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支所からのひとこと

街
に
咲
き
散
る
摘
ま
れ
ん
が
た
め

ぬ
ば
た
ま
の
黒
き
花
弁
が
風
に
舞
ひ

～ニアメの街の小さいけれど大きな変化～

～今月のニジェール短歌～

街中のあちらこちらに散らばる、商品や飲み水用空ビ
ニール袋が、以前から気になっています。ニジェール人
は全然気しないのかと思うとそうでもなく、掃除をする
人がいるし、市当局も昨年から道を清掃し、ドブ浚い
を行っています。来年の AU 首脳会議に間に合うよう、
首都整備の一環として行っているのでしょう。
TICAD VI を機に始まった「アフリカきれいな街プラット
フォーム」にニアメも積極的に参加してもらいたいが、そ
のために、ゴミは拾う、捨てない、という住民の行動変
容を起こそうと、清掃キャンペーンを先月実施しまし
た。以下、記事をお読みください。（今月の短歌は、枕
詞と歴史的仮名遣いを入れて、雅に遊びました。）

山形所長

1

３月の支所の活動紹介
【清掃キャンペーン（フランス-アミチエ校から発進）/都市衛生省主催・ＪＩＣＡ共催】
去る 3 月 10 日、都市衛生省主催、JICA 共催による清掃キャンペーン
が、ニアメのフランス‐アミチエ校にて実施されました。本清掃キャンペーン
は、中・高学生を媒体として学校周辺の地域住民を巻き込み、学校
内・外のゴミ集め、清掃運動を通じて、地域の美化が実現可能であるこ
とを自覚してもらうことに主眼を置きました。
今キャンペーンの効果的な実施を図るために、事前に教員代表や生
徒代表に対して意識改善研修を行いました（写真 1）。この研修では、都
市衛生省から推奨されている環境ＮＧＯの協力を得て、ビデオ映像とモ
ジュールを使った衛生教育を 2 時間ほど実施していただき、ゴミ収集の理

写真 1

事前研修の様子

念及び意識改善の必要性を強調してもらいました。
フランス‐アミチエ校は、ニアメ市内でもマンモス校の一つであり、生徒・教員数を併せ
て 2000 人近く、学校の敷地も広大です。当日、開始前には、30 個のゴミ箱を学校
内・外に設置し、校庭内の中心広場に清掃活動用に用意した機材（ほうき、ゴミ収集
ばさみ、熊手、背負いゴミ箱、一輪車など）を並べ、その向かいには、オープニングセレモ
ニー用のテントを張り、会場のセッティングも終え準備万端。9 時開始の予定でしたが、
ニアメ州知事らの要人やメディア取材チームの到着が遅れ、40 分遅れで始まりました。
会場には、キャンペーンのスローガン「みんなの力で健全な環境づくり」（“Tous Unis
写真 2

出番を待つ生徒たち

pour Environnement Sain”）の文字と JICA ロゴの入ったビブスを着用し、手袋とマスク

付けた先生や生徒代表が待機。その周りを 1,000 人は超えるであろう生徒が活動開始の合図を待っていました（写真 2）。
オープニングでは、学校長の挨拶に始まり、山形支所長のゴミはさみの実践を交えた
スピーチ（写真 3）、都市衛生省官房長の衛生推進のお言葉、そしてニアメ州知事から
は本キャンペーンの激励と今後の活動継続を願う挨拶が行われ、列席の要人自らのゴ
ミ拾い実践を合図に、開始宣言がなされました。また開会式では、生徒による＜ゴミの
ポイ捨てはだめ！＞の啓発寸劇も披露され、会場を沸かせた場面もありました。
その後、炎天下の中、約 2,000 人が、校内と校外周辺のゴミ収拾活動が 3 時間も
の時間行われ、大型清掃車輛 3 台分のゴミが収拾されました。当日は、予想以上に
真面目に活動する人、特に学生、中でも女子学生が一生懸命にゴミを集めていまし
た（写真 4、5、6）。

