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視察後のレポート活動
もっと知りたい ! あなたもできる ! 国際協力

JICA 国内拠点一覧

皆さん、こんにちは ! 視察団長の山口です。
これから一緒にガーナを旅しながら、皆さんを国際協力、ODA の世界へお連れします。
「未来をつくる、日本
現実の私も、国際協力レポーター 2017へ参加させていただきました。
をつくる、国際協力」
。この 1 冊をとおして、ぜひ一緒に考えていただけるとうれしいです。

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2017とは?
なぜ、あなたはこの「国際協力レポーター 2017 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？」と思ったから、偶然表紙が目についたから、あるいは、誰かにもらっ
たからかもしれません。
「国際協力レポーターって何？」と思った方、もしかしたら、あなたの周りにも歴代のレポーターがいるかもしれま
せん。そんなあなたに身近な国際協力レポーター事業について、目的や概要、選考方法、今年の参加者の皆さんを
紹介します。

応募資格、選考方法

国際協力レポーター2017 参加者紹介

と地域に対し実施され、日本の国際社会に対する貢献の

2017 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 295 名の方を対象に、国際協力クイズの解

菊池 麻子

北海道

大学院生

重要な柱の一つになっています。その一方で、ODA はそ

答 率や「応 募動 機・帰国後のレポート活動計画書」の

の実施現場のほとんどが開発途上国であるために、事業

審査、抽選を実施し、国際協力レポーターの方を選びま

坂田 茉由

東京都

会社員

の実態や成果、これに携わる関係者の姿が、一般の方々

した。

土佐 桃波

神奈川県 大学生

山口 明

神奈川県 団体役員

和田 吉揮

山梨県

大学生

髙橋 智恵

新潟県

主婦

中嶋 靖男

愛知県

大学生

横江 隆弘

愛知県

地方公務員

西中 洋子

滋賀県

会社員

津上 裕章

大阪府

会社員

目的
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日本の ODA（P.04 参照）は、これまで 180 を超える国

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。

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

そこで JICAでは、日本の ODA を支えている国民の皆さ

3. 健康上支障がなく、開発途上国における国際協力事

まに、ご自身の目で海外の国際協力の現場を視察してい

業現場視察の全日程に参加でき、事前研修と事後研

ただき、その様子をご意見やご感想として報告いただく、

修及び 4. の帰国報告活動に参加できる方

国際協力レポーター事業を 2011 年から実施しています。

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

事業概要

各レポーターの皆さんの紹介、
コメントは 24 〜 33 ページにあります。

イベント）や報告会などのステージに登壇して、派遣国

2017 年度はガーナを派遣国とし、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
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など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などへの出
演協力を得ています。

国際協力レポーター2017

とは？

とは？
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での体験や見聞を広報していただくなど、積極的に報告
していただける方

て派遣しました。視察プログラムには、国際協力事業関

02

での健康な方（ 2017 年 4 月 1日現在）

国際協力レポーター

国際協力レポーター
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1. 日本に在住し、日本国籍を有する満 18 歳から69 歳ま

基本情報

基本情報

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、

1

column
※ 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など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

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、視察で得た気づきや考えを整理し、レポート活動の準
備のために事後研修に参加します。
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、外務省及び

JICA のホームページから閲覧できます。
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

国際協力レポーター2017
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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

ODAとは? JICAとは?
JICA が行っている国際協力について

前ページで国際協力レポーターとは、国民の皆さまに海外の ODA 現場を直接視察していただき、その様子を広く発
信していただくJICA 主催の事業であると紹介しました。

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

ODAもJICAも、聞き覚えのある言葉かもしれませんが、「そもそもODAって？ JICAって？ 何をしているの？」と思

南 米 の日系 社 会 に派 遣される

う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、これからの各レポートをより円滑に読み進めていただけるよう、

「日系社会青年／シニアボラン

私たちの日本政府が行っている国際協力（ODA ）やJICA の取り組みについて簡単にご紹介します。

ODAとは?

1

ティア」もあります。

JICAとは?

JICAの援助手法、取り組みについて

開発 途上国からの要請（ニーズ）に基づき、それに見

Official Development Assistance（政府開発援助）
の略です。政府または政府の実施機関（後述 JICA など）

日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関

［ 技術協力プロジェクト］

合った技術・知識・経験を持ち「開発途上国の人々のた
めに活かしたい」と望む方を募集し、選考、訓練を経て現

経験・技術を活かして問題を解決していく取り組みを指し

地に派 遣するボランティア事業の一つです。20 〜 39 歳

開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つ

というビジョンを掲げ、多様な援助手法や最適な取り組み

ます。
「専門家の派遣」
「研修員の受入れ」
「機材の供与」を

の青年男女が参加する青年海 外協力隊（ JOCV：Japan

ために行う資金・技術提供による協力を指します。

を実施し、地域別や国別、課題別アプローチを組み合わせ

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。

Overseas Cooperation Volunteers）が有名です。

ODA には、国連など国際機関に対して拠出する多国間

ながら、開発途上国が抱える課題解決を支援しています。

援助と、特定の国に対して直接支援する二国間援助があ

JICA は、今回の視察国ガーナの首都アクラにも事務所
を置き、JICA 本部やガーナ政府などと緊密に連携しなが

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、独立行政法人国際協力機構（ JICA ）です。

ら様々な援助や取り込みを実施しています。次のページで
は、今回の国際協力レポーターが実際に視察した援助方

縫製工場（カイゼン後）（ P.16-17）
アハフォ・アノ・ノースデモ圃場（ P.18-19）

です。病院や橋の建設などの社会・経済の基盤づくりや
もっと知りたい方は、外務省ODAのホーム
ページ内の次のホームページを見てみよう

技術協力
贈与
無償資金協力

二国間援助
政府開発援助
（ODA ）

政府貸付
多国間援助

有償資金協力
市民参加協力
国際緊急援助

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。

現場はこちら！

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。国民の皆さん全員に国際協力レポーターとして直接

O
D
A

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

J
I
C
A

そして、説明責任を果たし、事業の更なる改善を図るた

とは？

とは？

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」

JIC A

チェアボッソ小中学校（ P.20-21）
アタクワ小中学校（ P.22-23）

とは？

とは？

被援助国に対し返済の義務を課さない資金協力のこと
日本の ODAの形態とJICAの概要

現場はこちら！

野口記念医学研究所（ P.10-11）
グランナッツ工場（カイゼン前）（ P.16-17）

［ 無償資金協力 ］

法や取り組みについて紹介します。

O
D
A

現場はこちら！

1
基本情報

基本情報

協力計画を相手国と共同で作り、日本と途上国の知識・

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、

Japan International Cooperation Agency の略です。
「信頼で世界をつなぐ Leading the world with trsut 」

ります。

J
I
C
A

［ JICA ボランティア ］

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、それらの取り組みや事業の紹介、詳細、報

野口記念医学研究所（ P.10-11）
野口医学研究所先端感染症研究センター（ P.12-13）

告などに加え、現場の声や世界の様子を伝える記事も掲

アクラ送変電施設建設サイト（ P.14-15）

さい。

載しています。是非、JICA ウェブサイト内を探検してくだ

JICA

検索

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。

次ページ以降では、いよいよ
派遣国ガーナや実際の視察
について紹介、報告します！
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国際協力レポーター2017

国際協力レポーター2017
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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

ガーナとは？

国際協力レポーターが見たガーナ

Republic of Ghana

ガーナといったら、皆さんは何を思い浮かべますか。お馴染みのガーナ産カカオ豆を使用したチョコレートや、黄熱病研
究のためにガーナへ渡航し、今も多くのガーナ人の尊敬を集めている野口英世博士などに象徴されるように、ガーナと日本は、
長きにわたり友好的な関係が続いています。また、ガーナは政治的・社会的安定を保ち、西アフリカにおける民主主義の
けん引役として、国際社会の評価と期待が高まっています。一方で、地域格差の存在やインフラ整備・公共サービスが不
十分など多くの課題も抱えています。ここではガーナの基本情報やガーナ政府による国づくり計画の方針、レポーターが見
て感じたガーナの今などをお伝えします。

基本情報
面積：23 万 8,537km （日本の約 2/ 3）
2

1

ボーク

ブルキナファソ

ボルガタンガ

人口：2,812 万人（2016 年 世界銀行）

ワ

首都：アクラ

タマレ イェンディ

民族：アカン、ガ、エベ、ダゴンバ、マンプルシ他
言語：英語（公用語）、各民族語
宗教：キリスト教約 50％、イスラム教約 15％、その他伝統的宗教

Republic of Ghana

ベレクム

GDP ：

426.93 億米ドル（ 2016 年 世界銀行）

経済成長率：
物価上昇率：

ベナン

コフォリドゥア

アクラ

アゴナ・スウェドゥル
ケープコースト
エルミナ

ウィネバ

ガーナ政府の国づくり計画の方針
総貿易額（ 2016 年 国連商品貿易統計）：

基本方針： 地理的にも、社会・経済階層的にも分け隔てのない、国家

［輸出］ 110.61 億ドル

全体の発展に向けた経済成長の促進（
「国家中期開発計

［輸入］ 127.5 億ドル

画」GSGDA：Ghana Shared Growth and Development

Agenda 2010-2013）

主要貿易品目：
［輸出］ 金、石油、カカオ豆・製品、木材
［輸入］ 機械類、石油、食料品
主要貿易相手国（ 2016 年 OEC）
：

ガーナ布！布布！

セコンディ・タコラディ

重点分野： 1．民間部門の競争力強化

2．農業の近代化と天然資源の管理
3．インフラ整備

ガーナのごはん
ガーナごはんの味付けはピリ辛で、 出汁 の文化
があるので美味しいです。主食には フフ という
キャッサバとプランテーンの粉を混ぜて炊いたもの、
バンクー という酸っぱい、
キャッサバとメイズを練っ
て発酵させたもの、そのほかイモやコメを食べます。
鶏肉、ヤギ肉、沿岸部では魚介類も！

ガーナの服はオーダーメイドなもの
も多く、素敵な布を何ヤードか購入
し、仕立ててもらうようです。原色が
鮮やかな、繰り返しの模 様の布たち
は1ヤード 8セディ（約 200円）ほどで、
マーケットにて購入できます。

ニーハオ、オブロニ！

［輸出］ インド、スイス、中国、オランダ、フランス
［輸入］ 中国、オランダ、米国、インド
主要援助国（ 2014 年 経済協力開発機構／開発援助委員会）
：

1.
2.
3.
4.
5.

