
第２章 研修生の報告 

 

第 1 部 

 

各訪問先の報告 

 

 

１． オイスカ バングラデシュ研修センター ・・・・・・・・・ 中村 あゆみ 

 

２． 国際協力機構 (JICA)ダッカ廃棄物処理調査プロジェクト ・・   竹森 絵望瑠 

 

３． 吉田工業株式会社 (YKK） バングラデシュ工場 ・・・・・・ 赤羽 洋 

 

４． バングラデシュ女性農業研修センター・・・・・・・・・・・ 泉川 洸 

 

５． PROSHIKA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 竹森 絵望瑠 

 

６． オイスカ「子供の森」計画  ・・・・・・・・・・・・・・・ 竹森 絵望瑠 

 

７． アジア砒素ネットワーク(AAN) バングラデシュ・・・・・・・ 古田 美幸 

 

８． オイスカ マングローブ植林プロジェクト   ・・・・・・・ 赤羽 洋 

 

９． UBINIG (Policy Research for Development Alternative)・・ 李 尚美 

 

10． Bangladesh POUSH ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 李 尚美 

 

11． NPO 法人 日本下水文化研究会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 泉川 洸 
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１－１ オイスカ バングラデシュ研修センター 

中村 あゆみ 

 

 

訪問日時：2006 年 8 月 24 日～9月 2日 

訪 問 先：Bangladesh training center（ダッカ県 サバール郡） 

主要面談者：宮嶋 秀夫（オイスカ 開発団長） 

      Alauddin Ahamed（事務局長）     敬称略 

分野：農業指導者の育成 

 

 

訪問先団体 

1．活動背景 

オイスカはアジア諸国を主な対象として独自の農村開発や植林プログラムを展開してい

る日本の NGO である。1961 年に前身となる精神文化国際機構という団体が発足し、翌年に

はインドとパキスタンに最初の調査員を派遣している。 

オイスカが初めてバングラデシュの地に足を踏み入れたのは 1970 年のことであった。国

土全体がジャムナ川・パドマ川といった大河川によって形成されたデルタ地帯であるバン

グラデシュでは、雨季になると毎年のように洪水の被害に見舞われるのだが、この 1970

年には特に大型のサイクロンがバングラデシュを襲ったのである。国全体が甚大な打撃を

被ったことを受け、復旧のためにオイスカに属する日本人青年が 30 人ほど入国した。それ

以降、オイスカから果樹栽培や製材などの専門分野を持った技術者達がバングラデシュに

入り、チッタゴンなどの主要都市を回りながら農民に技術指導を行っていった。1974 年、

オイスカはバングラデシュ政府の協力を受け、現地の青年 4名を研修生として日本に派遣

した。「自分達の国にもこのような施設が欲しい。」日本の研修センターを見た研修生達の

そのような熱い要望によって、バングラデシュにもオイスカ研修センターが設立されるこ

ととなった。センター施設の建設に際しては、バングラデシュ人と日本人が協力して荒野

を拓き、建築作業も自分達の手で行ったという。こうして両国の人々の期待と夢を背負い、

研修センターは 1981 年の冬に開講に至った。 

 

  

 

研修センターの外観 

 

 

 8



2．活動基盤 

（1）人員 

現在、センターには 7名の現地人指導員と 2名の雇用人がおり、研修科目である稲作・

蔬菜・養鶏・果樹・淡水養魚・農業機械の授業をそれぞれ担当して指導している。現地人

指導員のほとんどが過去に日本での研修を経験しているため、知識と経験は豊富である。 

研修生候補は各地のオイスカ関係者により紹介され（以前は新聞広告により公募してい

た）、選ばれた 18～24 歳くらいの農業や養鶏に関心のある青年たちが寮生活を通して半年

間勉強する（現在は 9名）。授業料等を支払う義務はないが、後の農業指導者を育成する目

的があるので、土地を持っている農家出身の青年が選ばれるケースが多い。 

（2）規模 

施設は、3階建てで教室、食堂、研修生や指導員用の部屋のあるセンター施設のほかに、

鶏舎が 3棟（食用、繁殖用、産卵用に分けられているため）、養魚用の溜め池があり、敷地

面積は水田が 4.3ha、畑が 0.6ha、果樹園が 0.1haである。畑にはそれぞれの季節に適した

野菜が育てられており、バングラデシュの気候や土地条件に合った栽培方法が施されてい

る。

（3）予算・運営 

以前は日本政府からオイスカ本部へ支給されていた補助金からバングラデシュ研修セン

ターにも運営費がまわってきていたが、NGO への資金援助は不公平・不透明な部分が多い

という理由から、2001 年より政府からの補助が打ち切られる形となってしまった。そのた

め現在は毎週日曜日に開いているオイスカマーケットでの野菜やひよこの販売利益から維

持費、研修費、人件費をまかなっている状況である。マーケットでの売り上げは多い時で

3 万タカほどになるというが、自立運営は厳しく、センター継続のための大きな課題でも

ある。 

 

センターの畑と鶏舎           鶏舎の前で 

 

 

3．活動目的 

研修センターでは稲や野菜を無農薬で栽培する方法を、実践を通じて指導している。セ

ンター設立当時は日本人による技術指導があったが、現在は現地スタッフによって工夫さ

れた方法で作業を行っている。養魚では人工孵化を実践し、農業機械の授業では機械の操

作方法や修理方法も学ぶ。また、教室での黒板や図表を使った栄養成分などについての授
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業も行っている。このように、様々なアプローチから環境配慮型でなおかつ効率的な農業

計画を、実践を通して若い世代に伝え、後の農村における指導者を育てることがこのセン

ターの活動目的である。 

また、バングラデシュでは国民性として時間にルーズな傾向があり、決められた日程や

時間を守ることに対する意識が低いという。農作業をやる上でだけでなく、日常において

も時間を守って生活することがどれほど大切かを伝えることも、重要な目的となっている。

バングラデシュのオイスカ事務所に常駐し、センターの責任者でもある宮嶋団長は、「寮生

活を通して、研修生一人一人の人間性を向上させ、それぞれが持っているいい素質を引き

出し、広い意味での人材育成をしていくことが何よりも重要であり、これからもっと力を

注いでいくべきテーマでもある」と語ってくれた。 

    

宮嶋団長                アラウディン事務局長 

 

 

研修を通して 

1．活動内容…研修センターでの一日 

（1）毎日の研修 

私たちが 10 日間に渡る生活をともにした研修生たちの一日は、まず時間を守る習慣をつ

けるために毎日行われている朝の点呼から始まる。ベルの音と同時に 5時半に起床し、再

び鳴る 6時のベルで中庭に整列する。「気をつけ」「やすめ」などの号令と点呼をし、国旗

を掲揚してバングラデシュの国歌『Amar Sonar Bangla』を斉唱する。オイスカ体操で軽く

体を動かして、7時に朝食を摂り、7時半には午前の研修が始まる。雑草取りや支柱立てな

どの畑の整備や、病気を予防するためのワクチンを鶏に一羽ずつ注射していく作業など、

仕事は多岐に渡った。50kg もある肥料を運んだり、畑に杭を打ったりと重労働が続いたが、

研修生たちは熱心に作業に取り組んでいた。また土曜日には翌日のオイスカマーケットで

売りに出す鶏を屠殺して解体作業も行う。 

昼食の後、2 時に点呼をし、研修生たちは教室に入り授業を受ける。教室での授業は、

講師と研修生が言葉を交し合い、共に考えるスタイルで、和やかな雰囲気で行われていた。  

その後も 5時まで野外で研修は行われ、夕食後の 9時にも点呼をとって 10 時消灯となる。 
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教室での授業の様子            付近住民の方と一緒に作業 

 

（2）オイスカマーケット 

研修センターでは主に野菜と養鶏に力を入れて栽培・飼育活動を行っている。その収穫

した作物や鶏肉などを地域住民やバングラデシュ在住の外国人向けに販売する活動がオイ

スカマーケットである。ダッカ中心部で毎週日曜日の午前中に営業しており、商品は新鮮

で品質が良いと好評なようだ。卵と鶏肉は予約制で、前の週に注文があった分だけを用意

するので無駄なく販売することができる。ひよこの販売もしているのだが、バングラデシ

ュでは規模の小さい農家だとひよこを入手すること自体が困難なので、この事業は農民の

ためにもオイスカの資金運用のためにも特に重要なものとなっている。 

 

 

2．活動の成果 … センターＯＢを訪問して 

バングラデシュ研修センターの卒業生であり、日本のセンターでも研修を受けた経歴を

持つ、Ahamma Hossain－アハマ・フセイン（アブール）さんのお宅を訪問してお話を聞く

機会に恵まれた。 

アブールさんは現在、研修センターから車で 1時間ほどの場所で農場を経営していて、

広い敷地に様々な作物を栽培しており、ヤギやウシといった家畜も多く飼育していた。木

の実や稲も多いが、ベンガル語でプーシャと呼ばれる大きな葉の野菜は特に高額で販売で

きるらしい。アブールさんによると、バングラデシュと日本の両国で野菜の勉強をしたこ

とが、今の生活に大いに役立っているという。例えば、苗の植え方ひとつでも、不規則に

植えるよりも列を整えて植えるほうが効率的であるとわかり、実践して収量の増加に繋げ

ることができたそうだ。その他にも、肥料の使い方や収穫方法など、研修を受ける前と比

べると、とても多くの役立つことを勉強することができた。「このような知識を自分たちだ

けではなくもっと多くの農民が得て、国全体に広げることができれば、バングラデシュは

もっと発展することができるのに」と、今のバングラデシュの農業技術の遅れを懸念され

ていた。今でも他の OB 達と時々顔を合わせ、情報交換や意見交換をしながら農村開発の

ためのアイディアを検討し合っているそうだ。 

これまでにオイスカバングラデシュ研修センターでは 500 名ほどの OB と、1ヶ月の短期

コース生を含む 2,400 名もの OG を輩出しており、そのうち約 200 名は研修生として日本

での生活を経験した。海外へ渡航する人が少ないバングラデシュにとって、他国の生活を
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経験し自国と比較して、バングラデシュのために知識を活かすことのできる人材は大変貴

重でもある。その後アブールさんのように農場経営者として知識と経験を活かしている人

もいれば、国家公務員になった卒業生もいる。NGO のフィールドワーカーとして活躍して

いる OB もいるという。 

現在研修中の研修生に話を聞いてみると、農家や漁師をしている親の仕事を手伝い、将

来は自らも経営者として頑張りたいと話す人が多く、農業で国の未来を支えようという強

い意志を持った次世代を担う青年たちの姿勢に心強い頼もしさを感じた。 

 

アブールさん              広々としたプーシャ畑 

 

