コープさっぽろユニセフ指定募金

よむ・かく・うれしい！ 支援プロジェクト 概要
正式名称

コープさっぽろユニセフ指定募金 インドネシア・パプア地域 識字率向上プロジェクト

目的

インドネシア・パプア地域の教員への研修や学習教材の支援を通じて子どもたちの識字率の向上と
地域の教育啓発を推進する。
活動1：教員と校長への読み書き指導法の研修（200人の教員対象）
活動2：効果的な学習資料の提供（生徒4,200人に読み書き）

支援活動

活動3：地域住民への広報・啓発活動（地域住民12,000人に広報）
活動4：学校の水と衛生の推進（生徒4,200人に衛生習慣を）
2019年4月〜2022年3月

募金期間

活動実施期間

2020年6月〜2023年5月

※２０１９年７月時点の活動案です。現地の状況や必要性の変化により、活動内容が変更になることがあります。

ユニセフ募金の方法
ご協力いただいた募金は北海道ユニセフ協会を通じてユニセフ・インドネシア事務所に届けられ、
ユニセフ指定募金「インドネシア・パプア地域 よむ・かくうれしい！支援プロジェクト」として活用されます。

●店舗（通年受付）

書損じハガキ回収活動
（年2回、2〜4月、8〜10月）

サービスカウンターに募金箱が設置されています。現金または500円ポイント券で募金
いただけます。直接、募金箱へ入れていただくか、
またはサービスカウンターで「ユニセ
フ募金をします」とお伝えください。

家庭でできる国際協力・社会貢献
として、書損じハガキなどの回収活

●宅配（通年受付）
現金の
場合

ポイントの
場合

動に取り組んでいます。回収された

一口100円単位で最大99口までお受けできます。注文欄に申
込番号「53597」と
「口数」をご記入ください。
ご協力いただい
た募金は、商品代金と一緒に口座から引き落とされます。

注文番号

：
5 ：
3 ：
5 ：
9 ：
7：

数量

7

ニセフ募金」、
「北海道ユニセフ協
会活動」の国際

〈記入例〉
700円の場合

一口500ポイント
（円）単位で最大99口までお受けできます。 注文番号
：
5 ：
4 ：
1 ：
0：
1
注文欄に申込番号「54101」と「口数」をご記入ください。
〈記入例〉
納品書でポイント残高をご確認のうえ、募金ください。

ハガキや携帯電話は換金後、
「ユ

協力活動をはじ
め各種社会貢
数量

：

2

1000ポイントの場合

※お申込み翌週の納品書に
「ユニセフ募金ありがとうございました」
と記載します。

パプア地域の子どもたちが
「よみ・かき」できるようになることは、
先生、子どもたち、地域の人々みんなの願いです。
インドネシア・パプア地域の教員への研修や学習教材の支援を通じて
子どもたちの識字率の向上と地域の教育啓発を推進するプロジェクトです。

献活動に活用さ
れます。
回収用封筒

ブータン 水と衛生プロジェクトへのご協力ありがとうございました
この取り組みがスタートしてからの3期9年間（2010年度〜2018年度）の送金額は109,408,508円となりました。
■ブータン水と衛生プロジェクト募金額
年度
第Ⅰ期

