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ちょうど去年の１０月１日に新ＪＩＣＡが

発足をいたしまして、それから数えてきょうで

２３７日目だそうでございます。昨年、５月に

お話しする機会をいただきまして、そのときは、

この統合への抱負やＴＩＣＡＤⅣ等について

の成果、その後の計画等々を中心にご報告をさ

せていただいた、と記憶しております。 
きょうは、最近のＪＩＣＡの状況、統合の結

果がどういうふうに期待されているのか。そし

て途上国の情勢等についてもお話しさせてい

ただきたいと考えております。 
 
国際社会からも大きな期待 

 

１０月１日に技術協力、無償資金協力、有償

資金協力の３スキームを持った新しいＪＩＣ

Ａが成立いたしました。その後すぐワシントン

に出張いたしました。世銀・ＩＭＦの年次総会

がそのとき開かれまして、世銀からは、ＪＩＣ

Ａとの共同セミナーをしてもいい。どういうこ

とになるのか、ぜひ広く話してほしいというご

招待をいただいたわけです。 
非常に大事な場でございましたので、私とし

てはかなり緊張して、世銀のゼーリック総裁と

共同で新ＪＩＣＡの役割、ビジョン等について、

お話をする機会をいただきました。ゼーリック

総裁は、わざわざ日本語で「アタラシイジャイ

カ」とおっしゃったんですね。（笑）そこまで

日本語が浸透したのかと思ったんですが。 
ともかく、やはり世銀としては、ＪＩＣＡに

対する期待というものをかなり持っておられ

る。いろいろな援助機関が世界にはございます

が、統合されたＪＩＣＡは、バイの援助機関と

しては、ほとんど最大のスケールを持った機関

になるわけです。そしてまた、日本において新

しい援助機関というものができたことに対し

て、どういうことが一緒にできるのかという期

待を持っておられました。 
世銀だけではなくて、各地域にある地域開発

機関、アジア開発銀行、ラテンアメリカ、ヨー

ロッパ等々にございます地域援助機関、それか

らバイの機関からも、新ＪＩＣＡが何をするの

かということについては注目いただいたと思

うのです。新たにできたということで、世界中

の援助機関の大きな関心の対象になった。そう

いうことで、私としても大変な緊張をもって世

銀・ＩＭＦの総会に行ったわけです。 
いろいろな形の技術援助等々のほかに、復興

支援等々を含む開発援助、こういうことをもっ

と手がけていきたいし、そうする傾向をＪＩＣ

Ａとして持ち始めておりました。そういうこと

から世銀との協力、連携というものについても

新しいことをつくり出していける、というふう

に考えて出かけて行ったわけでございます。 
そして現在、アフリカ地域、中央アジア、コ

ーカサス等におきましても、地域の援助機関、

世銀などと、運輸、交通のインフラ等の整備、

その他いろんな分野で、人々を対象とした社会

開発ということも重要視しながら、連携を進め

てきております。 
世銀では、国連でも同じことが起こっている

のですが、いまあるいろいろな国際的な組織と

いうものが、新しい時代に十分対応できる機能

になっているかどうか、というような検討を進

めております。国連では数年前に、当時の事務

総長だったコフィー・アナンさんが安全保障の

面における国連の改革というものを企画しま

した。私もその委員に加えられました。そのと

き随分安保理の改革が日本では注目されたと

思うのですが、いまＩＭＦも世銀も、新しい時

代に呼応した組織を模索しております。マネジ

メントの改革ということを検討しておられま

す。そういう関連で新しいＪＩＣＡを代表する

私が、メキシコの元大統領を委員長とする世銀

の改革委員会の委員にまで入れられておりま

す。私としては本当に四苦八苦しているという

のが正直なところでございます。 
 
三位一体で効果的な援助 

 
このように新ＪＩＣＡは国際的な注目を受

けているわけです。やはり一番大事なことは、

円借款、無償資金協力、技術協力の三位一体で、

どういう形で効果のある援助ができるかです。

効果というのは出したお金ではかるべきじゃ
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ないと思うんですね。どういう形でそれが使わ

