
」ICA帰国専門家連絡会かながわ 会報 平成17年 10月 1日

第5号

」ECK第 4藝誌会
4月 2日」ICA横浜国際センターの第一会議室にてJECK第四回日の総会が∞名近くの会員参加により開催されました。JICA
横浜連携促進チームの木下雅司主査も出席された。地域研究会やシンポジウムなどの」ECK独自事業の展開、JICA横浜事業へ
の参加や神奈川県・横浜市の国際交流事業への積極的な参加などの平成16年度の活動報告と」ECK発足から3年 目を迎えてよ
り発展的な平成17年度の活動計画について活発な協議・意見交換がなされました。その中の提案により、グループ分けした
分科会活動の推進が決定され、地域開発 (東横線跡地利用)分科会 (代表 :山崎清人会員)、 地域研究 (ソ ロモン)分科会 (代

表 :谷岡潔会員)、 工業技術部会 (代表 :菊池正夫会員)と llPO法人化分科会 (代表 :物部宏之会員)が発足しました。その後の
目覚しい活動展開は、各分科会報告として本誌に掲載されている通りです。総会終了後は、恒例となったセンター食堂での
懇親会が催され、

"年
前のマダガスカル以来の再会があったり、任国での共通の知人の話題などで大いに盛り上がりました。

「あ―すフ ェスタかなかわ2005ビ :こ 参競
秋の「横浜国際フェスタ」と並ぶ神奈川県の国際交流 2大イベントの ^つ である「あ―すフ
ェスタかながわ」が今年も5月 14、 15日 に本郷台にある県立地球市民かながわプラザで開催
されました。JECKの 出展参加は今年で 3回 目です。今回は、パソコンを持ち込んでよリビジ
ュアルな展示となりました。また、本年から活動を本格化された「SVの経験を活かす会神奈
川支部」もJECKブース隣のJICA横浜ブースでJICA広報活動に参加され、思いがけぬ交流も
出来ました。イベントのテーマであった「多文化共生」については、これに関る題名のJICA
横浜主催のセミナーに青年海外協力隊OBや シエアボランティアOBと ともに」ECK事務局長も
参加して協力しました。

平成 ]ア撃雛 :毬Aボランテ ィア家糠違饉金 :こ 参 tllし て
青年海外協力隊の第一次隊員で」ECK会員の後藤さんが途上国に派遣されてから、今年度で
40周年を迎えることになりました。今年度も、神奈川県から61名 の隊員が派遣されそれぞ
れの国々で活躍しています。この隊員をバックアップしている」ICA家族連絡会が 9月 11日

にJICA横浜センターで開催されました。

子供のことを思いやっている家族の方が90名 ほど参加されました。」ICAの挨拶から始まり
協力隊事業の現況、帰国後の進路、任回事情説明及びご家族との懇談会が開かれました。
現在神奈川県から派遣されている隊員は180名、帰国された隊員は1600名 に及んでおり、こ
の人数は東京都に次いで 2番 目の派遣人数でづ。
連絡会の中で、家族から帰国後の就職先はあるのか、荷物を」ICAの指定した公社から送っ
たが4ケ 月たってやっと届いたとか、親の呼寄せ制度で子供のところに無事行けるか等の話が活発に出ました。

神奈り|1県海夕戦 術研修生 を励 ます会 奄爾鐘
1月 22日 (土 )、 17:30よ り」ICA横浜 3階のレストランで県の海夕‖支術研修生 8名 を迎えて、“研修生を励ます会"が立食パ
ーティ形式で開催されました。これは昨年10月 に歓迎会として一度計画されたが、当日、台風が関東地方を直撃したため延
期になっていたもので、参加者はモンゴル、中国、タイ、ウズベキスタン、ウガンダ、メキシコから各 1名、カンボジアか
ら2名の計 8名の研修生を」ECKの会員、SV経験を活かす会の会員および国際交流に関心の深い、特別参加の一般市民も出席
し、総勢%名余でした。

日本での研修生活も既に5ケ 月日に入り、日本語も大分上達してきた研修生との会話は日本語、英語、中国語、スペイン語
が乱れ飛んで、お国柄の話、食べ物の話、専門技術の話と話題は尽きませんでしたが、再会を約して19:mに閉会しました。