写真 3

山形支所長のスピーチ

また、その 4 日後に実施したアンケート調査では、「このようなキャンペーンの必要性を感じて今後も清掃活動を継続する」の回
答が 96%にも及びました。同アンケート結果からもこの清掃キャンペーは、学校の生徒・教師だけでなく、この活動に参加した周辺の

写真 4

埃が舞うゴミ集め

写真 5

学校周辺の清掃活動
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写真 6

ゴミばさみも大活躍！

地域住民にも効果的なインパクトを与えることに成功したものといえるでしょう。
（企画調査員 中川直人）

プロジェクト・専門家等の活動の進捗状況紹介
■■ みんなの学校：住民参加を通じた教育開発プロジェクト・フェーズ 2 ■■■
『みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクトフェーズ 2』では、初等教育分野と中等教育分野、
二つの分野にて活動しています。初等教育分野においては、住民支援の校外学習に効果的なツールを導入するこ
とですべての児童の“読み書き”と“計算”の基礎学力改善を目指す『質のミニマムパッケージ』の開発と普及
に取り組み、中等教育分野においては、アクセス、格差解消、教育の質の改善など、様々な教育開発課題の改善
に貢献する“機能する”学校運営委員会（COGES）モデルの全国普及を進めています。
「初等教育分野」では、いよいよグローバルパートナー
シップ（GPE）の支援によるティラベリ州全校への「質のミ
ニマムパッケージ・算数ドリル活動」普及が開始しました。こ
れによりティラベリ州内 3500 校の児童 32 万名がコミュニテ
ィ・教員の支援を受けて、JICA/プロジェクト開発の算数ドリ
ル活動に取り組みます。
この活動開始に先立ち、プロジェクト支援による「質の
ミニマムパッケージ普及キックオフセミナー」を開催しまし
た。州内の学校運営委員会（CGDES）連合代表、州・県教育
事務所長、視学官、CGDES 監督官、指導主事、市長など州内
の教育分野関係者、総勢約 180 名が一堂に会し、ティラベリ

写真上：質のミニマムパッケージ・算数普及キックオフセ
ミナーでの討議の様子

州の質のミニマムパッケージ普及の成功とそれによる児童の
学力向上に向けて、一丸となって活動することを宣言しました。討議を通して、CGDES 連合はティラベリ州内
全校で質のミニマムパッケージ・算数ドリル活動を週 10 時間以上実施すること、教育行政官はその活動をモニタ
リング支援していくこと、市長は CGDES 連合と連携し校外学習活動推進を支援していくこと等を誓い合い、テ
ィラベリ州の教育開発へ向けて、学年度末の算数テストの結果を 30％上昇させる目標を掲げました。
これらの宣言は、その場限りの宣言に留まりません。当セミナーに参加した CGDES 連合の代表者がそれぞ
れの地域で、セミナーの内容を報告するための連合総会を開き、セミナーにて定めた宣言や目標の内容を総会に
出席した各 CGDES の代表者に伝えます。さらに各 CGDES の代表者は、それぞれの学校に戻って住民集会を開
き、住民や教員にこれらの内容を伝えます。住民、教員がこの誓約に合意すれば、目標達成に向けての活動が各
校にて実際に行われることになります。そして、市長や視学官など、その他のアクターたちは、これら教員と住
民の活動を様々な形で支援していきます。まさに、今回の
キックオフセミナーを通して、ティラベリ 3500 校の児童
32 万名の学力向上のために、住民、教員を中心とした関係
者が努力し、行動する体制が整ったのです。今回のティラ
ベリ州への「質のミニマムパッケージ」の普及は、深刻化
するニジェールの「学習の危機」に対して、初めて行われ
る大規模な挑戦です。今後、ニジェールがこの危機に対す
る「戦い」に勝ち抜けるかどうかを見据えるための一つの
写真上：質のミニマムパッケージ・算数ドリル活動実施風景