米国

（ 1 億 4,332 万ドル）

英国

（ 1 億 995 万ドル）

カナダ

（ 7,857 万ドル）

フランス

（ 7,154 万ドル）

デンマーク （ 4,794 万ドル）

※ 日本

（4,125 万ドル）

国際協力レポーターが見たガーナ

ガーナとは？

失業率：

トーゴ

ホ

ンココ

オブアシ
アキム・オダ

3.6％（ 2016 年 世界銀行）
17.5％（2016 年 世界銀行）
5.8％（ 2016 年 国際労働機関 基準 / 推定値）

1

ホホエ
クマシ

一人当たりGNI：1,380ドル（ 2016 年 世界銀行）

ガーナではコンビニエンスストアのようなものを見
かけませんでしたが、道路上で色々なものを購入する
ことができます。飲食物をはじめ、おもちゃやアクセ
サリー、スマホのプリペードカード、あるいは座椅子
などの日用品まで！商品を頭の上に抱えた商人たち
が道路上で車の間を縫って歩き、信号待ちの車の窓
をたたいて「買いませんか」とアピールしてきます。

テチマン

スンヤニ

農業（カカオ豆）、鉱業（貴金属、非鉄金属、石油）

空から見下ろしたガーナは、想 像していたよりも
電気が灯る明るい街でした。コトカ国際空港でガー
ナの入国に必須であるイエローカード（黄熱病の予
防接種証明書）を確認されました。空港ではヨーロッ
パからの旅行者も見かけました。
空港から車で少し進むと、すぐに街に出ます。都
心には大きなショッピングモールや道路があり、開
発が進んでいます。また、ガーナは車社会で、車か
オートバイがなくては恐らく移動できませんが、乗り
合いバスやタクシーもあります。日本製の中古車が
たくさん走っていました。

基本情報

基本情報

通貨：ガーナセディ（ 1セディ 約 24.5 円 2017 年 2月現在）

主要産業：

コンビニ代わり !!
道路で商人がうろうろ

ガーナ

コートジボワール

経済データ

街のど真ん中の
空港に降り立った！

ガーナでは、我々日本人は「アジア人」という大きな
くくりで捉えられているので、
「ニーハオ！」と挨拶され
ますし、アジア人もヨーロッパ人も、ガーナ人たちより
肌の白い私たちは「オブロニ
（白い人）
！」
と言われます。

日本の対ガーナ ODA 援助方針
基本方針：広く国民が受益する力強い経済成長の促進
重点分野：1．農業（稲作）の振興

2．経済インフラ（電力、運輸交通）の整備
3．保健・理数科教育の改善
4．行財政運営能力の強化

日本の ODA 援助実績（2015 年まで）
有償資金協力：1,250.91 億円

［ ガーナ国 旗の意 味 ］
赤色は「独立のための戦い」、
黄色は「金鉱山に代表される豊かな地下資源」、
緑色は「豊かな森林と実りある農業」、
★は アフリカ独立運動の父 と言われたガーナ共和国
初代大統領「クワメ・エンクルマ」を指します。

無償資金協力：1,033.31 億円
技術協力実績： 553.51 億円
［参考情報］
外務省 ガーナ共和国基礎データ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ghana/data.html
外務省 対ガーナ共和国 国別援助方針

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072359.pdf
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ガーナのチョコレート
ガーナの主要産物といえば金とカカオ。これから
発行される新しい 5 セディ紙幣には 2 つが描かれる
そうです。本物の「ガーナチョコレート」は、甘す
ぎずカカオの味が濃く、そして絶対に溶けない！炎
天下のマーケットで天日に晒されていましたが、ちっ
とも溶けていませんでした。

国際協力レポーター2017
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国際協力レポーター2017
ガーナ視察日程

GHA NA

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、
ガーナ人に出会いました。

7

日程・視察先

9：30
13：30
8：00
11：00
14：00

14：40
8：40

P. 16 -17

P. 16 -17

BENIN
野口記念医学研究所
先端感染症研究センター

Hohoe

1979 年に設立されたガーナ大学構内の野口記念
医学研究所に、エボラ出血熱など危険度の高い病
原体を扱う BSL3（バイオセーフティレベル 3）実
験室を備えた先端感染症研究センターを新たに建
設しています。今後、感染 症研究では世界をリー
ドする研究施設となるでしょう。働いている人の笑
顔がとても爽やかでした。

10 月23日（月）

アクラ送変電施設建設サイト

8
Kumasi

Ashanti

チェアボッソ小中学校

アシャンティ州

青年海外協力隊員による小学校 5 年生の算数
と ICT の授業を見学しました。隊員は創意工
夫のある活動をされていました。熱心に授業
を受ける子どもたちもとても可愛かったです。

1

10 月23日（月）

4

10 月25日（水）

2

TOGO

P. 18 -19
Techiman

Nkawkaw

首都アクラの中心部に建設途中の基幹送変電施
設を視察しました。日本式の技術や人材管理を
活用したインフラ開発により、ガーナの人々の生
活の向上や経済発展を目指す現場を目の当たり
にし、改めて日本の支援がもたらす影響力の大き
さを感じました。

P. 14 -15

P. 12 -13

Ho

10 月27 日（金）

マコラマーケット

P. 20-21

AW104

たくさんのお店が並んでいて、迷子になって
しまいそうでした。視察の最後にアクラ市
民の普段の生活の一部を体験できました。

Obuasi
Koforidua

Akim Oda
無償資金協力サイトの国道 8 号線を通過
し、ケープコーストへ移動しました。日本
が手掛けた道路は、中央線も、歩道との
境目もきれいな線が引いてあり、日本の
道路をそのままガーナへ持ってきたという
印象をもちました。登坂車線まで設けて
あったことに非常にびっくりしました。

10 月23日（月）

野口英世記念館
コレブ病院敷地内に、野口英世に関する資料展示
室がありました。日本から遥か遠く離れたガーナで、
最後まで研究に取り組んだ野口博士の偉大さを改
めて感じることができました。

Accra

Agona Swedru

3

2
0
1
7

ガー ナ視 察 日 程

ガー ナ視 察 日 程

9：00
10：00
13：00
20：00

カイゼンが実施された縫製工場を見学しました。
整理・整頓の効果がでていました。

国際協力レポーター

国際協力レポーター

9：00
11：00
11：30
14：30

P. 10-11

基本情報

基本情報
2
0
1
7

8：30
10：30
13：00
15：00
16：00

アムステルダム発
アクラ到着（ KL589 ）
10 月 23 日（月）
JICA 事務所訪問
1 野口記念医学研究所視察
○
2 野口記念医学研究所先端感染症研究センター視察
○
3 野口英世記念館視察
○
4 アクラ送変電施設建設サイト視察
○
10 月 24 日（火）
クマシへ移動（ AW104 ）
5 グランナッツ工場視察（カイゼン前）
○
6 縫製工場視察（カイゼン後）
○
7 アハフォ・アノ・
○
ノース デモ圃場視察
10 月 25 日（水）
8 チェアボッソ小中学校視察
○
ケープコーストへ移動
10 月 26 日（木）
エルミナ城見学
9 アタクワ小中学校視察
○
アクラへ移動
10 月 27 日（金）
JICA 事務所報告
在ガーナ日本大使 館報告
アクラ市内見学（マコラマーケット）
アクラ発（ KL590 ）
10 月 28 日（土）
アムステルダム発（ KL861）
10 月 29 日（日）
成田着

10 月24日（火）

生産性が向上し個人の所得が増えることで、生活が安
定し子どもたちの笑顔が担保されると信じています。

ぬかるんだ道を歩いていくとカカオの出迎え、初
めて見るカカオに興味津々。その奥に青々とした
田んぼが広がっていました。出穂を待つ稲に、ガー
ナの農家の人たちの大きな期待が感じられました。

10 月 21 日（土）
成田発（ KL862 ）
10 月 22 日（日）

研究所の所長さんからこれまでの野口記念医学研
究所の歩みについて、JICA 専門家であり東京大学
医 科 学 研 究 所 の 水 谷 先 生 から現 在 行ってい る
SATREPS プロジェクトについてお話をいただきまし
た。野口記念医学研究所は、ガーナやアフリカ全
体において非常に重要な研究拠点であることが分
かりました。

6

10 月24日（火）

アハフォ・アノ・ノース デモ圃場

20：00
20：00

野口記念医学研究所

グランナッツ工場
（カイゼン前） 縫製工場（カイゼン後）

10 月24日（火）

1

10 月23日（月）

5

COTE D I VOIRE

10：30

1

Greater
Accra

グレーター・アクラ州

（日）アクラ着
10 月22 日

（日）成田着
10 月29 日

10 月26日（木）

エルミナ城
援助手法・取り組み
（スキーム）

08

奴隷貿易の拠点だった世界遺産であるエルミ
ナ城を見学しました。かつてここで起こっていた
出来事を肌で感じて知ることができました。

援助分野

技術協力

保健医療

農業開発

無償資金協力

資源・エネルギー

教育

青年海外協力隊

民間セクター開発

国際協力レポーター2017

Cape Coast
Elmina

9
10 月26日（木）

10 月23日（月）

青年海外協力隊員と子どもたちの笑顔が素敵で
した。資金、物資、人材が 不足している中、現
場を巻き込みながら人間関係づくりを基に活動し
ている隊員の姿に感動しました。

石沢次長からガーナの概要と、JICA 事業の概要に
ついてお話いただきました。ガーナ滞在中の安全
対策、健康管理についてもお話を聞き、これから
の 5 日間、自己管理を徹底しながら、実りある視察
にしようと思いました。

アタクワ小中学校

Central
セントラル州

P. 22 -23

JICA 事務所訪問

10 月27 日（金）

JICA ガーナ事務所・
在ガーナ日本大使館報告
今回の視察を通じてレポーターたちが感じたこと、
印象に残ったことなどを、星所長と吉村大使に報
告しました。

国際協力レポーター2017
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日本とガーナをつなぐ野口英世、90 年間の想い
保健医療

野口記念医学研究所

感染症サーベイランス体制強化と腸管粘膜感染防御に関する研究
JICA 専門家：水谷壮利さん（東京大学医科学研究所 国際粘膜ワクチン開発研究センター 特任助教）
ガーナ側担当：研究所長

連携を深めた情報共有システムを構築するとともに、コレ
ラ菌や HIV の検体を集め、腸内細菌と感染症の関係性を
調べるといった最先端の研究も行っています。

視察して印象的だったことは？

Text：土佐・菊池

▶ 野口記念医学研究所はとてもユニークな機関

研究所の所長さんが、unique（ユニーク）という言
葉を何度も使って、研究所自体や研究活動について称賛

2

2

していたことが印象に残りました。

研究所の施設概要を説明してもらいました

NOGUCHI EXCELLENCE のスローガン
研究所のスローガンとして NOGUCHI EXCELLENCE
が掲げられています。その意味は WORK AS A TEAM

ろが他の ODA と異なります。日本側は、日本では感染

＝チームで働くこと

検体が得られる、またガーナ側は、感染症の流行を抑え

▶

技術協力／無償資金協力／保健医療

対象地域

全国

協力期間

1969 年 〜

られるほど、ガーナに対する野口英世の功績は非常に大

られる、といったように、両者に利点がある協力です。

きいものであったのだと感じました。

日本とガーナは win-win な関係、すなわち「イコールパー

▶ 日本とガーナはイコールパートナー

トナー」になっています。

「SATREPS」は、日本からの一方向的な援助ではなく、
ガーナの研究者たちと同じレベルで共同研究を行うとこ

視察レポート

視察レポート

スキーム／分野

です。スローガンとして名前が用い

人口が少ないため手に入りにくいコレラ菌や HIV などの

この先、どんな課題があるのでしょうか ?
野口記念医学研究所

野口記念医学研究所

▶ 水質改善やさらなる経済支援が必要

今後も研究・検 査機関及び教育機関としての機能向

どのような経緯で建設されたのですか？
▶ 受け継がれた野口英世博士の想い

黄熱 病の研究中に自らも黄熱 病に感染し、ガーナで

ログラムなどが実施されてきました。西アフリカにおいて

上を図り、ガーナだけでなく、西アフリカ全体の感染症

トップレベルの医療研究所としての国際的評 価も高く、

対策能力強化を目指す必要があります。2017 年は野口

2017 年現在、約 50 名の研究者の方々が働いています。

英世がガーナに到着してから 90 周年の年でしたが、日本

▶ 国際寄生虫対策西アフリカセンタープロジェクト

では、野口記念医学研究所について一般的にはまだまだ

多数実施されてきたプロジェクトの中でも、特に興味深

認識されていないと感じます。今後も日本政府とガーナ

1979 年に日本の協力のもと、ガーナで深刻な問題であ

いプロジェクトとして、2004 年から実施された「国際寄

政 府が協力し、この野口記念医学 研究所と日本企業を

る感染 症の研究を行う機関として「野口記念医学 研究

生虫対策西アフリカセンタープロジェクト」が挙げられま

つなげる役割を果たしながら、様々な形で新たな支援・

所」が設立されました。ガーナ大学傘下の 4 つの「保健

す。このプロジェクトは、学校保健を中心として研究と保

開発を続けていくことが理想です。

生 涯を 閉じた 野 口 英 世 博 士。そ の 縁 がきっか け で、

科学カレッジ」に属する研究機関であり、9 つの研究部

健教育をリンクさせ、学校を拠点に、衛生に関する知識・

門（ウイルス学・細菌学・免疫学・寄生虫学・動物実験学・

関心を地域にも定着させていくという活動でした。子ども

臨床病理学・電子顕微鏡学・疫学・栄養学）から成ります。

たちが、寄生虫による病気や感染症の感染経路や予防方

寄生虫について子どもたちが学ぶためのゲームを見せてもらいました

SATREPS とは、Science and Technology Research
Partnership for Sustainable Development（地球規

