半期までにメディ

アで取り上げられたものを抜粋しました。 

 

スタンダード紙（ケニア） 

「苗木がサウリ村のビジネスを助ける」（リンク切れ） 

2010 年 1 月 2 日 

 

ニューヨーク・タイムス・オンライン： 

ニコラス・D・クリストフ氏のブログ 

「現場シリーズ」6 つの報告書 

 

「ミレニアム・ビレッジの進捗報告」 

2010 年 1 月 15 日 

http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/16/health-issues-in-a-millennium-village/
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「ミレニアム・ビレッジの健康問題」 

2010 年 1 月 16 日 

 

「コラロ村の養蜂」 

2010 年 1 月 19 日 

 

「ミレニアム・シティ構想」 

2010 年 1 月 23 日 

 

「コラロ村の学校の食糧問題」 

2010 年 1 月 25 日 

 

「コラロ村：持続可能性係数」 

2010 年 1 月 27 日 

 

ナショナル紙 

「国連のビレッジ・プロジェクトが貧困を終わらせるためのモデルを提供する」 

マット・ブラウン 

2010 年 2 月 6 日 

 

シチズン紙（タンザニア） 

「タンザニア総理大臣が科学的な農業を叫ぶ」 

ロバート・カクウェシ 

2010 年 2 月 6 日 

 

ハフィントン・ポスト・ドットコム 

「HIV 母子感染を撲滅するビジネス」 

マイケル・シディベ、ジョン・テッドストロム 

2010 年 3 月 5 日 

 

ニューヨーク・タイムス紙 

「援助のシャワーは進展の洪水をもたらす」 

2010 年 3 月 8 日 

 

 

http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/16/health-issues-in-a-millennium-village/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/19/beekeeping-in-koraro/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/23/the-millennium-cities-initiative/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/25/the-food-program-in-a-koraro-school/
http://kristof.blogs.nytimes.com/2010/01/27/koraro-the-sustainability-factor/
http://www.thenational.ae/news/worldwide/africa/un-village-project-provides-model-for-ending-poverty
http://allafrica.com/stories/201002250204.html
http://www.huffingtonpost.com/michel-sidib/the-business-of-eliminati_b_487733.html
http://www.huffingtonpost.com/michel-sidib/the-business-of-eliminati_b_487733.html
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ハフィントン・ポスト・ドットコム 

「総合的な農村ニーズに合わせてもたらされたビレッジの画期的な結果」 

2010 年 3 月 12 日 

 

ビジネス・ウィーク・ドットコム 

「マドンナさんとコネクト・トゥ・ラーン」（リンク切れ） 

ラケシュ・レイマン 

2010 年 4 月 6 日 

 

インデペンデント紙 

「デビッド・キャメロン、ジェフリー・サックス：女性教育が貧困終焉の鍵を握る」 

ジェフリー・サックス、デビッド・キャメロン 

2010 年 4 月 18 日 

 

タイム・マガジン 

「タイム 100 を受賞したミレニアム・ビレッジ・プロジェクト情報通信技術指導者」 

カトリン・バークラス 

2010 年 4 月 29 日 

 

ハフィントン・ポスト紙 

「ミレニアム・ビレッジのデータ内の低コストなスリル」 

ジョン・マッカーサー 

2010 年 5 月 31 日 

 

シチズン紙（タンザニア） 

「牧畜民を改善する構想が始まった」 

アルバー・ムワクユサ 

2010 年 8 月 16 日 

 

アル・ジャジーラ 

「ハイレベル国連サミットで、世界のリーダーたちが地球規模の飢餓、病気、貧困に取り

組む」 

ジョン・マッカーサーへのインタビュー 

2010 年 9 月 30 日 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/john-w-mcarthur/breakthrough-village-resu_b_497120.html
https://www2.millenniumpromise.org/pdf/news/The_Independent_David_Cameron_Jeffrey_Sachs.pdf
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1984685_1984745_1984832,00.html
http://www.huffingtonpost.com/john-w-mcarthur/low-cost-thrills-in-mille_b_594982.html
http://thecitizen.co.tz/magazines/31-business-week/3506-initiative-to-improve-pastoralists-launched.html
http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2010/09/201092982420262438.html
http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2010/09/201092982420262438.html
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6. 結論 

 

 私たちは今、ほとんどの場所で、ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトのフェーズ 1 最

終段階に入っています。2006 年段階で保健医療施設や教育施設やビジネス金融のアクセス

が乏しかった地域は、今では診療所、改善された学校、新しいビジネス発展の機会からの

恩恵を受けています。ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトは、住民の基本的なニーズに

合わせ、総合的な介入を通じたコミュニティ支援を行ってきました。これらの努力により、

ビジネスが繁栄し、自立へとつながる未来を産み出すことのできるプラットフォームを構

築しています。 

 