3．課題 

開設から 25 年が経ち、バングラデシュ側からも高い評価と大きな期待を寄せられている

オイスカ研修センターだが、一方で課題も多く抱えている。宮嶋団長のお話によると、や

はり自立して運営していくための資金の問題が深刻で、地元へ戻って働く卒業生のための

経済的支援もしたいのだが、そういったサポートをする余裕がないことが悩みなのだそう

だ。また、現在は宮嶋団長とアラウディン事務局長が責任者としてセンターを運営してい

るが、研修指導だけでなく運営も任せられるような跡継ぎとなりうる人材がいないことも

問題であり、現地人責任者の育成も課題となっている。 

そして、バングラデシュにおける文化や考え方と関連する問題もある。農村部では依然

として旧身分制度の影響が残っていたり、学歴による上下意識があったりし、センター卒

業生が故郷に戻っても必ずしも農村のリーダー的な存在になれるとは限らないという。 バ

ングラデシュでは、学問として農業を学ぶ「農学」というものはないに等しく、大学に進

学するような数少ない高学歴者の意識は農業離れしているという。だからこそ研修センタ

ーのようなところで正しい知識を得た人が活躍するべきであるし、そうした社会基盤が出

来上がることによってバングラデシュの農村開発が活性化し、可能性ある若者が国をより

よい方向へ導いていける環境が整うことを期待したい。 

 

 

所感・考察 

バングラデシュを訪れて最初の訪問先であり、最も長い期間を過ごしたオイスカ研修セ

ンターで、日本ではできないような作業も色々と体験させていただいた。研修生たちは決
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められた時間や役割をしっかり守り行動していたが、だからといって堅苦しい雰囲気はな

く、のびのびと集団生活を楽しんでいるようであった。皆センターでの生活や研修内容に

満足しているという。 

日本の団体が設立し、日本人が基礎を作ったセンターではあるが、現地の指導員の方々

のセンターへ向ける情熱や努力によってバングラデシュの大地に根ざした施設となり、施

設自体が成長を遂げているのだと強く感じることができた。このセンターの卒業生がその

後に就農し、研修の成果を存分に発揮して、バングラデシュの農村開発に貢献できる人材

となることが理想の姿であるが、現状は厳しいようだ。理想の姿の実現に向けて、例えば

現在もつながっているという OB の連携を更に活用することはできないだろうか。青年一

人で村の年長者たちに働きかけをするのは難しいかもしれない。しかし、卒業生同士でプ

ロジェクトグループを作り、それぞれの村で農民を集め、簡単に改善することができそう

なことから知識を提供したり、技術指導をしたり、環境保全型の農業がいかに大切かを伝

えたりすることは可能ではないだろうか。 

また、研修センターに隣接しているバングラデシュ女性研修センターがオイスカや JICA

といった日本団体の管理の手を離れ、昨年バングラデシュ政府に運営権が委譲されたよう

に、研修センターもいずれバングラデシュ政府による運営で存続していくことを目標にし

ている。今はそのための基盤や人材を育て整えている段階であるが、最終的に現地の人々

の力で成し遂げられるようにならなければ意味がない。人材育成にはもう少し時間がかか

るかもしれないが、目的意識や目標を高く持ち、指導員も研修生も毎日熱心に作業や勉強

に取り組んでいる姿を見て、一日も早く彼らの努力がそういった形で実ることを願わずに

はいられなかった。 

 

 

 

 

研修生たちと 
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１－２ ＪＩＣＡダッカ廃棄物処理調査プロジェクト 

  竹森 絵望瑠 

 

 

訪問日時：2006 年 8 月 27 日 

訪 問 先：JICA ダッカ廃棄物処理調査プロジェクト  

ワード（Ward）65 

マトワイル（Matuail）既存処分場 

主要面談者：武士俣 明子（JICA 職員）、戸口・林（青年海外協力隊員） 

       他 DCC 職員 3 名       敬称略 

分野：廃棄物処理  

 

訪問先団体 

1. 活動背景 

バングラデシュでは、都市部の人口が年々増加（5.6％／年）しており、都市圏におけ

る廃棄物処理が急務となってきている。とりわけ、ダッカ都市圏は、現在人口が 1 千 2

百万人を超え、増大する廃棄物の管理が大きな社会的課題となっている。 

ダッカ市では廃棄物事業実施体制の弱さ、廃棄物管理計画の欠如、廃棄物管理に対す

る意識の低さ、機材不足などの理由により、適切な廃棄物管理・処理が行われておらず、

ゴミの集積場周辺には未回収ゴミが散乱し、汚水・悪臭さらには蠅、蚊などが発生する

など、都市の衛生環境を著しく損なっている。 

一般廃棄物と医療廃棄物、産業廃棄物が分別されずに投棄されているため、収集作業

員やウェイストピッカーが感染症などの危険にさらされており、有害物質を含む汚水に

よる地下水汚染も懸念される。 

現在収集されている廃棄物は市内の最終処分場（マトワイル）に適切に管理されるこ

となく投棄されており、悪臭、水質汚染、自然発火による大気汚染などの諸問題を引き

起こしている。環境への影響を最小限に押さえるための適切な処理方法の導入及び、残

り 2，3年で容量を超えると推定されている既存処分場（マトワイル）に変わる新規処分

場の整備が急務である。そこで、JICA による技術協力の取り組みが、2015 年を目標年次

として、2000 年から始められた。 

 

2．プロジェクトの概要 

協力の対象：ダッカ市（対象人口は行政区 560 万人、首都圏 12 万人超） 

実施機関：ダッカ市（Dhaka City Cooperation, DCC） 

 

3．これまでの日本の協力 

2000 年   短期専門家を派遣しての情報収集。 

派遣の目的：課題の整理、及び課題に対する指導・支援 

2003－2006 年  ダッカ市廃棄物管理計画調査＜開発調査＞ 

           調査の目的：2015 年を目標年次としたダッカ市固形廃棄物管理
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に関わる将来計画を策定する。 

調査機関を通じた技術移転により、先方実施機関の計画策定能

力及び廃棄物管理能力の向上を図る。 

 

4．これまでの協力の特徴的な成果 

（1）クリーンダッカマスタープランの策定 

（2）DCC の職員の能力強化 

（3）DCC における廃棄物管理部署の設置 

（4）住民参加型収集システムの構築 

（5）住民啓発活動 

（6）最終処分場における衛生埋め立て方式の導入 

 

5．今後の方針 

    （1）開発調査で策定されたマスタープランが、DCC によってスムーズに実行に移される

よう、技術協力をしていく。 

（2）作業は DCC が主体となり実行するのに対して、日本側はこれを支援することを原則

とする。 

 

研修 

1. 研修内容 

バングラデシュの行政区分けにより、ダッカ市内は 10 の Zone に分かれていて、さら

にその中で 90 の Ward に分かれている。今回はワード（Ward）65 で、現在 JICA と DCC

（Dhaka City Cooperation）によって行われている住民参加型収集改善の取り組みを視

察し、併せて、公式の最終処分場であるマトワイル（Matuail）処分場で、現状視察を行

った。 

 

（1）ゴミの排出現場の視察（ダッカ市内） 

街の中に 1050 個設置されている、茶色のコンテナ（写真 1）は 5tまで収集可能。1

日 1回クレーンで吊ってコンテナごと回収。300m2に 1 個設置されていて、マーケット

に近い場所には 2 個設置されている。コンテナから収集されたゴミは、マトワイル

（Matuail）処分場へと運ばれる。 
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 写真１ 茶色のコンテナ 

（2）ワード（Ward）65 住民参加型収集の取り組みの視察 

   参考：住民がゴミをコンテナへ捨てにくる・・・・・・・・1次収集 

DCC・NGO がゴミをコンテナから回収する・・・・・・2次収集 

1 次収集 

バングラデシュでは、ゴミはポイ捨て、という習慣があり、衛生意識は低いと言

える。ゴミを家から収集コンテナまで持って来ないで、玄関に捨ててしまう人もい

る。 

ワード（Ward）65 での、住民参加型収集の取り組みでは、住民が自らゴミを捨て

に来るように、居住地域の中に緑のコンテナ（写真 2）を設置した。コンテナに 1

次収集されたゴミは、NGO が 1 日 1回、2次収集に来る。試験的に設置している状況

なので、どこに何個設置するかなどは、まだ決められていない。 

コンテナまでの距離が遠い人は、1ヶ月 10～20 タカで NGO と契約し、家までゴミ

を収集に来てもらう。その際、居住地域ごとに廃棄物委員会を設立し、収集料金・

収集時間などを定め、問題が発生した際は、委員会で話し合う仕組みを作った。 

NGO 職員が 1 次収集で、各戸を回る様子を視察した。笛で収集に来たことを知ら

せる。使用者の意見を採用して、改良されたという筒状タンク（写真 3）は、小回

りが利くが、サイズが小さいという意見が出ていた。この型もまた、改良の余地が

あるのかもしれない。 

ワード（Ward）65 で、住民の方にインタビューしたところ、「コンテナ設置に大

変満足している。10 時か 11 時に、月額 10 タカで契約している NGO に収集に来ても

らっている。困るのは、収集の時間帯がずれること。」と話していた。 

 写真 2 緑のコンテナ 
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 写真 3 NGO による、改良型筒状タンクでの 1次収

集の様子 

 

 

 

（3）マトワイル（Matuail）処分場の現状視察 

マトワイル（Matuail）処分場は、政令で公式に定められている唯一の処分場だが、

非公式の埋め立て場が多くある。現在の敷地面積は 20ha で、更に 20ha 拡張する予定

であり、廃棄物を積み上げる高さは 20m くらいまでを予定している。また、新規埋め

立て地設置（アミンバザル）も始まっている。 

現在は「衛生埋め立て方式」に切り替えている最中。「衛生埋め立て方式」とは、廃

棄物の上に土をかぶせ、サンドイッチ状に廃棄物と土の層を重ねていく埋め立て方式

のことであり、臭いと自然発火を押さえる効果がある。 

バングラデシュでは、土が貴重なので、分解がある程度まで進んだ廃棄物を掘り返

して、新しいものにかぶせる土として利用している。また、処分場の 1番下の部分に

パイプを通して、汚水とガスを排出する仕組みを作っている。 

DCC の職員の方に、どうしてこの場所に処分場を設置したのか聞いたところ、埋め

立て処分場の場所を定める際、効率的に廃棄物収集が行えるように、工業地帯と住宅

地帯の真ん中になるようにしたのだということだった。 

処分所の管理は、DCC が回収から処分までの全てを行っている。NGO とは協力してい

るが、任せられる業者は今のところなく、あったとしても、DCC が廃棄物を管理する

行政能力を持って初めて、委託の可能性が出てくるそうだ。現在は、DCC（Dhaka City 

Cooperation）と CBO（Community Based Organization：自治会）が活動主体。 

 

（4）医療廃棄物処理施設の視察 

医療廃棄物は、DCC が貸した土地で、現地 NGO（PRISM）が処理している。注射針や

ガーゼなどの感染系の医療廃棄物は塩素消毒後、埋め立て。2 ワード（Ward）内にあ

る 70 の病院を対象に、1日 2回病院を回って廃棄物の収集を行っている。1日でおよ

そ 50kg の医療廃棄物が収集される。 

 

2. 現地活動者の意見 

活動をしていく上での課題 

まず、習慣を変えることの難しさがあると武士俣さんが仰っていた。日本の学校で
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は当たり前の掃除の習慣が、バングラデシュに来て、実はとてもすごいことなのだと

感じたそうだ。どの様にゴミを捨てるべきかを理解させるには、例えば、ポイ捨てし

たゴミが水路に詰まって溢れかえり、道路が使えなくなる、などの因果関係を知って

もらうことが必要であると言う。 

それと、DCC がまだ充分な廃棄物管理能力を持っていないことが課題だそうだ。そ

の理由としては、住民と役所の信頼感が薄いこと、加えて自治体制の弱さがあげられ

ると言っていた。 

 

