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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、
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
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（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
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
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

　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

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
日程には、国際協力事業関係者との意見交換や現地の方 と々の交流を組み込
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、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。

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
小澤（中村）  容子 山梨県 フリーアナウンサー
加藤  明良 茨城県 県議会議員
浅井  里依子 東京都 地方公務員
磯部  祥子 東京都 地方公務員
浅川  淑子 東京都 フリーライター
松下  芽依 愛知県 会社員
赤木  佑衣 岡山県 中小企業支援団体職員
村上  正弘 熊本県 NPO法人役員
宮田  美波 鹿児島県 大学院生

2015年度実施「グローバル教育コンクール2015」
国際協力機構理事長賞
河原  太郎 東京都 「写真」部門受賞者
諸岡  琴美 佐賀県 「グローバル教育取り組み」

  部門受賞団体

  「七賢人の里  おへそ保育園」

  から代表して参加

　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。

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

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

　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。

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報告書 検索

ODA民間モニター報告書 検索
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ODAとは?
JICAとは?
JICAが行っている
国際協力について

　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。
　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。

ODAとは？
　　
　Official Development Assistance（政府開発援助）の略。政府または政府の
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。

日本のODAの形態とJICAの概要の図

　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。

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。

政府開発援助
（ODA）

二国間援助

多国間援助

JICA

政府貸付

贈与
技術協力

無償資金協力

有償資金協力

市民参加協力

国際緊急援助

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
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。

［無償資金協力］
　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
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
とに分かれています。

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

　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。

　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！　

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。

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
南米の日系社会に派遣される
「日系社会青年／シニアボラン
ティア」もあります。

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！

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」

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）
　カオラック州ンドラム・エスカル地区中核農家圃場（P28-29）

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）

現場はこちら！
　タイバ・ンジャイ給水塔（P12-13）
　ファティック州教員研修センター（P20 -21）
　セネガル日本職業訓練センター（P22-23）
　ダカール中央卸売魚市場（P26-27）

検索ODA  見える化

検索JICA
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国際協力レポーターが見たセネガル　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
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。

モーリタニア

セネガルセネガル

セネガル共和国 Republic of Senegal

ギニアビサウ

ガンビア

サン・ルイ

ティエス

ルーガ

ランゲール

タンバクンダ

ジギンショル

ビニョナ コルダ

カオラック

ファティック

ディウルベル

トゥーバ

ンブール

リュフィスク

マタム

ポドル

ネイユ

ケドゥーグー

マリ

［基本情報］
面積：19万7161km2（日本の約半分）
人口：1513万人（2015年 世界銀行）
首都：ダカール
民族：ウォロフ、ブル、セレール
言語：フランス語（公用語）、ウォロフ語など各国民族語
宗教：イスラム教95％、キリスト教5％
通貨：CFA（セーファー）フラン

［経済データ］
主要産業： 農業（落花生、粟、綿花）
   魚介類（まぐろ、かつお、えび、たこ）
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）

総貿易額（2014年 国連商品貿易統計）：　 

　［輸出］ 28.14億ドル　
　［輸入］ 65.57億ドル
主要貿易品目（2014年 国連商品貿易統計）：　 

　［輸出］ 精製油、金、魚介類、セメント製品　
　［輸入］ 石油製品、原油、米、医薬品
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
　［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）：
　［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）

主要援助国（2013年）：
　 1.  フランス （2億683万ドル）
　 2.  米国    （2億343万ドル）
　 3.  カナダ  （6377万ドル）
　 4.  日本    （4200万ドル）
　 5.  ベルギー （2403万ドル）

［セネガル政府の国づくり計画の方針］
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
・経済構造の変革、成長
・人的資本、社会保障、持続的発展
・ガバナンス、制度、平和、安全

［日本の対セネガルODA援助方針］
「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
を重視
・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・
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

［日本のODA 援助実績］
有償資金協力 155.20億円 （2014年度まで）
無償資金協力 1106.03億円 （2014年度まで）
技術協力実績 445.34億円 （2013年度まで）

［参考情報］外務省  対セネガル共和国  国別援助方針

SENEGAL

セネガル社会で目立つ女性の活躍
　セネガルの女性たちは、イスラム教の影響で肌を露出し
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
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
ています。
　セネガルでは、市場、農地、学校など、どこへ入っても
女性たちの活躍が見られます。視察先の学校や病院など
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
た。「漁師は男性、小売りは女性」など分担に違いはあれ、
意欲ある人たちが国の成長を支えているようです。

独特の感性を持つセネガルで

人間本来の生きる力
　セネガルの農村部では、水道や電気がない家がまだ多
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
させない」と話していました。稲作現場では、たらいや棒
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
ました。学校に通う子どもたちは、教科書やノートが行き
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。
　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
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
のがありました。

開発の進む海岸に集う若者たち
　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
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
あります。中でも目を引くのは、通称「筋肉海岸」と呼ば
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
チ沿いに並ぶ、屋外ジム。すぐ近くにある国立大学の学生
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
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
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
もいるとか…。これから先、体力をつけた彼らがどのよう
にセネガルの成長を支えるのか、注目したいところです。

ダカール

ゴレ島の細い路地

ホテルにもアート!

