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（財）日本国際協力システム（JICS）は1999年度から「NGO支援事業」を実施している。途上国でさまざまな援助活動を展開

する日本の国際協力NGOなどを対象に、プロジェクトに必要な資機材の購入費や輸送費、団体運営費などを支援している

もので、この6年間の実績は41団体・61事業。支援を受けたNGOの活動状況や問題、さらに今後のNGO支援のあり方を探る

べく、JICSは今年8月、タイとカンボジアに有識者を派遣し、初めて現地視察を行った。現地を視察したのはNGO支援事業の

審査員も務める新潟大学教授の平木俊一氏と、東京経済大学助教授の渡辺龍也氏。JICSのNGO支援は、現地での活動にどう

生かされ、効果を上げているのか。JICSの櫻田幸久専務理事を交え、三者が話し合った。

NGOの「理念」と「手段」をよく見極めて
モノを送ることの是非については十分な検討が必要

41団体・61事業を支援

JICSのNGO支援事業は、設立
10周年にあたる1999年度に開始され、こ
れまで2期6年間で41団体・61事業を支
援してまいりました。今年度から第3期
として新たな3カ年計画にもとづき支援
事業を実施しているわけですが、これま
でのNGO支援事業の効果や今後の支援
事業のあり方を探る視点から、新潟大学
の平木俊一先生、東京経済大学の渡辺龍
也先生にそれぞれタイとカンボジアに
おける事業現場を視察していただきま
した。まず、タイの現場を視察された平
木先生に活動状況などにつき、お話を伺
いたいと思います。

8月21日から26日までの日程
で、タイ東北部のチェンマイとバンコ
クを訪ね、それぞれNGOの活動現場を
見てきました。まず、チェンマイでは現
地の聴覚障害児や障害児学校などに対
し支援活動を展開している「アジアマ
インド」と、山岳少数民族の子弟らが通
う学校などに対し、さまざまな支援活動
を行っている「地球市民の会かながわ」
の2団体の活動を視察しました。
「アジアマインド」は、聴覚に障害を

持つ児童が通う聾学校に補聴器を送る
とともに、聾学校関係者や児童の保護者
らを対象にその使用方法などに関する
技術支援を展開しています。ひと口に補
聴器と言っても、一つひとつ個別的であ
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り、児童の耳の形に合わせるモールディ
ングや、児童の聴力水準に合わせた微妙
なデシベル調整（フィッティング）など
が必要になります。単に送るだけで役に
立つものではなく、使用にあたっての調
整や使用方法に関する技術支援が欠か
せず、「アジアマインド」はその支援を
地道に、熱心に続けられています。

補聴器や聴力測定器は日本製
が送られているわけですか。

日本製は非常に品質が良く、小
型化されていることもあり、やはり日本
製が喜ばれています。当初は東京の聾学
校で使われていた中古の補聴器やオーデ
ィオメーターなどが送られていたというこ
とですが、JICSや他団体の資金援助によ
り、現在は新品も提供されています。
JICSは2000年度と2002年度の2回、機材供
与や輸送費の面で支援しており、「アジア
マインド」の関係者は自分たちの活動に
非常に役立ったと喜んでいます。
一方、「地球市民の会かながわ」は山岳

少数民族の子弟らが通う学校に対し、協
力事業を展開しています。私はメートー
村での様子を見させていただきました
が、活動内容は遠隔地から通う児童のた
めの寮の建設、学校農園や養豚、菜園を
中心としたランチ・プロジェクトの運
営、さらに文具、図書、運動用具などの支
援です。JICSが04年度に資金援助したの
は、同会が推進する「虹の架け橋計画」で、
隣国ミャンマーのシャン州の山岳民族
に対し、同じようなサポートを展開して
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いこうというものです。メートー村学
校の勤続30年の経験を持つ校長先生の
ノウハウと同会の支援を合わせて、南
南協力につなげるものです。JICSが支
援した、チェンマイに構えたオフィスが
その拠点になっています。オフィスの
レンタル料、現地スタッフの雇用に伴う
人件費、その他パソコンなどの備品代で、
結果から言うとそれらの支援は見事に
機能しているといえるでしょう。
同会の近田事務局長もJICSの支援を