3．ＪＩＣＡプロジェクト視察の考察 

視察を終えて一番強く印象に残ったのは、ワード（Ward）65 で、廃棄物収集の方法を

現地にフィットさせようとしている努力が見られたことである。例えば、廃棄物収集容

器について言えば、以前は四角い形だったが、収集時に角がぶつかって壊れやすいとい

う意見が多くなったので、改良型として、現在では角のない筒状の収集容器が使用され

ている。やはり、実際に利用していく人々に出来るだけ合わせた方法で、技術を伝えて

いくことが必要である。 

しかし、私の印象では、ガチガチに管理しすぎる廃棄物収集は、バングラデシュには

馴染まない気がした。その理由としては、ウェイストピッカーの存在がある。彼らは、

ゴミの中のプラスチックや、細かい機械部品など、換金できるもの全てを選別するリサ

イクルのプロである。彼らを中心とした資源循環の輪が出来ているように感じた。 

問題なのは、一般廃棄物と医療廃棄物、産業廃棄物が分別されずに投棄されているた

め、ウェイストピッカーが感染症などの危険にさらされていることだ。マトワイル

（Matuail）処分場にも、近所の子供がウェイストピッカーとして何人か来ていたが、感

染系の廃棄物が混ざっている可能性のある中、裸足でゴミをあさっている光景は、たま

らない。 

このプロジェクトが人々の意識を変えるきっかけとなり、危険なゴミと資源になるゴ

ミの区別を、多くの人が出来るようになることを願う。 

 

 

【参考文献】 

 JICA 訪問時に頂いた資料 

クリーンダッカマスタープラン概要のパンフレット 

ICA HP：http://www.jica.go.jp/bangladesh/activities/01_4_1.html 
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１－３ 吉田工業株式会社（YKK）バングラデシュ工場 

赤羽 洋 

 

訪問日時：2006 年 8 月 28 日 

訪 問 先：吉田工業株式会社 バングラデシュ工場 

主要面談者：宮本工場長、浜松テクニカルアドバイザー 

 

 

訪問先団体 

1．概要 

吉田工業株式会社（以下YKK）といえば言わずと知れた ジッパーの最大手である。今ジ

ッパーが付いている物が有ったら手にとって貰いたい。それにはきっとYKKの文字が刻まれ

ているはずである。YKKバングラデシュ工場はEPZ（Export Processing Zone）という、バ

ングラデシュ政府が定めた輸出推進区域内に建てられている。インドネシアから原材料を

仕入れ、バングラデシュ工場で仕上げ海外に輸出している。工場はブリガン川沿いに位置

し、敷地面積は 22,854m2。2002 年 4 月から製造開始、2005 年 2 月には増設で第 2 工場が

稼働しはじめている。現在は 59 億本の製品を製造しており世界での生産率 10％を担う大

工場である。雇用者は 600 人で、そのうち 60％がイスラム教、残り 40％がヒンドゥー教や

仏教などその他の宗教である。 

また、工場では ISO9001 認証，14001 認証を取得している。その他にも Oeko-Tex（重金

属が含まれていないことを示す認証）を取得している。 

 

YKK 外観 

 

2．活動内容 

YKK 自体は企業であるため、環境に特化した活動ではなく、経済的な生産活動を行って

いる。しかし、企業として環境問題に取り組んでいる一環として汚水の処理の問題が挙げ

られる。汚水の処理水の基準は 2つがある。バングラデシュの基準と YKK の自社基準であ

る。バングラデシュの基準値よりも YKK の定めた基準のほうがより環境への負荷が低い値

を採用しているため YKK の基準を守っているということは同時にバングラデシュの基準を

守っているということになる。基準を構成するのは様々な物質の基準値であり、BOD（生物

的酸素要求量）や COD（化学的酸素要求量）や窒素、リンなど、生物や環境に影響の少な
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い量の排出規準が定められている。 

これらの基準を達成するために工場では汚水処理施設を建設し、それを通した汚水をブ

リガン川に流している。この処理施設の維持費は年間で 1億円程度となり、工場としては

大きな負担になっている。これらの負担が有るにも関わらず、汚水処理を行っていること

は、日本で企業の社会的責任が叫ばれているように、企業のポリシーとして行っていると

いう側面がある。他の企業ではここまでの汚水処理をしている企業はない。 

 

3．活動成果と課題 

上記の通り、汚水処理に関しては他の企業に比べ、遙かに優れた処理を施しており工場

としての川への負担は非常に少ないと言える。ただ、環境保護という観点で見た場合、そ

れの抱える問題点が見えてくる。また、環境という面では関係ないが労働面に関してもそ

れの抱える問題を提示しておきたい。 

 

（1）環境面から見た課題 

上述の通り YKK の工場からは基準値を越えた汚水処理水は出ていないが、問題は他の企

業の工場からは全く処理されていない汚水がそのままの状態で垂れ流しになっていること

である。いくら YKK が基準を守ったところで他の工場が汚水処理をしなければブリガン川

全体としての汚染は防ぐことができない。 

バングラデシュの基準はあってないようなものと言われるくらい検査が甘いらしく、YKK

が自社の基準を守り続けていることは自社のイメージの為や、ポリシーとして守っている

部分が大きい、と宮本工場長は語った。よって、企業の取り組みとしては、YKK は十分で

あり、その他の企業にどうやって基準を守らせるかが重要になってくる。 

しかし、それを企業だけに押しつけ、管理させるのは問題があるのではないだろうか。

本来ならばそれらの管轄、管理は政府や自治体が行うもので、それらがもっと成熟し、統

括管理できるような検査体系を構築することが今後の課題であると考える。また、それと

同時に住民等に汚水の危険性を認知してもらい、水浴びなどを汚染地域で行わないように

してもらう啓発活動なども必要なのではないかと感じた。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

汚水処理施設  処理後の汚水  
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（

々な弊害が生じるであろう。採用や経営面でのバランスが今後の課題であると考え

。 

2）労働面から見た課題 

バングラデシュは約 90％がイスラム教で残りの約 10％をヒンドゥー教、仏教、キリスト

教、その他の宗教で占める。そのために国のほとんどの地域で断食月になると人々が断食

を行う。これによって断食月は人々の活力が低下し、工場としても生産性が落ちる。その

ために工場では 6 割をイスラム教徒、4 割をその他の宗教にするなど配慮を行っている。

しかし、そうすると採用基準がその他の宗教と違いが出てきたり、また宗教での習慣によ

って様

る

 

 

研修 

1．研修内容 

以下の順序で研修は行われた。 

（1）宮本工場長による工場の説明 

見学 

設の見学 

5）工場外周にある排水溝から汚水処理水の見学 

意見 

を守っているのに他の企業は守っていない。これに対して矛盾を感じてはいません

会社とし

のポリシーです。1億円かかっていても汚水処理は続けていくつもりです。 

や危機に直面していなければそれらに気づいてい

tional Day に植林を行ったりしてバングラ

シュという国に貢献出来たら良いと思う。 

所

（2）ジッパーの生産工程の

（3）汚水処理施

（4）質疑応答 

（

 

2．現地活動者の

（1）質疑応答 

質問：汚水処理施設についての質問です。他の企業では汚水処理施設を建造していないの

で汚水が垂れ流しですが、YKK 自身はしっかりと汚水を管理して処理しています。こちら

が基準

か。 

回答：確かに矛盾は感じています。しかし、それでも工場がやり続けているのは

て

 

（2）研修中に聞いた意見 

・バングラデシュの人は自分たちが災害

ても見て見ぬふりをする傾向がある。 

・工場として地域に対して何か貢献できるかを考えている。今年は暴動が起きてしまい、

それの後処理に追われてしまったが、来年は Na

デ

 

 

感、考察 

まず、工場全体を見たときにバングラデシュの風景とは全く違うと感じた。市内を見て

も人があふれており、大工場はほとんど見ることができない。しかし、EPZ 内は大工場が
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林立しており人も市内ほど多くはない。そこだけはバングラデシュではないような錯覚に

陥

発展途上国の企業と

い

の問題をどうやったら解決していける

か

かはわからない。来年の National Day

はどんな活動が見られるか、楽しみである。 

 

りそうになる場所である。 

環境と経済というものの両立は相反するもので、それらをバランス良く経営していくの

は非常に難しい。今回もそれを感じた。日本のような先進国は、企業としてある程度成熟

しており、環境に対して配慮しなければ企業として成り立たない。よって、経営自体に汚

水処理など環境のために費やす支出が割り当てられている。その点で

うのはそこまでの支出を割り当てられる余裕がないのであろう。 

また、基本的に人間はどうしても被害が起こった後にお金を対処手段として投資するこ

とはあっても、まだ起こっていないものに対しては楽観視して投資することを拒む傾向に

あるらしい。環境という概念がはっきりと認識できていない発展途上国ならばなおさらで

はないだろうか。よって、まずは政府などが中心となってもっとしっかりとした検査体制、

管理体制を作っていく必要性があるのではと感じた。しかし、これらの問題は上述の通り

今起きている問題からは後回しされる傾向があり、人々の関心も薄いと考えられる。政府

や国がより成熟して初めてこういう環境の問題に着手するのかもしれないが、もしかした

らその時には既に手遅れになっている場合も考えられる。日本でもかつて汚水で水俣病や

イタイイタイ病が発生したようにバングラデシュでもそれらが起こる可能性がある。私た

ち先進国にできることはまず、それらの危険性を理解してもらうことと、それらを防ぐた

めの技術的、金銭的支援と現地の人々自身がそれら

の解決法を手助けすることではないだろうか。 

また、汚水問題とは別に、YKK バングラデシュ工場が地域に対して何か還元できないか

と考えていることに非常に感動した。今、日本の企業には社会的責任を問う機会が増えて

いるが、それの一環として植林と言うことを考えているということを聞かせていただいた。

しかし、森林経営を勉強している自分としては、それはいかがなものかという印象を受け

た。と言うのも、植林をするまではいいが、問題はその後の管理がなおざりになるのでは

と考えるからである。植林というと環境問題を考えている、自社のイメージアップになる

と、安易に行う企業もあるが、そのままにしておくと森林環境の劣化やそれに伴う周囲環

境の変化など、様々な弊害が起こる。また、それを防ぐために間伐や下草を刈ることにも

人材やコストがかかってくる。地域の人が勝手に伐採していないかという巡回もしなけれ

ばならない。森林経営というものは企業が考えているものよりも非常に長期的な視野に立

たないと成り立たないものなのである。よってこの植林には反対で、逆に提案したいのが、

もっとこの水質汚染のことを訴えてみてはどうかということである。これは確かにイメー

ジアップなどとはあまりつながらないかもしれないが、自分たちは何故汚水処理施設を造

っているのか、何故莫大な費用をかけているのかなどを知ってもらういい機会になると思

う。同時に人々に川の危険性を認知してもらう機会にもなるのではないかと考える。実際

にこの考えは宮本工場長に伝えたが、採用される

に
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１－４ バングラデシュ女性農業研修センター 

  泉川 洸 

 

訪問日時：8月 24 日～9月 1日(不定期) 

訪 問 先：バングラデシュ女性農業研修センター 

主要面談者：Ms. Onu Marak(女性農業研修裁縫指導員) 敬称略 

分  野：農業開発、女性支援 

 

 

