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「国際協力レポーター2015」とは
❖❖目的
日本のODAは、これまで180を超える国と地域に対し実施され、日本の国際社会に対する貢献の重要な柱の一つになっ
ています。その一方で、ODAはその実施現場のほとんどが開発途上国であるために、事業の実態や成果、これに携わる関
係者の姿が、一般の方々には見えにくいという面があります。国民の皆様からは、日本の援助は支援を受ける国にとって本
当に役に立っているのだろうか、援助が感謝されているのか、日本の経済状態がよくない中で海外に援助する必要があるの
か、という声も聞かれます。
そこでJICAでは、日本のODAを支えている国民の皆様に、ご自身の目で海外の国際協力の現場を直接視察していただき、
その様子をご意見やご感想として報告いただく、
「国際協力レポーター」事業を2011年から実施しています。

❖❖事業概要
2015年度は、ザンビアとインドネシアを訪問国とし、全国各地から募集した計18名の発信力のある方々を「国際協力
レポーター」として派遣しました。視察プログラムには、国際協力事業関係者との意見交換や現地の方々との交流を組み込
み、一方的な視察に留まらないプログラムにいたしました。
「国際協力レポーター」の皆さんには、帰国後、現地滞在を通じて「感じたこと」や「考えたこと」等を広く発信してい
ただくことを目的に、ホームページに海外派遣報告書を掲載する他、国内各地で開催される国際協力イベント等への出演協
力を得ています。

❖❖応募資格
2015年度については、以下の条件に基づいて全国各地から応募いただいた608名の方を対象に、国際協力クイズの解答、
「応募動機・帰国後のレポート活動計画書」の審査を行った後、最終的に抽選で国際協力レポーターの方を選びました。
1．日本に在住し、日本国籍を有する満18才以上の健康な方（2015年4月1日現在）。
2．
「国際協力レポーター」事業の趣旨・目的を十分ご理解のうえ、事業運営にご協力いただける方。
3．健康上支障がなく、開発途上国における国際協力事業現場視察の全日程に参加でき、事前研修と事後研修、及び4．
の帰国報告活動に参加できる方。
4．帰国後、国内各地で開催される国際協力関連行事（例えばグローバルフェスタJAPANのような国際協力関連イベント
等）のステージに登壇して、派遣国での体験や見聞を広報していただく等、積極的に報告していただける方。
※以下に該当する方は応募をご遠慮いただきました。
過
 去にODA民間モニターまたは国際協力レポーターに参加された方。JICAボランティア、JICA専門家、JICA教師海外研修、
JBIC円借款パートナーシップセミナー、JICAパートナーシップセミナー等により派遣された経験のある方、及び在外公
館・JICA在外事務所勤務経験のある方など、過去にODA関連の公職、その他政府関連のODA事業に携わったことのある
方。
※2014年に実施された「グローバル教育コンクール2014」の国際協力機構理事長賞受賞者1名は副賞としてザンビアへ
の視察に参加しました。
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国際協力レポーター2015参加者
❖❖ザンビア派遣
伊澤

咲弥

北海道

学生

伊藤

葉子

東京都

学生

今田

澄子

東京都

会社員

江口

辰之

東京都

公務員

黒川

叔乃

埼玉県

会社員

河本

梨絵

神奈川県 会社員

高場

希恵

広島県

その他

中里

祥子

兵庫県

学生

花村

さくら

岐阜県

団体職員

峰元

義人

鹿児島県 公務員

蓑田

竜史※

静岡県

教員

※グローバル教育コンクール2014【写真部門】JICA理事長賞受賞者

❖❖インドネシア派遣
井上

佳奈子

大阪府

学生

貫名

貴洋

広島県

大学教員

國司

まゆ

滋賀県

公務員

栗原

朋子

広島県

自営業

佐藤

康仁

千葉県

教員

須磨

麻寿美

東京都

会社員

手塚

大二郎

千葉県

団体職員

宮原

昌宏

福岡県

教員
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ザンビア

派遣国基礎情報（ザンビア）
（1）正式名称
		

（和文）ザンビア共和国
（英文）Republic of Zambia

インドネシア

（2）政体

共和制

（3）首都

ルサカ

（4）面積

752.61千平方キロメートル（日本の約2倍）

（5）人口

1,052万人（2014年：世銀）

（6）民族	73部族（トンガ系、ニャンジァ系、ベンバ系、ルンダ系）
（7）言語	英語（公用語）
、ベンバ語、ニャンジァ語、トンガ語
（8）宗教

8割近くはキリスト教、その他

イスラム教、ヒンドゥー教、伝統宗教

（9）略史	8～12世紀バンツー語系民族が北方から到来、先住のサン（ブッシュマン）を駆逐して農耕、牧畜を始め
る。1880年代に入ってヨーロッパ列強によるアフリカ分割が進み、1891年にはイギリスの保護領北ロー
デシアとなる。1925年の銅鉱脈発見を契機に欧州からの移民が急増した。1953年、南ローデシア（現
ジンバブエ）
、ニアサランド（現マラウイ）とローデシア・ニアサランド連邦が結成されたが、1963年
に解体。1964年に独立（旧宗主国英国）、カウンダ大統領就任。現在は2015年1月に就任したルング大
統領（第6代大統領）が産業構造改革や貿易投資誘致に取り組んでいる。
（10）政治	1964年の独立以来、概して内政は安定的に推移している。1991年10月からは複数政党制による選挙が
実施されている。
（11）気候	熱帯性気候だが、国土の大部分が高地のためしのぎやすい。季節は5～8月の「涼しい乾季」、9～11月の
「暑い乾季」
、12～4月の「暑い雨季」の3つに大別できる。首都ルサカの年間平均気温は摂氏20.2度で、
暑いとされる季節でも日陰はかなり涼しい。日差しは強い。
（12）通貨
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視察日程
月日

曜日

1日目

8月29日

土

羽田→香港
香港出発

2日目

8月30日

日

ヨハネスブルグ到着
ヨハネスブルグ→ルサカ

3日目

8月31日

月

4日目

5日目

9月1日

9月2日

火

水

時間

内容

午前

【ブリーフィング】JICAザンビア事務所
【表敬】日本大使館

午後

【技プロ】アフリカにおけるウイルス性人獣
共通感染症の調査研究プロジェクト

午前

【技プロ】品質・生産性向上（カイゼン）展
開プロジェクト

午後

【無償】貧困削減戦略支援無償（教育）ナ
ショナル・サイエンス・センター視察

午前

【NGO】カフエ郡におけるHIV/エイズ対策
事業特定非営利活動法人 難民を助ける会

場所

ルサカ

ルサカ

ルサカ

午後 【元青年海外協力隊】チランガ農業事務所視察
6日目

7日目

9月3日

9月4日

木

金

8日目

9月5日

土

9日目

9月6日

日

午前

【無償】ルサカ郡病院整備計画

午後

ルサカ→リビングストン

午前

【青年海外協力隊】ムクニ地域ヘルスセン
ター視察

午前

【青年海外協力隊】リビングストン郡地域開
発事務所視察

午後

【シニア海外ボランティア】リビングストン
観光協会視察

午後

【報告】JICAザンビア事務所
リビングストン→ヨハネスブルグ
ヨハネスブルグ出発

ルサカ

リビングストン

香港到着
香港→羽田

技プロ：技術協力プロジェクト（実施機関：JICA）
無 償：無償資金協力
有 償：有償資金協力
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ザンビア視察先情報
◆
【技術協力プロジェクト】アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の
調査研究プロジェクト

インドネシア

■協 力 期 間：2013年6月1日～2018年5月31日
■協 力 金 額：総事業費：4.1億円（JICA負担分）
■開 発 課 題：保健医療
■対 象 地 域：ザンビアにおけるウイルス性人獣共通感染症の流行地域
■相手国機関：ザンビア大学獣医学部
■事 業 内 容：ザンビアにおけるウイルス性人獣共通感染症に関する研究・調査能力の強
化を目的として、診断法の開発・改良、出血熱ウイルスなどが自然界にお
いてどこで、どのように生存しているのか、またいつ、どうやって人間の
社会に侵入してくるのか、そのメカニズムの解明を目指している。

◆
【技術協力プロジェクト】品質・生産性向上（カイゼン）展開プロジェクト
■協 力 期 間：2014年2月1日～2016年1月31日
■協 力 金 額：総調査費用：2.4億円
■開 発 課 題：民間セクター開発-中小企業育成・裾野産業育成
■対 象 地 域：全国
■相手国機関：ザンビアカイゼン機構（KIZ）
■事 業 内 容：産業分野及びその他分野の生産性向上のため、カイゼン活動の運営組織で
あるKIZの立上げおよび、KIZスタッフの能力強化を目的として実施してい
る。活動内容はザンビア政府内のカイゼン（品質・生産性向上）に係る組
織・体制の整備、KIZ内にカイゼンに係る指導を行うコンサルタントが継続的に育成される仕組みの構築、カイゼン活
動についての関心を促進・喚起させる能力の向上等である。

◆
【無償資金協力】貧困削減戦略支援無償（教育）
ナショナル・サイエンス・センター視察
■協 力 金 額：3億円
■開 発 課 題：教育
■対 象 地 域：全国
■相手国機関：教育省
■事 業 内 容：こ れまでJICAが実施してきた教員の能力向上を目的とした技術協力プロ
ジェクトの成果を拡大し、より一層の教育の質の向上に資するべく、必要
な資金を教育セクタープール基金に投入する。
※
 ナショナル・サイエンス・センターは、日本の無償資金協力（上記案件）
を通じて供与されたモバイルサイエンスラボラトリの製造現場。

◆
【NGO連携無償資金協力】カフエ郡におけるHIV/エイズ対策事業
特定非営利活動法人 難民を助ける会（AAR）
■活 動 内 容：現在主流となっているHIV/エイズの治療法は、生涯にわたり薬を飲み続け
る治療法だが、差別や偏見への恐れなど、さまざまな理由から治療を中断
してしまう患者がいる。こうした状況に対応するため、AARでは地域のボ
ランティアを育成し、患者の自宅への家庭訪問を行っている。治療に対す
る不安や無気力感を解消し、治療の継続、または治療への復帰を果たして
もらうことがねらい。
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◆
【青年海外協力隊】チランガ農業事務所視察
■協 力 期 間：2010年9月27日～2013年9月26日
■対 象 地 域：カフエ郡ムンゴブロック・カサカキャンプ・ニュートリション村ほか30
程度の村
■活 動 先：カフエ郡農業事務所
■職
種：村落開発普及員
■活 動 内 容：2009年までJICAが実施してきた村落開発を目的とした生活向上プロジェク
トのフォローアップとして、3名の青年海外協力隊が派遣された。それぞれ
の隊員は30程度の村を中心に巡回し、生活向上を実施するための組織作り
から運営管理までのサポートを行い、隊員が去った現在でも多くの村でその時に開始した生活向上活動が継続されている。

◆
【無償資金協力】ルサカ郡病院整備計画
■協 力 期 間：2013年7月17日～2016年6月30日
■協 力 金 額：19.99億円
■開 発 課 題：保健医療
■対 象 地 域：ルサカ市
■相手国機関：保健省
■事 業 内 容：ザ ンビアは、5歳未満児死亡率が、1990年代後半以降急激な改善を見せ
ているものの、未だに生まれた子どもの約1割が満5歳に達する前に死亡
する状況にあり、妊産婦死亡率とともに一層の改善が必要とされている。
この協力では、ルサカ郡の2つのヘルスセンター（マテロおよびチレン
ジェ）における施設の整備と機材の調達を支援する。これにより、対象ヘルスセンターの機能強化を図り、より多く
のルサカ郡の住民が高度な保健・医療サービスの恩恵を受けることが期待される。

◆
【青年海外協力隊】ムクニ地域ヘルスセンター視察
■協 力 期 間：2013年9月30日～2015年9月29日
■対 象 地 域：南部州カズングラ郡ムクニ
■活 動 先：ムクニ地域ヘルスセンター
■職
種：公衆衛生
■活 動 内 容：病院スタッフや郡保健局、コミュニティの保健ボランティアとともに、エイ
ズ対策を主業務として、ART（抗レトロウィルス薬を用いた治療サービス）
クリニック運営に関する業務改善、患者台帳の整備、患者への服薬理解を高
めるための啓発活動など、非医療行為の分野でヘルスセンターを支援する。

◆
【青年海外協力隊】リビングストン郡地域開発事務所視察
■協 力 期 間：2015年1月5日～2017年1月4日
■対 象 地 域：南部州リビングストン郡
■活 動 先：リビングストン郡地域開発事務所
■職
種：家政・生活改善
■活 動 内 容：ビレッジバンキングと呼ばれるマイクロファイナンス（貧困層向けの小規
模金融サービス）を通した女性グループ支援や、フード・セキュリティ・
プログラム支援、その他コミュニティの住民を支援できる活動を見出し、
それを発展させる。

◆
【シニア海外ボランティア】リビングストン観光協会視察
■協 力 期 間：2015年6月30日～2017年6月29日
■対 象 地 域：南部州リビングストン郡
■活 動 先：リビングストン観光協会
■職
種：観光
■活 動 内 容：長期的戦略立案支援を視野に入れつつ、新しい観光商品の開発と観光関連
産業の活性化や、観光業活発化を狙ったキャンペーン等の立案及び実施。
観光客への情報提供サービスの充実（ソーシャル・メディア等を活用した
宣伝への協力など）や、観光関連の教育機関と連携活動をねらいとする。
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ザンビア

人を育てること
伊澤

咲弥（北海道

学生）

●はじめに
22歳、看護を学ぶ大学生。青年海外協力隊として、母子保健分野で途上国の保健活動に携わることがわたしの将来の夢だ。

インドネシア

高校生の頃途上国での活動に関心を持ち、それ以来ずっと変わらない夢である。

●「国際協力」
、何も変わらない？
以前友人にこの夢について話したとき、
「それって自
己満足？もっと国レベルの根底を変えなきゃ何も変わら
ないと思うな。
」と言われたのを思い出した。
「何も変わ
らない？こんなふうに考える人もいるのか」と、とても
ショックを受けた。同時に友人のその言葉は、国際協力
について考えるきっかけとなった。今まで国際協力に対
し肯定的な感情しかなかったわたしは、正直協力の仕方
や援助資金の使い道にあまり疑問をもってこなかった。
けれど友人のように考える人はたくさんいるのだろう。
確かにほんの少しの活動をしても、その人の周辺が変わ
るだけで、根底が変わらなければ何も変えられないので
はないか。資金援助はどうなのだろう。何がどう変わる
のだろう。協力とは具体的にどのようなものなのだろう。

モバイルサイエンスラボラトリの製作現場

国際協力に興味があると言っているのに、実際のところ
何もわかっていなかったことが悔しかったのを覚えている。

●国際協力の仕方、いろいろ
事前にある程度情報は得ていても、実際行かないとわからない。
ODAについては白書が出されていて一般市民にも公開されているし、
知ろうと思えば知る手段はある。しかしわたしたちが普段生活していて
知ることができる情報のほとんどが、援助国である日本側からの視点で
描かれているものばかりであることに気づいた。インターネットで、あ
る事業に関するページを開き、説明に目を通してみる。行っている事業
内容やその経緯など、わたしたちでも理解できるよう書かれているもの
が多い（反対に白書は詳細まで書かれているが、文章ばかりで、普段見
てみようという気にはなかなかなれないというのが本音）
。どちらにせ
よ、発信されている情報の多くは、援助国側の見方でしかないと帰国し
て感じている。実際に現地の人の受け止め方や想いを知ってこそ、協力
の本来の意義がわかる。ここでは視察で印象深かった2つのことについ
て書こうと思う。
＜人を育てること＞
今回視察させていただいた先で行われている協力形態は様々だった
が、全体を通して印象に残っているフレーズがある。
「人を育てる」と
いう言葉だ。わたしはODA（政府開発援助）と聞くと、なぜか真っ先
に資金面での支援が頭に浮かぶ。実際は有償資金協力、無償資金協力、
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技術協力、草の根協力等があるが、視察先で現場を視て、聞いて、どの分野においても共通して「人を育てること」が根本
にあると感じた。いくつか例をあげたい。
カイゼンプロジェクトは人づくりがメインのプロジェクトである。このプロジェクトの目指すゴールは国全体の品質や生
産性の向上だが、人の行動変容が必要不可欠なのだ。しかし当然のように、これまでの習慣を突然変えることはとても難し
い。日本発祥の考え方や習慣を植え付ける必要はあるのだろうかと、カイゼンプロジェクトを導入している日立建機へ行く
までそう考えていた。わたしの考えが変わったのは、田河社長の最後の言葉だった。「日本人が撤退した後も、彼らに適合
した形で残れば良い。
」この言葉から、最終的には現地の人たちに委ね、選択の余地を与えていることがわかる。ザンビア
の人の可能性を信じている。一方的な押し付けではなく、先を見据えた人材育成を考えているのだと感じた。
AAR Japan（認定NPO法人

難民を助ける会）が行う活動では、自身がHIV陽性者でありながら、治療継続を支援する現

地人ボランティアの存在が大きい。患者に寄り添うボランティアを育て、ワークショップなどを開き、現地の人が積極的に
啓発活動を行える環境がある。救えるはずの命を救うため、現地の人と一緒に取り組んでいる。
振り返ると、協力の形は違えども「人を育てること」はどの視察先でも、大事にされていたように思える。「ODA＝人を
育てること」なのだ。人を育てるとは、一方的にこちら側の方法を押し付けることであってはならない。そこで暮らす人々
が、援助の手を離れた後に、自分たちで考え、発展させていけるようになることこそが、国際協力であると思う。
＜国際協力の意義＞
カフエ郡のニュートリション村の話。現在この村に青
年海外協力隊はいない。しかしながら、過去の青年海外
協力隊が提案して始めた養殖を今も続け、新たに自宅に
養殖池を作っている人がいた。何人もの人が「養殖技術
や知識だけでなく、自分たちの生活は自分たちで変えら
れるということを学んだ。
」と話した。村のお母さんた
ちが「もう昔には戻らない」と突然歌い、踊り出す。養
殖をするうえで課題はあるが、外部の人間の新しい考え
方ややり方に賛同し、実践し、自分たちで発展させ、今
なお感謝され続けているのを目の当たりにし、感動した。
これこそが国際協力の理想の姿であり、意義だと感じた。
一方的な援助ではない。確かに一つの村という小規模な

青年海外協力隊の活動を説明してくれたニュートリション村のお母さん

活動であり、この活動によって国全体が大きく変わるこ
とはないかもしれない。しかし、一つの活動がこうして小規模ながらも広がり、そこで暮らす人の生活が豊かになり、幸せ
になっている。次の段階はこれからだ。この考え方や取り組みを、例えば農業事務所のような現地の組織が、あるいは村の
人たち自身が他の地域に広め、地域に合った方法で発展させていくようになれば、援助される側ではなく独自の発展ができ
るようになるのではないだろうか。

●わたしの答えと伝えたいこと
最初に紹介した友人に伝えたい。国際協力活動自体が国全体を変えることはできないかもしれない。でも変わるものは
あった。「人」が変わるのだ。村で行う小さな活動でも、国が相手の大きな活動でも、対象の規模は関係ない。人々がその
地域・国の今後を考え、国の発展へと繋がることが、長い目で見た援助国の本当の役目だと思う。国を変えるのはその国に
住む人だ。その手助けを、国際協力という形で貢献できれば良いのだと思う。一つ一つは小さな活動だとしても、その変化
はいずれ大きな変化をもたらすと信じたい。
ODAの活動は、一般市民であるわたしたちの目には映りにくい。学校で詳しく取り上げられないから。知る手段がわか
らないから。遠い存在の話だから。自分と直接関係がないから。難しいから…。しかし、この報告書を手にして下さったみ
なさんは、ザンビアという国の存在を知り、この国で行われているODAの一部を垣間見、被援助国の人の声を少しだけ聞
けたのではないでしょうか。一冊のこの報告書から、遠い世界で行われていることが、手にして下さったみなさんの身近な
存在になれば嬉しいです。
最後に、視察に際しご協力くださったすべての関係者のみなさまにお礼申し上げます。
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ザンビア

人が紡ぐ支援の道
伊藤

葉子（東京都

学生）

○派遣前の国際協力に対する考え
中学校3年生のときに、フィリピンのごみ山で生活する子供たちの姿に衝撃を受け、国際協力に興味を持った。その後、

インドネシア

公衆衛生や畜産などの分野で活躍する獣医師に憧れ、現在獣医学科で勉強している。世界中の人に、人間らしい水準の生活
を送る人権があり、それを守るために、国際協力は必要なものだと考えていた。しかし、あまりにも漠然としすぎていて、
人間らしい生活とは何か、具体的に誰の為に必要なのか、何のために必要なのか、どのようなことをすればよいのか、明確
に答えられなかった。そのため、国際協力の現場を実際に自分の目で見てみたい、と思い応募した。
派遣前、国際協力は病院や道を作るなど、国全体を変えるような、とても大きなプロジェクトを行うイメージがあった。
だからこそ、私ひとりの力で何ができるのか、想像がつかなかった。また、日本で国際協力について賛否両論があるように、
日本の国際協力を現地の人がどのように感じているのだろう、と純粋に疑問だった。一方的に押し付けているだけではない
か、エゴではないのか、ちゃんと現地の人に受け入れられているのだろうか。これらの疑問が多く頭に浮かんでいた。

○派遣後の国際協力の考え
実際にザンビアで国際協力の現場を見て、私の中で国際協力のイメージが大きく変わった。特に、お金による支援よりも
「人」による支援を日本が大切にしていることがわかった。ある村に行ったときに、村の人々が一人の日本人、小野さんへ
の感謝を口々に述べていた姿がとても印象的だった。小野さんは青年海外協力隊の農業隊員としてザンビアで二年間活動し、
この村で魚の養殖を初めて成功させた人だ。その結果、村の生活水
準は上がり、子供が学校に通えるようになった。実は、養殖をする
というアイディアは、当初、村人の理解を得られず、小野さん一人
で養殖池を掘っていたのだという。しかし、村の人々の生活を変え
たい、という小野さんの強い思いは次第に村人に伝わり、一人、ま
た一人と小野さんの養殖池づくりに参加する人が増えていったとい
う。この話を、一番初めに養殖池づくりに参加したおばあさんが真
剣に話してくれた。その後、村の女性達が、小野さんやJICA、日本
への感謝と、これからの労働への決意を込めた力強い歌を歌ってく
れた。ザンビアという遠い国で、日本人が一生懸命に活動している
姿が目に浮かび、その苦労、信念、努力に対して尊敬の念を抱いた。

「感謝と決意」ニュートリション村

そして、小野さんの思いが、小野さんが帰国した後も、村の人々の
間に残っていることに感動した。たとえ一人でも、なにかを変える
ことができるのだと学んだ。一人で世界を変えるのは無理かもしれ
ない。それでも、熱意が伝われば、それに賛同して協力してくれる
人がいることに気づいた。そして、限られた範囲の中であっても、
そこの人々の生活をはじめ、考え方などをより良いものに変えるこ
とが可能であり、そこから広がっていくこともあるのではないか、
と考えさせられた。
また、視察中にお会いした、現在ザンビアで国際協力に従事して
いる日本人の方々もみな、輝いて見えた。現在、エボラ出血熱をは
じめ、人獣共通感染症が世界的に問題となっている。この問題につ
いて、北海道大学獣医学部が、ザンビア大学獣医学部と共同して研

10

「研究者としての使命」ザンビア大獣医学部

国際協力レポーター 2015

究を行っている。北海道大学の研究者の方々は、エボラ出血熱の研究に打ち込み、それと同時に、自分たちが帰国した後の
ことを考え、ザンビア人研究者の教育にも力を入れていた。アフリカで猛威を振るったエボラ出血熱の研究をアフリカで、
そして、現地の人によって診断、研究できるようになることの意義はとても大きい。そしてこれは、JICAや北海道大学の支
援なしでは実現不可能なことだ。この視察を通して、国際協力は、現地の人だけでなく、私たちにも関わるような問題に対
しても活動を行っていること、そして人づくりに重点を入れていることを学んだ。
しかし、視察を終えた今でも、国際協力について、わからないことがたくさんある。いつまで協力を続けるのか、何を最
終地点とするのか、過剰な支援になってしまっていないのか、など。国際協力は明確な答えを出すのが難しいと痛感した。
これからも、自分なりの答えを探し続けたいと思う。そして、これからはそれをもっとたくさんの人と共有したい。

○全体の印象
アフリカにあるザンビアという国は、どのような国なのだろうと、
出発前から期待に胸を膨らませていた。意外にも、ルサカ空港から
の車の中で見たザンビアの街並みは、想像していたアフリカ像とは
違う、落ち着いたごく普通の国だった。ジャカランダという紫色の
美しい花をはじめ、様々な花が満開で、街並みを飽きずに眺めてい
られた。また、子供がとても多く、彼らの無邪気な笑顔がとてもか
わいかった。老若男女問わず、目が合うと笑いかけてくれ、とても
穏やかな国民性を感じた。
しかし、視察をするにつれ、ザンビアでは「低い教育水準」、「電
力不足」
、
「銅への依存」という大きな問題があることに気づかされ
た。特に、多くの問題の根本に教育があるように感じた。教育は、

「咲き誇るジャカランダの花」視察の道中

人々にとって人生の土台となるものであり、学びを通して私たちは、
新しい世界を知る。学ぶことをやめると、自分の所属しているコミュニティや自分の状況に何も疑問を持たなくなってしま
う。ザンビアにおける多くの問題は、このような状況によって、負の連鎖に陥っている場合が多いように感じられた。教育
を広く行き渡らせることは簡単でないが、教育によって得られる優秀な人材こそ、このザンビアという国を根本的に変えて
いくのではないか。
また、ここ最近、以前と比べ治安が悪くなっている、という話を聞いた。これからザンビアがどのような歴史を歩んでい
くのか、少し不安も感じる。しかし、ザンビアの発展を願い働いている多くの人の活動を知った今、その結果が、私が見た
ジャカランダのように満開の花となってほしい。

○日本の皆さまへ
ザンビアという国をきいてどのようなことを想像するだろうか？
きっと多くの人がアフリカのうちの一つの国なのだろうな・・程度
にしか思わないのではないか。実際にザンビアに行くと、村のおば
あさんでさえ、日本のことを知ってくれている。これは、JICAを中
心に多くの日本人が、ザンビアの為に活動をした結果である。
これはザンビアだけでなくほかの国々でも同じことがいえるので
はないか。このような人と人とのつながりから生まれる国のつなが
りがとても強いのは、3.11のときに多くの開発途上国が日本に支
援物資を送ってくれた出来事を思い出すと納得する。このような、
人と人とのつながりを大事にする国のつながりこそ、真の平和への

「ザンビアの子供たち」ニュートリション村

道ではないかと思う。
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ザンビア

木を植えるのに最適なのはいつ？
今田

澄子（東京都

会社員）

「アド（ADO）ちゃんとオダ（ODA）くんのODAなんでもみてやろう」と称した4コマまんがを描いて国際協力レポーター
に応募したのがそもそもの始まりでした。私もアドちゃん同様ザンビアがどこにあるか、ODAとはなにものか、すっかり

インドネシア

さっぱりな状態でした。国庫からご近所の大国にいまだに巨額の援助金が支払われ、そのお金は大国からアフリカへこれま
た援助金として流れているとかいないとか、テレビで聞いたような気もするし。
それってだめじゃんと一瞬思い、でもすぐ忘れてしまう、アドちゃんはそんな一
市民です。旅の過程で、奔放なアドちゃ
んと心優しきオダくんが私の頭の中でい
つも何かしらさえずっていました。

日本が発展に駆り立てられる病なら、
ザンビアは停滞に沈み貧しさから抜け出
せない病を抱えているのかもしれない。ここ数年7％前後の経済成長率を続けてい
ると聞いてもなお、車窓の風景にそんなことを感じます。首都ルサカのみ激変し
て、地方の暮らしは昔と何も変わらない。むしろ格差は広がり貧困層は増えてい
る。（1日1.25ドル未満で生活する人の割合2010年74.5％）
長年多額の支援を受けながら、この国は根本の課題を解決できないでいます。何故か。専門家達が議論するところだそう
です。政治の腐敗？汚職？非効率な援助？国際支援はやめ時の見極めが肝心と言いますが、すでにその時機を失して抜き差
しならぬ状況なのでしょうか。
JICAザンビアは頑張っています。細やかな配慮のもと、持続可能性とザンビア人の自立を第一義に、それぞれの人が「と
りあえずカネくれ虫（アドちゃんの想像上の生き物です）
」と戦いながら、粘り強く被援助国にかかわろうとする印象でした。
欧米諸国の援助はものすごい物量をドンと入れ、数年でさっと引き上げる、対して日本は明治以来国を発展させた経験から、
腰を据え、時間をかけて人づくりに励む傾向だとのこと。
協力隊員は押しなべてみな善意の人で、それぞれの任地で日々小さな奇跡を起こし、草の根で尊い関係を育てています
（きっと）
。

12

国際協力レポーター 2015

学校は建つ、病院は増える、人は整理整頓を知り、研究は進む。エイズ患者は慰められ、女性は字を覚えミシンを踏む。
子らは笑い、そうして貧しさはより深く人々の間に根を張る。
JICAザンビアが心を砕いても、援助はこの国の自立をさまたげていないか。アドちゃんの最初の思いは消えることがあり
ません。日本とザンビアの2国間援助のほか、日本がお金を拠出する国際機関による多国間援助のあり方も問われます。
また、すでに援助は国際競争の時代に入ったとも聞きます。被援助国の本当の利益は守られるのか、そんな悠長なことは
言っていられないのでしょうか。
日本もザンビアも好むと好まざるとにかかわらず、世界に国を開き渡り合っていかねばなりません。PKOもTPPも安全保
障も国際支援も、世界のおつきあいは難しくてアドちゃんには何が正しいのかよくわからない。
世界経済に翻弄され、銅価格、為替レートの上げ下げでザンビアの経済が浮沈します。2015年10月、ルング大統領は
通貨クワチャの急落を憂え、
「不況脱却のため全国民が祈る日」を設けました。クワチャは今年対ドルで45％下落、日用品
の多くを輸入に頼る国のインフレは深刻です。
ザンビアは祈る。この穏やかな気質の国が流血にまみれぬよう、テロも内戦も無縁であるように、側面支援は求められます。
分業の細分化で誰しも当事者意識を持つことは難しい。あなたのお金が地球の裏側で誰かの人生を救いもくじきもする。
今まさにそれは行われているのです。
アドちゃんは思う。誰かエラい人が世界を変えてくれないか。それをオダくん
に押し付けて、そんなこともう考えないようにする。アドちゃんには自分ひとり
変えることもできないから。でもホント
にそうだろうか。だめもとでレポーター

に応募した、それが自分を変えたかもし
れない。あなたがこの拙文を読んでいる。
それで世界が少しだけ変わったかもしれない。協力してくれまいか。若い心で好
奇心を保ち、視線を遠くへ。新しい風をはらもう。風に立ちくらむ小ライオンで
いいから。
ザンビアが、そして日本と世界が直面する問題は、取りも直さず私自身の課題でもあります。
ここでアフリカの諺を2つ。映画「不都合な真実」より『祈るときは行動もしようね』
。そしてダンビサ・モヨ「Dead
Aid」より『木を植える最善のときは20年前だったが、次に良いのは今である』。
こっからだ、こっから始めよう。ドンマイ自分。ドンマイ日本、そしてザンビア。
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教育の大切さとザンビアの今後
江口

辰之（東京都

今回のザンビア視察で強く感じたことは、国が発展していく為に
は、まずは学力・能力をアップする、教育に力を入れなければとい

インドネシア

うことだ。
少し違うかもしれないが、日本が戦後素早く復興しここまで発展
したのは、元々の教育レベルが高かったからだと思う。
教育レベルが高いので、物事の理解度が高く、判断を間違えず、
国内の発展が自分たちを裕福にすることだと理解し行動する事がで
きたため発展したと考える。
カイゼンの視察の時に、
「ザンビア人は落としたものを拾わない。
散らかしっぱなしにする。
」と日立建機の浅賀さんから伺ったが、
そもそもザンビアには落としたものを拾う習慣がなく、親自身も子
供のころに親から何も教わっていないからだと思った。
カイゼンによって何が変わったかを浅賀さんに伺ったところ、
「カイゼンで何かが変わったとはまだ感じられ無い。しかし、カイ
ゼンとは躾の一環なので一から躾けて行き今後、能率を上げていく
つもりです。
」とおっしゃっていた。
子供の頃の習慣がその人の性格や考え方に影響を及ぼすのではと
考えるため、子供の教育は大変重要だと思っている。
もし、できることなら親の子供に対する教育の考え方もカイゼン

カイゼン日立建機工場内

出来れば飛躍的に変化できるのではないかと思う。
HIVで子供（おとなも）が死亡する確率が高いが、教育が行き届
きHIVに対する認識をしっかりとし、感染しないよう又感染した時
の対処をきちんと理解すればおのずと死亡率も下がってくるのでは
無いかと考える。
教育によってHIVに対する考えも変わっていき、HIVに対する偏
見や差別も少なくなるのではと考える。偏見や差別を無くす事に
よって、HIV患者以外の周りの人たちがHIVを正しく受け止めるこ
とが出来れば、HIV患者も治療に対する負い目や引け目が無くなり、
治療に専念できる環境が整うのではないだろうか。
ただ現状は学校に理科実験室が無いどころか、分度器やコンパス
すら無いところが多く、先生が円を描くときもフリーハンドで書い
ている状態で、基本的な学力アップが難しく、高い教育レベルにな
ることが物理的に困難な状態だと感じた。
これらの解決は、今のザンビアの力だけでは難しく感じ、JICAが
行っている「モバイルサイエンスラボラトリ」の供与などの支援の
必要性がよく解った。
また、仕事に関しても教育によって理解力がアップすることによ
り、作業能力が上がり、カイゼンの意味も理解でき、生産性がより
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ザンビア大学獣医学部

ナショナル・サイエンスセンター実験キット

向上するのではないかと思う。
カフエの村を訪問した時、養殖池の説明を受けた
後、村の女性たちが日本の援助に対しての感謝の気
持ちと自分たちは援助前の生活には戻らないとの気
持ちを込めた歌を即興で歌ってくれ、とても心を打
たれ感動した。
この村の子供たちとも触れ合い、この笑顔をいつ
までも続けていける環境が整う事を心から願った。
1964年に独立してザンビアは生まれた。そして
私も1964年に生まれた。
誕生から一度の内戦も戦争も無い平和で争いを好

カフエの村訪問

まないザンビアという国と国民が今以上に幸せにな
ることを、同い年としてそしてザンビアに触れザンビアを好きになった者として切に願う。
この視察で一部分ではあるが、発展途上国の自力では生活や生産性の向上を実現することが難しく、ODAなど他国の援
助を必要としている現状、それでも明るく生き、素晴らしい笑顔で接し、優しい心を持ったザンビア人とザンビアという国
のすばらしさを学ぶことができた。JICAの活動を理解することができ、JICAの活動の発展途上国援助の重要性を理解し、そ
して現地のスタッフの方たちの苦労・努力を肌で感じることができた。
今後この体験を活かせるよう自分自身を磨きながら、より良いレポーター活動をして行ければと考えている。
最後にサポートして頂いたJICAの皆様、現地のスタッフの皆様、同行して下さったお二人、そして一緒に視察をした仲間
に感謝の意を表します。

リビングストン観光協会

リビングストン地域開発事務所
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明日を紡ぐ、共に歩む
黒川

叔乃（埼玉県

会社員）

●はじめに
締切日5日前に偶然手にしたパンフレット。表紙には“国際協力レポーター2015募集中”の文字。

インドネシア

今年の派遣国はザンビアとインドネシア。
大学時代にNGOの活動の一環として1ヶ月ほどスリランカの村落部で井戸掘削事業に携わった経験もあり、いつかはアフ
リカの国際協力の現場を見てみたいという想いがあった。
一歩を踏み出すのは、今しかない。そんな気持ちから夢中で応募書類を作成した。

●レポーターの初仕事！～伝えるコト～
「ODAの現場視察でザンビアへ行ってくる。
」国際協力レポーターの参加が決まってから、多くの人にこの言葉を伝えて
きた。返ってくる言葉の大半は「ザンビアってどこ？ODAってなに？」という問いかけだった。
その問いかけも無理はない。日本国内にいるザンビア人は約160人、ザンビアにいる日本人は約250人と、日本にとっ
てザンビアは身近な国ではなく大半の人にとっては関心の無い遠い国。そんな日本人の大半が知らない国に、JICA事業とし
て約45.62億円（2014年度）の資金が投入されている。
ODAという言葉に対しても、
“多額の資金を投じて道路や橋などのインフラを整備している”という漠然とした印象を
持っている人が多く、その実態は広く伝わっていなかった。
しかし、私がザンビアに行くことを伝えたことで、興味を持ってくれる人が格段に増えた。発信することの重要性を認識
し、いざザンビアへ旅立った。

●いよいよ視察開始！～ザンビアってこんな国？～
「イメージとだいぶ違う。
」ザンビアに到着し最初の滞在先である首都ルサカは都会
で、町行く人々はスーツに身を包み、巨大ショッピングモールにはあらゆる物が売ら
れていて、ここは本当にアフリカなの？と思わずにはいられなかった。
ただ、ルサカから車を走らせていくと、徐々に景色が変化していき、道路脇に露店
を連ね野菜を売る人々、チテンゲと呼ばれる多彩な色の布を腰に巻き、頭に籠を乗せ
て荷物を運ぶ女性たちなどの姿が現れ、思い描いていたアフリカらしい景色が目に
入ってくる。そして、更に郊外に行くに連れて、藁葺屋根の家が点在し始め、ルサカ
とはあまりに異なる風景にこの国の経済格差を感じざるを得なかった。

●どんな協力が必要なの？～銅工業からの脱却～

青年海外協力隊員の活動先ニュートリ
ション村の子ども達

ザンビアは鉱物資源に恵まれている一方で、産業発展に欠かせない経済インフラは脆弱で、教育や医療などの社会インフ
ラも未発達である。そのため、鉱業の過度の依存から脱却した裾野の広い持続的成長の促進が必要となっているという。
特に総人口の7割が従事する農業と持続的経済成長の牽引役となる製造業の底上げ、成長を支えるインフラ整備・強化お
よび社会基盤の整備や人材育成の環境整備を支援することがザンビアに対する日本のODAの役割ということだ。

●こんな活動をしていたよ！～遠いザンビアで知る日本らしさ～
相手国へのおもいやりがベースにある協力のカタチ。日本のODAは多くの人がイメージしている“多額の資金を投入しイ
ンフラを整備”するだけではないことを、多岐に渡る分野の現場視察、事業関係者や現地の方々との交流を通じ実感した。
---持続可能な開発
「私たちがいなくなった後は・・・」現地で活動する人々からこの言葉を耳にする機会が度々あった。日本の支援に依存
せず自立した仕組みにするにはどうすべきか、常に何年も先を見据えていた。
清水建設・日本設計によるルサカ郡の病院建設現場では、ザンビア人を雇用し、建設だけでなく病院を長く使用できるよ
う施設の維持管理に関する研修やメンテナンスの技術実習も行っているという。また、安定した病院運営や自立発展性のた
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めにザンビア側で医師や看護師の確保と指導育成を行うことも病院建設計画に盛り込まれていた。
資金の供与で新しく綺麗な病院を建設するだけでなく、信頼される医療機関になるよう持続的な運営や人材育成にもしっ
かりと注力していた。
---人を育てる
「豊かな発想を育むための教育の充実」6年生の計算運用能力が、参加14か国中最
下位になるなど東南部アフリカ地域において、ザンビアの学力は低い水準に留まって
いる。子ども達の多くは、足し算引き算でつまずき、掛け算割り算の習得に至らない
ため、特に理数科教育の質の向上が課題だという。
ナショナルサイエンスセンターでは、日本の無償資金協力を通じて、水・電気・火
が使える実験器具をこれまでに1,010個学校に提供、マス目のついた黒板も制作中
だった。
詰め込み式の授業ではなく教材を使用できる事は、子ども達の創造性を養うととも

豊かな発想を育むための実験器具とナ
ショナルサイエンスセンターで働く人々

に教師の教える意欲にもつながるのではと感じた。教育は全ての生活のベースにある
とともに、科学技術の進歩や経済・社会の発展には理数科教育の強化が欠かせない。子ども達の将来の選択肢を広げるため
にも教育分野への支援は意味のあるものだと感じた。
「地域に根ざした住民活動を育てる」マラリアやエイズなどの感染症が蔓延するアフリカ。ザンビアも例外ではなく、国
民の平均寿命は58歳と、世界の平均を大きく下回っている。NGO難民を助ける会が実施している、HIV/エイズ患者への治
療継続サポート事業では、ボランティアスタッフの育成と自立支援に力を注いでいた。NGOスタッフが患者に直接働きか
けを行うには限界があるが、地域住民からボランティアを募り、啓発やケアを実施できるように育てていく仕組みは、より
多くの患者を救うことになると実感した。
---パートナーシップ
「一緒に考え、行動していく」日本の国際協力活動は一方的な押し付けではなく、
対話を通じて物事を良くしていこうという姿勢を随所に感じることができた。
日立建機では、カイゼン活動の導入時にスタッフと議論を重ね、5S（整理・整頓・
清掃・清潔・躾）の基本動作は日本人が教えていくが、ザンビア人に適合したやり方
で運営できればとアドバイスをしている。
各地で活動している青年海外協力隊・シニア海外ボランティアは、地域コミュニ
ティーに入り込み、住民に寄り添いながら良き信頼関係を築いていた。勤勉さやベスト
をつくす姿勢、人に対する働きかけの根気強さなど、日本人らしい感覚がさまざまな気

5Sの取組みで整理・整頓された日立建機
の工場倉庫

づきを促していた。また、協力隊員が試行錯誤しながら培った貴重な経験は、帰国後の
日本や国際社会での活躍を通じて広く還元されていくのではと感じた。

●おわりに
グローバル化社会においては、あらゆる国が他の国の影響を受けながら存在しており、日本も例外ではない。特に日本は
資源・エネルギー・食糧などの多くを開発途上国から輸入している。開発途上国の発展は巡り巡って日本の発展にも繋がっ
ていく。
ザンビアは多くの日本人にとって関心の無い遠い国。しかし、ザンビアの持続的な発展のために現地で汗を流している日
本人がいる。そのことを多くの人に伝え、まずは“関心”を持ってもらうことが何より大切だと感じた。関心を持つことが、
一人ひとりができる国際協力の第一歩だからだ。
急速な発展を遂げているアフリカ。その中で、8か国に囲まれた内陸国であるザンビアは今後流通の拠点になる可能性を
秘めている国だ。
数年後には、ザンビアを知っている日本人が増え、ザンビアと日本が良きビジネスパートナーになれる日が来ることを
願っている。
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日本の支援がザンビアにもたらしているもの
河本
1.