法を楽しみながら学べるように、学校での保健教育にす

これまでどのような支援を
行ってきたのでしょうか？

ごろくに似たゲームを導入するなど、工夫がなされていま

模課題対応国際科学技術協力プログラム）の略です。国立

す。

研究開発法人科学技術振興機構（JST ）と国立研究開発法

▶ SATREPS プロジェクト

▶ 様々な機関と連携した研究

人日本医療研究開発機構（AMED）
、独立行政法人国際協

また、研究所では「SATREPS」という、日本が開 発

研究所は、生物医学研究を通じて人類の健康改善に貢

途上国の研究者と共同研究を行うプログラムも遂行されて

献し、人材育成と公衆衛生の向上の役割を担っており、

います。現在、ガーナと、東京大学医科学研究所・国立

国際機関・研究機関・大学・民間企業と連携し、2015

感染症研究所・三重大学・三重病院が共同研究していま

年度までに計 80 件以上の研究プロジェクトや疾病対策プ

す。ガーナでの感染症予防を強化するために、地域との

力機構（JICA ）が共同で実施しています。

野口英世記念 館の庭には胸像がありました

10
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建設を通じた技術・技能伝承
保健医療

野口記念医学研究所
先端感染症研究センター

野口記念医学研究所先端感染症研究センター建設計画
JICA 専門家：株式会社日本設計、株式会社フジタプランニング、清水建設株式会社
ガーナ側担当：ガーナ国教育省
Text：津上
スキーム／分野 無償資金協力／保健医療

2

野口記念医学 研究所は 1979 年に設 立以降、感染 症

協力金額

22.85 億円

建設地

アクラ市

発注者

ガーナ国教育省

設計・監理

株式会社日本設計、株式会社フジタプランニング

施工者

清水建設株式会社

延床面積

約 4,969 ㎡

規模・構造

地上 2 階（一部 3 階）、鉄筋コンクリート造

工事期間

2017 年 3 月〜 2018 年 7 月

2

完成予想図に夢が膨らみます

スライドによる説明をしていただきました

▶ 現地スタッフの採用

けでなく多面的な指導でその職種に求められるスキルが

ガーナの現地採用スタッフは 6 名。そのスタッフと日本

身につくように、ほぼマンツーマンで技術・技能の伝承

人、そして他にアジア出身のスタッフを加え、多国籍の

を行っています。清水建設ではこの多国籍の指導は初め

チーム編成でプロジェクトを実施しています。

ての試みですが、成果が上がっているようです。

視察して印象的だったことは？

この先、どんな課題があるのでしょうか ?

▶ ガーナ人の印象

▶ 建設アカデミーによる人材育成

建設現場の所長にガーナ人の印象を聞くと「真面目で

清水建設では 2008 年から技術系学生に向けてオープ

勤勉、きれい好き。ガーナ人からの提案もあり仕事がや

ン・アカデミーを開催しています。今後ガーナでもこのよ

学研究所の設立に協力しました。また、設立後は研究能

りやすいです」と答えてくれました。確かに事務所、建

うなアカデミーを開催する予定です。

力向上のため技術協力、施設整備、機材供与などを継続

設現場とも整理整頓されており、安全表示もしっかり守

▶ 資材の現地調達

し、現在では西アフリカを代表する研究施設となりました。

られていました。

▶ 研究者たち

▶ 多国籍でユニークな伝承体制

野口記念医学研究所先端感染症研究センター

野口記念医学研究所先端感染症研究センター

▶ 高度な感染症研究

野口記念医学研究所先端感染症研究センター建設計画

視察レポート

視察レポート
どのような背景があって始めたのですか？

工事名称

このプロジェクトの生コン（固まる前のコンクリート）
はアクラ近郊から調達しますが、将来の大型事業を考え

対策研究で約 40 年間近く中心的役割を果たしてきまし

設立から現在まで、野口英世博士がつないだガーナと

所長は日本人ですが副所長はネパール人、現場部門は

た。研究実験 施設の老朽化、研究スペースが手狭とい

日本をお互いの国の研究者が相互に交流し、イコールパー

トルコ人、設 計部門にはフィリピン人を交え、日本人だ

ガーナ国内での資材調達の調査を行いました。

う問題が生じてきたため、新たに先端感 染 症研究セン

トナーとして研究を継続しています。

きめ細かい安全表示もしっかり守られていました

建設現場の説明を受けました

ると資材調達が課題になります。そこで清水建設では、

ターを建設することが決まりました。その先端感染症研
究センターは、エボラ出血熱などの危険度の高い病原体
の検査が可能なBSL3（バイオセーフティレベル 3）実験

日本の支援でどのような変化が
見られましたか？

室をはじめ、ウイルス学 研究実験室、細菌研究実験室、
免疫研究実験室、分子生物学実験室など、最先端の実
験 施設を装備し、高度かつ先進的な研究を安全に行え
る施設です。

▶ ガーナ特有の建築設計

毎年 11 〜 12 月にかけて砂嵐（ハマターン）が発生する
ため、その砂嵐の向きを考慮した設計としています。
▶ 安全第一

これまでどのような支援を
行ってきたのでしょうか？

日本の建設現場と同じ安全管理手法が適用されていま
す。毎朝 7 時半の英語でのラジオ体 操、7 月の安全週間
も日本と同じように実施しています。また、安全優良者の

▶ 野口記念医学研究所の設立と役割

日本は感染症の研究施設として 1979 年に野口記念医

12
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表彰も行っています。現場パトロールもみんなで活動し、
安全大会も月に 1 回実施しています。
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生活の安定と経済の発展を支える電力開発
資源・エネルギー

アクラ送変電施設建設サイト

毎朝のミーティングで工程とスケジュールを確認し、意

この先、どんな課題があるのでしょうか ?

アクラ中心部電力供給強化計画

識合わせを行います。完成までにどのような工程を踏んで、

JICA 専門家：株式会社日立プラントコンストラクション
ガーナ側担当：ガーナ送電公社（GRIDCo）及びガーナ配電公社（ECG）

す。また、日々の進捗管理も、
「見た感じ」や「だいたい」
完成という報告の仕方が多くみられるガーナ人スタッフに

不足が解消され住民生活の安定化や経済 発展にも寄与

Text：坂田

対し、KPI 指 標による進 捗 管 理を徹 底することにより、

することができるでしょう。

現状がどこなのか、今日は何を行うのかを全員で確認しま

工程に遅れることなく、スムーズにプロジェクトを進める
ことが可能になったといいます。

視察して印象的だったことは？

2

▶「電力不足の解消」＝「日本の支援」の認知度 UP を

送電網の完成後、ガーナの電化率増加に加え、電力

しかし、こういった効果が日本の約 43 億円の無償資金
によるものであることを、どれほどのガーナの人々が認識
しているのでしょうか。ODA が国家同士のパートナーシッ
プを強化していく側面がある以上、国家を構成する生活
者が実感できる支援にするべきではないでしょうか。現

▶ 建設技術だけでなく、

安全第一・ゼロ災害の環境作りの伝承

道や官公庁役人の訪問を通じて、日本の支援ということを

このプロジェクトでは、日本式の建設技術が伝承され

宣伝していますが、さらに生活者へ認識をしてもらえるよう

協力機関

ガーナ送電公社及びガーナ配電公社

ているだけでなく、安全で清潔な建設現場の環境作りが

な幅広い広報活動の展開が必要ではないかと感じました。

協力金額

約 46 億円

伝承されていると感じました。

▶ 日本国内での広報活動強化と日本企業誘致支援を

対象地域

グレーター・アクラ州アクラ市

協力期間

2015 年12 月 〜 2018 年 2 月

概 算協力額：
［日本側］43.57 億円［ガーナ国側］約 2 億円

電力の安定化は、ガーナにおける経済発展の礎を築く

貼ってあり、安全に対する意識づけが徹 底されていまし

ことにつながります。日本の支援によるガーナの電力事

た。現 場のガーナ人スタッフの意識 面にも変化があり、

情の変化や 発展状 況の広報をさらに強化することによ

現場内の安全レベルを標語によって視覚化することによ

り、日本企業のガーナへの投 資・進出を促 進し、ガー

り、現場内移動における横断歩道利用が徹 底されるよ

ナの経済が継続的に発展することを期待しています。

アクラ送変電施設建設サイト

アクラ送変電施設建設サイト

現場のいたるところにゼロ災害のための標語が何枚も

2
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スキーム／分野 無償資金協力／資源・エネルギー

時点におけるJICA の広報活動においては、メディア報

うになったといいます。
▶ 清潔に保たれた現場

どのような背景があって始めたのですか？

プロジェクトの内容は？

週に一度、スタッフ及び管理者全員で掃除を実施して
いるとのことで、現場はとても清潔で綺麗な印象を受け

▶ 電力不足による経済発展への弊害

ガーナは、石油の商業生 産開始などを背景に、民間

▶ 首都アクラ市における基幹送変電施設の建設

まず、全 国的な電力不足が発 生している原因として、

投資やインフラ開発にけん引され順調な成長を続けてき

①十分に発電ができないこと、②安定した送電ができな

ました。2013 年には、実質経済成長率 7.13％を記録し、

いこと、の 2 点が挙げられます。今回のプロジェクトでは、

経済成長を遂げると同時に電力需要も増加しました。今

2 点目の「安定した送電ができないこと」に対し、電力不足

後も電力需要の増加が予測されていますが、その一方で

が多く発 生しているアクラに基 幹送 変電施設を建設し、

首都圏などを中心とした電力不足発生や送電網整備の遅

安定的な送電の実現を目指しています。161kVという高電

れを原因としたシステムロスが生じており、経済活動に

圧での送電網の建設により、抵抗やロスを軽減させ、安

深刻な支障が発生しています。

定的な送電を実現します。

ました。掃除 以外でも、整理整 頓や「ゴミはゴミ箱へ」
などの掲示も多く目につき、管理指導が徹底されている
と感じました。

KPI 指標による徹底した進捗管理がされていました

▶ 安定的な電力供給の必要性

開 発を 優 先 課 題 の 一つ に位 置 付けています。さらに

日本の支援でどのような変化が
見られましたか？

2020 年までに全国民への電力供給を目標とした「全国
電化計画（NES）
」を策定しており、電力供給量の増加

▶ KPI 指標で徹底管理された工期通りの建設現場に

ガーナ政府は、
「VISION2020」の中で、電力セクター

及びシステムロス改善への対応が必要とされています。

実際の建設現場には、ホワイトボードが設置され、左
側には工程、右側には KPI（重要業績評価指標）にもと
づいた進捗状況が書かれており、日本式の現場管理が徹
底されていました。
横断歩道利用促進の掲示。きめ細かい指導が感じられます

14
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安全や清潔に関する掲示がいたるところにありました
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職場の力 ─モチベーションの維持 ─に期待
民間セクター開発

