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新年度を迎えました。仕事の上で、改めて気が引き締まる思いです。「地方創生」の大きな動きの中で、JICAの貢
献に期待があつまり、ますます国内機関の重要性も高っていくものと思います。その意味では、成果を問われる年
度でもあります。これからも、国内事業部は、常に国内機関と一体性を持ちながら、本部において調整機能を発揮
していきたいと思います。

センター 掲載記事

◆札幌 北海道庁・モンゴルで経済協力覚書～農業・建築分野で寒冷地技術活用～

◆横浜 横浜市のバンクーバー姉妹都市提携50周年記念で「新朝日軍」が訪問

◆中部 インド製造業幹部38名が国別研修で来日、研究発表会に100名参加

◆関西 JICA関西、国連防災世界会議に参加～阪神大震災の教訓を伝える～

◆帯広 国際協力を身近に考える 映画上映とトークショー～2/14,2/15に開催～

◆筑波 筑波大生5名が2020年東京オリンピックに向けてカンボジアに初派遣

◆東京 NHKスぺシャルベトナム版・VTVスペシャル「津波から10年」初制作

◆東北 第3回国連防災世界会議が仙台で3/14-3/18開催、約14万人が来場

◆北陸 福井で途上国ビジネス展開セミナー開催～無償・中小企業関連事業説明～

◆四国 牟岐小×ウガンダ小が絵で町や人を紹介～牟岐・出羽島アート展～

◆中国 HIROSHIMA　ワールドトークを開催

◆九州 2002年W杯以降友好を深めてきたカメルーンに、大分からバイオトイレを

◆沖縄 沖縄・カンボジア博物館プロジェクト成果を展示～次世代へ平和伝え～

国内事業部よりお知らせ

<研修員受入事業>
◆研修員受入事業60周年DVD完成、HP等で公開へ

<市民参加事業>
◆草の根支援型・パートナー型の採択内定案件の決定
◆大学生国際協力フィールド・スタディ・プログラムの実施

<中小企業海外展開支援事業>
◆中小企業海外展開支援事業案件化調査/普及・実証事業を公示
◆「がんばる中小企業」にJICA中小企業海外展開支援事業の採択事業より12社が選定

青年海外協力隊発足50周
年～事務局より～

◆青年海外協力隊発足50周年に関係する今後の主な予定

◆二本松 「1日体験入隊」がパワーアップ、4月26日に開催

◆駒ヶ根 「地球の料理教室～TFT編」を長野市で開催

◆地球ひろば JICAボランティア経験者による「協力隊まつり2015」

2015年4月1日 国内事業部長 岩切 敏    
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◆札幌 北海道庁・モンゴルで経済協力覚書～農業・建築分野で寒冷地技術活用～

◆帯広 国際協力を身近に考える 映画上映とトークショー～2/14,2/15に開催～

3/12、道庁とモンゴル政府は経済分野の協力関係を強化するための覚
書を交わしました。道内企業が培った寒冷地技術を生かして農業と建
築・エネルギー分野で、専門家派遣や研修受け入れ等を進める予定で
す。JICAも地中熱を利用したビニールハウス栽培普及するための草の
根協力事業等で連携を促進しています。

★札幌のことをもっと知りたい方は
http://www.jica.go.jp/sapporo/index.html

バレンタインデーに合わせ、十勝インターナショナル協会主催の十勝か
ら世界に羽ばたく人材を育てる国際理解イベント「国際フェスタinとかち
2015」を開催(2/14,2/15)。映画無料上映会、トークショー、フェアトレード
ブース、また研修員との交流プログラムも行われました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/obihiro/press/ku57pq00000dmsum-att/ku57pq00000du5jw.pdf

★帯広のことをもっと知りたい方は
http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html

◆筑波 筑波大生5名が2020年東京オリンピックに向けてカンボジアに初派遣

昨年11月、2020年東京オリンピックに向けて筑波大学体育系とボラン
ティアの覚書を締結。第一陣として5名の学生がカンボジアへ。その壮行
会でアトランタオリンピック銀メダルの有森裕子氏から「文化の違いを乗
り越え積極的に活動して欲しい」と激励も。スポーツ教育で国内有数の知
見を持つ筑波大学ならではの国際協力が期待されます。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tsukuba/topics/2014/150220_01.html