NPO法 人化研修受講記 ・―・。・・・・・'`。 。9'・・・………………・・中 ,。 苺
'・・・・・,… ………・・,・・物部 宏之 会員

6月 31日 、神奈川県県民部主催の上記講習会に、谷保、谷岡会員ら3名が出席しました。
世をあげてllPO、 NGOの時代になってきたが日本全国に 2万 2千、神奈川県にもすでに1400を越すllPOが認可されており毎
年3C10～ 350f4の申請があります。

半分以上は福祉系の法人であるが横浜という土地柄、国際交流に関するllPO申 請も多いようです。JECKは設立 3年目を迎え、
ODA現場の体験者として、また多文化共生の実践者として、発展途上国にも調査のための人材を派遣するなど、国内外に積
極的に活動を展開しています。ただ、任意団体であることから組織、人材、財政におのずと限度があり、特に財政的には

JICAのご支援によるところが大きく、各分野における技術者派遣要請に応え、国際交流活動に参加するためには、市民から
広く人材と知恵、財政支援を募る必要があり、llPO法人の併設が必要であるとの認識が出てきました。目指す法人は草の根
レベルの国際交流に関し、多方面から実践することを自ら企画、参画するほか同じく意図している個人、団体に対して情報
提供、専門家やコンサルタント、講師派遣、プロジェクト企画、セミナーの開催等の事業を行い、自らの発展と、地域市民
の国際協力と地域交流促進に貢献することを目的として、賛同する市民全てを対象として参加を呼びかけることを企図して
います。
しかし法人とJECKと の関係、法人とJICA横浜との関係等整理して考えなければならない問題が多くあり、又JECKメ ンバー
全員の賛同を得ることも困難であるので、分科会を」ECK内 に設けて検討を進めている段階です。この結果は次号にご報告で
きると思います。



分科会報告 1

地域開発分科会「束横線跡地利用」̈ ・̈0… …………………………………田篭 勝美・山崎 清人 分科会員

(1)当 分科会では旧東横線廃線跡地の横

浜駅―桜木町駅間約18kmを “人と

緑 "、 “日本の新と旧"及び “世界と

神奈川"を テーマに名称を「横浜国

際遊歩道」として再生 。有効利用を

図る検討を行い、神奈川県技術士会
エコ技術支援センターと共同で平成

17年春非公式ながら横浜市にプレゼ

ンを行った。基本コンセプトは下記。
・自転車も通れる緑の癒し空間・遊歩道
。365日 世界が覗ける国際待合所
・日本の新しい顔と旧い顔に出会える場
。地域に溶け込んだ ^体型の整備
・地元・地域主体型の利用運営と維持管理

跡地利用の推進母体は、横

浜市都市整備局鉄道事業課

である。横浜市は平成15年

より横浜―桜木町駅間の東

横線廃線跡地の利用計画に

ついて「高架を残し快適な

緑の空間として再生」する

事をコンセプトに “自転車も通れる遊歩道"、 “駐輪場"、

“遊歩道と周辺地区とのネットワーク"、 “国道16号の歩

道改善"な どを検討するとして市民 。来訪者など広汎に

アイデアを募るためのアンケー トを実施した。アンケー

ト結果の上位はつぎのとおりであった。

高架上の遊歩道施設 :人 も自転車も快適に通れる舗装

駅舎跡の利用 :ト イレ

国道16号歩道横の壁面 :管理の行き届いた質の高いアート

国道16号の歩道 :夜間照明をもっと明るく

(3)JECKと エコ技術支援センターが提案する跡地の有効利

用・整備方策は下記。

1)横浜―桜木町駅間は自転車も通れる遊歩道とし、基

本的に東白楽 ―横浜駅間の基本設計の整備コンセプ

ト及び横浜市のコンセプトに準じる。

2)駅舎跡は解体せず駐輪場及び国際待合所にすると共

に開発途上国の観光・物産などの常設展示場とし、

各国大使館・領事館も運営の一端を担う。

3)高架よリペデスタリアン橋で繋ぎ、能楽堂、にぎわ

い座、公園等へのアクセスを容易にして山側の賑わ

いを惹起する。

4)線路上と国道16号歩道がゆるやかなスロープなどで

自由に往来出来るよう、上 F一体的に整備を行う。

我々の提案がどのように扱われるか、現在のところ未知

である。

跡地利用は道路交通法で規制される。当分科会では国際

待合所他上記方策の実現に向けて引き続き市に対して市

民協働の立場よリアプローチ予定である。
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“

(4)