れて、開発途上国の現場において、人々の、社

会の、あるいは政府の協力というものの強化に

つながっていくか。そこではかられるべきもの

でございます。それをはかるのは極めて難しい

というのが現実ではあります。が、援助の効果

のはかり方についてのいろんな議論もかなり

盛んに行われているわけです。 
ＪＩＣＡとしては、そういうような理論的な

ことも追求していかなければならないのです

が、ともかくやれるだけのことはやりたいとい

うことで、いろんな試みがございました。ＴＩ

ＣＡＤを覚えていただいていると思いますが、

従来、アジアを中心として展開していた日本の

開発援助を大きくアフリカへ広げました。アフ

リカ諸国からも評価され、期待も一段と大きく

なっているという現実がございます。 
特にＪＩＣＡ自体でいえば、円借款、無償資

金協力、技術協力という３つの違ったものを、

どういう形で本当に統合させて効果を出して

いくのかが問題です。 
これは難しい大きなチャレンジではありま

した。つい先週、統合後の最初の在外事務所長

会議が開かれました。６３名の在外の事務所長

が集まってまいりました。すでにいくつかの大

きい事務所、例えばインドだとか、ベトナムで

あるとか、インドネシアの事務所では、統合の

前から円借款と技術協力というものを統合さ

せた、一体化させたいろいろなプログラムをつ

くってきていたのです。 
今回、新しくなった事務所長会議で、私にと

ってもかなり意外で、うれしい報告を聞くこと

ができました。それは、新しく円借款というス

キームをＪＩＣＡとして所管するようになっ

たために、小さなオフィスでも、自分たちがい

ろいろつくっていく。開発していく。試みてい

く。いろんなプログラムというものの幅が広が

り、やりがいがある仕事ができそうだ、という

話だったわけでございます。 
比較的小さな事務所でも新しいチャレンジ

ができるんだなということがわかったことは、

私としては大変心強く思ったわけでございま

す。これを本当の成果につなげていくのは、も

ちろんなかなか大変なんです。例えばモンゴル

とか、ウズベキスタンとか、チュニジアである

とか、フィジーであるとか、ウガンダとか、こ

ういうところは決して援助量が非常に大きい

ところでもなければ、オフィスが大きいところ

でもありません。が、そういうところの事務所

の所長たちが相手国の政府とも協議して、何と

かして円借款と技術協力、あるいはボランティ

ア事業というようなものをパッケージとして

組み立てていく、というような努力を始めてお

ります。 
 
ダイナミックでインクルーシブな開発 

 
きのう千秋楽があったから申しあげるので

はないんですが、モンゴルの話になります。昨

今の金融危機によって財政が非常に厳しくな

っているわけです。いろいろな途上国で財政が

厳しくなっています。モンゴルは、決して大き

な事業をしているところではありません。それ

でもプログラムローンというようなものを考

えて計画しております。そして、円借款による

財政支援という試みが始まっております。 
その支援の条件として、特に私どもＪＩＣＡ

が強くお願いしているのは、モンゴル政府が社

会セクターの政策の改革をもっとやることで

す。例えば教育にしましても、あるいは栄養が

十分じゃない子供たちの割合であるとか、医療、

教育等々、人々にまで行き届くような社会セク

ターの改革、あるいは集中というものを強くお

願いしているわけです。そして、その改革が確

実で、しかも効果的に出てくるように、ＪＩＣ

Ａのセクターローンを出そうという計画をし

ているわけです。 
そして教育分野では技術協力、あるいはボラ

ンティア事業でモンゴルを支援しました。これ

は金融危機のもとでは一番大事なことです。つ

まり財政支援と社会的な安全弁というんです

か、ソーシャル・セーフティネット等をどうや

って確保していくのか。そういうことの生きた

素材としてモンゴル支援などが考えられ始め

ているわけです。 
１９９７年のアジア金融危機からのレッス
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ンで、ソーシャル・セーフティネットというも

のをどうやって確保していくかということが

あったわけです。当時の小渕首相は、「人間の

安全保障」というものをそういう観点から提唱

された、というふうに私は承知しているわけで

す。ですから、いま、財政金融危機の下で一番

大事なことは、ソーシャル・セーフティネット

を確立させ、満遍なく広げていくということで

す。新しく社会部門にかなり集中した援助のい

ろんなプログラムを、いまもＪＩＣＡでは考案

しております。 
大きなところ、例えばインドネシアは大きな

財政支援の対象となっている国でございます。

農業や工業という従来の枠を超えた、気候変動

対策プログラムをここでは立ち上げておりま

す。３００億円の財政支援を実施しまして、政

策策定、政策をつくっていく能力というものも

技術協力で支援しているわけです。 
ベトナムでも今度、気候変動対策というよう

なことを、この円借款で考えたいということで、

つい先週来られましたズン首相からもそうい

うご相談があったわけです。 
アフリカではどこまで円借款が使われるか

どうかと思っていました。例えばモザンビーク

からマラウイ、ザンビアにまたがる国際道路、

これはナカラ国際回廊と呼ばれております。そ

こを整備するためにＪＩＣＡが技術協力を通

して調査を実施し、アフリカ開発銀行と協調融

資をすることをいま検討しています。 
ですから、対象として地域の活性化。そのた

めにいろんな手段が使えるということ、これが

新しいＪＩＣＡの一つのチャレンジでもあり

ました。また、せっかくいただいたチャンスと

して、私どもがこれを十分に活用していかなけ

ればならない、と考えているわけです。 
いまのような地域の道路というものを、ハイ

ウエーを通して国際回廊などに整備するに当

たって、一番考えなければならないのは、対象

地域の経済をより活性化することです。つまり、

道路沿いのまち、日本では「道の駅」と呼ばれ

ているように、駅の周りにいろんな商店ができ

て、いろいろ活性化される。そういうようなも

のも、ある程度アフリカを総合的にみながら、

方々で道の駅づくりというようなものに始ま

る社会開発も考えていかなければならない。こ

れが、私どもがテーマにしますダイナミックで

インクルーシブな開発――インクルーシブと

いうのは、人々、社会、コミュニティー、そう

いうものを十分視野に入れた開発という意味

で――これが新ＪＩＣＡの大きなチャレンジ

だというふうに考えております。 
 
アフガン平和復興へのチャレンジ 

 
もう一つのチャレンジは、平和構築、平和復

興へのチャレンジです。目の前にアフガニスタ

ンに対する支援等があるわけでございます。皆

さんご記憶のとおり、２００２年１月にアフガ

ニスタン復興支援国際会議を東京で開きまし

た。アフガニスタンの復興をテーマにした最初

の会議だったわけです。 
ＪＩＣＡとしては２００２年の復興支援会

議以後、アフガニスタン国内におきまして、農

業、保健、教育、コミュニティー開発に努めて

きました。それからアメリカ、ＥＵ、サウジア

ラビア等も協力した循環道路等々の復興につ

いても、日本もかなり努力をしてまいりました。

そういう社会経済開発を通した復興支援の額

としては、コミットメントベースでは２０億ド

ル。すでに実施したものが１７．８億ドルです

から、２，０００億円ないし１，８００億円。

支援国の中で２番目か３番目のスケールを保

っているわけです。 
そのアフガニスタンへの援助というものも、

ここのところ、タリバンの浸透が強くなって、

安全の面では非常に苦労しながら続けている。

ですが、２００９年１月のオバマ政権の誕生に

よって、アフガニスタンは新たな注目の対象に

なった。そしてまた、オバマ政権は、Defense、
Diplomacy、Development の三本柱を立てら

れて復興援助を重要視し始めている、というこ

とも聞いておりました。それで対米協力を進め

るにあたって、一度日本のアフガニスタン支援

というものをきちっと、アメリカの政策を立て

ている方々の頭に入れていただきたい、という

ようなこともございまして、私、３月に総理特
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使としてワシントンに参ったわけです。 
幸いなことにアフガニスタン・パキスタン特