試金石になり得るかもしれません。
一方の「中等教育分野」では、昨年度から開始した「機
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能する中等 COGES モデル」普及にかかる一連の研修が終了し、対象州中 9 割
の学校で COGES が設立され、COGES 連合も 8 割を超える 31 連合が民主的選
挙を経て設置されました。そこで、今までの活動の総括と今後の活動戦略協議の
ための中等 COGES 監督官会議を対象各州にて開催しました。なお、今回の会
議においては、中等 COGES 監督官が今後 COGES 連合のモニタリングを実施
する上で必要な能力を強化するため、モニタリング場面のシミュレーションとケ
ーススタディを盛り込んだ能力強化研修を行いました。今後、立ち上げ時期を過
ぎた COGES ならびに COGES 連合が、住民ニーズと教育開発に貢献する活動
を継続的に実施できるよう、モニタリング面の強化を図っていきます。
写真右：中等 COGES 監督官会議での
能力強化研修の様子（グループワー
ク）

（みんなの学校プロジェクト専門家 影山晃子）

誰でもわかるみんなの学校プロジェクトのモデル解説最終回
～みんなの学校モデルの変遷とその可能性～
この稿では、
“みんなの学校にはいろいろなモデルがあるが、区別がつかないし、内容もわからない。”とい
う声に応えるべく、みんなの学校のモデルを解説してきました。今回は、その解説も最終回となります。最終
回では、みんなの学校プロジェクトのモデルの変遷とそれを可能にしたモデルの構造、そして今後の可能性に
ついて述べたいと思います。
基礎モデルの構造とモデルの変遷
①ミニマムパッケージから、連合、フォーラムモデルまで
みんなの学校はさまざまなモデルを形成してきましたが、すべてのモデルの基礎となっているのがミニマム
パッケージです。その名前から、モデルが学校運営委員会の民主的な設立、学校活動計画の策定、評価プロセ
ス、モニタリング体制の確立などの単なる活動のパッケージと考えられやすいですが、モデルの本質は、
「学校
運営委員会という組織を、住民と学校との情報共有のための枠組みとして使い、情報共有によって生み出され
た改善へのベクトルをアクションプランに落とし、その枠組みで住民と学校（教員）が協働することにより成
果を生んでいくプロセス」です。
このモデルの基本は、上述したように情報共有から、活動へ落としていく仕組みですが、提供し、用意する
情報の種類によって、改善活動も変わってきます。例えば、情報が、校舎や、椅子や机の不足であれば、その
改善のための活動は、仮設教室の建設など、アクセスの改善に向きます。もしこれが生徒の健康についた情報
なら、学校保健箱やトイレの建設など、学校保健に向かい、学習関係なら、マニュアル、ノートの購入、補習
の実施など学習の質の改善に向かいます。つまり、この情報共有からアクションプラン、活動実施という枠組
みは、関係者間にある改善ニーズがあれば、どんな分野でも使えるのです。しかも、使う組織は、学校運営委
員会でなくても、住民がその一部含まれている組織ならなんでも可能です。
これが、みんなの学校のとても汎用性の高い基礎モデルです。さらに、基礎モデルに含められるモデルが他
にもあります。それが、学校運営連合モデルです。なぜかというと、この連合も、学校運営委員会と同じ情報
共有の枠組みを使って連合のメンバー間情報共有によって機能しているからです。メンバー間の改善ニーズを