訪問先の概要と活動の背景 

 女性研修センターは、オイスカ農業研修センターのすぐ隣にあり、本研修の中での訪問

地ではなかったが、かつてのオイスカのプロジェクトであったことやバングラデシュのジ

ェンダー・社会背景を知る上で何度か訪問し、お話を伺うことができた。 

 

バングラデシュ女性研修センターとは

 女性センターは、女性子ども問題省が運営する技術や保健知識を指導する研修場所とし

て設立され、1985 年に主管がオイスカから女性局に移管され、2001 年から JICA が現地国

内研修費用として研修費用の支援を始めた。1988 年までは男女が混ざる形で研修が行われ、

正式な女性研修は 1988 年から始められた。研修内容は稲作、野菜(果樹も)、養鶏、養魚(淡

水)、食品加工、食品調理、裁縫などがある。 

指導員の給与は基本給が 2,550 タカで、毎年 145 タカずつ昇給し、住居費や諸経費を合

わせて 4,700 タカになる。研修センターを修了すると、政府の修了証が出るので金融機関

からお金が借りやすくなる。その他に研修センターの修了証は、社会規範を守れるとの証

明にもなるため、就職にも有利に働く。また、研修を終えた人たちは NGO の女性農業研修

指導員になる人もいる。 

 

所感・考察 

 バングラデシュの女性は家から出ないで、

宗教的・文化的にブルカなどで顔を見せな

いのが普通だと思っていたが、都市部では

女性が街中を堂々と歩いたり、働いたりす

る姿が日常で見かけることができた。ここ

十年で女性が外に出る機会が増えたという。

それは工場で働く女性が増えたことや、女

性や子どものための NGO 支援により社会に

おける選択肢が少なからず増えたこともあ

るはずだ。 女性センターでの交流 
 女性研修センターでは関係者の男性以外は出

入りが禁止されていて、研修で訪れた私たちも特別に出入りできるようだった。女性研修

生は活発な印象があり、特に私たち日本側の研修生の女性と積極的に交流を深めていた。
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オイスカ農業研修センターが近くにあり、男子研修生がいるが、ほとんど交流することが

なく過去には共同での農業研修があったというが今ではそれがないということだった。 

 バングラデシュ北部の方が南部よりも女性が外に出て、まだまだ地域によっての違いは

あるが、開発におけるジェンダーはすでに子どもの識字教育の強化から考えられている。

本来の目的は就業の機会創出なので、これからも社会環境の整備や男性の意識の啓発活動

など取り組むべき課題は多いと感じられた。 
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１－５ PROSHIKA 

竹森 絵望瑠 

 

 

訪問日時：2006 年 8 月 31 日 

    （当初の予定では 8月 30 日であったが、ホルタルが起こったため 31 日になった。） 

訪 問 先：PROSHIKA 農業研修センター 

主要面談者：Shahidul Islam（ショイドイスラム）センター管理者     敬称略 

分 野：環境保全活動 

 

訪問先団体 

1．活動背景 

ベンガル語で Training・Education・Action を表す言葉の頭文字を取って、PROSHIKA

と命名。PROSHIKA の活動は、ダッカとコミラにいくつかの試験農場を作ることから始ま

った。正式に組織されたのは、1976 年の 10 月で、貧困削減を目的とした住民のエンパ

ワメントを目指して活動を続けている。 

 

2．組織目標 

（1）貧困削減 

 （2）環境保全と再生 

（3）女性の社会的地位の向上 

 （4）社会参加の促進   

 （5）人権と民主主義の獲得 

  貧困層をエンパワメントすることを通して、持続可能な開発のプロセスに広い範囲で

強く取り組んでいる。 

  PROSHIKA 農業研修センター外観 
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研修 

 1．研修内容 

環境保全型の農業研修を行う研修センターの視察、及び、農村部での植林プロジェク

トのプレゼンテーション 

 

（1）環境保全型農業 

   PROSHIKA が勧める農業は、化学肥料を使用しないオーガニック農業である。例え

ば、稲作の方法として害虫駆除剤を散布するのではなく、田圃内に棒を立てておき、

呼び寄せた鳥に虫を食べてもらう方法の実践などがある。 

また、モノカルチャー的農業ではなく、多くの種類の作物を育てるように勧めて

いる。1年間全ての季節を通じて、収穫物がローテーションで得られるようにする、

リレークロッピングという農法も勧めている。 

化学肥料を使用する場合と比較して、有機農法は時間も費用もかかる。農民の有

機農法への理解を得るために、化学肥料を使用すれば、収穫は一時的に上がるが、

土地を傷める方法であるために、収穫量が下がるのも早いことを説明する。また、

PROSHIKA でモデル農場を作り、農民に対してのデモンストレーションを行っている。

その結果、750 の農場が化学肥料の使用を止め、有機農法を採用した。 

 

（2）植林プロジェクトのプレゼンテーション 

PROSHIKA では、住民参加型の森林保護・植林活動を行っている。活動していく上

で、住民参加が植林の 1番効率的な方法だと感じ、住民を地域ごとのグループに分

け、環境教育活動をしている。 

住民参加型の活動には、「Social Fence」という考えがキーポイントになる。これ

は、社会的共通資本としての自然環境や生物多様性を守るための、その地域の住民

のメンバーの囲いを指す言葉である。自分たちの問題として活動に参加してもらう

ためにも、活動を持続させるためにも、グループメンバー間のつながり強化は重要

なことである。 

熱帯雨林の管理を知識のない住民に任せて大丈夫なのか、という質問があったが、 

住民の中には、自然保護に対する伝統的な技術を持っている人が多いので、問題は

ないそうだ。PROSHIKA のスタッフは、それぞれの人が持つ知識の蓄積を行い、情報

を与えるコーディネーターとして活動している。 

多様性を維持しようとすると、木の生長を遅らせることになると思うので、バン

グラデシュの未来のためにも、木材専用の森を作ってみてはどうか、という提案を

したところ、同じ種ばかりを植えてしまうと、病気の感染が早まり、木材が弱くな

る場合が考えられるし、また、PROSHIKA の生物多様性を守っていく活動目標と照ら

し合わせても、木材専用の森というアイディアは、多様性を損なうし、自然でない

点から考えていないという答えだった。 

また、環境保全を考える際には、木を植えてから換金できるようになるまでの住

民の生活も考慮に入れなくてはならないそうだ。その点においても、例えばフルー
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ツや薬草として使用できるものなど、様々な種類の植物を植えることで、副収入が

期待できるという利点があるということだった。 

PROSHIKA では、保護の対象地には囲いを設置しているが、住民は森林内に入るこ

とが出来る。また、見張りを付けることで、無理な伐採を防いでいるそうで、これ

により、天然林の保護と住民の天然林へのアクセスは両立させているようだった。 

 

 プレゼンテーションの様子 

 

 

2．現地活動者の意見 

（1）活動していく上での課題 

やはり、PROSHIKA 全体を見れば、活動が多岐に渡るため、全てのプログラムが上

手くいっているわけではなく、ギブアップしたプログラムもある。また、活動が停

滞しているプログラムもある。 

また、農村部を中心に活動する際は、女性差別の問題・宗教的な問題が障害とな

ることもある。ジェンダーの問題は、都市部と農村部で大きく異なるが、農村部の

人々は、文化的な影響をより強く受けていると言える。 

 

（2）活動を通じて感じること 

活動を通して、住民から教わることが多い。住民にはその地域に関する生まれな

がらの知識がある。互いに学び合いながら活動を進めていくことが重要だ。 

「PROSHIKA スタッフのアカデミックな知識＋農業を実地で学んできた人々の知識」

この 2つをコーディネートするのが PROSHIKA の仕事だと思っている。 

 

 

所感・考察 

 現地 NGO の活動視察であったが、農業を大学で学んできた人と、実際の農村部の住民

とでは、大きな立場の違いがあるのだろうと感じた。 

しかし、PROSHIKA スタッフの「活動を通して、住民から教わることが多い」という言

葉や、「互いに学び合いながら活動して行きたい」という考えを聞いて感動した。 
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バングラデシュで生まれた NGO が、バングラデシュのために活動していけば、一番良い

援助の形になるのではないかと思う。そこには、海外からの援助では理解することが難

しい、文化・風習の理解がすでにあると考えるからだ。アカデミックな知識と実際生活

で身につけた知識をバランスよく活かして活動を発展させていって欲しい。 

 

 

 

【参考文献】 

 PROSHIKA 活動概要パンフレット 

PROSHIKA 訪問時に頂いた資料 

PROSHIKA HP：http://www.proshika.org/ 
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１－６ オイスカ「子供の森」計画 

               竹森 絵望瑠 

 

訪問日時：2006 年 9 月 1日 

訪 問 先：GOMAIL high school 

主要面談者：同校教職員の方々・Alauddin Ahamed  敬称略 

分 野：環境教育 

 

 

訪問先団体 

1．活動背景 

オイスカ子供の森計画 

子供を中心として環境教育を展開することで、周囲の家族や住民を巻き込んだ活動を目指

す、オイスカの環境教育活動。オイスカ研修センターを実施本部とし全国で展開している。 

 

2．概要 

設立年月 1992 年 

実施校数 216 校 

植林面積 5.8ha（57,814 本） 

人員配置開発団員 1名（兼務）、現地調整員 

毎年 3月にはオイスカ研修センターにて現地調整員会議を開いている。 

プロジェクト開始から十数年が経過した今、植林した樹木が成長し、学校建設の資材や机

や椅子などに利用されている。 

 

 

研修 GOMAIL high school 視察 

1．学校の歴史 

GOMAIL とは、この学校のある村の名前で、この学校はオイスカの行う子供の森計画のフ

ィールドである。GOMAIL 村で、1993 年から教師が教育活動を始め、1996 年に保護者や近

隣の人の協力で施設が完成した。生徒数は、780 人。 

80％の生徒が毎日学校に通っている。4～5％はドロップアウトして、4～5％は家の手伝

いで全然来ないそうだ。長期に休みが続いた際は、家族が学校に来させない場合も考えら

れるので、先生が連絡するようにしているということだった。 

学校は 10 時から 16 時までで、1回の授業は 45 分間、1日に 8クラスあるそうだ。テス

トは 1 年に 3 回あり、3 年間まで留年可能で、成績は授業態度とテストの成績でつける。

成績優秀な生徒を選抜して SSC を受けさせる。生徒に聞いてみたところ、理系の授業の人

気が高かった。これは、理系の雇用が多いからだと思われる。 

生徒の通学距離は、1番遠い生徒で歩いて 1時間の距離。 

制服については、色の指定のみあり、自分自身でそろえる。Poor found というシステム

があり、貧しい家庭の生徒には制服提供がある。また、学業支援として、成績優秀者には
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学費免除のシステムもあるということだった。 

 

2．活動内容 

GOMAIL high school では、1週間に 2回 1時間全員で学校の掃除をしているそうだ。環

境教育としては、毎週クラスを選んで科学と社会の時間に教えているということだった。

ちなみに、この学校では、社会科学の時間にジェンダー問題を教えている。これは、男女

共同社会がこの国の発展のために必要だという思いからだそうだ。 

 

3．現地活動者の意見 

アラウディンさんに伺ったところ、バングラデシュには、ごみをごみ箱に捨てる習慣が

ないので、これからセミナーを開いて啓発活動をしたいと言っていた。また、環境理解が

進まないため、経済的インセンティブを与えることを考えないと活動は難しいだろうとも

言っていた。 

 