別代表として任命されたリチャード・ホルブル

ックさんは、私が国連難民高等弁務官時代にも

さんざんバルカンでともに闘い、苦労した仲間

でもございました。そういう方がちらほらおら

れるものですから、やはりきちっと説明を聞い

ていただけるということもあって、特使という

形で訪米したわけです。そしてＪＩＣＡのアフ

ガニスタン援助のあり方、難点、どうやって広

げていこうと思っているか、というようなこと

を十分説明するチャンスがあったわけでござ

います。 
そういうふうに、ともに仕事をした信頼でき

る友人が何人かおられるものですから、この機

会に日本がやっていること、やれることという

ものをきちっとした形で説明したい。そして地

道な、積み上げた実績というものが国際的に評

価されるように、私としては希望しているし、

そういうような評価をされる素地はあると思

っております。 
オバマ政権側の、ホルブルックさん等を通し

ての対応というのは、こんなことでした。アメ

リカとしては、すべての自分たちのパートナー

の国々が、最も得意とする分野で大きく貢献し

てほしいんだ、というようなことを繰り返しい

っておられました。 
もちろん、こういうふうに治安が悪いところ

で仕事をするのは大変な苦労があるのです。苦

労だけではなくて、私としても大変大きな心配

をいつも抱えております。したがって、安全対

策のうえでは通常よりは大きいコストがかか

ります。 
現在、ＪＩＣＡでは、アフガニスタン内に５

０～７０名、平均すれば６０名くらいですが、

そのぐらいの職員と専門家が働いております。

その人たちが働くために、２７台の防弾車を持

っております。これは大変なことなのですが、

移動のときが一番心配なわけです。同じ道を同

じ時間に通らないというようなことは、安全対

策では最も初歩的なことです。けれども、やは

り広く動くためにはどうしても安全対策が必

要だし、配車にも安全の対応にもみんな苦労し

ております。 
復興支援そのものにコストがかかることは

十分承知しております。１つ計画しております

のは、農業において特に大きな貢献ができると

考えております。アメリカ側からも、それを非

常に期待するというような話も出ております。 
東部のジャララバードに前から持っていた

農業試験場で水稲の栽培等の実験をずうっと

しております。そしてそこにはアフガニスタン

の農業省のほうからもいろんな人が研究にも

来ております。かなりの成果があるので、それ

をどうやってもっと面的に広げられるのかと

いうようなことを考えています。北部のほうに

面的にもっと展開できないかと思っているわ

けです。有力な農業が面的に展開するというこ

とは、アフガンの人々の収入増になるわけです。

収入が多く入れば、タリバン等の浸透を、ある

意味では間接的ながら防げることもあるわけ

です。このように点であるいろんな支援を、面

的にどうやって広げていくか、というような工

夫もしております。 
いま大きなものとしては、首都・カブールの

大首都圏構想というものがあります。すでに調

査段階を終えて、これからいろいろ実行に移さ

なければならない。 
これはアフガン政府も閣議で承認しており

ます。いまカブールにはたくさんの人が集中し

て４００万人以上いるために、非常に混雑して

おり、水が足りない、排水がうまくいかないな

どの問題をたくさん抱えています。都市構想も

必要だということで、こういうことも、いまの

ような苦労はしながらですが、大変大事な仕事

を続けているわけです。 

 
復興の現場を取材してほしい 

 
そして、皆さんにこんなことを申しあげては

怒られるのかもしれないんですけれども、こう

いうことをもっと取材していただきたいと思

うのです。危険な地域は、記者の方は「自分た

ちは行きたいけれども、なかなか出してもらえ

ない」とよくおっしゃるので、こんなことをい
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っていいかどうかですが。私どもとしてはあら

ゆることに便宜をはかり、そして安全等の配慮

についてもアドバイスをさせていただきます。

ですから、世界にあるいろんな紛争、あるいは

復興、平和構築等々の場面を取材していただき

たい。日本人がかなりやっているのですから。

それから、世界のほかの国がやっている努力等

についても十分に取材していただきたい。 
この会場に広報室の力石室長がおりますが、

アフガニスタンへのプレスツアーを計画して

います。アフガニスタンだけではないのです。

あの地域は、パキスタンも国内避難民が２００

万という状況になっているのです。そしてまた、

スリランカ。中東ではガザでもああいう状況に

なっている。ＪＩＣＡのパレスチナ事務所の職

員も十分動けないのです。できないことがたく

さんあるのです。できないけれども、しなけれ

ばならない平和構築の事業というのは世界に

たくさんある。 
まあ、世界第二の経済大国で、能力もあり、

それから知力もある、科学技術で繁栄している

日本に期待されていることがやはり大きいん

だということだけはお伝えしたい。 
いまアフガニスタン、パキスタンのお話をし

たのですが、そのほか周辺地域、スリランカ、

ネパール等々でも、いろんな問題が起こってお

ります。その辺の支援を私どもも努力いたしま

すが、皆さん方にもぜひ応援していただきたい

というふうにお願いするわけです。 
 
ＪＩＣＡ研究所を新設 

 
もう少し中長期のお話をいたしますと、統合

に当たってＪＩＣＡは研究所を新設いたしま

した。これを「ＪＩＣＡ開発研究所」にすべき

か、「ＪＩＣＡ研究所」にすべきか、いろんな

議論がございました。最終的に「ＪＩＣＡ研究

所」になりました。広範な開発につながる、あ

るいはつながらないけれども大事な研究アイ

テムというようなものを対象にしようという

ことです。現在、研究のテーマとして「平和と

開発」「成長と貧困削減」「環境と開発/気候変

動」「援助戦略」と４つの重点領域を定めて、

研究者も募集しております。広く研究を通して

の国際的な貢献、そしてＪＩＣＡ事業へのいろ

いろな示唆を得たいと思っております。 
「平和と開発」ということに関係してこんな

話もありました。昨年のケニアにおける選挙後

の暴動、そして紛争については皆さんも大きな

関心を持って報道していただいたと思います。

あの暴動の後、去年の６月にダボス会議の関係

で、ケープタウンに参りました。そのときに、

ケニアの首相になられたオディンガさんが「１

つ頼みがある」といきなりおっしゃいました。

ＪＩＣＡの客員専門員をしておられて、神戸大

学教授をしていらっしゃる日野先生をぜひ自

分のアドバイザーに欲しいと申し込まれたの

です。こういうことはめったにないものです。

私としても非常に恐縮もしましたし、驚きもし

ました。ですが、実はこの方は、かつてＩＭＦ

の東アフリカ担当で、非常にケニアで活躍され、

信頼されている方だということがわかったわ

けです。 
その後、ＪＩＣＡの中でもいろいろ相談しま

して、この方に行っていただくことになったの

です。要するに対立と和解というか「平和と開

発」という大きなテーマも研究所のほうでは対

応しております。生きた経験を含めた、アフリ

カにおける民族あるいは部族の多様性と経済

の不確定性、不安定性というテーマを設けまし

た。日野先生には現場にも行っていただき、私

どもの研究の支援もしていただいています。 
こういうような新しいＪＩＣＡならではの

ネットワーク、あるいは研究テーマ、そしてそ

の追求ということも始めておりますので、皆様

方にも期待していただきたい。私どもとしては

期待にこたえられるだけの努力はしていくつ

もりでございます。 
途上国の開発、課題の解決には、経済だけは

済まないところがたくさんございます。やはり

政治も大切だと思いますし、歴史、社会等への

認識も必要です。世銀のゼーリック総裁は、

“political economy”とおっしゃっていました。

そういうものを頭に入れながらの援助のいろ

んなプログラムづくり。そしてそれを実施して

いくための、かなり度胸のある、力の強い職員
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の養成とその職員の配置というものを、私ども

