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
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、「開発途上国で意欲をもって取り組
む日本人の姿に感動した」「ガーナを身近に感じることができた」「私たち市民レベル
での支援はどのようなことができるか知りたい」などの声が届いています。

最新情報は JICAの
ホームページやFacebookで
ゲットしましょう!!

JICA は、海外だけでなく日本国内にも15ヵ所の拠点（及びJICA 地球ひろばなど）
を持ち（P.38 参照）、日本の皆さまと一緒に、それぞれの特性を活かした国際協力事
業を展開しています。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。

を配置しています。推進員は JICA ボランティアの経験者

イベントに行ってみよう
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。

［世界の笑顔のために］

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を

ルフェスタJAPAN」
（東京）及び「ワールド・コラボ・フェ

する「国際協力出前講座」や開発途上国からの研修員た

スタ」
（名古屋）
、2 月の「ワン・ワールド・フェスタ」
（大阪）

ちとの交流事業も行っていますので、国際協力推進員また

があります。JICA をはじめとする国際協力に携わる団体

は JICA 国内拠点にご相談ください。

や NGO などが多数出展しており、国際協力に携わる人々

で、各組織が持つ強みを活かし、弱みを補完することが

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
アを通じて世界各地へ届けています。あなたも世界に笑顔
を届けませんか。

［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、NGO/NPOなど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、原

彰するために「野口英世アフリカ賞基金」も設けています。

則 JICA の在外事務所がある国を対象にしています。

自分の知識、経験を海外で活かせます
［ JICA ボランティア］
日本での技術や経験を活かして、開発途上国の経済・

検索

大学と一緒に

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

えるかもしれません。

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く

持つ大学との連携促進に取り組んでいます。また、連携

るため、官公庁や企業、学校などの所属先に身分を残し

を推進することにより、国際協力人材の育成及び国民の

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

各 JICA 国内拠点のウェブサイトでは、勉強会、報告会、
機会をご紹介しております。ぜひご確認ください。

（ P. 07、20、22 もご覧ください。
）

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！
＠札幌市
＠東京 / 市ヶ谷
▶ JICA 横浜 海外移住資料館 ＠横浜市
▶ JICA 中部 なごや地球ひろば ＠名古屋市
▶ JICAプラザ関西 ＠神戸市

JICA 草の根

と出会うことができます。国際協力レポーター参加者に会

訪問してみませんか。

▶ JICA 地球ひろば

日本のNGO、大学、地方自治体、
公益法人と一緒に

国際協力の質を向上させるために、日本の知の集積場

交流会、説明会、写真展など、たくさんの「知る」
「知り合う」

▶ ほっかいどう地球ひろば

できるため、より円滑、有効な国際協力が実現します。

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

JICAでは日本と世界のつながりや、開発途上国に対す
る理解を深めてもらう活動をしています。最寄りの JICA を

「 見て、聞いて、さわって、食べて、知る、国際協力 」

皆さんの所属する組織と JICA が一緒に事業を行うこと

もっと
知りたい
あなたに！

中学生・高校生を対象に、国

学校の先 生、
学生の
あなたに！

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「エッセイコンテスト」
「世界の人々
を行っています。2017 年度のテーマは、

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

と共に生きるために─ 私たちの考えること、出来る

るように、インフラや関連法制度の整備、産業人材の育

こと─」。

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・高校・特別支援学校の先生を対象

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

に、子どもたちの国際理解を深める授業に役立てて

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

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。
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。

他にも、開発 教育を支援する研 修や教材を、数
多くご用意しています。

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

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

訪ねてみよう

日本でできる国際協力は、たくさんあります

参考情報

参考情報

各都道府県に「JICAデスク」を設け、
「国際協力推進員」

JICAと一緒に実践する!

［世界の人々のための JICA 基金］

知る !
聞いてみよう

参加する !

トを得られます。

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。

1
1

あなたのご参加を、待っています。

2
3
9

参考情報
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国内拠点一覧

J
I
C
A

① JICA 北海道
［札幌］ ………… 北海道（道央・道北・道南）

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

［帯広］ ………… 北海道（道東）

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

TEL：0155-35-1210

https://www.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

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

TEL：0243-24-3200

④ JICA 筑波 ……… 茨城県、栃木県

https://www.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

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

TEL：03-3485-7051

⑦ JICA 横浜 ……… 神奈川県、山梨県

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

TEL：045-663-3251

⑧ JICA 駒ヶ根 …… 長野県

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

TEL：0265-82-6151

⑨ JICA 北陸 ……… 富山県、石川県、福井県

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

TEL：076-233-5931

⑩ JICA 中部 ……… 静岡県、岐阜県、愛知県、三重県

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

TEL：052-533-0220

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

https://www.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

https://www.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

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

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

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

TEL：093-671-6311

⑮ JICA 沖縄 ……… 沖縄県

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

TEL：098-876-6000

① ほっかいどう地球ひろば［札幌］……………………………………………………… https://www.jica.go.jp/hokkaido-hiroba/index.html TEL：011-866-8333
⑥ JICA 地球ひろば ……………………………………………………………………… https://www.jica.go.jp/hiroba/index.html

TEL：03-3269-2911

⑥ JICA 図書館 …………………………………………………………………………… https://libportal.jica.go.jp/library/public/Index.html TEL：03-3269-2301
⑦ 海外移住資料館 ……………………………………………………………………… https://www.jomm.jp/index.html

TEL：045-663-3257

⑩なごや地球ひろば ……………………………………………………………………… https://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html

TEL：052-533-0220

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/program/join/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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