 

所感 

 GOMAIL high school では、学校敷地内に植林地があり、生徒達は目で見て樹木の成長を

感じることが出来る。しかし、植林自体には理解と興味を示す生徒達の足下に、お菓子の

ゴミが散乱している状況を見ると、やはり、現地の習慣を変えることは難しいのだと感じ

た。私達のメンバーが言った、「教育が習慣を作るのだね。」という言葉が、印象に残った。

すぐに変えられる習慣などないとは思うが、私の印象では、GOMAIL high school には、意

欲的な教職員の方々が多くいらっしゃるので、好奇心旺盛な生徒達の心をつかむ教育活動

をしていって頂きたいと感じた。 

      

GOMAIL high school 生徒達         校庭内のお菓子のゴミ 

 

 

【参考資料】 

オイスカ 事前研修時配布資料 
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１－７ アジア砒素ネットワーク 

古田 美幸 

 

 

訪問日時：2006 年 9 月 3～4日 

訪 問 先：アジア砒素ネットワーク ジョソール事務所 

（ジョソール県シャシャ郡、ケシャプール郡） 

主要面談者：Sayed A.H.Sunny（Program Officer） 

            Md.Al-Amin Mollah（Admin. & Account Officer） 

            Aklima Chowdhury（保健担当） 

Monjuara Parvin（栄養指導担当）   敬称略 

分 野：砒素汚染対策 

 

 

1．バングラデシュの砒素汚染問題 

バングラデシュでは、もともと地中に堆

積していた砒素が、何らかの理由で地下水

に溶出し、井戸水が汚染されるという深刻

な水質汚染問題を抱えている。全 64 県中

61 県で、基準値 0.05mg/ℓ以上の砒素が飲用

水から検出された。インフラ設備の十分に

整っていないバングラデシュでは、飲用水

も井戸水に頼っているため、人々の砒素中

毒が問題になっている。43 県で患者が確認

され、3,000 万から 5,000 万人が中毒の危

険にさらされている。                 
手のひらに現れた角化症 

症状としては、皮膚、粘膜への色素沈着、手の平、足の裏の角化症、重度の場合、皮膚

がんや臓器のガンに至る。砒素中毒の治療には、まずは砒素のない安全な水の飲用、そし

てバランスの良い栄養摂取が肝要である。 

 

2．アジア砒素ネットワーク 

（1）概要 

特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク（以下 AAN）は、1974 年、日本の宮崎県 

の土呂久、松尾の旧鉱山周辺の慢性砒素中毒患者への支援活動から始まった。 

1994 年、バングラデシュにおける砒素汚染の深刻な状況が発覚し、AAN は、中でも汚染

率 87%と高汚染地域であったジョソール県シャシャ郡シャムタ村をパイロットプロジェク

ト地区として選び、1997 年よりトヨタ財団の助成金によりシャムタ村でのプロジェクトを

開始した。また、2002 年 1 月～2004 年 12 月の期間には、JICA のパートナー事業として、

シャシャ郡で「移動砒素センタープロジェクト」を実施した。 

（2）主な活動と成果、課題 
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AAN のプロジェクトの内容を大まかに見てみると、以下のように展開されている。 

・ スタッフ（調査スタッフ、プログラム運営スタッフなど）のトレーニング 

・ 砒素対策委員会の組織の立ち上げ、住民参加のミーティングの開催 

・ 啓発（Awareness） フリップチャートを使用した講演 

文化プログラム（歌や踊りを通して知識を広める） 

          栄養指導 

・ 専門家との合同チームによる合同調査（「移動砒素センター」） 

・ 治療指導、患者の健康管理（患者訪問、メディカルキャンプ） 

・ 代替水源の設置 

・ AAN の科学調査による、水質の安全保障 

・ 住民の維持管理能力の形成（メンテナンス、管理費の会計など） 

・ 事後調査（質問用紙を使って統計を取る） 

 AAN の活動の成果としては、住民の砒素に対する意識の向上、代替水源の設置、砒素患

者の発見と症状の改善、技術面、問題への取り組み方に対する教訓の普及が認められる。

しかし、対策を持続させるため、行政機関の適切な関与の必要性が課題として残った。   

           

代替水源の深管井戸の設置        スタッフによる水質検査 

 

 

 

訪問先：JICA バングラデシュ持続的砒素対策プロジェクト プロジェクト事務所 

訪問日時：2006 年 9 月 5～6日 

場所：ジョソール県庁舎、チョウガチャ郡、シャシャ郡 

主要面談者：島村雅英さん（Deputy Project Manager） 

      松村直樹さん（Technical Expert）     敬称略 

分野：砒素汚染対策 

 

 

1. プロジェクトの概要と活動の背景 

「移動砒素センタープロジェクト」の課題を引き継ぎ、現在進行中のプロジェクトが「持

続的砒素対策プロジェクト」である。対象地域はジョソール県シャシャ郡とチョウガチャ
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郡で、受益対象住民は 51 万人にも上る。本プロジェクトは、JICA が AAN に委託した技術

協力プロジェクトである。AAN スタッフは JICA スタッフとして活動しながらも、AAN が長

年現場で培ってきた経験とノウハウが生かされる。そのため、実際の活動内容としては AAN

のものとさほどかわらない。しかし肩書き上 JICA スタッフとなることで、意見が通りやす

くなり、活動しやすくなったとプロジェクト副統括の島村さんはおっしゃっていた。この

プロジェクトはバングラデシュ政府主導で行われており、JICA は技術面でのサポートを行

う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

県庁舎にて JICA スタッフと共に副知事

に面会、お話を伺う 

 

 

プロジェクト目標は、「行政機関（中央省庁の地方出先機関または地方行政機関）の支援

の元での、住民が主体となった持続可能な砒素対策の実施」とする。そして上位目標とし

て、砒素汚染飲料水による健康被害が防止・改善され、ジョソール県において砒素対策実

施に関する地方行政機関の能力が強化されることが目指されている。 

プロジェクトの成果目標と、それに関する主な活動は以下の通りである。 

① 住民による砒素汚染対策の実施能力の向上（住民の能力強化） 

   啓発活動、利用者組合の結成・運営、代替水源施設の建設 

② 砒素対策委員会（AMC）により砒素対策活動が調整される（AMC の能力強化） 

   砒素対策委員会開催、水源設置・修繕申請プロセスづくり、砒素対策活動の計画・

調整 

③ 公衆衛生局により、代替水源の設置及び維持管理に関する技術支援がなされる 

④ 医療関係者（郡病院）により、砒素中毒患者の健康状態が管理される 

⑤ 教訓の共有、知見蓄積（プロジェクトの成果の普及） 

 協力期間は 2005 年 12 月から 2008 年 12 月までの 3年間で、まだ始まって 1年ほどであ

る。最終的にどのような成果が表れるのか、これからの更なる活動に期待したい。 

 

2. 砒素汚染地域の村々にて 

バングラデシュの農村では、土壁の家屋が並び、緑の田、大量のサトウキビを荷台に乗

せて運ぶ姿、点在する池では住民が沐浴や洗濯をしていたり、ジュートの処理をしていた

りと、静かに日常生活が営まれていた。 

現地では、砒素の検出された井戸のポンプは赤、安全な井戸のそれは緑というように区

別し、分かりやすくしている。今回、ダグウェル（既存の井戸の水を砂でろ過）、深管井戸
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（地質調査により最適な取水層を選定）、 PSF（溜池の水を砂でろ過）、そして、三日月池

を水源とする巨大な砂ろ過装置（300 世帯に給水できる）の 4種類の代替水源を視察した。 

そこでは、女性に水汲みの負担が強いられていた。彼女達は金属製の壷や素焼きの壷を

数個抱えて、1 日 5 往復もするそうだ。代替水源の設置場所は、地域の砒素対策委員会と

住民が参加したミーティングで決められるものの、水源へのアクセスが悪い場合は、水汲

みは大変な重労働である。また、手押しポンプを押すのも結構労力を使う。しかもポンプ

で汲み上げてから、ろ過には 1時間ほどかかる。モーターの設置を望む声もあった。 

患者訪問や栄養指導に随行して感じたことは、AAN のスタッフと現地住民との間に信頼

関係が築かれていることである。AAN スタッフと村を歩いていると、住民は彼らの姿を見

つけて体の具合を相談したり見せたりしていた。 

 

汲みの大変さを実感           巨大なろ過装置 

水源の管理義務は住民に負わせている。例えば、三日月池を原水とする巨大ろ過装置の

受

知事とチョウガチャ郡郡長にお

題として捉えるまでに時間がかかったという島村さんの

感・考察 

水

 

益者は、月 3,000～4,000 タカの維持費を負担しており、各戸月額で 15 タカを管理費と

して支払っている。当初は管理費の支払いを納得させるのに苦労したそうだ。現在は、徴

収人を置くことで集金も効率よく行えるようになった。 

 行政側にインタビューする機会も設けていただき、副県

会いした。そして彼らに 3年後の JICA 撤退までに行政の管理能力の強化が達成しうるか尋

ねたところ、お二方とも、現在のプロジェクトの進捗状況について、前向きに捉えており、

満足しているようだった。また行政の能力は向上していると考えており、自分たちでプロ

ジェクトを運営しているという意識は強いとおっしゃっていた。問題の理解、情報や技術

の伝達が滞りなく出来れば、JICA 撤退後もシステムの維持は可能であり、あとはモチベー

ションの問題だと考えていた。 

 しかし、政府が問題を自身の問

言、また行政側の職員とフィールドとの希薄なつながりから、実際に彼らがどれほどの危

機感や問題意識、熱意を持って取り組んでいるのかは図りかねた。 

 

 

所
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 砒素というと、日本では砒素混入事件が社会を騒がせた。しかしバングラデシュでは、

業の視察で、行政側にインタビューした際、JICA の撤退に対する行政側の考

え

ったのが、井戸を中心とする人的ネットワークの構築

で

ドバックや提言を求められ、私たちの意見として

参考文献】 

暮らしと砒素汚染 バングラデシュの農村から』 九州大学出版会 2005 

gladesh 

砒素汚染は何らかのメカニズムで自然と井戸水の中に混入し、日常生活を静かに確実に脅

かしているものである。 バングラデシュの砒素問題には、この国の政治や社会や文化、

都市と農村の問題、また援助国の思惑など様々な要因が複雑に絡み合っていて、この問題

の大きさ、複雑さを改めて感じている。さらに、砒素問題への取り組みの視察を通して、

行政の機能の不安定さ、この国における NGO（AAN は NPO だが）の存在の大きさを再認識さ

せられた。 

JICA 委託事

は、少し楽観的なのではと感じた。そして 3年の期間でプロジェクトに従事していれば、

少なくとも 3年間は彼らの元に JICA からの援助が回ってくる。ともすれば、それが現在は

問題に取り組んでいる理由かもしれない。プロジェクト終了後も、行政側のモチベーショ

ンを下げないための何らかのインセンティブ、そして引き続き AAN の熟練スタッフのサポ

ートが必要とされるように思う。 

この研修を通して個人的に面白か

ある。個人所有していた井戸を再び共有することになったものの、共同管理がうまくい

かないという問題がある。住民はモスクの管理は出来るので、共有するという素地がない

わけでもない。この問題には、バングラデシュの農村社会の文化的背景や社会構造など複

雑な要素が絡んでくる。実際、上手く機能している組合では、宗教なり親族組織なり生業

なり何らかの既存のネットワークが存在しそれらが上手く活かされている。では、その様

な基盤がない集団の中では、どうやって人々を結び付けて管理組合として機能させるか。

個人的に関心を持ったテーマである。 

 研修の最後に、AAN の活動へのフィー

いくつかの提案をした。例えば、「ラジオ放送を介して全国的に砒素汚染の認知度の向上を

図る」「日本の 5人組のような住民の互助組織を作る」「日本の交通安全週間のような推進

期間を作り、学校で啓発プログラムを行う」「水源をモスクの敷地内に設置するなどイスラ

ームへの信仰心を水源の管理に活用する」「NGO 同士のネットワークの強化と知識の共有」

などのアイデアが研修生側から挙がり、充実した議論の時間となった。AAN 側もプロであ

り、すでに実践に取り入れられているものもあったが、学校での啓発運動のプログラム化

を検討したいという答えが返ってきた。私達の提言が多少なりともスタッフの活動に生か

され、現地の人々の助けとなればと切に願う。 

 