は考えていかなければならないと思っており

ます。 
 
繁栄の孤島から繁栄の世界へ 

 

新ＪＩＣＡの発足の前から――さっき統合

してから２３７日と申しあげたのですが――

かなり挑戦に対応するために頑張っておりま

す。とにかく人も物もお金、特に情報が国境を

越えてどんどん流れる時代、動く時代です。そ

れは経済成長をもたらすこともあるのですが、

同時に感染症――今回の swine influenzaがま

さにいい例ですが、感染症、環境汚染、国際犯

罪、テロ等々、みんな国境を越えてどんどん動

く時代になるわけです。そして、新しい種類の

脅威もある。一言でいえば、みんな脅威にさら

されるという意味でも相互依存の時代でもあ

るわけです。 
そういう時代にどうやって対応していくの

か。一言で申しますと、すべての国々は相互依

存度が高いので、もはや「繁栄の孤島というも

のにはなれない」ということです。かつて外か

ら日本もいわれたことがあるのですが、それは

もう身にしみているだろうと思うのです。 
それでは、繁栄の孤島がだめなら、どういう

ふうに繁栄の世界をつくっていくのか、という

のが私たちの一つのチャレンジだと思うので

す。前にも「人間の安全保障」というような概

念についてお話し申しあげたことがあると思

います。「人間」を視野に入れ、相互依存の世

界の中で、どういう役割を果たしていくのか。

それを直接相手の国や人々に届ける役割をい

ただいているＪＩＣＡとしては、ともかく

Bigger だけじゃなくて、世界づくりの Better
な組織になるということを、みんな決心してい

ると思うのです。 
大げさに聞こえるかもわかりませんが、一国

平和主義はもはや世界では通用しないという

ことが、私が、日々持つ実感でございます。で

すから、どんなことがいま起こっているのか。

どこでどんな人々が苦しんでいるのか。そして

どういうところに余力があるのか。こうしたこ

とをしっかりととらえ活動して行きたい。そし

て、それを広く日本の方に伝えてくださる皆様

に一層のご尽力とご協力をお願いするわけで

ございます。ありがとうございました。（拍手） 
 

質疑応答 

 

司会・宇治敏彦副理事長 緒方さん、どうも

ありがとうございました。私どもジャーナリズ

ムへの要請も含め、示唆に富んだお話だったと

思います。 
それでは、まず代表質問、その後会場からの

自由質問にします。 
 
質問 坂東賢治企画委員（毎日新聞外信部

長） いまのお話にあったように効率性とか目

標とか、いろいろ新しい戦略を打ち出していら

っしゃるということなんですが、日本もバブル

以降、国際貢献に対する関心が薄れているのか。

ＯＤＡの総額という面でみれば、気がつくと世

界で５位ぐらいになっている。そういう現状を

新しいＪＩＣＡのトップとしての立場からみ

てどう評価されるのか。また今後、日本はどう

した国家目標を置いていくべきとお考えなの

か。 

 

緒方理事長 ＯＤＡにつきましては、私がＪ

ＩＣＡに参ります前は、本当に右肩上がりで予

算がふえていった時代がずうっと続いていた、

というふうに承知しております。私が参りまし

てからは、悪い人が来ちゃったせいか、毎年減

らされてきているわけでございます。これは行

政改革の影響があるということは重々承知し

ておりますが、ＯＤＡは総額的にも減っており

ます。経済では第２位の大国なんですが、ＯＤ

Ａのほうでは５位だと思います。 

それでいいんでしょうかということで、かな

りいろいろ政治家の方々、それから政府等にお

願いしております。今回ＪＩＣＡとしては、事

業の総額というものは、円借款が入ったために

かなりふえてはおります。ですが、援助の国際

的な基準ではこの円借款は、返済を受けた分が
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実績から差し引かれるんです。そうしますと、

まさにおっしゃったように５位なのです。 

多少そういうことは考えてくださり始めて

います。今回は微増ではございますが、ＪＩＣ

Ａの運営費交付金は９年ぶりで 1.3％上がり

ました。無償資金協力のほうでも 1.3％増です。

有償資金協力のほうも８，２００億円と、事業

規模はふえている。 

やはりＯＤＡというものが大事で、これが一

つ日本の国是だということは、政界等において

も理解していただき始めているのではないか、

という感じがいたします。 

ＪＩＣＡ全体の事業規模はということにな

れば、全部のスキームを入れますと１兆１，０

００億円なんです。ですけど、円借款、有償資

金の返済分を取り除きますと、やはり５位にな

る。こういうことなのです。 

 

坂東委員 それでいいのでしょうか。 

 

緒方理事長 それではだめなんです。 

 

坂東委員 じゃあ、例えばＧＤＰの何％とか、

そういう目標をつくるべきでしょうか。 

 

緒方理事長 国際的にはＯＤＡの対ＧＮＩ

比 0.7％達成という目標があるんですが、そこ

には、アメリカや日本のような国でもいかない

んです。それでもやっぱり５位ではまずいと思

います。１位はちょっと無理で、２位も難しけ

れば、せめて３位ぐらいを目標にしてもらいた

い。ＯＤＡ以外に、もちろん科学技術の進歩で

あるとか、それから環境であるとか、新しいパ

ブリックグッズは出てきています。そういうと

ころに注意を払いながらも、開発途上国への支

援というものは、世界へ向けた大きなメッセー

ジにはなり続けると思います。 

 

坂東委員 アフガン、パキスタンの情勢は、

オバマ政権発足後も危機の様相を強めている

と思います。援助であるとか、オバマ政権のあ

る種の政策調整というのも、少し時間がかかる

かもしれませんけど、援助をする側からみて、

アフガン情勢をどういうふうにみていらっし

ゃるのか。タリバンの浸透が進む中で、日本が

いまやっているものを見直したりする必要と

いうのはないんでしょうか。 

 

面的展開がむずかしいアフガン援助 

 

