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ミャンマーについて

• 正式な国名はミャンマー連邦共和国。

• 135の部族からなる多民族国家。首都はネピドーで、
最大の都市ヤンゴンには約250万人が暮らす。

• 人口は約5,100万人で、国民の90%が仏教徒。
イスラム教徒のロヒンギャは100万人

• 成田-ヤンゴンは約7時間のフライト (4,836km)

• 中国、インド、タイ、ラオス、

バングラデシュと国境を接する

• 通貨はチャット(MMK)

1チャットは約0.072円

1円は約13.98チャット

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC/data=!4m2!3m1!1s0x305652a7714e2907:0xba7b0ee41c622b11?sa=X&ved=0ahUKEwiV2ICdnvfXAhXJn5QKHehnD6oQ8gEIJjAA


ミャンマーについて
• 1824～1941年にはイギリスの統治下に置かれる。

• 1941年に太平洋戦争開戦、日本軍が全土を制圧。

• 日本の支援を受け、1943年に「ビルマ国」として独立。

• 1945年に再びイギリスの植民地に。

• 1948年に「ビルマ連邦」としてイギリスから独立。

• 軍が徐々に力を増し、50年間以上の軍事政権国家。

• アウンサンスーチーが軍事政権と対峙する
構図になり、1989年に自宅軟禁される。

• 2010年にアウンサンスーチーの自宅軟禁
が解除、政治活動を再開する。

• 2015年「事実上のアウンサンスーチー政権」
が発足。



2011 軍政から民政へ移管

2012 ANAが成田-ヤンゴン便を就航

2014 外資事業者参入の開放

2015 建設ラッシュ始まる

2016 米国の経済制裁解除

4Gモバイル通信の運用開始

2017 配車アプリGRABなどが市場参入

ヤンゴンの路線バスが新システムに移行

近年のミャンマーの発展



出生1,000人あたりの死亡数 *( )は1歳未満の乳児死亡数 は1990年の数値

1 ソマリア 133 (83) 181 (109)

2 チャド 127 (75) 211 (111)

3 中央アフリカ 124 (89) 174 (114)

4 シエラレオネ 114 (83) 262 (156)

5 マリ 111 (68) 254 (130)

6 ナイジェリア 104 (67) 213 (126)

7 ベナン 98 (63) 178 (107)

8 コンゴ民主 94 (72) 184 (118)

9 レソト 94 (72) 91 (  73)

10 コートジボワール 92 (66) 151 (104)

11 赤道ギニア 91 (66) 191 (129)

11 ニジェール 91 (51) 329 (133)

11 南スーダン 91 (59) 256 (152)

44 ミャンマ－ 51 (40) 116 (  82)

179 日本 3 (2) 6 (    5)

(引用) UNICEF世界子供白書2017

５歳未満児死亡率の順位（2016年）
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ミャンマーの養育施設Dream Trainについて

• 病気で親を失ったり、人身売買に巻き込まれる可能性
のあるミャンマーの子どもたちが生活する養育施設で、
日本のNPOジャパンハートが2010年から運営している。
現在の入所者数は200人ほど。

特定非営利活動法人 ジャパンハート
International Medical NPO 
JAPAN HEART



ミャンマーの養育施設Dream Trainについて

• 施設の壁には、同施設の目標である「大学への入学」
を果たしたかつての入所者の写真が貼ってあり、現在
入所している子どもたちの見本であり、憧れとなっている。



• トイレの後は紙を使わず、水と手でお尻を洗っている。
手洗い場には石鹸がなく、衛生的に危険な状況。

施設の洗い場、風呂場、トイレ



• サラヤの途上国での活動を知っていたジャパンハートから
支援要請を受け、手洗いと同時に殺菌と消毒ができる
薬用石けん液「シャボネット」と、専用の容器を手洗い場
に設置。