非常に評価していました。

モノを送ることの是非

渡辺先生にはきわめて限られ
た時間のなか、カンボジアで活動を実施
する4団体の事業を視察していただきま
した。

今回は首都プノンペンとバッ
タンバン、そしてシェムリアップで4団
体の活動を視察してきました。
プノンペンでは「セカンドハンド」と

渡辺

櫻田

平木 俊一 氏

新潟大学経済学部教授/同大学院現代社会文化研究科教授
JICS評議員、JICS・NGO支援事業審査員

渡辺 龍也 氏

東京経済大学現代法学部助教授
JICS・NGO支援事業審査員

視察国 タイ（期間：2005年8月21日～26日）
視察団体 地球市民の会かながわ、アジアマインド

視察国 カンボジア（期間：2005年8月7日～13日）

視察団体
セカンドハンド、幼い難民を考える会、
インターバンド、途上国の精神保健を支
えるネットワーク

～JICS･NGO支援事業　現地プロジェクトを視察して特 別 座 談 会
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「幼い難民を考える会」の活動を見まし
た。「セカンドハンド」は日本国内でリ
サイクル活動を実施している団体で、介
護用リース会社が使っていた、ベッドの
上に敷くマットを再利用し、プノンペン
の市立病院に提供しています。市立病院
の診療費は非常に安く抑えられており、
数多くのプノンペン市民が受診に訪れ
ています。ベッド数は十分ではなく、床
の上にゴザを敷いて横たわっている人
も多くいました。供与されたマットはベ
ッドの上だけではなく、床に敷かれる形
でも活用されており、患者が安らげると
いう意味では有意義な協力であるとの
印象を持ちました。
マットは裸のままでは汚れてしまう

ことから、病院側では自己資金で厚手の
ビニールカバーを購入し、それでマット
をくるんで使っています。乏しい自己資
金を使ってまでも活用していることは
ニーズに合った支援であることを示し
ていると思います。
ただ、1点だけ問題提起しておきたい

のは「送ることの是非」を良く考える必
要があるということです。マットの新品
を現地で調達すると1枚15ドル。今回、
「セカンドハンド」が250枚のマットを
日本から提供した総経費は41万円。現地
で購入すると40万円程度で、コスト的に
はトントンですが、現地で調達すれば現
地の経済や雇用に貢献することができ
る。中古衣料を大量に送って現地の繊維
産業にダメージを与えた例も過去に報
告されている。NGOも、またNGO支援に
あたるJICSも現地に与える影響をよく
よく考える必要があると思います。

私たちもつい見落としがちな
点だと思います。今後の審査作業などに
是非、反映させていきたい視点ですね。

「セカンドハンド」は国内で
不用になった足踏みミシンをベトナム
国境付近の村々に提供し、女性の自立に
向けた支援活動を展開しています。ミシ
ンの使い方や縫製技術などについても
指導に当たっており、衣服や小物類など
結構良いものをつくり、欧米に輸出して
いるということです。これまで60人の女
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性が研修センターで縫製の職業訓練を
受け、その約半数がプノンペンの縫製工
場などで職を得ています。研修センタ
ーに残り、そこで働いている人も何人か
います。女性の自活、自立に役立ってい
ることは間違いありませんが、この種の
支援活動に共通した問題として、販路を
どう確保・拡大できるかが今後の大き
な課題と言えます。
足踏みミシンについて言えば、現地の

電力事情は非常に不安定で、現地で手に

入る中国製足踏みミシンは故障しやす
いとのことで、日本から送る意義のある
支援であったと評価されます。

事前の準備状況を
よく見極めて

プノンペンでは、「幼い難民を考
える会」の活動も見ていただきました。

同会は20年以上にわたり、カン
ボジアで活動を続ける、組織的にもし
渡辺
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平木俊一 氏 渡辺龍也 氏 櫻田幸久 氏

■JICSの2004年度NGO支援事業の概要 

団体名 

特定非営利活動法人　 
21世紀協会 
特定非営利活動法人　 
日本カンボジア交流協会 
横浜NGO連絡会 
 
 
特定非営利活動法人 
幼い難民を考える会 
緑のサヘル 
 
地球市民交流基金
EARTHIAN 
 
 
特定非営利活動法人 
セカンドハンド 
 
 
 