梨絵（神奈川県

会社員）

応募の動機

インドネシア

「豊かさとは、何か。国際協力は、どのように機能しているのか」
日本はエネルギーの9割以上を輸入に頼り、また、総輸入額に対する途上国からの輸入比率も約50％と非常に高い--私た
ちの生活は、世界の国々なくしては成り立たず、これら国際社会の安定と平和のために、日本は多くの国々にODAをおこ
なっています。その費用は莫大ですが、日本国内にいる私たちには、その援助の様子はなかなか知る機会がありません。日
本がどのように国際協力をおこない、それが対象国に何をもたらしているのか。
ザンビアへの視察の機会を得てその答えに近づければ…と考え国際協力レポーターに応募しました。

2. ザンビアに到着して

羽田から香港、南アフリカのヨハネスブルグを経由して、ザンビアの首都ルサカへ。東京から地球をぐるっと13,000キ
ロ！実に27時間の長旅です。
ザンビアはかつてイギリス領でした。公用語は英語。1964年の東京オリンピックの最中にイギリスからの独立を宣言し、
旧国名の北ローデシアからザンビアと国名を改めてから51年。ザンビア人は穏やかで、争いを好まない国民性。人懐こい
笑顔が印象的です。アフリカ諸国の中でも治安が安定して良い国だと言われていますが、日本のようにはいきません。JICA
ザンビア事務所で、この国の概要とともに強盗や命の危険を回避するための講義を最初に受けました。
首都のルサカにはショッピングモールも複数あり、ひどい交通渋滞も起きます。電力が不安定で、計画停電や計画外の突発的
な停電もあります（ザンビアは水資源が豊富で、電力の95％を水力発電に頼る国。訪れた時期は乾季で十分な電力が供給できず、
1日数時間の計画停電が行われていました。
）が、ルサカの中心にいるだけでは、都会だなぁ！というのが率直な感想でした。
しかし、一歩生活圏に足を踏み入れると人々の生活には大きな格差があることに気づきます。木や鉄材の骨組みにカヤやトタ
ンで屋根を作った簡素な露店で野菜を売る人々。裸足で走り回る子どもたち。人口のおよそ8人に1人がHIV感染者という現実。
このザンビアで、日本は1970年から45年に渡って支援を行っています。訪問時にザンビアで活躍するJICAボランティ
アは約70名。ザンビアって、アフリカのどのへん？…から始まった私には、こんなに多くの日本人がこの地で活躍してい
ることが、まずは驚きなのでした。

3.
①

現地視察で見えたこと

将来的な撤退を見据え、人材を育てる
現地では、9つの案件を視察しましたが、そのほとんどで「人材を育てること」を基本に進められ、
「日本の援助がなくなっ
た後、どうなるか」を前提に援助の方法が検討されていました。
例えば、ザンビア大学獣医学部で共同研究をおこなう北海道大学の専門家。
「ザンビア大学獣医学部が当地の研究機関とし
て自立していける体制を構築したい」と話していることが印象的でした。鳥インフルエンザやエボラ出血熱など、危険レベ
ルが高いこれらのウィルスは、かつては国内で安全に感染検査ができる設備も技術もなく、時間の経過を恐れながら近隣国
での検査結果を待つしかありませんでした。今では、これらのウィルスを検知するための基準を満たした施設がザンビア大
学に備えられ、検査のための技術も現地研究者が習得しています。国内で迅速な検査ができることは、ザンビアに大きな安
心をもたらしています。設備の供与だけでなく、人を育て、自立を支援する。援助国としての日本が現場からいなくなっても、
滞りなく案件が進み、発展することが、目指すべきゴールなのだと学びました。
② その土地の特色を援助に活かす
日本のやり方をそのまま他の地に持ち込んでも、うまくいくとは限りません。
清水建設と日本設計が指揮を執るルサカ郡病院建設計画のマテロヘルスセンター
の建設現場では、アフリカ独特の要素を取り入れていました。例えば、電力供給が
不安定な環境でも機能が滞らないように、エレベータではなく建物を低層にして移
動にスロープを採用したり、自然光や風を多く取り入れる構造にしたり。また、援
助する国毎に採用する備品や設備が異なることが原因で、援助国の手を離れたとき
にメンテナンスができずに使えなくなることが起こるそうです。本現場では、自分
たちでメンテナンスを行えるように、ザンビアで入手できる資材や備品に留意して
郡病院の建設現場で説明してくださった
選定していました。土地の環境に合わせた設備で、現地の人材や資材で運営が完結
日本設計の相原さん
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することを前提にしていることが、印象的でした。
また、ザンビアの学校では、理科実験室の設置には多額の資金が必要なために多くの学校で設置されておらず、結果とし
て指導内容に格差が生じています。視察で訪れたナショナルサイエンスセンターでは、日本の無償資金協力を通じて供与さ
れた可動式の実験設備を製造し、費用を抑えて全中学校に提供しようという試みがなされていました。柔軟な視点に基づい
た取り組みが教育分野での自助努力を促進し、この国の理数科教育が変わろうとしていることを実感しました。
③ 息の長い協力を
援助の成果が、必ずしもすぐに目に見えるとは限らないことも、この視察で学び
ました。
日本式カイゼンを取入れ、生産性の向上を目指して取り組んでいる日立建機ザン
ビアは、取り組みを開始してから2年目を迎えています。この工場では、銅山で使
用されたマイニング（鉱山）機械の部品を新品同様に再生し、現場の作業を止める
ことなく循環させています。見学させていただいた工場では、区画を設けて種類別
に部品が整理されていました。工具は一括で管理され、必要な工具は窓口に借り出
しに行く方法がとられ、倉庫の棚にはラベルが貼られて在庫が分かりやすくされて
います。ザンビア人の社員が仕事内容ごとに自分たちでグループを作り、問題提起
日立建機ザンビアでの風景。必要な工具
から改善方法の提案と実行を行っているのだそうです。取り組みは十分に見えまし
は備品室から借り出す。
たが、現地で指導する日本人社員にすれば「まだまだ」とのこと。日本式カイゼンは、
教育的・哲学的側面も強く、一朝一夕に実践ができるものではありません。この行動がこの結果につながるという想像力も
必要だし、小さな取り組みの地道な積み重ねが結果を作り出す地味な作業でもあります。すぐに結果が見えない分、当事者
である現地スタッフの意欲を維持することは容易ではなく、企業にとっても結果が数字に表れないと評価が難しい…。実際、
日立建機ザンビアでも、納期の短縮などの成果はまだ実感できていないとのこと。一方で、継続した取り組みで現場スタッ
フの意識も変わってきて、自発的に問題点を見つけては改善案を検討しているそうです。受け身で直すのではなく、能動的
に考え取り組むこと。時間はかかるかもしれませんが、自助努力を促すためには必要な時間なのだと感じました。
当地には、2008年からシニア海外ボランティアがQC（Quality Control）サークル活動（効果的な生産・品質向上の活
動として、同じ職場内で品質管理活動を小グループで自発的に行う）によるカイゼン活動を紹介して以降、日本の支えもあ
り、少しずつその活動団体を増やしてきました。カイゼンが広い分野で活用できることが政府に認知され、2010年にはザ
ンビア開発庁に活動の主体が移管。2013年にはザンビアカイゼン機構が発足し、国レベルで生産性や労働環境の向上に取
り組んでいます。少しずつ支援の手を離れ、自立していく様子を見ているようです。小さな成功例を積み重ねながら、
「ザ
ンビア式」改善手法を国内に浸透させていくことができれば、長く低水準にとどまっていたこの国の産業を自分たちの手で
押し上げることができるのかもしれません。

4. 日本の国際協力がザンビアにもたらしていること

ザンビアは、南部アフリカの政治的安定や経済発展に貢献して
いるとはいえ、多くの国民の生活水準は決して高くありません。
インフラも未発達で、農村部での貧困率も高い。しかし、当地で
出会ったザンビアの人々には悲愴感は見えませんでした。目が合
えば笑顔で挨拶を返し、子どもたちも屈託のない笑顔で駆け寄り、
村の女性たちは踊りをまじえ即興の歌で感謝を伝えてくれる、ザ
ンビアの人々。ここにいると、先進国のように経済が発展するこ
とが幸せなのではないという気持ちになるのです。では、日本の
協力はザンビアに何をもたらしているのでしょうか。
今回の視察を通して、日本の援助は、ザンビアの人々と試行錯誤
チランガ郡の農村で出会った少 リビングストン郡の集落の子
を繰り返しながら、当地の人々に人間としての尊厳の向上と自立へ
女。踊りを披露してくれた。
供たち
の歩みをもたらしていると感じました。援助によって先進国にする
のではなく、ほんの少し手を差し出すことで、あくまでザンビアと
いう国が自立していくことを促していく―自助努力の結果として経済発展が進めば、更に南部アフリカの発展を牽引していくこ
とができるでしょう。また、継続的な自助努力の支援によって、経済的にも心理的にも、ザンビアは日本にとってより良いパート
ナーとなれると信じています。当地で出会った子どもたちの笑顔がこれから未来にも受け継がれていくように、願ってやみません。
いつか「ザンビアへのボランティア派遣は必要がなくなりました」と言われる日が来ることを夢見て、今は視察ノートを
閉じたいと思います。
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隣の席に、問題が解けず悩んでいる友達がいた

らどうするか

高場

希恵（広島県

その他）

インドネシア

遠い遠い国の、会ったこともない人々のために私たちの国は多額の援助をしている。そこにはどんな人がどんな想いで暮
らしていて、何が行われているのか。日本の援助は喜ばれているのか、それとも「無駄」なのか。なぜ日本がザンビアを援
助するのか。こういった疑問に対する自分なりの答えを見つけにザンビアへ向かった。

●ザンビアの光と影
首都ルサカの整備された真っ直
ぐな道路には多数の日本車が走
る。その脇には綺麗なショッピン
グモールが並び、鮮やかな洋服を
まとった人々が歩いている。一見、
順調に発展しつつあるように見え
るこのザンビアだが、実は深刻な
問題を多数抱えている。ショッピ
ングモールで売られている商品の
99％が南アフリカ製、つまり自
国の産業が育っていない。国内経
済のほとんどを支える銅工業では
銅価格が下落し、それに伴い現地
通貨の下落と実質的な物価の上昇
が起きている。首都は華やかだが、
地方の暮らしは数十年前とほとん

たくさんの品物で溢れるスーパーの様子

ど変わっていない。穏やかな国民
性を持ちながら徐々に治安が悪化してきているのはこういった経済の不均衡によるところが大きい。さらに電力不足が経済
悪化を促進する。国民を見ても、成人の8人に1人がHIV／エイズ感染者で、平均寿命は58歳。加えて、発展の土台となる
教育レベルの低さも深刻である。日本で勉強してきたザンビアの情報と、実際にザンビアの食べ物を食べ、笑顔でこちらに
向かって手を振ってくれる人々の中で知る情報とでは、重みが違った。

●プロジェクト報告書に載っていない事実
こうしたザンビアの困難を解決するため、たくさんの日本人が現地で支援を行っている。そこで見たのは、用意された答
えのない課題に、ザンビア人と一緒になって日々向かい合い、試行錯誤を繰り返す日本人の姿だった。どうやって地域の
人々の暮らしを向上させるか、押し付けになっていないだろうか、建築中の建物は本当に使いやすい建物になっているだろ
うか・・・現地の人にはない専門的な知識や経験で貢献されてはいるが、日本人だからといって全ての正解が分かるわけで
はない。日本人の正解がザンビア人にとっての正解かも分からない。もっと良くしたいという気持ちと、制度の限界や異な
る慣習の狭間でジレンマもあるだろう。しかしそこには単なる「仕事」の域を超え、一人の人間として、目の前の人の力に
なりたいという強い想いが感じられた。
一方、支援を受けているザンビア人の想いはどうだろうか。結論から言えば、日本からの支援を非常に喜んでいた。どの
現場に行っても手厚い歓迎を受け、深い感謝を述べられた。さらに印象的なのが、直接的な支援だけでなく、日本人の仕事
への意識や誠実な人柄から学べることへの感謝の言葉である。日本人にとっては当たり前の行動や、状況を変えようと一生
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懸命に働く姿が、ザンビア人にそれまでなかった意識を芽生え
させる。
「自分たちの環境を自分たちでもっと良くしていくこ
とができる」と。

●人づくりという日本の支援
ザンビア人は自分の生活に対しても、仕事においても、改善
や向上していく精神に乏しいようである。これは決して能力の
差ではなく、広い意味での「教育」の差である。読み書き算数
など学校で学ぶ内容も、改善や工夫していくマインドや日常の
行動様式も含めて、日本に当たり前のようにある「教育」が、
ザンビアにはないのだから仕方ない。逆に言えば日本の発展は
教育の賜物であり、そんな日本人がザンビア人にとっては新鮮
に映る。
自分たちの国や地域のことは、本来自分たちで何とかしてい
かなければならないという意識が薄いところへ、どれだけお金
を費やしても、支援は一時的なものにしかならない。きっとそ
ういった過去の教訓から、現在の日本の支援は持続可能性、つ
まり、一時的なものにならず、今後も持続していけるように、
人づくりが重視されている。それは、
「落ちたものは拾う」と
いった日常のささいなことから、技術の伝達、組織運営の確立
など高いレベルを要するものまで行っている。人づくりという
支援の仕方は目立たないし、効果が出るのにも時間がかかるだ
ろう。しかし例えばザンビア大学では約30年前に日本の協力
で獣医学部を設立して以来、継続して人材育成、技術協力を
行ったことで、2014年エボラ出血熱流行時にはその検査診断

防護服を着て説明して下さる森専門家と梶原専門家（ザンビア
大学獣医学部）

を国内で唯一行える機関になるなど、徐々に効果が現れ始めている。人づくりを地道に行う日本のやり方は、見えない財産
をザンビアに贈っていると思う。

●国際協力とは何か
多くの人が子どもの頃、学校で問題が解けずに困っている隣の席の子を見て、やり方を教えてあげた経験を持っているの
ではないだろうか。私は今回の視察を通して、なぜ日本がザンビアを支援するのか、国際協力とは何か考えていたが、原点
は結局「隣の席の子に勉強を教えてあげる」ような単純なものであると感じた。確かに日本のODAという制度は、純粋な
人助けでなく外交の一手段だという二面性を持っている。しかし、かといって国益だけを追求したものでもなく、そのバラ
ンスの上に成り立っている。世界を見渡すと、問題の答えだけを教えるAくん、算数の問題なら電卓を貸してあげるBさん、
見返りがなければ教えないCちゃんなど、様々な国がある中で、次は一人で答えを導き出せるようにと、問題の解き方から
教えるのが日本であるような気がする。どんな方法が正しいかは各国の事情によって違うが、顔を上げると隣に困っている
人がいる、ならば教えてあげよう、分からなければ一緒に考えようとする日本のスタンス、特に現場の日本人の方々を私は
誇りに思う。もちろん日本が賞賛される点ばかりでないのは現場の方々が一番良く分かっていて、だからこそ国民からの
フィードバックがほしいとおっしゃっていた。
普段私たちは自分の身の回りのことで精一杯で、遠いアフリカのことなんて考えている暇はない。でもたまには顔を上げ
て周りを見渡し、日本人として享受できている幸せや「世界の中の日本」がどういった目で見られているかを確認していき
たい。これを特に同じ若い世代の皆様にメッセージとして伝えたいと思う。
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日本流の支援とは
〜ザンビアで見た「見えないもの」〜
中里

祥子（兵庫県

学生）

インドネシア

●初めに －国際協力とは？ODAとは？
「国際協力」
「ODA」と聞いて、具体的に説明ができる人、それに対する自分の考えを持っている人はどれだけいるのだ
ろうか。私は関心があるものの、自分の言葉で説明などできなかった。「難しく複雑なこと」というイメージが先行してい
たからである。そして、どこかに「他人事」という思いがあったからだろう。
そしてアフリカ。野生動物？赤土の大地？国際協力と言えばアフリカが浮かぶ人も多いと思うが、誰が何をどのように
やっているのか知っている人はさほど多くないだろう。
一般的に「途上国＝貧しい、かわいそう、病気、治安が悪い」というネガティブなイメージが先行するが、実際はどうな
のか。アフリカという日本から遠く離れた場所で暮らす人々の姿、そして国際協力に関わる日本人はどんなことをしている
のか、実際に自分の目で見てみたいという思いを抱いていた。国際協力経験者の体験談を聞くたびに「百聞は一見に如かず」
という言葉が頭をよぎる。そんな時、国際協力レポーター募集のポスターが目に飛び込んできた。

●ザンビアで、そして帰国後に思うこと
～ザンビアの印象～
約27時間かけてザンビアにたどりついた私たちが目にしたのは、きれいなショッピングセンターや舗装された道路、た
くさんの車が行き交う首都ルサカの光景であった。ここは本当にアフリカなのかと思ってしまうほど近代的な発展を遂げて
いた。ここ10年ほどGDP成長率は日本がマイナス成長の中、ザンビアは約7％台の成長が続き経済発展を遂げている。し
かし一方で経済格差も拡大し、現在においても貧困率が平均60％であるという。地方の暮らしは25年前と変わっていない
というJICAザンビア事務所長のお話がそれを示していると感じた（所長は25年前に協力隊員としてザンビアで活動してい
た）。確かに、ルサカから車でたった1時間離れただけの村は土埃の舞う道を行き、着いた先では裸足の子どもたちが走り
回り、井戸を使う生活をしていた。急激な発展にザンビア国民はついて来られているのだろうか？とやや心配になった。
～日本流の支援：人づくり～
ODAというと橋や道路、港など目に見える「モノ」を作るという印象が強いのではないだろうか。ここで確認したいの
はODAの形態には技術協力、無償資金協力、有償資金協力、市民参加協力等の援助形態があること。どの形態にしても「カ
ネ」は必要であるが、それだけではない。人づくり、制度づくり、相手国の自助努力の支援など「人」が必要なのである。
目に見えない部分の支援
も日本は注力している。
だからこそ成果が出るま
でには時間を要し、可視
化も難しい。
ザンビアで奮闘してい
る日本人はまさに「人づ
くり」に重きを置いた支
援をしていた。日本人は
最前線でダイナミックな
ザンビア人とともに感染症の研究をする梶原専門家
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も、黒子のようにザンビア人を支えているように私の目には映った。
どの視察先でも日本人はとても晴れやかな顔をしていた。しかし、今
に至るまでは価値観や習慣の違い、日本の「当たり前」が通用しない
など測り知れない壁を乗り越えてきたに違いない。そんな環境の中で、
目の前の課題と真剣に向き合い、ザンビア人と良い関係が構築できて
いるからこそ浮かんでくる笑顔なのだと感じた。
人づくりはやがて国づくりへとつながる。小井沼大使のお話にも出
てきた「ザンビア人が自国のために」経済発展を支えるということが
国際協力の目的のひとつだろう。
国際協力は一方的な支援では成立しない。選択し、決断し、実行す

かつてのJOCV隊員の活動による村の変化を語る

るのは相手国である。押し付けではなく、自立を促すことこそが
ODAの果たすべき役割だと思う。支援をする側にできることは、相
手の選択肢が広がるような情報を提供する、助言をするということな
のではないだろうか。
～もう一つの見えないもの「精神」～
私は国際協力と依存は紙一重であると思う。貧しい国に「してあげ
る」のではなく、国際“協力”なのだから「一緒に取り組む」ことが
本来の姿であり、日本も学ぶべきことがある。
「人づくり」は「モノ
づくり」と違い、なかなか成果は目に見えない。ただ、私がザンビア
で出会った日本人は地道に、一歩ずつ歩みを進めザンビアの明るい未

この子の目にはどんな未来が映っているのだろうか

来へ向かっていた。支援終了後もザンビアの人々が自分たちの問題と
して認識し、「なんとかしよう！」と思うことがなければ発展につながらず、援助頼みの国になってしまう。自助努力促進
のためにも日本の「考える」という姿勢も伝えていかなければならない。これはカイゼンのプロジェクトをはじめ、すべて
のプロジェクトについて言えることだと感じた。日本の今があるのも戦後、海外から支援を受けながらも発展のために右往
左往しながら考えることを諦めなかった先人がいたからこそだと思う。これから経済発展をしようとするザンビアはかつて
の日本と似ているところもあるのではないか。そう考えると、日本の経験と「考えること」を伝えることが日本にしかでき
ないことなのだと思う。

●日本へのメッセージ
国内でも問題が山積する中で貴重な税金を海外に充てる必要が本当にあるのかという意見も耳にする。正直、それも理解
できなくもないと感じていた。しかし、食料自給率39％、世界第5位のエネルギー消費大国なのに自給率はたった4％と、
他国の協力なしに私たちの今の生活はない。そして東日本大震災では日本は「援助する側からされる側」になり被援助国と
いう経験をしたばかりである。世界各国から、そして多くの途上国から日本は支援を受けたのである。地球に住んでいるの
は日本人だけではない。
「困ったときはお互いさま」の精神は国際協力にも通じると思う。途上国の支援は目先の支援では
なく、相手国の発展と未来の日本のためのものであると感じた。
今回の視察を通してODAの見方が大きく変わった。私たち国民はODA援助額のうち一人当たり約1万円を負担している
のである。そう考えると国際協力は特別なこと・他人事ではなく、実は私たちの生活に身近な存在と言えるのではないだろ
うか。一般に「ODAが見えにくい」というのは実績に目を向けがちであるからだと思う。確かに成果を上げ、実績を積み
重ねることも必要であるが、数字では示すことのできない「人材育成」
「精神」もODA、そして国際協力の大事な成果である。
私は今回の視察で見えないものにこそ目を向けるきっかけを頂き、もっと知りたいと思うようになった。「海外で頑張っ
ている日本人がいる」ということ、それによって笑顔になる人がいることが嬉しく、日本人として誇りに思った。
このレポートを読まれた方が何かしら共感し、国際協力に関心を向けるきっかけになればうれしく思います。最後に、
JICAの皆さん、9日間を共にしたチームザンビアのメンバーに心から感謝いたします。
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よりよい世界に 私たちができること
花村

さくら（岐阜県

団体職員）

念願のアフリカ！私の心は躍っていた。学生時代から開発政治経済学を勉強し、大学院でもその関連分野を専攻した。残
念ながら大学院生の時にアフリカでの研究を頓挫しており、欧米の有名なエコノミストたちが描く援助の現場としてのアフ

インドネシア

リカを読み漁り、その地にいつも思いを馳せていた。香港を経由し、南アフリカはヨハネスブルグ、そして今回の旅の目的
地、ザンビア、ルサカに降り立った時、気持ちの良い風とカラリとした太陽が、私を出迎えてくれた。
はっきり言って、私は日本のODAとJICAの援助方針の大
ファンだ。このスタンスは国際協力『レポーター』
、として
は歪んだ意見、えこひいきになってしまうので、よろしくな
いかもしれない。しかしながら、できるだけ中立的に、学生
時代に学んだ「批判的な思考」なども取り入れながら、冷静
にレポートしていきたいという思いで参加した。初めに断っ
ておくと、私が日本のODAとJICA好きというのは、よく言
われることであるが以下の理由からである。①「日本は魚を
与えるのではなく、魚の釣り方を教えている。
」
（もちろん比
喩で、ただお金やハード面の支援だけでなく、持続可能性を

JICAルサカオフィス外観

鑑みて人材育成や教育に重きを置いている、という意味であ
る）②「すべての人々が恩恵を受ける、ダイナミックな開発」：これは元JICA理事長の緒方貞子さんが言ったJICAのスロー
ガンと認識している。私も開発を学んだ学生のはしくれとして、これまでの援助の潮流からしてもっともだと思い、この
JICAのビジョンに大いに共感している。
さて、肝心のレポートであるが、多くのプロジェクトサイ
トを見せていただいたが、ここでは、三つ、特に印象に残っ
ているものを書いていきたい。一つ目は、青年海外協力隊の
入っていたサイトである。簡単に説明すると、ある村で、ほ
とんどの家庭が農業をやっていたのだが、そこに派遣された
小野さんという協力隊員が、近くに水を引ける川があること
に着目し、魚の養殖を始めたら良い！と思い、村人を説得し
灌漑を作り、魚の養殖を始めた。すると、大成功し、村人た
ちは魚を売って現金収入を得られるようになったし、魚を食
べて動物性のたんぱく質を摂れるようになったという。イン

小野さんの話をするおばあさん

パクトが強かったのは、私たち国際協力レポーターにその話
をしてくれていたおばあさんが、途中で感極まっておいおい泣き出すし、その話を聞いていた周りのおばさんたちも喜びの
歌を即興で歌いだして、みんなで踊ったのだ（もちろん私も一緒に踊って、とても楽しかった）。彼らは、身体全体で喜び
と小野さんへの感謝の気持ちを表現していた。個人的に青年海外協力隊OBの友達も何人かいて彼らはいい活動をしたこと
を知っているが、青年海外協力隊に対する厳しい見方も書籍やブログではたくさんある。しかし、この小野さんの例は大成
功したとのことだ。日本のODAで派遣された協力隊の小野さんありがとう、日本のみなさんありがとう！彼らはそういう
ふうに言っていた。
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次に印象的だったのは、ザンビアで私たちに話をしてくれた大使やJICAザンビアの所長や次長の話である。在ザンビア日
本大使は、ご多忙のなか、次の会議の時間を延期してまで、私たちとの懇談に臨んでくださった。そして大使として、これ
からの日本とザンビアに期待することを伝えてくださった。ザンビアは気候も良く（湿気が少なく、カラッとした暑さで日
本の夏ようにジメジメはしていない、朝夕は涼しく、たいへん過ごしやすい）、他のアフリカ諸国と比べて治安がいい。また、
民族はたくさんあるがイギリスの植民地であったので英語が通じるし、親日みたいで、アフリカ初心者には初アフリカの場
所にぴったりとのこと。実際、本当にザンビアの人たちはフレンドリーだった。日本人に対してというより、ザンビアの人々
は全体的に優しい人が多いように感じた。だいたい海外に来ると一人くらい失礼な人もいるが、ザンビアではそういう人に
は遭遇しなかったし、JICAのカウンターパートの方々はもちろん、レストランのウエイトレスも、道行く人も優しかった。
ザンビアは昨年、独立50周年を迎え、様々な民族がいるなか「One nation, One Zambia」というスローガンのもと、ザン
ビアという一つの国の国民として、多くの民族がいても争わず、心ひとつに進んでいこうという気持ちで歩んできた。隣国
から難民の受け入れもしている。そういう国だ。一方で、ザンビア政府、国家運営に関して批判的な意見も見聞きし、それ
は多くの途上国でみられる問題だと思った。
最後に、そして最も重要だと思っているのは、今回、JICA
職員の方々をはじめ、ザンビアで働く日本人の方々の働きぶ
りを知れたことだ。ODAには時に様々批判もあるし、ある
いは批判をする以前に、話題に上ることすらない。しかし、
日本人としてこれだけは知っておきたい。ザンビアの地で働
いている日本人たちはみな、情熱と誇りを持って働いていた
ということ。ザンビアの人々がこういう日本人の姿勢から学
ぶこともあると耳にした。確かに、日本に留学して教育学を
学び、母国ザンビアの教育に尽力するザンビア人や、日本の
整理整頓などをするという文化的価値観を取り入れ貪欲に自

ナショナルサイエンスセンターで黒板を作っているところ

分たちのものにしていこうと熱く語るザンビア人がいた。途
上国では往々にして政府の腐敗や汚職の問題が叫ばれるが、日本人の自己の利益ではなく、組織のため、あるいは共通に
持ったビジョン達成のために本気で真面目に働くというひたむきな姿から学び取っているザンビアの人々もいるということ
だった。この異国で奮闘する、同じ日本人がいることと、その姿勢から何かを感じ取るザンビア人が確かにいる。私はその
ことを、これから「国際協力レポーター」として声を大にして伝えていきたい。私たち日本人の、日本人によるODA、私
たち自身がそれを知り、誇りを持って、時に意見し、よりよいものに、よりよい世界に貢献できるようにしていきたい。
このような機会を与えてくださったことに、厚くお礼申し
上げます。できるだけ自分の利用可能な媒体で、より多くの
方々にODAをはじめ、上で述べたことに加え見聞きしたこ
と、また本事業のことも伝えていきたいと思っています。一
つ、私は国際交流協会で働いているのですが、国際協力レ
ポーターとして以外に、個人的に「宿題」も今回の旅をする
なかで得たので、それに地道に取り組んでいこうと思ってい
ます。宿題が何かは、結果でお伝えできるよう、努力してい
く次第です。本当にありがとうございました。
農村のみなさん。私のザンビアのお母さん！
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ザンビアの歴史とともに
峰元

義人（鹿児島県

公務員）

派遣前
私たちの日常において「ODA」という言葉を聞くことはほとんどない。国際ニュースと言えば、環太平洋パートナーシッ
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プ（TPP）協定やギリシャ危機に伴うEU、中国等の新興国の経済政策に関するもの、また、韓国や中国との歴史認識問題、
「イスラム国」などのテロ関連や中東諸国問題、地震、津波などの災害報道などが主であり、青年海外協力隊の活動をはじ
めとする日本のODAを伝える報道はほとんど聞かない。
私自身、開発途上国に対する技術協力や資金援助という程度の認識はあるが、具体的にどのような支援・協力が行われて
いるのか、その現場は知らない。
国の「開発協力大綱」によると、
「平和で安定し、繁栄した国際社
会の構築は、我が国の国益とますます分かちがたく結びつくように
なってきており、我が国が、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、開発途上国を含む国際社会と協力して、世界が抱える課題
（環境・気候変動問題、水問題、災害、食料危機・飢餓、エネルギー、
感染症等の国境を越える問題や、
（中略）人道的課題など）の解決に
取り組んでいくことは、我が国の国益の確保にとって不可欠」とある。
要するに、私たちの今の「当たり前の生活」は、途上国をはじめとす
る世界各国と支え合わなければ成立しない。そのためには世界が抱え
る地球規模の課題や人道的課題などの国際的課題に率先して取り組

ルサカ市内の混雑

み、途上国の平和を確立する必要がある、ということである。
そういう日本も戦後の混乱と貧しさから今日の目覚ましい経済復興を遂げた裏には、現在の価値に換算して約12兆円（無
償は9.5兆円）ものアメリカからの資金援助や世界銀行からの借入れにより、東海道新幹線、東名・名神高速道路や黒部第
4ダムなど、日本の経済発展に必要なインフラ整備が出来たという事実がある。実は、日本も戦後の貧しかった時代に、世
界各国から多くの支援を受けていたのだ。
さて、このような情報を外務省及びJICAのホームページ等から仕入れて、ザンビアに行ってきた。実際の現場ではどのよ
うに技術協力や援助が行われているのだろうか。

現場を視察して
羽田から香港、ヨハネスブルグ経由でザンビアの首都ルサカまで約
27時間の空の旅であった。日本との時差はマイナス7時間、到着し
たルサカは高地のためか日差しは強いが日陰に入ると涼しく感じる。
空港からルサカ市内に行く途中、日本のODAによる道路があり、
日の丸とザンビア国旗が描かれた看板でしっかりとPRしている。し
かし、ザンビアの道路建設のほとんどは中国によるもので、公共施設
など象徴的な建造物も中国中心であるという。
ルサカ市内は日本の中古車で溢れており、殆どはトヨタ車である。
渋滞も酷く、空港から30分程度の予定が1時間以上かかっている。
また、4日目のリビングストンへの移動も6時間の予定がルサカ市内
の混雑のため8時間近くかかってしまった。
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「何故、幹線道路との結節点や駐車場の出入口などに信号機を付けて、流れをコントロールしないのか」と、一瞬考えも
したが、「停電の多いザンビアで信号機に頼る交通基盤の整備をしても、停電時には更に混乱してしまうだろう」と考え直
した。社会基盤が脆弱なザンビアに日本のシステムや技術をそのまま押し付けると逆に不幸な結果を招くに違いない。
ザンビアでは保健、教育、農業、公衆衛生など、7分野、9カ所を
視察させてもらった。それぞれの視察箇所の意見・感想は「視察ごと
の報告」にまとめたのでご覧いただきたいが、共通して言えることは、
「将来、サンビアの人々が自立出来るように」と考えて支援している
ことである。
ザンビア大学でのウィルス性人獣共通感染症調査研究プロジェクト
では研究機材のメンテナンスまで教え、品質と生産性の向上（カイゼ
ン）を目指す日立建機は「自分たちで考えさせること」に重点を置い
ている。教師の質の向上を目指すNSC（ナショナル・サイエンス・
センター）では「日本ではこうやるけど、どうか」と問いかけ、自分
で考えさせて自分でやらせるという。エイズの治療支援を続けるAAR

