
 

認定NPO法人 日本ブルキナファソ友好協会 
JAPAN BURKINA FASO FRIENDSHIP ASSOCIATION - SPECIFIED NONPROFIT CORPORATION 

Outline 
● 面  積：274,000k㎡ 

● 人 口：1,951万人 

● 言 語：フランス語（公用語） 

● 宗 教：イスラム教（61.6％） 

● 一人あたりのGDP：1,800ドル 

● 乳児死亡率：7.38％  

● 出生時平均寿命：55.5才 

● 中学校就学率：12％ 

● 15才以上の識字率：36.0％ 

● 安全な水の入手率：22.0％ 

● エイズ（HIV）罹患率：0.8％ 

● 軍事費：GDPの1.32％ 

● インターネットユーザ：215.6万人 

● 携帯電話ユーザ：1,445万人 

Burkina Faso 

国
際
協
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西アフリカの内陸に、正直で勤勉、そして争

いごとが嫌いな、どこか日本人に似た感情

を持っている民族が住んでいる国がありま

す。我々が一番最初にブルキナファソを訪

れたとき、人を思いやる心、家族を大切にする心に触れ、一番大事なものを失っていたことに気が付きま

す。治安は日本以上に良く、風光明媚で、時間がゆっくりと流れているのが肌に感じます。それが「ブルキ

ナファソ」なのです。しかし就学率・識字率は世界最下位（ＥＵ世界統計年鑑より）、非識字率が95.0％以上

といった村も少なくありません。土地は痩せ、これといった産業もなく、人々は貧困と病気に苦しんでいま

す。毎年襲いかかる干ばつ、押し寄せるサハラ砂漠、蔓延するマラリアなどの感染症・寄生虫症などで多く

の人々が尊い命を落としているのもまた「ブルキナファソ」でもあるのです。村落では、貧困のため未だに基

礎医薬品が購入できず、５歳未満の乳幼児死亡率が30％以上に上っている地域も多くあります。 

JBFA 

日本ブルキナファソ友好協会（略称JBFA）は、1995年、ブルキナファソにおいて、貧困・病気に苦しむ人々

を救済するため、ブルキナファソ政府の要望に応え設立されたＮＧＯ（民間活動団体）で「同じ地球の仲間

として、私たちにできること！」を合い言葉に、教育・医療・保健衛生・農業の分野で援助活動を続けている、

認定ＮＰＯ法人の団体です。 

現在ブルキナファソの農村地域において、小学校・診療所の建設、深井戸の掘削など幅広く援助事業を

展開しており、その活動は内外共に高く評価されております。 

1995年 7月 1日：横浜市に於いて「日本ブルキナファソ友好協会」を設立 

1997年 3月15日：ブルキナファソに「Ouagadougou事務所」を設置 

1997年 5月23日：ブルキナファソ経済財務省と協定を結ぶ 

1999年 3月29日：「特定非営利活動法人 日本ブルキナファソ友好協会」として登記 

        神奈川県で最初のNPO法人 

1999年 9月17日：ブルキナファソ保健省と協定を結ぶ 

2000年11月14日：在日ブルキナファソ特命全権大使の表敬訪問を受ける 

2000年12月 5日：ウエドラオゴ外務大臣、アジア太平洋カリブ局長の表敬を受ける 

2001年 9月 1日：主たる事務所を横浜市より千葉県白井市に移転 

2002年 3月28日：在日ブルキナファソ特命全権大使の表敬訪問を受ける 

2003年 2月16日：ウエドラオゴ情報大臣の表敬訪問を受ける 

2003年 6月20日：国税庁長官より「認定NPO法人」の認定を受ける 

        千葉県で最初、全国で13番目の認定NPO法人 

2003年 9月28日：コンパオレ大統領、外務大臣、情報大臣の表敬を受ける 

2009年 1月15日：ブルキナファソ農林水産省と協定を結ぶ 

2012年11月13日：ブルキナファソ政府より日本ブルキナファソ友好協会に、「ブルキナベ功労勲章」が授与される 

2012年12月11日：ブルキナファソ政府よりJBFA理事長に、「国家功労勲章」が授与される 

2014年 2月 1日：フランソア・ウビダ特命全権大使が名誉会長に就任する 

2014年12月 1日：公益財団法人社会貢献支援財団より松山理事長が、「社会貢献者表彰」を受賞する 

 

日本ブルキナファソ友好協会の沿革 

架け橋 



 

