
JICAの
取り組み 市民参加協力事業

国際協力を日本の文化に

　JICAは、日本の市民による国際協力活動を促進・支援し、共同
して事業を行うことを「市民参加」と位置づけ、「多様なアプローチ
による開発への貢献」「国際協力への理解・参加促進」「日本の地
域社会への還元」を目指しています。
　市民参加協力のうち、NGO、地方自治体、大学・研究機関と
の連携事業について紹介します。

●NGO等との連携

　JICAは、NGOとの①対話、②連携、③支援を通してパートナー
シップの強化に取り組んでいます。
①対話
　2017年度は、NGO-JICA協議会などを通して、草の根技術協力
事業の案件の質の向上と裾野拡大や、地方創生／地域活性化に向
けた連携について議論を深めるとともに、今後の具体的な取り組み
の方向性・内容を確認しました。
②連携
　日本のNGO等がこれまで培って来た知見や経験を生かし、開発
途上国の経済・社会の開発を目的に、共同で草の根技術協力事業
を行っています。2017年度は21カ国を対象に40件が採択されまし
た。また、「世界の人びとのためのJICA基金」では、市民や法人・
団体の方々からの寄附金により、日本を含む9カ国・12件の活用事
業を実施しました。
③支援
　国際協力活動をより効果的に推進するために研修をNGO等向け
に行うとともに、現場でのNGO等とJICAの連携強化に向け、世界
20カ国にNGO-JICAジャパンデスクを設置しています。

●地方自治体との連携

　JICAは、開発途上国に役立つだけでなく、同時に日本の地域の
活性化にもつながる協力に取り組んでいます。そのなかで特に重要
なパートナーとして地方自治体と連携し、草の根技術協力事業「地
域活性化特別枠」などの実施を通じ、地域の国際化と、地方自治体
や地元産業の海外展開の促進などに努めています。
　こうした背景の下、JICAと地方自治体は、連携協定などを締結し
て協力を推進しています。2017年度は地方創生で著名な島根県海
士町と連携協定を締結し、互いの知見を用いて開発途上国の開発
や日本の地域活性化に向けて協力していくことを確認しました。

●大学との連携

　開発途上国の開発課題が高度化・複雑化するなか、国際協力に
おいても、幅広く高度な知見を有する大学との連携はますます重要
となってきています。
　大学とJICAとの連携は、調査研究への大学教員の参画から、開
発途上国での技術協力プロジェクトの包括的な実施委託まで、さま
ざまなアプローチにより推進されています。
　また、将来、開発途上国で指導的立場につく可能性のある人材
や、開発途上国の課題解決に貢献する人材を育成するために、日
本の大学の修士や博士課程にJICA研修員として留学する開発途上
国の人材(JICA留学生)を受入れています。

NPO法人LOOB JAPAN(P.112)と連携し、フィリピン・パナイ島の住民の自立支援に向けた
裁縫トレーニングを実施

　草の根技術協力事業は、国際協力の意志のある日本の
NGO、地方自治体、大学、民間企業などの団体が、これま
でに培ってきた知見や経験を生かし、開発途上国の地域住民
の経済・社会の開発を目的にJICAと共同で行う事業です。特
徴は、開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に直接役
立つ内容である点です。
　草の根技術協力事業には、開発途上国で一定程度の活動実
績がある団体による「草の根パートナー型」、開発途上国での
活動実績が少ない団体による「草の根協力支援型」、地方自治
体が主体となり日本の地域社会のノウハウを生かす「地域活性
化特別枠」の3つの形態があります。
※フィリピンで実施中の草の根技術協力事業は、右頁をご参照下さい。

草の根技術協力事業とは？
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 13  埼玉県教育委員会
「埼玉版アクティブ・ラーニング型授業による授業改善のための教員研修支援／
2017.1～2019.3」
地域活性化特別枠 

 14  特定非営利活動法人  SEEDS Asia→P.70
提案自治体：兵庫県
「セブ州における学校の防災管理推進支援事業／2017.3～2020.3」
地域活性化特別枠