AARスタッフとカルテ

（難民を助ける会）は、自立のための資金調達能力を養うため、ラン
チの提供や携帯カードの販売などのビジネス指導も行っている。
また、ルサカ郡病院整備は、電力事情を考慮したエレベーターを使わない低層階構造やザンビアでもメンテナンスできる
ように欧州の医療器機を調達するなど、そのコンセプトにザンビアの特殊事情や自立のための配慮がなされ、ムクニ地域ヘ
ルスセンター、リビングストン郡地域開発事務所、リビングストン観光協会では、青年海外協力隊員やシニアボランティア
が現地の人たちと一緒になって活動し、自立を支援している。日本のODAの基本は自立的発展に向けた自助努力を支援す
ることである。しっかりと基本姿勢は貫かれている。

派遣後
派遣前、派遣中は、日本人の頭で考え、見て、成果を求めていた。
そのうち「文化、歴史、教育が違い、根本的に思考形態が異なるザン
ビア人に、日本人の考えを押し付けてもうまくいかない」と思い始め
た。では、ザンビア人の頭で考えて支援すべきなのか。
「ODA現場は、日本人の頭で考え、見るべきか。ザンビア人の頭で考
え、見るべきか」ルサカ郡病院建設の日本設計の相原氏に質問した。
「日
本人の頭で考えるべきでしょう。私は、日本人の頭で考え、ザンビア人
を動かす時はザンビア人の頭で考えます」と言う。なるほど納得である。
ODAは日本国民の税金が使われている。やはり成果を求めるのは

基礎工事中のルサカ郡病院建設現場

当然である。しかし、ザンビアは独立してまだ50年。ザンビアの国
民全体が日本のODAの恩恵を受けて初めて成果と言うのであれば、まだまだ成果は出ていない。日本のODAの基本は自立
的発展に向けた自助努力を支援することである。本当の成果はこれからの「ザンビアの歴史とともに」明らかになれば良い。
私たちの視察は瞬間的なものであったが、視察先で出会った関係の方々は、いろんな葛藤の中で日々の業務をこなしてい
るのだろう。このレポートの冒頭に「私たちの日常において『ODA』という言葉を聞くことはほとんどない。」と書いた。
しかし、私たちの周囲を見回すといろんな所にODAが隠れている。このレポートで何を伝えられるか分からないが、そん
な「気づき」の一助になれば幸いである。
最後に、各視察先で懇切丁寧に説明していただいた青年海外協力隊員をはじめ、NGO、大学、企業関係の皆様、また、
今回のザンビア視察に当たり視察先との連絡・調整や移動、宿泊、食事に至る全てにおいてご配慮いただいたJICAザンビア
事務所の皆様に改めてお礼申し上げます。
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急務！人類の危機に気づきたい
〜ODAの役割とは 真の平和とは〜
蓑田

竜史（静岡県

教員）

インドネシア

○きっかけ
今回、2014年度グローバル教育コンクール写真部門で理事長賞をいただ
き、その副賞としてこの国際協力レポーターに参加、充実した経験をさせて
もらうことができ心から感謝している。そもそも、コンクールに応募しよう
と思った動機が、副賞を取れば海外視察に再び行けるから、という不埒なも
のであった。受賞した作品は、2011年度JICA中部主催の開発教育指導者研
修（上級編）の教師海外研修でバングラデシュを訪問した際のものであり、
この時の経験が教師としての私に大きな課題を与えてくれた。生の教材を子
どもたちに提供するだけでなく、国ごとに抱える異なる問題と共通する部分
について、もっと学びたいという欲が出てきたのだ。インドネシアを選択す

幸いにも独立以来一度も内戦や戦争を経験してい
ない多部族平和国家ONE ZAMBIA

ることもできたものの、日程の関係だけでなく、日本から離れ、訪れる機会
も今後少ないと思われるザンビアを選んだのも、相対的に未知の国であるからだ。

○私の意味と視点
「国際協力レポーター」との出会いもかけがえのないものになっていくのは間違いないのだが、その仲間達とは違う立場
でこの視察に参加させてもらった以上、楽しんで撮らせてもらった写真係だけでなく、異なる視点からODAや国際協力に
ついて考え、そして必要なことを敢えて提示していきたいと思っている。
今回、自分なりに立てた課題はODAとは何のために存在しているのかということを、見て、感じて、考えることだ。事
前研修の場やその後のFB（フェイスブック）のやり取りの中で、その本質に関わる話題を私から仲間達に投げかけさせて
もらった。さすが、レポーターとしての役割を十分に発揮できる優秀な論文を書いて、高い倍率を突破してきた仲間達だ。
自分の立ち位置がわかっている。反応からそう感じた。しかし、ザンビア訪問中に仲間達にも純粋な疑問が、表に出てきた
ことを感じるようになったのだ。ある仲間は、一面的な見方をせずに物事を違う角度か
ら見ることを訴えていた。私の穿った見方に共感する声も徐々に聞くこともできるよう
になった。それこそ、私がいる意味になると思っている。

○ODAに求める最低限の願い
結論から書こう。ODAの真の本質は今回の視察だけではわからなかったということ
だ。ただ、間違いなく言えることは2つある。
1つ目は、ザンビアで国際協力に携わる多くの日本人の方は、気概と情熱と誇りを
もって活躍されているということだ。多くの場所で、いろいろな話を聞かせていただい
たが、未来のザンビア、そして現地に住むザンビアの人たちの幸福を願って働いてい
らっしゃる。現地に溶け込みながら、
「伝説の偉人」扱いを受けるような方までいて、
灼熱の大地アフリカでも鳥肌は立ってしまうのだということを身をもって知った。
2つ目は、視察前から予想しており、どの国でも当てはまるだろうが、国家事業によ
る国際協力は表向き人道支援であろうと、最終的に行き着く目的となるのは国益の為で
あるということだ。国家間のパワーバランス、将来のアフリカでの国際的立場、自国家
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の為になることが前提で、現地の人たちに対する様々なプロジェクトが行われているのだ。決して、悪いことではない。た
だ、そのことを日本の一般国民がどれだけ意識しているかということが私にはわからない。
本当に現地の人のことを最優先に考えるのであれば、一国家単独で協力/支援/開発をするよりも、複数の国家が共同で立
案・計画・遂行・見届け・改善した方が効率的だったり、研究などにおいては成果も出やすかったりするのかも知れない。
「共同」もあるという話ではあったが、単独部分が目立つことを考えると、やはり政治の力が強すぎて、国益が優先される
のだろう。
現地でふと、各国が争うように「国際協力」をする姿が、アフリカ大陸が分割統治されていた帝国主義時代を彷彿とさせ
るような気がしてしまった。これが杞憂であることを心から願うのだが、「積極的平和主義」を掲げる日本政府が今年初め
に出したODA大綱に代わる「開発協力大綱」の中で、これまで制限してきた他国軍への支援を、災害救助など非軍事分野
に限るものの、解禁するという内容を決定している。軍事転用がないようにモニタリングはするとのことだが、その基準や
制度的仕組みは不明であり、他国軍の運用を追跡調査するのは実質不可能であ
る。ついこの10月1日にもいつのまにか、
「防衛装備庁」が新設されており、
日本の軍産複合体化がより進む中で、なおさらこのことを多くの日本国民が知
らないことを私は疑問に思う。
元々のODA大綱4原則は「非軍事主義」的理念を表現してあり、これによっ
て政府がODAを慎重に運用することで日本の平和理念を国際社会に浸透させ
てきたものと言えた。そのODAという「非軍事的手段」を通して地球規模の
諸問題の解決に貢献し、
「人間の安全保障」を進めてきたとも言える。今日、
民主的平和国日本の「信頼」が現地でどのように変貌してしまうのか危惧して
しまうのである。

ザンビアの未来は間違いなく明るいに決まって
いる！

○日本の庶民が今すぐやるべきこと
現地での「まとめ」でも話したが、私が学生時代、1年間のブラジル貧民街ボランティアから帰国した際、研究室で隣席
の現役高校教師が呟いた。
「個々で協力したって、世界の構造が変わらないと意味ないんだよね～」と。私は憤慨したものの、
その後、10年近く毎朝、同じ側面からの報道しかしないマスコミ以外のネットを中心としたメディアで自分なりに勉強し
てきた結果、その言葉の意味がとてもよく分かるようになってきたのだ。世の中の仕組みはとても複雑でわかりにくくなっ
ているが、世界中で貧富の格差が拡大しているのは明らかで、その構造はさらに強化されつつあるということだ。個々の国
際協力が無意味だと言っているのではない。それ以上に、経済のシステムや政治力学によって、世の中の動向が決まってし
まっている現状をまずは知った上で、自分たちが何をすべきなのかを追究していかなくてはいけないと思う。私自身、そろ
そろ次の段階に進まないと手遅れになりそうな気はしつつ、まずは多くの人に、表では見えないその格差が広がるシステム
に気づき、多くの人に知らせることが急務だと思って、毎日、ネットを中心に情報発信をしている。
正直なところ、今回の視察で見ることができた部分は、バングラデシュで見たのと同じ側面からのものが大きく、そこを
国際協力レポーターが伝えるべきであることはわかった。日本政府は現地の人作りを重視し、援助・開発・協力が、日本が
引き上げたときに、現地の人たちの自立で継続して行われるように考えられているのは大賛成である。それが、現地で行わ
れているのはこの目で見てきたことだ。問題はこれからだ、見えない部分を如
何に見ていくかだ。日本人、そして世界の一人として、人類がどういう道を選
択し、歩んでいくべきかを考えるには、このザンビアもまだまだ私にとって入
り口に過ぎないことを再認識した。その機会を与えて下さり、そして、現地で
の案内、一緒に同行してくれた皆さんには大感謝。私の生意気過ぎる提言が少
しでも何かを考え、気づくきっかけになってもらえることを願っている。

繰り返すが、子どもたちの笑顔が続く国では希
望は消えない
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■ 視察先別報告

ザンビア

【技術協力プロジェクト】
アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の調査研究プロジェクト
概要─
ザンビアにおけるウイルス性人獣共通感染症に関する研究・調査能力の強化を目的として、診断法の
開発・改良、出血熱ウイルスなどが自然界においてどこで、どのように生存しているのか、またいつ、
どうやって人間の社会に侵入してくるのか、そのメカニズムの解明を目指している。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	近隣諸国では様々な感染症が流行し、ザンビアはいつ感染症が流入してもおかしくない環境にある。ザン
ビアにおいて人獣共通感染症は早期解決されるべき課題と言え、研究の必要性を感じた。共同研究を行う
ことで、双方に研究分野や国際関係での発展が期待される。一方で研究資金は多額であり、研究対象も果
てしないように感じ、限られた時間と資金の中で何を行い、残し、伝えるかが問われる難しい分野である
と感じた。研究成果として、国内でエボラ出血熱の診断体制が整備できたと聞き驚いた。しかし新種の病
気に対応できるザンビア人獣医師は少ないという。現地の獣医師の能力向上のための人材育成もまた重要
なプログラムであると感じた。

2

伊藤

葉子	獣医学生である私にとって、最も興味のあるプロジェクトだった。このプロジェクトは、獣医師養成のため、
日本が建物の建設を含め、研究員の派遣、資料の提供など一から支援したのが始まりだ。それらの初期支
援は終了し、現在は北海道大学獣医学部と共同で人獣共通感染症の研究を行っている。現地のニーズにこ
たえて、形を変えながら長期間行われているプロジェクトだ。将来的にこのプロジェクトが終了すること
を念頭に、積極的にコミュニケーションをとり信頼関係を築きながら現地研究者の育成に力を入れている
という。確かなニーズがあったこと、柔軟な支援を行ったこと、プロジェクト終了後まで見据えたことな
どが成功の理由だと考えた。

3

今田

澄子	
「人材は育っています。欲しいのは“どこでもドア”です」北海道
大学で学んだザンビア人青年の作業する傍らで、JICA専門家はそう
言って笑った。30年前日本の支援で作られたザンビア大学獣医学
部は、いまや周辺国から留学生を迎えるまでになっている。試料分
析・診断等で海外とやり取りをする際、検査にかかる時間に加えて、
検体の輸送等手続きに膨大な時間を要し、歯がゆい思いをするとの
こと。研究の発展は学術レベルの問題だけでなく、インフラ、人の
意識等様々な事柄がかかわってくる。どの分野においても同様であろうが、それらを変えてゆくのは並大
抵のことではない。見学する先々で思い知ったそのことにまず直面した最初の訪問地であった。

4

江口

辰之	近年、SARS、ニパウイルス、ハンタウイルス、ヘンドラウイルスやアレナウイルス感染症、インフルエンザ、
エボラ出血熱などの新興・再興感染症が世界各地で発生し、アフリカもいくつかの感染症に脅かされてい
る。これらはすべて、自然界の野生動物に寄生し、被害をおよぼさずに存続してきた微生物による人獣共
通感染症で、ザンビアでも2008年にアレナウイルス感染者が出ている。ザンビア大学獣医学部は1988年に
第1期の卒業生を輩出し、1982年にはザンビア全土に8人の獣医師しかいなかったところを、現在は300人以上
に増やし感染症の研究に貢献している。ザンビア大学はインフルエンザやエボラを研究できる国内唯一の施設で
あり、JICAや北海道大学の人づくりを重視する考え方に感謝をしている。ザンビア大学獣医学部が出来ること
により、ウイルス感染者を自国で発見をすることが出来るようになった。今後、ザンビア大学・保健省・
農業家畜省等との連携を強化することにより、人獣共通感染症のより一層の成果が期待されると感じた。

5

黒川

叔乃	
「この研究施設は多くのザンビア人に安心を与えている。
」ODAのシンボルマークが貼られた機材が多数設
置された研究室で働くムゥイネ教授が語ってくれた。内陸国のザンビアは、エボラ出血熱などの感染症リ
スクにさらされ、今までは診断の度に、周辺国に検体を送付していた。しかし、この施設で自国での診断
体制が構築されたことにより、早期診断が可能となり救える命が増えたという。また、ザンビアと日本が
共同研究することで、機材の供与や一方的な技術移転で終わらず、ザンビアの研究者の検査技術・教育体
制の普及にも貢献していると実感した。ウイルスの伝播経路などの解明は、ザンビアと日本だけの問題で
はなく地球規模の課題であるため、本プロジェクトの重要性を認識した。
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6
		

河本

梨絵	遠い南部アフリカの地、ザンビア。この国の国立ザンビア大学獣医学部に、およそ30年前のその設立から
北海道大学が関わっていようとは。

		本視察では、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターの獣医師、梶原・森両専門家の案内で獣医学部
の施設を見学。研究者の実験現場、危険レベルで区分けされたウイルス検出検査の部屋などを視察した。
北海道大学で半年の研修を積んだ現地研究者は、慣れた手つきで試験薬器具を扱い、その様子は誇らしげ
に見えた。一方で、日本では当たり前の整理整頓などがザンビア人に馴染まない、などのエピソードも。
現地での技術協力や共同研究を通じて人材の育成に取り組む。近い将来、当地の人材で自国の課題に取り
組むことができる日が来れば、と願う。

7

高場

希恵	ザンビア大学は国内一の大学で、この獣医学部が感染症に対する高い研究能力や検査診断体制をもつこと
は、国民の命に直結している。例えばウイルスを持ち出して日本で研究したり、感染症発生後の処理にお
いて援助を行うなどという形もとれると思うが、日本が行っているのは、あくまでザンビア国内でザンビ
ア人によって感染症を未然に防いだり、対処できたりする体制の構築、人材の育成である。この度「エボ
ラ出血熱の診断体制の構築」という成果も出たが、このような日本の支援の方法は、必ずしも話題性のあ
る課題に対する結果を目に見える形で、かつ短期間で示せるものではないため、本来非常に成果の見えに
くい援助のあり方である。しかしザンビア大学獣医学部がウイルスの面から国民の健康や安心を守る機関
になっているように、このような援助を継続して行うことは、確実に国の発展や国民の生活の向上に寄与
していると感じた。

8

中里

祥子	なぜ獣医学分野で感染症の研究を行うのか。しかし、ザンビア大学を訪問し、その疑問はクリアになった
気がする。昨年のエボラ出血熱のアウトブレイクをはじめ、鳥インフルエンザなど人間に危機が及ぶ感染
症は動物を媒介することが多い。動物の多いアフリカで感染症の研究をすることは、日本で研究する以上
のスケールの大きさであることに加え、国が陸続きであるという、日本では経験することのできない環境
にある。研究を進める上で、日本の知識技術と野生動物が多いというアフリカの環境とを融合し、有事の
際に即座に対応できる人材育成がされつつあることは一つの成果だろう。

9

花村

さくら	ザンビア大学は非常に美しく、校庭の真ん中にはザンビアの国の形をした池がある。日本企業（清水建設）
によって建てられたそうだ。北海道大学とザンビア大学との交流の歴史は長く、昔からの人的な交流があっ
たおかげで今がある。過去に教えたザンビア人が今では仕事のパートナーとなっている。人と人とのつな
がりは目に見えないがとても大切ということが伝わってきた。ザンビア大学獣医学部を作るというとき
（フェーズ1）には英国人や日本人がトップを担ってきたが、だんだんとザンビア人を積極的に投入し
（フェーズ2）、現在ではザンビア人の教授や、初のザンビア大からの修士課程修了者が活躍している。かつ
ては援助する側とされる側であったが、今となっては共同研究をする関係である。

峰元

義人	2014年、西アフリカで大流行したエボラ熱感染は未だ終息していない。ザンビア大学と北海道大学は共同

蓑田

竜史	多様な感染症の拡大はグローバル化が進むほど深刻化する。そのスピードに研究が追いついているのだろ
うか。感染源とされる地域での研究が必要と考えるが、北海道大学からやってきて日々、危険と隣り合わ
せで研究されている方々に頭が下がる。印象に残ったのは、研究者の方々が「この研究は現地の人に貢献
しているのか」と心配されていたこと。結果が求められるODAの過酷な現実。結果がでないこともあるの
が研究。研究自体に意義もあると思うが、ODAの性質上、期限も予算も限られてしまう。だからこそ、全
人類的な課題に関しては各国の国益や政治的戦略を越えた、共同研究や対策が必要。一方で、様々な感染
症が「生物兵器」ではない証拠もまだ出ていない段階では、各国の利害が絡まないよう、個別に研究する
必要性もあると感じる。

10
してこのエボラ出血熱や鳥インフルエンザウイルス等の人間社会への侵入経路を探っている。
		このプロジェクトは、環境・エネルギー、生物資源、防災など地球規模の課題を克服するための技術協力
		
である。
		
「ウイルスはどこからやってきたのか」
「何処にいて何をしているのか」
「どうやって人の世界に入ってくる
		
のか」解明できれば確かに制圧対策のための科学的基盤を提供できる。
		しかし、具体的な研究内容は我々一般人には解りにくい。5年間のプロジェクトで果たして成果を創出でき
		
るのか。研究者には国民の税金を使ったODAであることを忘れてほしくない。
11
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■ 視察先別報告

ザンビア

【技術協力プロジェクト】
品質・生産性向上（カイゼン）展開プロジェクト
概要─
産業分野及びその他分野の生産性向上のため、カイゼン活動の運営組織であるKIZの立上げおよび、
KIZスタッフの能力強化を目的として実施している。活動内容はザンビア政府内のカイゼン（品質・生
産性向上）に係る組織・体制の整備、KIZ内にカイゼンに係る指導を行うコンサルタントが継続的に育
成される仕組みの構築、カイゼン活動についての関心を促進・喚起させる能力の向上等である。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	日本発祥の言葉が世界共通語となり、国を挙げて取り組まれていることに驚いた。ある施設では90個もあった欠
陥品が、カイゼン実施後0個になったという報告もされている。2014年6月から取り組まれている日立建機では、
労働スペースの確保など成果も見えてきているが、課題も多く未だ生産性・品質の向上には至っていない。習慣
を変えることは現地の人にとって大きな負担である。そうしてまで取り組む活動は、現地の労働者にとっては生
産性・品質の向上に繋がる成果がでてこそ意味があるのだと思う。一方でこの活動の良い点はザンビア人自身が
問題点を抽出し、実施している点だと思う。一方的な指導よりも、継続性や独自の発展性が期待できる。日立建
機社長が話されたように、いずれは彼ら自身が彼らに適合した形で発展させていくことが理想であると感じた。

2

伊藤

葉子	小学校に掃除の時間が組み込まれている日本人にとって、整理整頓や片付けは当たり前のことだ。そうし
た面で意識の低いザンビアの企業で、作業効率向上をはかり整理整頓などのカイゼンを行うプロジェクト
である。視察先の日立建機の工場は、想像と違って明るく整理されていて驚いた。だが、同時に日本人が
工場長だからこそカイゼンが成功したのだと感じた。ザンビアの方のみが働く企業でもカイゼンは定着す
るのか。押し付けにならずに定着させるためには、もっと学校など教育の現場で整理整頓を実践するなど、
生活の一部にする必要があると思う。また、ザンビア流にアレンジすることも必要なのではないか。

3

今田

澄子	情熱的なカイゼン礼賛スピーチで、現地ザンビアンホワイトカラーからまず大
歓迎をうける。カイゼンってそんなにいいもの？といぶかしんでいたのだが、
なんだか気圧されてその気になってくる。見学した日立建機さんはきれいな工
場で、カイゼン前後の違いがイメージできない。この日系企業よりも、他でお
じゃましたザンビア人運営の作業場、資料室などで、なるほど5Sのカイゼンは
有効そうだと思ったりする。それにしても「カイゼン」を広めるために機関を
作り人を配置し、全国大会では賞を設け、といろいろ腐心しているようだが、
そこでやはり最初の疑問に戻ってしまう。そのお金のかけ方でカイゼンってうまくいきそうですか？

4
		
		
		
		
		
		
		
5
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江口

辰之	カイゼン展開プロジェクトはザンビアカイゼン機構（KIZ）の元で運営されており、

		
・ザンビアが質の高い物作りのリーダーになる。 ・ザンビアが南部アフリカの商業のリーダーになる。
		
・ザンビアがグローバルプレーヤーになる。 ・ザンビアの文化の質を上げていく。
		以上のことを成功させるために導入されている。KIZは、ザンビア開発庁（ZDA）とザンビア標準局（ZABS）
という2つの機関の元で運営されており、この2つはザンビア通商貿易産業省（MCTI）の傘下にある。KIZ
所長のムイトワさんによると、カイゼンのメリットは以下の通りである。
		1、生産性を自分たち自身で計ることができる。
（コストマネージメントが出来るようになった。
）
		2、人間関係が良くなった。自分たちの企業活動に対するマインドセットにより会社に対する考え方が変わった。
		3、時間が生産に対して大切で、限られたものだと解り、時間に対するムダが無くなった。
（時は金なり）
		カイゼンが今後浸透していくには、行政の努力やJICAの協力が必要だとは思うが、一番大切なのは、カイゼンを
取り入れている企業の一人ひとりが自覚を持って自主的にカイゼンに取り組む姿勢や考えではないかと思った。
黒川

叔乃	
「整理整頓による保管スペースを確保できた事だけではなく、作業場所や製造工程において従業員が常にカ
イゼンできる部分はないか？を意識するようになった事が成果です。
」日立建機で働くマイケルさんが、従
業員を代表して私たちに伝えてくれた。カイゼンを導入にするにあたり、“現状課題の洗い出し・優先順
位・誰がいつまでに何を実施するのか”を考える時間を設けるなど、日本式を一方的に押し付けるのでは
なく、一緒に考え解決していくという姿勢がザンビア人の意識の変化につながっていると感じた。

		見学した工場内は重機が整然と並べられ一人ひとりにカイゼンが根付いている様子が伝わった。今後は更
なる生産効率の向上を目指し、業績に貢献することを期待したい。
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河本

梨絵	ザンビアに「改善」が必要なのか。生産性の低い産業を抱えるザンビアに日本式カイゼンを積極的に取り
入れてきたことが、その答えである。彼らは、日本の支援のもとで＊QCサークル活動から始め、ザンビア
カイゼン機構（KIZ）の設立にまで発展させた。

		

		日本式カイゼンは、教育的、哲学的な面もあり、すぐに数字として効果が見えにくい。社員の意識を保つ
ことも、広く展開することも容易ではないだろう。KIZが主体となって、ザンビア式のカイゼンを発展させ
ていく。そこを日本が支援できればよいと思う。

		
		
7

		
「ザンビアに適合したやり方を探し、最終的に日本人がいなくてもカイゼンを続けていけるようなシステム
を作りたい」日立建機での田河社長のこの言葉が、この国での日本の役割を表しているように思う。

8

9

10
		
		
11
		

		＊同じ職場内で品質管理活動を小グループで自発的に行うQuality Control活動
高場

希恵	どのような仕事においても、その仕事を継続・発展させていこうとすれば、現状の問題点を検証し改善を
繰り返すことが必須である。日立建機では、働いているスタッフ自身で何が問題点かを話し合い、解決策
を考え、実行していく方法がとられていた。日本的な改善の仕組みを押し付けるのではなく、考えてもら
うことに重点を置いている点が良いと思った。すでにザンビアで国家プロジェクトとなっているカイゼン
だが、ザンビア政府やザンビアカイゼン機構は日本のやり方を疑いなくそのまま取り入れるのではなく、
有効性や方法など自ら検証し、よりザンビアに適応する形でプロジェクトを進めていって頂きたいと思う。

中里

祥子	日本人が持ち込んだ「カイゼン」が異国の地で根付くのか。KIZの所長ムイトワ氏は国全体を巻き込んで
KAIZENをザンビアに取り入れようとしていた。ザンビアで数少ない日系企業の日立建機では現地スタッフ
が自ら問題点を考え、優先順位をつけることで現状理解につなげKAIZENに取り組んでいた。4人の日本人
スタッフはローカルマネジメントが可能となるように現地スタッフの人材育成をし、ザンビア人がザンビ
ア人を教育するという仕組み作りをしていた。いかに日本のKAIZENをザンビア流に変化させ、継続できる
ようにするのか。ザンビア人の「考える」ことを大切にしていると感じた。ザンビア流のKAIZENが浸透し、
将来的に生産効率の向上などにも結びつくことが楽しみである。

花村

峰元

さくら	KAIZEN（改善）や5S（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）
、改めていいと思った。きれいにしていたほう
が作業をしやすいだろう。見学させていただいた日立建機の工場はとても整頓されていた。KAIZEN機構と
いう、ザンビアの企業などが、これからどのように改善できるかアドバイス・コンサルティングする機関
があり、自分たちの活動をイキイキと話すその職員たちはそれらを取り入れていることを誇らしく思って
いるようで、とても嬉しそうに見えた。ただ、それが本当にザンビアの人たちのやり方にあっているかは、
彼ら次第だ。自分たちで試して考え、これからよりよくしていくことが必要であるように思った。
義人	ザンビア・カイゼン機構所長はその有効性を「思考を変えることで、会社と労働者の人間関係を改善し、
限られた時間の中で質と生産性を高めていく」と説明する一方で「導入に当たって意義の検証は必要ない」
「シンガポール、インドなど他の国でも成果を上げているので、改めて証明する必要はない」とも言う。

		視察した実際のカイゼンの現場「日立建機」の工場は、正に5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）そのもの
である。しかし、「成果はまだでていない。これからです」と社長の田河氏は言う。
		カイゼンは命令されて行うものではない、労働者自らが知恵を出して変えていくものであり、また一度行っ
たら終わりではなくさらに改善を行っていく持続性、継続性が重要である。ザンビア自身のカイゼンにす
るためには有効性（成果）の検証を行い、労働者自らが効果を実感する必要があると思うのだが。
蓑田

竜史	国を挙げてのコンセプトであることに驚いた。計画的な日本式の細かい配慮や努力目標によって成果が上
がっているのは理解できる。また、それを現地のザンビア人が受け止めて、経営の質を上げていこうとし
ていることも。大事なのは、日本のやり方が彼らの「生態系」に合致しているかということ。日本から教
えられている段階から、将来、
「改善」を真のザンビア流「KAIZEN」に改善できるかはザンビア人の気概
次第。でないと、日本人が帰国した後に残る物は少ないはずだ。

		企業での利益追求のみならず経済成長するためにも、理に適っているのは否定しない。しかし、敢えて
KAIZENを斜めから見る必要があると直感で思った。そこには文化や価値観の侵略とも言える可能性が秘め
られているからだ。この滞在中も何度か日本人の「上から目線」を感じた。
「彼らは○○もできない。」ニュ
アンスは様々だが、この捉え方は決して援助でも協力でもないのだ。
「暗黒の」アフリカ大陸が「開発」の
名のもと、欧州列強に侵略占領略奪支配され、独立国家が成立した後も、世界の経済システムのもと、従
属したままの今日、日本もまた同じことをやろうとしてしまっていないだろうか、とふり返るべき視点は
多い。
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■ 視察先別報告

ザンビア

【無償資金協力】
貧困削減戦略支援無償（教育）ナショナル・サイエンス・センター視察
概要─
これまでJICAが実施してきた教員の能力向上を目的とした技術協力プロジェクトの成果を拡大し、よ
り一層の教育の質の向上に資するべく、必要な資金を教育セクタープール基金に投入する。
※ナショナル・サイエンス・センターは、日本の無償資金協力（上記案件）を通じて供与されたモバ
イルサイエンスラボラトリの製造現場。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	モバイルサイエンスラボラトリの作業工程や実物を見せていただいた。国家試験時に使用する道具や授業
で使用する教材が学校によりばらつきがあったり、日本のように教育を受けられる環境がなかったりなど、
教育体制に課題が多い。保健医療・福祉や産業など国の発展の基盤は教育であることから、教育体制の整
備が必要であると感じた。その一つの施策として、各学校へのモバイルサイエンスラボラトリの提供は、
今現在理科を学ぶ子どもたちにとって必要な支援であり優先順位も高い。このような事業への資金援助は
有意義だと思った。現在教員養成なども見直されてきているようだ。これらの取り組みが実を結び、モバ
イルサイエンスラボラトリが実際の教育現場で有効活用されることを期待する。

2

伊藤

葉子	東南部アフリカ共通の学力試験で最下位となったザンビアでは、簡単な足し算引き算に小学生は悪戦苦闘
している。エリート高校でもかけ算がままならない。長い間、そうした状況が続いているため、教員の養
成が追いつかず、教員の質も非常に悪化している。理数系科目は、計算だけでなく、論理的思考のために
重要だ。人類の起源でもあるアフリカにはまだ手付かずの研究分野が多くあり、現地の人が研究する意義、
メリットはある。訪問したセンターでは、中学生用の理科実験セットを作っており、そこで働いている人々
は高い問題意識と熱意をもっていた。彼らの努力は、実験セットの活用・定着に必須である。

3

今田

澄子	国家建設の根幹は教育にあり。この課題だらけの国でみな結局はその思い
に到ります。子を育て、そのための教員を育てる。厳しい教育環境の中、
どこから何に手をつければよいのか。方眼の黒板は必要か？卒業・進級試
験のひとつ「実験」科目をクリアするためにモバイルラボはもちろん効果
を発揮するだろう。しかしその試験システム自体は改革の余地はないの
か？ケチをつければきりがない。出来ることから形にするのも大切か。ハ
コや小道具は成果としてわかりやすいけれど、もっと大事な目に見えない
ものについても考えてますよね？灼熱の日差しと赤土の風、バンダ先生の
たぎるパッションにクラクラしながら、ぼんやりそんなことを考えました。

4
		
5

江口

辰之	ここでは、教育の大切さを肌で感じた。JICAより理科教育の為の科学実験セットのキットを1,010セット
供与していた。学校には理科実験のためのフラスコが無い所も多く、実験が必要な入学試験を七輪で行う
所も多い。試験において、実験室が有る試験会場と七輪で試験を行う試験会場とで同じ試験内容でも結果
の相違が出たりして適切な判断が難しくなっている。それを無くす為にもまた学力のレベルアップのため
にもまだまだキットは足りていない。

		ザンビアでは実験室が備わっている学校がまだまだ少なく、多くの学生が実験出来ない状況にある。また、
教師にも能力をレベルアップさせる機関が少なく、教師の能力が低いため子供たちの学力も上がらない。
まずは教師のレベルアップが必要である。
黒川

叔乃	
「ザンビアの教育システムには多くの問題がある。全てを一度に解決する事は不可能だが、このラボ（モバ
イルサイエンスラボラトリ）は最低限の教育環境を提供することが出来る。
」バンダ所長の熱く語る姿から
教育への真摯な想いが伝わった。

		

		ザンビアには、教師用のコンパスが無く、手書きで円を書いて授業をする学校や、壁にペンキを塗っただ
けの黒板を使用している学校がある。しかし、そのような環境にある学校も、充実した実験器具が揃って
いる学校と同様の試験を毎年受けるという。設備が整っておらず不利な状況にある学校に、水・電気・火
の実験が可能なラボをセンターでは提供し続けている。

		

		試験時の不公平感を減らすだけでなく、ラボの使用は生徒達の思考力や表現力などを育むとともに、教師
の指導意欲も高め、教育全体の質を高めることに繋がっていくと感じた。
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6

河本

7

高場

希恵	完成したモバイルサイエンスラボを見せて頂いたが、日本の学校の理科室の実験台と変わらない立派なも
のであり、これが全中学校に贈られるとのことだ。有効に使われれば、理科室や実験設備のない学校がほ
とんどのザンビアにおいて、貴重な教材となるだろう。教師にはラボを使って授業を行うための研修も行
われるようだが、実際に使って教えている現場は今回見られなかったので、現状どのように使用されてい
るかは判断できなかった。ただ小学生が足し算でつまずくほど、ザンビアの理数科教育事情が非常に深刻
なものであることには驚き、教師の育成を含め、教育分野での日本の支援の必要性を感じた。

8

中里

祥子	全ての案件を通して感じたことは教育の大切さ。日本の中学校にあたる課程への進学にも試験が実施され、
全員がスムーズに進学できるわけではない。これには子どもたちの学力不足や経済面の問題に加え、学校
数の圧倒的な不足や教員不足というザンビアの教育分野が抱える問題も関係していた。また、ザンビアは
アフリカの中でも理数科の能力が低いとされている。日本では当たり前にあるはずの理科実験室が65％の
中学校にはなく、モバイルサイエンスラボの供与により理科実験が可能となっている。メンテナンスや有
効的な活用方法まで含めた研修を教員にきちんと実施しており、子どもたちの未来を考える教育者の熱意
を感じた。教員養成課程に在籍する学生へも「考える」ことを身につけるような教育を取り入れるなど、
ザンビアの教育改革の可能性を感じた。

9

梨絵	
「常設の理科実験室の設備を作るには莫大な資金が必要。全ての中学校に備えることはできない。ならば実
験器具一式が収められる可動式実験設備を作って全国の中学校に提供しよう」という柔軟な発想に感動。
ガラス製品以外は国内にある材料で、ナショナル・サイエンス・センターの工房でひとつひとつ組み立て
られていた。全国一斉で行われる進級試験で、学校の実験設備の差により、その手段や結果に不均衡が生
じているザンビア。私たちが受けてきた教育と当地の水準がいかに異なるか。一方で、自国で賄える教材
を製造、普及する取り組みに接し、背伸びをせずにその国に合った手段で学習環境を改善していくことの
大切さを感じた。

花村

峰元

さくら	ナショナル・サイエンス・センター代表のザンビア人の方は広島大学で教育学の修士号を取得しており、
日本の教育が素晴らしいと感じてきた。ザンビアの子供たちにも日本式のような教育を受けさせたいと情
熱を燃やしていた。活動のプレゼンを熱心に語ってくれたので、時間を大幅に延長した。研修前に東南部
アフリカの学力調査でザンビアが最下位だったと聞いて、他の国に不正があったのではないか、と思ったが、
確かに教育レベルは高くないそうだ。指導要領がそもそも少なく、学習達成目標も低いようだ。しかし、
海外の詰め込み式や何かを真似するのではなく、ザンビアの文化を大切にしながら国の将来を担う子供た
ちを育てていってほしいと思った。
義人	
「ザンビアの教育を強化するには日本式が合っている」広島大で修士号を取得し、日本の教育に精通してい

10
るNSC（ナショナル・サイエンス・センター）所長のバンダ氏は言う。
		ザンビアの子供の学力は絶対的に低い。学力向上のために、無資格教師の多いザンビアでは教師の質の改
		
善に重点を置く。そのため、日本式の研究授業など校内研修を取り入れて教師のレベルアップを図っている。
また、理科教室の有無による学力格差をなくすために、移動式の理科教室（モバイルサイエンスラボ）を
全校に普及しようと取り組んでいる。

		
11

		現在、NSCでは隣の敷地に「教材を作る」
「教員のトレーニングを行う」
「周辺の学校で教材や研修内容を
試してみて、良ければ広げていく」この3つの機能を持つ研修センター建設の構想を持つ。
（出来れば日本
の援助で。）バンダ氏の説明にはザンビアの教育強化に対する強い信念と情熱が感じられた。
蓑田