• 子どもたちに手洗いを習慣化してもらうことで、感染症の
予防に貢献。

手洗い環境の整備



ミャンマー人スタッフによる手洗い教室を実施

• 2017年には、施設の子どもたち向けに「ミャンマー初の
手洗い教室」を実施。サラヤのミャンマー人スタッフが、
手洗いの重要性をミャンマー語で子どもたちに説明する
初めての機会となった。



◆ジャパンハート担当者より

先日はミャンマー初の手洗い教室を開催いただき、どうもありがとうございました。
(添付の写真での)子どもたちの驚きの表情をご覧いただけますと幸いです。
数値として汚れを見ることができ、子どもたちは手洗いの重要性を強く感じて
いる様子でした。ローカルスタッフの皆さまにも、よろしくお伝え下さいませ。

ミャンマー人スタッフによる手洗い教室を実施



2017年6月以降の「シャボネット」の使用状況

【設置場所】

• 男子トイレ２か所、女子トイレ２か所、食堂４か所

【使用方法】

• 10倍に希釈した「シャボネット」を1日約220ml使用。

• 毎日朝・夕の２回、施設ボランティアが容器に充填。

【施設ボランティアの所感】

• 以前は女子トイレに設置してある石鹸液の減りが少ない印象が
あったが、女子の水痘感染症が発生し、一層の手洗いを奨励し
たこともあり、2018年に入って使用量の増加を認めた。

• 皮膚真菌症の症例減少を認める。手洗い励行の成果と言える。

• 施設外学習の際（遠足など）、日頃の習慣からか子どもたちが
きっちり手洗いできている様子が伺えた。



「シャボネット」使用開始後の考察

• 「シャボネット」の減少スピードから、排泄後の手洗い実施に加え、
食前食後の手洗い実施頻度の増加が確認できる。

• 女子トイレの「シャボネット」の減少のスピードから、女子の手洗い
頻度が増えていることが確認できる。

• 手洗い教室の開催により、子どもたちが手指の目に見えない汚れ
を確認することができ、視覚的に汚れを確認することによって手洗
いの重要性が認識できた。これにより手洗い頻度が増えたと評価
できる。

• 施設外での感染症流行時、施設内感染がないことから、手洗い
による感染阻止を確認することができた。



2018年にも手洗い教室を実施



ジャパンハートからいただいた感謝状



第1回エコプロアワード奨励賞を受賞



その他の施設へのドネーション

• 2017年、ヤンゴンでインフルエンザが蔓延した時期に、
ヤンゴン総合病院をはじめとする病院、日本人学校や
養護施設などに、消毒剤とマスクをドネーションで提供

Yangon General Hospital (ヤンゴン総合病院)



その他の施設へのドネーション

Central Women’s Hospital (Yangon)



日本人学校での授業

ヤンゴン日本人学校は在ミャンマー日本国大使館が運営を担当
しており、大使館から「サラヤのミャンマーでの取り組みについて授業
をして欲しい」との話をいただき、サラヤの活動や環境に配慮した
製品づくりについての授業を6年生を対象に実施。



「ジャパンSDGsアワード」への応募

• ミャンマーでのこうしたCSR活動を背景に、東京サラヤでは
外務省が主体となり日本政府が公募する平成29年度「ジャパン
SDGsアワード」に応募。

• 同アワードは今回が第1回の実施で、280を超える案件応募あり。

• 選考の結果、北海道下川町が総理大臣賞を受賞。外務大臣賞に
はサラヤ株式会社が選ばれた。

• 東京サラヤからの応募は残念ながら受賞に至らなかったが、
その応募案件については「優良事例」として各種フォーラムや
国際会議等で紹介されるとともに、日本政府公認のロゴマーク
「ジャパンマーク(SDGs版)」の名刺や各種資料、HPへの掲載
等での活用が許可された。
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「ジャパンSDGsアワード」への応募
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「ジャパンSDGsアワード」への応募
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SARAYA will keep the green purchasing, 

create and provide the values, to and 

with, its suppliers and customers.Thank you very much for 
listening and watching!

ご静聴ありがとうございました。

。ご静聴ありがとうございました