【

谷正和『村の

アジア砒素ネットワーク HP：http://www.asia-arsenic.jp/jp/ 

JICA 技術協力プロジェクト HP：http://project.jica.go.jp/ban
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１－８ オイスカ マングローブ植林プロジェクト 
赤羽 洋 

 
訪問日時：2006年 9月 8日～9月 11日 
訪 問 先：オイスカマングローブプロジェクトサイト（コックスバザール） 
主要面談者：責任者ハミドゥル・ホク 現地指導員 6名 雇用員 3名   敬称略 
分 野：マングローブ保全 
 
 

 

プロジェクトサイト外観 

 
訪問先団体 
1．オイスカマングローブプロジェクトサイトの概要と活動背景 
オイスカマングローブプロジェクトサイト（以下プロジェクトサイト）は 1992 年 7 月
に創設された。前年に、バングラデシュでは大規模なサイクロンが発生し、家畜や、家屋、

農園などに大きな被害が出ていた。当時、当地域で農業を行っていたサイフル＝イスラム

＝チョウドリー（故人、オイスカ研修センターOB）はその被害を受け、長期的な視野に立
ったサイクロン被害の防止策として、マングローブ林再生が必要だと感じていた。マング

ローブ林再生計画の要請を受けたオイスカ・バングラデシュ開発団は、1992年よりオイス
カ・マングローブ植林プロジェクトを開始したのである。 
運営資金は支援機関からの募金で成り立っており、主な支援団体は郵政ボランティア貯

金、緑の募金、UIゼンセン同盟などである。 
 
2．オイスカマングローブプロジェクトサイトの活動内容 
このプロジェクトサイトでは政府に指定された国有地にケオラ、バイン、シュンドリ、

ガオアという、4種のマングローブを植えている。バングラデシュには約 300種のマング
ローブが存在するが、この 4種を選んだ理由としては、元々現地の植生として存在してい
たものを採用したためである。現在の主な活動は、植林活動及びそれらの管理である。マ

ングローブは雨期に植えるのが最も適しているため、雨期にのみ植林を行っている。その
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時期になると日本の支援団体から数名が、1 週間程度の滞在期間植林のためにここに滞在
し、地元の子供たちと植林を行う。子供たちと植えることによる利点は、環境教育という

面も持ち合わせており、何故日本人がわざわざ来て植林をしているのか、植林をすること

の意味を理解してもらうという理由がある。植林をする地域は優先順位があり、まず村を

守るために海岸線に植える。これは高波などの被害を防ぐためである。次に河川の上流の

方に植える。これは生物多様性を考えた場合上流に植えることによってそこに生物が住み、

それらが活動することによって生まれる作用（糞を落として川に流れるなど）を期待する

ためである。これらのこととまた、政府から得た情報を元に植林地を決定し、植林活動を

行っている。 
上述の植林を行うには苗が必要であるが、プロジェクトサイトでは種から苗を育てる作

業も行っている。種は他のマングローブ林から買ってくる場合や、既に植えて成熟した木

から手に入れてくる。 
これら植林を行うと、それらを管理する必要が出てくる。プロジェクトサイトのスタッ

フは一定周期で今までに植林した場所を巡回し、マングローブが水牛に食べられていない

か、村人に勝手に切られていないか、高波など自然災害の被害に遭っていないかなどを確

認している。 
また現在はエビの養殖も行っている。5haと小規模だがそこにアクアカルチャーを取り
入れ人工飼料に頼らない、自然の循環の中でのエビの養殖に取り組んでいる。 
 
 
3．オイスカマングローブプロジェクトサイトの活動成果と課題 
（1）活動成果 
現在までに 474haの植林が行われている。サイクロン被害の軽減を第一の目的とするた

め、まずは第一次 5 カ年計画として 1992 年から 1996 年までにベンガル湾及び河川地域
に 300ha、300万本の植林が行われた。これらの植林は主として地域住民の手により行わ
れた。また、95年、96年には日本から学生が派遣され植林する機会があった。 
第二次計画として 1997年から 2001年までには 174haの植林が行われた。これらの植
林活動は地域の住民や子どもらとともに行われ、先の目的を果たすと同時に環境教育とい

う意味合いを持ちながら行われた。また、日本人と地元の人が一緒に行う活動は、地方新

聞紙にも取り上げられ、啓発活動にもつながっている。 
植林活動とは別に 1998 年にはバングラデシュ日本大使館の草の根無償協力によりサイ
クロン発生時の一時避難場所として「サイクロンシェルター」を建設した。 
 
（2）課題 
（ⅰ）植林地の拡大と管理方法について 

1992年以降、14年間の間におよそ 500haもの広大な範囲を植林したマングローブプロ
ジェクトだが、拡大造林とともにそれの管理について弊害が生じている。プロジェクト開

始当初に植えたマングローブは、かなりの数が既に 10ｍ以上になっている。そうなるとこ
れらは十分な材積を持つため、木材として伐採してしまう村人が出てくる。また、植えて

まだまもない、樹高が高くないものは、葉が下の方についているために水牛などの食害に
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あうこともある。実際に見学に行った現場でも、水牛によって、植えた区域の大部分が枯

れてしまっている場所もあった。これらを防ぐためにスタッフが巡回を行い、被害の状況

を確認し、被害の防止に努める。しかし、植林した地域があまりに広いため現状のスタッ

フですべての地域を巡回することは不可能である。地域によっては村人たちが自分たちで

監視及び管理を行っている場所もあるが、やはりスタッフの負担になっていることは確か

であろう。 
 
（ⅱ）環境教育の推進 
そういった問題を抱えるため、プロジェクトサイトでは木を守るという概念を理解して

もらうために現地の子どもたちと植林を行っている。子どもたちが概念を理解し、それを

家に帰ってから両親に話す。そうやって植林の意義の理解を徐々に深めてきたが、現在の

問題をみるとより多くの人の理解が必要なようだ。また、現在エビの養殖を行っている人

にも、プロジェクトサイトで行っているようなマングローブ林と共存できるアクアカルチ

ャーなどを理解してもらい、こういった活動の理解とどういう利益があるのかの見識を深

めてもらうことも必要だと考える。ただ、実際はエビの養殖を行っている人は小作人で、

どういった方針で経営していくかを決めている地主の理解を求める必要があるだろう。 
 
 
研修 
1．研修内容 
研修内容は以下の通りである。 
（１） プロジェクトサイトの概要の説明 
同行したオイスカスタッフの森田氏より、プロジェクトサイトの成り立ちの経緯、現在

の活動状況などの説明を受けた。 
（２） 苗場に於いて植種作業 
ケオラ、バインの種を苗場に 4 cm間隔で植えた。 

（３） 過去の植林地域の見学 
船に乗って片道一時間程度で、過去に植えた地域を見学した。プロジェクト開始直後に

植林した地域は 10 mを越えているものも多く既に森林として機能しているものが多く見
られた。 
（４） 今夏に植林を行った地域で被害を受け枯れた部分への補植 
水牛やその他の影響によって枯れた苗を補うために、約 800本の植樹を行った。 

 
 
 
 
 
 

 植え付け風景 ケオラ・バインの種 
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2．現地活動者の意見 
（１） 質疑応答

運営資金についての質問です。今後日本からの支援金が打ち切られることも考えら

 

質問：

回答：

回答：優先

 

２） 現地活動者

やはり、まだ環境という概念が理解できない人が多く、何故植林をしているのかを分か

ていない人が多い。まずはそういった人の理解を求めていくことが重要である。もっと

取り上げてもらってこういった活動をもっと広く知ってもらう必要があると感じている。

目的 

過去の植林地 植樹風景  

 

 
質問：

れますが、自立的な経営にむけて、例えば今のマングローブ林を環境に負荷を与え

ない程度に間伐して利益を得るなどは考えていますか。

回答：まだ植林してから十数年なので市場に出すことは考えていません。しかし、助成金

が切れたときのために何らかの手段は講じなければならないと感じています。また、

自分たちが植林している地域は国有地なので利益の何割かは政府に還元しなけれ

ばならないので、その割合も含めて、政府とも話し合いを行っていきたいです。 
政府から助成金は出ていないのですか。 
助成金という形では貰っていません。政府には植林する地域とどういう場所に植林

するのが適切かなどの情報を提供して貰っています。 
質問：植林はどういったことを重要視して地域を選択しているのですか、それらの戦略を

教えてほしい。 
順位と理由は以下の通り 

表 1 植林する地域と目的 

 
 場所 
1 海岸線付近 村を守るため 
2 上流に植える 生物多様性の保護のため 
3   指定なし 地球温暖化を防ぐため

 
 
 
 

の意見 （

っ

環境教育に力を入れていきたいと思っている。世間の関心を深めるためにも新聞社などに

日本人が来ていることは現地の人にとっては印象的で、海外からわざわざ植林をしに来て

いるという事実は、大きなインパクトを与えているのだと感じている。 
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所感・考察 
今回の研修で自分が一番興味をもっていたのは、このマングローブプロジェクトである。

加の動機も実際に海外で行われている活動を見てみたいということからだったので、

興味を持って触れることができた。幸いにもバングラデシュは国外への木材

輸

 

事前研修時配付資料 オイスカ・マングローブ林再生プロジェクト 2006 

参

色々な部分に

出が東南アジアの国々に比べそれほど多い国ではないので、海外からの需要過多による

伐採などはないが、それでもやはり過度の伐採による被害というものは存在していた。何

故海外からの圧力が無かったにもかかわらずこういった過度の伐採が発生するか考えてみ

ると、やはり人口密度の問題と、人々が森林とサイクロン被害の関連性などをしっかりと

認識していないということが挙げられる。日本よりはるかに小さな面積の国土に日本より

も多い人口が住んでいれば森林の劣化、減少が進むことは予想しうる事態である。また、

都市部では都市ガスなど、燃料がある程度薪炭ではないのに比べ、地方ではまだほとんど

の人が薪炭材で料理を作っている。そういったことも木材の利用による森林環境の劣化に

影響していると思われる。 
また、人々の中には、まだ森林のもつ気候緩和機能など、サイクロン被害を緩和する機

能についても理解していない人が多いことが、色々な話から感じることができた。 
 

【参考文献】 
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１－９ UBINIG (Policy Research for Development Alternative) 
李 尚美 