活動計画に反映するところもミニマムパッケージと同じです。違うところは、最終裨益者である住民と教員と
連合との距離が遠いことでしょうか。だから、学校運営委員会の代表が、いかに連合の活動計画に、各学校運
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営委員会(住民、教員)の需要を反映し、保護者、教員との橋渡しをできるかが、その機能化のカギとなります。
この学校運営委員会と連合の情報共有の機能を最大限に有効活用したのが、フォーラムアプローチとなりま
す。
②応用モデル、なぜ、応用モデルが必要なのか ー補助金有効活用モデル、質のミニマムパッケージ他―
基礎モデルは、継続的な住民参加と教員との協働による成果を生み続け、ニジェールで全国普及された他、
セネガルやブルキナファソでも試行され、成功し、やはり全国普及されています。この住民と教員、あるいは、
メンバー間の情報共有が恒常的にできる枠組みは普遍的に有効で、しかもほとんどの改善ニーズに対応し成果
を出せるなど、柔軟性があります。
なぜ、応用モデルが必要だったのでしょうか。それは、基礎モデルに限界があるからです。基礎モデルは、
教員や住民のすでにある技術やリソースのシナジーをマキシマムで生み出します。しかし、その現場にすでに
存在する技術やリソースが改善する目標に対し充分でなければ成果は望めません。例えば、読み書き計算の改
善は、現場では最も必要とされていますが、基礎モデルでは、改善できませんでした。基礎モデルで、質の改
善を行うことを決めた後、教員と住民が共有する情報に、住民でもできるように改善した質の分析手法を導入
しました。この分析により、学習の質の改善要素である学習時間が飛躍的に増加したのです。住民と教員で補
習をたくさん実施すると決めた結果、一校あたり、年間補習実施時間が平均 200 時間を超えました。これは
学習の質に向けた大きな前進でした。しかし、それは、本質的に学習の質の向上には結びつきませんでした。
学習の質の改善には、学習時間の増加だけではなく、教授の質や教材などの要素を同時に改善する必要があっ
たからです。この問題を解決し、さまざまな要素を同意の同時に投入できるように設計したのが、質のミニマ
ムパッケージという応用モデルでした。補助金有効活用モデルに関しても同様に基礎モデルからさらなるイン
プットが必要となったため、別の応用モデルとして形成しました。
みんなの学校モデルの今後
これまでこのシリーズを読んでいただければ、みんなの学校のモデルは、すべてが、現状にある組織をうま
く使い、関係者間の改善情報を共有する枠組みとその改善情報共有によって生まれた改善の流れを活動計画で
具現化し、それを関係者の協働によっていくというモデルだということがおわかりいただけたと思います。組
織や必要な情報収集、その情報共有の仕方、関係者の協働を生み出す活動計画への落とし方、活動実施支援、
モニタリング等、みんなの学校がその経験から生み出してきた様々な「技術」の結晶なのです。現在この分野
でこのモデルの右にでるものはないと思います。そして、今後の問題が山積するアフリカの教育開発の中で重
要な役割を担っていく可能が高いと思います。
ただ、問題は、現在のアフリカの抱えている問題が深刻過ぎて、今の基礎モデル、応用モデルだけでは対応
できないということです。みんなの学校は、さらなら技術の開発、外部からの導入を繰り返し、さらなる努力
をする必要があります。それが、現在アフリカを覆っている「学習の危機」からアフリカを救いだせるような
モデルの形成に繋がっていくと思います。
終わり

