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バオバブリン

皆さん、こんにちは！バオバブリン＆バオバブコです。
私たちは、国際協力レポーター 2016 参加者の「私たちが視察したことを分かりやすく、
皆さんに伝えたい」
「国際協力について、多くの方に知ってほしい。そして一緒に考えてほ
しい」という気持ちから生まれました。これからレポーターと一緒に視察先を案内します。

バオバブコ
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基本情報

国際協力
レポーター

2016

とは

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

国際協力レポーター2016 とは

目的
日本の ODA（ P.06 参照）は、これまで 180 を超える国と地域に対し実施され、

国際協力レポーター2016 参加者紹介
芹沢 領

北海道

大学院生

column

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、

小澤（中村）容子 山梨県

フリーアナウンサー

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

加藤 明良

茨城県

県議会議員

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。

浅井 里依子

東京都

地方公務員

国民の皆さまからは、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

磯部 祥子

東京都

地方公務員

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

浅川 淑子

東京都

フリーライター

海外に援助する必要があるのか、という声も聞かれます。

松下 芽依

愛知県

会社員

そこでJICA（P.06 参照）では、日本の ODAを支えている国民の皆さまに、ご自

赤木 佑衣

岡山県

中小企業支援団体職員

身の目で海外の国際協力の現場を視察していただき、その様子をご意見やご感

村上 正弘

熊本県

NPO 法人役員

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。

宮田 美波

鹿児島県 大学院生

事業概要

2015 年度実施「グローバル教育コンクール 2015」

国際協力レポーターの皆さんは、海外視察の前に、よ
り充実した視察を行えるよう、各自で事前学習します。加
えて、開発途上国への渡航に係る不安を軽減し、円滑に
準備を進めるために、事前研修に参加します。
視察後には、より効果的に伝わるレポート活動ができる
よう、視察で得た気づきや考えを整理し、活動準備のた
めの事後研修に参加します。

国際協力機構理事長賞

2016 年度は西アフリカのセネガルを視察先とし、全国各地から募集した計

河原 太郎

東京都

「写真」部門受賞者

10 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

諸岡 琴美

佐賀県

「グローバル教育取り組み」

日程には、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

部門受賞団体

み、一方的な視察に留まらないプログラムにしました。

「七賢人の里 おへそ保育園」

「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」

から代表して参加

や「考えたこと」等を広く発信していただくことを目的に、ウェブサイトに海外
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などへの出
演協力を得ています。

応募資格、選考方法及び募集結果
2016 年度は、以下の条件に基づいて全国各地から応募いただいた 275 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、抽選を実施し、10 名の国際協力レポーターを選びました。

1. 日本に在住し、日本国籍を有する満 18 才から69 才までの健康な方（ 2016 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など）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、本事業の趣旨にそぐわないため、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
・ 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、
その他政府関連事業に携わった方
※ 2015 年に実施された「グローバル教育コンクール 2015」の国際協力機構理事長賞受賞者 2 名も、副賞とし
て視察に参加しました。
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column

本事業の前身である「ODA 民間モニター」参加者も含む、これまでの国際協力レポーター参加者の皆さんは、OB/OG
会をつくり、報告会を実施するなど、活動しています。
また、これまでの報告書は、次の外務省及びJICA のウェブサイトから閲覧できます。

ODA 民間モニター報告書

検索

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/monitor.html

国際協力レポーター報告書

検索

https://www.jica.go.jp/hiroba/program/join/reporter/report/index.html
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基本情報

ODAとは?
JICAとは?
JICA が行っている

国際協力について

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

ODAとは? JICAとは?

なぜ、あなたはこの「国際協力レポーター 2016 報告書」を手に取ってく
ださったのでしょうか。「国際協力」に興味があるから、「国際協力レポー
ターって何だろう」と思ったから。あるいは偶然見つけて表紙が素敵だった
から、誰かからもらったからかもしれません。

JICA の援助手法、取り組みについて
［ 技術協力プロジェクト］
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

ここでは、この報告書を手に取ってくださった皆さまに、各レポートをよ
り円滑に読み進めていただけるよう、私たちの日本政府が行っている国際協
力（ODA）について、まず簡単にご紹介、整理します。

して問題を解決していく取り組みのこと。
「専門家の派遣」
「研修員の受入れ」
「機
材の供与」を組み合わせ、プロジェクトとして一定期間で実施しています。

現場はこちら！
ガスパール・カマラ保健センター（ P16 -17）
セネガル日本職業訓練センター（ P22 -23）
ンブール認証水揚施設（ P24 -25）

ODAとは？

カオラック州ンドラム・エスカル地区中核農家圃場（ P28 -29）

Official Development Assistance（政府開発援助）の略。政府または政府の
ODA についてもっと知りたい方
は、次の 外 務 省 ODA ウェブサイ
トを見てください。

ODA の基本について
「ODA って何だろう」
ODA はどんな方針で
実施されているの？
「開発協力大綱」
ODA の予算は？
「ODA 実績」
ODA にはどんな種類、方法が
あるの？
「援助形態別概要」
「開発協力の形態」

実施機関（後述 JICA 等）によって開発途上国または国際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。

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、教育、エイズ、子どもの健康、環境など、将
来にかかわる協力を行っています。JICA が実施するものと、
「草の根・人間の

被援助国に対し返済の義務を課
す、
「有償資金協力」もあります。

安全保障無償資金協力」のように、外交政策の遂行上外務省が実施するもの

日本の ODA の形態とJICAの概要の図

JICA
技術協力
贈与

二国間援助
政府開発援助
（ODA ）

［ 無償資金協力 ］

政府貸付
多国間援助

とに分かれています。

現場はこちら！

無償資金協力

タイバ・ンジャイ給水塔（ P12 -13）

有償資金協力

セネガル日本職業訓練センター（ P22 -23）

市民参加協力
国際緊急援助

ファティック州教員研修センター（ P20 -21）
ダカール中央卸売魚市場（ P26 -27）

［ JICA ボランティア ］
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

ODA には、国連など国際機関に対して拠出する多国間援助と、特定の国に
対して直接支援する二国間援助があります。
その二国間援助を、上記方針に基づいて実施しているのが、次に紹介す
る独 立 行 政 法 人 国 際 協力 機 構（ JICA ： Japan International Cooperation

Agency）です。

40 歳 〜 69 歳の方を対象とした
「シニア海外ボランティア」や中

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、選考、訓練を

南 米 の日系 社 会 に派 遣される

経て現地に派遣する、ボランティア事業の一つ。20〜39 歳の青年男女が参加する

「日系社会青年／シニアボラン

青年海外協力隊（JOCV：Japan Overseas Cooperation Volunteers）が有名です。

ティア」もあります。

現場はこちら！
ンベラカジャオ保健ポスト（ P14 -15）
カオラック市内 Sérigne Aliou Cissé 小学校（ P18 -19）

JICAとは？
日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関のこと。
「すべての人々
が恩恵を受けるダイナミックな開発」というビジョンを掲げ、多様な援助手法、
取り組みのうち最適な手法を使い、地域別・国別アプローチと課題別アプロー
チを組み合わせて、開発途上国が抱える課題解決を支援しています。

JICAは、今回の視察国セネガルの首都ダカールにも事務所を置き、JICA 本部、
セネガル政府等と緊密に連携しながら、様々な援助、取り込みを実施していま
す。次のページでは、それらのうち、今回の国際協力レポーターが実際に視察
した援助方法、取り組みについて、紹介します。
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JICA では、上記以外にもたくさんの取り組みを行っています。国民の皆さま
全員に国際協力レポーターとして直接現場を視察していただくことができないた
め、ウェブサイトを通じて「ODA の見える化」を積極的に進めています。

ODA 見える化

検索

そして、説明責任を果たし、事業の更なる改善を図るために、各プロジェク
トの評価を行っています。JICA のウェブサイトには、それら取り組みや事業の
紹介、詳細、報告等に加え、現場の声や世界の様子を伝える記事も掲載して
います。是非、JICA ウェブサイト内を探検してください！

JICA

次ページ以降では、いよいよ
視察国セネガルについて、
そして実際の視察について
紹介、報告します！

検索
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07

1

基本情報

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

セネガル基本情報・経済・ODA 援助方針

セネガル共和国

SENEGAL

Republic of Senegal

セネガルはアフリカ西端に位置することから、西アフリカ内陸国への玄関口として、流通、経済の活動拠点となっています。
また 1960 年の独立以来、クーデターのない安定した政治を保っています。これらを背景に経済成長を続け、近年最貧国か

国際協力レポーターが見たセネガル

ら低所得国になりました。その一方、急激な人口増加よって都市化が進み、公共サービスの面等で課題を抱えています。
ここではセネガルの基本情報、経済データ、セネガル政府による国づくり計画の方針、日本の対セネガル ODA 援助方針
などを駆け足でご紹介します。加えて、レポーターが見て感じたセネガルの今を、お伝えします。

［基本情報］

［セネガル政府の国づくり計画の方針］

面積：19 万 7161km （日本の約半分）

2014 年「セネガル新興計画（ PSE ）」策定
○ 2035 年に新興国入りをめざす
○ 2014 〜 2023 年の 10 年間の次の開発戦略 3 本柱を掲げる

2

人口：1513 万人（2015 年 世界銀行）
首都：ダカール

開発の進む海岸に集う若者たち

人間本来の生きる力

成長の著しいセネガルでは、新しい大型ショッピングモー

セネガルの農村部では、水道や電気がない家がまだ多

ルや豪華なリゾートホテルなど新しい建物が目立つ地域も

数ありますが、視察したレポーターの多くは「貧しさを感じ

あります。中でも目を引くのは、通称「筋肉海岸」と呼ば

させない」と話していました。稲作現場では、たらいや棒

れる海岸です。ここは、カラフルなトレーニング器具がビー

を楽器代わりに、自分たちのスタイルでダンスを楽しんでい

チ沿いに並ぶ、屋外ジム。すぐ近くにある国立大学の学生

ました。学校に通う子どもたちは、教科書やノートが行き

たちが集まってきます。有り余るエネルギーを持つ若者た

渡らない中でも、先生の話を一生懸命聞いて、元気な歌
声を披露していました。

民族：ウォロフ、ブル、セレール

・経済構造の変革、成長

ちの中で、筋肉海岸で過ごす時間はステータスになってい

言語：フランス語（公用語）、ウォロフ語など各国民族語

・人的資本、社会保障、持続的発展

るそうですが、中には就職活動よりも夢中になっている人

身の周りにあるものを使って逞しく生きる力は、モノにあ

宗教：イスラム教 95 ％、キリスト教 5 ％

・ガバナンス、制度、平和、安全

もいるとか…。これから先、体力をつけた彼らがどのよう

ふれた世界で生活している私たちにとって、見習うべきも

にセネガルの成長を支えるのか、注目したいところです。

のがありました。

セネガル社会で目立つ女性の活躍

独特の感性を持つセネガルで

通貨：CFA（セーファー）フラン

［日本の対セネガル ODA 援助方針］

［経済データ］

「西アフリカ地域の安定と発展を支える経済開発と社会開発の支援」
○ セネガルの民主的安定と経済の健全な発展を促すため、経済開発

主要産業： 農業（落花生、粟、綿花）

を重視

魚介類（まぐろ、かつお、えび、たこ）

・持続的経済成長の後押し（都市部中心のインフラ整備、農業・

GDP ：137.80 億米ドル（ 2015 年 世界銀行）
一人当たりGNI ：1000 米ドル（ 2015 年 世界銀行）
経済成長率： 6.5 ％（ 2015 年 世界銀行）
失業率：
25.7 ％（ 2013 年 セネガル政府）
インフレ率：
0.15 ％（ 2015 年 世界銀行）

水産業の振興）
・基礎的社会サービスの向上（保健・衛生分野や教育分野を支援）
○ 日本の知見や技術を生かした「人づくり」支援のさらなる充実
・ハード（施設整備）
とソフト（人材育成）を連携させた持続的な開
発効果の確保
・セネガルに置ける開発効果の西アフリカ地域全体への波及