(5)

分科会報告2
工業技術部会の活動報告……………………………・……………………………………………菊池正大部会長
1.工業技術部会の発足

4月 2日 に開催された」ECKの 第 4回総会において、JICA専門家としての海外での活動実

績と工業技術分野の専門技術力を活かし、地域の国際協力・国際支援活動に効率的に取り組

んで行くための協議の場として、工業技術部会の設置を提案して承認された。この活動には

SV経験を活かす会のメンバーにも自由に参加して頂き、オープンな運営を′き掛けており、こ

れまでに部会を4回、開催して次のような活動を展開している。

2.神奈川県海外技術研修員受入れ事業への協力・支援

昨年」ECKが推薦し、浄水場の水質検査と水質管理の技術研修をテーマにメキシコから招

聘したエストラ・パチェコさんに続いて、本年はタイの金属材料技術センターのウィリヤラ

ッタナサック・ピラキットさんを推薦して受け入れられ、「鋳造プロセスのコンピュータシ

ミュレーション技術」の現場研修のため 8月 下旬から来日している。研修期間は来年 3月迄

で、帰国後はこの専門分野でのリーダーに成長して、タイの自動車部品の品質向上と生産の

合理化に貢献してくれるものと期待している。

3.海外での技術指導の経験を活かした教育機関との連携 。支援活動

(1)神奈川県企画部政策課が担当する「研究者 。技術者等学校派遣事業」に参加し、小 。中学生を対象とした物造り体験

学習「金属を溶かしてメダルを造ろう」を提案したが、残念ながら応募校が無かった。テーマが難しいとの意見と先

生方の負担が大きいなどの意が聞かれた。この意見を来年のテーマ造りに活かして行きたい。

(2)県立工業高校への協力 。支援活動

県立工業高校13校の機械科、電気・電子科の先生方と意見を交換し、生徒を対象としたキヤリア教育の支援と、先生

方を対象とした研究会でのJICA専門家としての海夕甘支術指導の体験報告などを年度内に行うことで合意し、具体的な

日程などについて打ち合せを進めている。

(3)横浜国立大学公開講座への参加

11月 12日 に」ICA専門家OB、 3人が講師となり「国際技術協力の現地活動報告」というテーマでJICA専門家からみた技

術移転の問題点と課題などについて報告することになった。この公開講座が好評であれば、来年度もシリーズ化して、

」ICA専 門家の活動を一般市民に紹介して行きたいと考えている。
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第一回 ラテンアメリカ編 ・…・0"000・ 00000000"・ 。・・・。・・・・……………00¨・・・・・・・・‥ 00・ 0谷保 茂樹 会員