竜史	正直に書くと、教材とそれを製作する現場を見るだけではそれがどのように活用され、教育活動が効果的
に行われているかは見えてこない。今回の視察の中で最も残念だったのが学校現場、いや、教育活動の現
場を見ることができなかったことだ。授業そのものを通して、南アから高価な教材を購入しなくても、自
前教材を作ることで教育の質がどう変容しているのかを知りたかった。教育活動を肌で感じることで、そ
の国の未来をイメージすることが容易になると思う。ザンビアの理数科教育のレベルが、医学生ですら計
算がままならない現状を考えると、理科の器具を自前で作って資金を他に回すというのも分かる話だ。し
かし、それを教師が使いこなせるかだ。途上国では、一斉授業で効率よく、多くの子どもの暗記力と理解
力で学力を底上げするタイプが多い（実は日本もいまだにそこから抜け出せていないが）
。現段階ではこの
方法が開発速度を優先させる国家には最善なのだろうが、授業内容の「KAIZEN」プロジェクトの視察もあ
ればなおよかった。
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■ 視察先別報告

ザンビア

【NGO連携無償資金協力】
カフエ郡におけるHIV/エイズ対策事業

特定非営利活動法人

難民を助ける会（AAR）

概要─
現在主流となっているHIV/エイズの治療法は、生涯にわたり薬を飲み続ける治療法だが、差別や偏見
への恐れなど、さまざまな理由から治療を中断してしまう患者がいる。こうした状況に対応するため、
AARでは地域のボランティアを育成し、患者の自宅への家庭訪問を行っている。治療に対する不安や
無気力感を解消し、治療の継続、または治療への復帰を果たしてもらうことがねらい。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	ザンビアは世界で最もHIV/エイズの影響が深刻な国の一つである。ザンビアの平均寿命は58歳（WHO世界
保健統計2015年版より2013年時点の統計）
。その中にはエイズによる死亡者も多い。AAR Japanは11年
にわたりこの分野で活動を続け、治療を継続できるよう地域に根差した活動をしている。これまで治療セ
ンターを開設したり、通院状況がわかるシステムを作ったり、啓発活動を行ったりしてきたが、印象的な
のはHIV陽性者の方が自らボランティアとして、HIV陽性患者の家庭を訪問し治療継続を支援していること
だ。同じ境遇の人がボランティアとしてサポートしてくれるところに大きな意味があると思う。そうした
ボランティアの育成支援は素晴らしいと思った。粘り強く継続的に支援する日本のNGOをザンビア人は好
意的に受け止めてくれるというお話を聞き、日本を誇りに思った。

2

伊藤

葉子	HIVに感染している人を支援する施設で、重要な役割を果たしている現地人ボランティアの話を聞いた。彼
ら自身、HIVに感染していた。今後ザンビアが発展していくうえで、感染の拡大阻止、AIDS発症防止薬の普
及、偏見の解消、感染者の支援などは重要だ。しかし、ザンビアではすでに約8人に1人がHIVに感染して
おり、問題の解決は容易ではない。たとえば偏見や差別は根強く、パートナーや子供にすら打ち明けるこ
とはなかなか難しいのだそうだ。私自身、話を聞く当初、身構えてしまい、隠れていた偏見に気づかされた。
HIVやAIDSに対する国民の理解が問題解決のために何より必要だと感じた。

3

今田

澄子	現地ボランティアの老婦人は美しく光る紺地のドレスを着ていた。土埃舞う
田舎路を8km自転車で通ってきているという。HIV感染で人生の光を失い、
その後このセンターで前向きに生きる力を取り戻した。患者に寄り添うボラ
ンティア達は、人を救いそのことで救われる。赤いジャケットの日本人
NGOスタッフが、この遠い地で粘り強く困難な仕事に取り組むのも、もし
かしたらそこに理由があるのだろうか。気負わず淡々と、しかしできること
は何でもという印象で、AARスタッフはエイズ啓発からスモールビジネス支
援までさまざまに力を尽くしていた。私の挑発的な物言いに動じず、微笑ん
で答えた涼やかな人、心から敬意を表しグッドラックを祈ります。

4

江口

辰之	AARによる、HIV患者支援活動の視察に伺った。HIV患者に対する村人の差別や、自分自身に対する差別は
根強い。センターでボランティアをしているエステレさんとジョセフさんにその意義と喜びについてお話
して頂いた。

		

		エステレさん：自分の住んでいる村にもHIV患者が一杯いて、自分もHIV患者になった。しかし強い気持ち
を持ちHIVへの偏見をなくそうと思いボランティアになった。今は多くの人と話したり、患者に対しどう生
きていくかを話し、触れ合うことにより自分自身も幸せになっている。

		
		
5

		ジョセフさん：妻がHIVに感染し、その後自分もHIVに感染した。集落では差別され辛い思いをした。現在、
たくさんの人にエイズについて正しく知ってもらえ、先生と呼ばれている事が幸せである。

36

		今後さらに多くのザンビア人にHIVに対する正しい認識を知ってもらい、治療への考えが浸透することを願う。
黒川

叔乃	
「明日のためにどう生きていくかを伝え続けている。
」自分自身もHIVに感染しながらも、ボランティアとし
てHIV患者の家庭訪問などの活動をするジョセフさん。ザンビアでは約8人に1人がHIVに感染している。薬
を飲み続ければ助かる人も、差別や偏見などから治療を断念してしまうという。AARでは「患者の心に寄
り添うボランティア」を育成し、治療の必要性を草の根レベルで伝えていっている。こうした現地の細か
なニーズに応じた活動は、NGOが得意とする分野であり、政府機関のような大きい組織には困難な場合も
あるかと思う。AARが長きに渡るザンビアでの活動で構築した信頼や地道な取組みを見聞きしたことで
「NGO連携無償資金協力」の必要性の理解が深まった。
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希恵	今やHIV／エイズは薬を飲み続けさえすれば生きていける病気であるし、ザンビアでは治療薬も無料で配布
され、数も足りている。にも関わらず、年間2万7千人もの人がエイズで亡くなっている。
（国連エイズ合同
計画、2013年）一生1日3回薬を飲み続けなければならないことへの精神的負担や、病気が原因で差別を
受ける人々をどう支え、治療を継続してもらうかが課題であるという。こうした課題に対して、AARの方
や現地ボランティアの方は、病院に来なくなった患者の家庭訪問や、HIV／エイズの啓発活動など地道な活
動を長年に渡って行っている。あの広いザンビアを自転車で走り、住所も分からないような家を探して訪
問していると思うと、頭が下がる。

8

中里

祥子	ザンビアの保健医療はザンビア人ボランティアが大きな役割を果たしていると言う。ボランティアリーダー
を務める男性は、自らもHIV陽性でありコミュニティで差別を受けた経験がある。完全に無償のボランティ
アで、「人の役に立ちたい」という純粋な思いが彼らの活動の支えになっていた。受診が遅れている患者の
家に出向いて様子を確認し、内容をきちんと記録に残し、患者の相談にも対応する。有資格の医療従事者
が不足していると言われるザンビアにおいて日本の看護職が行う保健活動と同じ活動がボランティアの手
によって行われていることに感銘を受けた。NGOの介入が終了した後も自立した活動ができるよう試行錯
誤するボランティアのエネルギーを感じた。

9

梨絵	まずはこの国のHIV患者の多さに、驚いた。成人感染率は12.5％、実に8人に1人が感染していることになる。
難民を助ける会（AAR）の支援で運営するナンゴングェARTセンターでは、地域のボランティアが患者の定
期的な通院の促進やカウンセリングを支えている。AARは、通院状況などの「見える化」やボランティア
の育成、予防啓発などに取り組んでいる。AARは、センターの環境整備やボランティアの育成を行うが、
実際にセンターの運営を行うのは、現地スタッフやボランティア自身。AARはあくまで裏方で、運営主体
はザンビア人である、というスタンスが印象的だった。ここでもやはり、日本人がいなくなった後の活動
継続が前提なのだ。

花村

峰元

さくら	日本から赴任しているNGOの方々の働きぶりに感動した。またボランティアの方の話を聞けたのが大変良
かった。インタビューさせていただいた一人はご高齢の女性と中年の男性だった。エイズになったら、一
日決まった量の薬を3回服用しなければならない。それが一生続くと思うと憂鬱になってしまう人がほとん
どだし、家族もどうサポートしていいかわからなくなってしまう。そんなときに彼らのようなボランティア、
エイズと薬と付き合い前向きに生きている人々の存在は大きい。女性は久しくエイズとその薬と付き合っ
ており、長生きしている。HIV感染者は、彼女の姿を見て、長生きすることを諦めず、勇気づけられる。男
性は、若い奥さんがおり、床屋をしながら家族を支えている。物腰の柔らかな方で、エイズになっても、
自分の人生を歩んでいけるということを教えてくれているようだった。
義人	ザンビアでは成人の12.5％、8人に1人がエイズに感染している、最も深刻な問題のひとつである。治療法

10
はエイズの発症や進行を抑えるARV薬を毎日飲むことだけである。但し、一生。
		AARは服薬をいろんな理由で止めてしまう患者にあきらめずに治療を続けさせることを目的に活動してい
		
る。ザンビア人ボランティアの殆どは、本人、家族が感染者又はその関係者だという。
		
「ずっとここに居ることを前提に活動はしていない。2016年10月までと決めている。最後はザンビアの自
		
立支援。
（ザンビア人が）自分達で資金を稼ぐためのビジネスの仕方も指導している。撤退戦略を定めてやっ
ているが、それでも結果的に11年になってしまった」AARスタッフの活動に対する熱い思いがこもった言
葉だ。

11

蓑田

竜史	偏見や差別をなくす方法があるとしたら、教育や啓蒙活動の可能性に頼ることが大きいことは否定できな
い。歴史をふり返っても、完全になくなったと言える例があるのか知らないが、努力と時間がかかるのは
間違いない。保健センターで働く現地人ボランティアの存在を知った。自身がHIV感染者であったり、近親
者がそうであったり、同じ患者としての立場が分かり、差別や偏見で苦労してきているからこそ、啓蒙活
動や治療の呼びかけをその魂から行えるのであろう。そのボランティアの方が、服薬を継続させることが
困難であると語っていたが、国際協力として検査技術や薬品の提供だけでなく、この啓蒙活動を効率よく
行き届かせる方策がないのかと考えてしまった。停電が起こるザンビアではアナログと電子カルテの両輪
体制が広がっているそうだが、出来ることからやるというのが人の命に関わる現場では優先されるのかも
知れない。
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ザンビア

■ 視察先別報告

ザンビア

【青年海外協力隊】
チランガ農業事務所視察
概要─
2009年までJICAが実施してきた村落開発を目的とした生活向上プロジェクトのフォローアップとし
て、3名の青年海外協力隊が派遣された。それぞれの隊員は30程度の村を中心に巡回し、生活向上を
実施するための組織作りから運営管理までのサポートを行い、隊員が去った現在でも多くの村でその
時に開始した生活向上活動が継続されている。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	長い間、園芸や農業を中心に暮らしてきたこの村で、収入向上のため養殖池を作る提案をした協力隊員。
最初はコミュニティに一つ作った養殖池だったが、今では個人で池を作り養殖して収入を得るようになっ
た人もいる。「養殖技術や知識だけでなく、自分たちの生活は自分たちで変えられるということを学んだ。」
という村の人の言葉や、今もその取り組みが継続され、暮らしを豊かにする手段になっているという事実が、
理想的な国際協力の仕方だということを物語っていると感じた。協力隊員の情熱が、この村の人々の考え
方を変え、行動を変え、暮らしを変えている。後世に受け継がれる素敵な活動だったのだと思った。

2

伊藤

葉子	ここでは、かつて青年海外協力隊の方が三代にわたって、農業の状況を改善するために活動していたという。
現地の一般的な暮らしぶりを見て、現地の方と交流ができた初めての視察先だった。村の方々は私たちを
心から歓迎してくれ、歌や踊りを披露してくれた。感動と同時にこの村での青年海外協力隊の方々の存在
の大きさを実感した。村は、ルサカの中心部から一時間ほど離れたところにあり、とてものどかで、これ
が本来のザンビアの姿だと感じた。ルサカの中心部は、各国の支援によって、都市化が進んでいた。しかし、
その変化がとても急激なことをこの村の訪問を通して学んだ。各国の支援が、彼ら自身で行うべき部分に
まで及んでいるかもしれないと、ふと考えた。

3

今田

澄子	はだしの子らがはちきれんばかりの笑顔で迎えてくれた。ドライシーズンには想
像しにくいが、雨季の緑は本当に美しいという。かつて一人の協力隊員がこの地
に変革をもたらした。専門家でない彼が孤独に耐え、試行錯誤を重ね、汗をかき、
村人に失敗を検討して改良する習慣を伝えたという。
「Mr.オノにマインドセット
を学んだ」現地の女性が力強く語る。養殖池の成功は、経済だけでなく何より人
の心に、自分達も人生をより良く変えることができるという思いを生んだ。オノ
は既にここにいない。村人は自立した。一隊員の熱意が花咲き実を結んだ幸福な
事例である。

		
4

5
		
		

38

		願わくは魚の養殖だけでなく、様々の分野にオノの果実が実るよう。
江口

辰之	協力隊員として活動をしていた小野さんの情熱を感じた場所だった。43年前（1972年）に18家族が移住
してきて出来た村を訪問した。小野さんの取組としては、養殖池での魚の養殖を提案したことである。コ
ミュニティで運営している養殖池を見たが、視察時は乾期で水はなかった。8×12mの養殖池から始め、稚
魚から8か月間魚を育て、売ってみたところ大儲けしたので今後も大きくしていきたいという。今年は生簀
で600匹の成魚を6月に出荷した。禁漁期間中に出荷できるので、効率が非常に良いと現地の方たちがおっ
しゃっていた。現地で先頭に立って養殖池を推進した女性の方は、JICA及び日本のボランティアは魚を養
殖して市場で売るという、アイデアと自活する力を与えてくれたと感謝をしていた。

黒川

叔乃	
「Onoは、自分たちの生活を自分たちの力で変えていくためのアイデアと情熱を与えてくれた。だから私た
ちは、もう昔の生活には戻らない。
」農村を視察中に、村人からこの言葉を何度も聞いた。

		小野隊員がこの地を離れて数年が経過しているが、どれほどの影響力を及ぼしていたのかが伝わってきた。
大半が農業に従事していた村に“養殖池を作り、魚を育て売り、生計を立てる”という新たな収入を得る
仕組みを提案した時は、賛同者が誰もおらず、毎日一人で養殖池を作るために土を掘る日々だったという。
そのひた向きな姿勢に村人たちの心が動かされ、今では村全体に養殖池が広まっている。
		相手に信頼され一緒に汗を流していくという姿勢の重要さを改めて知ることができた。
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希恵	ニュートリション村で受けた大歓迎は、過去にこの村で活動された3名の隊員たちの貢献の表れである。2
代目の小野隊員が提案した養殖池は現在も続き、貴重な現金収入の手段となっているようである。さらに
魚の養殖、隊員の姿を通して学んだ「自分たちの生活を自分たちで向上させる」という精神が未だに、村
の人々の中に生きていることが印象的であった。一人でこの養殖池を作り始めた小野隊員も素晴らしいが、
見ず知らずの日本人の提案に疑心暗鬼ながらも協力する優しさ、継続して行う力、チームワークを持つ村
人あってこその成功であると思う。支援というのは一方的ではなく、双方が協力し合うときにはじめてそ
こに変化を起こすことができるものだと感じた。

8

中里

祥子	かつて村人は農業を主としていたが、思うように収入が得られなかった。以前赴任していたJOCV（青年海
外協力隊）が提案した魚の養殖が村人の現金収入につながり村へ広がりをみせていた。日本人の活躍に対
して歌や踊りで感謝を示す女性たちがいて、同じ日本人として嬉しくなった。現金収入が増えた一方で、
皆が収入の良い養殖業にシフトした場合、以前の状況と同じようになってしまわないのかという心配が残っ
た。村人が一斉に同じものを栽培するのではなく、収穫時期をずらす、品種を変えるなどの工夫が農業で
も養殖業でも共通するのではないだろうか。村人の今後を見守りたい気持ちになった。

9

梨絵	農作物の栽培が主な生業だった農村。カフエ川の支流近くという地理的利点を利用した淡水魚の養殖を
JOCVが提案し、その実践と定着に尽力した功績を実感。水源からポンプで水をくみ上げ、交替で畑や養殖
池に水を引く。魚の養殖は雨季に行うため、乾季の訪問時、池に水はなかった。JOCVが初めて導入を提案
した時は、村人の反対もあったという。隊員は説得を続け自ら池を掘ることで、村人の信頼を得て多くの
養殖池がつくられ、村に現金収入をもたらした。ドラマのような展開だと思った。村に日本人がいなくなっ
た今も養殖のノウハウは村で生きている。教えられたことだけではなく、更に生活の質を向上できるかは
村の人たち次第だ。彼ら自身で改善策を考え、実践していく姿をいつか見ることができれば、それは素敵
なことだと思う。

花村

さくら	ニュートリション村はいくつかの世帯が移住したことによってできた新しい村で、農業をして生活してい
た。青年海外協力隊が派遣され、灌漑を導入し、魚の養殖を始めた。すると現金収入ができ、動物性たん
ぱく質を摂れるようになり、生活が豊かになった。農村の人々は協力隊であった小野さんに非常に感謝し
ており、歌って踊って感謝の気持ちを表現してくれた。小野さんの例は、50年の長い協力隊の歴史の中で
も特に成功例なのではないだろうか。

峰元

義人	案内してくれたアンナ・ナワさんや集落の方々は、協力隊員が残したティラピアの養殖池のことを、私た

蓑田

竜史	
「伝説の日本人」まさにそんな言葉がぴったりだ。村は移住者達で作られた活気と暖かさ溢れるコミュニ
ティ。現在協力隊員はいない。
「伝説隊員」
（小野さん）の話を聞いた。1人の力は偉大であり、世界を変え
るとはこういうことをいう。感動した。最初は相手にされず、1人で地面をとにかくククンバ・ククンバ
（掘って掘って）、一ヶ月ククンバしまくって（村のお母さんが何度も現地語で繰り返すので覚えてしまっ
た！）養殖用ため池を作ったと、一番に彼を手伝ったお母さんが涙をうかべながら一生懸命の演説。18人
による養殖が成功。村は自立。現在40人が養殖に携わる。
「村の偉人」伝説が我々に語られている最中、他
のお母さんたちが嬉しさのあまり即興の歌を歌い出す。しまいには皆で踊り出す。♪昔の怠惰な生活には
戻らない～よりよくしていくぞ～♪村民の幸せを願った1人の活動。住民を動かし、今定着しつつある。こ
れが真の協力／援助か！ククンバ！感動は最高潮！この視察で最も印象深いシーン！

10
ちに話すのが嬉しくてたまらないという笑顔で話してくれた。
		小規模農家の収入向上を図ることを目的に活動していた協力隊員が、地理的な好条件に目を付け養殖池の
		
提案を行った。結果として、ザンビアの公務員の平均月収約1万円に対し6～7万円の収入を得た。
		入植当時は18家族だった集落も現在は46家族530人までになり、個人で養殖池を持つ者もいるという。
		 		「彼は18キロの道のりを毎日歩いて来て、つるはしとシャベルを使い1人でやっていた。」真偽のほどは別
		
としても、当時の隊員の苦労を尊敬の念を込めて語ってくれた。
11
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ザンビア

■ 視察先別報告

ザンビア

【無償資金協力】
ルサカ郡病院整備計画
概要─

インドネシア

ザンビアは、5歳未満児死亡率が、1990年代後半以降急激な改善を見せているものの、未だに生まれ
た子どもの約1割が満5歳に達する前に死亡する状況にあり、妊産婦死亡率とともに一層の改善が必要
とされている。この協力では、ルサカ郡の2つのヘルスセンター（マテロおよびチレンジェ）におけ
る施設の整備と機材の調達を支援する。これにより、対象ヘルスセンターの機能強化を図り、より多
くのルサカ郡の住民が高度な保健・医療サービスの恩恵を受けることが期待される。

1

伊澤

咲弥	人口が増加しているルサカ市内において、ヘルスセンターが30あるのに対し、一次レベル病院数（内科、
外科、産婦人科、小児科があり、帝王切開、基礎手術、基礎的検査が可能）0、二次レベル病院数（第1次
レベルに加え、精神科があり、集中治療、一般検査が可能）1と、一次・二次レベル病院数が極端に少ない。
本来一次・二次レベル病院へ行くべき患者が三次レベル病院に流れ、結果三次レベル病院では適切な医療
を提供できない状況にある。病院数を確保したり提供できる医療を分散させたりしバランスをとり、従来
あるリファラル・システム（一般的に保健リファラル・システムは、
「病院連携」と呼ばれ、一時医療施設
等の下位医療施設で対応しきれない患者を上位医療施設へ紹介・搬送するシステム）の制度を強化するこ
とで、各レベルの病院で各レベルの医療を提供できるようになるのではないか。ルサカの医療事情を考慮
すると、この病院整備計画における資金援助は必要なものであると思った。

2

伊藤

葉子	けがや病気の深刻さに合わせて、病院の役割は分けられている。しかし、今のザンビアでは、病院の不足
に伴い、その役割分担が機能していないという。このような状況が、かつて日本でも起こっていたという
話をJICAの安高さんから聞いて意表を突かれた。国際協力を行う上で、最新の技術を利用することが、そ
の国をより発展させる一番良い方法だと思っていた。しかし、それよりも、日本や世界の歴史を振り返り、
同じような問題が起きていたときの状況や解決方法を分析することが大事だと気付かされた。そして、そ
れを応用し、ザンビアや発展途上国で活用する方が、効果的でその国のためになるのではないかと考えた。

3

今田

澄子	JICAの分厚い事前レポートを読めば、私たちがつねに抱く思い、例えば
ハコだけ作って大丈夫？といった諸々の疑問点はとうに織り込み済みと
いうことはわかる。医療施設・機材維持管理システム構築の重要性がザ
ンビア側に認識されること。そのための技術指導計画も立てられている。

		

4
		
		
		
5
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		国外流出によるこの国の医師不足は深刻な問題で、視察に立ち会った病
院長にその点を聞いてみたかったが、日本の設計会社の方に通訳願った
ため当たり障りなく控える形になった。このプロジェクトと別ものの課
題ではあろうが、みなハコが整ったその先の課題について思いをいたしながらそれぞれの職責に努めてい
るのだろうか。病院増設は長年多くの人に待たれていた。目に見える形でお役に立つなら幸いだ。
江口

辰之	ザンビア大学に集中する患者を引き受けるための病院の建設である。

		まだ、工事中なのでどうなるかは解らないが、成功して欲しい。そしてどのようになっていくか見ていき
たいと思った。
		その中で現地の日本人スタッフが少数な事と、優れた土木技術に驚きを感じた。
		現地の人にたくさん働いてもらい、現地の人と共に作り上げていく日本の考え方こそが、本当の国際協力
だと学んだ。
黒川

叔乃	
「長く使用することを想定しているため、作業員には品質を維持するための技術やノウハウを習得する研修
なども実施している。」広大な敷地にコンクリートの基礎が建築されている作業現場で、日本設計の相原さ
んが教えてくれた。建設にあたっては、停電の多いザンビアの実情を考慮し昇降機を設置しない・太陽熱
発電の設備を導入するなど、継続した運営ができるよう現地のニーズもしっかりと組み入れられていた。

		また、文字が読めない人にも伝わるように各病棟でテーマカラーを決める・水回りの部屋は集約するなど
の日本の知見も取り入れられており、日本の技術力と知恵が集約された施設は、長年利用され続けていく
に違いないと感じた。
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河本

梨絵	この協力現場でも使用環境や使い手のニーズに合った援助が試みられていた。当地では電力の安定供給が
課題で、停電も多い。自然光の取入れや風通しを重視し、昇降機を使わないで済むようにスロープで対応
できる低層階の設計をしている。また、設備の維持管理が自分たちでできなければ意味がなく、資材や備
品の選定では、アフリカの内陸部にあるザンビアでも入手しやすいことが基準になる。地震が少ないザン
ビアでは日本の耐震基準は必要ないそうだが、それでも、ある程度の地震には耐えられる造りにしている
とのこと。一定レベルの耐久性を考慮し、南アフリカの建築基準を採用しているそうだ。日本のものづく
りが、ザンビア人技術者の手を介してこの地に希望をもたらしていると感じた。

		完成予定は2016年春。完成予想図が掲げられる病院の塀の外には、完成を待つ地域の人たちが大勢待って
いる。

7

高場

希恵	建設中の施設は、国内の電力事情、医師不足、識字率の低さ、その後のメンテナンスのし易さなどザンビ
ア特有の事情を考慮し、様々な工夫がなされていた。さらにこれは技術協力の案件ではないが、建設は現
地の人を雇って行われている。ザンビア国内での熟練工の人材確保が難しい中、決められた工程を守らな
いザンビア人を指導しながら、時にはやり直しを命じながら、質の高い施設を限られた期間内に建設する
のは非常に困難なことだと想像できる。設計者・建設者・JICA担当者の中には、単に建物を立て、機材を
提供すればよいという考えで取り組んでいる人は一人もおらず、市民にとって本当に使いやすい病院にな
るよう努力されていた。

8

中里

祥子	医療従事者が不足しているという問題も抱えながら、病院だけ建設して効果的に機能できるのかという不
安があった。しかし、医療スタッフや病院管理者の確保などザンビア側も別の角度から「患者の近くで質
の高い医療サービスの提供」という目標に向かって取組んでいることに正直安心した。現場では熟練した
技術者が日本とはエネルギー事情や気候が全く異なる環境で病院の整備に尽力していた。単に1つの病院を
作り上げるだけでなくザンビア人とともに汗を流し、日本の技術の伝承も行われている場だと感じた。な
かなか思い通りにならない環境の中で繰り返しやってみせる、諦めない姿を見せることは地道だが着実に
前進をしていると感じた。

9
		

花村

さくら	体調不良のため視察不参加

		

峰元

義人	今年は電力不足で計画停電が実施されているため、建設工事が大幅に遅れている。まだ、柱や梁（はり）

10
などの基本構造を施工中であり、基礎部分を施工している箇所もある。
		設備設計には、ザンビアの事情がよく反映されている。例えば、高地というザンビアの気候を考慮してオー
		
プン通路とし、空調はなく換気のみ。文字が読めない患者のために、日本の病院でもよく見られる病棟の
色分けや、患者を検査室等へ誘導する色分けされた床のラインやサイン表示。また、電力事情に考慮して
エレベーターを使わない低層階構造などである。もちろんザンビアの病院関係者と十分に打合せを行い同
意の上で行っている。

		
11

		さらに医療器機はザンビアでもメンテナンスできるように欧州の機材を調達するなど、自立のための配慮
もある。後は、ザンビア政府が請負う医療従事者などの人材確保と適切な配置が計画どおり進むようにしっ
かりモニタリングしてもらいたい。
蓑田

竜史	日本国内の箱物は日本の建設会社によって作られている。当たり前の事実を認識。この病院は、日本の支
援による建設であり、実際に建てるのは日本の企業。これは、日本の企業に利益が還元されるということ
でもある。技術がザンビアの地に蓄積され、ザンビアの建設業の促進に役立たせるというのが無償資金協
力の目的ではないのだ。質の面でいったら日本企業に任せるべきなのであるが、将来を見越しての、現地
の会社を育てながらというのは容易ではなく、手を焼いているとのことだ。設備が充実することは良いこ
とであろうが、現地の要望も取り入れながらやっているにせよ、建設の主体が日本にあることについては
考えていかねばならない。アフリカでも、現地の伝統的療法に変わって、近代的西洋医療が支配的である
ことはともかく、どこまでザンビアの地に日本の技術が馴染み、建物自体も現地の役に立てるかというの
は正直見えなかった。
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ザンビア

■ 視察先別報告

ザンビア

【青年海外協力隊】
ムクニ地域ヘルスセンター視察
概要─
病院スタッフや郡保健局、コミュニティの保健ボランティアとともに、エイズ対策を主業務として、
ART（抗レトロウイルス薬を用いた治療サービス）クリニック運営に関する業務改善、患者台帳の整備、
患者への服薬理解を高めるための啓発活動など、非医療行為の分野でヘルスセンターを支援する。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	ザンビアの看護師資格をもっていて、診断・処方まで行うことができる現地の看護師は3名。ここでは体重
計測などは現地ボランティアも協力し、運営にあたっている。驚愕したのは、清掃員が注射や処方を行っ
ていることだ。協力隊の方は、主にセンター全体で人が足りないところの手伝いをしているとのことだっ
たが、ザンビアの看護師免許がないため、医療行為はできない。私が感じたことは主に2点ある。1点目は
日本から派遣された隊員が人手不足にもかかわらず、医療行為を行えない状況下にあったこと。2点目は資
格のない清掃員が医療行為を行っていたこと。この点に関しては、看護教育や制度の見直しが必要だと思っ
た。

2

伊藤

葉子	青年海外協力隊の神さんが活動しているヘルスセンターを視察した。ザンビアでは、圧倒的に医療従事者
が足りていない状況が続いており、ここでも月に二回准医師が来るのみ。普段は看護師と環境衛生師しか
いないという。こうした限界やその他の問題点を改善したくてもできないという神さんの葛藤が伝わって
きた。建物や機械といった、モノを支援することは、目に見える支援でわかりやすい。しかし、何よりも
ヒトを育てることがこの国において最優先事項だと、この視察を通して感じた。ヒトが育つ環境が整えば、
モノによる支援の効果も大きくなると感じた。

3

今田

澄子	隊員はまもなくの帰国を控え、けだるく「何が見たいですか」と尋ねた。
他の視察先でお会いした方々のパッションといささか異なり、あまり積
極的に話が聞けなかった印象だ。お雇い外国人医師は2週に1度の約束が
来たり来なかったり、看護士は多忙で機嫌が悪く、手が足りなくて掃除
夫が注射を打つ。ザンビアでの資格を有さない隊員は、日本の看護士経
験を生かすことができない。

		
		
4
		
5
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		国全体が抱える医療事情の厳しさが、従事者一人一人に重くのしかかる
のか。
		定期健診に来た乳児とお母さん達の集まりは色とりどりの布地をまとっ
てお花畑のようだ。子供達がエイズ他の禍と無縁で大きくなれるよう。
しかしこの国の5歳未満児死亡率、実に11人に一人である。
江口

辰之	普段は環境衛生士と2人で運営しているが、視察時は神隊員だけが活動していた。HIV／エイズの予防や母
子手帳の普及に努めており、日々各家への回覧サービスをしており、ビタミン剤やマラリア検査キットを
提供している。HIVに関しては元々郡が薬を支給していたが、人々に渡し易いように、現在ではヘルスセン
ターが渡すようにしている。また、週に1回金曜日は乳幼児健診を行っている。

		小さな村で地元密着のヘルスセンターを視察させて頂き、このような草の根の医療の大切さを教えて頂い
た。
黒川

叔乃	
「何も無い、誰もいない場所で＊環境衛生士とのゼロからの始まりだった。
」

		来月には任期を終え帰国が決まっている神隊員は、私たちに笑いながら話してくれたが、村人が約1万人い
る地域のヘルスセンターを2人で機能させるには、かなりの苦労があったと思う。
		壁には分かりやすい言葉と絵が描かれた手作りのポスターが貼られ、試行錯誤しながら住民に病気予防の
大切さを伝えてきた様子が見られた。また、頻繁に発生する停電対策のために電子カルテと紙カルテを併
用するなど、至る所で隊員の功績を垣間見ることができた。
		今では医師と看護師が定期的に訪問し、乳幼児健診日の体重測定もボランティアが対応するなど、神隊員
が苦労して運営に携わったヘルスセンターが今後も継続し続ける体制になっており安堵した。
		＊環境衛生士：Environmental Health Technician
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河本

梨絵	公衆衛生分野で地域のヘルスセンターで衛生管理を担うJOCVの神隊員を訪問。コミュニティによく溶け込
んでいて笑顔が印象的だった。

		訪れた日は、週に一回の乳児健診の日。天井から吊下げられた秤に、袋に入れられた赤ちゃんをぶら下げ
体重を測定。大泣きする子に、きょとんとする子。健診結果を記録する用紙を手に、子どもを見守る若い
お母さんたち。クリニックの廊下にずらりと座って予防接種の順番を待つ母子。歴代のJOCVの啓蒙活動が
生きていると感じた。決して広くないクリニックだが、外来患者、HIV患者、乳児を連れた母、妊産婦や彼
らの家族など、大勢の人が来る。地域医療の扱う範囲の広さと役割の大切さを実感した。

7

高場

希恵	神隊員はセンターの環境整備や、エイズ治療のプロジェクトのサポートを目的として派遣されたが、派遣
されてからほとんどの間、人手不足のセンターの運営で手一杯であるとおっしゃっていた。実際この日も
外来や乳幼児健診でセンターにはたくさんの人が訪れており、忙しそうだった。せっかく高い技術と目的
を持って日本から行っているのに、それを十分に発揮する余裕も無く任期を終えてしまうというのは少し
残念だと思った。常駐の医師もおらず、現地の看護師が診断・処方しているとのことで、ザンビアの医療
人材の確保が急がれる。

8

中里

祥子	訪問時は乳児健診日であり、多くの親子でにぎわっていた。子どもたちは4週に1度体重測定に訪れ、次の
測定日をカードに記入して母親へ渡すことで継続的な発育のフォローアップがされていた。予防接種の接
種率もよいと言う。子どもたちの健康管理がきちんとされていることに正直驚いた。ここでも現地ボラン
ティアが活躍しており、住民の健康管理に寄与していた。赴任当初は看護職の同僚がおらず、神隊員は現
地の環境衛生士1人とともに任期の大半を過ごしてきたという。現地の看護師が着任後、マンパワーとして
の活動からサポート役に回った彼女だが、仕事に来ないこともあるという現地スタッフのみになってから
もこのヘルスセンターが変わらず機能していくのか見守りたいところである。

9
		
10

花村

さくら

体調不良のため視察不参加

		

峰元

義人	
「赴任した時は環境衛生士と2人だけ、ARTクリニックを回すだけで精一杯だった。任務の公衆衛生はまだ
まだです。」と神（じん）隊員は言う。任務はクリニック運営の業務改善、患者台帳の整備、服薬理解の啓
発活動などである。

		

		訪問した日は、丁度、乳児の健診日に当たっており、現地ボランティアが壁のない筒抜けの石造りの施設で、
天井から吊した秤で子供の体重を量り記録していた。母親たちの中で一番若い母親は15歳だという。

		

		健診の順番を待っている母親たちがいるセンターの各部屋や廊下には隊員手作りの説明書やデータ表が
貼ってあり、隊員の日頃の苦労が偲ばれる。神隊員は9月末で任務終了という。センターの今後が気にかか
るところであるが、日本のODAの基本は自立的発展に向けた自助努力を支援することである。クリニック
運営の自立、発展に向けた人材はしっかり育っているはずである。

11

蓑田

竜史	地元の人たちが乳幼児検診の体重を量るボランティアで入っている。マラリア検査キット、治療薬なども
あるが定期的にこない。あるときは期限切れ、不足する時もある。HIV感染者にも村の診療所から配布でき
るようにして、薬にアクセスしやすくはなっている。薬や器具などが海外から配布されても、先進国で使
用されているように効率よくはない。システムだけでなく、細かい使い方や意識を浸透させるのは時間が
かかると感じた。きれいな水を作るJICAからの機械も、現地の水にあっておらず（石灰が多く）故障して
いたり…。故障して終わりということもあるそうだ。
（修理したりする技術があればより効果的）日本で看
護師の資格があっても、ザンビアの資格がないと医療行為はできない。分娩室もあるが、ほとんどが村で
産んでしまう。その際の、処置はどうなのか疑問が残った。
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ザンビア

■ 視察先別報告

ザンビア

【青年海外協力隊】
リビングストン郡地域開発事務所視察
概要─
ビレッジバンキングと呼ばれるマイクロファイナンス（貧困層向けの小規模金融サービス）を通した
女性グループ支援や、フード・セキュリティ・プログラム支援、その他コミュニティの住民を支援で
きる活動を見出し、それを発展させる。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	女性の自立支援団体を作る支援やビレッジバンキングの運営支援などをされている協力隊の方にお会いし、
支援先の一つであるコミュニティを訪問した。施設が建つ前は木の下で行われていたスキルアップのため
の活動が、今では教材の配給など、地域開発母子保健省などの支援を受け運営できるようになった。立場
の弱い人たちがスキルを身に付け、生活をより良くしようという概念のもと、識字教室や裁縫教室などが
開講されている。協力・支援の介入段階は様々だが、この施設の原点はザンビア人の自分たちで生活を変
えたいという想いと行動である。そういった現地の方の想いや活動を大切にし、協力隊の方のように人々
が自立できるためのバックアップをすることが重要なのだと感じた。

2

伊藤

葉子	女性の経済的自立のために活動している青年海外協力隊の高橋さんと、ある村のウーマンズクラブに行っ
た。ここでは、識字教育をはじめ、裁縫や養鶏など女性が手に職をつけるための教室が多くあった。視察
中ふと、一つ前に視察したヘルスセンターで見た、日本ならばまだ制服を着ているであろう年頃の若いお
母さんたちの姿を思い出した。彼女たちは何歳まで学校に通うことができたのだろうか。女性の経済的自
立を阻む背景には、貧困、教育、女性蔑視の文化など様々な問題が複雑に絡み合っているのだと気づかさ
れた。支援を行う際には、多面的な視野が必要であることを、この視察先から学んだ。