皆さんの援助がこの仕事を可能にしています。私たちは共に、持続可能な開発と MDGs の

達成へのはしごを上っていくため、サハラ以单のアフリカ各地にあるかつて貧しかった農

村コミュニティを援助しています。 

 

私たちはこれまで多くのことを達成してきました。しかしながら、まだやるべきことがま

だまだあります。私たちの注目は、2015 年までフェーズ 2 に目が向けられていて、今まで

ミレニアム・ビレッジ内で得られた利益を維持し、ローカルビジネスを育成することを優

先しています。私たちが働くコミュニティ内の生活を本当によりよいものに変えるため、

皆さんの援助がこのプロジェクトの成功には不可欠なものです。皆さんの継続的なご支援

ありがとうございます。私たちは、さらなる達成物とフェーズ 2 の計画につき、次月以降

に報告することを楽しみにしています。 
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7. 付録 

 

1. Executive Summary from Harvests of Development in Rural Africa: The Millennium 

Villages After Three Years 

 

2. Chart describing “Average MDG Progress Across Five MV Sites”, published in 

Harvests of Development 

 

3. Speech by U.N. Secretary-General Ban Ki-Moon during visit to the Millennium 

Villages of Mwandama, published in Harvests of Development 

 

4. “A New Sprit of partnership for the Millennium Development Goals,” Testimony by 

John W. McArthur, CEO of Millennium Promise, before the House Subcommittee on 

International Organizations, Human Rights and Oversight, July 27, 2010 

 

5. “Low-Cost Thrills in Millennium Village Data,” by John W. McArthur. Huffington 

Post, May 31, 2010 

 

6. Summary of Millennium Promise Partner’s Meeting, September 21, 2010 

 

7. Bonsaaso (Ghana) Site Profile frome Harvest of Development. 

 

8. Mwandama (Malawi) Site Profile from Harvests of Development. 

 

9. Pampaida (Nigeria) Site Profile from Harvests of Development. 

 

10. Ruhiira (Uganda) site Profile from Harvests of Development. 

 

11. Sauri (Kenya) Site Profile from Harvests of Development. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NPO 法人ミレニアム・プロミス  

ミレニアム・プロミスは、2025年までに世界から極度の貧困を無くすというビジョンのもとに、2005年 4月、ニューヨ

ークにて、コロンビア大学地球研究所長であり国際連合事務総長特別顧問のジェフリー・サックス教授と、 ビジネスマ

ンで社会貢献家のレイモンド・チェンバー氏（現・国連事務総長マラリア特使）によって設立されました。この組織は、

ミレニアム開発目標の達成に向け、全面的に邁進する米国における唯一の組織です。2005年の発足以来、ミレニアム・

プロミスは、大規模で包括的なプロジェクトを企画し、政策や戦略に対する助言を行っています。科学、民間企業、市

民社会、政府、メディアといったさまざまなネットワークを介して、ミレニアム開発目標に対する関心を喚起し、ミレ

ニアム・ビレッジ・プロジェクトを推進するため、パートナーシップの構築、マラリア根絶、小規模自作農業の向上、

アドボカシーなどの活動を行っています。 

 

NPO 法人ミレニアム・プロミス・ジャパン 

ミレニアム・プロミス・ジャパンは、国連が設定したミレニアム開発目標の達成に向け、ミレニアム・プロミスのグロ

ーバル・アライアンスとして、アフリカのミレニアム･ビレッジ・プロジェクトをはじめとして、発展途上国の人々の自

立を支援する事業を行います。特にサハラ砂漠以单の一日一ドル未満で暮らす人々のために貧困の削減、マラリア対策、

生活水準と教育の向上などに寄与することを目的として活動しています。 

日本国内においては、これらの活動を通じて、一般の人々の間で、貧困の削減、アフリカ支援などの活動への理解を深

め、さらに日本人のグローバルな問題に対する社会教育を進め、人材育成と国際平和の推進のために努力しています。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

【ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトに関する中間報告 翻訳担当（敬称略、五十音順）】 

 

●学校法人山口学園 ＥＣＣ国際外語専門学校 

総合英語コース（翻訳専攻）1年 

園 将輝、仲井 彩香、福島 光哉、宮田 典子、宮本 繁、若山 裕子 

●NPO法人ミレニアム・プロミス・ジャパン プロボノチーム（社会人ボランティア） 

飯田 智紀、井上 晴夫、栗山 浩延、鈴木 勇貴、杉田 道子、進 絢、谷口 繭、 

樽田 貫人、馬場 隆志、村尾 明日香 

●NPO法人ミレニアム・プロミス・ジャパン 

大谷 昌義、田中 志（インターン生）、田畑 洋子（監修） 

 

 

【連絡先】特定非営利活動法人 ミレニアム・プロミス・ジャパン  

住所:〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-6 ガーラ本郷三丁目 901号 

Tel: 03‐5842-2801 | Fax: 03‐5842-2802 | Email: mpjapan@drive.ocn.ne.jp 

ホームページ:http://millenniumpromise.jp/     