緒方理事長 いま日本のやっていることは

教育にしましても、医療にしても、あるいは農

業試験場でも、どちらかというと点なんですね。

その点的なものをどういう形で面的に展開す

るかというのが一つの課題です。通常、面的展

開というのは非常に大事なことなんですが、治

安が悪くなって、さらに面的展開が難しくなっ

てきている。 

じゃ、治安はどうして悪いかといいますと、

問題はアフガニスタンとパキスタンの間の北

部辺境地域です。もともとたくさんの難民が流

出していた。私が難民高等弁務官の時の、アフ

ガニスタンからの難民の総数は６００万だっ

たんです。世界で一番大きくて、それがパキス

タンとイランにいたわけです。当時、両方の国

のお世話になったので、私も何回もイラン、パ

キスタンへ参りました。 

そして、アフガニスタンにソ連が出て、その

後タリバンが入ってきた。そのタリバンをある

程度抑えてから、そこへ難民がたくさん帰った

のです。私のように長い間アフガニスタンをみ

ていると、随分進歩したと思うんですよ。大変

な進歩がたくさんみられるんです。道路にしま

しても、それから教育にしましても、いろんな

町にしましても進歩はたくさんあるんです。 

それから、ちゃんとしたロヤ・ジルガ、最初

の大統領選挙もありましたし、今回再び選挙が

あるわけです。一応進んでいるんですが、その

進歩が、全部の人々が安全を楽しめるほど進ん

でいるかというと、そうではない。 

じゃ、一番大きな脅威はどこから来るかとい

うと、タリバンからなのです。アフガニスタン

とパキスタンの間の北部辺境地域は、パキスタ

ン系のタリバンの人もたくさんいて、かつての
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アフガン系のタリバンの人もそこに集まって

いて、そこから広まっていくわけですね。 

そのタリバンの影響力の広まり方が、アフガ

ニスタンにおける復興がどんどん人々を喜ば

せるところまでになるのを阻止しているよう

な状態です。国際的なＩＳＡＦという、国連安

保理の任命で出ている軍と、アメリカ軍等が直

にその地域をやっているんですが、それが十分

に機能できない。 

アフガニスタンにも８万３，０００人の国軍

はできたんです。かつてのいろいろな地域の軍

閥の人たちが持っていた軍を解体する作業は、

日本が国連と一緒に受け持って一応終えたん

です。ところが、解体した人たちがまだ武装解

除まではしていなくて、この地域のいろんなリ

ーダーのもとにいる。非公式な軍の解体という

事業は、日本がいまもリーダーでやっているん

ですが、これはなかなか進まない。というのは、

部族社会で地域の土着の長の人たちの支配力

が強いですから、近代国家のように中央政府が

管理する世界と違う。ですから、浸透していく

のにどうしても時間がかかる。 

そういうことの中で、麻薬という非常にアト

ラクティブな、収入が高いものの収穫が広がっ

ている。世界で最もたくさんの麻薬が生産され

ているのではないかと思うんです。そうしたと

ころから来るいろいろなお金のために、中央政

府の統治がしっかりしてこない。あるいは中央

政府の人たちの出先の中にもかなり汚職があ

る。というようなことで、政治のあり方につい

ても問題がある。タリバンが浸透してくるとい

う中で、アフガニスタンをどういう形できちっ

とした、安定した社会に持っていくかというの

が大きな安全保障の課題になっている。 

イラクでは、かなりイラク政府のほうに権限

が移されるようになってきた。そこで、アメリ

カとしては、北部辺境地域のどこかにアルカイ

ダ等の人たちもいるということもあって、安全

のためにアフガニスタンのほうを注視しだす

というような政策になってきたのだと思うん

です。 

 

坂東委員 パキスタン協会のラーマン・ハビ

ブウルさんからカードで質問がきていいます。

ＪＩＣＡのパキスタン支援の予定を話してほ

しいとのことです。 

 

緒方理事長 私、ちょっと細かい数字までは

持っておりませんが、パキスタンにおいても南

北貫通道路というのかな、非常に立派な道路も

できています。かなりインフラはやってきてお

ります。それから、北部辺境地域にもＪＩＣＡ

がつくった学校が２０校ぐらいあるんです。そ

ういう形で、開発のおくれた国という形でとら

えて、開発援助はずうっと進めてきているんで

すね。 

いまパキスタン政府は、タリバン等の分子の

追放に軍事的な力を行使し始めていて、約２０

０万の国内難民というものが出てきている。私

が国連難民高等弁務官だった時代にまた戻っ

たようなものです。 

ですけど、やはりパキスタンのようにきちっ

とした政府のある国は、自分の力である程度国

内の状況を改善しなきゃならない。それに対し

て支援できるものは、国際的に十分に支援をし

ていく。もちろん、パキスタンもアメリカ軍に

「来てくれ」などということはおっしゃってな

いと思いますよ。自分でなさる。ただ、人道的

な支援、そしてそれにつながるいろいろな治安

については、国際的にできることはやるという

ことになるんだろうと思うんです。 

ＪＩＣＡとしては、いままでの開発支援は続

けられるところは続けると思いますが、ペシャ

ワール等においては、そう人を置いておけない

かもしれない。そうすると、しばらくはできる

ところに集中するということになるかもしれ

ない。 

実はこの間、パキスタン支援のための会議を

東京でやりました。その会議は、世銀と日本が

中心になったパキスタン支援国会合、それから

Friends of Pakistan の閣僚会合でした。そう

した会議は、日本がパキスタンの安定、そして

発展というものを非常に重要視しているとい

う一つのあかしだったのだろうと思うんです。 

１０億ドルでしょうか。非常にたくさんのプ

レッジ額を日本も出したんです。そのときにア
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メリカといろいろな話し合いもありました。私

が仄聞しているところでは、パキスタンに対し

ては、人々を対象にした人道的な支援であると

か開発支援というよりは、パキスタンにおいて

仕事がなくなり、その村に住んでいられないよ

うな人たちが、タリバンのほうに向かわないよ

うにするためには、やはり民生の支援というも

のが大事だろうということだったようです。Ｊ

ＩＣＡもその一端を担うわけですが、北部辺境

地域ではちょっと事業はできないんじゃない

かと思います。 

 

司会 それでは、会場から直接質問を受けた

いと思います。質問がおありの方は挙手をして

ください。 

 

質問 非常に大切なことを日本を代表して

やっておられるということに感激するんです

が、四苦八苦されているとおっしゃるように、

緒方さんにあまりにも責任が集中し過ぎてい

るように思います。 

これから日本が、国際的な活動を強めていく

には、国際社会でそのようなことを日本として

リードできるような人材を育成することが必

要だと思うんです。緒方さんも外国でご活躍さ

れて、そして日本に戻られている。そういうよ

うな形で、日本から後継者がなかなか育ってい

ないというところに問題があると思います。ど

うして日本から国際舞台に出るような人が育

たないのでしょうか。それはどこに問題がある

と思いますか。 

そして、緒方さんの次の方というのは、どう

いうような能力を持って、どのような経歴を踏

まえるということが必要なのか。そうした日本

の国際社会におけるリーダーのキャパシティ

ー・ビルディングについてうかがいたいと思い

ます。 

 