JBFA 

JBFAの国際協力（村落開発プロジェクト） 

NGO Non Governmental Organization 

● リサイクル援助物資の供与 
   小学生用机＆椅子5,200セット、救急車2台、消防車4台、移動図書館車1台、オルガン29台を日本より輸送 

● 奇跡の米・ネリカ米の稲作 
     農村地域の生活基盤安定のため、ネリカ米の稲作を6カ村で実施 

● 脱穀・製粉施設の建設 
     女性の労働力軽減のため公共製粉施設を建設。2カ村で実施 

● その他 
    緊急食糧援助、学用品、サッカーボールなどの寄贈、スポーツシューズ（新品）4,300足を寄贈 

● 診療所の建設 
    6カ村に無料診療所を建設、ソーラシステムを導入し24時間診療可能に 

● 保健衛生教育の実施 
     ９カ村でモニターを使用しての啓発活動及び、全村民を対象に駆虫薬の配布 

● 公立小学校の建設  
     300～360人収容の小学校を10校舎建設、教科書や文房具などの寄贈も実施している。また、女性の識

字教室、児童の復習教室のため、建設した校舎にソーラーシステムによる夜間照明を設置している。 

● ポンプ式深井戸の設置  
   安全な水を供給するため、40基のポンプ式深井戸を設置。また、ソーラーシステムによる給水塔を設置し水道       

の配備、壊れてしまった井戸の修復にも力を入れている。  

移動図書館車の寄贈 



 

JBFA 

JBFAの国内での活動に参加しませんか? 

ブルキナファソでのコーディネート 

 
JBFAは、ブルキナファソで活動して20年目にな

り、TV取材、調査などをコーディネートしており

ます。JBFAはブルキナファソ政府関係をはじめ

多方面に渡りコネクションを持っておりますの

で、如何なるロケーションにも対応できます。ま

た、これらの収益金はブルキナファソでの援助

事業に使用されております。 

主なコーディネート 

● NHKテレビ  「ニュース10」、「地球アゴラ」 

                    「BS今日の世界」 

● フジテレビ  「めざましテレビ」 

● TBSテレビ  「明日のために...今」    他多数 

● ネリカ米稲作の実施 

2004年度より、小学校の児童と協働でネリカ米の稲

作を行っております。この活動は、総合学習の一環とし

て取り組まれ、稲作を通して、ブルキナファソの食や風

土などを学んでいます。また、11月にはブルキナファソ

の大使をお招きして、盛大に収穫祭が開催されます。 

● 国際協力のイベントに参加 

ブルキナファソや活動内容などを一般の人々に知って

貰おうと、関東、関西地区で開かれるイベントに参加

し、広報活動を行っております。また、フェアートレード商

品なども展示販売しており、収益金はブルキナファソ

での援助事業で使用されています。 

● ブルキナファソとのテレビ交流 

ブルキナファソのカバネ小学校と、定期的にスカイプを

使用して、テレビ交流を行っています。リアルタイムに、

相互間の質問、ゲーム、踊りや合唱など、約1時間半

ですが、お互いの国を知り合える、とても有意義な貴

重な体験をすることができます。   



 