　　　　　　  　   15  特定非営利活動法人  ポジティブプラネットジャ
　　　　　　　　　　パン
　　　　　　　　　　「協同組合型マイクロファイナンス機関の能力強化を通じ
　　　　　　　　　　た台風ハイエン被災零細農民の生計向上プロジェクト／
　　　　　　　　　　2015.9～2019.2」
　　　　　　　　　　パートナー型

　　　　　　  　   16  特定非営利活動法人  いしのまきNPOセンター
　　　　　　　　　    →P.30
　　　　　　　　　　提案自治体：宮城県東松島市
　　　　　　　　　　「奧松島の技術を活かした台風ヨランダ被災漁村に於ける
　　　　　　　　　　水産養殖と加工品開発／2016.3～2019.3」
　　　　　　　　　　地域活性化特別枠

　　　　　　  　   17  国立大学法人  九州大学大学院芸術工学研究院
　　　　　　　　　　田上研究室
　　　　　　　　　　「不法定住家族の再定住地建築計画のための人材育成支
　　　　　　　　　　援事業」
　　　　　　　　　　支援型
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セブ島
ボホール島ネグロス島

パナイ島

レイテ島

サマール島マスバテ島

草の根技術協力事業
フィリピンにて実施中の草の根技術協力事業

1  IFUGAO

2  6  BENGUET

3  TARLAC

4  ZAMBALES

15  

6  

5  LEGAZPI

9 

14 13
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・下記の順に記載
　1.実施団体
　2.案件名／実施期間
　3.事業形態
・2019年1月時点で、採択済・契約未締結の案件も含む

 1   イフガオGIAHS支援協議会
提案自治体：石川県
「世界農業遺産（GIAHS）「イフガオの棚田」と「能登の里山里海」の持続的発展の
ための地域連携構築事業／2017.6～2020.5」
地域活性化特別枠

 2   特定非営利活動法人  WE21ジャパン→P.34
「コーヒー栽培農家のコーヒー品質向上のための組織強化プロジェクト／2016.7～
2019.5」
支援型

     3   社会福祉法人  ももたろう会
提案自治体：岡山県加賀郡吉備中央町
「タルラック州カパス町における高齢者介護予防の普及および体制構築事業／
2017.9～2020.8」
地域活性化特別枠

 4   特定非営利活動法人  アクション→P.8
「児童養護施設の養育体制強化を通じたこども達の成長と自立を促進するプロ
ジェクト／2016.10～2019.8」
パートナー型

 5   特定非営利活動法人 ふるさと南信州緑の基金→P.98
提案自治体：長野県飯田市
「飯田市の地域自治をモデルとしたレガスピ市における参加型地域社会開発の展
開／2017.2～2019.1」
地域活性化特別枠
　
 6   公益社団法人  国際農業者交流協会→P.48
提案自治体：長野県南牧村
「フィリピン国安全野菜生産販売技術改善プロジェクト／
2016.12～2019.11」
地域活性化特別枠

 7   国立大学法人  鳥取大学
「マニラ首都圏低所得者層地域における生活の質改善を目指した
糖尿病予防プロジェクト／2017.1～2020.1」
支援型

 8   公益財団法人  北九州市環境整備協会
提案自治体：北九州市
「ダバオ市における廃棄物管理向上支援プロジェクト／2017.3～2020.3」
地域経済活性化特別枠

 9   特定非営利活動法人  レキオウィングス→P.110
提案自治体：沖縄県南城市
「南城市・ビクトリアス市の自立発展のための地域活性力強化
プロジェクト／2017.3～2020.3」
地域活性化特別枠

 10  特定非営利活動法人  イカオ・アコ→P.28
「環境教育による3R推進と循環型社会の形成
プロジェクト／2015.10～2019.9」
パートナー型

 11  学校法人  慶應義塾
「フィリピンボホール州タグビララン市における
プラスチックリサイクル事業による女性の
所得向上プロジェクト／2018.2～2021.7」
パートナー型

 12  学校法人  北陸学院大学
「台風ヨランダからの集落復興と持続のための防災コミュニティ育成支援事業／
2017.1～2020.1」
支援型

7      MANILA

8  DAVAO

12  

11  

17  

16  

.