総貿易額（ 2014 年 国連商品貿易統計）：
［輸出］ 28.14 億ドル

［日本の ODA 援助実績］

［輸入］ 65.57 億ドル
主要貿易品目（ 2014 年 国連商品貿易統計）：

有償資金協力 155.20 億円 （ 2014 年度まで）

セネガルの女性たちは、イスラム教の影響で肌を露出し

［輸出］ 精製油、金、魚介類、セメント製品

無償資金協力 1106.03 億円（ 2014 年度まで）

ません。多くの人たちがカラフルで大柄の織物でできた布

［輸入］ 石油製品、原油、米、医薬品

技術協力実績 445.34 億円 （ 2013 年度まで）

地に身を包み、きらびやかなアクセサリーなどでおしゃれし

主要貿易相手国（ 2014 年 IMF ）：
［輸出］ マリ、スイス、アラブ首長国連邦、ギニア、フランス

ています。

［参考情報］外務省 対セネガル共和国 国別援助方針

セネガルでは、市場、農地、学校など、どこへ入っても

［輸入］ フランス、ナイジェリア、中国、オランダ、インド
対日貿易額（ 2015 年）：

ポドル

［対日輸出］

14 億 842 万円
［対日輸入］ 58 億 5759 万円
進出日本企業： 15 社（ 2015 年）

フランス （ 2 億 683 万ドル）
米国

（ 2 億 343 万ドル）

カナダ

（ 6377 万ドル）

日本

（ 4200 万ドル）

ベルギー （ 2403 万ドル）

モーリタニア

では、組織のトップとして活躍する女性たちにも出会いまし

サン・ルイ

た。
「漁師は男性、小売りは女性」など分担に違いはあれ、
マタム

ルーガ

意欲ある人たちが国の成長を支えているようです。

ランゲール

：
主要援助国（ 2013 年）

1.
2.
3.
4.
5.

女性たちの活躍が見られます。視察先の学校や病院など

ティエス

ダカール

リュフィスク
ンブール

巨大なアフリカ・ルネッサンス像

ゴレ島の細い路地

歩道橋にアート！

ホテルにもアート !

トゥーバ
ディウルベル
ファティック

セネガル

カオラック

ネイユ

マリ

タンバクンダ

ガンビア
ビニョナ

コルダ
ケドゥーグー

ジギンショル
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基本情報

視察先・日程

未来をつくる、日本をつくる、国際協力
Omba

Ndande

5日間で 9 か所を視察し、

「国際協力レポーター2016」セネガル視察日程
2

1

10 月24 日（月）
JICA 事務所所長挨拶

10 月24日（月）

Mboro
Mékhé

セネガル職業訓練センター建設計画 他

学生たちの学習意欲の高さに驚きました。周辺国
から留学生が来ており、西アフリカ広域のモデル
にもなっていると感じました。

「人間的お産」をキーワードに進められている日本の協力に
より、お母さんと子供が安心して過ごせる施設に変化して
いました。母子手帳がもっと広まって欲しいと思いました。

P. 16 -17

時間

Touba Menna

日程・視察先

10 月 22 日（土） 22：55 羽田発（ AF393 ）
Toube
Yoye
笑顔輝く多くの日本人、
10 月 23 日（日） 16：25 パリ発
セネガル人に出会いました。
20：05 ダカール着（ AF718 ）
10 月 24 日（月） 10：30 JICA 事務所所長挨拶
1 ガスパール・カマラ保健センター 視察
14：00 ○
2 セネガル日本職業訓練センター
Pekesse
（CFPT ）視察
16：00 ○
3
月
日
（火）
：
○
ダカール中央卸売魚市場
視察
10 25
8 00
8：30 ティエスへ移動
4 タイバ・ンジャイ給水塔視察
11：00 ○
Déali
Darou Mousty
13：30 カオラックへ移動
5 カオラック市内 Sérigne Aliou Cissé 小学校 視察
16：45 ○
6 カオラック州ンドラム・エスカル地区中核農家圃場 視察
10 月 26 日（水） 10：00 ○
13：30 ファティックへ移動
7 ファティック州教員研修センター 視察
：30 ○
15
Baba Garage
8 ンベラカジャオ保健ポスト 視察
17：20 ○
18：00 ンブールへ移動
9 ンブール認証水揚施設 視察
10 月 27 日（木） 10：00 ○
Niaye
Touba
12：00 ダカールへ移動
10 月26日（水）
13：00 昼食（ラックローズ）
ファティック州教員研修センター
Gandio
：30 市内見学（市街地・ルネッサンス像等）
16
Mbacké
ファティック州教員研修センター整備計画
月
日
（金）
：30 ホテル出発
28
8
10
強い日差しが差す建 設 現 場で懸 命に働く現 地の
人々の姿を目の当たりにしました。彼らの心も熱く、
10：00 JICA 事務所所長報告
やる気に満ちていました。
11：00 在セネガル日本大使館日本報告
P. 20- 21
14：00 ゴレ島へ移動（船）・奴隷の家視察
：45 ダカール発（ AF710 ）
22
Bambey
10 月 29 日（土） 11：30 パリ発（ AF272 ）
10 月 30 日（日） 6：30 羽田着
Diourbel

セネガル日本職業訓練センター
（CFPT ）

母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ 2

日付

国づくりのために懸命に働き、

10 月24日（月）

ガスパール・カマラ保健センター

森谷所長からアフリカの現状、問題につ
いて GDP 等の具体的な数値に基づいた
熱い話を聞きました。全体像が把握でき、
視察先がどのような役割を担っているの
か知りたくなりました。

Sagata

P. 22- 23
Tivaouane
Kayar

7

Thiès

Niaga

（日）着
10 月23 日

ティエス

Dakar

Pout

ダカール

（金）発
10 月28 日

Tienaba

4

10 月25日（火）

Bargny

10 月28 日（金）
JICA 事務所所長・
在セネガル日本大使館報告

タイバ・ンジャイ給水塔 視察
地方給水施設拡充計画 他
Diass

「蛇口を開けたら水が飲める」背景には、それを支
える人と設備があってこそだと学びました。

Kolobane

Guelor
有意義で効率的な視察となる
よう、日本出発前に視察先ご
とに代表者を決めて挨拶や質
問を準備しました。移 動 時も
各 視 察 先 の 情 報 確 認や 意 見
交換を行いました。

P. 12 -13

あっという間の視察でした。レポーター
たちが直接見て、触れて感じたことを森谷
所長と佐藤一等書記官に報告しました。

3

Fissel
Somone

10 月25 日（火）

10 月28 日（金）
ゴレ島「奴隷の家」視察

ダカール中央卸売魚市場

船に乗ってゴレ島へ。かつての奴隷貿易
の 痕 跡 である「奴 隷 の 家」を見 学し、
歴史に触れることができました。

活気に圧倒されました。カラフルな衣服
を着た女性たちと色んな魚でいっぱいの
市場は、セネガルならではと感じました。

10 月25日（火）

M'bour

Thiadaye

ンブール

Sérigne Aliou Cissé 小学校
前田隊員と生徒たちが元気に楽しく授業をしている
光景を視察できました。生徒たちの活き活きとした
表情は、ずっと忘れられません。

P. 18 -19

P. 26 - 27

Mbos

Fatick

6

ファティック

9

Nianing

ンブール認証水揚施設
援助分野

無償資金協力

水資源

技術協力

保健医療

青年海外協力隊

教育

Narga

10 月26日（水）

10 月27日（木）

援助手法・取り組み
（スキーム）

Mbar

カオラック市内

Gassas
小学校教育（青年海外協力隊）
Diarhao

ダカール中央卸売魚市場建設 他

5

Faoye

バリューチェーン開発による水産資源
共同管理促進計画策定プロジェクト（PROCOVAL）

8

カオラック州
ンドラム・エスカル地区
中核農家圃場

Gandiaye

10 月26日（水）

ンベラカジャオ保健ポスト

魚を輸出する現場を見ることができ、今後の付加
価値化の実現が楽しみになりました。

コミュニティ開発（青年海外協力隊）

P. 24 - 25

Fimela

籐 本隊員は現場の環 境変化に応じた解決策を考
え、活動していました。隊員と地域住民の密接な
関係を感じました。

天水稲作持続的生産支援プロジェクト

Kaolack
カオラック

砂煙が舞う道中では、本当にこんなところで稲作が
行われているのか、不安になりました。しかし、私た
ちを待っていてくれたのは、お米と踊りと音楽でした。

P. 28- 29

Birkelane

P. 14 -15

水産

Baout

Djilor

農業開発

10

Mbil
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

水資源 1：タイバ・ンジャイ給水塔

水資源 1

日本から受け継がれる市民主体の水道管理

プロジェクトを終えて、
どのような変化があったのでしょうか？

タイバ・ンジャイ給水塔

▶ 水質改善やさらなる経済支援が必要

地方給水施設拡充計画
安全な水とコミュニティ活動支援プロジェクト

【概 要】

無償
資金協力

技術協力

スキーム／分野： 技術協力プロジェクト／水資源

「地方給水施設拡充計画」

「安全な水とコミュニティ活動支援プロジェクト」

水資源

協力機関：

水利省

協力機関：

セネガル農業･水利省維持管理局

協力金額：

5.85 億円

協力金額：

約 6.53 億円

対象地域：

水資源

【概 要】

スキーム／分野： 無償資金／水資源

ティエス州、タンバクンダ州など 6 サイト

対象地域：

交換公文締結年：1997 年

▶ 住民の生活環境の向上に

ティエス、ルーガ、サンルイ、マタム、

2003 年 1 月〜 2006 年 1 月

給水塔は「建設すれば終わり」ではなく、人々の健康

給水塔ができて水質が改善され、下痢や皮膚病などの
写真 4

管理にもつながる水の供給源です。作ってから数十年経つ

病気を減らすことができるようになりました。また、給水

と、パイプなどの経年劣化があるにも関わらず、メンテナ

塔によって水道ができたため、住民たちが井戸水をくみに

ンスが行き届かず、水質が悪化している地域もあります。

行く必要がなくなり、子どもたちは教育に、大人は他の労

それを改善するには、修理費などの費用が必要です。小

働に使える時間が増えました。

規模な修繕費用は地域で積み立てることができますが、

▶ 管理組合が自立

ASUFOR で対応できない大幅な設備交換が出てきた場合、

ASUFOR を作ったことで、プロジェクトが終了してから

タンバクンダ地域の 25 サイト
協力期間：

現在はどのような課題があるのでしょうか。

も住民が自分たちで運営管理できるようになりました。

行政による対応が必要となるため、普段から行政との情
報共有や連携を円滑に行っていく必要があります。
▶ 自主管理から民間委託へ

視察して印象的だったことは？

給水塔管理の民間委託への移行が取り組まれています。
今回視察で訪れた組合は運営機能が果たされていました

▶ 管理意欲の高さに感銘

Text：松下・芹沢

ASUFOR の組合員が、メンテナンスを行う技術者１名を

からです。民間委託になることで、より質の高いサービス

のぞいて、ボランティアで運営されていることには驚きま

提供が期待される反面、水道料金が値上がりし、住民へ

した。現在の各組合員は、教師などの本業があるにも関

の負担が強いられる恐れがあります。

保 健・教 育

プロジェクトが始まる前は、
どのような状況だったのですか？

▶ 政府が改善目標を掲げる

のミレニアムプロジェクト」を開始。2015 年までに、農

という意識が強く表れていました。

▶ 安心して飲める水がない

村部で約 80％の人たちが安全な水を使えるようにすること

▶ どんな組合員でもよい運営を

状況をさらに改善するため政府は 2005 年、「水と衛生

わらず「自分たちの地域のため、自分たちでやっていくのだ」

セネガルでは、地方の農村部を中心に水道整備が遅れ

を目標にしました。2007 年当時、国全体で安全な水を使

自立した運営がなされている一方、万が一、運営に対す

ていたことが課題になっていました。水道がない地域では

える人は約 70％まで上がった一方、貧困率の高いタンバク

る意識の低い住民が組合員になった場合、運営が難しく

不衛生な井戸水が飲料水にも使われ、病気の原因に。また、

ンダ州では約 30％と全国平均以下にとどまり、各家庭に

なる可能性もあるように思えました。継続的に行うには、

井戸水をくむのは主に子どもや女性の仕事であるため、教

水を届けるための給水施設を作る必要があります。

誰が組合員になっても各自の意識を保てるよう、事業内容

写真 5

や自立性を継承していく必要性や難しさがあるのでは、と

育や労働の機会が失われる問題もありました。
▶ ODA で農村部に安全な水を

が、地域により組合による管理ができていない地域もある

どんなプロジェクトを行っていますか？

いう印象も受けました。

日本は1979 年から技術協力プロジェクトや無償資金協

水 産 ・農 業

力で、各住戸に水を届ける給水施設をセネガル農村部の

▶ 水を届ける設備を作り、管理方法を指導

約 120 カ所以上に造り、50 万人以上の人に安全な水を届

各住居に水を届けるための給水塔を新たに作り、状況に

けています。完成から数十年経った場所では、改修などが

応じて改修・整備・拡張をします。また、地域住民による

必要とされている施設もあります。

「水利用者管理組合（ASUFOR）
」
を作り、設備の完成後も
住民たちが自主的に、継続して運営できるよう指導します。

メンテナンスが行き届いた
給水塔内部！

井戸水を使う人々

12
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各地に並ぶ給水塔

給 水 塔と ASUFOR の人々。ディレクターの Aliou BADIANE さんは、「修
理や維持なども自分たちで行う」と胸を張っていました
国際協力レポーター 2016
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