みんなの学校プロジェクト
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ニジェールにおける活動紹介

～ニジェールでゴミを集める日本人―政治化するニアメ市のゴミ問題～

支所便り 7 月号（2016）から不定期でお届けしている、京都大学アフリカ地域研究資料センター・大山修一准教授の～ニジェ
ールでゴミを集める日本人～シリーズ第 12 話。今回はニアメ市内のビニール袋ゴミを巡る背景と現状について執筆頂きました。
前号までの支所便りで、都市ゴミを使った荒廃地の緑化について紹介してきました。都市の有機ゴミを起爆剤
として植物の生育をうながし、その植物を家畜に食べさせ、家畜糞を落とすことによって土壌に栄養分を添加す
るとともに、糞に含まれる有用植物の種子が発芽し、緑化をすすめています。
このプロジェクト、2018 年 3 月に朝日新聞デジタルに紹介されました。前日の地方版の記事がデジタル版に
取り上げられて多くの方々に読んでいただき、そのなかには支所便りを読んでくださった読者もいて、励みにな
りました。この読者のなかには都市ゴミに含まれるビニール袋やプラスチックはどうしているのかという疑問を
もつ方もいます。「さすがにサンダルや鉄なべはいかんだろ」というコメントも目にしました。しごく自然な反
応だと思います。
しかし、住民たちも、わたしも実は、極端に多くなければ、ビニール袋やプラスチック、鉄なべは緑化に有益
な存在だと考えています。緑化をすすめるのに重要なファクターのひとつはシロアリです。シロアリは暑さと乾
燥、強い光に弱く、外敵の多い生物です。農村では、元気のないニワトリやホロホロチョウに栄養をあたえるた
めに、シロアリを食べさせます。また、クロアリにとっては、シロアリは格好の好物となります。そのため、ゴ
ミにビニール袋が混じっていると、土壌水分の蒸発を防ぎ、土壌中に水分が保たれ、過度な温度上昇を避けると
ともに、外敵から身を守ることができるため、シロアリのよい住処が提供されるのです。
シロアリはわらや枝、家畜の糞などの有機物を餌としており、有機物が急速に持ち去られます。アフリカでキ
ャンプ用のテントを張った人であれば、経験することもあるのですが、シロアリはテントの床シート部分に穴を
開けることがあります。シロアリはビニールを食べているのではないかとも思うのですが、まだ確実なことは言
えません。一方、シロアリの旺盛な有機物の持ち出しによって、ゴミ全体の体積は急激に減少していきます。ゴ
ミを投入するひとつの目的は、強風で飛ばされる砂を受け止めることにありますから、都市ゴミに含まれるビニ
ール袋や鉄なべが地表面に高まりをつくり、飛砂を受け止め、砂の堆積を促していきます。植物の生育に必要な
土壌の侵食は砂漠化をすすめ、逆に土壌の堆積によって緑化をすすめることができるのです。サヘルにおける緑
化のポイントは、
「侵食」の場から「堆積」の場に変えることなのです。

都市ゴミを投入して 6 年が経過し、放牧地ができました。フルベの牧夫が
理想とする放牧地に近づいてきました。この草地が都市ゴミからできたと
いうのは、なかなかイメージできないでしょう。
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ニアメ市内から空港へ向かう幹線道路沿いにも、ゴミの廃棄場
所があります。

ニアメ市内のゴミには大量のビニール袋が含まれています。

ビニール袋やプラスチックが緑化にとって重要だと言っても、みなさんにはなかなか理解していただけ
ないのが現状です。ニジェール環境省からも、ビニール袋を取り除くように指導されるのですが、ニアメ
のゴミには大量のビニール袋がふくまれています。これを完全に取り除くのは、至難のわざです。
そのビニール袋には、商品の購入に使われる黒色のビニール袋と、飲み水を入れる透明のビニール袋が
大半を占めます。商品を購入した際に、商店でもらうビニール袋は、買い物をした商品が見えないよう、
黒色か、青色をしています。中身が見えると周囲の嫉妬をかうため、買物袋は黒か青色をしているのだと
いう人もいますが、その真偽のほどは置いておき、ニジェールでもこの黒か、青色のビニール袋が使われ
ています。ちょっとした商品を購入すると、かならず、色つきのビニール袋に商品を入れてくれます。
飲み水は、ニジェールではピュア・ウォーターと呼ばれています。ピュア・ウォーターについては、2017
年５月号の冒頭で、山形支所長が紹介されています。ピュア・ウォーター(pure water)は「純粋な水」と
いう意味の英語なのですが、これはナイジェリア発祥のものです。ニアメでは、少年たちが「ハリ・エー
ヌ」と叫びながら、ピュア・ウォーターを売っています。ハリ・エーヌというのは、ザルマ語で「冷たい
水」を意味します。日中 40℃の炎天下で飲む、冷えた水は格別です。売り子はピュア・ウォーターを冷や
し、クーラーボックスに入れて売り歩いているのです。

