未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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
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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
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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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
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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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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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
視察レポート

視察レポート

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
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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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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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
視察レポート

視察レポート

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
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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

国際協力レポーター2017

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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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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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未来をつくる、日本をつくる、国際協力

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
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