グランナッツ工場（カイゼン前）
縫製工場（カイゼン後）
国家カイゼンプロジェクト

ガーナ側担当：カイゼンプロジェクトアドバイザー、工場経営者
Text：山口・和田

2
技術協力／民間セクター開発

協力機関

貿易産業省国家小規模産業局（NBSSI）

対象地域

アシャンティ州、
ノーザン州、
ブロング・アハフォ州
セントラル州及びグレーター・アクラ州

協力期間

2015 年 9 月〜 2018 年 12 月

グランナッツ工場（カイゼン前）の様子です

れていました。カイゼンによって生産性が上がったり、従

した。そして、経営者も同じです。今後この工場が労使

業員の働きやすい環境の変化が生まれたりすると、従業

の協力とカイゼン、それを支えるアドバイザーによってど

員の就労姿勢・モチベーションもよい方向へ変化していき

のように変化していくのか大いに興味があります。

ました。

視察して印象的だったことは？

▶ 品質や生産性を高めるために

ガーナは 2010 年に中所得国（国民一人あたり GNI に

▶ 5 S から分析、改善策の実施へ

カイゼン後企業の縫製工場では、整理整頓のために

を労使で共有し、納得性を培わなければなりません。職

棚が必要であると理解した経営者が自身で購入したエピ

場の指導者、従業員の一人ひとりが理解し、命令だけで

ソードなどから、経 営 者の本 気 度が伝わってきました。

はない職場のモラルが必 要になってくると思います。そ

モチベーションは、ガーナ人自らが務めるアドバイザーの

のための人材育成は必須であり、このことは日本もガー

フォローアップあってのものです。英語でコミュニケーショ

ナも同じです。

ンをとることが難しいと感じる経営者もいるため、現地

また、アドバイザーに「まだ残る課題」について聞い

語でやりとりができるアドバイザーは貴重な存在であるこ

たところ、自信満々に「ない」と答えていました。経営

とがわかりました。

者や従業員はカイゼンによる変化を大きく感じているよう

よる世界銀行の分類）となってから、堅調な経済成長を

カイゼン後の縫製工場では、まず、 5S（整理、整頓、清

続けてきました。しかし製造業は伸び悩み、特にその製

掃、清潔、しつけ）から実行しました。その上でガーナ人ス

グランナッツ工場は、カイゼン前企業とはいえ、自ら

造業のほとんどが零細中小企業です。資本・人的資源・

タッフのカイゼンプロジェクトアドバイザー（以下、アドバ

が働く職場環境を良くしたいという欲求がガーナの人た

経営資源の不足と合わせて、不十分な生 産技 術・ノウ

イザー）が意識したことは、次の 2 つです。①プロジェク

ちには無いのかと思えるほどの状況（無秩序）に驚きま

ハウ・スキルに課題があります。それが低品質・低生産

トを始める前にカイゼン対象企業に対し「アドバイザーが

性の要因となっていました。

ずっと手伝うものではない（主体的に行動・意識改革して

このような背景の中からガーナ政 府は、JICA の支援
の下で技術協力プロジェクトを実施しています。

グランナッツ工場を含むカイゼン前企業は、ビジョン
グランナッツ工場︵カイゼン前︶
・縫製工場︵カイゼン後︶

グランナッツ工場︵カイゼン前︶
・縫製工場︵カイゼン後︶

これまでどのような支援を
行ってきたのでしょうか？

この先、どんな課題があるのでしょうか ?
▶ 職場のモラルを育む人材育成

▶ モチベーションの違い

どのような背景があって始めたのですか？

2
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スキーム

これからカイゼンを実施するグランナッツ工場を見学し、工場関係者へ質問
をしています

ですが、現状維持からの更なるステージに踏み出す一歩
も課題であると感じました。

もらうことが大切である）
」と伝えること、②なるべくお金
をかけずにできることをすることです。そのため、初期段
階からの対象企業のモチベーションがプロジェクト成功の

グランナッツとは、ガーナで栽培されているナッツ

カギとなります。

のことです。味も見た目も日本のピーナッツに似て

その後、その企業の強さ弱さを分析し、改善策を提案

おり、ガーナではそのまま食べたり、加工してスープ

して実施しました。例えば縫製工場では、製品や工具を

などにしてたくさん消費されています。

保管する場所をマーキングで区切ることにより動線の確保
や紛失を防いだり、種類別・色別に仕切りや棚を活用し
て探す時間を短縮したりするなど、
「視覚化」することで
より理解されやすい手法（情報の共有化）で職場展開さ
製品を置くスペースと人が通るスペースをマーキングで区切ることにより、
動線が確保されました

16
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色分けして保管することにより、欲しい色の糸を探す時間を短縮すること
ができました
国際協力レポーター2017
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日本の農業技術が増産につながる
農業開発

アハフォ・アノ・ノースデモ圃場
天水稲作持続的開発プロジェクト

フェーズ 1の普及対象地区は 9 郡のみでしたが、フェーズ

2 では 35 郡への普及を目指しています。対象の35 郡に対し、
JICA 専 門 家 の 指 導 の下、1 年目は① Plan、2 年目は②
Doと③ Checkを実施しますが、3 年目以降はガーナの人た
ちに任せ、JICA 専門家は適宜フォローアップする予定です。
▶ カスケードモデルの実施

JICA 専門家：株式会社国際開発センター 中瀬崇文さん

各郡の指導について、まず州が郡の担当者に対し、指

ガーナ側担当：州農業局長、ガーナの普及員と農家の人たち

導員養成の研修を行います。研修を受けた郡の人は、他

Text：菊池・中嶋

の郡の職員や普及員に座学で教えます。その後、デモ圃

州農業局長と中瀬専門家

ガーナの普及員と農家の人たち

場にて農家の人たちとともに実演することで、実際に成果
を確認し、経験もできるようにしています。

視察して印象的だったことは？
日本の支援でどのような変化が
見られましたか？

2

ガーナの普及員、ガーナの農家の人たちの真剣さと熱
▶ 対象地区の拡大

協力機関

食糧農業省（MoFA ）作物サービス局

したが、フェーズ 2 では、アシャンティ州が 20 郡、ノー

感じられました。

協力金額

フェーズ 1：6 億円、フェーズ 2：5 億円

ザン州が 15 郡、全体で 9 郡から 35 郡に拡大しました。

▶ 日本人の頑張り

対象地域

アシャンティ州、ノーザン州

▶ 収穫量の増加

協力期間

フェーズ 1：2009 年 7月〜 2014 年 12 月
フェーズ 2：2016 年 4 月〜 2021 年 3 月

プロジェクトの説明や私たちの質問に答える JICA 専

コメの収量は、アシャンティ州は 2 t/ha、ノーザン州
が 1.5t/haでしたが、フェーズ１の 2013 年の実験圃場で

でも日本人が頑張っていると印象づけられました。

は 2 倍、3 倍になり、だいたい 5t/ha に増加しました。

▶ 農家の母親の思い

す。子どもにより良い生活を願う親心は、ガーナも日本

るとともに、普及員や農家への技術普及とモニタリング

てもらいに来ます。このように、JICA 専門家やガーナ普及員

も変わらないと感じました。

システムを構築し、
「普及ガイドライン」として稲作の普及

が関わらない方法でも、普及ガイドラインが広まっています。

コメの消費量が大幅な増加傾向にあります。ガーナのコ

2016 年からのフェーズ 2 では、同ガイドラインに基づく

メ生 産量は、2004 年から 2013 年にかけて年間 24 万ｔ

稲作の普及を支援し、更なる生産量の増加を目指します。

この先、どんな課題があるのでしょうか ?
▶ 持続的に継続していくにあたって、

自らきちんとすること
ガーナでは、農業関連活動を含めた地方行政のため

どんな活動を進めていますか？

の予算を立ててもお金が降りてこないようです。この状
況は、プロジェクト向けの 予算 においても同 様です。

で補完しています。コメの生産増加と安定供給は、ガー
▶ ガイドラインの普及アプローチ

フェーズ 1で作成した普及ガイドラインは、コメの栽培方

フェーズ 2 が終了し、JICA の支援がなくなったのち、お
田んぼの中の休憩所

ガーナといえば、カカオ

金がなくプロジェクトを辞めてしまう可能性があります。
フェーズ 1 の成果から、プロジェクトを続ける価値がある

天水を利用した稲作であり、収穫は天候に大きく影響を

法、普及方法、マーケティングについてまとめられています。

受け、生 産 性も低い状 況です。また、コメ栽 培農家の

このガイドラインを対象郡に普及する過程では、ガー

ことは明確になっていますし、プロジェクトを持続してい

多くは、１ha 以下の零細・小規模農家です。農家の栄

ナ政府の制度の中で継続的にガイドラインが使用される

くことに対しては、ガーナ政府より農家の反応の方がよ

養改善や収 入向上のため、単収の増加も課 題のひとつ

ように PDCA を念 頭に置いた 活 動を実 施しています。

いと聞きました。今後もプロジェクトを継続していくため

となっています。

① Plan（計画・予算）
、
② Do（普及ガイドラインの実施）、

には、郡レベルで自らお金を調達する努力を継続し、お

国内産のコメの生産量を増やし、安定して供給するこ

③ Check（モニタリングと評価）
、
④Act（反省点をガイド

米の普及ができるようにすることが課題です。ガーナの

とを目標として、2009 〜 2014 年にかけてフェーズ 1 が実

ラインに反映）、の４次項を通して、普及ガイドラインの

農家の人たちの生活向上のため、この課題を解決し、普

施されました。フェーズ１の協力では、稲作の営農・普及

内容をガーナの人に伝えます。

及ガイドラインをさらに広めることが望まれます。
最後の施肥も終了、出穂を待つ稲
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アハフォ・アノ・ノース デモ圃場

アハフォ・アノ・ノース デモ圃場

く汚れる、さらに自然に左右されるため収入が不安定で

びに農家の収入向上という目覚ましい成果を受け、続く

しかしながら、ガーナではコメの生産全体の約 8 割が

ていい仕事をしてほしい」と聞きました。農作業はきつ

他の農家に広がっています。ガーナでは、優良農家は表彰

つであり、人口の増加・都市化・食習慣の変化により、

ナ政府にとって緊急の課題となっています。

ガーナの農家のお母さんからは「子どもには村を離れ

され、ラジオで紹介されます。それを聞いた他の農家が教え

方法を取りまとめました。フェーズ 1 での生産量増加なら

に 100 万 t に達しており、生 産量を上回った分を輸入米

門家の中瀬さんの姿勢に、熱い思いを感じました。ここ

の改良技術を開発し、州・郡職員対象の研 修を実施す

ガーナにおいてコメは、メイズとともに主要穀物の一

視察レポート

視察レポート
▶ コメの消費量の増加

JICA が普及する農業技術に大きな関心と期待があると

技術協力／農業開発

フェーズ 1 の参加農家が個人の農場で実演することで、

どのような課題のもと、始まったのですか？

2

意があふれていました。お互いの信頼関係も素晴らしく、

フェーズ 1 では、アシャンティ州とノーザン州で 9 郡で

スキーム／分野

▶ プロジェクト参加農家からの普及

から 57 万ｔに倍増しましたが、その総消費量は 2013 年

18

▶ プロジェクトへの期待

ガーナ農家のお母さんたち
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寄り添い、巻き込み、活かしながら、よりよい教育を
教育

チェアボッソ小中学校

先生への指導も行っています。今回見学した算数の授業
では、ビンの蓋を用いて数字の繰り上がりを分かりやす

どんな変化が見られるように
なったのでしょうか？

く教えたり、ICT の授業では教室でパソコンが使えない

小学校教育・青少年活動（青年海外協力隊）

環境の中でキーボードの配置を歌とともに覚えさせたり
するなど、現地の材料で作成できる教材を提供し、工夫

普段は、一つの学校で一授業をして次の学校に行くた

青年海外協力隊：八木隆さん（小学校教育）
、小野紗也佳さん（青少年活動）
ガーナ 側担当：校長先生

した授業を行っていました。また、現地の先生に助言を

め活動の成果を感じることが難しい面もありますが、授

求めることで、自然と隊員の授業に関心を持ってもらえ

業中に他のクラスの先生が見学に来たり、教材や活動に

Text：和田・西中

るようにしていました。

ついての質問を受けたりすることもあり、授業に関心を

▶ 先生のモチベーションや子どもの成長

もってきてくれています。

視察して印象的だったことは？

また、一授業の中でも子どもたちが授業内容を理解で
きたとわかる時があり、その成長を感じることができます。

▶ 隊員のコミュニケーション能力や志の高さ

2

隊員の流暢な英語による授業や、現 地の生徒たちと

この先、どんな課題があるのでしょうか ?