水資源 2：ンベラカジャオ保健ポスト

水資源 2

清潔な水を市民に届ける、青年海外協力隊の挑戦

どのような変化が見られていますか？

ンベラカジャオ保健ポスト

握し、解決策を探るなど自力で活動を展開していきました。
▶ 衛生啓発員や行政が進んで参加
青年海外協力隊

水資源

籐本隊員は、衛生啓発員を通して浄水剤を村の住民に

青年海外協力隊員：籐本顕允さん
活動拠点：ファティック州水維持管理センター

こうした過程を聞き、協力隊員のフットワークの良さを感
じました。

販売することで、衛生啓発員の収入になるような工夫もし
ています。これにより、衛生啓発員の講習会への積極的

コミュニティ開発（青年海外協力隊）

請を踏まえたさらなる課題解決のため、住民のニーズを把

この先、どんな課題があるのでしょうか？

な参加につながり、徐々に浄水剤の利用が村に広まって

【概 要】

水資源

スキーム
（分野）
：青年海外協力隊（計画・行政）

います。また、隊員の帰国後も活動が続くよう、行政の

協力機関：

ファティック州水維持管理センター

職員も一緒に取り組み、地域への理解を深めています。

協力金額：

−

対象地域：

ファティック州ファティック市

協力期間：

2015 年 1 月〜 2017 年 1 月

▶ 求められる住民主体の運営

活動地域では、
「おいしく安全な水」を飲むために、籐
本隊員の勧める浄水剤を住民自ら取り入れていくなど、活

視察して印象的だったことは？

動の継続性が求められます。隊員の帰国後は、村の衛生
啓発員が中心となり、安全な水を取り入れることの重要性

▶ 熱心な衛生啓発員の姿に感動

水維持管理センターで、衛生啓発員の講習会を視察し

Text：磯部

どのような経緯で始まったのですか？
保 健・教 育

▶ 安全な水をより多くの人に

などの理解を住民に広めることが必要とされます。
▶ 形を変える水衛生

ました。衛生啓発員は各地の村から選ばれた責任感を持

国内全体では、給水施設の運営管理に民間企業の参

ち、一人一人がとても真剣。水の衛生に強い関心を持って

入が決まっているほか、中国が 2017 年からセネガル全土

いる様子をうかがえました。

に約 250 基の給水施設を建設することが決まっています。

▶ 隊員の行動力に感心

日本の指導のもと、住民主体で行う安全な水の運営管理

籐本隊員は当初、ASUFOR の運営支援のために派遣さ

には大きな変化が予想されますが、今後 JICAでは課題の

れましたが、現地で調査をすると要請時と比較し ASUFOR

把握を行いながら、他の国の支援機関や民間企業との連

の運営管理は既に軌道に乗り始めており、他に優先すべ

携をとり、持続可能な水衛生に取り組む姿勢です。

き課題が多くあることがわかりました。そこで、当初の要

セネガルの農村部では、井戸や川の水に頼らざるを得な
い生活を送ってきたため、日本は 1979 年以来、給水施設
を整備してきました。2003 〜 2010 年、JICA は「安全な
水とコミュニティ活動支援計画」プロジェクトを進め、地
域住民による水利用者管理組合（ASUFOR）の運営を支
えました（P12-13 参照）
。しかし、地域住民の理解不足や、
行政機関の人手不足などの課題がありました。そこで現地

写真 4

当局から、地域住民に安全な水の利用を促し、管理組合

水 産 ・農 業

の運営を助ける人材が要請されました。

青年海外協力隊の活動は？

「水道水が白く濁ってしまい、家畜の糞尿が入り混じる不衛生
な井戸水を使う人が増えた」と話す籐本隊員
行政の職員は、籐本隊員に代わり、講習会で説明していました

▶ 浄水剤で「おいしい水」を飲めるように

派遣された籐本顕允隊員は、まず、地域の水に対する
課題を住民に聞き取りました。その結果、住民のニーズ
は「おいしく安全な水が飲みたい」であり、問題は給水
施設の老朽化による水質の低下でした。籐本隊員は改善
策として、給水施設の修繕、浄水器の導入、井戸水の塩
素消毒などの方法を検討した結果、コストと効果のバラン

藤本隊員が書いたポスター。浄水剤を入れる容器も清潔にしてお
写真 5
くなど、注意事項が説明されています

スがいい「井戸水に浄水剤を入れる」方法の導入を決め
ました。各村から任命された衛生啓発員の女性たちを対象
とした講習会を開き、村の住民たちに浄水剤を広める活
動を進めています。
講習会では、衛生啓発員の女性たちが熱心に浄水剤の使い方を聞いていま
した
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首都ダカールを取り囲む大西洋。都市部では人口増加で水の利用者が増え
ているため、海水を淡水に変える JICA の有償資金協力新規プロジェクト「マ
メル海水淡水化事業」も始まります
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

保健・教育 1：ガスパール・カマラ保健センター

保健・教育 1

日本が伝える「人間的なお産」で、新たな生命に安心を

どんな成果があるのでしょうか？

ガスパール・カマラ
保健センター

▶ 妊婦さんの意見を第一に
技術協力

保健医療

このプロジェクトでは、病院のイメージを変えようと、
「人
間的なお産」ができるよう、施設内をきれいにしたり病院
の待ち時間を短くしたりするような工夫を取り入れました。

母子保健サービス改善プロジェクト
フェーズ 2
水資源

JICA 専門家：チーフアドバイザー 後藤美穂さん

出産時は、妊婦さんの意見を第一に、夫や家族が付き添

【概 要】
スキーム／分野： 技術協力／保健医療

えるようにし、出産時の姿勢を選べるようにしています。

協力機関：

セネガル保健・社会活動省

今では、地域全体にプロジェクトへの理解が広がり、家

協力金額：

3.3 億円（日本側）

族の意識にも変化がみられるようになりました。

対象地域：

セネガル全土

協力期間：

2012 年 11 月〜 2017 年 11 月

視察ではどんなことが印象的でしたか？
▶ 妊婦さんの意見を第一に

Text：諸岡・宮田

妊婦さんや家族の意見を取り入れ、施設内でよりよいサー

妊婦さんの意見を取り入れられるように設置した意見箱

ビスを提供しようする職員さんたちの姿勢が印象的でした。

どんな背景のもと、始まったのですか？

出産後の女性たちからは「家庭的な雰囲気の中で出産で
きたことがありがたい」などの意見もありました。また、

▶ 安全な出産を病院で

施設では夫をはじめ男性の姿が多く見られ、家族が病院で
の妊娠、出産に協力的である様子がさらに印象的でした。

保 健・教 育

セネガルでは、妊産婦死亡率は出生 10 万件につき 392
件、新生児死亡率は出生 1000 件につき 29 件（セネガル

この先、どんな課題があるのでしょうか？

人口保健調査 EDS2010 - 011より）
と、妊娠や出産で亡くな
る母子が多い問題を抱えています。これには、セネガルの

▶ 増える利用者への対応を

女性たちにとって、
「病院は臭く汚い」
「健診の待ち時間が
長い」などのイメージがあり、医師や看護師、助産師の

診察室を増やしたり広くするため、壁を取り払ったり、

立ち合いで出産する人が少ないことが背景にありました。

事務室を変えたりしていましたが、まだ十分ではない問題
があります。また、セネガルの男性は、女性の安心感を

どんな活動をしていますか？

高めるために出産に付き添う男性も増えてきたようですが、
日本で「イクメン」という言葉が認識されているような状

水 産 ・農 業

▶ 通いたくなるような病院作り

JICAでは、2009 年から2つの州（タンバグンダ州とケドゥ
グ州）で安全にお産をできるようプロジェクトを進めてき

況ではなく、男性を巻き込んでの育児支援は難しいことが
挙げられています。
赤ちゃんとお母さん

母と子の待合室には、ファンやテレビが置かれていました

ました。この成果を受け、全国に広げようと 2012 年から
技術協力をスタート。JICA 専門家のアドバイスのもと、病
院の職員が中心になり、妊婦さんが検診や出産のために
通いたくなるような病院作りをしています。

施設の入口
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助産師さんはできる限り自分たちで施設を改善できるよう、熱心に取り組ん
でいました

待ち時間を減らすために作られた窓口

健診室の数は１つから４つに増やし、待ち時間を減らしていました
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

保健・教育 2：カオラック市内 Sérigne Aliou Cissé 小学校

保健・教育 2

日本人の先生とのハーモニーが、生徒の心を豊かに

カオラック市内

Sérigne Aliou Cissé 小学校
小学校教育（青年海外協力隊）

水資源

青年海外協力隊員：前田藍莉さん
校長先生：Sanokho Khady Mbaye Gueye さん
セネガル側担当者：教育委員会 Diaw Dame さん
活動拠点：カオラック市内小学校

青年海外協力隊

教育

【概 要】
スキーム
（分野）
：青年海外協力隊（人的資源）
協力機関：

カオラック市教育委員会

協力金額：

−

対象地域：

カオラック州カオラック県カオラック市

協力期間：

2015 年 6 月〜 2017 年 7 月

フランス語の「手洗いの歌」や、日本語の「上を向いて歩こう」などを披露し
てくれた子どもたち

教育委員会の職員や校長先生たちが、前田隊員の指導に感謝の気持ちを表
していました

視察で印象的だったことは？
Text：浅川

前田隊員が指導する 3 年生（1クラス 55 人）の音楽の
授業を約 20 分見学しました。子どもたちがみんなそろって

どのような背景があって
始めたのですか？

元気よく歌っていたのが印象的でした。黒板には「ドレミ
ファソラシド」を表す音階が貼られ、音階を当てるクイズ
もしていました。もともと、楽譜の概念がない地で子ども

保 健・教 育

▶ 小学校での教育内容の充実に

たちが音楽を理解するには、隊員のさまざまな苦労があっ

セネガルの小学校の就学率は約 90％にまで上がりまし

たのではと想像できました。

前田隊員が作った活動のポスター。先生たちにも指導をつなげています

どんな変化が見られるように
なったのでしょうか？

この先、どんな課題がありますか？

たが、卒 業 試 験に合格して修了できる子どもたちは約

70％にとどまっています。そのため、授業は卒業試験の
科目であるフランス語や算数などが中心です。JICAでは、
この地域に青年海外協力隊を派遣し、図工、体育、音楽