★筑波のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

◆東京 NHKスぺシャルベトナム版・VTVスペシャル「津波から10年」初制作

JICAはベトナム国営テレビ放送（VTV)の強化の技術協力を実施するとと
もに、2011年には円借款でベトナム放送センターを建設しました。8、12
月には、報道番組・啓発番組の制作と知識の向上を目的に、「NHKスペ
シャル」を題材に国別研修を実施。さらに現役プロデューサーらによる現
地でのフォローアップ研修を行われ、ベトナム版VTVスペシャル「津波か
ら10年」を初制作、1月に放映されました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tokyo/enterprise/report/ku57pq00000dyfqr.html

★東京のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html

◆横浜 横浜市のバンクーバー姉妹都市提携50周年記念で「新朝日軍」が訪問

横浜市のバンクーバー姉妹都市提携50周年記念として、映画等で取り
上げられ再結成された日系少年野球チーム「バンクーバー新朝日軍」が
横浜を訪問(3/6-3/11)。JICA横浜に宿泊し、移住資料館での特別展「連
れて行こら、紀州から！」展を見学しました。

★横浜のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html
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◆中部 インド製造業幹部38名が国別研修で来日、研究発表会に100名参加

インド製造業経営幹部育成を目的とした技術協力プロジェクトの国別研
修で、同国の製造業界経営幹部38名が来日（2/22-3/5）。研修では工場
視察等を通じて日本の製造業経営手法を学ぶとともに、自国で事前準備
し来日後リサーチをして結果を取りまとめる「自主研究プログラム」を実
施。3/3には、同「自主研究」の発表会が行われ、インド大使館の経済担
当公使等100名超が参加しました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chubu/topics/2014/150320_01.html

★中部のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chubu/index.html

◆関西 JICA関西、国連防災世界会議に参加～阪神大震災の教訓を伝える～

宮城県仙台市で行われた第3回国連防災会議（3/14-3/18）では、市内
各地でイベントが開催されました。JICA関西は展示会「世界へ発信日本
の防災～阪神・淡路島大震災の教訓から～」を実施。また、JICA東北と
合同企画でインドンネシアと和歌山に伝わる津波伝承紙芝居を実演し、
250名超の来場者に津波伝承の重要性を伝えました。

FACEBOOK： https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841978199201719.1073741934.466430350089841&type=1

★関西のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kansai/index.html

◆中国 HIROSHIMA　ワールドトークを開催

被爆70年目を迎える広島。3/7に広島経済大学で「ヒロシマ」「セカイ」
「私」をキーワードに「HIROSHIMA　ワールドトーク」を開催。中学生から
80代の105名がグループに分かれワークショップを実施。ルワンダ出身・
マリルイーズさんと元広島平和文化センター長を招き、平和について考
えるイベントとなりました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/chugoku/topics/2014/20150317_01.html

★中国のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html

◆九州 2002年W杯以降友好を深めてきたカメルーンに、大分からバイオトイレを

2002年サッカーW杯依頼友好を深めてきたカメルーンと大分県。同国に
バイオトイレを普及することをめざし、大分の合同会社TMT.Japanによる
中小企業案件化調査が、同県で初採択に。同社のバイオトイレは人間体
内に存在する微生物の力でし尿を分解するため、水・排水処理・汲取り
が不要なうえ、分解媒体は2年に一度回収、肥料として利用が可能で、ト
イレ不足の同国での普及が期待されます。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/kyushu/press/ku57pq000005ga61-att/ku57pq00000dyn9z.pdf

★九州のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

◆沖縄 沖縄・カンボジア博物館プロジェクト成果を展示～次世代へ平和伝え～

過去の悲劇を乗り越え、次世代への平和発信拠点となることを目指し、
沖縄とカンボジアの4つの博物館（県立博物館・美術館、沖縄県平和祈
念資料館、カンボジア国立博物館、国立トゥールスレン虐殺博物館）によ
る草の根技術協力が実施されました（2012年10月～2015年3月）。同プロ
ジェクトの成果展がカンボジア両博物館で開催されています。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/okinawa/press/ku57pq00000a0qh9-att/ku57pq00000dxlws.pdf