 
訪問日時：9月 11日 10:00～12:45 
訪 問 先：UBINIG （Cox’s Bazar） 
主要面談者：Rafiqul Haque Tito（regional coordinator, Chittagong region） 敬称略 
分 野：社会開発、有機農業 
 
 
訪問先団体の概要 
1．訪問先の概要 
（1）UBINIGとは 

UBINIGとは、ベンガル語の Unnayan Bikalpe  Nitinirdharoni Gob shona.の略で、も
う一つの開発のための政策研究という意味であり、UBINIG は政策のアドボカシーを行う
研究機関として活動をしている。同時に、様々なプログラムやプロジェクトを行うことで、

調査･分析の裏づけを強化している。 

r e

 
（2）活動背景・理念 

UBINIG の原形である勉強会が始まったのは、1981 年のことである。この勉強会では、
開発や社会変化に関わる問題を扱い、階級やジェンダーの観点から開発を批判的に眺める

ことから始めた。その後、一つの組織として発足した。 
主として、開発や開発政策等に関する政策問題について研究している。階級やジェンダ

ーの観点から開発の議論をすることを目的とし、様々な取り組みをしている。 
 
（3）規模・人員など 
 UBINIGはバングラデシュ国内にいくつかのセンターを持ち、Cox’s Bazarには 2つのオ
フィスがあり、ここではすでに 20年間活動をしている。Cox’s Bazarのスタッフは全部で
40人おり、そのうち 1/3は地元出身で、残りの 2／3は国内の他の地域から来ている。 
財政面については、ダッカでの織物（機織）の売り上げや、調査の依頼を受けての報酬

などでまかなっている。 
 
 
2．訪問先団体の活動内容 
 UBINIG は NGO ではなく研究機関であるため、政策研究や政策レベルでの各種キャン
ペーン、社会的･環境的側面の調査を行っている。 
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GMOに対するキャンペーン 
 

 
農薬使用の怖さを訴えたポスター 

1987 年には、エビの養殖をしている人々に着目した研究プロジェクトを、Cox’s Bazar
の海岸部で開始した。具体的には、コミュニティのための養魚やエビの養殖、およびエビ

の養殖業に携る人々に対する研究などがある。1991年、サイクロンがこの地域に多大な被
害をもたらした後、それまで以上に関わるようになった。同センターでは、参加型手法を

取り、海岸部のエコロジーやマネジメントを主に扱っている。 
 以下は、この Cox’s Bazarの付近で行われている活動について、いくつかに分けて書く。 
 
（1）Nayakrishi Andolon（新しい農業運動） 
（ⅰ）契機・センターの役割 
1987 年および 1988 年に Tangail 地方は洪水に見舞われた。その後の復興活動として、

UBINIG は農業と地域コミュニティに関わるようになり、それ以降伝統的な農業の方法に
ついての情報を集めてきた。 

UBINIG エコロジカル・センターは、センター内の農地で行われた有機農法を農民たち
に教えるための場所となっている。また、有機農法や環境についての様々な情報を交換す

る場所としても使われている。このほかにも、ここではセミナーなどのトレーニングや零

細農家の指導なども行っている。小規模かつオープンな農場を目指していて、約 25,000人
の農民が関わっている。 
（ⅱ）近代農法のデメリット 
1960年代から始まった近代農法の下では、たくさんの肥料や農薬を用いることで収穫量
を上げた。いわゆる緑の革命である。近代農法を始めた当初は、アウトプットである収穫

量が、農薬･肥料のインプットより多く、近代農法の目的を達成していた。しかし、次第に

土壌がやせ細るにつれて、インプットがアウトプットを上回るようになると、海への影響
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や鳥をはじめとする野生生物の減少といった側面も現れ始めた。これによる影響は環境面

だけにとどまらず、人々の都市への移住も引き起こした。収穫量が激減したことから、貧

しい農民はダッカなどの大都市へと移住せざるを得なくなったからだという。そして、彼

らの多くが都市部で貧困層を形成しているという。 
（ⅲ）運動について 
このような状況の下、導入されたのがこの Nayakrishi Andolon（新しい農業運動）であ

る。Nayakrishi Andolonとは、昔からこの地域で用いられてきた農業のアイディアを復活
させ、農薬や化学肥料などを一切使わない農法を広めようとする新しい農業運動のことで

ある。生物多様性を重視したこの農法は、生態系を破壊することはないため、UBINIG が
農民に推奨している。 
この農法は、大きく分けて 3 段階のステップを踏む。まず、農薬の使用をやめる。次に
徐々に化学肥料の量を減らす。そして、最終的に完全に化学肥料の使用をなくす、という

やり方である。 
ここでは、作物と作物の間に違う作物を植えたり、何種類かの作物をローテーションで 
植えるなど、様々な工夫が各所でみられた。 
 （ⅳ）10のルール 
Nayakrishi Andolonには、10のルールがある。表にすると以下のようになり、有機農法
を実行していく上で基本となることが多く挙げられているのがわかる。 

Rule Contents 

Rule1 Absolutely no use of pesticides 
Rule2 No use of chemical fertilizer and minimum external inputs 
Rule3 Copy the forest and produce biodiversity 
Rule4 Make the household self-reliant 
Rule5 Calculate total yield of the household, community and the eco-system 
Rule6 All domesticated and semi-domesticated animals and birds are members 

of the farming households. 
Rule7 Agriculture is also aquaculture. 
Rule8 Seeds and genetic resources are the common resources of the community 

and must be conserved at the households and community level. 
Rule9 Water is wealth. 
Rule10 Stop the use of deep tube wells and extraction of groundwater. 

(UBINIGのパンフレット Nayakrishi Andolon.から作成) 
 
 
（2）種子の保存 
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（ⅰ）きっかけ 
1991年のサイクロンの被害は、サイクロンそれ自身の被害にとどまらず、農民にとって
非常に大切な作物の種子を失うことになった。そのため、これ以降、種子の保存をする活

動が始まった。 
（ⅱ）女性の仕事 
バングラデシュでは、伝統的に女性が種子を保管していた。種子はそれぞれ保存方法が

異なっており、その方法（保管の仕方、湿度など）は、母から娘へ、姉から妹へといった

具合に、伝授されていった。しかし、近代農法の下では、農民たちは種子を市場で買って

いたので、長いこと夫婦間の分業は破壊され、世代間の知識の伝授も途絶えていた。 
 （ⅲ）運動 
この運動では、農民は市場で種子を買うのではなく、コミュニティ内での種子の収集お

よび保管といった、住民参加型の手法を取り、次第に自治体やコミュニティを組織化して

いった。 
（ⅳ）Seed-networkについて 
Seed- networkは村に一つある。まずはここにコンタクトを取ることになっている。3段
階のステップがある。まず、各家で種を保存する。次は seed-hutで、最後にこのセンター
で種を保存する。各家には種子は数種類しかないが、このネットワークを用いることで、

最終的にこのセンターにはたくさんの種類の種子が集まる仕組みになっている。また

Seed-hut には大切な種を、このセンターでは災害時に備えて貴重な種や絶滅種を保存して
いる。 
 
（3）マングローブ 
サイクロン被害とそれ以前からのエビ養殖時に破壊されたマングローブを、海岸線に沿

って 10km にわたって植林した。波による海岸線の侵食を防ぐために、マングローブを保

全することは不可欠であり、現在は農民も動員して保全に努めている。 
 
 
3．訪問先団体の活動成果と課題 
（1）Nayakrishi Andolon 
 近代農法をやめて自然のサイクルに基づいた有機農法を奨励しているこの運動は、すで

に 25,000人もの農民を巻き込んで実施されてきた。 
 
（2）種子の保存 
現在、女性の seed-networkがあり、女性同士のつながりも強化されたほか、男性に対し
ても発言できるようになるなどの効果を収めている。 
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（3）マングローブ 
マングローブについては常に問題に直面している。地域住民からの理解が得られないこ

ともあり、せっかく植林したマングローブも刈られてしまうこともある。様々な角度から

対応しているが、なかなかうまくいかないとのことで、今後も地域住民との闘いは続きそ

うである。 
 
 
研修 
1．研修内容（目的、活動等）と成果 
 UBINIGでは、はじめに regional coordinatorである Rafiqulさんから、UBINIG Cox's 
Bazar の活動内容についてのおおまかな説明を受けた後、同敷地内にある農園の中をめぐ
り、有機農法や家畜などを見学した。その間も研修生たちからの質問は続き、スタッフが

応答してくださった。その後、休憩も兼ねて Rafiqulさんに質問をしたり、ここで働いてい
る女性たちからもお話を伺うことができた。 
 

 
Rafiqulさんのお話         
 

 
話を聞いている研修生  

（1）実際に UBINIGの中を歩いてみて 
できるだけ自然に近い状態に保つことを心がけ、ここは○○、ここは□□といったよう

にゾーンを作って植物を育てることは極力避けている。 
この農園では、5000から 6000種類の中からこの地域にもともとあった 509種類の米を

栽培している。 
バニヤンの木を植えている。鳥が来てこの木に止まって、フンをすると、その下の土地

の肥料となる。このように、すべての植物はそれぞれ重要な役割を持っていて、自然の循

環を最大限に利用したシステムとなっている。 
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様々な植物が栽培されている 
 

 

混植の様子 

ここには 36種類の地鶏がいて、番号ごとに異なる目的の鳥（鶏肉用、卵用）を飼ってい
る。ニワトリが食べるエサの 25％はこのセンターで用意しているが、あとは周りの草を食
べている。 
 

ニワトリの小屋 
 

 
エサを食べるニワトリ 

種子の貯蔵庫には、約 600 種類の米、385 種類の野菜（同じ野菜でも違うもの。）、香辛
料、木、薬草、花、豆などの種子が保存されている。容器は農民たちが古くから持ってい

たアイディアを使っていて、この容器は日光による種子の劣化を防いでいる。 
女性の seed- networkの人達がやってきて、ここから種子を持っていって、2倍にして返
すことになっている。種子を保存するために、倉庫内の湿度、日光、気温などが測られ、

ノートに記録されている。 
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保管されている種子 
  

様々な種子が保管されている 
 
 
2．現地活動者の意見（質疑応答等） 
現地活動者の意見としては、ここで働いている女性たち 3 人の声を聞くことができたの
で、彼女たちの声を中心に書くことにする。 

 質問をする研修生 

女性たちの感想としては、彼女たちはみな幸せだと感じていた。（これは、女性で仕事が

あるのは、HAPPYであるということらしい。）「バングラデシュ国内の様々な地域から色々
な人が来ていて、みんな家族のようである。彼女たちは、農民たちからたくさんの経験を

得ている。」とのことだった。彼女たちの今後の活躍が期待される。 
このほかにも、UBINIG では、ここで働いている女性もいれば、1 週間に一度来るとい
うように、定期的に通っている人もいるという。 
この周辺はとても保守的な地域で、20 年前は女性は全身真っ黒な布で身をまとい、外に
も出てこなかった。それに、同じバングラデシュ人であっても、違う地域から来ているの

で、怪しまれたと言う。しかし、ここ 10～15年で劇的な変化を見せている。 
その例としては、3月 8日に開かれた、国際女性の日※がある。この日は、大勢の女性た

ちがやって来た。1万人くらいの人の前で女性がスピーチをした。これは、それまでは考え
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られなかったこと！！また、いろんなキャンペーンや集会をすると、女性が真っ先に来る