3

今田

澄子	赴任後間もない協力隊員はザンビア人風に髪を編み込み、現地スタッフと母娘の
ように笑いあっていた。この施設で女性達が技術を身につけても、それを収入に
結びつけるルートは用意されていない。その点を問うと、隊員は表情を引き締め
それが自分のこれからの課題だと話す。彼女自身が開拓すべき仕事の幅は広く、途
方もない根気と努力、多くの時間を要するものだろう。国の構造、世界経済、大
きな諸問題に絡み取られ、市井の小さな善良者たちは窮迫し続けている。任期2年
の間にこの愛情深そうな人は、どれほどの悩みと喜びを得、どんな成果を残すの
だろう。見守り続けたい。

江口

辰之	ウィメンズクラブでの作業のサポートの視察をさせて頂いた。

4
		
		
		
5
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		ミシンを使った手芸作品やピーナツ造りの機械を見せて頂き、マイクロファイナンスによる金銭的支援な
どについて現地の方から伺った。
		非識字者の方たちや立場の弱い人たちが手に職をつけるためのやり方などを学ばせて頂いた。
		ミシンを使い、最終的には製品にしてお金を得て、そのお金により生活をしていく。単純ですが基礎的な
ことの繰り返しにより生活をする知恵をつけていくことが大切なことと感じた。
黒川

叔乃	
「ビジネスと知識を繋げる役割を担いたい。
」着任して約半年の高橋隊員に今後の目標を問いかけた際に、
この言葉が力強く返ってきた。視察したセンター（Ngwenya literacy and skills training centre）では、
134もの女性グループが裁縫・養鶏・識字などの教育をうけ、手に職をつけるための知識を学んでいる。
また、ビレッジバンキングと呼ばれるマイクロファイナンスを通じて資金を借り、事業を展開しているグ
ループもある。

		しかしながら全てのグループが資金を返済できているということではなく、また知識を得ても、その後ビ
ジネスとして成り立たせることは決して容易なことではない。そのことを第三者の立場から観察し、アド
バイスするのが日本からやってきた協力隊員の役割であると実感した。
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6

河本

梨絵	赴任してまだ半年の高橋隊員は、女性の識字教育や職業訓練などを担うトレーニングセンターで、女性団体
の運営補助やマイクロファイナンスの貸付金回収など、家政・生活改善に取り組んでいる。このセンターで
は、グループで1,000クワチャ（およそ15,000円程度＝平均月給の1.5～2カ月分程）の融資を受け、女性
たちが小さなビジネスをおこなっている。原価、利益、返済、と試行錯誤で取り組むことは、女性の職業訓練、
自立を支援する有益な取り組みだ。長くこのプロジェクトを指導してきたカウンターパートの、東南アジア
での同様の取り組みについて話すレポーターに興味深く質問する時のまなざしが、とても印象的だった。

7

高場

希恵	リビングストンの中でも貧しい町ということで、やはり他の町とは少し雰囲気が違う村の中に事務所があ
るのが印象的だった。ここは女性たちが手に職をつけるために、裁縫や識字、養鶏などを学び、マイクロ
ファイナンスを利用することもできる。大人になってからそういったことを教えてくれるこの施設は、地
域の女性たちにとってとても貴重な場所であると思う。ただ高橋隊員もおっしゃっていたように、ここで
学んだことを実際にどうビジネスと繋げていくかが課題で、うまく現金収入を得られるようになった人も
いれば、そうでない人もいるらしい。自立支援の難しさを感じた。

8

中里

祥子	識字教室や裁縫、編み物などの技術を学ぶセンターが貧困地区の一角に設置されていた。通ってくる女性
たちはここで技術を身につけ、現金収入を得る準備をしているという。教育や仕事を得る機会が少ない貧
困層の人々にとって、お金の使い方やビジネスの仕方を習得できる場が近くにあるということは、生活を
見直すきっかけにもなると感じた。国民の大半が金融機関から融資を受けられないとされるザンビアにお
いて、センターは「村の銀行」として女性グループに融資し、ビジネスの訓練の場になっていた。弱い立
場にある女性たちが自信をもって生きていくため、現金収入を得るための技術を学ぶ拠点が貧困地区にあ
ることで有効な活動に結びついているものと思われた。

9
		

花村

さくら	体調不良のため視察不参加

		

峰元

義人	2015年1月に赴任したばかりの高橋隊員はコミュニティにすっかり溶け込んでいるように見えた。この信

10
頼関係が任務遂行に一番必要なものなのかもしれない。
		高橋隊員は、識字教室をはじめ裁縫、編み物、養鶏、ピーナツバター作りなど、リビングストンの中でも
		
貧困層だというコミュニティの女性を対象に、スキルを身に付けさせ、自力で生活できるように支援して
いる。

		
		
11

		もう一つは、村の銀行と呼ばれるマイクロファイナンスを通した支援である。
		5～6人のグループに1,000K（1Kは日本円で15円程度）融資し、これを元手にビジネスを行い、返し終わ
るまで活動を継続するらしい。個人の未返済分は連帯責任としてグループ全員で返すことになるというこ
とである。
蓑田

竜史	ある男性が貧困地区に教育施設を作りたいというところから始まった。始めは木の下で。女性たちが手に
職をつける。南米の貧民街で住民自立を助ける、同じような組織で働いていたことがあるのでとても興味
があった。地元の人たちが主体でやっているというのが素晴らしい。スキルを身につけても職が見つかる
わけではないが、受け皿があることが大切であり、識字教育も行われているのは女性たちにとって有難い
だろう。「村銀行」は5人組の連帯責任制度があるのは合理的だが、返済率が8割に留まっている背景等をよ
り知りたかった。この地区での写真撮影は他の所よりも厳しい（嫌がる）ことに気が付いた。協力隊の方
の話だと、貧困に対する偏見や差別を感じたことがないとはいうが、住民にも誇りがあるということなの
だろうか。
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■ 視察先別報告

ザンビア

【シニア海外ボランティア】
リビングストン観光協会視察
概要─
長期的戦略立案支援を視野に入れつつ、新しい観光商品の開発と観光関連産業の活性化や、観光業活
発化を狙ったキャンペーン等の立案及び実施。観光客への情報提供サービスの充実（ソーシャル・メ
ディア等を活用した宣伝への協力など）や、観光関連の教育機関と連携活動をねらいとする。

インドネシア

1

伊澤

咲弥	観光協会で働いているシニア海外ボランティアの方は着任して間もないが、リビングストンの観光事業に
ついて、熱く語られている姿が印象的だった。これまでには、観光マーケティングについて職員へご指導
なさったり、日本語へ翻訳した観光情報を発信されたりしている。今後はテレビ番組やインターネットな
どを通じての発信方法を考えていかれるそうだ。約20の国立公園をはじめ、51の滝など、観光名所はたく
さんあるけれど、わたしたち日本人が知るザンビアの情報はとても少なく、旅行先としての地名度は低い。
観光の分野は、何かを企画し、実施するとなれば時間も資金も多く要する可能性もあり、長期的な取り組
みが必要かと思うが、今後どのように活動し、観光促進していくか楽しみである。

2

伊藤

葉子	視察の一環として、ビクトリアの滝を訪れた。ビクトリアの滝は世界遺産であると同時に世界三大瀑布（ば
くふ）として有名だ。しかし、乾季のため、予想していたような水量はなく、11月にかけてさらに減ると
聞いた。ザンビアの電力のほとんどは、水力発電により作られており、ここ2、3年電力不足による計画停
電が大きな問題になっている。今後、人口増加に伴って、電力もさらに必要になってくるだろう。その際
に対応できるのか。水量の減少は、異常気象によるもので、これは地球全体の問題である。また、これは、
先進国が長年、自然を破壊してきた結果だと考えざるを得ない。だからこそ、私たちが国際協力を行う意
味があるように感じる。

3

今田

澄子	ザンビアがこれまで観光産業を重要視してこなかったということで、こ
の分野で日本から初の人員派遣だそうだ。迎えてくれたシニア海外ボラ
ンティアは、テンガロンハットの意気軒昂な70歳。

		

4
		

		たいていの観光客はリビングストンの滝を見て、日帰りで南アフリカや
他国へ飛び去ってゆく。まずはザンビアに宿泊してもらわなくては。滝
以外にも魅力的な観光資源はたくさんある。日本の若者にもどんどん来
てほしい。そのためにはnetで情報を発信し…と生き生き語る姿は10も
20もお若く見える。しかし、netを駆使するには20では足りない。バッ
クアップする若い力が必要だ。それは織り込み済みだろうか？なんにし
ても、あの遠い国に人を呼ぶのはやはりタフな仕事ではある。
江口

辰之	リビングストン観光協会でシニア海外ボランティアとして活動する宮﨑さん、観光協会会長のムタレさん
及びカウンターパートのコスモさんからお話を伺った。

		観光客はリビングストンにビクトリアフォールを見には来るが、宿泊したり食事をする人が少なく地元に
お金が落ちない。もう少し観光収入を増やし、リビングストンを豊かにしていきたい。ザンビアと言えば
ビクトリアフォールだけが有名だが、ザンベジ川クルーズ・約20か所のナショナルパーク・古い教会や30
年代の建物・カリバ湖・51の滝・各村の民族など魅力的な場所や民族などがたくさんある。

		
5

		これらを宣伝して観光客を増やしていければ良い。

		

		まずは自分の足で情報を入手するという地道な姿勢と、長年の経験で培った旅行業界や観光開発の専門知
識は、ザンビア人の同僚にとっても良い刺激になっているようで、人材育成という観点からもシニア海外
ボランティアの活動の意義を感じた。

		

		遠い国であるアフリカ・ザンビアに多くの日本人学生が訪れ、観光振興による経済効果を生み出す日が来
ることを願っている。
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黒川

叔乃	
「2年後には、多くの学生が海外旅行でリビングストンを訪れるようになってほしい。
」シニア海外ボラン
ティアの宮﨑さんが、2年の任期で成し遂げたい想いを穏やかな笑顔で語ってくれた。そのために今は、毎
日のようにリビングストンの町を歩き、発信すべきザンビアの魅力を探し続けているという。
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6
		
7

		
8

9

河本

梨絵	カウンターパートである観光協会会長の話から、SVの宮﨑さんのご経験で培われたノウハウを、リビング
ストンの観光振興にどう活かせるか期待されている様子が伺えた。まずは対日本への戦略ということだが、
欧州と違い、物理的にも心理的にもアフリカとの距離が遠い日本に、どうアピールすることができるのか。
赴任2カ月ということもあり、まだまだ模索されているように感じた。

		後に、現地スタッフだけで運営していくことを考えれば、日本向けだけでなく、汎用性のあるマーケット
開発の指導が必要だろうと感じた。現地スタッフの育成など、今後のご活躍に期待したい。
高場

希恵	宮﨑さんはザンビアに来る観光客は主にビクトリアフォールズを見るだけで、滞在をしてもらえないこと
が課題であるとおっしゃっていた。しかしザンビアには滝だけでない、たくさんの観光資源があり、気候
や治安の面でも観光に適している。宮﨑さんは特に学生など若い方に来てもらいたいとおっしゃっていた。
そこで宮﨑さんが長年に渡る貴重な知識、ご経験から全体を統括、助言する一方で、もう一人若い世代の
日本人ボランティア（青年海外協力隊など）がいればより良いのではないか。日本の若者のニーズをキャッ
チするのも、ネットを使って情報発信するのも、年齢が近いほうがやりやすいと思った。

		産業が少ないザンビアにおいて、観光は、取り組み方によって非常に期待できる外貨獲得の手段となると
感じた。
中里

花村

峰元

祥子	ザンビア訪問前、ガイドブックやインターネットでザンビアの情報収集をしたが日本語での情報が極めて
少なかった。日本から遠く離れたアフリカであまり馴染みのない国であること、渡航者がさほど多くない
ことを意味していると感じた。事前情報が得にくい国は旅行先として敬遠しがちである。SV（シニア海外
ボランティア）として活動されている宮﨑氏は、日本へザンビアの素晴らしさを発信し、特に若者に旅を
してほしいという思いで活動されていた。SVだからこそ持っている豊富な経験とノウハウは貴重な財産で
ある。2年後はザンビア人が自国の観光を盛り上げる姿が楽しみであり、ザンビアが日本でもっと身近な国
になることを祈りたい。
さくら	シニア海外ボランティアの方のご活躍ぶりが素晴らしかった。日本のシニアのパワーが遠い異国で、大い
に活かされているのだと分かった。日本の発展の歴史を肌で感じてきた世代が、今度は途上国で活躍して
おり、私もあんなパワフルなシニアになりたいと思った。観光地なので、観光客向けに土産を売る露店が
たくさんあるのだが、アジアのガツガツした商人と違って、穏やかな人たちが売っていた。ヴィクトリア
の滝は壮大で素晴らしかった。観光資源を活かして、リビングストンの町ももっと豊かになればと思った。
義人	視察初日、「『地球の歩き方』という旅情報誌があるが、東南アジアは各国で1冊、アフリカは全部で1冊だ。

10
心理的に距離がある」JICAザンビア事務所の野田所長はこのようにザンビアを紹介した。
		7月に赴任したばかりの宮﨑隊員は「ザンビアは気候も良く、人々もおとなしい。だが現実はビクトリアの
		
滝だけ。滞在がない。滞在してもらうことを考える必要がある。一回訪問した方々に『ザンビアは良かった』
とPRしてもらいたい」と言う。

		
		
11

		また、観光協会のムタレ会長は、
「宮﨑隊員が来てくれたお陰で色々な情報を得ることが出来るようになっ
た」と感謝と今後の期待を込める。
		しかし、我々が泊まったリビングストンのホテルは、少なくとも衛生的なホテルとは言い難かった。滞在
型を目指すなら受入体制の整備も必要である。
蓑田

竜史	シニア海外ボランティアでザンビアへ渡って来た宮﨑さんの前向きさが何よりも素晴らしい。これまでフ
ランス系の航空会社で勤務されたとのことだが、時間があればいろんなことを聞いてみたかった。最初に
示されたのが、私にとっても放浪の際、頼ってしまっていることを認めざるを得ない『地球の歩き方』。旅
行書のベストセラーの南部アフリカ版で割かれているザンビアのページはほんの数ページという現実。若
い人に多く来てもらい、帰国後、ザンビアの情報を発信してもらいたいとの思いは大賛成。ただ、そのや
り方はネットの有効利用とLCCによる格安の交通費の認知が最優先であると提案させてもらった。欧州に
10万円で行ける時代。ドバイ経由などでアフリカに同程度の旅費で若者が来ることができれば、この国を
より知ってもらうことができる。これも国際協力か。欧州とは異なり、アジアからの心理的距離がまだあ
ることを克服しなければビクトリア湖の壮大さも日本では乾期のままだ。
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派遣国基礎情報（インドネシア）
（1）正式名称
		

（和文）インドネシア共和国
（英文）Republic of Indonesia

インドネシア

（2）政体

共和制

（3）首都

ジャカルタ

（4）面積

約189万平方キロメートル（日本の約5倍）

（5）人口

2億5,281万人（2014年：世銀）

（6）民族

ジャワ族、スンダ族など大別して27種族

（7）言語	インドネシア語（公用語）
、ジャワ語、バリ語、パプア諸語など
（8）宗教	イスラム教（約90％）
、プロテスタント、カトリック他
（9）略史	7世紀スマトラを中心に仏教王国が成立。16世紀にイスラム教が発展。1512年ポルトガルがモルッカ諸
島のアンボンを占領。1602年オランダがジャワに東インド会社を設立し、植民地経営に乗り出す。
1942年より日本の軍政支配下に置かれる。1945年独立を宣言し、スカルノが初代大統領に選出される
が、植民地支配再開を望むオランダ軍らを相手にインドネシア独立戦争に発展。1949年にハーグ円卓会
議で独立承認を得る。1997年アジア通貨危機や1999年の東ティモール独立などを経て、2014年に第7
代ジョコ・ウィドド大統領就任。経済・社会政策を最優先課題とし、鉄道、港湾、電力・エネルギー等の
インフラ整備及び社会保障の充実を目標としている。
（10）政治	国家元首たる大統領は、行政府の長を兼ねる。その下に副大統領が置かれる。任期は5年で再選は1度の
み（最大10年）
。首相職はなく、各閣僚は大統領が指名する。議員は直接選挙によって選出される。
（11）気候	全体に高温多湿の熱帯性気候で、年間を通じて季節の変化はなく、半年ごとに雨季（12～3月）と乾季（6
～9月）を繰り返す。年間平均気温は内陸部において摂氏25度程度。
（12）通貨
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視察日程
月日

曜日

1日目

9月6日

日

2日目

9月7日

月

時間

9月8日

火

場所

羽田→ジャカルタ
午前 【ブリーフィング】JICAインドネシア事務所
午後

3日目

内容

ジャカルタ→マカッサル

午前 【協力隊】コミュニティ開発隊員活動視察

ジャカルタ・
マカッサル

マカッサル

午後 【有償】貧困削減地方インフラ開発事業（RISE）
4日目

9月9日

水

午前 【協力隊】小学校教育隊員活動視察

マカッサル

【協力隊】環境教育隊員活動視察
午後 【協力隊】環境教育隊員活動視察（続き）
マカッサル→ジャカルタ
5日目

9月10日

木

午前 【有償】ジャカルタ都市高速鉄道事業

ジャカルタ

午後 【技プロ】市民警察活動（POLMAS）全国展開プロジェ
クト
6日目

9月11日

金

午前 【無償】プルイット排水機場緊急改修計画

ジャカルタ

【表敬・報告】日本大使館
午後 【報告】JICAインドネシア事務所
ジャカルタ出発
7日目

9月12日

土

羽田到着

技プロ：技術協力プロジェクト（実施機関：JICA）
無償：無償資金協力
有償：有償資金協力
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インドネシア視察先情報
◆
【青年海外協力隊】
コミュニティ開発隊員活動視察

インドネシア

■協 力 期 間：2015年4月27日～2017年4月26日
■対 象 地 域：南スラウェシ州タカラール県
■活 動 先：タカラール県地域開発企画局（BAPPEDA）
■職
種：コミュニティ開発
■活 動 内 容：県地域開発企画局の監督のもと、同局および村役場のスタッフと共に住民
の経済的自立や村行政のキャパシティ・ビルディング、エンパワーメント
を目指した活動を支援する。また、教育・衛生・健康など住民に対する啓
発活動を行う。

◆
【有償資金協力】
貧困削減地方インフラ開発事業
（RISE）
■協 力 期 間：2014年2月～2016年10月（予定、施設供用完了時をもって事業完成と
する）
■協 力 金 額：13,936百万円（うち、円借款対象額：10,029百万円）
■開 発 課 題：貧困削減
■対 象 地 域：ジャワ・バリ地域以外で貧困度の高い9州34県237郡
■相手国機関：国家開発企画庁地域開発局（調整機関）
、公共事業・国民住宅省居住総局
（実施機関）
■事 業 内 容：
（1）インフラ施設建設等（交通関連、上水・衛生関連、生産関連、市場関
連、保健関連、教育関連）
（2）コンサルティング・サービス（政策策定・政策評価支援、各種調査、実施監理、設計、施工監理、維持管理支援、

モニタリング・評価、参加型開発能力強化等）

◆
【青年海外協力隊】
小学校教育隊員活動視察
■協 力 期 間：2014年8月25日～2016年8月24日
■対 象 地 域：南スラウェシ州マカッサル市
■活 動 先：マッチニ・バルー小学校
■職
種：小学校教育
■活 動 内 容：環境教育に積極的に取り組んでいる小学校に派遣され、校長や環境教育に
熱心な教諭と協力して、日本の授業法の紹介や現地教授法の改善案の提案、
教師勉強会の活性化に協力する。

◆
【青年海外協力隊】
環境教育隊員活動視察
■協 力 期 間：2014年10月30日～2015年10月30日
■対 象 地 域：南スラウェシ州マカッサル市
■活 動 先：マカッサル市環境管理事務所
■職
種：環境教育
■活 動 内 容：南スラウェシ州の州都であるマカッサル市において、配属先の取り組むエ
コフレンドリーオフィス、地域のごみ分別や再利用促進活動、学校での環
境教育に関する活動を行う。
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◆
【有償資金協力】
ジャカルタ都市高速鉄道事業
■協 力 期 間：2009年1月～2019年11月（予定、商業運転開始時をもって事業完成と
する）
■協 力 金 額：142,116百万円（うち本体工事第一期円借款対象額48,150百万円。
■開 発 課 題：運輸交通－都市交通
■対 象 地 域：ジャカルタ特別州
■相手国機関：ジャカルタ特別州政府、運輸省鉄道総局
■事 業 内 容：
（1）都市高速鉄道システム（MRT）建設
（2）コンサルティング・サービス（基本設計、入札補助、施工監理、運営・

開業支援等）

◆
【技術協力プロジェクト】
市民警察活動
（POLMAS）
全国展開プロジェクト
■協 力 期 間：2012年10月1日～2017年9月30日
■協 力 金 額：約6億円
■開 発 課 題：ガバナンス－公共安全
■対 象 地 域：ジャカルタ特別州北ジャカルタ地区
■相手国機関：インドネシア国家警察本部
■事 業 内 容：インドネシア国家警察によるPOLMAS（インドネシア版コミュニティ警察
活動）政策の推進を、①POLMAS活動の全国制度化、②教育訓練を通じた
人材育成、③現場活動（鑑識や交番活動を含む）にかかる先行モデルであ
るブカシ警察署の機能強化を通じてのPOLMAS好事例の提示（国家警察本
部へのフィードバック）、という3側面から支援する。

◆
【無償資金協力】
プルイット排水機場緊急改修計画
■協 力 期 間：2012年3月26日～2014年11月15日
■協 力 金 額：22.29億円（概算協力額（日本側）：20.59億円、
（インドネシア国側）
：
1.7億円）
■開 発 課 題：水資源・防災－風水害対策（治水）
■対 象 地 域：ジャカルタ特別州北ジャカルタ地区
■相手国機関：公共事業・国民住宅省水資源総局、ジャカルタ特別州公共事業局
■事 業 内 容：プルイット排水機場の緊急改修を行うことにより、ジャカルタ首都中心部
における雨水および下水の排水調整機能の回復と防潮機能の回復を図る。
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人が織りなす世界の和
井上

佳奈子（大阪府

学生）

○それでも遠い外国、遠いODA
グローバル化が進み、人もモノもお金も国境を越えて昔よりはるかに自由に行き来する現代。各国が抱え込んでいる貧困、

インドネシア

紛争、環境問題等々はもはや当事者の国だけの問題ではなく、地球全体で協力して解決すべき問題である。それゆえ日本の
ような経済的に豊かで技術力も高い国は、ODA（政府開発援助）を通して問題を抱えている国々に手を差し伸べ、共に歩み、
国際平和に貢献する使命がある。
私が今ここで述べたようなことは、日本人の多くにひとまず理解してもらえるだろう。しかし、外国が抱えている問題や、そ
れらの問題を解決するために奮闘している日本人の努力など、多くの日本人はよく知らないし想像ができないのもまた事実であ
る。国際協力レポーターに応募する前の私にとっても、インドネシアは本でしか知らない国であり、日本人がどのようにインドネ
シアで活躍しているのか知らなかった。レポーターとしてインドネシアを、日本人の頑張りを、国際協力の現場を肌で感じ、少
しでも多くの人に伝えたいというのが応募動機であった。実際に視察を終えて、印象に残った人物や出来事を紹介したいと思う。

○マカッサルの小学校で奮闘する日本人女性
首都ジャカルタから飛行機で2時間半ほど移動すると、スラウェシ島の都市マカッサルに到着する。南スラウェシ州の州
都である大きな都市だが、日本人観光客が訪れることはほとんどない。私たちはマカッサルのマッチニ・バルー小学校を訪
ねた。そこでは、青年海外協力隊員の鈴木結依隊員が教
員として働いている。5年生の教室を訪れると、児童全
員が元気にドラえもんの歌を歌って私たちをあたたかく
迎えてくれた。子供の笑顔は世界共通で、見る人の心を
幸せにする力を持っていると感じた。そのまま授業を見
学させていただいたが、鈴木隊員の子供たちの注意を引
き付ける力に感心した。現地語ではきはきと話し、算数
の立体の説明では実際にいろいろなお菓子や紅茶の箱を
用意してみせ、飽きないように工夫していた。また、授
業中盤で子供たちの注意が散漫になってくると、児童全
子供の笑顔

員で掛け声を発するよう合図を出し、集中させていた。
授業の雰囲気はまさに自分が受けていた日本の小学校の
授業を彷彿とさせ、何だか懐かしい気分になった。
ただ、そのような素晴らしい授業を作り出すには並々
ならぬ苦労があったことを、後で聞かせていただいた。
彼女が赴任してきた一年ほど前は、授業中の秩序が守ら
れておらず、子供たちが授業中に立ち歩いたり物を投げ
たりしていて、現地の教員の授業は一方的に教えるよう
な授業だったという。それを何とか改善しようと子供た
ちにルールを守らせようと努力し、授業のやり方も日本
の教材を参考にしながら分かりやすいものに変えていこ
うとしたが、はじめはなかなか現地の教員の協力も得ら
れず、ぶつかり合うこともあった、とのことだった。
「つ

授業をする鈴木結依隊員
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おっしゃった。現地の教員にとっては当たり前のやり方を変えようとしているのだから、反発を覚えるのも無理がない部分
もある。それでも奮闘する鈴木隊員の姿に心を打たれたのか、いつしか彼女の教材や授業を真似する教員も現れ、徐々に協
力してもらえるようになり、いまではプライベートな悩みを相談できる仲になったという。子供たちも以前よりルールを守
るようになり、元気に挨拶をしてくれるようになった。鈴木隊員を信頼する子供たちと教員たちの笑顔を見ていると、間違
いなく彼女はこの小学校をよい方向へ変えていったのだと感じた。それはマカッサルのひとつの小さな小学校の、小さな変
革に過ぎないかもしれない。しかし、日本からは全く見えないような遠い異国の地で、地道に種をまき花を咲かせた彼女の
存在は、国際平和に貢献する人々の活動の一端を担うものなのだと感じた。

○市民と親密にコミュニケーションをとる現地の女性警察官
ジャカルタから車で1時間ほど移動したブカシ市にある警察署で、私たちは現地の素敵な女性警察官と出会った。ペカヨ
ン交番は、女性の警察官だけで構成される異色の交番で、
日本の専門家のサポートも受けながらブカシの町の安全
に重要な役割を果たしている。ここで私はペカヨン交番
署長のムジ氏の町の見回りに同行させていただくという
貴重な体験をした。ムジ氏はある家の男性を訪ね、何や
ら丁寧にずいぶんと長い間話をしていた。付き添ってく
ださった専門家で警察庁の佐々木良明警視にその内容を
聞くと、何か困ったことはないか等を尋ね、用紙に記入
をお願いしているとのことだった。字を書くのが苦手な
場合は記入をお手伝いします、というようなことも話し
ているようだった。その親切ぶりに私は驚いたし、この
日は私たちが視察に来ているから特別丁寧な対応をして
いるのかとも正直思ったが、
「いつもこんな感じです」

活動内容を説明するペカヨン交番署長ムジ氏

と佐々木警視は自信に満ちた表情で教えてくださった。
日本で家に警察官が訪ねてくるとなれば、警戒する人が
ほとんどだろう。基本的に警察官と市民が接するのは事
件が起きて事情聴取などをする時だから、あまり良い印
象は受けない。しかし、ムジ氏に訪ねられた家の男性や
町ゆく人は、ムジ氏を警戒している様子はあまりなかっ
た。市民と警察官の親密な関係、それは一朝一夕に作ら
れたものではなく、10年以上かけて構築されてできた
ものだということも伺った。目に見える箱もの支援も大
切な国際協力ではあるけれど、人と人との関係を作り上
げていく手伝いをする、という目に見えにくい支援の重
要性を肌で感じ取ることができた。そして素敵な警察官

町の男性と話をするムジ氏

の姿勢からは、私たちも多く学ぶところがあるのだ。

○世界の和を織りなすのは “ 人”
この報告書では特に私の印象に残った人物を取り上げたが、他にも多くの素敵な日本人や現地の方々にお会いした。その
方々の頑張りこそが、国際平和の種をまく活動の一つ一つであり、その方々の思いが世界の和を織りなしていくのだと強く
感じた。それは日本で普段生活している場所からは見えにくいところにある。私が幸運にも少しの間だけいつもの場所を飛
び出して遠い場所に降り立ち、素敵な方々が織り成す和を感じることができたことを貴く思う。と同時に、彼ら彼女らの活
躍を多くの人が知らないのはもったいないことだと思った。私は少しでも多くの人に、遠い場所で頑張っている素敵な人々
の存在を知ってもらい、世界の和を織りなすのはこんな素晴らしい“人”たちであるのだと伝えたい。
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日本

国際協力

絆・ 縁 ・繋がり
貫名

貴洋（広島県

大学教員）

1.インドネシアとの出会い

インドネシア

私と出会う方の大半は、会話のまずはじめにこの質問を投げかけます。
「どうしてインドネシアなんですか？」
この質問にこれまで何度答えてきたことでしょう。学校で習ったことを除き、インドネシアを本気で自分のこととしてと
らえたのは1996年の春に遡ります。
（財）ひろしま国際センターが主催していた「ひろしまアジア塾」のスタディツアー
でインドネシアに行くと書かれたパンフレットを偶然に見つけたのが事の始まりです。23年の人生で初めての海外ツアー
に参加し、ジャカルタ、ジョグジャカルタ、ウジュン・パンダン（現マカッサル）の3都市を訪問しました。ウジュン・パ
ンダンでは僅か2泊ながらホームステイ経験もでき、インドネシアの人々の温かさを感じる一週間でした。翌年、お世話に
なったウジュン・パンダンの方の協力もあり、今度は個人旅行として2週間のホームステイをしました。インドネシアのこ
とを本気で好きになり、たくさんのことを知りたい、留学したい、と思うようになるのは当然の帰結でしょう。ところが、
1997年のアジア通貨危機に端を発したスハルト大統領退陣を求める暴動、2002年のバリ島爆破テロ事件、2004年のス
マトラ島沖地震などの影響から、周囲の強い反対もあり、インドネシア再訪の機会は遠ざかってしまいました。
徐々にインドネシアへの思いが離れてしまう中、転機は突如訪れます。2005年秋、勤務している大学内に学生主体の「イ
ンドネシア国際貢献プロジェクト」が立ち上げられ、その初代コーディネーターとして委嘱を受けました。翌年5月に発生
したジャワ島中部地震の災害復興支援として、9月に現地を訪れ、同プロジェクトの学生たちと崩れた学校の瓦礫を撤去し
たり学校建設の基礎を築いたりしました。それ以降、毎年1・2度程度インドネシアに行く機会を与えられ、2009年度の1
年間にはジョグジャカルタにある姉妹校のガジャ・マダ大学へ客員研究員としての赴任も認められることになります。カン
プンと呼ばれる集落に住み、インドネシアスタイルの居住生活をしながら、多くの人に出会い助けてもらい、週末には町内
夜警活動（ロンダ）にも参加し、出来るだけ現地の暮らしに溶け込むようにしました。なぜならば、インドネシアのことを
多く知るために最短かつ最良の方法であると思ったからです。
これまで培ってきた経験は、今回の国際協力レポーターでも多いに活かせるはずと思い、応募したところ採用の通知が来
た時は驚くとともに責任の重さを痛感することになりました。さらに事前研修において、メンバー全員の推挙により、団長
という重責を与えられることになります。自分の経験を「恩返し」したいと思う一心で申し込んだ国際協力レポーターでし
たが、最高の形でスタートを切ることになりました。

2.国際協力の現場

今回のインドネシア視察では、ジャカルタおよび南スラウェシの計7案件を回ることができました。日程調整等いただい
た関係者各位には頭の下がる思いでいっぱいです。視察を通して、私が最も感心したことは、専門家、青年海外協力隊員、
技術指導者、現役警察官など、すべての日本人関係者が生き生きと汗水を流して働いていたということです。
今年3月下旬にジャカルタを訪れた際、今回視察した案件の1つであるジャカルタ都市高速鉄道事業（MRT）の工事現場の
そばを歩いていました。日本大使館やプラザ・インドネシア前に位置するブンデラン・ハイ駅周辺は、元々交通渋滞の激しい
エリアです。ところが、MRT工事のため、道路の中心部に地下鉄建設用の柵が張られ、バス専用レーンが失われ、タクシー
や自家用車・バイクがその両側を所狭しと走ります。インドネシア人の運転は、少しでも前のスペースがあるとクラクション
を鳴らしながらジグザグ走行するのが有名ですが、これまでに見てきた以上の喧騒を感じました。さらに雨季になると洪水
になりやすいジャカルタの町に地下鉄を走らせることには一抹の不安があります。当駅すぐ南にあるロータリーは、洪水にな
ると冠水し、ニュースで取り上げられるスポットなのです。様々なことを思えば思うほど、
「このプロジェクトは大丈夫だろ
うか」という疑問が湧き上がってきました。しかしそれは、以下に述べる日本の力で、無駄な心配に終わったと感じます。
現場で2つの質問を投げかけました。
「工事の進捗状況」および
「洪水による冠水対策」です。工期の遅れは渋滞の長期化につなが
るものであります。視察時には予定より少し早い45％の進捗状況
ということでした。また冠水に関しても、過去に発生した冠水の最
大の高さを超える塀を築き、地下に一気に濁流が押し寄せないよう
に掘り進めている穴の下部をコンクリートの受け皿でカバーしてい
ました。日本の技術というものは、完成度の高さはもちろんですが、
工事の過程においても十二分な対策を取り、工期の遅れを生まない
ゴミ処理場に大量の牛？！
小学校で燃やされているゴミ
ようにしているのだと、改めて確認することができました。
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このような日本人の責任感ある作業姿勢を見ながら、イン
ドネシア労働者も今後の技術向上に努めていくのではないで
しょうか。手取り足取り技術指導や技術移転をすることも求
められるでしょうが、現場のプロセスを知ることで、今後の
インドネシアの経済発展に大いに役立つこともあるはずです。
MRT以外の案件においても、インドネシアの将来も背負って
活動され、現場で汗水をともに流して働く姿は、もっと私た
ち日本人にも広く周知すべきことなのかもしれません。
マカッサル語の文字

3.これからの日・イ関係および国際協力のあり方

感謝のスピーチをする団長（筆者）

私たち国際協力レポーターがインドネシアに向かう直前の9月4日、インドネシア政府によって高速鉄道計画の日本案・
中国案双方を不採用とする決定が出され、事実上の白紙化・事業凍結がなされました。しかしそれから1ヶ月も経たない9
月29日、インドネシア政府から日本政府に対して、正式に日本案不採用・中国案採用の通達が出されました。
この事実を「中国の脅威」として片づけるのか、
「インドネシア政府と日本政府の関係悪化」と懸念するのか、「インドネ
シア政府の進める小さな政府化に向けた動き」と連動していると見るのか、「日本の国際社会での地位低下」の危機と捉え
るのか。様々な見方はできますが、今回のODA案件視察を通して確実に言えることは、「国際協力・支援の分野も競争社会
に突入した」ということです。つまり、支援する方・される方、双方が意見を積極的に出し合い、それぞれにメリットのあ
る案が採用される時代が到来したのです。
「日本製だから安心、中国製だからリスキー」
、というような先入観に囚われていると、本来の国際協力関係を見失う可能性も
あります。インドネシア側の視点からすれば、日本製も中国製も優れているのです。どちらも自分たちの持っている技術より優れ
ていれば、より安価なものを求める「消費者心理」が働くのも世の常です。勝ち負けにこだわるならば、価格競争以外の日本の
不断の努力（例えば、技術力を対象国に説明するコミュニケーション力、対象国そのものの理解や対象国独特のビジネス作法の
実践など）が必要なのです。日本の高度な技術や経験は、開発途上国からすればもったいないほどの技術であり、導入後のラン
ニングコスト負担も大きくなるという懸念もあるのでしょう。インドネシア政府に提案した日本政府からの高速鉄道建設は、有償
資金協力（いわゆる円借款）によるものであり、インドネシア政府は返済リスクを伴います。中国政府提案の民間資本ベースに
なれば、インドネシア政府の返済リスクは大きく軽減できます。ただし安易なインフラ導入は長期的なリスクを伴いかねません。
今回の高速鉄道日本案不採用は、これまで日本とインドネシアの間に築かれた「絆・縁・繋がり」とは別の新たなベクト
ルを構築する時期にさしかかった警鐘でもあるように思います。私は、技術協力・人的交流・人材育成・文化交流にももっ
と力を注ぐべき段階に来たと感じています。民間企業ベースでCSRの一環として国際協力を進めてみるのも一つの方法で
しょう。これまでの凝り固まった概念で物事を考えるのではなく、21世紀型（この言葉さえ古臭いですが…）の国際協力
のあり方を、日本では3人寄れば文殊の知恵と言いますが、国民1人1人が考え、それらを結集すれば、斬新なアイデアが
現れてくるはずです。
「相手ごとは自分ごと」の精神で、今一度インドネシアとの関係構築を私たち1人1人が「ともに」考
えていく必要があるのではないでしょうか。