特定非営利活動法人 
日本チェルノブイリ 
連帯基金 
特定非営利活動法人　 
アフリカ地域開発市民の会 
 
 
特定非営利活動法人　 
アジア日本相互交流センター 
地球市民の会かながわ 

No 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
11

活動国 

フィリピン 
 
カンボジア 
 
日本 
 
 
カンボジア 
 
日本 
 
パキスタン 
 
 
 
カンボジア・ 
日本 
 
 
 
イラク 
 
 
ケニア 
 
 
 
日本・ 
フィリピン 
タイ・ 
ミャンマー 

支援対象の事業概要 

ミンドロ島における結核撲滅を目的とした、教育および医療
環境整備に必要な資機材の購入、プロジェクトの運営 
地域の人びとにさまざまな本に触れる機会と場を提供する
ため、図書館の図書購入    
国際協力に関する情報共有や検証を行うため、全国のネッ
トワークNGOが集まり「第3回ネットワークNGO全国会議」
の開催 
カンボジアの伝統的な織物文化の保存と、染織工程のテ
キスト作成にかかる資機材購入、プロジェクト運営 
団体運営の安定をめざした情報共有化および広報の充実
などのためのパソコン購入 
実践的な職業訓練を行える環境整備を目的として、スラム
地区の職業訓練所のミシンを10台増やすための資機材の
購入、および支援協力の拡大のため、子どもたちの作品を
紹介するプロジェクトの運営 
①貧困地域での医療環境の改善をめざし、ベッド用マットお
よび医療用器具を送るための資機材の購入、輸送、プロジ
ェクト運営 
②市民がもっと気軽にチャリティーショップのボランティアスタ
ッフとして国際協力に参加できるよう、バーコードシステム導入 
イラクに送る医薬品や医療機器の購入 
 
 
エイズ予防を目的とし、伝統助産婦、幼稚園教員および基
礎保健トレーニング修了者へエイズ・トレーニング、一般の
住民へエイズ啓発ワークショップを実施するためのプロジェ
クト運営 
ボランティアの育成を目的とした、ワークショップなどの開催 
 
タイでプロジェクトを実施したノウハウを活用し、ミャンマーで
学校寮を運営することを目的とし、情報交換、運営調整の
拠点としてタイ･ミャンマー間にオフィスを設けるための資機
材購入、プロジェクト運営 

030-033/特集JICS座談会  06.1.16 3:40 PM  ページ 39



っかりとした団体です。プノンペンでは
15年ほど前から保育園を運営していま
すが、そこで出す給食が園児の栄養改善
に役立っているかどうかを確かめる調
査にJICSが資金協力したわけです。
調査は、保育園に通って給食を食べて

いる子どもと、通っていない子どもにグ
ループ分けして、それぞれ身長、体重、上
腕部などを測定するというものです。結
果はと言うと、期待に反してほとんど有
意差が見られませんでした。通っていな
い子どもの数値が良かったケースもあ
り、保育園での給食に栄養改善への明確
な貢献は見られなかったということで
す。

その理由はどこにあるのでし
ょうか。

その分析がきちんと行われて
いません。給食の内容が米と野菜、スー
プなどが基本で、一般家庭で食べるもの
とほとんど変わらないためでは、と言っ
ていましたが、確かなことは分からず
じまいです。正直言って、100万円近くの
支援をしたにもかかわらず、非常に寂し
い結果だなというのが実感です。
今回の結果から言えるのは、調査の実

施にあたっては事前の準備や計画、それ
に事後の分析をしっかり行う必要があ
るということです。NGO支援にあたる
JICSも、その点を十分に見極めていく必
要があるでしょう。

渡辺
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同会が10数年支援した保育園の自立
に向けた取り組みが始まっていること
は評価できますが、“おんぶに抱っこ”
式に一度支援を始めると「依存」が起き、
そこから抜け出すのが難しくなるとい
う典型ともいえます。その意味ではNGO
を支援する側にとっても、一番最初の関
わり方が肝心だと思います。