個人宅のゴミはゴミ運搬人によってニアメ市の郊外に運ばれま
す。ゴミ運搬人は、ハウサ語でマス・シャラ（mas-shara）と呼ばれ
ます。

7

ニアメ市のゴミの多くは、郊外に広がる緑地帯に運搬されま
す。

商店での買い物でもらう黒色のビニ
ール袋

ニアメ市の庶民の味方―ピュア・ウォーター。ビニール袋の隅をかみ切っ
て、水を飲みます。飲み終われば、透明のビニール袋は道ばたに捨てられ
ます。

ピュア・ウォーターはナイジェリアから輸入されるビニール袋に、ニアメで水が詰められ、密閉して販売さ
れています。ナイジェリアの電話番号や会社の名前が印刷されていることが多く、ソコトやカノといったナイ
ジェリア北部の都市名が袋に印字されています。最初はナイジェリアよりピュア・ウォーターが輸入されてい
たようですが、最近ではニジェール各都市に機械が導入され、ニアメやタウアといったニジェールの都市名が
印刷されているピュア・ウォーターも増えてきました。
1 袋に 450～480ml の水が入れられ、小売りの価格は 25CFA フラン(5 円)で、冷やされて売られています。20
袋のパッケージをまとめ買いすると、冷やされていませんが、20 袋で 150CFA フランですから、1 袋の値段は
7.5CFA フラン(1.5 円)となります。つまり、町を歩きまって、ピュア・ウォーターを売る少年たちは水を冷やし、
1 袋を売るごとに、この差額（3.5 円）を利益としているのです。
ピュア・ウォーター、1 リットルあたりに換算すると、52.6 フラン(10 円)ほどですが、まとめ買いをしたなら、
1 リットルあたり 3 円という値段になります。まとめ買いするピュア・ウォーターは安価ですが、常温保存で、
冷やされていませんから、ぬるい水です。

ミネラル・ウォーター(1.5 リットル)の価格は 500CFA フラン（100
円）、ピュア・ウォーター1 袋(0.45 リットルほど)は 25CFA フラン
（5 円）ですから、価格の差は歴然です。

台車を押してピュア・ウォーターを売り歩く少年
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それに対して、ペットボトル入りのミネラル・ウォーターの価格は 1.5 リットル入りで 500CFA フラン(100
円)ですから、1 リットルあたりの値段は 333CFA フラン（65 円ほど）もして高価です。ミネラル・ウォーター
の価格はピュア・ウォーターの実に 6 倍、まとめ買いのピュア・ウォーターであれば 20 倍近い値段の差になり
ます。ニジェールの日中は 40℃ちかくなる日が多く、なにもしてなくても汗をかき、のどが渇きます。都市で
安全な水といえばピュア・ウォーターで、安く入手できます。ニアメをはじめニジェールの各都市ではピュア・
ウォーターを飲む人が多い理由が分かるでしょう。
ニアメ市内にあるピュア・ウォーターの製造現場に行ってみました。奥行き 2ｍ、幅 5ｍほどのスペースに、
袋を密閉する機械が 1 台あり、そこにひとりの男性が機械にむかって座っています。従業員は 2 人で、けっし
て大工場というわけではありません。水道の蛇口から水は 4 本のフィルターを通過し、この機械を通じてビニ
ール袋に水が流し込まれ、
「ガッチャン、ガッチャン。ガッチャン、ガッチャン」と均一のリズムでビニールを
切り取って、ピュア・ウォーターが機械から落とされます。その製造スピードは 1 分間につき 38 袋です。1.5
秒ごとに 1 袋のピュア・ウォーターが製造されていきます。
男性は床に落下する製品を移動させ、別の男性がピュア・ウォーターを数え、20 袋を清潔な大きなビニール
袋に入れて 1 パックにしていきます。この工場では、1 パックが 150 フラン（30 円）で売られています。作業
場の片隅には、この日に作業した製品がならべられていました。目算で 165 パッケージ、3300 袋のピュア・ウ
ォーターが置いてありました。作業途中で購入していく客もありますから、実際には、1 日でこれ以上のピュア・
ウォーターを製造しているはずです。ちなみに 3300 袋のピュア・ウォーターは 1 時間 30 分で作ることができ
ます。この工場では、ほぼ毎日、休みなく、ピュア・ウォーターが製造されています。
ピュア・ウォーターの隅を歯でかみ切り、水を吸います。暑いさなかには、冷たいピュア・ウォーターはニ
アメ市民ののどをうるおしますが、そのあと、道ばたに袋は無造作に捨てられていきます。