★沖縄のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html

写真提供：今村健志朗
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◆東北 第3回国連防災世界会議が仙台で3/14-3/18開催、約14万人が来場

3/14より宮城県仙台市で開催された第3回国連防災世界会議は、最終
日の3/18に「仙台宣言」と「仙台防災枠組2015-2030」を採択し、閉会しま
した。187ヵ国の代表者、国連機関、ドナー、NGOなど6,500人以上が参
加。JICA東北も参加した市内各所で行われたイベント・展示への参加者
を合わせると来場者数は約14万人と発表されました。

3/4、福井商工会議所で北陸の産業振興を担う企業を対象に「途上国ビ
ジネス展開セミナー」を開催、無償資金協力および中小企業支援事業の
制度概要、最近の動向を紹介。ODA事業を活用し海外展開に取り組む
北陸の企業から事例紹介もあり、ODA事業の参入の可能性への理解を
深める機会となりました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hokuriku/press/ku57pq00000d2j5e-att/ku57pq00000dxhlw.pdf

★北陸のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html

JICAHP： http://www.jica.go.jp/tohoku/topics/2014/20150113.html

★東北のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

◆北陸 福井で途上国ビジネス展開セミナー開催～無償・中小企業関連事業説明～

◆四国 牟岐小×ウガンダ小が絵で町や人を紹介～牟岐・出羽島アート展～

徳島県出羽島、牟岐港周辺に加えて牟岐の山間部等の地域を舞台に
「町と人がアートでつながる」アート展「牟岐・出羽島アート展2015」を開
催。3回目となる今回は、JICA四国とアート展共同プロジェクト「牟岐小学
校6年生×ウガンダ・ボンボミックスト小学校5年生　絵で町や人を紹介し
あおう！」を行いました。アートを通じて広い世界を知り同時に自分の住
む町を見つめ直す機会になりました。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/shikoku/event/2014/0301_29.html

★四国のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html

◆二本松 「1日体験入隊」がパワーアップ、4月26日に開催

4月26日、「一日体験入隊」を開催します。昼食交流会、ボランティア受験
対策講座、語学体験学習等、多種多様なプログラムで皆様の参加をお
待ちしてます。申し込み締め切りは4月19日まで。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/event/2015/ku57pq00000dz3ae.html

★二本松のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html

◆駒ヶ根 「地球の料理教室～TFT編」を長野市で開催

2月22日、信州国際塾「地球の料理教室～TABLE FOR TWO編」を長野
市で開催。今回はマラウイの主食「シマ」づくりに挑戦。その後、元青年
協力隊員の講話に続き、共催である信州イノベーションプロジェクトによ
るワークショップを開催。本イベントと通じて１人あたり20円が寄付されま
した。

FACEBOOK： https://www.facebook.com/jicakomagane/posts/790502354359602

★駒ヶ根のことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/komagane/index.html
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◆地球ひろば JICAボランティア経験者による「協力隊まつり2015」

4/11.12、地球ひろばで青年海外協力隊50周年記念イベン「協力隊祭り
2015」が開催されます。青年海外協力隊・シニア海外ボランティアOB34
団体が大集合。世界各国での活動内容や帰国後の活動方向と、ボラン
ティア経験者の生の声にふれる機会です。

JICAHP： http://www.jica.go.jp/hiroba/event/2015/150411_01.html

★地球ひろばのことをもっと知りたい方は

http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html

国内事業部よりお知らせ

＜研修員受入事業＞

◆研修員受入事業60周年DVD完成、HP等で公開へ
　1954年、日本最初の政府開発援助として始まり、アジアからの研修員16名から始まった研修員受け入れ事業。現
在も、開発途上地域から、国造りの担い手達を年間１万人受け入れ、2013年度までに198カ国・地域から31万人を
受け入れました。研修員受入事業開始から60年経過した節目に当たり、60年間取り組んできた同事業を振り返ると
ともに、開発途上地域への開発課題への貢献や人材育成に加え、知日家・親日家の育成、国内の地域活性化・国
際化への貢献にも寄与してきた事業として、成果やインパクト、好事例等を取りとめました。内外関係者への説明
資料として本映像を活用ください。近日中に日本語・英語版もHPでアップ予定です。