プロジェクトの自立の問題は、
「アジアマインド」の活動についてもい
えることです。すでに触れたように、そ
の活動はあくまでも技術スキルの移転
を中心に据えたものであり、地元でもそ
の活動は高い評価を得ています。バンコ
クやチェンマイなどの聾唖学校を拠点
に、タイ全土の聾唖教育関連施設の職員
らを対象に研修事業なども実施してお
り、タイ教育省特殊教育局は予算措置を
講じ、こうした職員らの出張旅費などを
支援しています。その意味では政府レベ
ルの認知度も高まっているのです。
「アジアマインド」の活動は、東京都

の聾唖学校の先生方ら関係者のボラン
ティア精神に支えられており、スタッフ
は10名くらい。ボランティアベースの会
員や会費を払う会員などは一切いませ
ん。この限られた資源のなかで、いつま
で支援活動を続けていくのか、それはそ
のままプロジェクトの自立の問題につ
ながっていると思います。実は「アジア
マインド」は国際協力機構（JICA）から、

ミャンマーの
聾唖学校の支
援につき要請
を受けており、
JICAのNGO支
援制度を活用
する形で、今年
から協力が開
始される予定
です。その分、
タイに割ける
時間とお金は
ミャンマーに
移るわけで、タ
イを徐々にフ
ェーズアウト

平木

していく計画が必要になっていると思
います。
「地球市民の会かながわ」の活動成

果も目を見張るものがあり、その就学サ
ポートなどにより、メートー村の子弟の
高校進学率は88％にまで高まっていま
す。ただ、基本的には財政支援が活動の
中心となっていることから、現地にはか
なり依存心があるように思われました。
自立するまでの資材提供ということを
目的化し、これから残りどういうプログ
ラムが必要なのか、具体的な検討に入り、
フェーズアウトしていく時期を迎えて
いるのではないでしょうか。

カンボジアで進む
ユニークな活動

タイのプロジェクトは徐々に
広がりを見せているようですね。その一
つの“道具”としてJICSのNGO支援が役
立っているとすれば、私たちも嬉しい限
りです。ところで、平木先生のご報告に
よるとメートー村での高校進学率が
88％に高まったということですが、これ
は「地球市民の会かながわ」の活動に
よるところが大きいのですか。

もちろん、タイ政府による道路
や電気などインフラ整備が進んだこと
も大きいし、教員が8人から15人に拡充
されていることも教育環境の改善につな
がっている。そのほか住民の所得水準の
向上など、トータルな成果が表れてきて
いるのだと思います。そのなかに「地球
市民の会かながわ」の活動もしっかりと
位置づけられているのです。

「幼い難民を考える会」の活
動として、カンボジアのタケオ州で伝統
織物の保存と染織技術の伝承などを目標
としたテキスト作りの活動も視察しまし
た。これまで織物の技術は口伝えで、内戦
などによって伝承が困難になってきてい
ます。そこで、次世代に伝えていくためし
っかりとしたテキストを作成し、研修な
どに活用していこうという事業です。テ
キストに関しては現在、作成途中で現地
の方々からのコメントも反映し、年内に

渡辺
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「地球市民の会かながわ」が支援する少数山岳民族子弟のための学校の寮の様子（タイ・チェンマイ）
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問 わ れ る
「理念」と
「手段」

お二人
の現地視察報告
をお聞かせいた
だき、モノを供
与する時、「費用
対効果」や「現地
への影響」の視
点が非常に大切
であり、私たち
自身、案件の審
査に当たる時、
そういう部分をしっかり見ていく必要
があると痛感しました。最後に今回の現
地視察の結果を踏まえ、JICSのNGO支援
のあり方などにつき、ご意見をお聞かせ
いただければ思います。

プロジェクトや団体の管理費
なども支援しているのがJICSのNGO支
援事業の大きな特徴で、この点について
は多くの団体が高く評価しているとこ
ろです。同じ「100万円」でも、中小NGOに
とっては大きな価値を持っている。一方
で、それが“カンフル剤”的な使い方をさ
れる危険性もあると思います。100万円
あるから、1年は何とかやっていけると
いうのでは支援の趣旨と異なってくる。
その意味で、団体の運営費を2年、3年と
続けて支援するのは適切でないし、運営
費だけを支援することにも慎重さが必
要でしょう。
また、中古のベッド用マットの供与に