▶ 表現力を高めるように

などの情操教育を取り入れ、教育の質を高める活動を行っ
てきました。

水 産 ・農 業

青年海外協力隊員は
どんな活動をしていますか？

カオラックの小学 3 年生の子どもたち。カメラを向けると笑顔で迎えてくれます

▶ 歌を通じて単語や習慣を教える

▶ 継続して指導できるように

現地では、楽器や図工の道具など、使える教材に限り

校長先生は「音楽を学んだ子どもたちが、表現豊かに

があります。その中で、隊員は、自分の帰国後も現地の

なった」と話します。前田隊員は「最初のころ、先生た

先生たちが継続して取り組めることを考えるのに苦労して

ちはフランス語や算数の時間を削ってまで音楽の授業を導

いるようでした。JICA セネガル事務所では、「情操教育が

入することに抵抗あるようでしたが、昼食を一緒にとった

専門科目としてカリキュラムにあり、専門的な指導を取り

りしてコミュニケーションをとるうちに、先生たちもピアニ

入れやすい中学校や情操教育に時間を割きやすい幼稚園

カを伴奏するなど快く受け入れてくれるようなりました」と

で、情操教育に注力していきたい」としています。

言います。

青年海 外協力隊の前田藍 莉隊員（小 学 校教育）が、
カオラック市内３つの小学校をまわり、音楽や体育を中
心に子どもたちに教えています。フランス語を学び始めた
ばかりの低学年には、歌を通じてフランス語の単語や手

column

洗いなどの生活習慣を教える目的もあります。隊員の帰

さまざまな年齢の１クラス

国後も継続できるように、先生たちにピアニカの伴奏を

セネガルの小学校では、各学年の終わりに進級試験や卒

指導したりもしています。

業試験があります。不合格の場合は落第し、同じ学年をやり
直します。中には、家庭の仕事を手伝ったりするうちに学校

皆さんが大切に使ったピアニカやリコーダーを、
途上国で再活躍させることができるかもしれません。

に行けなくなり、進級試験に落ちてしまう人もいます。そのよ

p.39「世界の笑顔のために」を見てください。

うな問題をなくすため、JICAでは、音楽や図工だけでなく、
理数科目など基礎学習を高める活動もしています。
フランス語の歌を指導する前田隊員。ピアニカで伴奏しています
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

保健・教育 3：ファティック州教員研修センター

保健・教育 3

日本式の安全第一の建設現場が、教師への教育の礎に

日本の指導でどのような変化が
見られますか？

ファティック州
教員研修センター

無償資金協力

教育

▶ 厳しい管理が作業員の学びに

毛利建築設計事務所の堀井国雄さんは、建設現場にい
る現地の従業員について、
「ヘルメットをかぶり、安全の

ファティック州教員研修センター
整備計画
水資源

JICA 専門家：毛利建築設計事務所 堀井国雄さん、
日本国際協力システム
（ JICS）新村正秀さん
セネガル側担当者：セネガル教育省 Fall Cheikhさん

ために長靴を履いています。さらに、しっかりした足場を

【概 要】
スキーム／分野： 無償資金協力／教育

作り、現場をきれいに保っています。10 年前にはなかっ

協力機関：

セネガル国民教育省企画改革局

た姿です」と評価しています。また、セネガル教育省の

協力金額：

6.42 億円

Fall Cheikh さんは、「日本の管理の厳しさは現場の学びに

対象地域：

ファティック州ファティック市

なる」と、刺激を受けた様子を話していました。

協力期間：

2014 年 3 月〜 2017 年 5 月（予定）

Text：河原

なぜ整備する必要があるのですか？

安全面に気を使って作業を進める現地の作業員

視察ではどのようなことが
印象的でしたか？
▶ 施設の質を高め、意識も改善

建設現場への協力を通じて、日本のノウハウを生かした
質の高い施設が作られるというハード面での変化がみられ

▶ 教員資格のある先生が足りない

ました。同時に、安全への意識や仕事の頑張りといった
ソフト面への変化もみられたことが印象的でした。

保 健・教 育

セネガルの小学校への総就学率は、2000 年は 67.2％、

▶ やる気や技術力は十分に

2011 年は 93.9％と大幅に上がりました。学校に通う生徒
の数が急増したため、先生の数が間に合わず、十分な教

「お金さえあれば、セネガルの建築業者だけでも施設の

育を受けた先生を確保することには課題があります。学校

建設は（技術的に）可能」と Cheikh さん。資金の問題を

側は先生の数が足りない場合の臨時の対応策として、正

解決できれば、協力機関に頼らず自分たちの力だけで技術

規の資格を持っていない場合でも受け入れることがありま

を高め、国を発展させていけるのではないか、と感じまし

す。そのため、生徒への教育の質の低下が心配されてい

た。

日本の方式で、黒板に作業状況を記入していました

ます。

今後、どのような課題が
考えられるでしょうか？

▶ 施設や機材の整備に課題

現在、先生をめざす人や、現場の先生の研修機関であ

水 産 ・農 業

る「ファティック州教員養成研修センター（CRFPE）
」は
州の関連施設が使われ、管理棟、教官室、教室の 3 施設
が離れています。これではコストがかかり、運営も非効率。

▶ 長期的な管理運営が必要
建設中の教員研修センター

2017 年に建物が完成し、施設への機材の供与が終わっ

さらに、必要最低限の施設や機材が不十分だという深刻

た後は、セネガル政府が運営します。充実した施設の中で、

な問題もあるため、新たに作る必要がありました。

いかに効果的な管理運営を行い、質の高い先生を育てて

「お金さえあれば、自分たちでできます！」Cheikhさん

いくか、政府の手腕が問われます。

どのように進められますか？

▶ 資金面に課題

セネガル国内の教員養成研修センターにおける一番の
▶ 施設を建設し機材も整備

課題は、建設資金です。他の州でも、多くの研修センター

日本人技術者の指導のもと、現地の建築会社が建物を

や高等教育機関で、世界銀行や USAID など協力機関の支

作ります。完成後、研修用機材を提供することもプロジェ

援による建設が進みます。国内での資金調達には、まだ

クトの一環。これにより、ファティック州で新しい先生の

高いハードルがあるようです。

養成と、現場の先生たちの研修環境の改善を図ります。
質の高い教育を受けた先生を養成することで、生徒への
教育の質を高めることも目指しています。
完成予想図の前で施設の説明をする、毛利建築設計事務所の堀井国雄さん
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2017年 5月の完成をめざす建設現場。現地の建築業界で一般的なフランス式の建
築工法を使い、資材なども現地調達することで、国内でまかなえる活動を支えます
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

保健・教育 4：セネガル日本職業訓練センター（CFPT）

保健・教育 4

本格的な日本機器が育む、西アフリカの未来の技術

どのような変化が見られているのでしょうか。

セネガル日本職業訓練センター
（CFPT ）
水資源

セネガル職業訓練センター建設計画
セネガル職業訓練センター拡充計画
日本セネガル職業訓練センタープロジェクト
セネガル日本職業訓練センター機能強化プロジェクト
JICA 事業担当者：JICAセネガル事務所 岩田守雄さん
セネガル側担当者：実習長 Massael Kebe さん

ることが大変印象的でした。
▶ きちんと清掃された施設内

▶ 卒業生たちが周辺諸国で活躍
無償
資金協力

技術協力

教育

【概 要】
スキーム／分野：無償資金協力・技術協力／教育
「セネガル日本職業訓練センター機能強化プロジェクト」

入学希望者は、全国にある 6 つの職業訓練校の生徒約

現在、CFPT 卒業生の就職率は 80％以上を誇ります。こ

1,000 名の中から試験により選別され、就学意欲の高い

れまでの卒業生は累計 2,500人を超えました。夜間コースも

訓練生が集まってきています。夜間授業コースの開講日

開設して社会人も受講できるようにし、多くの卒業生たちが、

だった視察日、校内に集まって来た訓練生たちは進んで挨

セネガルや周辺国の産業界で技術者として活躍しています。

拶してくれ、教育が行き届いていると感じました。

▶ 指導者を育てる場としても機能

経営者や指導者の人づくりに対する意識は大変高く、周

この先、どのような課題があるのでしょうか。

協力機関：

セネガル日本職業訓練センター

辺諸国に対しても影響力の大きな職業訓練機関に発展しま

協力金額：

2 億円

した。現在までに 16カ国からの指導員約 300 人を研修生とし

対象地域：

ダカール

て受け入れ、日本の ODA 事業の一環として第三国研修を実

学習機材には日本企業の機械が導入されていますが、日

対象期間：

2014 年 3 月〜 2017 年 5 月（予定）

施しています。2015 年「TICAD 産業人材育成センター」に

本企業との技術指導・研修などの協力体制には至っていま

選定され、今後ますます周辺国への貢献が期待されています。

せん。CFPT は、セネガルへ進出する日本企業があれば修

▶ 日本企業とのマッチングを

了生を紹介するなど、就業マッチングの点では今後さらに

Text：村上・加藤

どのような背景で始まったのでしょうか？

フランス語圏中西部アフリカ諸国全体の主要な職業訓練
機関として機能しています。

保 健・教 育

▶ 将来を担う中級技術者を育てるため

1980 年代、当時のセネガル政府は国内産業を農業中心
から工業への転換を望んでいましたが、国内ではそれを担

今回のプロジェクトは
どのような内容ですか？

うための技術者が圧倒的に不足していました。セネガル政
府の要請を受けた日本は、1984 年に無償資金協力により、
セネガル日本職業訓練センター（CFPT）を作りました。

▶ 新しい学科を作り、上級技術者を育てる

視察時の 2016 年、CFPT は設立から 32 年経過しました。

重要な役割を問われると思います。日本企業には 最後の
フロンティア と言われるアフリカへの進出を検討していた
だき、フランス語圏という言葉のハードルはあっても、その

▶ 充実した学習機材

日本の工業高等専門学校に匹敵する充実した学習機材
が設置され、恵まれた環境と講師陣による技術指導が行

経済成長が日本にもたらす効果を考えていただきたいです。
▶ 管理や運営を強化

センターの自立 的な運 営のため、実 習長 の Massael

われていました。

Kebe さんから「経営のマネージメントを強化し、修了生が

▶ きちんと清掃された施設内

就職に直結できるようにするなど、運営システムを強化す

日本人講師がいなくなった今でも施設内は「 5S（整理・整

る必要がある」という話がありました。修了生の活躍によ

頓・清掃・清潔・しつけ）
」が徹底され、清掃が行き届いて

り、的確な運営が今後の企業誘致を展開する足がかりと

水 産 ・農 業

完成後、日本は中級技術者向けに 4 コース（電気技術・

今回の事業は、2011 年から 4 年間の機能強化プロジェク

いました。日本企業の体制を取り入れて管理状況が保たれ、

なっていくと考えられます。日本の中小企業誘致も含め、

電子工学・電子機械・自動車整備）を開き、センターの

トとして行われました。新たに無償資金協力で、自動車

センターの管理指導が大変しっかりしていると感じました。

産業界との連携が図られることを期待したいです。

運営や指導官を育てるための技術指導、カリキュラム作成

整備学科を改編し重機保守科に、電子科を改編して建築

▶ 指導「される側」から「する側」へ

▶ インターンシップなどを取り入れては

などの技術協力を行ってきました。

設備保守科にするなど、周辺諸国にはない新学科を整備

▶ 上級技術者も指導するように

しました。持続可能な運営に向けた能力強化を目的に、

これまでセネガルは、日本からの ODA 支援に頼り、指

修了時点での就職率は平均 80％程度と、まだまだ上を

導される側でした。センター設立から 30 年以上の経営経

目指せる余地があります。Kebe さんは「それは卒業後半

上級技術者免状取得コースの運営支援なども行っていま

験や蓄積された指導者側のノウハウは、同センターで行っ

年から1 年をかけて就職するのが普通であるため」と説明

す。

ているマリやコンゴ民主共和国など周辺諸国への第三国

していましたが、技術は使わないと 1 年もあれば低下して

にはさらに、上級技術者資格、重機 保守・建築設備保

専門家派遣として、人材育成事業に役立てられています。

しまいます。インターンシップ等、就業マッチングの取り

守の２部門を設けました。現在、セネガル国内だけでなく、

自主運営の資金を得るため、事業拡大の努力を行ってい

組みが必要ではないかと感じました。

日本機材について説明する実習長の Massael Kebeさん

床も機材も、きれいに手入れされていました

時代の変化とともに、1999 年には上級技術者向け 3 部
門（情報処理、自動工学、電子機械）を開設。2012 年

手入れの行き届いたセンター中庭
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視察先では、
どのような内容が印象的でしたか？
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社会に出てすぐに使える最新機材を取り入れた施設内