＜市民参加事業＞

◆草の根支援型・パートナー型の採択内定案件の決定
2014年度第2回草の根技術協力事業（支援型・パートナー型）選考を行い、草の根協力支援型4件（応募件
数13件）、草の根パートナー型9件（応募件数33件）を採択内定となりました。2015年度の募集について
は、全国の地域NGO等への制度見直しに係る意見交換会の結果などを踏まえて制度を見直し、4月下旬頃を
目途に募集を開始する予定です。

◆大学生国際協力フィールド・スタディ・プログラムの実施
大学生がグローバルな視点と問題発見・解決能力を身につけることを目的とした2014年度大学生国際協力
フィールド・スタディ・プログラムについて、日本全国の40名の大学生をインドネシアとカンボジアに
2015年2月中旬から3月上旬にかけて派遣し、ODAやNGO等の国際協力の現場を視察したのちに、フィールド
調査を実施。3月18日～20日に開催された事後研修は、グループでテーマ発表を行い、活発に質疑応答や意
見交換が行われました。

＜中小企業海外展開支援事業＞

◆中小企業海外展開支援事業案件化調査/普及・実証事業を公示
中小企業等海外展開支援事業に関し、2014年度補正/2015年度予算案件化調査及び2014年度補正普及・実証
事業の公示が行われました（3月13日（金）公示、〆切案件化調査4月13日（月）、普及・実証事業4月20日
（月））。2014年度補正案件化調査は、日本政府の地域創生等の取組みを踏まえ「地域活性化特別枠」と
して実施します。

◆「がんばる中小企業」にJICA中小企業海外展開支援事業の採択事業より12社が選定（3/27）

中小企業庁は、革新的な製品開発や創造的なサービスの提供等を通じて、地域経済の活性化や海外での積
極的な販路開拓に取り組む中小企業などを選定する2014年度の「がんばる中小企業・小規模事業者300社」
を発表し、3月27日に経済産業省本館で授賞式が開催されました。なお、JICA中小企業海外展開支援事業の
採択企業からは以下12社が選定されました（うち7社を国内事業部より推薦）。
北海道：(株)高組、北海道：日東建設(株)、福島県：入三機材(株) 、東京都：(株)イセキ開発工機、長野
県：(株)ラクエインターナショナル、石川県：玉田工業(株)、京都府：(株)ゼロ・サム、島根県：(株)テ
クノプロジェクト、広島県：(株)トロムソ、山口県：多機能フィルター(株)、鹿児島県：HALVO(株)、沖縄
県：アクシオヘリックス(株)。

※経済産業省ニュースリリース、選定企業一覧、取組事例集
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150327010/20150327010.html
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【写真・メッセージ投稿コンテンツ】
「私のとっておきの1枚！JICAボランティア」

http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2015/h270420_01_t_02.html

（各都道府県での50周年関連イベントの告知コーナー等あり。）

青年海外協力隊発足50周年　　～事務局よりお知らせ～

◆青年海外協力隊発足50周年に関係する今後の主な予定
全国各地の50周年関連イベントが盛り上がりをみせる中、東京や在外でも以下のような行事を予定しています。乞うご期
待！
【今後の主な予定（東京周辺、在外）】※

4月：協力隊まつり2015（4/11-12、市ヶ谷）、記念切手発行（4/20～）、6月：ガボン記念式典、9月：ベナン記念式典、10
月：国際ボランティア会議（10/4-7、市ヶ谷）、グローバルフェスタ、11月：50周年記念式典、ラオス・カンボジア記念式
典、12月：記念TV番組、1～3月：マレーシア・フィリピン・ケニア記念式典
※上記以外にも記念誌、イメージソングなどを準備中。

【青年海外協力隊50周年・特設ウェブサイト】 http://www.jica.go.jp/volunteer/50th/

                    発刊責任者：国内事業部長    

               編集：国内事業部広報班（計画課）  

                          tatpl@jica.go.jp 
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