115

....



JICAの
取り組み ボランティア事業

「いつか世界を変える力になる」市民が主役の国際協力

　JICAボランティア事業は、開発途上国の経済・社会の発展や復
興のため、高い志を持って自発的に協力しようとする市民の活動を
支援するものです。青年海外協力隊を中心とするこの事業は、日本
政府・JICAの草の根レベルの国際協力の代表的な事業として広く
認知され、相手国から高く評価されています。また、近年は日本の
地域社会の活性化に貢献できる人材や、グローバルな視点を持っ
た貴重な人材を育成する事業としても評価、期待されています。

●JICAボランティア事業とは
　JICAボランティア事業とは、1965年度の青年海外協力隊の派遣
(ラオス、フィリピン、カンボジア、マレーシア、ケニアの5カ国)に始
まり、半世紀を超えて連綿と受け継がれ、発展してきました。国内
外の環境が大きく変化するなかで派遣形態や制度を柔軟に見直しな
がら、2018年3月末現在、20歳から39歳までを対象とする青年海
外協力隊を中心に、40歳以上を対象とするシニア海外ボランティア、
日系社会シニア・ボランティア、1年未満の短期ボランティアなど、
さまざまな形態で活動を展開しています。これまで、ボランティア全
体で累計約5万2,000人(うち青年海外協力隊は4万3,000人超)の
顔が見える国際貢献に取り組みました（2018年3月末現在）。

●世界と日本を元気にする人財の育成にも貢献
　近年、JICAのボランティア事業は、開発途上国の人々と共に暮ら
し、共に活動する経験を通じ、問題解決能力、コミュニケーション
力、異文化適応力などのグローバル人材としての素養が培われる事
業として高く評価されています。
　帰国した隊員等には、多様な文化や社会を受け入れ、対話し、
行動できる人材として、国内外の課題解決への貢献が期待されてお
り、日本の地域社会において、国際化、子育て支援、震災後復興
など、地域の活性化のために活躍する人が増えています。
　このように、JICAボランティア事業は、「世界と日本を元気にする」
事業として注目されています。帰国隊員等に対する民間企業からの
求人数は、2009年の306件から2017年の1,925件に増え、経験
者採用枠や受験時優遇措置などを導入する地方自治体や教育委員
会も増加しています。2017年度に措置の実施が確認されているの
は18大学、38教育委員会、68自治体でした。

 JICAボランティアお問い合わせ

JICAボランティア募集事務局
TEL : 03-6734-1242
E-MAIL : contact@jocv.info
住所 : 〒100-8228 東京都千代田区大手町2丁目6-2　5F
受付時間 : 10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝を除く)
又は最寄りの国内拠点まで→P118

応募者必見！お役立ちウェブサイト
JICAボランティアに応募するうえで役に立つJICAのウェブサイトはこちら

「JICAボランティア」ウェブサイトトップページ
https://www.jica.go.jp/volunteer/

JICA青年海外協力隊
事務局公式
Facebookページ

JICA青年海外協力隊
事務局公式Twitter

YouTube
JICA青年海外協力隊
公式チャンネル

JICAボランティアの
世界日記

JICAボランティアの
人とシゴト

マンガで知る
青年海外協力隊

サポーター宣言
～青年海外協力隊を応援
します！～
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ミンドロ島