国際協力レポーター 2016

23

2

視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

水産・農業 1：ンブール認証水揚施設

水産・農業 1

女性の活躍を後押しする、安全な魚の取り引き現場

セネガル経済に貢献する水産物のバリューチェーン開発

ンブール認証水揚施設

漁獲
技術協力

バリューチェーン開発による
水産資源共同管理促進計画策定
プロジェクト（PROCOVAL）
水資源

JICA 専門家：OAFIC 荻野芳一さん
現地担当者：ンブール水産支所長（Chef de poste）
サバリーさん

水揚

流通

①国内流通水産品の高品質化

②高い品質が求められる輸出市場への拡大

スキーム／分野：技術協力／水産
セネガル漁業・海洋経済省

水産資源の
持続性確保

調査計画室／水産局／企業水産加工局
協力金額：

約 4.2 億円

対象地域：

ティエス州ンブール県

協力期間：

2014 年 3 月〜 2017 年 11 月

水揚げ施設
の整備・
適切な使用

水産物の
鮮度・
品質・
衛生管理

▶ 新鮮な魚でブランド化に

Text：赤木

プロジェクトが始まる前、
どのような動きがあったのですか？

販売

水産

【概 要】
協力機関：

加工

（COGEPAS）」が始まり、対象地域の資源管理の方法を

市場の
要求条件を
満たす
加工技術の
向上

③水産業での雇用拡大

販路の
開拓・拡大

この先、どんな課題が考えられるでしょうか？

その他にも、日本の協力によって、活きのいいタコを無
傷のまま水揚げできるようになったり、西アフリカ初の持
続的漁業認証ラベルができたりと、成果がでてきています。

全国に広げられるよう活動をしています。

▶ 民間企業は「要望を伝えて」

国外市場への輸出拡大に向けて、民間企業との連携が
ますます重要になっています。ンブール市の水産支所長の
サバリーさんは、タコを例に「現場の漁民は輸入国側の求

保 健・教 育

▶ 水産業で国が発展

どんな活動をしていますか？

めていることが分からないから、買う側のニーズを伝えて
ほしい」と話していました。日本企業が要望した品質改善

水産業はセネガルの重要産業の一つで、
「貧困削減」
「雇
用創出」
「食料安全保障」
「経済成長」に貢献しています。

▶ 水産業の流通を整える計画作り

内容は「氷の中にタコを直接入れるのではなく、タコをビ

水揚げされた魚は、国内で食べられるほか、近隣の国々

魚の水揚げから販売まで、すべての段階（バリューチェー

ニールに入れて冷凍することで真水に接触しないようにし

に燻製などの加工品として輸出されます。欧州・日本へは

ン）に付加価値をつけ、品質を高めるため、管理体制を

てほしい」というものでした。セネガル人は改善にとても前

タコ、イカ、高級魚などが輸出されています。

整える計画を作ります。具体的には、

▶ 政府と漁民が共同で魚を管理

セネガルの水産業への日本の協力は 1976 年に始まり、

①欧州および国内市場向けの高級鮮魚の品質改善のため
に新たな施設を整備

水 産 ・農 業

漁獲能力を高める支援が行われてきました。近年は、人口

②日本市場向けタコの品質改善

が増えて漁獲量も増えたことで、輸出用の漁獲量の減少

③ EU 基準に対応した認証水揚げ場の整備

や魚の小型化など資源管理の問題が出てきました。そこ

④独自ラベルの整備によるセネガル産水産物のブランド化

で、日本は 2003 年、漁民と政府が一緒になった共同管

などが実施されています。

理（禁漁や産卵場所の確保）を指導。2009 年から「漁
民リーダー の 育 成・零 細 漁 業 組 織 強 化プ ロジェクト

向きです。買う側が具体的なニーズを伝え、改善方法を
漁業関係者が水揚げした魚を見せて 新鮮なタコに傷をつけず水揚げでき
くれました
るようになるほか、漁業認証ラベル
ができています

現場で一緒に考えて実践することの必要性を感じました。

視察でどのようなことが印象的でしたか？
▶ 若者が支える水産業

日本は漁業の高齢化が進んでいますが、セネガルでは

どんな変化が見られるようになりましたか？

水産業が重労働であるため、若者が主流となっています。
「一攫千金を狙ってギャンブル的な発想で従事している若

▶ 行政と漁民が歩み寄るように

日本の水産業の特色を生かし、漁民などの漁業従事者

セネガルではタコの値段が高いこともあり、セネガル人

が話し合う姿勢が生まれました（それまで伝統的に、話し

はタコを食べる習慣はなく、調理法も知りません。そのた

合う習慣がありませんでした）
。

め、セネガル人はできるだけ多くのタコを輸出して利益を

▶ 漁民の声を反映したルール作り

上げたいと考えています。（ヤボイ＝イワシ 3 匹：100CFA、

ちの漁村の課題を話し合い、自ら解決方法を決めて守る
というボトムアップの管理方法が大切にされています。漁

24
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▶ タコの輸出を強化

と行政が共同で管理する方法を取り入れたことで、関係者

行政の指導によるトップダウンではなく、漁民が自分た

セネガルの水産業の 9 割は零細企業。海岸では、木製のボートで水揚げして
いました

者もいる」と言います。

完成直後の水揚げ場。輸出用の魚
が水揚げされる場所になります

水揚げされた魚の一時保管場所を見
学。温 度 管 理 のためエアコンやビ
ニールカーテンがつけられています

水道は、衛生面を考え、手を使わず
に足で水を出します

新しく作られた施設を前に、漁業組
合の代表者たちは水産業のさらなる
発展への期待を寄せていました

タコ一杯：3000CFA）
▶ 日本との結びつきを実感

日本の技術協力はセネガルの水産業と日本の食卓を共

民の声で生まれたルールを行政が法律にする仕組みは、

に豊かにするもので、セネガルと日本は相互協力の関係に

漁業関係者の意識を高めています。

ありました。
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

水産・農業 2：ダカール中央卸売魚市場

水産・農業 2

海洋国日本の経験を、セネガル水産業の仕組み作りに

どんな変化が見られるようになりましたか？

ダカール中央卸売魚市場

▶ 取引しやすい売り場に
無償資金協力

ダカール中央卸売魚市場建設
ダカール中央卸売魚市場拡充計画
JICA 専門家：水産行政アドバイザー 池田誠さん
セネガル側担当者：ASFEM 代表 Awa Diallo さん