製品の在庫――ピュア・ウォーター20 袋ずつを大きな袋に入れてありま
ます。
ニアメ市内にあるピュア・ウォーターの製造
工場
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2017 年 7 月にイスフ大統領がニアメ市内を視察した際、市内のゴミと汚さに憤慨し、閣議を通じて、ニア
メ市のコミューン 5 区のすべての区長と、5 人の区長が選任した中央市長（maire central）を解任するという
事件が起きました。市民が選挙で選んだ区長と中央市長がいっきょに解任されるというのは前代未聞です。
ニアメ市内の汚さは今に始まったものではありません。市民のなかには、
「大統領は、いつも、ニアメ市のど
こを見ているんだ？」と揶揄する人もいました。
ニアメ市の清掃人のストライキと市内の汚さについては、この支所便りで紹介してきましたが、いまやニ
アメ市内に蓄積するゴミが政治問題となっているのです。こうした経緯から、9 月 2 日の犠牲祭のときにも、
大統領がモスクへ礼拝に行く道は、大勢の職員が駆り出され、前日にほうきできれいに掃き清められていま
した。

ニアメ最大のモスク――カダフィー・モスク 2017 年 9 月の犠牲祭どきに
は、ごみがなくなりました。

2017 年 8 月 20 日夜のテレビ・ニュースでは、2018 年 1 月よりニジェール国内でビニール袋の使用を全面
的に禁止するという政策方針が報道されました。すでにルワンダやカメルーン、ケニアなどでは、ビニール
袋使用の縮減にむけて取り込みが始まっています。
わたしは、最貧国のニジェールだから、ゴミで緑化をすればいいと考えているわけではけっしてありませ
ん。住民の意見を取り入れながら、ゴミを畑にまくという住民の日々の営みを応用するかたちで、緑化活動
を進めています。都市のゴミはとかく危険であるとわれわれは思っていますが、大学の実験室で EU の環境
基準で分析した結果、住民の出す家庭ゴミには危険な重金属は含まれていないことも分かりました。重金属
が検出されたのは、自動車修理工場の土壌やニアメ市内の側溝のヘドロ、長期間にわたって街中で放置され
たゴミで燃やされて炭素と窒素が空気中に飛んでしまった後の灰でした。これらの重金属も、もとはわれわ
れの生活を支える物質なのですが、使用が終わると、有害物質として見なされます。
人間の生活に有益だった物質がゴミとなった瞬間、有害物質になるというのは人間のわがままや理不尽さ
を感じつつも、都市ゴミを緑化に使うリスクは最小限にしなければいけません。飛ぶ可能性のあるビニール
袋には、丁寧に砂や粘土の塊をのせ、風で飛んだビニール袋は遠くまで拾い集めています。また、ゴミに含
まれる大腸菌や一般細菌がフェンスの外に流れないように溝を幾重にも掘っています。
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ビニールが飛ばないように、ていねいに砂をかけます。この 6 年後に、1