慣れ親しみながら行う授業風景は印象的でした。また、
隊員の熱心な授業に応えるように、恵まれていない教室
の環境であっても元気よく授業を受ける子どもの様子も

協力機関

ガーナ教育事務所アダンシ・ノース郡事務所

印象的でした。

協力金額

─

対象地域
協力期間

▶ 学習環境の改善や生徒へのフォロー

壁がない教室や天井がはがれている教室が当たり前の

視察レポート

視察レポート

スキーム／分野 青年海外協力隊（人的資源）／教育

2

ようにあること、ICT の授業を行っているのに少 数のコ
ンピュータしか設備されていないなど、学校の学習環境

アダンシ・ノース郡内 11のサーキット（地区）

を築きながら、相手の尊厳を守りつつ指導に努めている」

にはかなりの課題が見られました。また、英語の授業を

2016 年 7 月〜 2018 年 3 月（八木さん）
2017 年 4 月〜 2019 年 3 月（小野さん）

という言葉や「仕事は与えられているものではなく、限

理解できない生徒や親の仕事の手伝いをして授業に来ら

られた派遣期間の中で何が自分にできるのかを考えなが

れない生徒がいるなど、教育を行っていく上での課題も

らやっている」という言葉も印象的でした。

あるそうです。

歌を用いて行われた ICT の授業を行う小野隊員

キーボードの配置を真剣に覚える生徒

壁のない教室と天井のはがれた教室の様子

私たちの訪問をとても喜んでくれました

チェアボッソ小中学校

チェアボッソ小中学校

隊員から聞いた「現 地の学 校の校長や教員との関係

どのような背景があってはじめたのですか？
▶ 教員の指導力向上のために

ガーナ政 府が策定した教育戦略計画では、教育の質
の向上、特に教員の指導力の向上を目的の一つにあげて
います。JICA では現 職 教 員研 修を支援する JICA 技 術
協力プロジェクトを 2005 -2013 年に実施しており、現在
は青年海外協力隊派遣により、小学校教育の分野で前
任者が取り組んできた理数科教育教授力の向上支援を
継続的に行っています。また、2007 年より小・中学校で

ICT（Information and Communication Technology）
が必須科目となっており、この分野でも基礎レベルの定
着を目指して活動しています。

生徒に寄り添った算数の授業を行う八木隊員

青年海外協力隊は
どのような活動をしていますか？
▶ 工夫のある授業展開や先生への指導

2 人の青年海 外協力隊員が、ガーナの複 数の学 校を
巡回しながら子どもたちに授業をするとともに、現 地の

20
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学校の保健室をつくる前に、まず人づくりから
保健医療

アタクワ小中学校
学校保健（青年海外協力隊）
青年海外協力隊員：野口はるなさん（学校保健）
ガーナ側担当：校長先生、ＳＨＥＰ担当教員

明るい笑顔で子どもたちに接する野
口隊員

Text：横江・髙橋

野口隊員が作成した正しい手洗い
モデルのポスター

2

2
協力機関

青年海外協力隊（人的資源）
／保険医療
ガーナ教育事務所エクムフィ郡事務所
（教育省傘下の政策実施機関ＳＨＥＰ
（School Health Education Program）も統括）

対象地域

エクムフィ郡エサァーチレ

協力期間

2016 年 9月〜 2018 年 9月

感染症予防のためには、流水での手
洗いが大切。井戸が生活の中心です

一年かかってできた救急箱。利用の
仕方は、まだまだこれから考えます

手洗いソングを歌ってくれる児童たち

私たちは心打たれました。日々の積み重ねの大切さを野口

校長をはじめとする学校の先生、地域の有力者、校長会

隊員の努力と子どもたちのキラキラした目から学びました。

の集まり、幼稚園の先生などのところに毎日出向き、挨拶

また一方で、野口隊員は、頑張っても評価や昇給につ

をし、おしゃべりを通じて、まず話を聞いてもらえる環境を

ながらない SHEP 担当の先生を褒めることで励まし、や

つくり、その後やっと、流水で手を洗うことの大切さを伝

る気を失くさないようにしたり、毎月独自で活動レポート

え始めました。そして学校だけでなく、手洗いを地域に定

を作成したりして、SHEP 担当の先生や校長の活躍ぶり

着普及させていくために、保護者との交流会や地域のクリ

を教育事務所に報告していました。

アタクワ 小 中学 校

アタクワ 小 中学 校

ナの人との人間関係構築です。教育事務所の行政職員、

視察レポート

視察レポート

スキーム／分野

ニックのナースによる講演会なども企画しています。

どのような背景があって始めたのですか？

SHEP（School Health Education Program）という
組 織があり、教育省・ガーナ教育事務所・学 校に各々

▶ 児童・生徒の命や健康維持のために

ガーナ教育省や教育事務所の中には、日本で学校保健
研修を受けた人が少なからずおり、日本での経験から、児

ガーナでは、日本のように保 健 室の設 置や養護 教諭

▶ 現地の人たちが、自分たち自身で気づいて、

SHEP の担当者がいて、学校保健活動などを担当してい
ます。そこからの要請で青年海外協力隊員が郡のガーナ
教育事務所に配属されて活動しています。

▶ 学校全体の環境も意識するように

衛生への気づきが少しずつ芽生え、トイレ掃除も子ど
もたちを巻き込みながら取り組み、ゴミをどこにでも捨て

童・生徒の命や健康維持のために、ガーナの教育現場
での保健室の必要性を強く感じられている方もいます。

どのような変化が見られましたか？

青年海外協力隊は
どのような活動をしていますか？

の 配 置 が 義 務 付けられているわけではありませんが、
▶ 専門の学校保健に入る前に、

地元の人との土台づくり、人間関係構築から
野口隊員のテーマは、郡の 2 つの学 校に保 健 室を開

ていたことをやめ、集める、そして燃やすというサイクル

1 年かかって、救急箱ができました。何も入っていない
状態から現地の先生と一緒に整備しました。
どんな時に、何のために、どのように使うのか、まだ
あまりよく理解されていない救急箱。ガーナの先生に応

▶ 手を洗った後も

急手当の必要性を理解してもらい、実際のやり方を講習

ハンカチを持っていない子どもたちは、せっかく流 水

しながら救急箱を普及させたいと思っています。「あえて

で手を洗っても、服で手を拭くということをしていました

それをいっぱいに満たすようなことはしません」と話す野

が、それがよくないということも浸透してきました。

口隊員。そして「それは、彼ら（ガーナ人）が、自分た
ちで必要だと気付いた物を入れていかないと続かないか

視察して印象的だったことは？

していません。学校の先生もある日突然、何の知識もノ
ウハウもないまま担当にさせられます。

行動していけるか

を実行するようになりました。

設して、学校保健全般を担うというものです。しかし、ガー
ナでは SHEP が始まって 12 年が経ちますが、あまり定着

この先、どんな課題があるのでしょうか ?

ら」と付け加えられました。
学校を安全管理面からみれば、衛生状態はまだまだよ

▶ 先生たちのモチベーションを高める一言が、

くなく、鉄棒などの遊具も壊れたまま放置されている状

子どもたちの笑顔につながる

態です。教育事務所や保健省との連携もうまく取れてい

ない状態です。従来の学校保健の意識では、蚊帳を配り、

子どもたちは、ファンテファンティ語（現地語）
で手洗い

ません。野口隊員が現場を離れる1 年後までに解決する

石鹸で手を洗えばいいでしょう、という程度だったそうです。

ソングを元気に披露してくれ、手作りの流水器で手を洗う

のは難しい問題ばかりですが、誰かがそれに気づき、つ

野口隊員が最初に手掛けたことは、人づくりのため、ガー

のを見せてくれました。その時の明るく楽しそうな笑顔に

なげていくことが一番大切なことだと思います。

また、保健室開設のためのお金も、場所も、モノも、何も

イスラム系の公立の学校施設。幼稚園、小学校、中学校が併設されています

22
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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

REPORTER S BEFORE & AFTER

坂田 茉由
Mayu SAK ATA

会社員

A F T ER

A F T ER

もう一度ガーナに行きたい！

3

ガーナに到着してすぐは、どのくらい警戒してどのくらい楽し
むかのバランスが分からず、過度に緊張していました。ガーナ

Asako KIKUCHI

北海道大学大学院農学院生

人とすれ違うときに、もし盗難に遭ったらと考えたり、青信号

ガーナは、とっても「近い」国でした。多くの日本人はガーナ

を渡るときに、バイクが突っ込んできたらと考えたり、何もか

BEF OR E

といえば、野口英世とカカオくらいの印象くらいで、
「関係のな

ODA の実態って？

ではないでしょうか。私がガーナへ渡航する前に、友人や同僚

もを疑いました。滞在中、私たちが移動のために乗っていたバ
スが、路上に飛び出してきたヤギを轢きました。そのときに、
人口が増加傾向にあるガーナでは、日本ほど命に価値がない
という話を耳にしました。早く日本に帰りたいと思いました。

い遠くの国、関わりのない地球の裏側の国」だと思っているの
から言われたことも、そのようなことが多かったように思います。
しかし、ガーナには日本と同じような人々の暮らしの姿があり
ました。元気でかわいい子どもの笑い声、カラフルでおしゃれな

の場所で、ガーナの方々が歓迎してくれたからだと思います。
行く先々で「皆さんが来るのを楽しみにしていた」
「日本に感謝

友人のスマートフォンが強奪されました。周囲の人曰く「盗った

を食べて幸せそうな笑顔、収穫に思いを馳せながら地道に稲作

ODA? なにそれ美味しいの ?