セブ島

パナイ島

レイテ島

サマール島マスバテ島

パラワン島

ミンダナオ島

ボホール島
ネグロス島

ルソン島

フィリピンに配属中のJICA海外協力隊 ・下記の順に記載
　配属エリア
　職種
・2019年1月現在

■NORTHERN LUZON（CAR）
BENGUET
1  防災・災害対策
2  観光

■CENTRAL LUZON（Region3）
NUEVA  ECIJA
3  家畜飼育

■CALABARZON（Region4）
CAVITE
4  工作機械

■SOUTHERN LUZON（Region5）
CAMARINES SUR
5  コミュニティ開発

ALBAY
6  防災・災害対策

■WESTERN VISAYAS（Region6）
ILOILO
7  障害児・者教育
8  障害児・者教育
9  障害児・者支援

AKLAN
10  野菜栽培
11  防災・災害対策

ANTIQUE
12  野菜栽培

CAPIZ
13  食品加工

NEGROS OCCIDENTAL
14  観光

1 2

3

4

87 9

1011

12
13

14

5 6

15
16

18

17

19 20

21 22
23

24
25

26
29

27
30

28
31

32

■CENTRAL VISAYAS（Region7,8）
NEGROS ORIENTAL
15  家畜飼育
16  防災・災害対策
17  獣医・衛生

BOHOL
18  栄養士
19  獣医・衛生
20  デザイン

CEBU
21  野菜栽培
22  野菜栽培
23  コンピュータ技術

SIQUIJOR
24  手工芸
25  観光

LEYTE
26  医療機器
27  公衆衛生
28  助産師
29  小学校教育
30  小学校教育
31  看護師

SAMAR
32  コミュニティ開発

CEBU

CAMARINES SUR

NEGROS ORIENTAL

SIQUIJOR

LEYTE

LEYTE

BOHOL
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JICA
国内拠点

JICA北海道(札幌)
所管地区：北海道(道央・道北・道南)
TEL:011-866-8333(代)
〒003-0026　北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25
https://www.jica.go.jp/sapporo/index.html
ほっかいどう地球ひろば
https://www.jica.go.jp/hokkaido-hiroba/index.html

JICA北海道(帯広)
所管地区：北海道(道東)
TEL：0155-35-1210（代）
〒080-2470　北海道帯広市西20条南6丁目1-2
http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html

JICA東北
所管地区：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
TEL:022-223-5151（代）
〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1　
仙台第一生命タワービル20階 
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

JICA二本松
所管地区：福島県の広報・開発教育支援事業
TEL:0243-24-3200（代）
〒964-8558　福島県二本松市永田字長坂4-2
http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html

JICA筑波
所管地区：茨城県・栃木県
TEL:029-838-1111（代）
〒305-0074　茨城県つくば市高野台3-6
http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html

JICA東京
所管地区：群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・長野県
TEL:03-3485-7051（代）
〒151-0066　東京都渋谷区西原2-49-5
http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html

JICA地球ひろば
TEL:03-3269-2911（代）
〒162-8433　東京都新宿区市谷本村町10-5
http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html

JICA横浜
所管地区：神奈川県・山梨県
TEL:045-663-3251（代）
〒231-0001　神奈川県横浜市中区新港2-3-1
http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html

JICA駒ヶ根
所管地区：長野県　
ただし、ボランティア事業の派遣前訓練、施設訪問受入などに限る。 
TEL:0265-82-6151（代）
〒399-4117　長野県駒ケ根市赤穂15
http://www.jica.go.jp/komagane/index.html

JICA北陸
所管地区：富山県・石川県・福井県
TEL:076-233-5931（代）
〒920-0853　石川県金沢市本町1-5-2　
http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html

JICA中部／なごや地球ひろば
TEL:052-533-0220（代）
〒453-0872　愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7
JICA中部
所管地区：静岡県・岐阜県・愛知県・三重県
http://www.jica.go.jp/chubu/index.html
なごや地球ひろば
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html

JICA関西
所管地区：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
TEL:078-261-0341（代）
〒651-0073　兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
http://www.jica.go.jp/kansai/index.html

JICA中国
所管地区：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
TEL:082-421-6300（代）
〒739-0046　広島県東広島市鏡山3-3-1
http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html