飛んだビニール袋は拾い集めています。

枚目の写真のような放牧地になるとは、誰も想像できないでしょう。

緑化に使用する都市ゴミからビニール袋を取り除くようニジェール環境省から指導を受けていることも
あって、わたしたちのプロジェクトにとって、政府によるビニール袋の使用禁止は大歓迎です。しかし、
市民ののどをうるおすピュア・ウォーターがニアメ市内でほんとうに消えてしまうのか、どう市民はのど
の渇きを癒やすのか。いまだ、ビニール袋の使用禁止をニアメ市内の生活で感じることはありませんが、
国内でビニール袋の使用禁止がどう実行されていくのか注目していきたいと思っています。
3 月 28 日現在、ピュア・ウォーターも黒いビニール袋も、相変わらず健在で、日に日に暑さが増すニアメで人々ののどを潤してく
れています。ゴミ問題が政治化している点については、冒頭の山形支所長の短歌でも触れられているように来年の AU 首脳会
議の影響からか、ニアメの美化活動が現在急ピッチで進められています。アフリカ諸国の首脳が集う首都ニアメがこんなに汚いの
では面目が立たない、といったところでしょうか。それはさておき、堆積したゴミの中でシロアリが重要な役割を果たしているのには
驚きです。実際、私自身も、ニアメのサイトを視察した際、荒涼とした裸地が広がる一帯に、青々とした緑が生い茂る一角が
現れたときには、正直目を疑いました。サイト内に入って地面を眺めても、目につくのは切れたサンダルや鍋など大きなもので、
写真にあるようなビニール袋のゴミは跡形も見当たりませんでした。まさに「百聞は一見にしかず」です。役所の人間も、事務所
で首を横に振るだけでなく、一度現場を訪れればこれまでの認識を覆されるのではないでしょうか（Y.S.）。

編集後記にかえて

～ニアメの街の小さいけれど大きな変化～

私事なら、約 4 か月という長期間、ニジェールを留守にしておりました。つい数日前、久しぶりの灼熱の地、ニアメに降り立ち、空港
から我が家に向かう車窓から変化の乏しいニアメの街を眺めておりましたが、居住圏内に入るや、慣れ親しんだ街並みが様変わりし
ており、度肝を抜かれました（写真）。この程度の変化は、日本だったらそれほど驚くこ
ともないのでしょうか、それがニジェールとなると訳が違います。この界隈の街並みは、
私が初めてニジェール入りした当時（2003 年）とほぼ変わらず、狭い道沿いにひしめき
合うように小さな小売店が軒を連ねていました。八百屋、軽食屋、古着屋、仕立て
屋など、顔なじみの店も多く、この一角を活気づけていたものです。しかしこれらの小
さな店たちは忽然と姿を消し、更地となったその場所は綺麗に整備され、花などが植
えられておりました。その後ろの大きく「TOUS ENSEMBLE POUR UN NIAMEY
写真 大きく変わった Chateau1 の交差点

NYALA（オシャレな街ニアメの実現ために皆で一丸となろう）」と書かれた看板が事の
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成り行きをすべて物語っているようでした。
この支所便りでも度々話題に上った“Niamey Nyara”計画の「成果」が今、そこここで現れ始めています。ニアメの街が、こうして
着々と美しく生まれ変わるのは喜ばしいことではありますが、その反面、以前の雑多で、賑やかな下町っぽい雰囲気が失われていく
のは、やはり寂しいものです。『ここで長年商いを行ってきた人たちは今、どこで何をしているんだろう？これからどうやって食べていくん
だろうか？』、『まだ相変わらず残っている商店もいずれ同じ運命を辿っていくのだろうか？』様々な疑問が次々と頭をよぎりながら家
路に就きました。
というわけで、今年度もニジェール国内のとっておき情報を、このコーナーでお伝えしていきたいと思っております。引き続きご愛読の
ほど、よろしくお願い申し上げます。
（企画調査員 佐々木夕子）
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