している」などと言われました。特に、小学校を訪問した際には、

のはスラムコミュニティの人間で警察も介入できないし、もう

に従事する農家の人々……そんな姿を目の当たりにして、
「ガー
ナも日本も同じなんだ」とガーナをとても身近に感じました。

2017 年 5 月、パプアニューギニアの農村部を訪問した際、

女性の衣装、生活を支えるため一生懸命働く姿、美味しいもの

戻ってくることはないだろう」とのこと。発展途上国ではよくあ
ることと思い、盗品が返ってくるのは諦め、帰国後に保険請求

になったのだと思いました。

をするため警察で盗難証明書を発行してもらうことにしました。

の方が「支援する、される側という立場ではなく、イコールパー

日本に帰ってきてからは、もう一度ガーナに行きたいなと思

手続きの間、警察の外で待っていると一人の老人に「なぜここ

トナーだ」とおっしゃっていたことです。日本の技術や制度を

用紙を書くために「ODAとは」を検索しまくりました。このとき、

うことが度々あります。なぜなら、ガーナにいたときの方が、

にいるのか」と聞かれたので、強盗にあったこと、日本からき

伝承していると同時に、ガーナ現地のスタッフから学ぶことも

人 生で初めて ODA という言 葉を知りました。しかしながら、

日本にいるときの何倍も、自分のことを、また仲間のことを大

ていることを伝え、少し会話をしてホテルへ戻りました。

たくさんあり支えあう関係性なのだというコメントに、はっとさ

ODA について調べども、アフリカという未知の地域で日本が

切に思って生活・行動ができていたと思うからです。

「アフリカに行ってみたかったから」であって、私自身は政治経
・・・・
済や国際協力に無関心な、いわゆる現代の若者でした。応募

明朝になると、滞在するホテルに警察の前で会話をした老
人が訪ねてきました。その老人は「昨日警察で君に会って被害

支援を行っているということに実感が湧かず、空想上の話のよ

私とODA の共通項を発見！

を聞いた。私はスラムコミュニティの長老で、もしかしてと思い

そんなガーナでの視察で一番印象に残っているのは、現地

せられました。支援という構図は、勝手に一方通行のものだと
思い込んでいたからです。
また、視察の現場で従事する日本人（青年海外協力隊、研

コミュニティを調べたら盗品のスマートフォンがあった。日本は

究者、民間企業、JICA 職員）がされていることは、現地スタッ

野口記念医学 研究所でお会いした、SATREPS プロジェク

私たちの国にたくさんの援助をしてくれたのに、私の仲間がこ

フの KPI（重要業績評 価指 標）管理や地 域コミュニティとの

＝危ない」という漠然としたイメージがあり、病気になるかも、

トの水谷先生の研究内容は、私の研究分野と関係性のあるも

んなことをしてしまい本当に申し訳ない。日本の支援で生活は

人間関係構築・連携など、ひとつひとつの泥くさい業務の積

事故にあうかも、犯罪に巻き込まれるかも、などという想像が

のでした。理系の学生だから国際協力に携わることはないと

向上した。なのに本当に恥ずかしい。
」とスマートフォンを返し

み重ねで成り立っていることも、現地で見たからこそわかったこ

止まりませんでした。悩んで涙が止まらないほど、私はアフリカ

思っていましたが、共同研究やサンプル調達のために関わる協

に来てくれ、謝罪をしてくれました。

とでした。その小さな行動一つ一つに熱い想いが込められてい

に対して負のイメージを持っていました。

力もあるということを知りました。実は、日本に帰ってきてから

この経験をきっかけとして、私は日本の ODA 事業の存在を

るからこそ、現地の人の気持ちに影響を与えることができ、そ

SATREPS の募集する研究を調べました。残念ながら私の研

知りましたが、ODA の実態や何のために行われているかまでわ

の積み重ねがガーナの発展を推進する力となって生活の向上に

究が活かせそうな募集はありませんでしたが、研究に対する視

かりませんでした。本当に現地の人の生活は向上しているのか、

寄与している姿を目の当たりにし、ODA の事業の意義を再認

野が確実に広がりました。

はたまた、その支援がこの老人を突き動かすくらい現地の人の

識することができました。日本人の地道な支援と、ガーナの熱

生活や気持ちに影響を与えているのか、疑問に思いました。そ

い成長のエネルギーを感じ、今後さらに日本が有益な支援をす

ういったことを自分の目で確かめたいと思い、ODA の実態を視

ることとガーナが持続的に更に発展をすることを願い、応援す

察するためガーナへ渡航しました。

ると同時に、両国の将来の姿が楽しみでなりません。

また、派遣を志願したにも関わらず、実際に採用通知を受
けたとき、行くか行かないか迷いました。私の中に「アフリカ

国際協力レポーター2017
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子どもたちと触れ合うことができて、変な警戒心は無くなって
いました。緊張感は持ちながら、ガーナの人を信じられるよう

大学で本事業のポスターを見つけました。私の応募動機は

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー
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うに感じました。
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現地の人の生活や気持ちに
変化は生まれるの？

3
視察を終えて

視察を終えて

菊池 麻子

この緊張が解けたのは、訪問・見学させていただいた全て

&

支援は一方的なものではなく、
国境を越えた人のつながりを生み、
支えあっていることを実感

国際協力レポーター2017
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土佐 桃波
Monami TOSA

横浜国立大学生

山口 明

Akira YAMAGUCHI

団体役員

A F T ER

誰でもできる国際協力、
その本当のありかたは？

3

3

実際にガーナを訪れ、自分の目で様々なことを見て、体験し
て、私の国際協力に対する考え方はがらりと変わりました。現
る日本企業の方々などの姿を見て、国際協力には必ずしも何か

化学から国際協力を

感じました。例えば、達成率をボードにて可視化して明確にす

特別な技術や能力、モノが必要なわけではないということを強く
ることで労働者のやる気を上げる、整理整頓に対する意識改

BEF OR E

A F T ER

世界の中の日本の立ち位置を
直接確認したい

子どもの笑顔を守るのは
大人の責任

革を行うことで作業の無駄を減らして生産効率を上げる、歌や

ピンへの海外ボランティア活動に参加したことが、興味を一層

簡単なゲームを作って子どもたちが病気や健康について学ぶな

長年労働組合（日産労連）の専従役員として、2017 年 9月まで

日本とガーナの歴史的な繋がりと関係の深さに触れること

強いものにしました。ゴミ山で暮らす人々、物乞いをしてくる子

ど、様々な工夫をしていました。私は、自分の持っている化学の

様々な業務に就いてきました。日産自動車という世界との関わり

ができ、とても印象深い経験となりました。この経験はより多

どもたち、学校に行けない子どもたちに出会い、日本では当た

知識を活かそうとするあまりそれに固執しすぎてしまい、人々

が深い企業に携わる人間として、半世紀以上にわたって国策とし

くの人たちに伝えたいと思うと同時に、自国の問題解決を優先

り前だと思っていたことが他の場所ではそうではないこと、当

の生活を劇的に変化させる画期的な技術やモノの開発ばかりに

て推し進めてきた ODA 事業がどのような成果を上げてきたのか、

するばかりに汲々としている現状を振り返る良いタイミングだっ

たり前だと思えるのは非常に幸せなことなのだと初めて身を

意識が向き、偏った考え方をしてしまっていました。国際協力に

かねてより関心を持っていました。直近の 10 年は、労働組合の

たと改めて思いました。日本国も日本人も海外で頑張っている

もって実感し、強く衝撃を受けました。帰国してから、自分の

おいて特別な技術が必要なときがあるのは確かではあるけれど、

社会貢献活動や共済事業の責任者として在籍していたことから、

ことをもっと自覚し理解者を国内に広めたいと思います。

学んでいる化学を国際協力と結び付けて自分には何ができる

そればかりではなくもっと身近で簡単なことから誰でも協力でき

JICA や ODA の活動実態は理解もしていましたし、青年海外協

のかと考えた時、日本で必要とされている技術と世界で必要と

るのだと思いました。それと同時に、今まで忘れていた幼いころに

力隊の職場での広報と募集を実践し、仲間を送り出してきました。

されている技術は違うのだということに気づきました。より便

学校で募金活動を行ったり、不要になったボールペンを集めて

また、福祉分野での活動も行ってきましたが、日産労連は

る環境、合意形成づくりがポイントだと思います。職場の力を

利で快適な生活のための技術ではなく、お腹いっぱいご飯を

海外の子どもたちに送ったりしたことを思い出し、海外に行かな

1965 年に「健康で働けることの幸せ」をテーマに掲げて以来、

結集し続けるモチベーションのあり方も重要なファクターです。

食べたい、学 校で勉強したい、きれいな水を飲みたい、感染

くてもできる国際協力もたくさんあるということを思い出しまし

健全な地域社会の発展と障害者福祉を支える環境づくりを進

日本もガーナも同じだと思います。

病で死の危険に怯えたりすることなく暮らしたい、笑顔で健康

た。国際協力レポーターとして、今後はより多くの人に国際協力

めています。
「健康で働く」とは必ずしも身体的なものだけで

に生きたい、そんな日本では当たり前だと思われてしまっている

は誰でもできるということを知ってもらい、興味を持ってもらい、

なく、
「人生の目標を持つ」
「人の役に立つ」などの充実した心

れに必要なことです。世界レベルで考えていきたいと思っています。

大切なことを必要としている国々が世界にはたくさんあります。

参加してもらえるような後押しをする役目を果たしていけたらと

をもつこともまた、
「健康で働く」ための大切な要素です。海

障害者福祉について現状はどうなのかなと思っていましたが、

日本基 準ではなく世界基 準で化学が何に役立つのかを考え、

思います。また、私がガーナで特に印象に残ったものは、子どもた

外の障害者福祉の現状はどのようなものであるのか、何かヒン

情報交換する機会がなく残念でした。小学校訪問時に協力隊

自分の手で作り上げたもので世界の人々を笑顔にしたい、と私

ちのキラキラした無邪気な笑顔でした。自分が人々を笑顔にした

トを得られるのではないかと以前より興味を持っていました。

の先生とのやりとりの中で、クラスに「発達障害の子ども」は

はそのとき思いました。

いと思っていたけれど、求めていた笑顔はもう既にそこにありま

私は、アジアの開発途上国への視察も数ヵ国経験しました

しかし、そう思い立ったものの、実際に化学で国際協力に貢

した。私たちが思う幸せとは違うのかもしれないけど、現地の人々

が、今回のアフリカ（ガーナ）は初めての大陸ですし、ただ遠

した。発達障害は、日本では大人になって発症する場合もあり、

献するためにはどのような方法があるのかあまりよくわからず、

が思う幸せがそこにはありました。彼らは自分たちの生活を貧し

い国だと思うばかりで、ガーナへの強いこだわり・思い入れは

大きな問題になっています。大らかな生活のリズム（ゆっくりと

調べても具体的な職業や仕事などは見つかりませんでした。国

い、不便だとは思っていないのかもしれません。私は、本当に支

あったとはいえないのが正直なところです。しかし、過去の経

流れる時間）が、心を癒すことにつながるような気がしました。

際協力に興味があるにもかかわらず、知らないことが多すぎま

援は必要なのかなと思いました。国際協力のあり方として、これ

験から、外から客観的に日本という国を眺めてみると、日本の

私はこれまで自動車業界、そして福祉の世界に関わった人

した。なので、ガーナへ行って実際に自分の目で見てどのよう

までも世の中では議論されてきたことではあると思うけれど、ど

果たす役割の大きさや世界の中の日本の立ち位置を自覚でき

間ですが、今後は「世界に目を向ける」ことで自分の経験を通

な技術が必要とされているのかを確かめ、そして化学と国際協

こまで支援をするべきか、また、それを支援と呼んでいいのかとい

ると思っておりました。それを確認するよい機会だと思い、国

じてどのような協力ができるのか、残された人生の一つのテー

力をどのようにつなげられるかを考えたいと思っていました。

うことは、これからも自分の中で問い続けていきたい疑問です。

際協力レポーターに応募しました。

マとして取り組んでいきたいと思います。

国際協力レポーター2017

特に担当しました「カイゼンプロジェクト」はこれまでの仕
事柄、興味深く参加しました。働く人たちが納得して仕事をす

&

アフター

アフター

私は以前から国際協力に興味を持っており、2 年前にフィリ

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー
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地で懸命に任務を全うする青年海外協力隊員の方々、駐在す

子どもの笑顔を守るのは大人の責任です。そして、生活向上はそ

いるが、他の子どもたちも含めて意識せずに接していると聞きま

国際協力レポーター2017
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和田 吉揮

実際の世界を見に行こう！

Yoshiki WADA

都留文科大学国際教育学科生

ガーナはとても遠い国でした。移動に 2 日、時差が９時間。
そんな遠い国ガーナで、初日に視察した野口英世記念館には、
野口博士と私の出身地でもある会 津の赤ベコが置いてありま
した。心が震えました！当たり前ですが、ここが同じ地球上で、
ガーナの人たちも同じ人間なんだという実感がわきました。