水産

スキーム／分野： 無償資金協力／水産

者間の競争原理から、品質向上や価格競争も生じるよう

協力機関：

漁業・海運省水産局（当時）

になりました。

ダカール中央卸売魚市場

▶ 品質が改善

水資源

協力金額：

、
12.05億円（1989 年度）

以前は、床や土の上に直接魚を置いて販売していました

7.28億円（1997 年度）

が、日本からの供与で販売用パレットが導入されたことに

対象地域：

ダカール首都圏

より、鮮魚の衛生面、品質面での改善が図られました。

協力期間：

1989 年度、1997 年度

また、製氷機を設けたことで、市場内の氷の需要をまか

役割を担っています。今回訪問したダカールの魚市場では、

なえるようにもなりました。衛生検査機材は水産物検査に

集まる人の 80％は女性だと言われます。魚市場で働く女

活用され、品質の悪い魚が市場に出回るのを防ぐ役割を

性の割合に関し、日本の市場との違いを感じました。

担っています。

▶ 働く女性が集う施設も

保 健・教 育

どうして始めたのですか？

日本の協力はいつから始まっていますか？

▶ 国を支える水産業

▶ 新しい市場の誕生と課題

1989 年、新鮮で衛生的な水産物を流通できるようにと、

消費される魚介類はほぼ 100％国内で賄われています。ま

日本の無償資金協力でダカール魚市場が作られ、販売用

た、日常の食事でも魚料理を好み、セネガル国民が摂取

パレット・荷車・衛生検査のための機材などが提供され

する動物性たんぱく質の約 70％は水産物です。全就業人

ました。開設当時は、卸売業者と小売業者のやりとりの

口の 17％が何らかの形で水産業に携わっています。

場でしたが、仲介する仲卸業者が自然に発生。これにより、

▶ 市場の広さ、衛生面、交通渋滞に課題

取扱量が増えて市場が手狭になったほか、品物や車が入

▶ 水産業関係者の意識を高める

ない市場での魚取引が一般的でした。ダカール中央卸売

が所属する女性組織 ASFEM が、集会、憩いの場、訓練

魚市場の整備をきっかけに、衛生的な施設で品質管理の

施設として利用しています。起業に必要な資金を小規模に

行き届いた商品を扱うようにする意識が向上しました。

貸し出すマイクロファイナンス事業や、魚料理店舗の経営、
料理教室などを行うほか、託児所のような機能も備えてい

視察でどんなことが印象的でしたか？
▶ 活気あふれる市場内

市場内の取引場や衛生検査室を視察し、市場全体に非
常に活気があり、セネガルにおける主要産業としての水産
業の発達を感じられました（年間の水産物取扱量：約 4

いましたが、人口の増加で取扱量が増えたため、既存の

が不足したりするなどの問題も生じてきました。
▶ 施設の改修にも協力

万トン、1日の利用者：約 8,500 人）。

市場が手狭になりました。また、市場の利用者増加によ

水 産 ・農 業

チェブジェン（魚ご飯）はセネガルの代表的料理

国際協力レポーター 2016

ます。料理教室では、以前、魚を使った日本料理の講習
会も行われました。ASFEM 代表の Awa Diallo さんから「カ

施設誕生から 5 年が経ち、床が壊れたり製氷・冷蔵施設

抱えるようになりました。

日本の草の根無償資金協力で 2004 年に建設された「女
性の家」も視察しました。ここは、市場で働く約 400 人

り乱れるなどの混乱を生じるようになりました。さらに、

り衛生状態の悪化や周辺の交通渋滞など、多くの問題も

「カマボコ！」 ASFEM 代表の Awa Dialloさん。働く女性の味方です

セネガルの水産業関係者にとって、以前は屋根や床の

した。そのうち、グエル・タぺ市場が卸売機能を果たして

ダカール首都圏には、もともと多くの公設市場がありま

26

小型魚と分類されたことによって、買い手が求める水産物
を探しやすく、比較もしやすくなりました。そのため、業

【概 要】

Text：小澤（中村）

セネガルは西アフリカで最も漁業の活発な国。国内で

市場内の売り場が整備され、大型魚、加工品、甲殻類、

▶ 女性の活躍に驚き

マボコ！」という日本語が出てきたときには、驚きと同時
に嬉しさを覚えました。

この先、どのような課題があるのでしょうか？
▶ 運営管理と資金問題のバランス

1997 年、再び日本の無償資金協力で、市場の床や製

市場の上階から見渡すと、カラフルな衣装をまとった女

近年、水産業への新規参入者が増えています。駐車場

氷施設・衛生検査室の改修、仲卸店舗や駐車場、構内

性が多いことに驚きました。セネガルはじめ、西アフリカ

として整備された場所にまで取引が広がるのを目にし、運

道 路などの増設が行われました。その後も、2004 年と

地域の水産業では、特に加工・販売分野で女性が重要な

営管理の難しさを感じました。この問題を解決するには、

2014 年に、日本の協力で製氷機・冷蔵庫の修理修復が

動線の整備、施設の拡張が必要とされますが、資金の問

行われています。

題もあり、これからの課題と言えます。

活気あふれる施設内

広い市場で目立つカラフルな衣装から、女性が多いことがひと目でわかります

駐車場でも売買が…
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視察レポート

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

水産・農業 3：カオラック州ンドラム・エスカル地区中核農家圃場

水産・農業 3

自然を味方に生産力を高める、稲作大国日本の協力

カオラック州
ンドラム・エスカル地区
中核農家圃場
天水稲作持続的生産
支援プロジェクト
水資源

JICA 専門家：レックスインターナショナル 山本克幸さん
セネガル側担当者：中核農家 Niang さん

技術協力

農業開発

【概 要】
スキーム／分野： 技術協力／農業開発
協力機関：

セネガル農業農村施設省農業局

協力金額：

4.2 億円

対象地域：

カオラック州、カフリン州、
ファティック州

協力期間：

2014 年 8 月 〜 2018 年 7月

「10 倍に増えました！」Niangさん「実際は 2 倍ぐらいだけどね（笑）
」山本さん

Text：芹沢・浅井

どのような課題のもと、始まったのですか？
保 健・教 育

▶ 主食の低い自給率と生産性

どんな活動を進めていますか？
▶ 地域に適した品種の栽培指導

音楽とダンスで歓迎

どのような変化が見られていますか？

今後どのような課題が考えられるでしょうか？

▶ 収穫量が大幅にアップ

▶ 気象条件に負けず安定した収穫を

中核農家の Niang さんは、「研修や技術普及員からの指

雨水を使って雨季に行う天水稲作は、年によって雨量

導で知識を得たことで、米の生産量を大幅に増やすこと

等の栽培条件が変化するため、生産量が安定しにくいの

ができるようになった」と喜んでいました。プロジェクトを

が課題です。まずは対象 3 州で着実にプロジェクトを進め

普及員と中核農家が共同で進め、信頼関係も生まれてい

て収穫量を伸ばし、今後さらにセネガル全土へと取り組み

るようでした。

を広めていくことが期待されます。

▶ 男性も稲作に意欲的に

▶ 機械の導入や野菜の栽培も

セネガルの主食は米で、国民一人当たりの年間消費量

地元の農家の人たちが安定して米作りができるよう、稲

は約 60~80kg です。日本を超える米消費大国ですが、大

作の技術指導をします。具体的には、地域の特性に合わ

対象地域の稲作は伝統的に女性が主な担い手となって

生産者側からは、
「籾摺り機を借りるために遠方まで行

半を輸入米に頼り、自給率は 37％にとどまっています。

せ、6 〜 10 月の雨季で短期収穫できる極早生・早生品種

きましたが、収穫量が増えたことで栽培に挑戦意欲を持

く必要があり、機械が不足している」という声や、「乾季

また、人口の約 70％が農家ですが、GDP 全体に占める農

を導入し、その中でより収穫できるよう品種の比較を行なっ

つ男性が増え、今後の発展が期待されます。2016 年度

の野菜作りも指導してほしい」などの要望もあがっていま

業生産の割合は 13％と低く、生産力を高めることが課題

ています。加えて、地元の技術普及員や中核農家（農家

には、対象地域 54 の中核農家が活躍し、中核農家から

した。意欲ある生産者の期待に応えるため、どのように

となっています。

グループの中から選ばれたリーダー）に指導し、彼らから

一般農家へ技術も広がり始めています。

環境を整えるか、課題となっています。

▶ 自然の恵みを生かした稲作へ

一般農家へ稲作技術を広める活動をしています。

視察先でどのようなことが印象的でしたか？

セネガル政府や各家庭にとって、割高な輸入米を買う負
担が大きいため、国産米を増やすことが急がれています。

▶ 音楽とダンスで大歓迎

水 産 ・農 業

日本は 2010 〜 2014 年、セネガル川流域の豊富な水資源
を利用した灌漑稲作プロジェクトを実施。国内には河川が

現場に到着すると、農家の女性や子どもたちから音楽と

なく灌漑ができない地域もあるため、国全体の生産量を

ダンスの歓迎を受けました。中核農家だけでなく一般農家

高めようと、雨季を利用した雨水だけを使う天水稲作を支

も、日本の協力にプラスの評価をしていると実感しました。

援する取り組みを始めました。

▶ 現地の普及員や農家から伝わる強い思い

現地の農家では、品種を比較して適切な品種を選ぶほ
か、米に加え野菜まで栽培するなど、栽培に熱心な様子

稲作の現場では、トマトなどの野菜までも栽培していました

がうかがえました。普及員の方が英語で通訳をしてくれた
おかげで、熱い思いがより深く伝わりました。
▶ 日本ならではの協力

各国の援助機関（ドナー）が集まるドナー会議では、
協力分野の担当について話し合われます。稲作関連では、
日本以外のドナーが土地などのハード面を整備し、日本は
栽培技術の指導や、施設の維持管理など、ソフト面を担
当しました。他のドナーとの連携で、日本ならではの強み
セネガルの主食は米。肉や魚と一緒に食べます
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どこまでも広がる稲作現場

が着実に成果を上げ、評価されていました。

品種を比較する看板
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視察を終えて

各レポーターのビフォー & アフター

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

各レポーターのビフォー & アフター

BEFORE
& AFTER

芹沢 領
Ryo SERIZAWA

03

AFTER

好きなこと、得意なこと、それぞれの立場で

北海道大学大学院農学院

現地に行き、様々な人と会うことで、自分の価値観

01

河原 太郎
Taro KAWAHARA

国立教育政策研究所 国際調査専門職
元青年海外協力隊
グローバル教育コンクール「写真部門」入賞

AFTER

利他的に挑戦することの大切さ

天水稲作のプロジェクトサイトでは、JICA 専門家と
農家の有志が協力して、品種の異なる様々な稲を実験
的に自分の土地に植え、そこで得られた経験的知識を

五感で国際協力の意義を再考したい

は青年海外協力隊しかないと思っていました。しかし、
現地には専門アドバイザー、JICA 職員、民間企業の方

国際協力と科学技術と私の関係とは

など様々な方が第一線で活躍していました。そこで活躍

国際協力とは関わりのない学生生活を過ごしていまし

する方々は、自分の得意分野や好きなことでセネガル

た。国際協力レポーター公募を偶然発見したことで、

と向き合い、国際協力をしていることに驚きました。皆

ODA や国際協力を考えるきっかけとなりました。国際協

さん笑顔が素敵で、楽しそうに仕事をしていました。こ

力に日本や個人がどうやって貢献しているのか、私が普

の人たちが日本の強みをセネガルの強みにしている立役

独占することなく周りの人へと共有していました。また、

段扱っている科学技術と国際協力が関係しているのか

者なのだと気づき、憧れました。私は、研究が好きな

日本の支援で建てられた給水塔は、地元の有志が協力

を直接見て知ることができるのではないかと思いまし

ので、研究成果が最終製品や技術となって国際協力に

この視察に参加するまでは、私は実際にアフリカの

し、ボランティアに近い状態で維持管理を行っていまし

た。現場を見ることで、将来の研究のモチベーション

生かさせる未来を築きたいと思います。そして、同世

地に足を踏み入れたことはありませんでした。今回セネ

た。視察を通して、国境の垣根を超えて利他の心で新

や発展につながると考えました。

代の学生に国際協力の現場と担い手の活躍を伝えるこ

ガルの実態とそこで実施されている JICA の活動を見さ

しい試みに挑戦する活動が繰り広げられている様子を

せていただくことで、現地の文化を五感で感じると共に、

目の当たりにし、日本に生まれた自分にも、専門性を

JICA と現地の人とが、どのようにして現地に根付く効

使って何かしらできることがあるように感じています。

果的な活動を生み出しているのかに注目して、ODA の

私も利他の心を持って、恐れず新しいことに挑戦した

意義を再考したいと思いました。

いと、強く思うようになりました。

BEFORE
小澤
（中村）容子

BEFORE

Yoko OZAWA

とで、多くの若者が国際協力に関わるように背中を押
していきたいと思います。

04

AFTER

フリーアナウンサー
株式会社古舘プロジェクト所属

する前に漠然と抱いていたイスラム社会のイメージとは

02

諸岡 琴美
Kotomi MOROOKA
七賢人の里 おへそ保育園職員
グローバル教育コンクール
「グローバル教育取り組み部門」入賞

AFTER

自分の足を一歩前へ進めた世界の先に……

勇気を持って一歩踏み出した時は、不安から楽しみ
へと変わっていました。セネガルの土地へ入った瞬間の

子どもたちに、小さな違いまで伝えたい
私が勤務する保育園では、国際理解のカリキュラム
に取り組んでいます。いろいろな国の言葉や食事、文
化などを伝え、子どもたちに日本との違いなどについて

驚きは忘れられません。帰国すると、いろいろな方か
ら「なんか変わったね！」と言わることもありました。
１週間の滞在の中で、一瞬一瞬が人生の学びとなった
のだと思います。
「それほどのことで自分に負けない！」
という気持ちが強くなりました。今は、価値観が変わり、
「また違う世界を見たい」という今までにはない気持ち

伝えています。
今回参加するにあたり、子どもたちに「セネガルでは

でいます。本当に楽しく充実した日々でした。前進した

こんなに日本と違うことがあった、こんなことに驚いて

世界の先には、今までにない自分が見られることと思

……」など、小さなことまで一つ一つ伝えたいと思いま

います。

異なる、嬉しくて、頼もしい発見です。稲穂が頭を垂
れる収穫間際の田んぼの真ん中、太鼓代わりの金盥（タ

世界の日常に注目したい
世界に暮らす様々な人たちの文化やごく当たり前な日
常を知りたい、感じたい。どんな暮らしをして、どんなこ
とに喜び、どんなことに悩んでいるのか。そこに国際協
力に関心を持つようになった原点があるように思います。
文化交流にも興味があり、日本の文化が世界でどう受け
入れられているのか注目していきたいと思っていました。

BEFORE
セネガル社会の女性たちと出会って

ライ）のリズムで、村の女性たちと踊ったのは最高の
思い出です。本当に楽しかった！

「人を育てる」協力がよい関係作りに
日本が取り組む国際協力には、インフラなどの整備
をするハード面の協力と、技術を伝え、人材を育てる
ソフト面での協力と、大きく分けて２通りあります。イ
ンフラ整備の協力では施設に日本の国旗が掲げられ、
日本の協力の存在感を示すことができますが、実は、
もう一方の「人を育てる」協力が、その国の将来を考
えたときに非常に大きな意味を持ってくると思います。
しかし、この「人を育てる」「技術を育てる」協力は、
一見地味で、何より時間がかかります。文化や価値観

市場で働く威勢のいい女性たち、天水稲作プロジェ

の違いから、様々な障害にもぶつかります。今回視察

した。また、私自身は海外へ行くことが初めてなので、

クトに取り組む女性たち、校長先生はじめ小学校で教

した訪問先をはじめ、おそらく、世界中の日本の国際

不安や楽しみなどいろいろな思いがありましたが、セネ

える先生たち―。今回、視察先の多くで、女性がよく

協力の現場で、今日も現場の困難とひとつずつ折り合

ガルへ行き、自分がどのように変化するのかを楽しみ

働き、時にはリーダーとなって、グループや地域社会を

いをつけながら、根気よく、情熱をもって取り組む日本

に行ってきました。

まとめていたのがとても印象的でした。セネガルを訪問

人たちがいるということをあらためて実感できました。

BEFORE
30

が広がりました。今までは、国際協力に携わるために
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視察を終えて