巨大なアフリカ・ルネッサンス像

歩道橋にアート！
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Tivaouane

Tienaba

Guelor

Baba Garage

Yoye

Pekesse

Toube

Ndande Sagata

Touba Menna

Gandio

Diass

Pout

Niaga

Mboro

Omba

Mékhé

Darou Mousty

Diourbel

Touba

Mbacké

Déali

Bambey

Nianing

Faoye

Fimela

Mbos

Djiffer

Gassas

Narga

Birkelane

Mbar

Kolobane

Niaye

DjilorBaout

Thiadaye

Fissel

Diarhao

Gandiaye

Mbil

Kakoat

Bargny

Somone

Kayar

「国際協力レポーター2016」 セネガル視察日程

Dakar
ダカール

Kaolack
カオラック

M'bour
ンブール

Thiès
ティエス

Fatick
ファティック

10月27日（木）
ンブール認証水揚施設
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）

9

10月25日（火）
ダカール中央卸売魚市場 
ダカール中央卸売魚市場建設 他

10月28日（金）
ゴレ島「奴隷の家」視察

3

　 P. 24-25

10月26日（水）
ンベラカジャオ保健ポスト
コミュニティ開発（青年海外協力隊）

8

10月25日（火）
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）

5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。

10月23日（日）着

10月28日（金）発

10月24日（月）
JICA事務所所長挨拶

10月28日（金）
JICA事務所所長・
在セネガル日本大使館報告

　 P.14 -15

　 P.18-19

　 P. 26-27

　 　日付 時間   　　　　　　　　　日程・視察先
10月22日（土） 22：55 羽田発（AF393） 
10月23日（日） 16：25 パリ発  

 20：05 ダカール着（AF718）
10月24日（月） 10：30 JICA事務所所長挨拶  

 14：00 ○1 ガスパール・カマラ保健センター視察
 16：00 ○2 セネガル日本職業訓練センター（CFPT）視察
10月25日（火） 8：00 ○3 ダカール中央卸売魚市場視察
 8：30 ティエスへ移動  

 11：00 ○4 タイバ・ンジャイ給水塔視察  

 13：30 カオラックへ移動  

 16：45 ○5 カオラック市内 Sérigne Aliou Cissé小学校視察
10月26日（水） 10：00 ○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  

 13：30 ファティックへ移動  

 15：30 ○7 ファティック州教員研修センター視察  

 17：20 ○8 ンベラカジャオ保健ポスト視察
 18：00 ンブールへ移動  

10月27日（木） 10：00 ○9 ンブール認証水揚施設視察 

 12：00 ダカールへ移動 

 13：00 昼食（ラックローズ） 
 16：30 市内見学（市街地・ルネッサンス像等） 
10月28日（金） 8：30 ホテル出発
 10：00 JICA事務所所長報告 

 11：00 在セネガル日本大使館日本報告 

 14：00 ゴレ島へ移動（船）・奴隷の家視察 

 22：45 ダカール発（AF710） 
10月29日（土） 11：30 パリ発（AF272） 
10月30日（日） 6：30 羽田着

無償資金協力 水資源

教育

水産

保健医療

農業開発

技術協力

青年海外協力隊

援助手法・取り組み
（スキーム） 援助分野

10月24日（月）
ガスパール・カマラ保健センター
母子保健サービス改善プロジェクト フェーズ2

1

　 P.16-17

10月24日（月）
セネガル日本職業訓練センター（CFPT）
セネガル職業訓練センター建設計画 他

2

　 P. 22-23

10月26日（水）
ファティック州教員研修センター
ファティック州教員研修センター整備計画

7

　 P. 20-21

「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。

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。

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。

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。

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、
やる気に満ちていました。

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。

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。

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。

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。

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。

10月25日（火）
タイバ・ンジャイ給水塔 視察
地方給水施設拡充計画 他

　 P.12-13

4

「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。

　 P. 28-29

10月26日（水）
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

6

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。

5日間で9か所を視察し、
国づくりのために懸命に働き、
笑顔輝く多くの日本人、
セネガル人に出会いました。

1 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