1979年、私にとってメキシコの夜といえば、フィエスタ (祭 り。パーテイ)。 招待される者はただ酒、ただ飯、ただコンパ

会場で貧乏学生にとってアルバイトにも勝る滋養供給源である。日本人学生会 (貧乏互助会)を組織し日系三世会 (金持ち

息子会)と 一緒に資金集めダンスパーティを企画したら三世会の女性に色目を使ったとボコボコにされ (日 系人結束固し)、

ニカラグア学生革命運動が吹き荒れる大学構内を歩くと図書館地下に連れ込まれ応援アジに罵倒・軟禁される怖い夜もあっ

た。

1985年 、ボリヴイアの夜はペーニャ (歌酒場)でフォルクローレ (民族音楽)が定番であるが、最近のフォルクローレは

市民運動歌より恋愛歌に成り下がったと知ったような口をきき、夜間戒厳令下の夜をさらにはしごしたら、店の前に横付け

の重戦車に仰天した。穴場は、コカイン売買で有名はバーガーショップ近くの自称 5つ星ホテルの屋上ディスコで、標高 4

千メートルの屋上では満点の星空が真横に見えた。調子に乗れば翌朝から高山病で仕事にならぬ者多発。

l"1年、民主化されたばかりのニカラグアの夜は、地震と内戦の傷跡まだ深く、暗い盛り場の街頭に立つ客引きはオカマ

ばかり、聞けば激戦地の野営でオカマになったと言う、ラテンマッチョを思えば内戦後遺症恐し。

l"3年、カリブ海に浮かぶドミニカ (共)の夜は、一日平均10時間の停電という電力事情の中、自家発電機の轟音まき散ら

すどのホテルにもきらびやかなカジノが併設され、二次会はどこかのカジノに落ち着く。しょぼいブラックジャックが我々

の定番で、中にはこの柱の一本は自分が建てたと豪語する某専門家も居るが、本当のでっかいマネーロンダリングは奥の間

です (残念)。

"∞
年、再びニカラグア、あれから10年、自転車通勤の職員もいた民家使用の某国大使館も堅牢な要塞大使館へ、 ドナー議

く町へと変わりました。家庭内暴力問題はラテンマッチョだけを見ず、野郎の野営転戦にロマンが残り家の枠にはまれない

かわいそうな野郎の病気であるという持論、誰にも相手にされず。

第一回 盲腸炎で腹膜炎を併発 ! ・…… 000・ 00… …………00000000¨・・……………・。・0・ 。……山崎 清人 会員

JBIC融資ソロ河改修事業の国際入札評価を行う為、インドネシア ジャワ島ババット市に到着したのは2ul年 5月 23日 で55

歳の時。到着直後より背中が痛 く夜間に眠れない。風呂で暖めたり、正露丸を飲んだりしたが4日 間変化無し。業務の契約

期間は短期 3週間で焦った。宿舎備え付けの医学辞典を見た。盲腸炎の症状とそっくり。 5日 日午前スラバヤのインターナ

ショナル病院で診断、結果はまさしく盲腸炎で “動くな"と 命じられ、午後に手術をやる、40分程度で終わる、と告げられ

る (単なる盲腸炎との診断)。 少し悩んだが東京大学で医学を学び既に100例以上の施術経験のある先生の執刀、病院の設

備 。清潔度などの聞き取り調査より、大文夫だろうとの総合判断で当院での施術をOKした。

所長のS氏 も駆けつけ、麻酔を行い午後 5時頃手術開始、 2時間ほど掛かった (後で知ったことだが)。 腹膜炎を併発して

いた由 (医者は、はっきりとは言わなかったが左程長くない前の破裂であろう)、 麻酔が切れ猛烈な悪寒 (水洗浄の為)と悪

臭 (腹膜破裂の特徴)が漂った事が記憶される。広い手術室で “ディンギン2"(寒い、寒い)と叫んだ。

翌々日妻が日本から駆けつけた (海外旅行傷害保険適用)。 手術時間が長引いた事などよりS所長が危ないと思い、急速対

応したのだと思う、が詳細は伺っていない。アフリカなど医療技術未発達国であった場合、このようなケースではあの世で

あったと思う。途上国勤務では、以下くれぐれも注意したいものである。

l.途上国では医学辞典が参照出来る環境を整備しておく事。

2.盲腸炎は若い時に施術しておく事が望ましい。

3海外旅行傷害保険に加入すること。

4出張前の厳しいプロポーザル作成も一因、無理は禁物。

6日 間入院の後、サラシを巻いて業務を続行、なんとか契約期間内に業務を終了させた。

お風呂に入る時、 5cm以上の手術跡を見ては思い出す。

外 貨 コ イ ン 募 金 植岡 龍太郎 会員

海外での業務や旅行から持ち帰つたコインをどうしていますか、お宅では ?日本では金融機関も相手にしないコイン。

開発途上国では、貴重rdt貨幣。その小額コインのために、幼い子供たちが路上で働く。路上で物乞いをし、小銭を乞い

求める。将来の人生のための学校にも行けず、病気治療のための病院にも行けない。この様子を、我々日本人の多くが

見ているはず。終戦後の日本でも見られたこの姿。でも自分の子供にはさせたくない姿。我々が海外で働くのは、彼ら

の自助努力ではどうにもならない部分を改善し、彼らの1専来を、我々が助けるため。我々の身のまわりに死蔵されてい

る外貨のコインや小額紙幣を、それを必要としている人達のために、活用できないか ?日本の 1円や 5円の小額コイン

も。これがささやかな私の願い。 10月 28。 29日の横浜国際フェスタで募金活動をしてはとの提案に、」ECK会員の

多大なる賛同を得た。みんなでコインー個ずつでも持ち寄つて欲しい。集まる浄財を、志を―にするユニセフ (国連児

童基金)を通して、それらを必要とする生活苦の児童の将来のために役立てたい。
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フィリピン最南島・ミンダナオの先住民テイボリ族  (森田 奈美 会,t)

ミンダナオ南部にあるジェネラルサントス市の空港が私の第二のふ
るさと。南コタバト州への玄関日。私は96年 9月 からフィリピンと
日本を行き来する生活に入った。%年 8月 に初めてミンダナオを訪
れ、山奥に暮らす先住民テイボリ族の生活、自然と共存している姿
に感動し、「この大自然の中で暮らしたら、きっと̀い根が良くなる
に違いない… |」 と勘違いしてしまったのがきっかけだった.