JBFA 

JBFAでは、こんな活動も行っております 

あなたにもできる国際協力 

国際協力にはいろいろな方法があります。使用済みのインクジェットカートリッジ、書損じ葉書などの提供、わずかな

金額でも、上記のように現地では多くの方々が恩恵を受け、大変感謝されております。 

また、JBFAは認定NPO法人に認定されておりますので、寄付金額の約50％が確定申告により戻ってまいります。 

● フェアトレード商品の販売･斡旋 

フェアトレードは、開発途上国のスラムや農村地域などに暮らす人々に

仕事の機会を提供することで、貧困のない公正な社会をつくるため

の、貿易のパートナーシップです。  

爆発的な人気を呼んでいる「シアバター」もそのひとつで、JBFAのフェ

アトレードの収益金は、アフリカの最貧国ブルキナファソでの援助活動

に使用されます。 

● アフリカを体感しませんか？ 

JBFAでは、将来アフリカの地で活動したいと願っている人々を対象

に、スタディツアー（個人）、インターンシップ制度を設けております。 

暑い日差し、時がゆっくり流れるのを肌に感じながら、アフリカの大地

「ブルキナファソ」での生活は、貴方のこれからの人生の指標となるこ

とでしょう。 

スタディツアーは、いつでも参加する事ができます。 

● 使用済みインクカートリッジの収集 

使用済みインクカートリッジは、ゴミ箱に入れる前に 

ぜひJBFAにご提供ください。 

企業において、使用済みカートリッジをリサイクルす 

る取り組みがされており、JBFAがその取りまとめのをお手伝いするこ

とにより、ボランティア活動資金が提供いただけることになっておりま

す。また、書損じ葉書の収集も行っております。 

1,000円で購入できる医薬品・学用品など 

 抗生剤（Chloramphenicol-250mg）  成人１週間投与（8人分） 

 消炎剤・鎮痛剤（Aspirin-500mg）  成人４日間投与（50人分） 

 駆虫薬（Mebendazole-100mg）  成人１回治療 （20人分） 

 マラリア治療薬（ジェネリック医薬品）  成人１回治療 （6人分） 

 ボールペン（BIG）  25本 

 ノート（小学校指定）  20冊 

 教科書（小学校指定）  ２冊 

 学校給食  30人分 

 緊急食糧援助（米、ミレット）  20Kg 



 

JBFA 

JBFAの援助活動にご協力ください 

 

 

支援金は「寄付金控除・損金算入・相続税控除」の対象 

ブルキナファソでは、内乱や大きな自然災害などは無く、国際機関などから軽視されがちです

が、毎年起こる干ばつ、蔓延するマラリアをはじめとする感染症などで、住民は過酷な生活を強い

られています。 

JBFAでは、ブルキナファソの人々が、病気や貧困からの苦しみから解放され、安心した生活を営

めるよう活動を続けております。 

まだ支援が及んでいない多くの農村地域では、あなたの支援を必要としております。 

いま、あなたの善意ある行動が多くの人々を救い、国際協力に寄与することになります。現地の

事情を察し、是非ご協力をお願いいたします。 

国際貢献活動を、一緒に協働できる企業パートナーを募集しております 

 

日本ブルキナファソ友好協会は、2003年６月20日国税庁長官よ

り、運営組織及び事業活動が適正であることから、全国で13番目

(千葉県では最初）の「認定NPO法人」として認定されました。 

このことにより、皆様方から寄せられる支援金は、税制上(法人税・

所得税・相続税など)の特例措置が講じられ、「寄付金控除・損金

算入・相続税控除の対象」となります。 

詳しくは、JBFA事務局までお問い合わせ下さい。                    

認定NPO法人  

 

認定NPO法人制度に関するお問い合わせは、国税局又は税務署にお尋ねください。 

詳細は、国税庁のウェブサイトでもご覧いただけます。 （http://www.nta.go.jp） 

2012年4月の認定NPO法人制度の改正に伴い、該当する所轄庁（JBFAの場合は

千葉県）が変更になりました。 

International contribution activity 



 

 

JBFA 

会員申込書 

あなたもJBFAの会員になりませんか？ 

「日本ブルキナファソ友好協会」の活動は、皆様方の善意によって支えられております。援助事業

推進のため、あなたも会員になって協会の活動を支えて下さい。 

● 法人会員： 年会費 50,000円        ● 個人会員： 年会費 10,000円 

● 学生会員： 年会費   5,000円        ● ブルキナベ会員： 年会費 5,000円 

   ＜JBFAの会員になると......＞ 

1. ニューズレター「HARMATTAN」（年３回発行）、年次報告書の配布 

2. 「ブルキナファソの写真集」のDVDをプレゼント  

3. JBFAオリジナルのポストカードをプレゼント 

4. スタディツアー、ブルキナファソ料理教室などへの参加 

5．JBFAメーリングリストへの登録など 

入会ご希望の方は、入会申込書にご記入の上、年会費を添えて事務局まで送付して下さい。 

尚、ウェブサイト上からでもオンライン登録ができます。（FAX、E-MAIL 可） 

お問合せ・お申込み・お振込先 

千葉県白井市桜台2丁目6番3-404号 

PHONE：047-498-0302 FAX：047-498-0304  

E-MAIL：jbfa@burkina.jp 

ゆうちょ銀行：〇二九店（当座）0053704 

       加入者名 日本ブルキナファソ友好協会 

楽天銀行  ：サルサ支店（普通）7016298 

       口座名義 日本ブルキナファソ友好協会 

認定NPO法人 日本ブルキナファソ友好協会 

会員の種類：法人会員 — 個人会員 — 学生会員 — ブルキナベ会員        申込年月日：      年     月     日 

氏 名                                                       団体名・代表者名 

（個人会員・学生会員・ブルキナベ会員）                             （法人会員） 

住所 

PHONE：                      FAX：                         E-MAIL： 

－ 

〒 
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認定NPO法人  

日本ブルキナファソ友好協会 
千葉県白井市桜台2丁目6番3-404号 〒270-1412 

PHONE：047-498-0302   FAX：047-498-0304   E-MAIL：office@jbfa.org 

Website：jbfa.org 