3

に見て感じる世界は全く別物でした。ガーナ着陸時（夜の 8 時）に

髙橋 智恵

BEF OR E

A F T ER

実際に行って自分で確認したい

これからも続く自分の活動
ガーナにおける様々な分野での支援状況の視察を通して、

いていろいろなことを学び考えてきました。
「飢餓に苦しみ、数

行く前には分からなかったことがいくつか明らかになりました。

秒間単位で人が亡くなっている状況にある」ことや「何時間も

まず、私が訪問させてもらったサイトに関しては、正しい支援

歩かないときれいな水が手に入らない」ことなど、日本に暮ら

がなされていたことを確認できました。教育、保健、農業、イ

主婦

は、想像していたよりはるかに明るい夜景が飛行機から見えまし
た。電化率 80％。一部の都市に集中しているとはいえ、こんなに
明るい夜景に出迎えられるとは行ってみて初めて知ったことです。
携帯電話の所有率 88％、農村部でも70％。一方では井戸で水を
くむ生活、裸足で学校に来る子どもたち、給料が低いためアルバ
イトもしている学校の先生たち、パソコンが身近なものではない
のに ICTの授業を受ける中学生。どれも今現在のガーナなのです。

BEF OR E

「私」が感じるガーナを伝えたい

視察先では、何度も「お金がない」
「日本はもっとお金を出
すべきだ」という意見も耳にしました。支援されているという受
け身の立場からなのか、お金がない、物資がない、人材が不

ンフラと分野によって支援状況は様々でしたが、いずれの場合

たびにかわいそうだなと思い、自分が出来ることはないかなと

も協力隊員の方々は熱心に活動を展開されていて、その活動

ODA 事業に携わる、青年海外協力隊員として海外で活躍す

ないから与えられるまで待つという姿勢は、これまでの支援が

足している、ということを堂々とアピールする姿には驚きました。

考えてきましたが、目の前に広がる日本での生活に流され、す

は現地の人に感謝されている様子でした。ある隊員の「1 年間

る、何らかのかたちで国際貢献している人は立派ですぐれた人

もたらした結果なのかもしれません。それに対して、支援する

ぐに考えるのを止めてしまっていました。そのような日々を過ご

現地の人たちと関係を築き上げ、ようやく残りの 1 年間で自分

たちなんだと思っていました。これといって取り柄がなく、専門

側にいる日本人は支援しているという上からの目線ではなく、

す中で見つけたのが「国際協力レポーター」のポスターでした。

の活動が行える」という言葉は非常に印象的でした。隊員た

性も持たない自分は、ただただ税金を払って、誰かが頑張って

不足している、ない、という中で独自に工夫しながら、さらに

私はこのプロジェクトの主旨である ODA による開発途上国の

ちは、帰国後に現地の人たちに自身の活動が根付いて行われ

いるのを何となく時々気にするだけ。そんな日常の中、偶然「国

は支援の手を離れた後の現場を想像しながら、懸命に日々の

支援に対して、表向きは現地の生活改善のために行われてい

るかについて不安を抱えているようでしたが、私は、2 年おきに

際協力レポーター」のチラシに目がとまりました。子どもが３人

活動に取り組んでいました。日本とガーナという一対一の関係

ても、裏では貿易や外交を自国にとって有利に動かすために行

継続的に隊員が派遣され、熱心に行われた前任の支援が継承

いる母としては、ガーナの母親の姿や子どもたちの姿が思い浮

ではなく、他国を巻き込んだグローバルなチームでの支援に取

われているものにすぎないのではないかと考え、本当に正しい

されている様子を見て、時間をかけて大きな成果が生み出され

かびました。日本がどのように、そこに関わっているのか。日

り組む建設業者、win-win の関係で、同じ目線、同じ立場の

支援が行われているのかについて疑問を持っていました。実際

ていることを感じました。

本にあってガーナにないモノは考えただけでも、すぐに思いつ

イコールパートナーとして共同研究に取り組む研究者たち、人

きます。でも、実際はどうなのか、何がガーナにはあるのか、

と人の繋がりを大切にしながら活動する青年海外協力隊員た

いました。自分の思っていた以上に多くの人が興味を示してくれ

日本の国際協力はガーナでは何を生み出しているのか。今の

ち。新しい支援の形も垣間見ることができました。

て、レポーターの活動をスムーズに行えています。ですが、
「日

私はガーナで何を感じ、何を伝えたいと思うのだろうか、とワ

本のお金は日本人に使われるべきだ」や「日本にもまだまだ支

クワクしながらガーナを目指しました。

帰国後、いくつもの場所でプレゼンテーションをさせてもら

を深めたい、また、教員となったときに自分の体験を生徒達に
伝えたいと思い応募しました。
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アフター

していると想像できないような話ばかりでした。その話を聞く

に自分の目でどのような支援が行われているか見て自分の考え

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

私は今まで学校教育やメディアを通じて、発展途上国につ

Tomoe TAK AHA SHI

3
視察を終えて

視察を終えて
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頭の中で知識と情報だけで作り出している世界と、自分で実際

日本にいればいろいろな情報を、しかも母国語で集めることが
できます。今の子どもたちにとっては、すぐに答えにたどりつけるイ

援を必要とする人がいる」などの意見をいただいたときにうま

ンターネットでの情報収集が手っ取り早い解決方法になっているよ

く対応できないこともありました。実際に、小中学校での様々

うにも感じられます。その一歩先、情報が正しいのか、本当はどう

なボランティア活動を通して子どもの貧困について感じること

なのか、自分の目で確かめる、体験する、その大切さそして楽し

はあります。これからも大学での学びや外部での活動を通して、

さを、今回のガーナでの私自身の体験と合わせて伝えていきたい

これらの問題を深く考えていきたいです。

です。外へ目を向け、そして外へ出るところから国際協力が始まる
のだと思います。日本の子どもたち、若者が一人でも多く国際協力
に興味をもってもらえるよう、種をまく役割を果たしていきたいです。
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人に伝えるって、難しいし、
時間もお金もかかる。
でも、素晴らしい！
ガーナの国道 8 号線を移動していると、日本の ODA がどこま

A F T ER

3

開発途上国に関心を持ってほしい

Yasuo NAK A JIMA

大学生

ケニアではサバナの大地と野生動物に感動し、エジプトでは
ピラミッドの大きさに圧倒されました。今回のガーナは、また
違うアフリカでした。
飛行 機の窓からみた首都アクラは、思った以 上に明るく、

舌をかみそうになるくらいデコボコのアスファルト道になってしま
います。現 地での ODA の案件を視察するたびに、日本人（民

横江 隆弘
Takahiro YOKOE

地方公務員

間企業の方、研究者、青年海 外協力隊員、JICA のスタッフ）
のきめ細やかな、行き届いた支援には、とにかく驚きました。
彼らは、ODA のどの案件でも、ガーナ人のプライドや面子を
損ねることのないように、支援をしてあげているなどと微塵も見

大都会でした。ビルが多くの所で建築され、発展している一方

せずに、しっかりと人間関係を築き、行政機関の理解を得るた

で、地方の学校でパソコンのキーボードを覚えている生徒たち

めに話し合いを繰り返したり、地域コミュニティと連携したりし

には、使えるパソコンは 2 台しかありませんでした。また、天水

て、支援をするための土壌づくりからはじめています。

稲作では、予算を立ててもお金がおりてこないなど、農業が発

国際協力とは何か知りたい

農業や将 来を支える子どもの教育は優先されるべきはずが、

展から置き去りにされないかと思いました。国民の食を支える
ガーナ政府にとっては優先順位が低いように感じられました。

BEF OR E

ODAって、やっぱり必要なの？

支援をするのだからそこまでやらなくてもいいのではないかと
思うことを、ODA に関わるすべての日本人が当然のことのよう
に、努力を厭わず、
「伝えるためには、そうするしかないから」
と言って、取り組まれていました。さらに、指導して少し頑張っ

世界中どこの国の人も一人では生きられないし、自国だけで

たガーナ人に対して、
「何にもしてあげられないから、いっぱい

6 年ほど経ちます。国際協力や海外ボランティアについて学び

が頑張っています。日本の技術ややり方を一方的に押し付ける

も生きられない。だから国際協力の必要性も理解しているつも

褒めてあげるんです」とある隊員はサラッと言われました。
「じゃ

たい、少しでもかかわりたいとの思いから始めました。

ことはなく、ガーナの人や制度に合わせるようしていて、日本人

りです。実際に、日本の ODAでガーナに年間 35.5 億円以上

ああなたは誰が褒めてくれるの？誰も褒めてくれないのに！」っ

国際協力に興味を持ったのは、10 年以上も前に参加したピー

の細やかさを感じました。協力隊員は、人間関係づくりから始

が拠出されています（2016 年度実績 ／事前研 修資料より）
。

て思わずにいられませんでした。

スボートの地球一周の旅でした。開発途上国に限らず先進国

まり、活動の計画や実施を自身で考え実行していかなければな

しかし、巷で「保育園に入れなかった。もっと保育園作ってく

ODA に携わる日本人の周囲にいるガーナ人には、技術やノウ

も、多くも問題を抱えていることを知りました。そして、現地で

りません。当初の目標を変えなければならないこともあります。

れたらいいのに……」
、
「あのお金があったら、うちの子どもも

ハウだけでなく、日本の心まで伝わっていました。直接日本人か

なければわからないことがたくさんあることを知りました。

お金がない、ものがないなかで、創意工夫しています。さらに、

保育園に入れたかもしれない」とそんなことを思っていたので、

ら指導を受けたガーナ人は、他のガーナ人に伝えることを取り組

支援終了後のことまでも考えています。いつも笑顔で献身的な

ODA の実情を知りたくて、今回応募しました。

んでいます。この段階からの拡がりが進んでいけば、アジアの

なごや地 球ひろばでは、ODA や青年海 外協力隊の記事や
写真をよく目にします。時折、元協力隊員の話を聞きます。彼

彼らが、日本とガーナの友好関係を支えていると思いました。

さらに、レポーターに決まり、
「ODA 見える化サイト」など

繁栄・発展のように成果が感じられることでしょう。現実には

らの経験は、私が見たり読んだりしたものとは比べられないほ

また、カイゼンプロジェクトや天水稲作でのカウンターパート

で事前学習していくうちに、例えば、
「ガーナの理数科教育支

なかなかガーナ人だけになると拡がらないので、もう何年ももど

ど興味深いものです。国際協力の現場をぜひ見たいと思い参

の質の高さと、熱心さにも驚かされました。日本とガーナの人

援」などは、2000 年から始まっていますが、近年の報告では、

かしさやじれったさを感じさせられているのだと思います。
「魚を

加しました。

たちが協働することで人々の生活が豊かになり、社会が変わっ
ていけば、支援する価値があると感じました。
先日、隣に座った学生にガーナの話をしていたところ、外国
にあまり興味がないとの返事でした。ガーナで見て、感じたこ

「ガーナの教員のレベルは上がった。しかし、児童・生徒の学

あげるより、魚の釣り方を教える」という日本の ODA よりも、

力は全国統一テストでは芳しい結果が得られていない」とのこ

大量の魚を欲している途上国の人がいて、魚を釣ることに興味

とでした。いったいどうなっているのだろう、いつまで続けられ

を示さない人たちがいる、という現実も事実だと思います。

るのだろうと疑問はさらに深まりました。

&

アフター

アフター

ガーナでは、JICA 職員やJICA 専門家、青年海外協力隊員

なごや地球ひろばでボランティア地球案内人を始めてから、

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

BEF OR E

3
視察を終えて

中嶋 靖男

視察を終えて
&

で関わったのか、素人でもすぐにわかります。それがなくなると、

しかし、小さいけれど、すべての ODA の現場では、確かに変

とを伝えることで、多くの人に JICA 職員やJICA 専門家、協力

化は起こっています。あきらめてしまえば、そこですべてが失敗

隊員がガーナで頑張っている姿を知ってほしい、そして開発途

に終わってしまいます。一 歩 進んで二歩下がっても、日本の

上国に関心を持ってほしいと思っています。

ODA の支援が本当に生かされることを信じて、努力されている
隊員や ODA に携わる方々の地道な努力をみて、素直に彼らを
応援したいし、素晴らしいと思いました。
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各レポーターのビフォー &アフター