先住民と他のフィリピン人との違いはなんだろう? 普段は服装もT
シャツやジーンズなどフィリピン人と同じようなものを着ているし、
教育を受けていればフィリピノ語や英語もしゃべるから黙っていれ
ばわからないことも多い。伝統的な生活もなくなりつつある。
そんな中Q先住民ならではの慣習がいくつか思い浮かぶ.私がとっ
てもびっくりした話は村裁判だc罪を犯したといわれる人が、本当に
やったのかどうか、ダトゥ始め村人の前で行なわれる儀式とは、煮え
たぎったお湯の中にこぶし人の石を入れ、その人が素手でその√iをや
けどせずに取り出すことが出来たら『無罪』、やけどしたら『有罪』|

私が「みんな『有罪』になるに決まってるIJと言ったら、その話
をしてくれていた人たちが日 に々「いや、私は○○さんがやけどし
なかったのを見た」とか、「今まで何人も『無罪』になったのを知
ってる」とか言い出すのだった…。
残念ながら、私はまだその現場を見ていない… いつか見られると
きが来るのか、楽しみだc
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「ジャズの音はクリスタルシテイー・ニューオーリンズから」(その1)

(高演 清 会it)

私が勤務したニューオーリンズの総領事館は、今回、ハリケーン・カ

トリーナにより避難した被害者等の避難場所となった米国フットボー

ルの会場スーパードームの近くの高層ビルの20階にあり、その事務所
からはかって奴隷制とプランテーションで象徴される南部の歴史を眺
めてきたミシシッピー川が悠々と流れているのが一望できます.この

町は行政区面上はルイジアナ州内のひとつの町ですが、人日、規模共
に州都バトンルージュ (フ ランス語で赤い口紅の意)よ り大きく、観
光とジャズで世界的に名が知れていますc

ルイジアナ州はかってフランス、スペインの支配下にあった歴史的背
景を持っていることから、他州にはない伝統と文化を持っていますっ
ニューオーリンズの名前は領主国であったフランスのオルレアン公か
ら、ルイジアナは太陽王といわれたルイ14世の名前から来たと::われ
てますし、通りの名前や町の呼称にはフランス名が多くつけられてい

ますし、自由に能力を活かし芸術を楽しもうとする人道芸人、画家、

音楽家が集まる場所、そして19世紀的な雰囲気を漂わせたスペイン統
治時代の建物が多い場所「フレンチクォーター」等に象徴されます。
この地「Xは昼間から観光馬車の蹄の音が聞こえ、夕方になると多くの

老若男女が集まって、飲み、踊り、おしゃべりをして人生を楽しんで
いる姿が見られます.特に世界的に有名なマルデイ・グラ祭 (カ ソリ
ック教徒がイースター前に行う断食に先立ち思いL/Jり 騒ごうという謝
肉祭の最後の日に行われる祭り)があるときには、地区内の多くの建

物の濡洒なベランダあるいは道路には多くの仮装した男女が集まり、

徹底してドンちゃん騒ぎをしますcま た路地から路地にはこの祭りを

見ようと世界中から集まった観光客でいっぱいになります[更に、こ

のお祭りの期間、町の大道りには仮装した有名人が乗った山車が出て、

彼等が集まった人 め々がけて投げるビーズのネックレスやダブルーン

というコインを人 が々取り合う眺めは壮観で、沢山のビーズやコイン

を取った人には幸運が来るといわれています[(続く)

☆次回から特集テーマを決めて掲載します。☆
マニアの投稿大歓迎 ||
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テレレの思い出 (山田 敏夫 会員)