ついて先ほど報告しましたが、モノを送
ることについては是々非々でしっかり
審査していく姿勢が大事だと思います。
国内で使わなくなったから海外に送る
という安易な発想は考えものです。「処
分先」を途上国に求めているという批判
もあります。本来、リサイクルは国内で
やるべきで、そこで得られた資金を途上
国支援に使うという方法が望ましいと
考えています。
JICSの特徴、その専門性を踏まえると、
現地での調達が非常に難しいもので、通

渡辺
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関手続きなどの点でJICSが支援できる
ものに限っていくべきではないでしょ
うか。

JICSの支援は、対象NGOの活動
のごく一部を担っているに過ぎません。
それ故にこそ、NGO側から評価を得られ
る支援にすべきです。その意味で前払い
も出来る運営費の提供は多くのNGOか
ら喜ばれており、「地球市民の会かなが
わ」の関係者はミャンマーに対する「虹
の架け橋計画」は、JICSの運営費にかかわ
る支援がなければ出来なかった、と高く
評価しています。
今後のNGO支援事業については、「理

念」と「手段」を明確に、しっかりと持っ
た団体を見極めていくことが重要です。
手段とは「技術」であり、物品の供与は副
次的なものです。理念とは「社会的弱者
支援」を活動目標に掲げ、社会的弱者に
支援ターゲットを絞り込んでいるとい
うこと。審査では、こうした点を重点的
に見ていくべきでしょう。
もう一つはNGO活動を通して、JICSの
存在をもっと知ってもらう努力が必要
だと思います。JICSが支援した資機材な
り施設には、NGOが主催し、JICSが後援
している旨を明示したラベルを必ず貼
るようにし、その存在や機能を現地の人
に認知してもらうことが大切です。こう
した広報への取り組みはJICS事業全体
にとっても重要になるのではと思いま
した。

平木

は完成予定です。女性の自立や貧困層の
生計向上につながる活動でもあり、有意
義な事業だと思います。
バッタンバン州では、「インターバン

ド」という団体が除隊兵士、なかでも障
害をもった兵士とその家族を支援する
活動を展開しています。具体的には1家
族当たり月20ドル、それを6カ月間計120
ドルの自立・自活資金を提供していく
もので、これまで21家族を支援していま
す。資金の提供を受けた家族は、それを
元手に野菜作りや養豚、畜産、自動車修
理などさまざまな商いに取り組んでい
ます。地雷で片足を失った除隊兵士がガ
ソリンの商いなどで一家を支えている
姿も見ました。「インターバンド」では7
割方は順調に進んでいると言っていま
すが、詳しく調査する時間がなかったた
め確認できませんでした。ただ、障害を
もった除隊兵士の社会復帰はカンボジ
アで非常に重要な事業であり、意義のあ
る活動といえるでしょう。
現在は「贈与」ですが、「インターバン

ド」では「回転資金」に切り替えたいと
言っています。そうなると回収業務にと
どまらず、サポートのために多くの人手
と手間がかかります。意欲は分かります
が、むやみに事業を展開・拡大すること
には疑問を感じざるを得ません。
最後にシェムリアップ州で「途上国の

精神保健を考えるネットワーク」の活動
を見ました。この団体は日本国内の医師
たちがつくった組織で、精神病者の家庭
を訪問し、精神的なケアを提供していま
す。カンボジアは内戦やポルポト治下の
大虐殺があり、国民の多くはきわめて強
い精神的ストレスに見舞われました。政
府もそこまで手が回らないなかで、非常
に重要な活動だと思います。
今回は、天候や時間の都合で家庭まで

訪問してその活動を見ることはできま
せんでしたが、シェムリアップ州立病院
から病院の敷地内で精神病者のケア活
動を行って欲しいという要請が来てい
るとのことで、その活動は現地でも評価
されているという印象を持ちました。
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「セカンドハンド」の支援で送られた中古マットは、ベッドだけではなく、床に敷く形でも使わ
れている（カンボジア・プノンペン市立病院）
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