各レポーターのビフォー & アフター

加藤 明良
Akiyoshi KATO

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

05

茨城県議会議員

AFTER

アフリカの発展を日本の活力に！

支援先の国民にとっての ODA を知りたい

磯部 祥子
Sachiko ISOBE

07

地方公務員

に生きている人はバイタリティにあふれ、子どもたちも
元気いっぱいでした。
「生きていく」エネルギー自体に、

経済成長は近年目覚ましく、国際化に伴う各国企業の

セネガル人も日本人も変わりはなく、同じ地球の上で生

進出も盛んになると思います。セネガルでの視察を経
て、日本の ODA や青年海外協力隊の国際支援活動が

国際協力の支援される側の思いを知りたい
医療機関に勤務しています。アフリカには過去に旅

変有効であると確信しました。日本政府も、アフリカ

行したことがあり、国際協力の現場を視察するスタディ

国民にどのように理解され評価を受けているのかには

への経済支援は今後の重要政策と位置づけており、こ

ツアーにも参加したことがあります。支援されている人々

疑問がありました。中国や韓国のように、長年の支援

れからの日本とアフリカの絆が深まり、日本企業のア

の感想を聞きたい、支援されている人たちの生活してい

を受けながらも、国民感情は相変わらず戦後体制を引

フリカ進出にも大きく期待します。

る普段の姿を見たいと思い、参加しました。

きずったままのように感じる国もあります。親日的な国

BEFORE

の ODA 事業で造られた橋や道路に、日本国旗や感謝
の現れを示すプレートがあると日本人として誇らしく感

1 週間。電気も水道もない農村部で、子どもたちは裸

AFTER

06

地方公務員

セネガルの発展と日本の国際協力の特徴

セネガル政 府は 2014 年 2 月に「セネガル振興計画

浅川 淑子
Yoshiko ASAKAWA

08

フリーライター

知識を持つ専門家の派遣や協力に必要となる機材の供

国際協力の現場にいる人たちに
感謝を伝えたい

与など様々な手法で援助を実施しています。日本の国
際協力の特徴は、支援国の国民の力を引き出し、日本
の知見や技術を伝えることにより、その国の経済・社

市役所職員として、多文化共生や姉妹都市交流と

会の発展に貢献するというものです。単に資金やモノ

いった国際化施策の担当をしています。青年海外協力

を与えるだけではない、これまでの歴史・経験に培わ

隊として世界各地に派遣される方々の出発を見送った

れた技術・知見を、専門家が開発途上国の国民と共

り、帰国後の報告を聞いたりする機会も多々あります。

に汗をかきながら伝えていくという日本の国際協力の素

そのような環境にいると、自分自身でも現地に行ってみ

晴らしさを、今回の視察では深く実感することができま

たいと思うようになりました。国際協力の最前線にいる

した。

方たちに、直接感謝の言葉を伝えるとともに、自分の

国際協力レポーター 2016

ていました。小学校では、青年海外協力隊員から教わっ
た歌を真剣なまなざしで歌っていました。街中を歩けば、
お母さんから怒られている子どももいれば、サッカーを
楽しむ子どももいる。決して「世界の果て」ではなく、
「日
じました。

改革などに取り組んでいます。これに対して日本は、
「国
ため、セネガル側のニーズにあわせて、専門的な技術・

足で、背中に穴の開いたシャツを着て元気に走りまわっ

本と変わらない地球」の生活が毎日営まれていると感

（ PSE：Plan Senegal Emergent ）
」を策定し、経済構造

学校現場や建築現場、稲作現場、どこの視察先でも、

別援助方針」のもと、セネガルの自助努力を支援する

32

ことはないのかと、自分自身考えたいと思っています。

「世界の果てまで」行く気持ちでセネガルに滞在した

BEFORE

BEFORE

は、仲間同士の助け合いなのだからもっと何かできる

同じ地球人として、かけがえのない協力を

る形で支援の足跡を戦略的に残してほしいです。

目でも見てみたいと思い、応募しました。

活している仲間同士なのだと実感しました。国際支援

AFTER

じます。国と国との友好の絆を深めるため、目に見え

Rieko ASAI

セネガルは、経済的には豊かではないし、衛生的な

「21 世紀最大のフロンティア」と言われるアフリカの

国と国との友好の懸け橋となる ODA 事業が、支援先の

浅井 里依子

エネルギーあふれる地球の仲間

環境も整っているとは言い難い国です。しかし、そこ

地元住民にも大変感謝され、国家間の架け橋として大

ODA 事業には以前から関心がありました。同時に、

AFTER

子どもたちの「今」を伝えたい
学生時代の一時期、国際協力に本気で関わりたいと

現地の人たちが日本の支援に「感謝している」と述べ
ていたのが印象的でした。さらに、セネガルの JICA 事
務所で森谷所長が「友達のために協力する気持ちで」

将来の道を模索しながらも、いつの間にか国際協力と

事業を行っていると聞き、対等な国際協力のあり方を

接することの少ない場で長い年月を過ごしていました。

感じさせられました。一方、視察先のセネガル人からは

久々に「国際協力レポーター募集」の文字を見たとき、

「日本の支援がなくても、ほかの国が支援してくれるか

今の自分なら、人に伝えることで国際協力に貢献でき

ら…」というニュアンスを耳にしたときには、支援慣れ

るという確信につながりました。子ども向けの媒体で仕

の現実もあるかと思い、少々戸惑いも覚えました。今

事をする立場として、セネガルの子どもたちがどのよう

の子どもたちが大きくなるころ、日本もセネガルも、お

に生活をし、将来どのような夢を抱えているのか、そこ

互いのできること、できないことを補う気持ちで国際協

に日本がどう関わっているかを伝えたいと思いました。

力を進め、誰からも「日本とセネガルの関係だから成

経済成長が停滞する日本、経済成長が著しいセネガル、

り立っている」と思われる事業が進んでいくことを願っ

両者が数十年後どのように関われるのか、自分なりに

ています

模索する気持ちで現地を目指しました。

BEFORE
国際協力レポーター 2016
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視察を終えて

各レポーターのビフォー & アフター

松下 芽依
Mei MATSUSHITA

09

建築会社員

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

AFTER

村上 正弘

知らないことに目を向け、疑問を持つ姿勢を

Masahiro MURAKAMI

私が見たセネガルは、これまで抱いてきたイメージの

NPO 法人

熊本県キャリアコンサルタント協会理事長

アフリカとは大きく違いました。携帯電話が普及し、ホ

今回の視察で、艶やかな衣装の女性が魚市場や農

の現状をわかっていないのかを感じた瞬間でした。アフ

場、そして水管理組合で中心に立って働いている光景

を持たれることが多々あります。それだけ、私たちは世

を見ました。その存在価値の素晴らしさに感心する一

後世にどう伝えるか

方、男性の役割には疑問を感じました。魚市場での人

界を知らないようです。先進国には先進国の、途上国

私は大島商船高専を卒業後、川崎汽船株式会社の

の流れ（動線）
、給水塔のメンテナンス、農場におけ

幼い頃から諸外国には関心があり、1 つでも多くの国

には途上国の、課題はそれぞれあります。同時に、地

を訪れたいと常に思ってきました。今の仕事は、地域

球規模での課題もたくさんあります。それらを解決すべ

航海士として 14 年間貨物船に乗っていました。これま

る治水、それは男性の役割であり、10 年先、100 年先

く、いろんな事象に目を向け、疑問を持つことが大切

での訪問国は 60 カ国を越え、自分の経験や能力を発

を見越して活動しなければならないことです。小学校

に密着した活動ができる一方、国際情勢を意識するよ

や職業訓練校の勉強の基本が、言語（ウォロフ語、フ

うな直接「外国」に触れることがほとんどありません。

だと感じました。貴重な経験をさせていただき、ありが

展途上国で活かせないかと考えていました。35 歳から
パソコンスクールを開業し、職業訓練を受託。多くの

ランス語、アラビア語、英語）と数学と聞きました。

仮に今、諸外国と関われる機会があっても、それは限

とうございました。

訓練生の再就職を支援してきました。そして今、日本

教材や実験施設が必要な理科の学習が足りていないよ

られた地域のごくわずかな部分に過ぎません。今、世

の若者に海外の渡航経験（広い世界を知る）の意義

うに感じました。何のために学ぶのか？この国の子供た

界はどう変わり、日本はどのような役割を求められてい

を伝えたいと思っています。
「可愛い子には旅をさせよ」

ちは、豊かな生活のために学ぶ意気込みが十分にある

るのか。また、日本はこれまでどのような役割を果たし、

が 60 歳を過ぎた今の私のスローガンです。セネガルで

と思います。

自分の今いる限られた世界とどのように結びついている
のかを見たいと思い、応募しました。

BEFORE

「強み」を活かし、共に成長

AFTER

現地で活躍する日本人は、変わりゆく課題に対して今
できることに集中し、セネガル人が自立して継続できる取

赤木 佑衣
Yui AKAGI

10

中小企業支援団体職員

は、自分の経験をどのように活かせるか見てみたいと思
いました。

BEFORE

組みを行っていました。無いものを探すのではなく、あ
るものを活かすことの尊さと、それらを補い合うことで

宮田 美波

お互いに価値のあるものになっていくことを痛感しました。

Minami MIYATA

これは、私にとって身近な中小企業支援や地方創生など

12

鹿児島大学大学院 大学院生

にも通じることがあります。今回の貴重な経験を、私は自
分の持ち場で活かしていきます。息詰まったらセネガル

途上国の人々の暮らしを改善

人の明るくてシンプルなマインドを思い出しながら……。
●私の考えるセネガルの強み「シンプルな熱いマインド」

日本と途上国がよりよく共存する
ヒントを探しに
中小企業では、開発途上国からの研修生を積極的
に受け入れており、経営者は口を揃えて「研修生の働
く意欲が、日本人従業員に対して良い影響を与えてい
る」と話してくれます。日本が援助してきた開発途上国
に、日本は今、救われている現状があります。では、

一番の収穫量を誇る米農家に成功の秘訣を聞いたところ
『しっかり働くこと』と教えてくれました。また、職業訓練校
のスローガンは『しっかり勉強して、使える人間になれ』です。
今あるもので何ができるかを考え、目の前のことを懸命に取り
組む強さがありました。

●私の考える日本の強み
「相手の立場に立った質の高い支援」
日本の支援に対して「よい意味で疲れる」という現地の声

自分の目で支援の現場を確かめたい

プロジェクトの詳細は初めて知ることばかりでした。

ODA は、もとをたどれば国民の税金です。大切な税金

家では、幼い頃から世界各地の留学生をホームステイ

が、途上国の人々の暮らしをわずかでも良くしているこ

で受け入れていました。彼らの多くは、日本の農業や母

とを実感しました。母子健康センターを訪ねたときは、

子保健などを学びに来ていました。そのような環境もあ

セネガルで働く日本人女性の看護職員の方に会うこと

り、開発途上国への支援に興味を持ちました。その一

ができ、大きな刺激になりました。支援を通し、日本

歩として、現在日本がどのような支援をしているのか知

が途上国から学べることもたくさんあると感じました。

りたいと思いました。実際の現場を自分の目で見て、

でしょうか。実施現場に直接訪れ、現地の人から聞き

セネガルに対して負担（条件）を設けています。条件を付け

たい、そして、日本と開発途上国とが共存共栄するヒ

ない他国の支援のほうが、現地の人は評価を高くつける場合

どのように受け止めているのか、支援が本当に現地の

ントを探りたいと思い、応募しました。

もあります。しかし、日本はセネガル人の立場でセネガルの未

人々の役に立っているのか、この目で確かめたいと思い

来を考えています。日本の持つ質の高さを活かした支援が行

応募しました。

国際協力レポーター 2016

日本が途上国を支援していることは知っていたものの、

私の夢は、開発途上国の支援をすることです。私の

がありました。日本の支援は持続性（自立と自治）の観点から、

われていることを、今回の視察で実感しました。

AFTER

初めてのアフリカは、私にとって全くの異世界でした。

日本の協力は開発途上国にどのように役立っているの

BEFORE
34

理科＝科学を勉強する必要性

AFTER

テルに入れば Wi-Fi がつながります。いかに自分が世界
リカは「未開の地で発展途上の地域」というイメージ

日本の役割と、世界との結びつきを知りたい

11

実際に支援を受けている現地の人は日本からの支援を

BEFORE
国際協力レポーター 2016

35

3

視察を終えて

視察後のレポーター活動

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

視察後のレポート活動
国際協力レポーターの参加者は、視察後それぞれの場所でレポート活動を実施しています。
活動はこれからも続きます。ここでは 2016 年 12 月末までに実施された活動の一部を、簡単にご紹介します。