国際化の中で育つ人材に期待 

 

緒方理事長 いまの第２問、私の後はどんな

人がいいかなんていうことは、私の考えること

じゃないと思いますし、考えてもおりません。 

ただ、たくさんの方が国際的に働いているこ

とは事実なんですね。私も難民高等弁務官にな

りましたときに、まさかあんなに戦乱地を歩く

とは思っていかなかったんです。「出張なんか

しょっちゅうするの嫌ですけども」といったら、

「前任者の方も大体ジュネーブにいたから大

丈夫でしょう」ということで行ったんです。

（笑） 

ただ、時代が変わって、冷戦から国内紛争の

時代になった。たまたま私が責任を持っていた

国連難民高等弁務官事務所が、かつてないほど

難民、避難民の対応をしなきゃならなかったと

いう、そういう偶然からそういうような経験を

積んだのです。 

何の経験かというと、やっぱり人と物を動か

すことですね。それは大きな経験だったと思い

ます。ずうっと大学にいたら、経験しなかった

ことだろうとは思っております。 

ただ、それでは、どういうふうに世界が変わ

ってきたのか。最後にもちょっと申しあげたよ

うに、物も人もお金も情報もみんな流れる時代

に、前と同じではだめなんだ、という感じを非

常に持つようになったわけです。 

いまも国際機関には若い方々がいらっしゃ

るんです。しかし、５～６年前にその当時の事

務総長だったコフィー・アナンさんが日本に来

たとき、日本からもっと日本人をとってほしい

という強い要望が出た。彼は「それは十分分っ

ている。だけれども、国連には非常に優秀な日

本人の若い人たちが来ている。もっとも、最後

までずうっといるのは女性ですよ。男性はみん

な中途で帰ってしまう」ということをいわれま

した。やっぱり男性のほうが日本の社会では出

世の可能性が高く、楽なんですね。女性は帰っ

てこないから国際的に動いている、ということ

はいえるかもしれない。 

ただ、それも少しずつは変わってきていると

いうのが私の実感です。ＪＩＣＡの例をとりま

すと、まだトップのほうにまではならないんで

すけど、やっぱり均等法が通ってから、かなり

女性の方たちが応募してこられる。一昨年は、

ＪＩＣＡの新しい職員３７～３８名のうち半
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分が女性だったのです。それから協力隊も半分

以上が女性です。 

日本では、男性のほうが楽なんじゃないです

か。しかし、いまのような就職状況、勤務状況

になると、男女とも大変になるから、かえって

よくなるかもしれません。けれども、やっぱり

日本は楽なんです。同じ言葉で、同じ文化で、

そういう錯覚で皆さん暮らしていらっしゃる

から。 

だけど、国際経済金融危機になってまいりま

すと、自分たちにも随分火が降りかかってくる

んですね。それに対応するには、しっかりとし

た国際的な相互依存の中で暮らす。輸出だけに

依存した成長ではだめです。それから資源も持

ってくるだけではなくて、いろんな工夫がいる

でしょう。苦しいと、状況が厳しいともうちょ

っと進歩するんじゃないでしょうか。というよ

うな淡い期待を持っております。 

ですけども、本当にたくさんの優秀な人がい

らっしゃるんですよ。アベレージは非常に高い

んですね。 

特に去年のＴＩＣＡＤで、私がとてもうれし

かったのは、いままでの日本人の目をアジアだ

けじゃなくて、ずうっとアフリカにまで広めま

した。アフリカにも随分いらっしゃる方がふえ

ているんですね。そういうような国際化の実現

の過程でいろんな方たちが出てくると思いま

す。私は、期待しておりますよ。  

 

質問 けさ方、北朝鮮が二度目の核実験をし

た。北朝鮮への対応について、緒方さんとして

はどのようにお考えでしょうか。 

 

緒方理事長 いまの情報はここへ来てから

うかがいました。なぜあんなに貧しい人をいっ

ぱい置きながら、一部分、非常に先端技術、核

の技術だとか、衛星をうつという、そんなこと

ばっかり考えているのか、私には解せないこと

がたくさんあります。 

特にそういう国がそばにあるというのは非

常に不安定なものなんです。が、どうやったら

それをとめるかどうかまでは、私には何とも言

えません。 

 ただ、国際的な形で、日本としてもいろん

な拉致の問題等も抱えています。政治問題もあ

る。相当な対応をして、こたえてくるのかどう

かまでは私にもわからない。ですが、するより

しようがないんじゃないんでしょうか。 

 

質問 新ＪＩＣＡ構想の中で、文化財保全と

いうのは何らかの形で位置づけられているの

かどうか、うかがいたい。文化財保全というこ

とをどのようにお考えでしょうか。 

 

緒方理事長 文化財保全というのは、大事な

事業の一つだと思っております。いまカイロの

大博物館のほかに、ヨルダンでもそういう事業

をしています。ただ文化財については、それな

りのレベルも必要でしょうし、それからコスト

も高いことが多いんだろうと思います。 

エジプトの場合は、カイロの博物館のほかに

Ｅ-ＪＵＳＴ（エジプト日本科学技術大学）と

いう大きな大学構想があります。博物館も大事

だと私たちは思います。けれども、政府から非

常に強い要請が出てきましたのは、エジプト日

本科学技術大学なんです。そしてそこから一流

の科学者を出して、そこにエジプトだけじゃな

くて、北アフリカ等々からも学生を連れてきて、

地域の中心にしたいということです。 

文化財保全ということは、日本側からいうの

ではなく、相手国が自国の歴史や文化をどこま

で考え、やりたいかどうかというものでありま

す。相手国側のニーズに対応するということが

大切です。 

アフガニスタンの場合は、バーミヤンの遺跡

をどうするかというのが随分問題になりまし

た。結局、それは日本の先生方もお考えになっ

て、そのまま大事に置いておく。新しいものを

あそこにつくって入れるというようなことは

しないほうがいいんじゃないか、というような

結論が出たようでございます。 

 

質問 企業との連携について、うかがいます。

例えば国連においては、いままで企業というの
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は営利体で、国連とは全然違うものだというふ