4.私たちに課せられた役割

唐突ではありますが、ここでODAの歴史を紐解いてみましょう。日本は1946年から1951年の間、ガリオア・エロア資
金として約18億ドルのODAをアメリカから受けています。1953年には世界銀行などから有償資金援助を得ることによっ
て東海道新幹線や東名高速道路などのインフラ整備にあてています。戦後の日本も援助される国の1つであったことを忘れ
てはなりません。その時の恩恵を還元するためにも今のODA戦略として開発途上国に支援し続ける必要が有ります。ODA
の拠出国となって以降の日本は、工業化や様々な技術革新を進め、私たちが21世紀に生活出来る礎を次々に築き、世界経
済の中で信頼される国に成長したということは言うまでもないことです。
インドネシアの1人あたりGDPは、2012年の推計で3500ドルを上回りました。日本が3500ドルを超えたのは1950年
代後半のことです。まさに高度経済成長時代のスタートに入った時期なのです。1人当たりGDPが3500ドルを超えると自
動車がよく売れるようになるとも言われています。2015年のインドネシアは高度経済成長期の日本そのものであり、もし
かすると援助を受ける国から卒業しかけている分岐点にさしかかっているのかもしれないのです。確かに有償資金援助を続
けることによって、インドネシアの経済成長はこれまで以上に見込まれるでしょう。しかしながら自立的かつ持続的な成長
を求めるとなると、援助を続けているだけでは新たなステージに進めなくなってしまいます。
これまで日本とインドネシアの間で築いてきた「絆・縁・繋がり」はもちろん大切な関係でありますし、お互いが忘れるこ
とのできない関係です。しかし、過去から現在にまで至る流れにあぐらをかいている状況では、新たな「絆・縁・繋がり」は
生まれません。政府の対応に任せておけばいいのか、これまで通りの支援でいいのか、ハコモノ支援でいいのか、相手のニー
ズにいかに応えるのか、技術協力や人材育成に力を注いでいくのか、相手を理解するために私たちから歩み寄っていくのか、
自己の成長のために相手から利益を得るくらいの覚悟で臨むのか。日本は「絆」によって世界から救われました。インドネシ
アには多くの「縁」が溢れています。これらを大切にする「繋がり」こそが、国際協力の現場に求められています。私たち1
人1人に課せられた課題がまさに目の前に現れています。私たち自身が国際協力の舞台に立たなければならないその時がやっ
てきているのです。日本とインドネシアの親密な関係が未来永劫続いていくためにも、この転換期を見過ごしてはならないの
です。転換期の中心で今回の視察を行えたこと、それも団長という責務の中で全うできたことを心から幸せに感じます。
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ザンビア

25年前の宿題
國司

まゆ（滋賀県

公務員）

インドネシア

まず最初に、今回の視察の機会を与えて下さったことに深く感謝します。
今回の視察は、私にとって25年前のリベンジ、もしくは答えを探す旅でした。4度目のインドネシアは本当にいろんな
ことを見せてくれました。
25年ほど前に当時大学生だった私は、15人の仲間と交流セミナーで1か月インドネシアへ行き、スラバヤの姉妹大学の
学生15人と一緒に過ごし、お互いの国について討論しあいました。その時、環境保護の視点から「地球環境を守るため森
林伐採をしないでほしい」と言ったら、
「東京もニューヨークももとは森林だったはずだ。それを伐採してあなたたちは『文
明』を手に入れたのに私たちがそれをしてどうして悪いのだ。」と反論され、私たちは何も言えませんでした。彼女の言葉
を宿題としてずっと抱えて社会人になり結婚して、子どもを3人産み、育て気づくと25年が過ぎていました。その間いろ
んな時代変化を経て21世紀の現在、私たちの日本はあの国ときちんと向き合っているのだろうか、あの時の彼女に今なら
きちんと答えられるだろうか、そんな思いで応募しました。
各々の案件の感想については別の場、他のメンバーに譲るとして、この場では長年見ているからこそ感じた所感あれこれ
をご報告させていただきます。
前回訪問した17年前と特に違いを感じたのはセキュリティ。ホテルの入り口、ショッピングモールの入り口に黒い服を
着た警備の男性が複数で待機していて、ボディチェックとセキュリティーゲートくぐりが必須です。アメリカの同時多発テ
ロ9.11以降イスラム社会へ向ける世界のまなざしは厳しいものがありますが、物々しい警備のお兄ちゃんたちの目は私た
ちに対してとても紳士的でした。
外国に行くという行為はそれそのものがとても刺激的な体験なのですが、まずその国に着陸して飛行機の扉が開く瞬間、
私は感覚を研ぎ澄まします。特に嗅覚。久しぶりにインドネシアの匂いを嗅いで、「あれ、シンガポールと似ているな」と
思いました。独特の匂いが薄れていたのです。空港においても、前はわれ先に到着ゲートに押し寄せていた荷物持ちのポー
ターが、現在では揃いの服を着て、こちらが呼ぶまで来なくなっていたり、靴を履いている人が増えたり…。そう、まるで
昔知った洟垂れの女の子が素敵なレディになったかのような。「大きくなったねー、いい娘さんになったねー」そんな感じ
でした。その印象はこの視察を通じて変わらず、時代の変化・月日の流れをつくづく実感しました。
空港を出ても、車のきれいさにびっくり。トヨタのアルファードがピカピカで町を走っています。もう日本の「○○幼稚園」と
か「××販売」などと書かれた中古車も、板金だらけのぼこぼこ車も全く見ることはできなくなっていました。乾季のジャカルタは、
確かに前より経済発展による空気汚染はあるのかもしれませんが、総じて昔ほど埃っぽくはなかったです。それにもかかわらず、
街中をいくバイクに乗っている人は皆いろんな布で口を覆っていました。それは、空気が汚れている事を知識として認識もしくは
実感しているからだと思い、人々の意識の高まりを感じました。また、渋滞に巻き込まれたら、侵入道路の緑地帯の縁石を乗り越
えて他車線に割り込んでくるところには国民のパワー・底力を感じました。
（写真①）バス内の日本メンバーは大爆笑でしたが。
3人の子の母親という視点からいうと、子どもの就業（児童労働）率の減少を至るところで実感しました。今回視察させて
いただいた首都ジャカルタ、地方都市（ジャカルタから飛行機で2時間半の南スラウェシ島の最大都市マカッサル…日本でい
うと東京と那覇みたいな距離感）どちらにおいても就業する就学年齢未満の子どもたちを私は目にすることはありませんで
した（小さい集落で3人の兄弟が力を合わせて小川の水くみをしているのは目にしましたが、それも「お手伝い」という感じ
でした）
。はだしの子ども（大人を含めて）も全くではないですが、ほとんど目にすることなく、何よりこの国の人々の表情
から険しさが消えて、穏やかなアルカイックスマイルを浮かべて私たちに接してくれたのが、どこに行っても印象的で、経
済発展するということを肌で感じさせていただきました。
15年の専業主婦経験、女性の社会参加的な観点からいうと、
女性の活用度的には日本よりずっと進んでいると思いました。1
件目の視察場所であった村の村長は、47歳で5人のお子さんの
おられる女性で、現在その村に派遣されている関口隊員のホー
ムステイ先であり、
「エミは私にとっては娘のようなものだ」と
おっしゃっていました。小柄で童顔の関口隊員はきっと5人のお
子さんにとってよいお姉さんだろうと思われました。
（写真②）
①爆走風景
②関口隊員（左）と村長（右）
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市民警察活動全国展開プロジェクトの警察署、鑑識課の課長は36歳の女性で、6歳と4歳の2人のお子さんがいるとのこ
とでした。お土産に持っていった日本地理パズルをプレゼントすると、とても嬉しそうでした。また女性だけの交番の署長
は22歳のお子さんがいる方。宝塚の男役を思わせる短い髪に切れ長の目をした彼女は、動きがきびきびとしていてキャリ
アウーマンらしい印象をもちました。彼女に同行してそのエリアを巡回すると、周りの村人の表情が信頼感にあふれている
のを実感しました。もちろんバイクで集落内を爆走している人には「まずい！署長だ！」という表情も見て取れて面白かっ
たです。だからと言って事前知識で持っていた軍的で強権的な警察では全くありませんでした。今回新しく導入された手続
きの書類を書いてもらうために村人のところに寄ったのですが、書き方を説明しながら、「字が汚かったり、書けなかった
りする場合はいつでも交番にこの紙を持って来てください」という一言を添えていたのが印象的でした。
食の雑感としては、その昔この国で飲んだおいしいお茶がありました。当時この国の方に聞いても「普通のお茶」
「茶色
いお茶」と言うばかりで、何の種類かわかりません。それが今回2日目の懇親会の席上でアルコール以外の希望者に出され
たのがこのお茶でした。
「何という名前ですか？」と尋ねると「ジャスミンティー」とのことでした。中国のジャスミン茶
の香りとは異なり、こちらはたっぷり糖分を加えるので、また違った香りのものになっていました。同じジャスミンという
名のお茶であっても国・環境によって変化していくのですね。久しぶりの懐かしいこのお茶を滞在中たくさん飲みました。
他に時の流れを特に実感したジャンルは、文化面。25年前に初めてインドネシアに行った時、私たちは「おしん、おしん」
と声をかけられました。1983年春から一年間NHKの朝ドラマで放送され、50％を超える視聴率を出したこの番組は当時ア
ジアのあちこちで放送されていて、日本人の女性＝おしんと呼ばれた時代でした。また、たまに「俺は日本語知っているぞ」
と声をかけてくる現地の方の日本語は、
「きさま」とか「気をつけー」など完全な軍隊用語で、第2次世界大戦で日本がかの
国を3年間占領して戦後独立したものの、まだまだ傷を抱えている感をもちました。17年ほど前に再度訪れた時に「俺は日本
語知ってるぞ」と言う彼らの日本語は「トヨタ、日産、ヤマハ、サンヨー」と重工業の会社名ばかりでした。今回は、街を行
けば「ナルト」や「ワンピース」といった本がインドネシア語で並び、ドラえもんはTVの中でインドネシア語で話し、英語
字幕付きで放送されており、マカッサルの空港では80cmぐらいの大きなドラえもんのぬいぐるみを大事そうに荷物のカート
に乗せて運ぶ女性を見ました。別のチャンネルではNHKの教育番組が日本語でそのまま放送されていました。ジャカルタの
ホテルでは毎日日本語のじゃかるた新聞が扉の下に配達されて、文化的に交流が進みソフト面での輸出が進んだという印象を
もちました。これからもこうした外交・友好関係が末長く続くことを心から願っています。
「お金だけ出して人を出さないODA大国日本」
（写真③）と言われた時代にはがゆい思い
をしました。その当時は、円借款・技術協力・無償資金協力という言葉も新聞や書物でしか
知らない全くの素人の私でしたが、この視察に臨むにあたって知識を得た上で案件を見て、
どの案件も（もちろん金銭的には当時より国際社会における順位をかなり落としています
が、）必要なお金・人材は提供している、という感はもちました。
今私が住んでいる滋賀県では、2009年のリーマンショックに端を発する世界金融危機の
影響で、多くのブラジル国籍の方が帰国されました。そして、それに代わってインドネシア
③日尼プルイット石版
国籍の就業者が増えています。そのような方たちとお話をすると、まだまだ日本の中には外
国人労働者に対しての目が厳しいところがあると感じます。今回の視察では、現地の人々と青年海外協力隊員の関わりを見
て、インドネシアではいろんな国の人々が手を携えて、よりよい社会を築くために頑張っているんだと感じることが多かっ
たです。そのため、日本にいる外国人労働者に対しても温かい目を向けることが大切だと思いました。
また、必ずしも外国に行くことだけが国際貢献ではなく、日本にいてもODAの最前線で頑張っている青年海外協力隊員
の後方支援、応援団としてできることがまだまだたくさんあるな、と感じました。例えば、コミュニティ開発に関わる関口
隊員が観光資源になりそうなリゾート地の売店の品ぞろえに悩んでおられました。私には、販売に携わっている友人や、海
外旅行の好きな友人が日本にたくさんいます。そうした仲間とともに、現地で売れそうなお土産品のアドバイスをしたりす
ることで、彼女の応援団になることができるのではないかと思いました。実際に隊員の人達に会って、異国で頑張る彼らを
もっと応援したくなりました。
今回のインドネシアでの視察を経て、両国の関係の深さを再確認したので、かつての発言をした彼女へ今なら「アジアの
発展国として、日本が得た知識・技術全て提供するから共に地球船の乗組員としてこれからも頑張ろう」と胸を張って言え
ると思いました。
微力ながらこれからも手の届く範囲で国際貢献していこう、という思いを新たにした視察でした。関係してくださった後方支
援各方面の皆さま、何もわからない素人集団の私たちに時間をとって対応して下さった、かの国の皆様に深くお礼申し上げます。
そして今回の参加メンバーへ、これからもよろしくお願いいたします。日本各地に広がる私たちがそれぞれの地域で核となれ
ばきっと何かできるはず。まだまだレポーター若葉マークの私たちですが、この絆が10年20年と紡がれて何かしらの経験値と
してお互いの人生のプラスになったらよいな、と思います。これからもよろしく。そしてよりよい未来のために頑張りましょう。

57

ザンビア

「国際協力」
、
「JICA」
、
「インドネシア」がなじみの
ある言葉になる
栗原

朋子（広島県

自営業）

インドネシア

はじめに
海外で働いた経験はあるものの、地方在住の今では外国とのつながりをあまり意識せずに暮らしています。英会話講師と
して生徒さんに世界のことをもっと知ってもらいたいと思いますが、自分の経験だけでは語れることが少なく、どうやって
海外旅行以外の話題で国際社会のことに興味を持ってもらえるのだろうと考えていました。ニュースなどで国際問題を見て
も、私自身なかなか身近な問題として捉えることができません。何かきっかけになることはないかなとずっと探していたと
ころ、昨年知人がJICAのプロジェクトで海外に行くというのを聞き、JICAって何をしている団体だろうとネットで少し調べ
ました。そして今年4月、図書館入り口で「国際協力レポーター」の黄色いチラシが目に留まり手に取ってみたところ、
JICAの文字が目に入り応募に至りました。

視察前は
「国際協力レポーター」の役割は、一般市民の目線で日本のODA活動現場を視察し、感じたこと考えたことを帰国後に発
信し、一般の人々にODA活動を知ってもらうこと。応募前は、ODA（政府開発援助）、JICA（独立行政法人

国際協力機構）
、

青年海外協力隊という言葉を知っているだけで、具体的な内容は知らず、また興味を持って調べることもありませんでした。
青年海外協力隊は特別な人が応募するものというイメージがあり、
「援助」というのは全て資金を出すと思っていました（実
際には、資金協力の形態にも有償と無償資金協力があります）。

インドネシアについて
一番驚いたのはその国土の広がりです。東西に5100キロあり、アメリカ合衆国本土の幅とほぼ同じ。島が多い海洋国家、
多民族国家、資源国で、現在は日本の70年代～80年代のイメージで経済成長の時期を迎えています。大都市は開発が進む
ものの、地方との格差が広がっているそうです。

国際協力活動を視察して
今回7つの活動を視察し、実際に活動する日本人の話と現地の人の生の声を聞き、また大都市ジャカルタ、地方都市、小
さな村を比較して見ることもできました。急速に発展する都市が抱える問題やこれから起こりうる問題を知りました。
一番印象に残った問題は、ごみ問題。意識が変わらないと解決しない問題ですので、青年海外協力隊員による学校での環
境教育が継続され、次世代の環境意識
が高まることに期待します。空き地な
どへポイ捨てされたごみ問題の解決策
を子供たちと考える、日本の公害事例
を共有する、ごみは分別する、ごみの
リサイクル工作をするなどといった取
り組みが行われており、この分野では
日本が貢献できる事は多いと感じまし
た。高度経済成長の中で公害問題が発
視察先①コミュニティ開発（関口隊員）誰が
来たの？と興味深そうに窓の外をうかがう子
供達（訪問先の小学校にて）
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視察先③小学校教育（鈴木隊員）休憩時間に
国歌を演奏してくれた女の子達

生し、それを克服してきたノウハウを、
これから発展していく国々と共有し、

国際協力レポーター 2015

自然環境を守りながら開発が進めば良いと思いました。
一番印象に残った活動は、POLMASという市民警察活動。交番を拠点に警察と近隣住民
のつながりが密接で、地域の安全に貢献しています。実際にパトロールに同行し住民と警
察官のやりとりを見学しました。このような素晴らしい活動が日本の協力で行われたことは
誇らしく思います。インドネシアでの成功事例から私たちが学べることも多いと思います。
どの視察先でも押し付けの援助でなく、現地の方と十分協議して一緒にプロジェクトを進
めている印象を受けました。インドネシアでは、物や資金だけ援助の時代は終わったようで、
人材育成の時代になっています。人を育てる、意識を変えるというのは本当に大変で時間が
かかります。育った人材が社会に出て影響力を持つまでは何十年という歳月がかかるかもし
れません。長期に渡る継続した活動が今後も必要ですが、効果はすぐに見えず、結果をデー
タで表すのも難しいでしょう。この点も、ODA活動がわかりにくいと言われる一因でしょう。
資金が100％活用されているかどうかは今回の視察では判断できませんが、少なくとも
派遣され現地で活動されている方たちは、情熱と誇りを持って国際社会のために

視察先④環境教育（広瀬隊員）ご
み銀行に小学校で集められた資源
ごみが到着

働いています。例えば、20代の青年海外協力隊員が困難に立ち向かい必死に解
決策を模索する様子を知ったときは、こちらが勇気づけられました。この方たち
の努力や思いが無駄にならないよう、日本から活動を応援したいです。
しかし、良い提案があれば相手国が採用するかといえばそうとは限らず、他国
との競合もあり、調査や交渉スキルも必要です。最近の一例としては、ジャワ島
の高速鉄道計画をめぐり中国と日本が受注合戦を行っていましたが、結局中国案
が採用されました。品質・安全第一の日本ですが、相手国が求める品質レベルや
ニーズを細かく調査して、提案していくことが大事だと思いました。

ODA活動について
ODAという言葉がまだ自分の中でしっくりこないので、「JICAの国際協力」と

視察先⑥POLMAS パトロール先の住民宅
で「巡回連絡カード」について丁寧に説明す
る女性警察官

いう意味で自分の頭にインプットします。
国際社会の一員として、ODA活動は日本の責務です。国連サミットで2016～30年の国際社会の開発目標「持続可能な
開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」が採択されました。発展途上国の貧困の削減や保健衛生の改善から、
地球温暖化対策まで幅広い分野が対象で、各国が協力して目標達成のために国際社会に貢献していきます。日本人として、
地球に住む者として、大きな視野で物事をとらえていかなければいけません。
また、国際社会と連携し良い関係を築く努力をしなければ平和な暮らしは保てません。ODA活動は外交上も重要で、ど
のレベルの活動でも日本人と現地の人が一緒に活動するため、良い関係性が築けます。さらに、国際協力はまずは政府レベ
ルで参入し、それを足掛かりに民間の進出も促されるので、日本への経済効果も期待できます。普段の生活では実感できま
せんが、海外とのつながりによって日本経済も成り立っているので、間接的には恩恵を受けているのでしょう。
さらに、海外で活躍した専門家や隊員たちは日本のグローバル化に大きく貢献できます。視察先でも「お互いに学ぶこと
がある」という声を多く聞いたので、ODA活動を通して学んだことは日本社会にも活かせるでしょう。

おわりに
私の場合は、知人がJICAのプロジェクトで働くというのをきっかけに、「JICA」がなじみのある言葉になりました。帰国
後は、ニュースで「インドネシア」
、
「国際協力」などの言葉を聞くと関心を持つようになりました。したがって今後は、国
際協力、JICA、海外で働く日本人、インドネシアというキーワードで、関連する話題を周りの人に伝えたり、英会話クラス
などで取り上げたりしていきます。興味を持ってもらったのち、視察したODA活動について写真を見せながら話していこ
うと思います。
これを読んでくださった方も、国際協力のために何かがしたいと思っているでしょう。まずは興味を持つことから始めて
みてください。近くで国際協力のイベントや協力隊員の方のお話を聞く機会があれば、ぜひ気軽に足を運んでみてください。
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ザンビア

インドネシアで実施されている
日本のODAを視察して感じたこと
佐藤

康仁（千葉県

教員）

インドネシア

［日本のODAの規模］
2013年の我が国の政府開発援助（ODA）は、支出総額ベースでアメリカに次いで世界第2位、支出純額ベースではアメ
リカ、イギリス、ドイツに次ぐ世界第4位である。我が国のODAは世界トップクラスであり、先進国として十分責任を果た
しているように感じる。一方で、国民一人当たりで見ると2013年のODA負担額は、ノルウェー1,105.2ドルが第1位に
なっており、ルクセンブルク825.6ドル、スウェーデン610.0ドル、デンマーク522.9ドル、スイス399.2ドルと続いて
いる。日本は90.8ドルであり、OECD開発援助委員会（DAC）諸国中第19位に過ぎない。この統計を見て初めに思ったの
は、総計で上位に来る国は経済大国であり、一人あたりで上位に来る国はイメージ・好感度が高い国であるということであ
る。

［日本のODAについて抱いていた印象］
日本のODAは1950年代より開始されている。自分が初めてODAという言葉を聞いたのは30年以上前の中学校の公民の
授業ではないかと思う。これ以降は、新聞やテレビを通じたマスコミの報道によりODAについて知り、自分の中にイメー
ジが作られている。マスコミの報道は批判的なものが多く、なんとなくODAについては、批判的イメージができていたと
思う。また、JICAについては、電車内広告の青年海外協力隊の募集や、JICAのプロジェクトによって派遣された留学生が身
近にいることくらいしか接点がなかった。

［訪問したインドネシアについて］
今回視察に行ったインドネシアは、人口は約2.47億人（世界第4位、日本の約2倍）、GDPは8,703億ドル（2013年、
世界第16位）の大国である。民族は大半がマレー系であり、宗教はイスラム教が約9割を占める。インドネシアの課題は
多々あるが、公共交通、電力などのインフラの開発、経済格差の改善、地震や洪水などに対する防災対策が挙げられる。イ
ンドネシアは中進国入りを目指して社会作りを行っているところである。
今回、インドネシアの首都ジャカルタと南スラウェシ州の州都マカッサルを訪れたが、一番感じたのは地域間の格差、国
民間の格差であった。ジャカルタ中心部は、高層ビルや大規模ショッピングセンターが日本以上に立ち並び、物価も日本並
み、ビル内にいると東京にいる錯覚に襲われる。一方で一歩外に出ると、物乞いをしている人や、ぶらぶらしている人が目
立ち、混沌とした社会であることが感じられた。

［視察で感じたこと、考えたこと］
今回一番印象に残っているのは、青年海外協力隊の活動である。現地に
溶け込み、様々な制約の中で工夫をおこない、活躍している姿が見えた。
社会的に成熟した日本にいると閉塞感を感じ、内向き思考に陥りがちにな
る。一方で、世界に視点を移すと、すぐにでも取り掛かることができる課
題が山積している。世界に出て自分を生かすという道があるということを、
日本人に伝えたいと感じた。また、個人レベルだけでなく、組織レベルで
も同じことが言えると感じた。地下鉄や排水機場は、日本の先端技術が展
開されていた。日本でのこれらの需要は限られていると思うが、これを世
界で展開することで未来が開かれるのではと感じた。
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南スラウェシ州マカッサル市のマッチニ・バルー小学
校。青年海外協力隊小学校教育隊員の鈴木結依さん
の授業に参加する子供達。鈴木隊員の手作り教材で、
立方体と直方体の違いの説明を聞いているところ。

国際協力レポーター 2015

続いて印象に残っているのは、国際協力を行っている人は皆、充実感に
あふれ生き生きしていたことである。自分の持っている技術を生かすこと
で自己実現をして、さらにプラスアルファとして自分に返ってくるものが
あるのではと思われた。まさに「情けは人の為ならず」である。そしてこ
れも個人レベルだけでなく、組織や国家レベルでも同じことがあてはまる
のではないかと思った。
私には、
「日本のODAは箱物支援が中心であり、作ったらおしまいで保
守や運用は関係ないという課題があるのでは」という誤解があった。警察
を視察した際に聞いた話では、国際協力というと現地では「パトカーをく
ださい」
、
「交番を作ってください」
、
「パソコンをください」という方向に
行くそうである。これに対しては必要であれば自分達で準備するように促

南スラウェシ州マカッサル市のごみ最終処分場。食
べ物を探して歩き回る牛。この処分場は、生ごみを
はじめとして様々なごみが混在している状態で、そ
のまま埋め立てられている。すごい悪臭がする。

しているそうである。日本は箱物支援ではなく、仕組みを整えどのように
運用していくのかという技術協力を行っているとのことである。物も重要
であるが、人作り、組織作りこそ、最も効果のある国際協力になると思わ
れる。日本の成熟した国際協力を感じられた。
今回の視察でわからなかった点は「大規模なプロジェクトが日本からの
協力であるということがインドネシアの市民に伝わっているのか」という
点である。ジャカルタで視察した地下鉄や排水機場は、高度な技術や大き
な資金が必要となるものである。インドネシアの市民にこれらがどのくら
い伝わっているのか、直接声を聴くことはできなかったのは残念であった。
日本の協力をことさら強調することもないが、現地の市民に理解されるこ
とは重要である。
今回はJICAが実施する7つのプロジェクトの視察に加えて、JICA事務所、

ジャカルタ市の東側に位置するブカシ市警察署で実
施されている市民警察活動（POLMAS）全国展開プ
ロジェクト。市民警察官が市民の自宅を訪ねている
ところ。このような警察と市民との関係は10年以上
の月日をかけて構築してきた。

日本大使館を訪問してさまざまな話を聞いた。この中で、印象に残ってい
るのは、ODAは国際競争の時代に入っているということである。この競争は、欧米諸国だけでなく中国や韓国などのアジ
ア諸国を含めた競争である。このような状況で、日本のODAの質と量のさらなる充実の必要性を感じた。日本のODAは総
計では世界トップクラスではあるものの、一人あたりの金額ではまだまだ努力する余地がある。国民一人一人が、ODAの
必要性を理解することで、この点を改善することができるのではないかと思った。国民の理解を進めるためには、今回参加
した国際協力レポーターはとてもよい仕組みであると感じる。
わが国は、人口規模や経済規模が縮小しつつある。国際社会で生き残るために総計で競争をすると、経済大国であるアメ
リカや中国に後れをとることになる。一人当たりのODA負担額の高い国は、とてもイメージ・好感度の高い国であり、社
会的に成熟した国である。日本が次に目指すのはここではないのかと思った。

［おわりに］
外務省ウェブサイトにある開発協力大綱には、
「開発途上国を含む国際社会と協力して世界の様々な課題の解決に積極的
に取り組み、平和で安定し繁栄する国際社会の構築を実現するとともに、そうした取組を通じて、国際社会の様々な主体と
強固かつ建設的な関係を構築していくという真摯な取組の中にこそ、我が国が豊かで平和な社会を引き続き発展させていく
道がある」と記載されている。今回国際協力レポーターに参加することで、ここに示された言葉が現実感をもって理解する
ことができた。国際協力に関心がある方は、ぜひ次回の国際協力レポーターに応募して、現場を見て感じていただきたいと
思う。

［謝辞］
インドネシアにおける1週間の視察では、JICA中国の平田眞さん、青年海外協力隊OG（インドネシア派遣）の辰巳素子
さんに大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げます。
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ザンビア

国際協力から見たインドネシア
須磨

麻寿美（東京都

会社員）

●開発途上国に興味ない！？
開発途上国に対しあなたはどんな印象をもつだろうか。かわいそう、大変、貧しい、汚い、治安が悪い、危険。先進国か

インドネシア

つ世界トップクラスの平和な国、日本に暮らしているとそんなネガティブなイメージを持つ人は多いかもしれない。JICAの
日本・途上国

相互依存度調査（http://www.jica.go.jp/aboutoda/interdependence/jica_databook/10/index.html）によ

ると「日本人の実感として、途上国はまだまだ疎遠な存在であり、傾向としては、男性より女性、高齢層より20代の若者
の途上国への親近感、認識、関心等が総じて低い」とある。
インドネシアというと、観光地として人気のバリ島や日本発のご当地アイドルJKT48などが有名で、日本国内の認知度や
親近感は高い方だろう。また、首都ジャカルタの発展ぶりからは開発途上国のイメージは持ちにくい。
インドネシアのGDPは約8,703億ドル（2013年

世界第16位）、一人当たり3,510ドル（2013年）で日本の約1/5に

当たるが、世界規模からみるとほぼ中位に位置する。1954年に日本のODAがスタートしたが、近年はインドネシアの
GDPが上がり、協力のボリュームは減少傾向にあるそうだ。
視察内容からも生死の瀬戸際に関わる協力は少ない印象を受けた。生きる最低限のレベルから生活・環境の質向上の
フェーズに入っていた。

●インドネシアが抱える問題
現在のインドネシアは以下の問題を抱えているという。
・インフラ開発（ジャカルタの交通渋滞、空港・港湾設備の拡充、
電力供給、上下水道整備）
・地域間格差（東西の地域格差が拡大。貧困層による都市での軽犯
罪が多発）
・防災（ジャカルタの急激な地盤沈下によって発生する洪水、国全
体での地震、津波、火山噴火などの自然災害）
今回視察した日本の協力は先に挙げた問題を解消するプロジェク
トばかりだった。インフラ開発ではジャカルタの地下鉄建設、地域
間格差是正においては貧困削減地方インフラ開発、治安維持には日
本警察の技術協力、防災対策として排水ポンプの設置。

地域巡回する女性警察官。市民警察活動（POLMAS）全国
展開プロジェクト

日本の真面目さや丁寧さ、日本企業や警察の技術力が伺える案件
ばかりだった。
そして、小学校教育隊員、民間連携ボランティア（JICAと民間企
業が連携し社員を開発途上国へ派遣する制度）としてゴミ処理問題
に取組む環境教育隊員、女性活用・住民の生活改善を目的とするコ
ミュニティ開発隊員と、3名の青年海外協力隊員の活躍ぶりにも感
心した。
「日本人は世界で頑張っている！」これは紛れもない事実である。
では「日本という国」はどうか。

●本当にODAは必要か…
「日本の協力は真面目で丁寧、でもダイナミックさにかける」「世
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南スラウェシ州マカッサル地方の伝統的なお菓子。お茶は砂
糖たっぷりで甘い

ジャカルタ都市高速鉄道事業。ジャカルタ市内中心部を貫通する道路沿
いで、住民・企業数の一番多いエリアを通過するように地下鉄を建設中

界でODAの国際競争が始まっている」
「日本のGDPにおけるODAの割合は少ない」など、世界各国と比べると日本のODA
は今のままで良いのか…そんな疑問もわいてくる。だからと言って地下鉄建設のような分かりやすくダイナミックな案件特
化も違う気がする。地域の住民達が自ら計画し自分達で必要な小規模インフラ設備を建設するプロジェクトでは、農業用灌
漑用水を建設していた。灌漑用水整備後、米一毛作が米・トウモロコシ・緑豆の三毛作になり住民の収入が増えるといった
分かりやすい成果をだしている。また、日本警察は13年に渡る技術協力で市民警察活動（日本の交番機能の構築）を定着
させ治安維持に注力している。
どの事例をとっても彼らの生活の質を向上させていることに間違いはない。どの訪問先でも私達レポーターは大歓迎を受
けたが、日本が協力を止めたら彼らの態度はどう変わるのだろうか。どこまで何を協力し、その先に何が残るのか。日本に
しかできないことは何か。インドネシアとどのような関係を築きたいのか。日本にとって莫大な資金を要する協力は今後ま
すます難しくなってゆく。だからこそ両国にとっての最適化を図りベストな関係を築いてゆく必要があるのではないだろう
か。

●あなたの「めがね」は大丈夫？
これまで「途上国の貧しい暮らしは大変」
「劣悪な環境での生活はかわいそう」だと恥ずかしながら思っていた。しかし
その思いはインドネシア滞在で一変した。環境教育隊員の業務関連施設として見学したマカッサル市のゴミ最終処分場。そ
こではウェスト・ピッカー（Waste Picker：廃棄物の最終処分場などの処分施設で有価物を収集する個人事業者）の人々が
ゴミを集めていた。責任者によると処分場ができたメリットは「500人の雇用がうまれた」こと、つまりウェスト・ピッ
カー誕生を挙げた。そう、彼らは全くかわいそうではない、逆に言えば仕事ができてラッキーなのだ。ゴミの最終処分場近
くに暮らすのも気にならないようだった（そもそもインドネシアではゴミのポイ捨てが習慣化しており、環境の善し悪しを
気にしない様子）。自分の「色めがね」で世界を見ていたことを反省した。もちろん「めがね」はかけても良い、ただ、水
中眼鏡なのかサングラスなのか…用途は合っているのかが問われる。一方的な押しつけや支配を避けるためにも、その時々
に相応しい「めがね」をかける必要があると実感した。

●豊かな国、インドネシア
作業後、現場でそのまま眠るワーカー、1つのキャンディを噛みくだいて友人と分け合う小学生、仕事中に歌う空港内カ
フェのスタッフ、鑑識技術で指紋がはっきり出て満面の笑みをもらす若い警察官。一歩外に出れば木々に果実が豊かに実っ
ており、たくさんの子ども達が遊んでいる。国民の多くは毎日神に祈りを捧げ家族を大事にする。日本より低い生活水準に
ある国民がほとんどなのに、インドネシアの人々はたくましく楽しそうに暮らしている。その姿がとても人間らしく見え、
本当の意味での豊かさについて考えさせられた。この国らしさを残したまま発展・成長し、画一的な先進国の仲間入りを目
指さないでほしいと勝手ながら思っている。私達はインドネシアへの協力を通じ、別の何か大切なことを学んでいるのかも
しれない。
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ちりあくた流れ浮く河 協力の
投げたる網のひろがりを見る
手塚

大二郎（千葉県

団体職員）

インドネシア

【はじめに】
ODA（政府開発援助）といえば、中学校公民でも習う用語だ。しかし、実際にどのようなものか、何がなされているの
かをよく知っている人は、あまりいないと思う。かくいう私も、インドネシア派遣前まで「先進国が発展途上国へ、開発の
ために資金や人材の援助をしている」という程度の抽象的なイメージしかなかった。しかし今回の視察先で、日本の企業人
や警察官が現実に活躍する様を見て、いかにしてODAがなされているか、を学ぶことができた。
この報告では、今回視察した中でも、一般に名称が知られており、かつ私と同年代の方々が活躍されているということか
ら、特に興味深く感じている「青年海外協力隊」に焦点を当てたい。
私自身は、新卒で大学の国際交流センター担当職員として働きはじめ、早一年半が過ぎた。国際系の学部出身でもなけれ
ば、留学経験もない。それどころか、海外に出たことすらない。そんな「国際」の場にいながら、
「国際」への意識が低い
私の対極に位置する人たち、青年海外協力隊。彼ら・彼女らの生の活動現場を見たことは、自分の至らなさをかみしめると
ともに、今後自分がどうあるべきかを探っていく貴重な契機となったように思う。

【関口隊員のこと】
今回の視察で最初に訪れたサンプルンガン村の開発を目指しているの
が、関口絵美隊員である。私たちの訪問時点で、彼女の現地配属からは二
か月ほどしか経っていなかった。それだけの期間にも関わらず、村民から
いかにも信頼されている様に、まず驚かされた。村長をして自分の娘と言
わしめ、子供達から「エミ、エミ」と親しげに呼ばれている状況を見ると、
幸先の良い活動のスタートだと感じた。
とは言え、関口隊員の使命は「農村開発」という広範なもので、そう簡
単ではない。何か一つの問題を解決するのではなく、村の環境、雇用、福
祉、女性の権利問題などへの取り組みを包括的に行っていかなければなら

関口隊員（左）と村長（右）

ない。関口隊員は、私と同じく大学を出て間もない年齢であり、それぞれ
の問題に対して深い専門知識がある訳ではない。ということは、これから本格的に活動を始めていく過程では、方法を一か
ら模索し、迷いながら、時には失敗しながら少しずつ進めていく必要があるのだろう。そのような中では、今すでに築けて
いる村民との信頼関係こそ、何よりの力になると考えられる。共に模索し、一緒に迷い、失敗しても笑いあえるような関係
ができていれば、一歩ずつでも開発を前進させていくことができるだろう。
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【広瀬隊員のこと】
マカッサル市で環境教育に取り組んでいるのが、広瀬徹隊員だ。教育と言っ
ても、学校で教える教育というより、市民の環境に対する意識を高めてもらう
ための活動をしている。そして広瀬隊員が特に力を入れているのが、
「ゴミ銀行」
制度を普及させるための取り組みだ。小学校や公共施設などでゴミを集め、
「ゴ
ミ銀行」で回収してもらうことで、現金に還元される仕組みとなっている。家
計の助けになるとあって、主に主婦層が積極的に取り組んでいるとのことだ。
ただ、この取り組みをさらに普及させていくにあたって、課題も多くある。

海岸を埋め尽くすゴミ

例えば「ゴミ銀行」などの説明会を開こうとしても、基本的に時間に対する正
確性を重んじない国民性のため、集まりが悪いことが多い。また、取り組みの普及にはNGOや学校、環境局などの協力が
不可欠だが、彼らにしてみれば仕事が増えることになるので、あまり協力的ではないのだ。
「ゴミ銀行で現金が得られる」というように、シンプルに利益・得になることを提示することで、人々をひきつけるのも
確かに有効な手段ではある。ただ、そういう打算的な手段だけでは、金銭がからまない問題に直面した際に対処することが
できない。そのような場合を想定するならば、どうしておけばよいだろうか。困難を伴う努力が必要なのは言うまでもない
が、現地の人々との信頼関係を築く――別の言い方をすれば、友人のような関係になる――ことができるのであれば、面倒
なこと、直接的に利益にならないことであっても、協力を前進させていくことができるのではないだろうか。