JICA四国
所管地区：徳島県・香川県・愛媛県・高知県
TEL:087-821-8824（代）
〒760-0028　香川県高松市鍛冶屋町3番地　香川三友ビル1階
http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html

JICA九州
所管地区：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児
島県
TEL:093-671-6311（代）
〒805-8505　福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1
http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html

JICA沖縄
所管地区：沖縄県
TEL:098-876-6000（代）
〒901-2552　沖縄県浦添市字前田1143-1
http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html
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外務省の
取り組み

外務省のNGOに対する支援
●日本NGO連携無償資金協力
　日本NGO連携無
償資金協力（以下、N
連）は、日本のNGO
が開発途上国・地域
で行う経済社会開発
事業に外務省が資金
協力を行う制度です。
N連では開発協力事
業、NGOパートナー
シップ事業、リサイク
ル物資輸送事業、災
害等復旧・復興支援事業、地雷関連事業、マイクロクレジット原資
事業、平和構築事業を対象としています。

対象団体
1.特定非営利活動法人または公共法人として法人登記されている
　NGOであること
2.日本のNGOであること（登記上、法人本部の住所が日本国内に
　ある必要があります。）
3.国際協力活動を行うことが団体設立の主要な目的の一つとなって
　いること
4.法人として2年以上の活動実績があること　等詳細な規定がござ
　います。
詳しくは、外務省のウェブサイトをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/

shien/j_ngo_musho.html

対象分野

●草の根・人間の安全保障無償資金協力
　草の根・人間の安全保障無償資金協力（以下、「草の根無償」）は、
開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制
度です。草の根無償は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療

開発協力事業

NGOパートナーシップ事業

リサイクル物資輸送事業

災害等復旧・復興支援事業

地雷関係事業

マイクロクレジット原資事業

平和構築事業

5,000万円

5,000万円

1,000万円

1億円

1億円

2,000万円

5,000万円

1億円

1億円

－

1億円

1億円

－

1億円

事業分類
供与限度額

一般案件 国際協力における
重点課題対象事業

草の根・人間の安全保障無償資金協力(2014年度）
「ミンドロ島における先住民族のための能力開発訓練施設整備計画」

機関、並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO
（非政府団体）等が現地において実施する比較的小規模なプロジェ
クト（原則1,000万円以下の案件）に対し、当該国の諸事情に精通し
ているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。
草の根無償は、開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの
細かい援助であり、また、機動的な対応が可能な「足の速い援助」
であるという特徴を有し、各方面から高い評価を受けています。フィ
リピンでは、2019年1月現在538件の草の根無償事業を実施いた
しました。

対象団体
1. 開発途上国において草の根レベルの社会経済開発プロジェクト
　を実施している非営利団体であれば、本制度の対象団体となり得
　ます。（営利団体及び個人を除く）。但し、上記N連の支援対象と
　なる団体に対しては、本制度による支援対象とはなりません。
2.上記の趣旨から、対象団体は主としてローカル及び国際NGO、
　地方政府等となります。

対象分野
1.草の根レベルで裨益効果のある現地で行われる経済社会開発プ
　ロジェクト（施設建設、機材供与など）であれば、対象案件となり
　得ますが、中でも、以下の分野に該当するプロジェクトが実績と
　しても多数を占めています。
（1）基礎教育分野（例：校舎建設、机椅子等の供与等）
（2）保健・医療分野（例：保健所建設、医療機材の供与等）
（3）農業分野（農業施設、食品加工施設、トラクターの供与等）
（4）人材育成分野（職業訓練施設の供与等）
2.その他、我が国で使用済みとなった消防車・救急車等を途上国
に供与する際の輸送費支援（リサイクル草の根）等も行っています。
詳しくは、外務省のウェブサイトをご確認下さい。
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000031.html

日本NGO連携無償資金協力事業(2014-2016 年度）
「災害に強い、森に守られた地域社会プロジェクト」
（オイスカ実施）
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独立行政法人　国際協力機構
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