うに考えておりましたが、その認識が大変変わ

りました。一緒に開発とか貧困とか、そういう

ものについて取り組んでいこうというふうに

変わってきていると思います。 

ＪＩＣＡの場合は、たしか民間連携室という

のを新しくつくられたと思います。これから企

業との連携については、どういうふうになさっ

ていくのか。いままでは、例えばひもつき援助

ということで、何かやるときに企業を援助する

という形は批判されたと思うんです。現地のニ

ーズ、環境にしろ、貧困にしろ、医療にしろ、

そういうところを解決するために日本の企業

のリソースを使わない手はないのではないか、

というふうに思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

企業の協力を得た連携も 

 

緒方理事長 今、まさに最後におっしゃった

現地のニーズというものに応じた形で、オール

ジャパンという形で対応していく。その中で企

業には非常に大事な役割を果たしていただけ

るのではないか、というふうに考えております。 

ＴＩＣＡＤのときにＰＰＰ（Public-Private 

Partnership）ということが随分うたわれまし

た。経団連等からもいろんなリスポンスがあっ

たんです。例えば南アフリカへ進出したいけれ

ども、その第一歩となるインフラであるとか、

それから相手の人材の育成等々において、企業

がゼロからやるのは非常に難しい場合が多い

というような話もありました。そういう進出の

基盤づくりのようなものに、ＪＩＣＡがかかわ

り、企業もそこに入っていくというような仕組

みが一番いいんじゃないか、というふうにいわ

れております。 

例えば太陽光のようなものも、実は非常に必

要としている国がある。ナイジェリアにおいて

も、それをつくってほしいとか。 

蚊帳で有名な住友化学の米倉さんに数日前

来ていただいて、在外事務所長会議でもお話し

していただきました。企業もやる気は随分ある

んですね。住友化学が技術を持っておられる除

虫剤というようなものをどこでつくるか。現場

でつくる場合には、そこに相当な雇用も広める

ことができるから、そういう形で活力を現地に

広げることができる。そういう提案について、

ＪＩＣＡとしても応じることによって、協力す

ることで随分活動を広げられる。企業のために

もいいし、日本のためにもいい。特に相手の

国々の人々、社会、そしてまた経済のためにも

いい。そういうようなものを一生懸命話し合い

によって探していくということなんだろうと

思うんです。 

マダガスカルで植林しておられる企業もあ

る。ところが、植林しても、それを運ぶ道路が

ない、港がない。というようなこともあったり

しますと、相手国政府から、そういうチャンス

のためにもっと整備してほしいというような

要請がＪＩＣＡのほうに来る。それは企業との

話し合いのうえでは非常にプラスに働く場合

が随分あると思います。 

私たちもそういう能力を十分持っていると

は申しません。が、そういう形での企業との連

携を研究もし、それに対しての対応も工夫して

いきたいと考えております。 

  

質問 去年の後半ぐらいから、現地の欧州あ

るいは米国の軍人から「タリバンにもいろいろ

ある。穏健派もいれば、原理主義派、極端なタ

リバンもいる」という意見が出ておりました。

しかし、現実にその後の経緯をみると、タリバ

ンは一応敵だというような軍事オペレーショ

ンも行われている。 

緒方さん自身は、難民高等弁務官時代にタリ

バンの閣僚とも直接お会いになっている。たし

か「話し合える相手だ」というような表現とい

うか、発言もあったかと記憶しているんですが、

この流動的な状況の中でどのようにみていら

っしゃるのか。 

それに関連して、マドラッサという学校があ

りますよね。欧米はマドラッサは、まさにイス

ラム過激派、タリバンの温床だということで、

非常に警鐘を鳴らしているわけです。それは多

分そうなんでしょう。片や、アフリカからイン
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ドネシアまで、マドラッサというのはどこでも

ある学校であります。選別するわけにいかない。

ＪＩＣＡも中等教育等をパキスタンでやられ

ているようですが、こういうタリバン、さらに

その背景にあるといわれているマドラッサを

どういうふうにみていらっしゃるのか。 

 

緒方理事長 マドラッサをどうみているか

というご質問なんですが、確かにその国の宗教

的な原因の対立が大きくなればなるほど、マド

ラッサが過激化していくという状況はあると

思うんですね。パキスタンにいたアフガン難民

がかなりマドラッサで勉強したのは事実です。

マドラッサしかないところもあるんですから。 

ただ、そのマドラッサについては、いろんな

マドラッサがあって、宗教度のきついマドラッ

サと、一応普通に、ただ宗教を教えているとこ

ろと、いろんなバリエーションがあるようです。 

いつかカルザイ大統領から「そういう学校が

非常に宗教的な過激教育をやるので、何とかし

てくれないか」といわれたときに、私、「マド

ラッサまでつくることはできないんですよ」と

いった記憶はあるんです。けれども、たくさん

の難民の子供、アフガン難民がかつてパキスタ

ンにいたころは、マドラッサに行って勉強した

ことは事実だろうと思うんです。ただ、全部が

全部宗教的な勉強が悪いわけじゃない。その宗

教的な過激的な勉強が非常に問題を起こして

きたというのが現実だろうと思うんです。だか

ら、ある国の中における宗教の過激化とマドラ

ッサの役割というのは、やっぱり直接じゃない

かもしれないですけど、関連はあるんだろうと

思うんです。 

私がかつてヘラートでタリバンの知事と会

いました。どうしてそこに行って交渉したかと

申しますと、たくさんの難民が帰りたいという

事態がまずあった。難民のための国際的な拠出

金というものが長い間あまりたくさんいるか

ら、減ってきたんですね。それで、パキスタン

におけるアフガン難民の支援がある程度底を

ついて、どうにもならなくなった。そこで、タ

リバンのところに交渉に入ったんです。そのこ

ろ、タリバンというのは、国際的に認められて

いないから、そんな者のところに行って交渉す

るというのは、普通オーソドックスにはしない

ことだったんです。せっぱ詰まっていましたし、 

それにヘラートの知事というのは、非常に現実

的な、穏健なタリバン知事だといわれていたこ

ともあって、参りました。 

当時、タリバンと北方部族の人たちとの戦争

が続いていました。みんなが一番嫌だといって

いたのは「帰ると、女の子の学校がない。女の

子の学校がないと、女性が大きくなって職業も

持てない。だから困る」といっていた人たちが

多かった。そこで、それをどう考えますか、と

いうことを知事にいったわけです。 

そしたら、「女の子の学校もないわけじゃな

い」といわれたから、「じゃあ、みせてくださ

い」といいましたら、大分苦労されたようです

が、小さな私塾のようなものをみせてくれたん

です。 

だけど、女性の教育がおくれていたのはアフ

ガニスタンだけじゃなくて、パキスタンも地域

によっては、随分おくれていたんですね。 

いまのご質問はタリバンのだれと交渉する

かという話だったと思います。人によっては、

３つぐらいの違ったタリバンのグループがバ

ロチスタンの中で集まってきて、そして一緒に

なっているから非常に激しくなったという説

もあります。やっぱりタリバンのオマルぐらい

の一番の長と交渉しなきゃだめだよ、という方

もいるんです。私もタリバンの交渉相手を決め

るようなことまではとてもわかりません。だけ

ども、そういう人たちとの交渉の可能性、ある

いは条件のつけ方、地域の選定等々が、おそら

くアフガニスタン、パキスタン政策の、アメリ

カの大きな一つのチャレンジとしてあるんだ

ろうと思います。 

 