REPORTER S BEFORE & AFTER

A F T ER

西中 洋子

Yoko NISHINAK A

キラキラした瞳が次世代をつなぐ

会社員

アクラの空港に到着する飛行機の窓から見える市内の夜景
は光が多く、降り立った街並みも都会でした。広大なサバンナ
をイメージしていた私にはちょっと残念でしたが、西アフリカで
最も経済発展をし続けているこのガーナの成長する瞬間に立
ち会えることの喜びを感じた、到着１日目の夜でした。翌日から

3

支援先を視察させて頂きましたが、どこの支援先も我々の訪問
を歓迎してくれて熱心に実情を話してくれました。これは支援先

BEF OR E

A F T ER

アフリカの今を見てみたい

ガーナから日本への
親愛の気持ちを知った

地元のパスポートセンターで偶然手に取った「国際協力レ

訪問前は、なぜかまるで隣の国に行くように気軽に考えてい

た。ほとんどの人がそうであるように、ガーナってどこにあるの？

たガーナ訪問ですが、実際は長時間のフライトや連日 30℃の

からの始まりでしたが、事前研修を受けたり本を読んだりして、

気温、独特のガーナ食に、思った以上に体力が必要でした。

ガーナや国際協力に関して興味がどんどん膨らみました。

KLM 機がコトカ空港に着くとマラリアへの警戒と、空港前

会社員

の人たちに認められていることだと感じられました。
無償資金援助で訪問した建設支援先では、受託者は日本の
民間企業なので建設実務と教育支援を明確に計画され、成果
が表れていました。日本の ODA は、ただ金を出すだけでなく顔
の見える支援と訪問前に聞いていましたが、今後も支援先が
継続していける仕組みを築けるために「ここまでやるの……」

BEF OR E

ただアフリカに
行ってみたいだけだった

というぐらいに支援プログラムを実施していました。
人的支援では、協力隊員たちが派遣先で地元住民と同じ生
活をしてコミュニケーション作りから始めているのには驚きまし
た。支援先はどこも「金がない、道具がない、
・・ないないない」
のないないづくしです。隊員たちは、その支援先で金をかけな

の混沌とした景色に緊張は一気に高まりました。ホテルの部屋

無いということは、アフリカで仕事をする友人から聞いていて、

も窓が壊れていたのでフロントに言うと、
「直しておく。
」と返

大阪国際交流センターが配信している i-house メールマガ

いで出来る方法を見つけてそれを広めていく、気の遠くなるよう

いつか自分もアフリカを訪れ実際に自分の目で見てみたいと

事されただけで 3 泊も！これがアフリカ流かと思い直しました。

ジンで国際協力レポーター 2016 の公募を見つけたのは 1 年前

な活動を進めています。プロトコルと呼ばれるガーナの縦割り

そんな中、日本人が現地の人たちと共に働くODA の現場や

でした。その頃から「アフリカに行きたいな。ライオンを生で

社 会ならではの 対 策として、国→州→郡→地 域 の 根 回しも

今は損害保険会社で事務の仕事をしていますが、その職場に

学校を訪問し、私の心の壁は互いの違いを認めるという気持

見たいな」と、ただの興味本位で今回の国際協力レポーター

JICA ガーナ事務所の重要な任務なので、その国に合ったやり

も、また学生の頃からの友人にも国際協力や交流に関心のあ

ちに変わりました。野口記念医学研究所での技術協力やアク

2017 に応募しました。当選してから「ODA とは何ぞや」と勉

方を実務は隊員、サポートは JICA 職員とうまく連携されていま

る人がいます。そして、家庭でもいつか青年海外協力隊として

ラ電力で働く企業人の意志は高く、また教育現場にいる青年

強し始めた次第です。今まで ODA やJICA と言う言葉は知って

した。その成果もあり、学校教育現場では学べる喜びなのか、

参加したいと話す長女や、海外で仕事をしたいと考える大学生

海外協力隊員やJICA 職員の方の仕事への取組みも素晴らし

いても、何をしているのかまでは興味がなく、知ろうともしませ

子どもたちの瞳がキラキラ輝いていました。また、教育現場の

の長男、そして小学生の次女がいます。私はこの派遣を通じて、

いものでした。文化や習慣の異なる海外で国際協力を展開して

んでした。これを機会に青年海外協力隊の説明会にも参加し、

説明をしてくれた隊員たちの瞳もキラキラ輝いており、充実感

周りの人たちに何かを伝えることが出来ればと思い、参加しま

いく困難は常に付きまとうものですが、ガーナの人々が見せてく

国際貢献の大切さや日本の役割について改めて考え直しまし

がうかがえました。隊員の中には、青年海外協力隊に応募する

した。

れた日本への感謝と親愛の気持ちを知ると、ODA による発展

た。今回のガーナ訪問で支援先を見せてもらえるので、その支

ために職を辞めて参加している者もおり、当然、派遣後の生

途上国への支援は道義的にも意義があるでしょう。

援がガーナと日本にとってどう有益なのかを見させてもらおうと

活に多少なり不安をもっています。今後彼らのスキルを十分に

思います。初アフリカはとても楽しみです。

活かせるように帰国後は民間企業での引き受け体制も必要だ

ガーナの田舎の学校で出会った子どもたちは、笑顔が素敵
でとても人懐っこく、中には少しはにかんだ表情を見せてくれる

と感じました。

子どももいました。一方、首都アクラで外国人も利用するレスト

国際貢献は、すぐに日本に利益が戻ってくるものではありま

ランでみた親子連れは、日本人以上におしゃれな服装でこちら

せん。支援した子どもたちがやがて大人になって、日本という

と目を合わすことはありませんでした。共にガーナの現実であ

国を知ったときに日本に親しみをもってくれて、次世代に日本と

り、開発途上にあるその姿をうけとめつつ、国際協力を通じて

の交流経験を伝えてくれたときに、やがて巡り巡って日本に利

ガーナの発展に寄与していきたいと思いました。

&

アフター

アフター

アフリカは一般的にイメージされるサファリや貧困だけでは

思っていました。

各レポーターのビフォー

各レポーターのビフォー

&

ポーター 2017」のチラシ。これが参加するきっかけとなりまし

Hiroaki TSUGAMI

で活動している JICA 職員や青年海外協力隊員たちが、ガーナ

視察を終えて

視察を終えて

津上 裕章

3

益が戻ってくると思われます。次世代につなぐ国際貢献の瞳を
キラキラ輝き続けさせられるのは我々だ、と実感しました。
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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 2018 年2月 6 日までに実施された活動の一部を、簡単にご紹介します。

和田 吉揮

3

髙橋 智恵

① 2017.10.30

2017.11.22

② 2017.11.7

新潟市内小学校

18：40 〜 18：50

③ 2017.11.21
18：50 〜 18：55

④ 2017.11.27
16：50 〜 17：30

都留文科大学

「夢ノートクラブ」での報告
ガーナで見たこと、感じたことを伝え、国際協力について
も小学生にわかるよう説明をしました。
小 学生ということで、現 地の小 学校の様子を中心に今の
ガーナについて報告し、外の世界に興味を持ち、目を向ける
ところから国際協力が始まるということを最後に伝えました。

西中 洋子

2017.11.30 〜
12.8（土日除く）

2017.11.10
8：50 〜 9：00

18：40 〜 18：50

社内執務室

愛知県内職業訓練校

社内報告会

職業訓練校でのお話
現職業訓練校に通う生徒たちに「アフリカ・ガーナはどこ
にあるの？」
「国際協力って、何のためにするの？」
「実際
にどんなことが行われているの？」と問いかけながら、
①生
活基盤を整える（電力サイト）
、
②食の充実・仕事を効率的
にして財政基盤を整える（稲作、カイゼン）
、
③学校に行っ
てしっかり学ぶ・命を守る（理数科教育、学校保健）をテー
マにお話をしました。
全然違った国際協力の 1 つ 1 つがつながっていることを強
調しながら、ガーナの人がさらに豊かで幸せな生活を送る
ことが、遠く離れた日本人の幸せにもつながっていることを
伝えました。

大学での授業やサークルでの発表

2018.1.13

2018.1.17

10：30 〜 12：30

中日新聞

新潟市内まちづくりセンター

新聞記事への投稿・掲載

小学生向けのお話会
「日本から見た世界」や「ガーナってどんな国（比べてみよう、
日本とガーナ）
」
、
「ガーナでの小 学生たちの生活」をテー
マにお話会をしました。

2017.12.20

京都市内の飲食店

ママ友ランチ会
海外派遣の全体報告を行いました。小学校教育分野の案件
の紹介では、アフリカでのJICAの活動や生活の様子を交えな
がら、青年海外協力隊の現職の先生の活動ぶりを伝えました。

12：00 〜 12：30

現地で良好な人間関係を築き、地域コミュニティーと協力し、
支援する側と支援を受ける側とが対等な関係に見受けられた
話や、工事現場の仮設事務所前にある小さな花壇から日本
人の心が伝わってうれしい気持ちになったエピソードを紹介し
ました。

社内会議室

社内報告会
海外ボランティア活動やアフリカに関心のある人を対象に、
写真を用いながらガーナの様子を話しました。
特に小 学 校教育案件に的を絞り、現状と課 題、そして現
地の子どもたちが置かれている環境について報告しました。

13：00 〜 16：30

名古屋市内市民会館

中嶋 靖男

2018.1.11

異業種交流会／
海外投資セミナー
での活動報告
セミナー参加者の活動報告のなかで、国際協力レポーター
視察について、ガーナの現況や視察先の状況、青年海外
協力隊の活動の様子、1/17 の中日新聞掲載記事の紹介を
行いました。

13：20 〜 14：10

18：00 〜 19：30

社内会議室

JICA市ヶ谷

社内報告会

写真を用いながらガーナ視察の報告を行いました。

11：30 〜 12：30

坂田 茉由

18：30 〜 20：00

国際協力レポーター OG/OB会主催
2017 年度報告会

2017.11.11

2017.12.6

2018.1.20
山口 明

スライド約 50 枚を使用しながら、ODA・JICA・国際協力
レポーターの概要やガーナの暮らし、視察の様子、現場で
感じたことや ODA の今後の在り方についての報告会を実
施しました。

3

視察後のレポート活動

視察後のレポート活動

①大学での Power Point 講座においてガーナのことを関
連づけた発表をしました。
②小学校の免許を取得する過程で必要となる音楽実技演
習（ソルフェージュ）という授業内で口頭のスピーチをさ
せてもらいました。
③大 学にある「5minutes」というサークルが主催した、
自身が学んだことや考えていることを発表する会におい
てプレゼンを行いました。
④自身の所属する国際教育学科専門の授業において英語
でのプレゼンを行い、聴衆からの質問に答えました。ま
た、学科の年報にも投稿しました。

ODA と JICA の説明や零細企業向けカイゼン指導とインフ
ラ設備協力案件を報告し、現 地で見た様々な立場で働く
日本人のモチベーションの高さと、日本のスタンダードの
優秀さ、ガーナからの感謝の言葉などを紹介しました。

視察を終えて

視察を終えて

12：10 〜 12：20

15：15 〜 16：00

横江 隆弘

2018.2.6
人間環境大学ゼミ室

所属ゼミでの報告
視察した学校保健の案件について、目的と概要を報告した
り、ガーナで見たことや感じたことを話したりしました。

背景写真：かつて奴隷貿易の拠点となっていたエルミナ城。現在は世界遺産として登録されています。
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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

4
8

11

12
14

10

5 6
7

13

15

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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