第Ⅱ期

第Ⅲ期

送金額〔単位：円）

2010年度

9,100,000

2011年度

11,720,563

2012年度

12,207,358

2013年度

12,961,068

2014年度

11,048,728

2015年度

14,351,328

2016年度

12,825,388

2017年度

11,468,520

2018年度

13,725,555

送金額合計

■2018年までの支援活動の成果
トイレの設置の支援
（12県の29校）

※現地での支援活動は2020年5月まで継続します。
手洗い場の設置の支援
（20県の37校）

保健コーディネーター
（520人）、
学校用務員（286人）への研修

109,408,508

お問合せ／コープさっぽろ基金事務局 TEL 011・671・5651（10：00〜17：00土日を除く）

コープ の ポイントで 募金 ができるようになりました！
ⒸUNICEF Bhutan

支援プロジェクトの
情報はこちらまで

2019年、新たなユニセフ指定募金

インドネシア・パプア地域 よむ・かく
・うれしい！支援プロジェクトがスタートしました。
■ユニセフ募金の種類

ユニセフとは？

ユニセフ募金は、大きく３つに分けられます

国際連合児童基金。世界中の子どもたちの生命と健やかな成長
を守るために活動している国連機関です。世界のどこに生まれても、

一般募金

世界190の国と地域のユニセフ活動に役立てられ
る募金

指定募金

募金の使途をわかりやすくするために、国と使用用
途を特定した募金。3年単位で一定金額以上の支
援を計画しプロジェクトを進める。

緊急募金

自然災害や紛争など緊急支援のために使われる募金

持って生まれた可能性を十分に伸ばして成長できるように、
「 子ども
最優先」
を掲げて支援活動を続けています。

水と衛生

栄養

保健

教育

子どもの保護

日本もユニセフの支援を
受けていました。

全国の生協も世界各地のユニセフ指定募金に取り組んでいます。
（ 2019年7月現在）

ブータン

「学校の水と衛生」2010〜2018年度 コープさっぽろ

カンボジア

「子どもの保護」2019年度〜

ユーコープ、パルシステム神奈川ゆめコープ他

アンゴラ

「子どもにやさしい学校」2010年度〜

日本生活協同組合連合会

シエラレオネ 「栄養プログラム」2014年度〜

コープデリ連合会

東ティモール 「新生児と母親の保健」2014年度〜

東北・九州の生協

ミャンマー

関西、中国・四国の生協

第二次世界大戦後の15年間
（1949〜1964年）、ユニセフから
脱脂粉乳、毛布、医薬品など当時
の金額で総額65億円相当の支
援を受けていました。

Ⓒ日本ユニセフ協会

なることから、組合員活動企画委員会で検討をし6カ所の候補地から
インドネシア・パプア地域「よむ・かく
・うれしい！支援プロジェクト」
を新た
な支援先としました。

■インドネシアってどんな国？
北海道から南西に約6000km離れ大部分が赤道以南に位置する島国です。
首都ジャカルタなど都市部の発展の一方、離島や遠隔地との格差が大きな課
題となっています
正式国名

インドネシア共和国

面積

約189万平方km（日本の約5倍）

島の数

1万4,000以上

人口

約2.55億人（日本の約2倍）

ジャカルタ

大半がマレー系、他にジャワ系，
スンダ系など約300種族
※パプア地域はメラネシア系

宗教

イスラム教87%、
キリスト教10%、
ヒンズー教2%、仏教1%

経済

1人当たりのＧＤＰ：$3,877（日本の10分の1）

出典：外務省ホームページ、
インドネシア政府統計

6%

47%

26%

21%

■事前視察で見てきた
インドネシア・パプア地域の教育の現状

2019年4月、組合員の代表がインドネシア・パプア地域を事前訪問しました。

子どもたちが学校にきても、先生の指導能力の不足、指導学
習教材の不足などで、
充分な学習が行われていませんでした。

パプア地域（パプア州・西パプア州）

48%

39%
5%

ブータン「水と衛生プロジェクト」
が2018年度で募金の最終年度と

民族

インドネシア全国

7%

インドネシア・パプア地域
「よむ・かく・うれしい！支援プロジェクト」のスタート

パプア地域

パプア地域では子ども10 人のうち5 人が読み書きができない

HIV/エイズ

■全国の生協の指定募金への取り組み

「女性と子どもの栄養」2015年度〜

■インドネシア・パプア地域の教育の現状（2015年の調査）

■ できる

■ できる

■ まあまあできる

■ できない

出典：Baseline study on reading ability of early grade students in remote and rural area of papua 2015

■支援プロジェクトの実施内容

1

2

3

4

先生を育てる

学習図書をとどける

教育の大切さをひろめる

衛生教育をひろめる

先生・校長への研修を実施

パプアの地域に沿った内容

ポスター、動画、
ラジオ、
ＴＶ

クラスから1名が保健委員

し効果的な指導法や授業

の77冊の学級図書・絵本を

番組などさまざまな広報媒

（リ
トルドクター）
となり、
手洗い

運営方法を学習します。

提供します。

体を活 用した啓 発キャン

などの衛生習慣を他の生徒

ペーンを実施します。

たちに広めます。

ⒸUNICEF/UNI117268/Estey

ⒸUNICEF/2018/STKIP/Sorong

ⒸUNICEF/UNI180243/Brown

Ⓒ日本ユニセフ協会 /2019

200人の先生・校長が効果的な
教え方を学ぶ

4,200人の生徒に読書の楽しさ
を伝える

12,000人の地域住民が「よみ・
かき」などの大切さを理解する

4,200人の生徒とその家族が健
康的な生活習慣を身に着ける