質問 緒方理事長からアフリカの開発支援

に当たって、経済成長なき貧困の削減はないの

だということをうかがった記憶があります。そ

の後の金融危機などの影響をどのようにごら

んになっていらっしゃいますでしょうか。それ

から、官民連携でプライベートセクターの参入

を促すような支援の進捗状況について、どうご
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らんになっていらっしゃるのか。最後に MDGs

（Millennium Development Goals ミレニアム

開発目標）の達成状況については、どうみてい

るのかを。 

 

緒方理事長 財政金融危機の影響が世界的

に非常に大きいことはもう知られています。貧

困層への影響では、中進国の貧困層が一番ひど

い目に遭っているという説もあるんですね。中

進国ほど、出稼ぎに行っている人たちの収入が

ない。それから輸出しているものが売れないと

か、いろんなことがあって、そういう国のほう

が影響が大きいという説もあります。 

貧困国においては、石油価格、食料価格の高

騰等々の問題はやや鈍化しています。けれども、

貧困国における貧困層は、どっちみち非常に状

況が悪いわけですから、これはやはり重要視し

ていかなきゃならない。経済成長がない中でも

社会的支援――さっきちょっとモンゴルの例

は出したんですが――そういうものについて、

もっと開発援助をする国、あるいは機関が、セ

ンシティブに、その辺にお金が回るように努力

していくということが、いまの状況では非常に

必要だろうと思っております。 

社会的なセーフティネットに向けた支援と

いうことで、いまの状況を多少補充していくん

じゃないでしょうか。それがＭＤＧsの数字に

まで現れるかどうかはわかりません。ＭＤＧs

は、セクターごとに目標をつくっているので、

セクター間を超えた政策問題とか、そういうこ

とは多少別なんじゃないかなというふうには

考えております。ＭＤＧsというのは、成果の

指標としては有益だけど、それが全部を語ると

いうわけじゃないんだろうと思うんです。 

いろんな国のいろんな層が違った形で影響

を受けているということで、それに対応して援

助策をつくっていかなければならないという

ことだろうとは思います。 

 

質問 オバマ政権のアフガン政策をどう評

価されていらっしゃるのか。そして、この間の

オバマ政権の関係者との接触の中で、具体的に

緒方さんはどういうアドバイスをされていら

っしゃったんでしょうか。 

 

世界と対話するオバマ政権 

 

緒方理事長 私は、オバマ政権が一つのアメ

リカのリーダーシップ、もっとほかの国々、ほ

かの人のことをも考えた、そういう形のリーダ

ーシップをもう一度出してくれた、というふう

に考えています。 

それから国連等のいろんな国際機関のほう

の見地から申しますと、前政権ではそういうも

のが非常に軽視されていたんですね。ですから、

国際機関も十分に活用して、そして世界のほか

の国々のやっていることも活用しながらやっ

ていこう。やっぱりパートナーシップというこ

とをかなり重視した政策というものを出して

こられたと思うんです。 

ですから、活用されるほうの側からいえば、

どういうことを十分考えてきたか、そして考え

ているのか、何ができるのか、というような形

でのコミュニケーションが非常に大事だ、とい

うふうに考えております。ですから、国連も使

わなければだめになるんですね。使ってほしい

わけです。 

それと同時に、ほかのパートナーのいろんな

開発援助機関に対しても、アメリカのやり方じ

ゃなければだめという考えではなくて、「あな

たのほうは、どういうことをどういう形ででき

るんですか」という態度でなければ国際的な協

力はできない。そのような態度が出てきたとい

うふうに私は考えている。いつまで続いて、ど

ういうふうになっていくかまではわかるわけ

ではありません。けれども、オープニングとし

ては、他に対するセンシティビティーというこ

とがあったと思うんです。 

十分自分たちで考えて、やっぱりコミュニケ

ーションをつくり上げていくことが大事な時

代が来ていると思いますので、それは大いに皆

様方にもいろんな形で示していただきたいと

思うわけです。 

 

質問 パキスタン向けのラジオ番組を担当



14 
 

しております。いま、２００万人という難民が

出ていまして、アメリカからも難民に向けての

援助などが出ています。ＪＩＣＡとしての活動

はなかなか難しいと思うんですが、難民支援と

いうか、援助というのはどういうふうなことを

考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

緒方理事長 難民支援そのものをＪＩＣＡ

がしてきたわけではありません。けれども、つ

いこの数週間で、パキスタン、スリランカ等々、

国内難民が急速にふえた地域においてどうい

うことができるのかということで、ＵＮＨＣＲ

のほうからは、そうした地域に向けた支援等を

考えてほしいということは頼まれています。 

ですから、例えば難民化した人たちが出た地

域、家が壊れ、状況が悪くなっているところに

どんな支援ができるのか。あるいは自分の家に

帰れないような人たちがいるような地域にお

いては、そこにもともと住んでいる人たちの条

件も非常に悪くなる。そこで、そうした地域へ

の支援みたいなことができるのか、できないの

かということについては検討しております。 

ともかく難民支援はできないとか、そういう

ような形式よりも、地域全体への貢献では何が

できるのかということをいま考えております。

ＪＩＣＡがすでに事業をしている地域にそう

いうことが起こっているのか。あるいはかつて

の北西辺境州の学校にすぐ戻れるとは思って

おりませんけれども、地域的にできるところが

あるのか。そうすれば、やっぱり人道的な意味

での地域支援ということは考えようというこ

とでやっております。 

 

司会 長時間ありがとうございました。クラブ

からの記念品をお贈りします。ネクタイです。

１０回もゲストとしておいでいただくと、女性

ゲスト用の記念品がなくなったようで、ご主人

の緒方四十郎さんへのプレゼントということ

です。ご主人はいまローマのほうへ旅されてい

るそうですけれども、ご主人は当クラブの会員

でもいらっしゃいますので、クラブとしての感

謝の気持ちを込めてお贈り申しあげます。 

           （文責・編集部） 