私が南米パラグアイ国の首都アスンシオンにあるINTN(国 立技術

標準院)で、計量制度の確立 (質量分野の検定検査技術向 Lプロジ
ェクト)に従事していたときの懐かしい思い出は「テレレ」だろう
か「 むろん南米だから、アサード (焼肉)パーティや仕事を止めざ
るを得ないサッカーの熱狂、パラグアイならではの「アルパ」、官
公庁や社会令12の杜撰・怠′

瞑・アンフェアなど色 あ々ったが「
パラグアイの「テレレJと はマテ茶の葉をコップに入れて水を注ぎ、

衣niに細子しのある金属製のキセル状のストロー (ボ ンビージャ)で
飲むものをいう=2リ ットル入り位の水筒と「テレレ」のセットを

携行して出勤し仕事の合間にチュルチュル飲むcカ ウンターパート
はむろんATN院長はじめ職員の必携物。会議や木陰の雑談では大

抵誰かがホストになって回し飲みをする。一人が飲んだらコップを
ホストに戻し、ホストはさらに水を継ぎ足して次の人に勧め、断ら

ない限り延々と続くc「テレレ」の味は、ホストごとに薬草や甘味
を加えたりして微妙に異なるc私 もその仲間だったが、恒常的な暑
さしのぎに適応する意識弛緩・沈静効用は抜群のドリンクと言えよ

う。そのため会議では、主題と得べき結論を再三指摘して時間を切
って制御しないと、カウンターパートの雄弁と「テレレ」効果によ

って散漫なものに陥りがちであったc

(マ テ茶は南米山地に自生のジェルバという常緑低本の葉を乾燥 。

粉砕したものを、日本の緑茶等と同じく通常は湯で煎じて南米で広

範に飲む.カ フェインを含み特有の芳香と苦味がある。)
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ウズベキスタンで定着してきたビジネスコース (福 田 信・郎 会員)

市場経済を担う人材を育成するために2000年 10月 設立された

」ICAウ ズベキスタンロ本人材開発センター (UJC)は 、そ
のH上であるビジネスコース、中でも若きビジネスマンや起

業家 F備軍を対象にした5ケ 月間の集中型MBAコ ースでは

すでに6期の卒業生合計約3C10人 を世に送り出したc

通常のMBAコ ースで 2年間も時間をかけられない、早く知
識を吸1又 して稼ぎたいという切実な要望に応えるために設け
られたこのコースには、初めから向学心に燃え、日的意識を

持った若者が多数応募し選考はなかなか大変であった。選考
から成績のランクまですべて公平・透明性を保ち、授業の質
を維持向上する運営姿勢は、コネ社会の当国では異彩を放ち、

当卒業生はコネなく競争で勝ち抜いてきた精鋭として高く評

価されているc

マスコミでも度々取 りLげられ、「勉強するならUJCへJと
いう合言葉言葉がはやったほどである。まさに当地の一流大

学のMBAコースを凌駕してしまった感がある。
lli国 では経済が不振であるゆえに良い仕事にありつきたいと

自分で企業を起こした若者が多く、彼らは良く勉強する。名

li「屋大学大学院法学コースの学生が当コースを見学し、あま
りの熱心さに11:倒 されたと感想を漏らした。
ウズベキスタン束部で5月 に起きたアンディジャン事件は、

国内の長り|く 経済不振が背景の一つにある。ウズベキスタン

政府は国内の体制を脅かすような事件の再発防l卜 のため、経
済開発に真剣に取り組み始めたといわれる。特に欧米i者国や

国際機関から総スカンをくい国際的な信用が低下している

今、当国では欧米との融和を図るためその架け橋として日本
を頼りにしており、特に人材育成に実績を挙げているU」Cの

存在を意識し始めたといわれ、U」Cの存在の意義は大きい。
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地域研究分科会報告

(谷岡 潔 ソロモンプロジェク トチーム長)

1.ソ ロモンとの出会い
」ECKと ソロモンとの出会は、高濱清会員 (前 ソロモン諸島国臨時代理大使)を囲んでのソロモン研究会、そ

して、マライタ州知事ルーベン。モリ氏が昨 9月 JICA横浜の」ECKデスクを訪れたことに始まる。
これを受けて、現地を見ることが先決との判断から、谷岡及び石井両会員が今年 3月 ソロモン諸島国、ガダ