2016.11.3
2016.10.30
磯部 祥子

東京都内ホテル

大学 OG 有志による
勉強会での報告

2016.11.9
村上 正弘

熊本県立劇場

熊本県中小企業家同友会
支部例会での講演

2016.11.15 〜 21
浅川 淑子

毎日小学生新聞

署名記事「協力の現場から」
の執筆

36
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松下 芽依
愛知大学

2016.11.25

2016.12.6

諸岡 琴美

宮田 美波

七賢人の里
おへそ保育園

鹿児島大学大学院

愛知大学大学祭内
JICA 中部ブースでの発表

2016.12.13

2016.11.9
2016.11.10
加藤 明良

FM ぱるるん放送局
水戸市 FM コミュニティー放送局

番組「PROUD OF IBARAKI」
での報告

2016.11.18
芹沢 領

北海道大学附属図書館

第 6 回 国際協力カフェ

「見た！住んだ！
変わりゆくアフリカの今」
での登壇

ランチ・ミーティング
での発表

職員研修での報告

河原 太郎

東京都内飲食店

2016.11.12
浅井 里依子

同僚職員への報告

越谷市内会議室

越谷市国際交流団体
ボランティア例会での発表

2016.12.17

2016.12.10
2016.12.7
2016.12.12
加藤 明良

茨城県議会本会議場
文教警察委員会室

平成 28 年度茨城県議会
第 4 回定例会での報告、質問

赤木 佑衣

岡山県内飲食店

関係自治体職員等との
人事交流会での報告

2016.12.14

浅川 淑子

村上 正弘

JICA 地球ひろば

熊本県立技術短期大学

国際協力レポーター OB 会主催
2016 年度報告会での発表

2016.12.19

「キャリア形成Ⅱ」の講義

小澤（中村）容子
山梨日日新聞

新聞記事への取材協力

国際協力レポーター 2016
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参考情報

未来をつくる、日本をつくる、国際協力

もっと知りたい ! あなたもできる ! 国際協力

もっと知りたい ! あなたもできる ! 国際協力
レポーターの報告はいかがでしたか。報告会の実施やイベントでの発表など、各レポーターの帰国後活動に出席され
た方々からは、「国際協力にはたくさんの人が携わっていることが分かった」「日本人が開発途上国で頑張っているこ
とを誇らしく思った」「セネガルを身近に感じることができた」などの声が届いています。

参加する !
★ 日本でできる国際協力は、たくさんあります
［世界の笑顔のために］
開発途上国で必要とされている、教育、福祉、スポーツ、

JICA は、海外だけでなく日本国内にも14 ヵ所の拠点（及び JICA 地球ひろばなど）を持ち（ P.40 参照）、日本の皆さ

文化に関連する物品を日本国内で募集し、JICA ボランティ

まと一緒に、それぞれの特性を生かした国際協力事業を展開しています。

アを通して世界各地へ届けています。あなたも世界に笑顔

この最後のページでは、皆さんの知りたい！参加したい！気持ちに応える、

JICA の様々な取り組みをご紹介します。

参加したいと思ったら、
今すぐ JICA のウェブサイトを
見てみてください！

知る !
★ イベントに行ってみよう

★ 聞いてみよう
各都道府県に、
「JICAデスク」を設け、
「国際協力推進員」
を配置しています。推進員は JICA ボランティアの経験者

国際協力に関する様々なイベント、セミナーなどが全国
で開催されています。

を届けませんか。
［世界の人々のための JICA 基金］

JICAと一緒に実践する !
皆さんの所属する組織と JICA が一緒に事業を行うこと
で、各組織が持つ強みを活かし、弱みを補完することが
できるため、より円滑、有効な国際協力が実現します。

★ 日本のNGO、大学、地方自治体、
公益法人と一緒に
［草の根技術協力］

国際協力に関心のある皆さまや法人・団体からの寄附

これら団体が持つ経験や技術を活かし、共同で、人々

金を受け付け、皆さまの想いとともに途上国の人々に届け

の生活改善を目指し、コミュニティ・草の根レベルでの技

ています。いただいた寄附金は、開発途上国の人々の貧困

術協力活動を展開しています。

削減、医療や教育の提供、環境問題の解決などに取り組

地方自治体と行う「地域提案型」、開発途上国での活

む、主に NGO/NPO の活動支援にあてられます。特に、ア

動経験が少ない NGO などを支援しつつ行う「草の根協力

フリカ地域への支援のために「JICA 基金（アフリカ支援）
」

支援型」
、豊富な経験を持つ NGO などと連携する「草の

を、更に同地域の医療向上に顕著な貢献をされた方を表

根パートナー型」があります。活 動期間は 3 年以内で、

彰するために「野口英世アフリカ賞基金」も設けています。

原則 JICA の在外事務所がある国を対象にしています。

が多いので、ボランティアの体験談も聞けるかもしれませ

大きなイベントの一例としては、毎年 10 月の「グローバ

ん。また、学校や地域に JICA 関係者が出向いて、お話

ルフェスタ JAPAN」
（東京）及び「ワールド・コラボ・フェ

をする「国際協力出前講座」や開発途上国からの研修員

スタ」
（名古屋）、2月の「ワン・ワールド・フェスタ」
（大阪）

たちとの交流事業も行っていますので、国際協力推進員ま

があります。JICA をはじめとする国際協力に携わる団体や

日本での技術や経験を生かして、開発途上国の経済・

たは JICA 国内拠点にご相談ください。

NGO などが多数出展しており、国際協力に携わる人々と出

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

国際協力の質を向上させるために、日本の知の集積場

会うことができます。国際協力レポーター参加者に会える

ています。期間は原則 2 年ですが、1 年未満の短期ボラン

所で、国際協力全般にわたる理論面、実証面での知見を

かもしれません。

ティアもあります。ボランティアに参加しやすい環境をつ

持つ大学との連携促進に取り組んでいます。また、連携

くるため、官公庁や企業、学校などの所属先に身分を残

を推進することにより、国際協力人材の育成及び国民の

したまま参加する「現職参加」を促進しています。

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

★ 訪ねてみよう
JICAでは日本と世界のつながりや、開発途上国に対す

各 JICA 国内拠点のウェブサイトでは、勉強会、報告会、

る理解を深めてもらう活動をしています。最寄りの JICA を

交流会、説明会、写真展など、たくさんの「知る」
「知り合う」

訪問してみませんか。

機会をご紹介しております。ぜひご確認ください。

★ 自分の知識、経験を海外で活かせます
［ JICA ボランティア］

（ P. 07、14、18もご覧ください。）

「 見て、聞いて、さわって、食べて、知る、国際協力 」
▶ JICA 地球ひろば
▶ JICA 中部

＠東京 / 市ヶ谷

海外移住資料館 ＠横浜市

なごや地球ひろば

▶ JICA プラザ関西

もっと
知りたい
あなたに！

学校の先生、
学生の
あなたに！

＠名古屋市

＠神戸市

中学生・高校生を対象に、国際協力について理解
を深め、日本や私たちがどのように行動すべきか考え
てもらうことを目的に、国際協力に関する「エッセイ
「未
コンテスト」を行っています。2016 年度のテーマは、
来の地球のために - 私たち一人一人にできること - 」。

国際協力への様々な参加メニューを詳しく紹介したパンフ
レットもあります。「 JICA パンフレット」で検索してみてく
ださい。

検索

★ 大学と一緒に

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。

JICA 大学連携

特にお勧め！

▶ JICA 横浜

JICA 草の根

検索

★ 民間企業と一緒に
近年の経済のグローバル化や、企業の社会貢献（CSR ）
活動の活発化など企業活動の変化によって、開発途上国
の経済社会開発における民間企業の役割が増大していま
す。そのため、民間企業が開発途上国で活動しやすくな
るように、インフラや関連法制度の整備、産業人材の育
成などの支援を行っています。また、もともと公共部門（官）

一方、小・中・高学校・特別支援学校の先生を対

が提供していたサービスやインフラ整備のうち、一部を民

象に、子どもたちの国際理 解を深める授業に役立て

間が実施することも支援しています。このような取り組み

てもらうことを目的に、開発途上国の実情を知る「教

により、開発途上国・民間企業・ODA のそれぞれがメリッ

師海外研修」も行っています。

トを得られます。

他にも、開発教育を支援する研修や教材を、ご用
意しています。

JICA 民間連携

検索

JICA 地球ひろばでは、地球案内人（ガイド）による説明を通じて、開発途上国の
現状や国際協力の実情について体感できます。是非お越しください！
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JICA 国内拠点一覧
1954 年に日本がコロンボ計画への加盟を決定し、
国際協力をはじめてから、既に60 年以上が経っています。

JICAは、世界の変化に合わせて、民間連携など新しい取り組みを取り入れながら、
日本、世界の皆さんと共に日々国際協力に取り組んでいます。
あなたのご参加を、待っています。

①
①

②
③
⑨

⑭

⑫

⑪

⑩

⑧

④
⑤⑥
⑦

⑬

⑮

① JICA 北海道
（札幌）………………… 北海道（道央・道北・道南）

ht tps://w w w.jica.go.jp/sapporo/index.html

（帯広）………………… 北海道（道東）

ht tps://w w w.jica.go.jp/obihiro/index.html

TEL：0155-35-1210

ht tps://w w w.jica.go.jp/ tohoku/index.html

TEL：022-223-5151

② JICA 東北 …………… 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

TEL：011-866-8333

③ JICA 二本松 ………… 福島県

ht tps://w w w.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html

TEL：0243-24-3200

④ JICA 筑波 …………… 茨城県、栃木県

ht tps://w w w.jica.go.jp/ tsukuba /index.html

TEL：029-838-1111

⑤ JICA 東京 …………… 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県

ht tps://w w w.jica.go.jp/ tok yo/index.html

TEL：03-3485-7051

⑦ JICA 横浜 …………… 神奈川県、山梨県

ht tps://w w w.jica.go.jp/ yokohama /index.html

TEL：045-663-3251

⑧ JICA 駒ヶ根 ………… 長野県

ht tps://w w w.jica.go.jp/komagane/index.html

TEL：0265-82- 6151

⑨ JICA 北陸 …………… 富山県、石川県、福井県

ht tps://w w w.jica.go.jp/hokuriku/index.html

TEL：076-233-5931

⑩ JICA 中部 …………… 静岡県、岐阜県、愛知県、三重

ht tps://w w w.jica.go.jp/chubu/index.html

TEL：052-533-0220

⑪ JICA 関西 …………… 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県

ht tps://w w w.jica.go.jp/kansai/index.html

TEL：078-261-0341

⑫ JICA 中国 …………… 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

ht tps://w w w.jica.go.jp/chugoku/index.html

TEL：082-421-6300

⑬ JICA 四国 …………… 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

ht tps://w w w.jica.go.jp/shikoku/index.htm

TEL：087-821-8824

⑭ 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 ht tps://w w w.jica.go.jp/k yushu/index.html

TEL：093-671-6311

⑮ JICA 沖縄 …………… 沖縄県

TEL：098-876-6000

ht tps://w w w.jica.go.jp/okinawa /index.html

⑥ JICA 地球ひろば ……………………………………………………………………………… ht tps://w w w.jica.go.jp/hiroba /index.html

TEL：03-3269-2911

⑥ JICA 図書館 …………………………………………………………………………………… ht tps://libpor tal.jica.go.jp/librar y/public/Index.html TEL：03-3269-2301
⑦ 海外移住資料館 ……………………………………………………………………………… ht tps://w w w.jomm.jp/index.html

TEL：045-663-3257

⑩なごや地球ひろば ……………………………………………………………………………… ht tps://w w w.jica.go.jp/nagoya-hiroba /index.html TEL：052-533-0121
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。https://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。
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