【隊員たちの共通点…「援助」と「協力」
】
ODAすなわち政府開発「援助」の一環として、青年海外「協力」隊制度があ
る。だが、
「援助」と「協力」は似て非なるものだ。
「援助」とは、一方的に助
けることであるが、
「協力」とは互いに助け合うことだ。関口隊員や広瀬隊員
はもちろん、今回出会った隊員の方々はいずれも、役所や学校、NGO、民間
団体、そして市民と、よりよい信頼関係を築くことを第一義的なものとしてい
たように感じた。一方的にお金や物資、人材を与えるだけではなく、与えたも
のをどのように使っていくかまで踏み込んで、現地の人と一緒に考えていくこ
とも大切なのだということを、現場にいるからこそ知っているのであろう。私

言葉は通じなかったが、笑顔は通じた。

が見た彼ら・彼女らの活動は、まさしく現地の人々との「協力」から成り立っ
ているものであった。これが、私の今回の役割「国際『協力』レポーター」としての務めを通して得た、ひとつの答えである。

【おわりに…帰国後の心境変化】
帰国して一ヶ月が過ぎようとしている今、私は新幹線の中でこの文を書いている。仕事場と家の往復だけの毎日をやめ、
まずは日本国内の、国際協力活動の現場を見てまわろうと考えるようになったのだ。現場を知るということが、これまでこ
のような取り組みに無頓着であった私の重い腰をあげさせてくれた。JICAの各種イベントをはじめ、国際協力活動を知るこ
とができる取り組みは日本中で行われている。これまでODA、国際協力についてあまり考えたことがないという方々にも、
ぜひ一度、足を運んでいただきたい。
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ともに豊かな未来を創る
〜日本人として、地球人としての私たちの貢献〜
宮原

昌宏（福岡県

教員）

インドネシア

今回のプログラムは、未来の子供たちや世界のために「私たち日本人が貢献できること」「地球人としてすべきこと」を
考えさせていただく機会となった。
私たち日本人が持っている技術や経験、そして長い年月の中で育んだ国民性をもって、インドネシアの人々に寄り添い、
貢献できることがたくさんあることを実感した。
それと同時に、私たちが国際協力をすることは、私たち自身の未来にとってもとても重要なことだと思った。
視察の中で思った“国際協力”の3つの意味。
「世界のための援助」
「協力相手の豊かな社会を作るための支援」
「ともに汗をかくことで得ることができる日本人自身の成長」

地球人として “ 援助” する

ジャカルタの街に降り立ち、まず目に飛び込んできた光景は街中に溢れる自動車とバイク。赤道近くの青く輝くはずの空
は、排気ガスのため霞がかかっている。ジャカルタ警視庁への車両登録台数はここ7年間で自動車は100万台から200万台
へ、オートバイは200万台から700万台へ増加し、道路面積より車とバイクの占有面積が広いような状態は、人々の生活
に支障があるだけでなく、地球全体の環境悪化にも繋がっている。
走っている車の9割以上は日本のメーカー製。彼らの経済発展に寄与し利益を上げることで、私たち日本人は経済的に豊
かな生活を享受できていることを実感させられる。この状況に私たちが関わっているのであれば、その解決に責任を持つこ
とは日本人の使命だと思った。

日本の無償資金協力で作られたジャカルタ市内の
プルイット排水機場は雨季になるとフル稼働になる。
近くの集落は洪水によって無残な姿になっている。
現在ジャカルタでは地盤沈下が進行しており、約30
年の間に約4mも沈んでいる。支える支柱と、道路の
間には2年余りの歳月で10m以上差ができ、その沈
下のスピードの速さを物語っている。原因の一つと
2年間で沈んだ地面
洪水で流された家屋
して考えられるのは地下水の汲み上げ。かつて東京
も地下水の汲み上げで4m以上の地盤沈下を経験し
た。行政と市民が、生活用水や工業用水の汲み上げを必死になって抑えた結果、地盤沈下を止めることができた。排水機場近
辺は、雨季になると海水面より低くなり、毎年のように洪水が発生している。
大きな災害につながらないことを心から願う。
ジャカルタの急成長とともに大きくなる世界規模の課題に対し、私たちは地球人として出来る限りのことを行う責任があ
ると感じた。

文化や歴史を尊重し、寄り添いながら “ 支援” する

マカッサルから視察先の村までの道路脇にはスイカが山のように積まれた露店が並び、豊かな農作地であることを物語っ
ていた。
“貧困削減地方インフラ開発事業”とは、自分たちが欲しい貧困削減につながるインフラを考え、日本の資金と、技術的
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な支援を受けながら、自分たちの手で作り上げる。その事業の中のひとつとして作られた数百メートルの灌漑用水路がある。
完成後、稲作だけだった畑では、豆・とうもろこしの三毛作が行われ、収入が増加したそうだ。
農作物を育む豊潤な土地に囲まれた村で、自然の中の一部として溶け込むようにしてゆったりとしている彼らの生活は、
収入は少ないのかもしれないが、とても豊かに感じられた。現地の人々とはよく目が合う。最初はずかしそうにするが、や
がてあふれるような笑顔に変わるのは、心の豊かさから来るものかもしれない。資源が乏しい日本で、日々工夫を重ねて開
発を行ってきた私たちとの文化の違いを実感した。
「あるもので満足する」という豊かな精神をもつインドネシアの人々への
協力は、日本人の価値観を押し付けるのではなく、彼らのペースで、彼らが求める満足度に合わせた伴走が大切だと感じた。

ともに汗をかくことで “ 成長” する

現地の課題にともに向き合うことで、私たちにはたくさん学ぶことがある。日本の警察
と一緒に進められている市民警察活動では、女性警察官が地域の家を一軒一軒訪問し、心
からの笑顔でコミュニケーションを取っている。市民と警察の良好な関係は地域コミュニ
ティを強固なものにしている。日本の課題である地域コミュニティ再生のとてもいいお手
本になる。
青年海外協力隊員が輝き活躍するためには、現地のカウンターパートの役割はとても重
要である。マッチニ・バルー小学校の鈴木隊員は、当初は言葉の壁に苦しみ、現地の教員
との軋轢や児童との信頼関係作りの中でもがきながら必死になって過ごした。教育者とし
て国内屈指の女性校長アジャワティ氏の強力なリーダーシップのバックアップのもと1年
間努力を重ねた今では、教員や児童からの厚い信頼を勝ち取り、イキイキと輝きながら活
動をしている。
「日本に帰ったら、この経験を活かし自ら考える教員になりたい」と語る。
環境教育で派遣されている広瀬隊員のカウンターパートであるゴミ銀行のNGO代表の
サハルディン氏は、社会問題の解決をビジネスとして成功させている。
三井住友建設は、ジャカルタ初の地下鉄の工事現場では最先端の技術を使って工事を進
める一方で、未来に向けての取り組みとして金属を使わない鉄筋コンクリートの研究開発を
行っている。現地のニーズに応えることで、技術の進化が行われている。建設業も海外で
の売り上げ比率が高まっているそうで、仕事の内容は、国内にはない多国籍の従業員とのコ
ミュニケーションや、資材調達をグローバルに行う商社のような業務にまで広がっている。
これから社会にでる若者の多くは、今までなかった職種に就くと言われている。
熱い思いを持ち、一流のプロとして成果を上げている現地の人々と一緒になって社会の
ためになることを若い青年海外協力隊員や企業が経験することは、グローバル化と少子高
齢化という2つの課題をもつ日本の未来の大きな財産になる。

家族のように女性警察官を出迎え
る住民

参加型授業に手を上げる児童

校長にほめられ笑顔で応える鈴木
隊員

人口減少という大きな時代の転換期を迎えた私たち日本と、人口が急増し、宗教や民
族・文化が異なる多様性のなかで統一を図ろうとしているインドネシア。大きく異なる2つの国が一緒に課題を解決してい
くことでユニークな発想が生まれ、世界の未来に貢献できるかもしれないというワクワクした気持ちを持つことができた。

豊かな未来を創るということ

私たち人間が過去に“どんな社会を望むのか？”を考えたことによって世界中
の人々、地球や生物に影響を与えながら現在はある。
“自分たちが望む社会”に
よって未来は作られていくのだとしたら、私たち日本人は、
“どんな日本にした
いのか？”そして“どんな地球に生きていたいのか”を他国の人々と膝を交えて
対話をし、未来の子供たちのために本気で考え、描いていくことの大切さを今回
の行程の中で教えていただけた。
「国際協力とは、協力する側が一方的に何かをすることではない。
協力を受ける側の課題を“協力する側”と“協力を受ける側”の人が一緒になっ
別れの手をふる農村の子供たち
てその解決策を考え、ともに行動する」ことを学んだ。
世界の人々が力を合わせて、未来に向かって課題を解決していくことで本当の意味での豊かな未来は作られていくのだろう。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【青年海外協力隊】
コミュニティ開発隊員活動視察
概要─
県地域開発企画局の監督のもと、同局および村役場のスタッフと共に住民の経済的自立や村行政の
キャパシティ・ビルディング、エンパワーメントを目指した活動を支援する。また、教育・衛生・健
康など住民に対する啓発活動を行う。

インドネシア

1

2
		

		

井上

貫名

佳奈子	サンプルンガン村はゆったり時が流れているような穏やかな村で、到着すると関口隊員と村長のハッジャ・
ヌルヘダー氏があたたかく出迎えてくださった。関口隊員はこの村に派遣されてまだ2ケ月ほどということ
だが、道行く村民や子供から「エミ！」と親しげに声をかけられて、村長さんも彼女を娘のように思って
いるとおっしゃっていた。彼女はこの村の問題を発見し解決するために村民と積極的に会話し、村のごみ
問題や女性の収入向上に興味を持ったという。海辺を案内してもらうと、確かにごみが散乱しており、ご
みの中に混じっているガラス等で子供が怪我をすることもあるそうだ。海辺は小規模ながらリゾート地が
作られており、ここで彼女は村の女性と協力してお土産を販売し、女性の収入向上につなげたいと語って
いた。のどかな村が抱える問題に村民と同じ視線から取り組もうとする彼女の姿勢、そしてその穏やかな
笑顔が印象的だった。
貴洋	7月に着任したばかりの関口絵美隊員の奮闘ぶりがわかりやすく目に入ってきた。サンプルンガン村におい
て、①小学校教育、②海岸のゴミ問題、③女性向けのスモールビジネス展開の3つの課題に取り組んでいる。

		インドネシアでは「ポイ捨て」が日常的に行われている。過去であれば、梱包に有機物を利用していたか
ら問題もさほど大きくなかったであろうが、現在では自然に還らないビニールやプラスチック製が溢れて
いる。学校内ではそれらが燃やされたり、街中のいたるところにゴミが散乱していたり、海岸では打ち上
げられたゴミがそのままになっていたりする。こうした問題を地域住民とともに改善しようと関口隊員が
努めている。答えが必ず出るとは限らないテーマへの課題解決学習を通して、小学校で子供達と一緒に解
決策を考え、協力してゴミ削減に向けた企画・実行をしているとのことだった。
		また、村にあるもの（例えば貝殻など）を利用して女性がキーホルダーなどを作り、2011年に設立された
村内の観光施設内において委託販売をするというスモールビジネスモデルも構築しようとしている。

3

國司

まゆ	正直この分野で活躍できる力を持った隊員が日本の若い人でいるのだろうか、という思いで伺いました。
というのも今市役所に勤務している身として、また地域コミュニティに根を張っている身としてその難し
さを十分知っていたからです。でも行ってみてわかりました。村のどこに行っても「エミー」
「エミー」と
いう温かい声がかけられます。首都ジャカルタから飛行機で2時間半、さらに車で1時間半の田舎町、文化
的には東京から見ると沖縄県の田舎のような距離感です。赴任2か月、言葉もマカッサル語で、不安でいっ
ぱいだろうけれど、村長のハッジャ・ヌルヘダーさんの家にホームステイしながら笑顔で頑張っている彼
女を見ていると、きっと2年後この村にとってプラスになることを彼女はしてくれると思いました。その昔
この国に来た時私は「おしん」
「おしん」と声をかけられました。まじめで一生懸命で苦労を乗り越えて成
功した日本人としてのイメージを押し付けられているのを感じ、こそばゆい思いをしましたが、彼女はきっ
と新しい日本人のイメージをこの村で育ててくれるのだろうと、温かい思いで村を後にしました。

4

栗原

朋子	最初の視察先で少し緊張していた私たちを笑顔で迎えてくれた関口隊員。関係者の話を聞いた後、小学校、
海岸、レジャー施設を見学。歩いていると人々が隊員の名前を呼びあいさつする。着任して2ヶ月で、要請
内容の確認と吟味を行っている段階であるが、村人と良い関係が築かれていることがうかがえる。

		

		こちらの村ではごみ収集車がなく、空き地や海にポイ捨てされたごみが目立つ。子供たちとごみ問題につ
いて一緒に考える活動をしているということで、粘り強く環境教育を続けていってほしい。子供たちがご
みは健康に害を及ぼすということを理解し、解決策を考えて行動に移し、周囲の大人たちに影響を及ぼす
には相当な年月が必要である。

		

		また、女性のエンパワーメントの取り組みとして、レジャー施設で販売する土産開発のしくみ作りを計画
しているという。ニーズの調査、試作、販売という一連の流れを一緒に取り組むことで、女性たちは学び、
考え、今後も活躍できる場面が増えるだろう。

		

		外部の人間だから見えるもの、出来ることがあるという謙虚な姿勢で活動する隊員の人柄の良さもあり、
村の人とうまく活動していくであろう。
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5

佐藤

康仁	南スラウェシ州タカラール県のサンプルンガン村の主な産業は漁業と農業である。村内にはごみがいたる
ところに落ちており（特に海岸がひどい）
、収入源の確保など多くの課題を抱えている。青年海外協力隊・
コミュニティ開発隊員の関口絵美さんを訪問し、小学校、海岸、お土産販売の現場を視察して、インタ
ビューを実施した。村内を徒歩で移動すると、至る所から「エミ、エミ」と関口さんに声をかけ、あいさ
つする村民の声が聞こえてくる。関口さんは着任後2ヵ月とのことであるが、村民とインドネシア語でコ
ミュニケーションをとり、すでに信頼関係を築いていた。最初は苦労もされたようだが、これからどのよ
うにしてコミュニティ開発に協力していくかを考え、動き出しつつあるところであった。また、関口さん
より、前任者の保健師隊員の話を聞いたが、村民にはこの保健師隊員の記憶が大きく残っているそうである。
日本人による国際協力活動が、この地で期待され、感謝されていることが窺えた。

6

須磨

麻寿美	着任から2ヵ月で地域に馴染み、住民との関係が築けている様子が分かった。これからの活動内容として、
女性、特に貧困層やシングルマザーの収入向上と環境改善（ゴミ処理について）に力を入れていきたいと
のこと。2年後、自分が日本に帰ってからも地域の人々だけで「できる力」を身につけてほしいと語る。文
化の違いから、地域の人達とのミーティングなどを設定しても時間通りに来ない。例えば海岸のゴミ拾い。
子どもは来るが大人は来ないケースも当初はあったそう。そんな中でも出来ることからコツコツと取組む
姿勢に青年海外協力隊員の活動意義が見てとれた。途上国開発においては「継続」と「自立」が必要だと
考えている。活動姿勢を見せることで住民の意識変化が起こるのではないだろうか。

7

手塚

大二郎	のどかでひなびた村。ジャカルタからはるか遠く空・陸路を経てたどり着いたサンプルンガン村に降り立
ち、最初に抱いた印象がそれだ。一見したところ、都会の喧騒から離れ、ゆったりとした時間の流れる地、
といういかにもよいイメージで、このような場所を下手に先進国の論理で開発していいものだろうか、と
も思えた。

		

		しかし、それは表面的な捉え方に過ぎない。人懐こい笑顔で集まってくる小学生たちの後ろ、校庭の隅では、
ゴミが無造作に焼かれている。そのゴミは、空き地や海に無造作に捨てられる。また、その海で働く漁師
たちの収入は乏しく、困った妻たちが働こうとしても、女性が現金を得られるような仕事は、この地には
まず存在しない。

		

		このように、問題はひとつではなく、複数が複雑に絡み合っている。この村に派遣された青年海外協力隊
員の関口さんには、ゼネラリストとしての手腕が試されるだろう。

8
		

宮原

昌宏	村長はインドネシアでは数少ない女性首長。とてもおだやかだが、同行中に見せた住民一人ひとりと気さ
くに会話をしながら悠然と歩く姿から、村に対しての想いと村人からの信頼の厚さが伺えた。この首長の
家にホームステイし活動する若い関口隊員に、自分の娘のように愛情を持って接している姿が印象的だっ
た。

		同席した男性秘書のサムスル氏は言葉は少ないが、思慮深く聡明で、村に対しても人一倍の思いを持って
いることが伝わってきた。包容力があり、地域への想いの強いカウンターパートの方々と活動をともにす
ることは、隊員にとっては、とても素晴らしい経験になると思った。ゴミが散乱する道中、赴任して間も
ない隊員の「村の子供達への環境教育を通じて、この国の未来がよりよいものになることに貢献したいです」
と、笑顔で熱く語ってくれた姿はとてもステキだった。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【有償資金協力】
貧困削減地方インフラ開発事業（RISE）
概要─
（1）インフラ施設建設等（交通関連、上水・衛生関連、生産関連、市場関連、保健関連、教育関連）
（2）コンサルティング・サービス（政策策定・政策評価支援、各種調査、実施監理、設計、施工監理、
維持管理支援、モニタリング・評価、参加型開発能力強化等）

インドネシア

1

2

井上

貫名

佳奈子	インドネシアは近年経済成長を遂げており、政府が発表する貧困率は2012年約11.7%と落ち着いている
が、地域経済格差が激しいのが現状である。そこでこのプロジェクトはインフラ事業による地域開発と貧
困削減を目指してインドネシア州政府とJICAの協力のもと始まった。灌漑事業で作られた田んぼの水路を
見学させてもらったが、この事業により作業員である現地の人に収入がもたらされ、収穫が安定し、さら
には三毛作ができるようになったというのは驚きだった。もちろん事業そのものは小規模で限定的である
が、コミュニティ内で何が必要か話し合い事業を決定するといった地域に根ざした取り組みは、日本では
あまり見られないように思った。日本が支援しているプロジェクトではあるけれども、日本も学ぶべき側
面があると感じた事業の一つであった。
貴洋	このプロジェクト名を最初に聞いた時、ジャワ・バリ地域以外の9州34県237郡という広大な範囲で実施
されており、巨大かつ巨額のインフラ整備事業の視察だとイメージしていた。スラウェシ島最南に位置す
るジェネポント県で実施されている2つの案件を見て、そのイメージは一瞬で消え去った。

		

		本プロジェクトの基本は、住民が意見を出し合い、住民から提案された事業案を実現化するものであった。
少額規模の事業を実施し、目に見える形で各地の地域住民に直接的な裨益がある。

		

		灌漑用水路整備事業では、それまで1年に1回の稲作しかできなかった土地で、農業用水の安定的供給が図
られたことでイネ、トウモロコシ、緑豆の三毛作が可能になった。村落給水施設事業では、2km先の水源
まで子供達を水汲みに行かせていたが、そのような手伝いが不要になり、心置きなく学校に通わせられる
ようになった。どちらの集落でも、多くの住民から日本の支援に感謝していると聞いた。地域住民のボト
ムアップによる提案を実現するこのような案件は、今後も要請がある限り実施を続けていき、地域住民、
インドネシア国民の自立的な発展を支えていくべきであろう。

3
		

4

國司

まゆ	現地の方が作られた灌漑用水路の整備、村落給水設備の建設は、もちろん日本の基準からみるとまだまだ
改良の余地はありますが、村の青年が目をきらきらさせながら得意げに説明してくれたのが印象的でした。
技術を押し付けるのでなく現地の人を育てている事に深い感慨を覚えました。

		清潔な水を、生きていくのに必要な量確保できるということは、基本的なライフラインとしてとても大切
なこと。そこに住む人たちが日本から知恵と少しのお金を得ることにより、よりよい未来への必要なもの
を作り出す。そしてその経験値がまた新しい財産となる。とてもよい事例だと思いました。また現地コン
サルタントとして韓国の方が関わっておられ、長年のインドネシア暮らしで信頼を築きながら一緒にお仕
事している姿も印象的でした。
栗原

朋子	都市部では経済発展が目覚ましく貧困率が改善しているが、地方には依然として貧困率が高い州があり、
そのような地域において住民たちのニーズに基づき小規模なインフラ整備事業が行われている。県庁にて
関係者と顔合わせ及びあいさつの後、灌漑施設と村落給水設備の2か所を見学。

		

		政府関係者（中央～県レベル）
、コンサルタント、地域住民と関わる人間が多いものの、インフラ整備とい
う目に見える形でプロジェクトが完成するため効果がわかりやすい。不公平感が出ないよう各村で自主的
にプロジェクトを進め、自分たちで作り上げていく。プライドとオーナーシップが育まれ、完成したもの
に愛着がわき大事に使い続けるのではないだろうか。

		

		灌漑施設の整備は、農産物の収穫量を増やし収入向上につながる。給水設備の完成は、衛生環境を向上させ、
飲み水を汲みに行く仕事がなくなった子供たちに教育の機会を与える。

		

		効果が見えているものと、まだ見えていないものがあるそうだが、うまく行ったプロジェクトに関しては
他地域にも展開されている。自分たちのプロジェクトが他地域にも展開されていることを知れば、誇りに
思うだろう。
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5

佐藤

康仁	南スラウェシ州ジェネポント県には貧困度の高い地域がある。ここでは、有償資金協力の貧困削減地方イ
ンフラ開発事業（II）が実施されている。県庁訪問後、コンサルタントのキムさん（インドネシア在住歴40
年の韓国人）の案内で、灌漑施設と給水施設を視察し、インタビューを実施した。灌漑施設の対象地域では、
以前は米のみの一毛作であったが、施設の完成後は、米、トウモロコシ、豆の三毛作が可能になったと喜
びの声が聞けた。給水施設の対象地域においては、約700世帯に水を供給しており、これにより、子供や
女性が水汲み仕事から解放され、子供は学校に通えるようになったとの話を聞いた。水道の普及により貧
困を抜け出すきっかけを作りだしていることが感じられた。また、水道利用にあたっては、利用者が料金
を支払う仕組みになっており、これにより、水道の維持管理が可能になっているとのことである。給水施
設の提供だけでなく、水道の維持管理まで考慮されていることを聞き、安心できた。

6

須磨

麻寿美	地域住民が中心となり自分達が必要なインフラ設備を自分達の手で作る。土木作業がメインだが男性の意
見だけで成り立つのではなく、コミュニティに一人は女性、もしくは女性グループを入れ計画段階から女
性の声を反映させているそう。中には市場設営案件もあり、販売員として女性の雇用が確保できるケース
もある。農業用灌漑用水路を建設することで一毛作が三毛作になる、村落給水施設（ポンプで井戸水を汲
み上げ重力排水で家庭に給水）では子どもが水汲みしなくてよくなり学校に通えるなど協力の意義が伝わ
りやすかった。また、工期も短く住民の興味が薄れないうちに完成させている点も成果の出やすさに繋がっ
ていると感じた。

7

手塚

大二郎	
「貧困削減地方インフラ開発事業」と名の付く通り、このプロジェクトで目指しているのは、
「豊かさを増
やすこと」というより「貧しさを減らすこと」にあると思う。貧困を削減する、ということはつまり、生
きるために最も重要なものを確実に確保すること、とも言え、今回の視察先では、それはすなわち「水」
であった。その「水」に関わる灌漑施設と給水設備を視察した。

		
		
8
		

		灌漑施設の整備によりもたらされた水によって、米の一毛作から米・とうもろこし・豆の三毛作が可能と
なった。給水設備の整備により、煮沸すれば飲める程度の上水を供給できるようになった。
		そして、なにも水は飲食だけに関わる訳ではない。水道は、遠くの井戸までの水汲み作業の負担を大幅に
減らした。水汲みを担っていた子ども達には、教育を受ける時間がうまれた。水で体を洗うことで、衛生
面が改善された。まさに、このプロジェクトによって生み出された「水」が、貧困を削減してくれている
のである。
宮原

昌宏	支援される側の現地の人々が、自分たちの課題を探し、その解決策を支援する側の日本人と共に考え、自
分たちの手で行動する仕組みがとても素晴らしいと思った。事業の一つである視察先では、簡易な灌漑用
の水路を引くことで、米栽培だけだった農作地が豆ととうもろこしの三毛作が可能になり収入も増え、彼
らにとっては大きな成果を得ることができている。インドネシアの自然の豊かさを実感したと同時に、そ
の自然の豊かさが、必ず目を合わせて笑顔を見せてくれる彼らの寛容性の源だと感じた。

		現地の人々が主体性をもって、彼らのペースで発展していくことを尊重し、経済発展の裏側で失うものも
あることを学んだ私たちが一緒になって歩んでいくことで、インドネシアだけでなく世界の未来を描いて
いけるように思えた。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【青年海外協力隊】
小学校教育隊員活動視察
概要─
環境教育に積極的に取り組んでいる小学校に派遣され、校長や環境教育に熱心な教諭と協力して、日
本の授業法の紹介や現地教授法の改善案の提案、教師勉強会の活性化に協力する。

インドネシア

1

2

井上

貫名

佳奈子	マッチニ・バルー小学校は日本の都会の小学校と比較するとこぢんまりとした、緑があって素敵な雰囲気
の小学校だった。5年生の授業を見学させてもらうと、鈴木隊員はもちろん現地語で授業しているので詳し
い内容は分からないのだが、はきはきした口調で児童の注意を引き付け、児童を指名して答えを発表させ
るなど参加型の活気あふれた授業を作り出していて、それは日本の小学校を彷彿とさせて懐かしく感じた。
ただそんな授業づくりの裏には彼女の並々ならぬ苦労と努力があったことを聞かせていただいた。現地の
教員とぶつかりながらも協力して子供に授業中のルールを守らせたり、難しすぎる教材を改善し分かりや
すく変えたりしたそうだ。言葉や文化がまるで違う場所で、一人奮闘して一つの小学校を「改革」しつつ
ある彼女の姿に胸を打たれた。
貴洋	インドネシアの小学校教育は、日本と異なる特徴が2点ある。①留年システム、②卒業時に課せられる全国
学力テストである。義務教育でありながら留年が存在する教育システムは日本人には理解しがたいだろう。
卒業時学力テストにより中学進学の序列化も図られるため、詰め込み式教育も致し方がない。
「日本型教育
方法」がインドネシアの教育現場でどの程度まで受容されているか興味深かった。

		

		鈴木結依隊員が派遣されているマッチニ・バルー小学校の校長先生に話を伺った。現状では、低学年で学
んだ知識が高学年まで定着していない。インドネシア人教員が知識を教え込み、鈴木隊員が日本型の教授
法でその知識を深めるというスタイルにより、子供達の能力向上がテスト結果にも効果的に現れている。
環境教育も熱心に導入しており、環境教育の全国コンテストで1位を獲得し、その後も継続して実践してい
る。

		

		熱意のあるマッチニ・バルー小学校の校長先生のリーダーシップは、子供達の学力向上にプラスの効果が
現れるだろう。鈴木隊員の生き生きとした授業も見学し、インドネシアの未来の明るさを感じた。

3

國司

まゆ	こちらの小学校は都会の学校。PTAの方々が揃いの緑の色鮮やかな民族衣装で出迎えて下さり、お菓子や食
べ物を沢山手作りして待っていて下さいました。3児の母として長年PTAに関わっている身としては「お疲
れ様ですっ」という感じ。もっともこちらのメンバーは私たちを出迎えた後、お互いの民族衣装姿をスマ
ホ（スマホの普及率は日本以上！）で撮り合ったり、私たちが出していただいたおやつを食べている姿を
写真に撮ったり、楽しんでいる雰囲気がほほえましかったです。授業は教科書が全く見当たらずノートし
か児童のかばんに入っておらず、最初この国には教科書がないのかと思いました。でも鈴木隊員より、教
科書は間違いが多く、難しすぎて当該学年に適さないため、使用されていないという説明を受け、日本の
現状との違いを知らされました。日本の、無償でもらいながら1年限りで使い捨てにされる、カラーの教科
書の現実と比べ考えさせられることが多かったです。そうした状況にも負けず現地語を流暢に操りながら
工夫した手作りの教材を使って笑顔で授業する鈴木隊員はとても魅力的でした。

4

栗原

朋子	民族衣装を着た保護者が入り口で出迎えてくれあいさつを交わしたのち、5年生の算数の授業を見学。着任
して約1年の鈴木隊員がインドネシア語で授業を行い、時々カウンターパートの先生が助けに入る。算数な
ので正解は1つしかないが、考えさせる授業を心がけているそうだ。子供たちが興味を持つよう学習教材も
工夫されている。数字カードを使いテンポ良く足し算や掛け算の練習をしたり、お菓子の空き箱を使って
立方体・直方体の分類と特徴について学んだりしていた。
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		インドネシアは多民族国家であるが、こちらの学校では民族文化を大切にしており、他の民族の文化、言語、
歴史を学ぶ機会がある。多文化共生の意識が子供の頃から身に付くだろう。
		日本の教育の良い点を現地に合ったやり方と組み合わせ、ベストな授業法を導きだそうとしている隊員と
先生たち。しかし着任して3ヶ月は本当につらい時期だったようで、とにかくコミュニケーションを取り、
2年後のプラスのイメージを持って乗り切ったそうだ。このような経験をした隊員が帰国後日本の人々に体
験を共有する日が待ち遠しい。
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5

佐藤

康仁	南スラウェシ州マカッサル市にて、青年海外協力隊・小学校教育隊員の鈴木結依さんが勤務するマッチニ・
バルー小学校を訪問。マッチニ・バルー小学校はマカッサル市内にある都市部の小学校。子供達からは、
日本語、インドネシア語、マカッサル語でのドラえもんの歌で歓迎される。保護者からは民族衣装を着て
歓迎される。このような大きな歓迎から、鈴木さんの学校内での期待、存在感が窺われた。鈴木さんが担
当する授業を見学したあと、インタビューを実施した。インドネシアの小学校では、1コマの授業時間が長
い（105分）、教科書を持っていない子供もいる、教材の質や量が十分でない、教員がやる気に欠けるなど
の様々な課題がある。赴任当時は、物を投げつけられたり、他の教員からの理解がなかったりなどといっ
た困難があったが、現在では、学校内で様々な提案を行い実行しており、鈴木さんをまねる教員も出てき
ているとのことである。鈴木さんには任期があるが、校長先生は「どうにかして留めたい」と言っていた
ことが印象的であった。

6

須磨

麻寿美	教育環境やシステム、制度の違いの中でも「子どもたちにベストの授業」を、と奮闘する鈴木隊員の姿が
印象的だった。鈴木隊員と現地教諭で双方の良い点を学び教え合うなど、よい影響を与えている様子が伝
わってきた。また、授業見学を通じ子ども達の人懐っこさや明るさと共にインドネシアの一般的な教育現
場を垣間みることができた。隊員の活躍とは別に、国の教育姿勢について考えさせられた。難易度の高い
教科書、1コマ105分と小学生には長い授業時間など、極一部のエリート層向けに教育基準が設けられてい
る印象を受けたからだ。実際の所、児童の多くはその基準には達していない。教育の質を上げるだけでなく、
教育の平均化やボトムアップも必要なようだった。

7

手塚

大二郎	私たちがマッチニ・バルー小学校を訪問した際、まず最初に、小学生達による歌の歓迎があった。笑顔で
元気よく歌う姿を見ると、なるほど子供というものは、日本でもインドネシアでも本質は変わらないものだ、
と感じた。本質が変わらないとしても、これから子供達を形成していく重要な要素である教育について考
えると、日本とインドネシアの間には大きな隔たりがある。日本の教育の良い部分を現地で取り入れよう
と力を尽くしているのが、ここに青年海外協力隊員として派遣されている鈴木さんだ。

		

		小学校教育を変えると一口に言っても、問題は尽きない。教科書は誤植だらけの上、むやみに難解な問題
や表現が使われており、とても小学生に理解できるものではない。そのような中で鈴木さんは、日本の教
科書や自作の教材を用いて工夫をしてきた。当初は学級崩壊状態だったクラスも、子供達とのコミュニケー
ションを通して解決してきた。一方で、現地の先生達と積極的に関わりながら、教育改善への熱意を伝え
ていった。最初は意欲が低かった他の先生達も、徐々に鈴木さんの提案を受け入れ、協力してくれるよう
になったそうだ。

		

		日本でさえ骨の折れる小学校教師という仕事。その日本よりはるかに厳しい現場で、しかも母国語の通じ
ない中での活動。頭の下がる思いとともに、青年海外協力隊の活動の難しさをあらためて痛感した。

8

		

宮原

昌宏	インドネシアを訪れて印象的なのは“屈託のないすてきな笑顔の子供が街中にあふれている”こと。鈴木
隊員の授業を見学させてもらったが、現地の教員とタッグを組んで進められている授業は、子供たちとの
双方向のコミュニケーションを意識し、子供たちに興味を持たせ集中力をきらさないような工夫が随所に
見られた素晴らしい内容だった。隊員に聞いた話によると、この状態になるまでの道のりは決して平坦な
ものではなく、
“言葉の壁による子供たちとの距離”
“他の教員との意識の格差”
“教育行政のルールの違い”
“一方通行的な教授方法や教科書”など、様々な障壁があったとのこと。

		そんな中、インドネシアでは教育者として国内屈指の女性校長のもと、歯を食いしばって努力してきたこ
とが鈴木隊員の晴れやかな笑顔、周囲の教員や子供たちとの関係性などから、大きな成果につながってい
ることが伺えた。「自分自身で子供たちのために、
“こうしたい”という思いを持つこと、思いを持てば必
ず乗り越えるべき壁が見えること、そしてその壁を乗り越えた時に大きな喜びを得ることができることを
学んだ。もし日本に帰って教鞭をとる時がきたら、このことを活かしたい」と最後に語ってくれた。
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■ 視察先別報告

インドネシア

【青年海外協力隊】
環境教育隊員活動視察
概要─
南スラウェシ州の州都であるマカッサル市において、配属先の取り組むエコフレンドリーオフィス、
地域のごみ分別や再利用促進活動、学校での環境教育に関する活動を行う。

インドネシア

1

井上

佳奈子	ごみ銀行というシステムはおそらく日本人のほとんどが知らないだろう。私も今回の視察で初めて知り、
そのシステムの斬新さに驚いた。ごみ銀行にごみを持っていけばお金に換えてもらえるのだが、その場で
現金をもらうのではなく、通帳に金額が記帳されていき、一定期間が過ぎれば引き出せる。さらにごみ銀
行からお金を借りて、ごみで返済するというシステムまであるというから驚きだ。ごみ銀行についてプレ
ゼンテーションしてくださったNGOのサハルディン氏は、ごみ銀行の効果を社会性、環境保護、経済効果
であると述べた。後者2つは理解しやすいが、社会性というのは、ごみ銀行に近所の人々が集まることで生
まれるコミュニケーションや会話のことである。ごみ問題が深刻なインドネシアで、ごみ銀行をもっと広
めたいと生き生きと語るサハルディン氏の姿が印象に残っている。

2

貫名

貴洋	JICAと民間企業が連携して企業の社員を青年海外協力隊員として開発途上国に派遣する「民間連携ボラン
ティア」という制度があることに驚いた。BOPビジネス（低所得層を対象とする国際的な事業活動）の展
開支援を進める企業にとってPR効果が高い制度であろう。青年海外協力隊参加後の再就職などの不安から
海外ボランティアに進んで参加できないという若者も多く、この制度が周知されれば、就職時における企
業選びの1つの要素として追加することも可能だろう。この制度を利用している所属企業の第1号隊員とし
て派遣された広瀬徹隊員は、マカッサル市におけるゴミ分別・再利用促進などに、市政府やNGOと協議し
ながら取り組まれている。わずか1年の活動であり、期間の短さを感じているとのことだった。このような
制度を多くの企業が活用して、優れた人材を多く開発途上国のために派遣して欲しいと強く願う。

3

國司

まゆ	広瀬隊員は環境教育の活動を行っています。一般企業勤務5年目ながら、1年間隊員として派遣され頑張っ
ておられる方でした。牛が野放しでゴミを食む最終処分場やゴミ銀行などの視察を行いました。まだまだ
人口増加中で産業が興隆しているインドネシアでは公害問題、環境汚染、ゴミの処理が懸案事項で、日本
の知恵や技術が応援できる分野との印象をもちました。首都のあるジャワ島には、ゴミのリサイクル加工
工場（ペットボトルを洗浄・溶かして繊維に変えて製品化する）が多数ありますが、他の島々には工場が
少ないため、ゴミの分別数が格段に少ないという広瀬隊員のお話が印象的でした。他の島々では、加工で
きるゴミの種類が首都のあるジャワ島ほど多くないそうです。

		
4

		ゴミ問題は人間が生きていくと永久に発生する課題。まだまだ解決途上の問題ですので、両国の知力を合
わせてよりよい道が模索され構築されていくとよいな、と思いました。
栗原

朋子	地域社会での環境活動を支援する広瀬隊員は、民間連携ボランティア制度で派遣されている。これは一般
企業に在籍しながらの青年海外協力隊活動で、企業のBOPビジネス支援として、またグローバル化対応の
ためにも、今後この制度を利用した派遣が増えると良いと思う。

		