ルカナル島及びマライタ島を訪問した。

2.ソ ロモンプロジェクトチームの発足・・その基本軸と目指すところ
4月 の」ECK第四回総会でソロモン調査団出張報告を行った。

同総会では “活動分科会"が討議され、その一つとして “ソロモン分科会"設置が承認された。右に従い、

4月 26日 第 1回 ソロモンプロジェクトチームの会合を持った。

打ち合わせ事項は ;

(1)名称を “ソロモンプロジェクトチーム"と する。

(2)チ ームメンバーは ;当 日出席のメンバーで先ずスター トし、次回以降出席者を、本人了承の下に、逐

次加えていく。また、」ECKメ ンバー以外の参画も可とする。

(3)チ ーム長 :谷岡潔、並びに、副チーム長 :石井信行及び谷保茂樹とする。

(4)活動目標並びに基本軸と支援セクター
;

1)先ず、“ソロモン・マライタ州 社会・経済開発"に対する、ルーベン・モリ知事より要請を受けた、或
いは、」ECKか ら呼びかける、“専門家"と しての民間支援を行う。

上記支援活動は、わが国経済援助の基本に沿った、次の基本軸で行う ;

マライタ州の `自 助努力'に対する支援。

内紛が終結し復興期にある、ソロモン国 `平和の構築'及び `人間の安全保障'に沿った支援。

支援セクターは、マライタ州社会・経済状況と同州政府の意向を勘案して、次のセクターとする。

(a)農業,(b)水産業、(c)畜産,(d)林業、(e)社会インフラ (小規模の:道路、上下水道、港湾等)、

(f)社会全般 (保健医療・衛生、教育、IT, 等.)、 (g)ガ 規ヽ模商 。工業
4)ル ーベ ン 。モリ知事は先ず農業・林業・水産業の振興か ら始めて、マライタ州の社会 。経済開発 を図

りたいとしている。 3月 ソロモ ン調査団現地面談時の発言に加えて、 7月 万博に来 日した際、同知事が

持参 した」ECK宛て書状で、次の申し越 しがあった ;

Quote  ・ ・ソヘs l have expressed during your brief visit to ⅣIalaita this year,  Ⅳlalaita Province、 vill con―

tinue to needs experts in all kinds of fields. Those of our most needed experts no、 v are ⅣIaster

Planner,ⅣIarketing Expert and a Fisheries Expert.・  ・Unquote

3.先ず活動環境の基盤固めが必要と認識した
(1) 日本恨1で は ;

ソロモンにおける白紙からの民間支援活動のスター トに当たり、その方向性の確認のため、外務省経済協力

局 (政策課、技術協力課、民間援助支援室)、 JICAア ジア第二部 (太平洋チーム)、 国内事業部 (市民参加協力

室連携促進チーム)、 」ICA横浜等と面談した。その結果、種々貴重なア ドバイスを頂戴すると共に、JECKがマ

ライタ州政府をカウンターパー トとして、民間支援活動を行うことは、時流にも沿ってお り、妥当であること

が確認された。加えて、日本・ソロモン友好団体、学識経験者、関連業界とも面談し、今後の活動に資する基

礎知識の集積、人脈の構築を行った。

(2)ソ ロモン側では ;

3月 のソロモン調査団訪問時、日本国大使館、」ICA事務所、JICA専 門家 (国家計画・援助調整省に所属)と
の面談、に加えて、マライタ州ルーベン 。モリ知事と意見交換
を行った。更に、愛知万博等に来日した要人、ケマケザ首相、
ルーベン。モリ知事、国家計画・援助調整大臣等とも面会して、

JECKの 存在を認識していただいた。 (`」ECK面談記録'参照)

以上一連の日本側並びにソロモン側との実践作業結果、」ECK
が歩もうとする方向性が妥当であるとの確認と今後の活動環境

に対する基盤固めが出来た。

4。 キ ックオ フ と次 の一 手

(1)短期潅漑専門家を派遣、成果を挙げた

APSDの JICA民 間支援資金に基づ く活動から要請を受けて、

”
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②
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現地活動中の白石 康 会員



