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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

1

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
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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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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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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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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
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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