		最終処分場に持ち込まれるごみを減らすために何ができるかアイデアを出し、人や組織をつなぐ役割を担
う隊員。こちらの市に焼却施設はないため、ごみは最終的には埋め立てられる。ごみが分別され、コンポ
ストの利用や資源ごみの回収・再利用が進めば、最終処分されるごみは減る。一例としてNGOが進めるご
み銀行では、学校や地域から出る資源ごみを回収し、買い取り金額を通帳に記帳する。3ヶ月毎に現金が引
き出せたり、企業スポンサーと提携している場合は歯磨き粉や洗剤などに交換できたりする。家計の助け
になるのでうまく機能しているようだ。ごみ銀行でまとまった量を集めた後、業者が買い取る。なお、買
い取り価格はジャワ島から離れるほど下がるそうで、地理的な難しさはある。

		

		今後もごみは増えると思われるので、学校などで行われているごみの分別活動や環境教育プログラムは継
続されるべきだ。
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5

佐藤

康仁	南スラウェシ州マカッサル市。青年海外協力隊・環境教育隊員の広瀬徹さんを訪問し、ごみの最終処分場、
ごみ銀行、マカッサル市環境局を視察し、インタビューを行った。広瀬さんは民間連携ボランティアとし
て派遣されている。所属する会社では研修という扱いになっており、JICAでは青年海外協力隊として活動
している。このような仕組みは、本人だけでなく、日本の会社、JICA、被援助国のいずれにもメリットが
考えられ、なかなかよい仕組みであると感じた。インドネシアはごみ処理の仕組みが発展途上にある。街
中はごみであふれかえっており、ごみ最終処分場では、生ごみ、プラスティックごみ、その他のごみが混
在している状態で、そのまま埋め立てられている。広瀬さんは精力的にマカッサル市におけるごみ問題に
取り組んでいた。広瀬さんは「まだまだやることがたくさんあり、日本の会社に滞在の延長を希望したが、
認められなかった」と残念そうに話していたのが印象的であった。

6

須磨

麻寿美	
「民間連携ボランティア制度」で派遣されている広瀬隊員。彼の希望はゴミポストを小学校に設置すること
である。小学校にゴミポストを設置することで、子どもに分別習慣が身に付き、家庭でゴミ分別を実践す
るようになる。それに影響された親がゴミの分別をするようになり、ひいては地域住民にまで広まるので
はないかと期待しているという。任務遂行にはNGO、学校、環境局の協力が不可欠であるが、関係者を納
得させるのは容易ではないだろう。彼らにとってのメリットが少ないからだ。リサイクル可能なゴミを買
い取る「ゴミ銀行」の認知度が高まり運用が定着するまでに時間はかかるだろうが、取組みを継続してほ
しいと切に願う。

7

手塚

大二郎	マスクをしていても、不快さが鼻にこびりつくような臭気に満ちた場所。どこからともなく現れる牛たちが、
ゴミの山に登り、その山を食んでいる。ガラス片が散らばる傍で、半袖の子供達が平然と立っている。私
が訪れた時の、マカッサルに唯一あるゴミの最終処分場の光景だ。

		
		
8

		

		最終処分場まで運ばれたゴミはまだしも、路傍や川にも平然と生ゴミや危険ゴミが積まれている。それが、
危険な病気やケガの原因だということを知らず、驚くほど無関心な人が多いのだ。
		だから、環境教育、つまり人々のゴミへの理解と関心を高めてもらうことが重要なのだ。青年海外協力隊
員としてこの地で活動する広瀬さんはじめ、多くの心ある方々が取り組むこの環境教育に今後も注視して
いきたい。
宮原

昌宏	訪れたNPOとNGOは現地の人々が運営するゴミ銀行の法人。2つの法人に関わるスタッフは、ゴミ問題を
解決することで豊かな社会にしたいという熱い思いを持ったとてもすてきな方々だった。NGO代表のサハ
ルディンさんのプレゼンテーションはとても分かりやすく、ユーモアを交えながら、そして感情が揺さぶ
られるとても素晴らしいものだった。活動内容は地に足がついており、多くの住民が関わっていて、コミュ
ニティの力を使って地域を良くしていく活動は、コミュニティの再生が課題となっている日本にもとても
参考になるものだった。

		マカッサルは私が住む北九州市と、長年にわたって環境問題解決にむけての関係を深めてきた。環境未来
都市を標榜する北九州市は、かつて公害などによる環境問題が深刻だった。行政と市民の努力によってと
ても良い環境を取り戻し、日常の中に当たり前にあるものになっている。そのありがたさを改めて感じる
ことができた。これからも北九州とマカッサルの人々とのご縁を繋いでいきたい。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【有償資金協力】
ジャカルタ都市高速鉄道事業
概要─
（1）都市高速鉄道システム（MRT）建設
（2）コンサルティング・サービス（基本設計、入札補助、施工監理、運営・開業支援等）

インドネシア

1

2

井上

貫名

佳奈子	インドネシア、特にジャカルタのような都市部を象徴する問題のひとつに交通渋滞がある。実際、視察期
間にも道路が車とバイクで一面埋め尽くされている状況を目にしたし、ジャカルタの空は車の排気ガスで
ぼんやりかすんで見えた。それを解消すべく円借款による都市高速鉄道事業が始まり、現在工事は計画通
り45％終了しているとのことだった。実際に工事現場を見学させていただき、日本人技術者と現地スタッ
フが協力して工事に取り組んでいることを知ると、日本の高い技術力がインドネシアの深刻な問題への解
決に貢献していることを実感できた。三井住友建設の従業員は、現地スタッフとのコミュニケーションを
大切にしており、英語だけでなく現地語も使うようにしているという。現地スタッフの方が視察を終えた
私たちに冷たいおしぼりをくださったことから、おもてなしの心が感じられ、嬉しく思った。
貴洋	近年のジャカルタ市内の交通渋滞は甚だしく、市内で登録されている車・バイクの表面積が道路の表面積
を上回っているとの情報もある。市内南北をわずか15.7km走るMRTでどれだけの代替化が可能だろうか。
現工程では、日本大使館前からブロックM（ジャカルタにおけるビジネス、ショッピングの中心地）を経由
し市南部に向かうルートでしかない。2400万人を超えるジャカルタ市民のうち、この沿線上にどれだけの
人が居住し仕事場があるというのだろうか。

		

		運賃設定もジャカルタ市民のためになっているとは言い難い。当初は38000ルピア（約380円）に設定さ
れていたが、ジャカルタ特別州政府からの補助金で15000ルピア（約150円）に引き下げられた。ジャカ
ルタ市民の感覚ではこれでもまだ高い。2012年、当時州知事であったジョコ・ウィドド現大統領も「8－
9000ルピア（8－90円）程度が理想」と述べている。

		

		視察時に第1期工程の45%程度が完了しており、来年度中には開業の見込みである。予定よりも少し早い
ペースで進捗し、施工企業の技術者の仕事ぶりには頭が下がる。MRT開業後も、本事業の採算性も含めて
注視すべき案件である。

3

國司

まゆ	三井住友建設とインドネシアのゼネコンが力を合わせて渋滞緩和のために建設している地下鉄の工事現場
に行きました。日本大使館の目の前にあり、さしずめ銀座の1丁目のような現場は日本人、インドネシア人
はもとより、タイのコンサルタントの方や現場でサポートしていらしたフィリピンの女性など本当に「多
国籍」というにふさわしい共同体でした。両国の国旗と両国のゼネコン社旗と安全旗を掲げて皆の知恵と
力を合わせて、巨大な現場ではありながら現場事務所は整理整頓に努められ、作業環境を良くするために、
売店やお祈り部屋を作ったりと改善・工夫があちこちに見られました。完成が待ち遠しいです。

4

栗原

朋子	4輪車両が急激に増加し人口流入も続く首都ジャカルタでは、交通渋滞がひどく、どこへ行くにも移動時間
が読めないという状況。渋滞緩和および排気ガス削減への第一歩となる都市鉄道の地下鉄部分の工事現場
を見学。東京でいう八重洲や銀座といった場所なので世間の注目度も高く、周りのビルから誰かに見られ
ているようで少し落ち着かない。日本と同じレベルの安全対策、品質管理を行う努力がされているようで、
思ったより5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）ができていた。

		

		仕事は基本的に英語で行うが、インドネシア語も織り交ぜるという。作業者にもわかる言葉を使うことで
良い関係を築く努力がされている。この業界は日本では人材不足で、こういったプロジェクトを通して優
秀な現地スタッフの育成と確保にも取り組まれているそうだ。海外プロジェクト経験の豊富なタイ人のス
タッフもいた。優秀な人材は国を問わず活躍するのだろう。

		

		2016年1月からはシールド機によるトンネル部分の掘削を開始するという。地下鉄工事の分野では、まだ
まだ日本の高い技術が必要とされる機会はありそうだ。相手国のニーズをつかみ今後も国際協力の提案が
できると良い。
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5

佐藤

康仁	有償資金協力であるジャカルタ都市高速鉄道事業を視察。ジャカルタ市内の移動手段は自動車に依存して
いるため、市内は交通渋滞が頻発している。さらに近年の人口の増加や、自動車保有台数の増加により、
交通渋滞はさらにひどくなりつつある（地下鉄では30分で移動できる距離が、車で1時間、ひどい時は4時
間位かかる）。このような状況において日本からの有償資金協力で地下鉄の建設が進んでいる。ブンデラ
ン・ハイ駅の建設現場では、日本の土木・建設技術を持ち込み、インドネシアの労働力を使って地下鉄の
駅を建設していた。インドネシアの街は至る所にごみが落ちているが、建設現場は非常によく管理されて
おり、ごみはほとんど見かけなかった。土木・建設技術だけでなく、その運用や、現場の管理まで、日本
基準が持ち込まれているのが感じられた。三井住友建設株式会社の諸田副所長のお話から、ジャカルタ市
民の地下鉄への大きな期待と、納期までに完成させるという日本側の責任感が感じられた。

6

須磨

麻寿美	ジャカルタ市内の交通渋滞緩和を目的に建設されている本事業。現在の計画で渋滞緩和できるか何とも言
いがたい。市内中心部を貫通する道路沿いで、住民・企業数の一番多いエリアを通過するように建設され
てはいる。しかし施行区間外からの通勤・流入車両が多いと渋滞緩和は難しい気がする。コンサルタント
によるとバンコクでは、地下鉄開設当初は利用者が少なく黒字化に10年程の歳月がかかった。しかし今で
は満員の状態も多く、市民の足となっているそう。地下鉄が定着するためには、価格設定、路線拡大、市
民意識の変化など含め時間が必要になるだろう。それでも問題解決に向け新たな1歩を踏み出したことの意
味は大きいのではないだろうか。

7

手塚

大二郎	ジャカルタに初めて来た人の多くは、その道路の渋滞ぶりに驚くだろう。車線などお構いなしで、車とバ
イクがすし詰め状態で走っている。日中、特に混雑の激しい時間帯では、車両の平均速度が時速10kmほど
になってしまうこともあるそうだ。これでは人が走るのと大差がない。しかし、それでもジャカルタの人
口増加はとどまるところを知らず、それに伴い車やバイクも年々増え続けているのである。

		

		そのような中で、このジャカルタ都市高速鉄道事業がどう生きてくるか。2018年に完成を迎える予定の鉄
道だが、これが一つできたからといって、即座に渋滞問題が解決する訳ではもちろんない。しかし、この
事業の成功は実績となり、第二、第三の鉄道計画や、それ以外の事業、日本のODAへとつながっていくは
ずだ。

		

		ジャカルタ滞在中、ついに曇りのない空を見ることはできなかった。排気ガスによる大気汚染のためである。
この高速鉄道事業が、将来の晴れた空への重要な一歩であることを願う。

8

宮原

昌宏	ジャカルタの街に降り立ってまず目に映った光景は“渋滞”
。噂には聞いていたが2000万人以上が暮らす
広大な街の全てが自動車とバイクでうめつくされているようだった。走っている乗用車の多くは日本製で、
私たちの生活が彼らの消費の上に成り立っているということを考えると、日本が彼らのためにできること
を考える責任を痛感した。

		

		また、排気ガスで霞がかかったような本来青いはずの空を見上げると、大気汚染は、決して彼らだけの問
題ではなく、世界全体の問題で、日本人であると同時に地球人として自分たちができることをしなければ
ならないと思った。

		

		東京の地下鉄総距離は300km、863万人/日が利用している。インドネシア初の地下鉄は2018年に完成予
定だが、市民の足になり渋滞が少なくなるには、長い年月がかかるかもしれない。しかしいつの日か、こ
の事業が市民から心から喜んでもらえる日が来ることを願いたい。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【技術協力プロジェクト】
市民警察活動（POLMAS)全国展開プロジェクト
概要─
インドネシア国家警察によるPOLMAS（インドネシア版コミュニティ警察活動）政策の推進を、①
POLMAS活動の全国制度化、②教育訓練を通じた人材育成、③現場活動（鑑識や交番活動を含む）に
かかる先行モデルであるブカシ警察署の機能強化を通じてのPOLMAS好事例の提示（国家警察本部へ
のフィードバック）
、という3側面から支援する。

インドネシア

1

2

		

井上

貫名

佳奈子	日本がインドネシアの警察活動に支援を行い、警察署の仕組みや運用を改善しているというのは驚きであ
るし、日本ではあまり知られていないことであると思う。JICAの国際協力が分かりやすい箱もの支援や科
学技術の提供だけでなく、幅広い分野に及んでいるということがうかがえる。女性交番を訪れ、その取り
組みを聞かせていただくと、町をパトロールして安全を守り、市民とコミュニケーションをとって犯罪を
抑止する、ということだった。実際に女性警察官の見回りに同行させてもらうと、警察官はある家の男性
を訪れ、ずいぶん長い間親身に話をして、何か困ったことはないか確認していた。予想以上に親切だった
ので、パフォーマンスではないのかと正直思ったが、同行した佐々木警視は「いつもこんな感じですよ」
と教えてくださったので驚いた。日本にはなかなかない、あるいは失われてしまった市民と警察のコミュ
ニケーションの形がここにあると感じた。
貴洋	2002年にインドネシア国家警察の要請を受け開始した市民警察活動促進プロジェクト(POLMAS)は、5年
ごとにプログラムが更新され現在フェーズ3に入っている。西ジャワ州ブカシ県とブカシ市を管轄するブカ
シ警察署をモデル警察署として、通信指令と犯罪鑑識を実施している。また、女性交番(Polsubsektor)の導
入が進められるなど、市民に受け入れられやすい警察組織づくりが進められている。視察先の女性交番では、
ムジ署長と実際のパトロール（模擬ではなく実演）に同行したが、集落の住民からも気さくに声をかけら
れるなど、警察官にありがちな偉そうな態度というものも一切なかった。また、住民カード記入を依頼す
る際にも、「字を書くのが苦手であれば代行します」と優しく対応するなど、
「市民のための警察」として
誠実な姿勢をもって信頼を得ていくという強い意志の表れを感じた。

		このような成果は一朝一夕で現れるものではなく、13年間にわたる努力の賜物である。警察庁および全国
警察本部からJICAを通して派遣されている日本の警察官や専門家の皆様に対し、これまでの不断の努力に
敬意を表したい。

3

國司

まゆ	丁度渡航の数週間前に、タイ王国でも日本の交番制度が技術移転されているという記事を新聞で目にしま
した。そこで初めて個人的にそうした隠れた輸出品が日本にあることを知りました。同様の活動を今回視
察して、警察業務が15年前まで国軍の任務であったインドネシアで警察官になるということ、市民を守る
ということがこれからこの国で生きていく若者個々人のプライドになってくれるとよいな、と思いました。
また現地で日本の警察庁から派遣されている岩手出身の佐々木氏がお父さんのように温かい目でこの若い
独立70年の国を彼らしく育てていこうという思いが言動のあちこちに垣間見えて嬉しく思いました。バス
移動の時にあちこちで、交番の前のかわいい警察官のイラスト看板を見ることができました。ますます広
がることを望みます。

4

栗原

朋子	インドネシアの警察部門はもともと軍隊の一部で、市民へサービスするという概念はなかった。市民に寄
り添ったサービスを提供できるようブカシ警察署を拠点とした「市民警察活動全国展開プロジェクト」が
始まり、JICAは10年以上に渡り活動を支援している。日本のノウハウや技術を伝承し、この地区の活動を
全国展開しようとしている。

		

		活動概要の説明を受けたあと、鑑識方法の見学と交番訪問。仕組み作り、人材育成であるので、効果が見
えるまでには何年もかかる。

		

		交番を訪れたのち、実際のパトロールに同行。女性警察官2人の後ろをついて近隣の住民宅へ。暑い国なの
でテラス部分にテーブルとソファが置いてあり、そこで住人と親しげに会話する様子に驚いた。世間話も
しながら安全情報の交換もするという。住民も時々交番に顔を出すという。交番の連絡先が書いてあるシー
ルを配るなど、地域住民と常につながりを持つ努力がなされている。何かあればすぐに相談できるという
日頃のつながりが大切だと思った。日本も見習うべき。全国展開までには、さらなる人材の登用と長期の
取り組みが必要。
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5

佐藤

康仁	ジャカルタ市の東側に位置するブカシ市警察署にて、技術協力である市民警察活動（POLMAS）全国展開
プロジェクトを視察した。普段あまりなじみのない警察活動の内部を見ることができ、興味深かった。日
本からは警察庁からの専門家を中心に技術協力が行われている。ブカシ地区は、日本企業が多く進出して
いる地域であるが、この地域をモデルに市民警察活動を根付かせ、全国に広げつつある。市民警察官の巡
回に同行し、市民警察官と市民との関係を見ることができた。国の発展とともに、警察制度も変わっていき、
警察の意識も国民の意識も変化していることが実感できた。また、日本のソフト面での技術協力が、大き
な成果をもたらしていることがよくわかった。インタビューでは、
「箱物ではなく、仕組みや運用について
の国際協力は成果が見えにくい」とのお話を伺ったが、確かに実際に警察と市民のやり取りを直接見ない
と成果を実感するのは難しいと思った。

6

須磨

麻寿美	日本の警察が技術協力を13年にわたり行っていたことを今回初めて知った。鑑識技術の伝達において、イ
ンドネシア人の男性警察官は「鑑識の技術や応用方法などを日本人から学んでいる。現場にある血痕から
指紋を割り出す技術など応用ができる」と、熱心に業務に取組む姿から日本警察との信頼関係が伝わって
きた。また、訪問先交番の管轄地域を案内してもらい、住民の声を聞く機会にも恵まれた。
「警察官が巡回
してくれるのはとてもありがたい。町が安全になる。バイク盗難が減った」などの声を聞き満足度が高い
ことが分かった。実際にその成果が地域の治安のよさに現れていた。日本警察が信頼関係の構築、意識改革、
人材育成を丁寧に行って築き上げた、一朝一夕にはできない実績を実感できた。

7
		

手塚

大二郎	今のインドネシア警察では、市民と共に犯罪を発生前に防止・抑止し、人々が安心して暮らせる地域づく
りを目指す取り組み「市民警察活動」が広がりを見せており、日本のODAがその一翼を担っている。

8

		日本の警察官がこの地で、現地警察官と直接コミュニケーションをとりながら、より良い警察システム、
警察官の心得を伝えている。とはいえ、日本の警察が完全に完成されていて、すばらしいシステムとして
成り立っているかといえば、必ずしもそうとは言えないだろう。現地警察に教え、システムが成熟してい
く過程で発生した事例が、日本の警察官達の学びにつながり、共に成長していくことができれば、何より
の「国際協力」だと思う。
宮原

昌宏	巡回に同行させていただき、警察官と住民との関係が非常に深く良好なことにとても驚き、感銘を受けた。
警察からの一方的なコミュニケーションではなく、対話を通じてエリア全体がどうすれば安心・安全にな
るのかを共に手を取り合って進めている印象だった。もともとこの活動のスタートは国軍の中にあった警
察組織を、地域住民のための警察に進化させていくことが目的だったとのこと。2002年の活動開始当初か
ら、大きな変革を実現したことが伺える。その活動の中には、国軍時代の過去の価値観をもった人々との
軋轢や、組織風土など非常に困難なことを乗り越えてきた歴史があったと思う。この活動に長年関わって
きた佐々木氏（警察庁警視）が熱く思いを語る姿から、長年のご苦労を感じることができた。
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ザンビア

■ 視察先別報告

インドネシア

【無償資金協力】
プルイット排水機場緊急改修計画
概要─
プルイット排水機場の緊急改修を行うことにより、ジャカルタ首都中心部における雨水および下水の
排水調整機能の回復と防潮機能の回復を図る。

インドネシア

1

井上

佳奈子	ジャカルタは地形的条件から長年にわたり洪水に悩まされ続けてきた。洪水発生時の写真を何枚か見せて
いただいたが、町全体がかなりの高さまで浸水し、水につかった家々の間をボートで移動する人々の姿も
あった。それゆえジャカルタ中心部にあるプルイット排水機場は重要な役割を果たすわけだが、老朽化に
より2009年に基礎部分が崩壊し機能不全に陥り、日本が無償資金協力で緊急改修を行っている。排水機場
の周辺を歩くと、壁の、ある高さのところに黒ずんだような跡があって、洪水時にそこまで水位が上がっ
たのだということが分かった。この排水機場がなければ、ジャカルタはより深刻な被害を受けるであろう。
人々の生活を台無しにしてしまう洪水の被害を抑える施設に、日本の技術が役立っていることを実感した
視察だった。

2

貫名

貴洋	2009年の洪水によって機能不全となった排水機場に対して、無償資金協力によって新たな建屋を建設し排
水設備を設置したとのこと。元々はオランダの援助によって建てられていた排水機場であるが、日本の高
い技術や信頼性を買われ、日本政府に支援が求められた。インドネシア政府からはあくまで原状回復を求
められており、最新技術の導入や規模を大きくするなどは実施されていない。近年の急速な経済発展によっ
て、地下水のくみ上げなどで地盤沈下が激しく、湾岸部では浸水被害の頻度も増加している。このような
事態を減少させるためにも、大規模な改修事業を提案しても良いのではないだろうか。

3

國司

まゆ	昔オランダの援助で作られた河口の排水機場がジャカルタの地盤沈下とともに沈み始め用をなさなくなっ
てきているものを、緊急の援助で改修した現場を見学させていただきました。きれいに整頓され磨き上げ
られた建物には日本とインドネシアの国旗が描かれたレリーフが誇らしげに埋められておりました。奇し
くも国土の4分の1が水面下のオランダの植民地であったこの国ですが、急激な工業化によって地下水が使
われ、戦後の東京・大阪よりも短期間で土地が沈下しています。現場近くのスラムにバラックが建ってお
りましたが、とても不自然な形で、最初はなぜかわからなかったのですが、今年の2月の洪水で古く・弱い
ものが流されて頑丈なもののみ残っているという説明を受けました。表面上経済発展したように感じられ
るものの、まだまだ道半ばであることを痛感させられました。

4

栗原

朋子	河川が多い低地ジャカルタでは毎年洪水の被害が発生している。プルイット排水機場は低平地の水を海に
排出する機能を持ち、ジャカルタ中心部の8割の排水を受け持つが、もともとの設備が老朽化などにより機
能不十分となり、日本の支援による緊急改修が行われた。建屋の基礎から改修、排水ポンプの交換、その
他必要な対策が取られた。工法の工夫により、工期を1ヶ月も短縮できたと聞き驚いた。
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		写真で洪水被害の様子を見せてもらい、被害が深刻であることを知る。また地下水汲み上げなどにより地
盤沈下が急速に進んでいる（1974年～2010年で約4メートル）
。東京もかつては地盤沈下がひどかったた
め、対策ノウハウの共有ができそうである。専門家の話によると、日本は水分野で良い提案をしており今
後も貢献できる分野だそうだ。ただ、支援は相手国からの要請がないとできない。今回は施設ができた時
点でプロジェクト完了であり、維持管理は別プロジェクトとなる。出来上がったものが正しく使われメン
テナンスもされているか不安が残るが、インドネシア政府からの要請がないと動けないというジレンマが
ある。

国際協力レポーター 2015

Republic of Indonesia
5

佐藤

康仁	ジャカルタ特別州北ジャカルタ地区にて、無償資金協力であるプルイット排水機場の緊急改修事業を視察
した。ジャカルタは人口集中と無秩序な開発により、下水・排水施設の整備は遅れ、地盤沈下も進んでい
ることから、洪水被害が頻発している。また、プルイット排水機場は、老朽化が進み機能不全状態に陥っ
ていた。そのため今回の改修は緊急性を要するもので、インドネシア政府の要請により実施したとのこと
である。また、今回の要請にあたっては、日本の過去のODA実績から、日本を頼りにして行われたとのこ
とである。日本の国際協力の積み重ねが評価されたものと感じられた。ところで、今回のプロジェクトは
建設のみで、保守・運用は含まれていないとのことである。現場を見ただけでも保守・運用の必要性が感
じられた。相手国の要請がないと動けないというのは理解できるが、保守・運用の重要性をインドネシア
側に理解してもらう方法はないものかと思った。

6

須磨

麻寿美	当初の予定より1ヶ月早く完成するなど、建設に携わった日本企業の技術力や工期・工法の工夫を知ること
ができた。いわゆる建設したら終わりというハコモノ支援。保守・点検といった運営管理まで全うしよう
とすると、別プロジェクトとしての立ち上げが必要になるそう。本来は「やった方がよい」と思っていても、
インドネシア政府からの要請がないと実施できない。また、日本側が提案しても意思決定はインドネシア
政府にある。強引に意見すると内政干渉にもなりかねない。そして故障や使用頻度が低い施設だと日本国
内での批判が出やすい。意義ある協力だが、本当に必要な協力とはどこまでかについて考えさせられた。

7

手塚

大二郎	プルイット排水機場は、大統領官邸などを含むジャカルタ中心部の排水の大部分を担う重要なインフラで
ある。それが老朽化し、基礎部分が崩壊したことで2009年には機能不全となってしまった。それを受け、
日本のODAにより緊急改修工事をする運びとなり、2014年11月、工事は完了した。

		

		排水機場が修復されたことで、洪水被害のほとんどを防げるようになった、というハッピーエンドを、私
は当初想像していた。だが、実際はそう都合よくはいかなかった。事実、工事が完了した三か月後にも、
同地で大規模洪水被害が起きてしまっている。排水機場自体にも限界はある上、それにつながっている用
水路も、地盤沈下などの影響で劣化してしまっているからだ。

		

		それでは排水機場や用水路をより強く作り直せばよい、というのはあまりに単純な考えで、インドネシア
政府からの要請である今回のプロジェクトは完了しており、日本のODAが今後関わるかどうかも未定であ
る。

		

		今回の改修で、確実に洪水被害は減少し、救える生活や命は確実に増えた。しかし、機会さえあれば、さ
らに多くを救える力がODAにはあるのだ。再びこの排水機場に、日本が手を加えることができる日を心待
ちにしている。

8

宮原

昌宏	
「止まらない地盤沈下」これはジャカルタの大きな課題であることが、排水機場の周囲にある洪水で大きな
被害のあった住宅地が物語っていた。雨季には海水面より低い宅地が出現し、この排水施設もフル稼働に
なるとのこと。人口2000万人を超えるこの大都市は、将来は人口3000万人に達するとも言われており、
もし大きな災害があったときに甚大な被害が出ることがとても心配である。かつて、日本も地盤沈下が止
まらない時期があり、地下水の汲み上げを行政と民間人が総力をあげて削減したことでその課題を克服し
た。専門家の守安氏の「私たち日本人が経験した、失敗と成功の歴史、そこで学んだこと、磨いた技術を持っ
てすれば、ジャカルタの地盤沈下を止めることが出来るかもしれない。そのことにチャレンジしたい」と
いうお話がとても印象的だった。
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JICA市民参加協力事業紹介
JICAは、日本の市民の皆様をはじめ、NGO、企業、大学、自治体などの協力のもと、開発途上国での幅広い活動を行っ
ています。国内においても、全国15カ所の拠点をおき、地域の特性を生かした、国際協力事業を展開しています。

❖❖ボランティア派遣
日本での技術や経験を生かして、開発途上国の経済・社会の発展に協力するボランティアを募り、現地へ派遣しています。
期間は原則2年（シニア海外ボランティアは1年または2年）で、20～39歳が対象の「青年海外協力隊」、40～69歳の「シ
ニア海外ボランティア」
、中南米地域の日系人社会で活動する「日系社会青年ボランティア」と「日系社会シニア・ボラン
ティア」
、1年未満の短期ボランティアがあります。「青年海外協力隊」は1945年の事業開始以来、2015年10月31日現在
までに40,976名を88カ国に派遣してきました。
ボランティア派遣についての詳しい情報は

http://www.jica.go.jp/volunteer

❖❖草の根技術協力
日本のNGOや大学、地方自治体、公益法人などが持つ経験や技術を生かして、JICAと共同で開発途上国での協力活動を
行う事業です。地方自治体と行う「地域提案型」
、開発途上国での活動経験が少ないNGOなどを支援しつつ行う「草の根協
力支援型」、豊富な経験を持つNGOなどと連携する「草の根パートナー型」があります。活動期間は3年以内で、原則JICA
の在外事務所がある国を対象にしています。人々の生活改善を目指し、コミュニティ・草の根レベルでの人を介した技術協
力活動を展開しています。

❖❖世界の人びとのためのJICA基金
JICAでは、国際協力に関心のある市民や法人・団体からの寄附金を受け付けています。いただいた寄附金は、開発途上国
の人々の貧困削減、医療や教育の提供、環境問題の解決などに取り組む、主にNGO/NPOの活動支援にあてられます。また、
アフリカ地域への支援には「JICA基金（アフリカ支援）」も設けています。このほか、アフリカ地域の医療向上に顕著な貢
献をされた方を表彰する「野口英世アフリカ賞基金」への寄附も受け付けています。JICAでは、皆様からお寄せいただいた
寄附金を、皆様の想いとともに途上国の人々に届けています。
JICA基金については、フリーコール0800-100-5931（受付時間：平日10：00～12：30、13：30～17：00）まで。
または詳しい情報は

http://www.jica.go.jp/partner/private/kifu/

❖
❖「世界の笑顔のために」プログラム
開発途上国で必要とされている、教育、福祉、スポーツ、文化に関連する物品を日本国内で募集し、JICAボランティアを
通して世界各地へ届けています。2014年春募集では42カ国の国々に物品を届けました。
「世界の笑顔のために」についての詳しい情報は

http://www.jica.go.jp/partner/smile/

❖❖開発教育支援
JICAでは、世界の現状や開発途上国が抱える課題への理解を深めるため、日本全国の学校の先生や市民の皆様を対象に
「開発教育（国際理解教育）支援事業」を実施しています。学校などへ青年海外協力隊OB・OG、海外からの技術研修員、
JICA職員などを派遣する「国際協力出前講座」
、JICAの国内センターを訪問する「JICA施設訪問」、教師の皆様に開発途上国
での国際協力の現場を視察していただく「教師海外研修」、国際理解教育・開発教育の実践方法をお伝えする「開発教育指
導者研修」
、中高生を対象とした「JICA国際協力エッセイコンテスト」、グローバル教育を実践する際に活用できる作品を募
集する「グローバル教育コンクール」などのプログラムを実施しています。
また、市ヶ谷のJICA地球ひろばは、体験ゾーン（体験型展示・相談スペース）と交流ゾーン（会議室等貸出スペース）を
通じて、国際協力に関わる市民の方々の情報発信・交流・研修の拠点として利用されています。
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❖❖大学との連携
大学は日本の知の集積場所として国際協力全般にわたる理論面、実証面での知見を持っています。こういったアカデミズ
ムを中・長期的に取り込んで、国際協力の質を向上させるために、JICAは大学との連携促進に取り組んでいます。また、大
学との連携を推進することにより、国際協力人材の育成・国民の国際協力への理解を促進し、オールジャパンとしての国際
協力への取り組みをさらに強化していこうと考えています。
大学との連携についての詳しい情報は

http://www.jica.go.jp/partner/college/

❖❖民間企業との連携
近年、経済のグローバル化や企業活動の変化に伴い、開発途上国の経済社会開発における民間企業の役割がますます増大
しています。JICAでは、途上国で民間企業が活動しやすくなるよう周辺のインフラや関連法制度の整備、産業人材育成など
やPPPインフラ＊1を支援するほか、企業の社会貢献（CSR）活動やBOPビジネス＊2などとの連携・協働を通じて、開発途
上国・民間企業・ODAのそれぞれがメリットを得られるよう、日本の民間企業とのパートナーシップを強化していきます。
＊1

PPPインフラ：本来公共部門が提供していたサービスやインフラ整備などのうち、一部を民間が実施するもの。PPPはPublic Private
Partnership（官民パートナーシップ）の略

＊2

BOP ビジネス：世界に40億人いるとも言われる貧困層を対象としたビジネス。BOPはBase of the Pyramids の略
民間企業との連携についての詳しい情報は

http://www.jica.go.jp/priv_partner/

ＪＩＣＡ

二国間援助
政府開発援助
（ODA）

贈与

無償資金協力

政府貸付
多国間援助

技術協力

有償資金協力
市民参加協力

国際緊急援助
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用語 ･ 略語リスト
教育、エイズ、子どもの健康、環境など、将来にか

❖❖ODA

かわる協力を行っている。JICAが実施するものと、
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」のように、

Official Development Assistance（政府開発援助）の略。

外交政策の遂行上外務省が実施するものとに分かれ

政府または政府の実施機関によって開発途上国または国際

る。

機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展
や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による協
力のこと。
URL

URL

http://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/index.
html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
有償：通 常「円借款」と呼ばれる政府直接借款（返済を前
提とした資金援助）のこと。飛行場や橋梁、電力・

❖❖技術協力プロジェクト（技プロ）

ガス、運輸、通信などの経済社会基盤の整備、保健
衛生などの協力を行っている。

協力計画を相手国と共同で作り、日本と途上国の知識・
経験・技術を活かして問題を解決していく取り組み。「専門

URL

家の派遣」「研修員の受入れ」
「機材の供与」を組み合わせ、

http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/

プロジェクトとして一定期間に実施。

index.html

URL

http://www.jica.go.jp/project/

❖❖青年海外協力隊（協力隊、JOCV）
開発途上国からの要請（ニーズ）に基づき、それに見合っ
た技術・知識・経験を持ち、
「開発途上国の人々のために生
かしたい」と望む方を募集し（応募時に20～39歳）、選考、
訓練を経て現地に派遣する、JICAボランティア事業の一つ。
URL

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

❖❖シニア海外ボランティア（SV）
開発途上国からの要請（ニーズ）に基づき、それに見合っ
た技術・知識・経験を持ち、
「開発途上国の人々のために生
かしたい」と望む方を募集し（応募時に40～69歳）、選考、
訓練を経て現地に派遣する、JICAボランティア事業の一つ。
URL

http://www.jica.go.jp/volunteer/application/senior/

❖❖資金協力
無償：被 援助国に対し返済の義務を課さない資金協力のこ
と。病院や橋の建設等の社会・経済の基盤づくりや、
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▶▶JICA国内拠点一覧
●JICA北海道
（札幌）……………北海道（道央・道北・道南）
（札幌）……………北海道（道央・道北・道南）

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

TEL：011-866-8333

（帯広）……………北海道（道東）
（帯広）……………北海道（道東）

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

TEL：0155-35-1210

●JICA東北…………青森県、
岩手県、
宮城県、
秋田県、
山形県

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

TEL：022-223-5151

●JICA二本松………福島県

http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html TEL：0243-24-3200

●JICA筑波…………茨城県 栃木県
●JICA筑波…………茨城県、

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

TEL：029-838-1111

●JICA東京…………栃木県、
●JICA東京…………群馬県、
群馬県、
埼玉県、
埼玉県、
千葉県、
千葉県、
東京都、
東京都、
新潟県
新潟県、
山梨県

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

TEL：03-3485-7051

●JICA地球ひろば…栃木県、
●JICA地球ひろば
群馬県、
埼玉県、
千葉県、
東京都、
新潟県、
山梨県

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

TEL：03-3269-2911

●JICA横浜…………神奈川県 山梨県
●JICA横浜…………神奈川県、

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

TEL：045-663-3251

●JICA駒ヶ根………長野県

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

TEL：0265-82-6151

●JICA北陸…………富山県、
石川県、
福井県

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

TEL：076-233-5931

●JICA中部…………静岡県、
岐阜県、
愛知県、
三重
三重県

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

TEL：052-533-0220

（なごや地球ひろば）

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

●JICA関西…………滋賀県、
京都府、
大阪府、
奈良県、
兵庫県、
和歌山県、
奈良県、
和歌山県
兵庫県

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

TEL：078-261-0341

●JICA中国…………鳥取県、
島根県、
岡山県、
広島県、
山口県

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

TEL：082-421-6300

●JICA四国…………徳島県、
香川県、
愛媛県、
高知県

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

TEL：087-821-8824

●JICA九州…………福岡県、
佐賀県、
長崎県、
熊本県、
大分県、
宮崎県、
鹿児島県 http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

TEL：093-671-6311

●JICA沖縄…………沖縄県

TEL：098-876-6000

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

国際協力レポーター事業はJICA地球ひろばが所管しています。http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/reporter/index.html
本事業について詳しく知りたい、レポーターの話を聞いてみたいという場合には、JICA地球ひろば推進課（03-3269-9021）までお問い合わせください。

国際協力レポーター２０１５

レポーター

2015

報告書

Indonesia

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

主催：独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 後援：外務省

Zambia

主催 ： 独立行政法人国際協力機構
（JICA）
後援 ： 外務省

報告書

知って下さい。その国で種をまく日本人たちの活躍を。

国際協力