白石康専門家がAPSD Fiu有機栽培農場に6月 下旬から3ケ 月間赴い

た。水稲潅漑設計と指導を中心に、広範な現地活動を行い、成果を挙

げた。

(2)現地でワークショップの実施
マライタ州知事の意向に従い、先ず農・水産セクター等で、草の根

レベル、現地住民参加型プロジェクトの発掘を目的とした、現地での

ワークショップ実施を計画中である。

5。 当面の課題・・活動資金及び若手人材の確保が必要で

ある
」ECKの現状自己活動資金は乏しい。活動資金を如何に確保するかが当面の重要課題である。なお、その大前

提は、説明責任を果たせるプロジェクトの形成であり、同時に、団体としての高い信用を確保することである。
一方、将来多方面に活動を展開するためには、若手人材の確保が必要となってくる。この点に関しては、NPO
法人に新たに参画してくる、実力を持った賛助会員にも期待 したい。

6。 これからの展開と将来に期待するところ
`自 助努力'と `平和の構築 。人間の安全保障'を 基本軸として、ソロモンの人たちの生活の安定と向上を

図る。それには、流通にまで踏み込んだ (Market oriented ProieCt)、 地域住民の収入源の確保 。向上が必要

である。地域の小規模市場 (い ちば)に絡んだ地場農水産物の商品開発、並びに、熱帯換金作物開発 (Cash
crop=Copra,Palm,Cacao,Coffee,香 辛料等)が挙げられる。なお、Cash crOp開発は、かなり大掛かりな、例

えば、プロジェクト技術協カレベルのアプローチが必要である。

総括すると、先ず、“マライタ州の社会・経済開発支援"に 2～ 6年のスパンで取 り組み、同時平行して、そ

の実績を踏えながら、ソロモン諸島国全島への展開も図って行きたい。
一方、」ECK会員各位は、世界諸地域の途上国支援活動で、高い知識

ク トチームの活動をモデルケースとし、各自そのノウハウを生かして、

現することを期待したい。

以上
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JECK面談記録一 ソロモ

ソロモンプロジェクトチームの面談活動は ;日 本側に

於いては、公的機関、研究者、技術者、日・ソロモン友

好関係者、業界関係者、等々幅広 く行った。一方、ソ
ロモン側に於いては、日本・ソロモン夫々の公的機関、

現地活動中の業界関係者、NPO等である。その目的と

するところは、ソロモンプロジェクトチームの今後展

開を期しての基盤作 りであり、相応の成果が上がった。

A)日 本側
1)外務省経済協力局政策課
2)外務省経済協力局技術協力課
3)外務省経済協力局民間援助支援室
4)」ICA横浜連携促進チーム

5)」ICAア ジア第二部太平洋チーム

6)」ICA国内事業部市民参加協力室連携促進チーム

7)」ETRO貿 易開発部開発支援課
8)」ETRO農水産部農水産課
9)ア ジア経済研究所新領域研究センター (tel― con.)

10)筑波大学 (tel con.)

11)北海道大学 (tel_con.)

12)国際機構太平洋諸島センター

13)(社 )太平洋諸島地域研究所
14)日 本・ソロモン友好協会
15)全国ソロモン会
16)(財 )日 本遺族会
17)ニ ユーギニア航空 日本支社
18)特定非利益活動法人APSD
19)協和海運 (株 )

20)建設技術コンサルタンツ

21)(有 )エ リコ

ジェクトチーム関係

三祐 コンサルタンツ(株 )

パシフィックコンサルタンツインターナショナル (株 )

コスモ石油(榊 コーポレー トコミュニケーション部

CSR・ 環境室

大東カカオ(株 )

日本チ ョコレー ト・ココア協会

B)ソ ロモ ン側

24)在ソロモ ン日本国人使館

25)JICAソ ロモ ン事務所

26)Ministry Of National Planning and Aid

Coordination

27)Solomon Kitano Mendana Hotel
28)Solomon Air Line
29)Peoples First Network
30)Solar POwer lnstallation

31)0五 ce of The Premier,Maraita Pro宙 nce

(Mr.Reuben T.Mori,Premier、 Mr.Daniel

Falalimae,Secretary to the Prenlier,Ⅳ linister

for Agriculture,Fisheries&Forest)

32)APSD Fiu Perma Culture Center and Farm
33)在パプアニューギニア 日本国大使館

34)Sir.Allan Kemakeza,Prime Minister of
Solomon lslands(来 日時 )

35)Hon.WaltOn Naezon,Minister for Foreign
Affairs,Commerce&Tourism

(来 日時 )

36)Hon Fred lro FONO, Minister for National
Planning andフヘid Coordination

(来 日時 )
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