ようになったという。 
スタッフたちの意見からすると、保守的なこの地域ですら、女性たちは今までの社会の

慣習から少しずつ抜け出て、外の世界に出ようとしているようである。あと 10年、20年し
たら、またものすごく変わっているのだろう、とのことだった。 

 
 
所感・考察 
 自然の循環に合わせた有機農法を奨励し、自ら農園を作って農民に開放しているなど、

優れた活動をしていた。ただ同時に、理想を求めすぎているのではないかとも思えた。と

いうのは、そもそも UBINIGは、農民が置かれている状況（社会経済的なものも含む）よ
りも自然環境に焦点を合わせているような感じがしたからである。人々の置かれた状況か

ら開発を批判的に眺めるというところから始まった研究機関としては、少し偏りが出てい

るのかと思う。（センター内の見学からはこのように感じたが、ここで学んだ農民たちが実

際にどのように自分たちの農法を変えていったかを知ることができたら、これとは違うよ

うに感じただろう。） 
 作物の種子に着目した女性のエンパワメントの取り組みは、バングラデシュ独特のもの

で、興味を引いた。種子の保存という一見特に意味をなさなそうな行動が、家族の秩序や

女性の立場を決めていたということだった。この行為の大切さは失われてから気付いたも

のであり、新しい技術の導入の際にはこうした目に見えないつながりを断ち切らないよう

な仕組みを作らなければならないのかもしれない。 
 UBINIG のある周辺では、女性たちをあまり見かけないこと、見かけても全身真っ黒な
服を着ていること、顔を覆い隠している人が多く、ダッカとはかなり違っているのを肌で

感じとれた。この他に感じた地方に残る伝統や慣習の強さやかなり保守的な地域だという

ことは、UBINIG のスタッフの方々も言っていたが、少しずつ女性たち自身も変わってき
ているとのことで、10年･20年後のこの地域の様子が楽しみである。 
 
※ 国際女性の日（International Women’s Day）：毎年、3月 8日に祝われている記念日で、女

性の政治的自由と平等のために戦う記念日とされている。日本ではあまりなじみがないが、世界

中で祝われている。 

 
【参考文献】 

UBINIG (Data unknown). Nayakrishi Andolon.  
UBINIG HP：http://membres.lycos.fr/ubinig/ 

 48



１－１０ Bangladesh POUSH 

李 尚美 

 

 

訪問日時：9月 11 日 15:00～17:00 

訪 問 先：Bangladesh POUSH（Cox’s Bazar） 

主要面談者：Asaduzzaman Co-ordinato 敬称略 

分 野：環境保全・修復・教育 

 

 

 

 

 

                          POUSH 事務所の前で  

 

訪問先団体 

1．訪問先の概要（活動背景、目的、規模、人員、予算等） 

 同団体は、非政府・非営利・非政治的組織で、1990 年に設立された。バングラデシュ政

府の NGO を管轄している省に登録されている。同団体の主な計画的な介入の目的は、持続

可能な発展を促進することである。 

VISION としては、持続可能な発展に向けて、天然資源を保存し、価値を維持する社会を

促進することを掲げている。使命としては、社会経済的なエンパワメントと天然資源の参

加型管理を通した、持続可能な暮らしを助けることである。OBJECTIVE としては、持続可

能な収入を生み出すこと、天然資源管理の参加型管理の促進、啓蒙活動とスキルの向上、

荒廃した環境を補修すること、開発の知識と経験の共有、食料の安全の強化、女性のエン

パワメント、組織のキャパシティ･ビルディング、人々の機会を作るためのコミュニティの

補佐を挙げている。 

 同団体は、バングラデシュ国内に十数か所の支部を持ち、各地域で活動している。POUSH

のスタッフは、様々な専門分野を大学や大学院で履修した人達で構成され、現在 105 人の

フルタイムのスタッフと 50 人のボランティアスタッフがいる。POUSH で働いている人々の

90％は女性であるとのことだが、これは村で実際に作業をしている村人たちを含んだ数で

ある。予算については、国内外の援助を受けて活動している。 

 

2．訪問先団体の活動内容 

 活動としては、持続可能な天然資源管理、環境についての啓蒙活動および教育、持続可

能な暮らしを支えるプログラム、ジェンダー開発，研究および出版、共同開発がある。例

えば、Cox’s Bazar では、ボトルカリーで、地球環境基金の支援を受けて、マングローブ

植林をしていた（～2006.3）。また多くのプログラムを、日本ラムサールセンターと共に実

施している。 

Cox’s Bazar では、環境に関する啓蒙活動とジェンダー開発が行われている。前者につ

いては、ノンフォーマルスクールがそれに当たり、後者については、植林活動を通じた女
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性たちの教育および雇用がそれに当たる。 

 

3．訪問先団体の活動成果と課題 

 Cox’s Bazar では、地域住民の組織化とそれに伴う人々のキャパシティ・ビルディング

を促進し、海岸部の湿地帯の自然環境管理に力を注いでおり、その活動報告がブックレト

にまとめられている。 

 また、作業員を最貧困層の中から選出するという植林プログラムでは、作業をする女性

たち自身がこのプログラムのおかげで女性たちの生活は改善されたと言っており、一定の

成果が見られる。 

一方、予算については、国内外の援助を受けて活動しており、財政面で自立した活動は

ほとんど行われていないようである。中でも、日本の企業や団体から資金を受けているこ

とが多く、また共に活動していることが多いことに気付いた。JFGE による助成期間は 3年

間と短いが、たとえ助成期間が短くても、一度始めたプロジェクトはずっと続けていきた

い、とのことだった。どの NGO も抱える問題であるが、財政的自立が今後の課題となって

いる。 

 

 

研修 

1．研修内容（目的、活動等）と成果 

ここでは、簡単に POUSH の活動等の説明を受けたあと、実際にノンフォーマル・スクー

ルと植林地の見学を行った。それぞれについて得られたことを以下に書く。 

 

（1）ノンフォーマル・スクールの見学 

私達が訪問した学校は、事務所から歩いて数分のところにある。訪問すると、授業中で、

教室には 7歳から 12 歳までの子供たちが 50 人位いた。学年に関係なく、同じ時間に同じ

教室で勉強しているとのことだった。 

授業は、午前･午後のクラスに分かれている。ここで学んでいる子供たちは、家庭が貧し

い子もいるが、そうでない子もいる。というのも、政府の建てた学校がこの付近からは遠

いので、ここに通っているとのことだった。 

 ノンフォーマル・スクールの様子  
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「バングラデシュの木」の教科書を 

持つ生徒 

 

 

「バングラデシュの木」の教科書 

 

教科書は、政府のものと環境教育のための独自の教科書（地球環境基金の支援によるも

の）を使っている。後者の教科書の内容は、バングラデシュの魚･木･鳥の本で、図鑑のよ

うなものだった。教科書および全ての用具は無料で支給されている。環境教育として、教

室の外で作業をすることもある。 

 

（2）植林地の見学 

事務所から少し離れた場所の道路沿いにある土地が、植林地となっていた。広さ 4.8a

のこの土地に、4 種類の木（マホガニー、アカシア、ジャックフルーツ、グァバ）があわ

せて 5000 本、植えられている。 

 

 

 

POUSH の植林地               植林地で作業している村人 

 

植えられる苗木は、苗床で 1年から 1年半育てられ、5～6フィートの大きさになったら

この土地に植え、そのうち 70％が育つ。5年おきに間伐して、15 年後に皆伐する。もしそ

の時点で立派な木があれば 50 年まで残し、また種ができる木も残す。 
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森林管理については、ダッカの POUSH には専門家がおり、彼らが彼女たちに管理の仕方

を指導している。実際、プログラム開始前に彼女たちは研修を受けている。 

現在、植林してから 4 年が経つ。最初の 2 年間は、POUSH が管理の対価を管理者である

村人たちに支払っていた。3 年目以降は森から得られる生産物で十分なので、支払ってい

ない。この利益を地主、受益者（村人）、POUSH の間で 4：4：2の割合で配分している。 

 

2．現地活動者の意見（質疑応答等） 

 実際に森林管理をしている村の女性たちから直接お話を聞くことができた。また、最後

にまとめとして、Asaduzzaman さんとの質疑応答の機会を設けてもらえたので、ここでは

その二つについて書く。 

 

（1）女性たちの話 

   
 女性たちから意見を伺う 

 

家の仕事を 8時までに済ませ、ここで 8時から 17 時まで働く。彼女たちにとっては、家

事プラスこの仕事をするわけで、きつい仕事であり負担となっているが、使用人を雇うほ

どお金に余裕はなく、ただこの仕事をすると家計の足しになるので、続けている。 

このプログラムが始まって、彼女たちの生活は変化してきたという。以前は彼女たちに

現金収入はなかったが、上述のように最初の 2年間は毎月 1200～1500 タカの手当てが支払

われた。これらのお金は、日々の食料、子供の医療費、服などに使われる。この金額は、

決して十分なものではない。それでも彼女たちは、自分の労働がお金となり、そのお金で

家族を助けることができ、とても満足しており、今までよりも幸せだと言っていた。 

彼女たちの多くの子供が POUSH の学校に通っているので、環境については家でも学校で

も話し合っている。 

 

（2）Asaduzzaman さんとの質疑応答 

 ここでは、各項目について以下のようにまとめる。 

 （ⅰ）女性たちに求められる資格について 

このプログラムを実施するに当たり、次の三つの資格が女性たちに求められ、全てに該
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当する人が選ばれる。一つは、このプロジェクトを支えていくために、近所の人であるこ

と。二つめは、とても貧しいこと。三つめは、体力的に作業が可能であること。 

 （ⅱ）ここで働く女性たちの選定過程について 

フィールドワーカーが、村を調査して、まず 100 家族を選ぶ。そして 200 項目に及ぶ社

会経済的な調査をして、そのデータを本部のあるダッカに送り、データを分析し、15 メン

バーを選出する。その後、実態調査をする。 

 （ⅲ）このプログラム導入後の村内の変化について 

質問の意図：最貧困の人々をターゲットにしているというが、このプログラムによ

って、最貧困層の経済水準が向上して、かつて彼らよりやや豊かであった人達が最

貧困層になることはないのか？つまり、このプログラムの導入によって、最貧困層

を構成しているメンバーは変わるのかどうかを尋ねた。 

ここでターゲットにされている彼女たちはもともと最貧困の人達なので、数年の活動で

は、彼女たちは中流階級にはならないし、別段最貧困層の中に構成員の変化は起こらない。

この活動は、もともとボトムアップを狙ったプログラムで、これによる変化は本当に小さ

い。 

（ⅳ）「環境」という言葉について 

質問の意図：POUSH が、パンフレットなどに「環境」という言葉を多用している

ことから、どのような意味で使用しているのかを聞いた。 

環境という言葉が意味しているところは巨大であるが、そのうち POUSH では、自然「環

境」という意味で使っている。 

（ⅴ）POUSH の環境教育について 

質問の意図：生徒たちが使っていた環境教育の教科書は、図鑑のような印象を受

けた。バングラデシュ国内の環境問題（例えば、ゴミ問題やエネルギー問題など）

や地球環境問題など、自分たちの生活と社会的な環境問題がつながっていること

を教材として使用した方が良いのではないかと考え、尋ねた。 

たしかにバングラデシュ国内の環境問題や地球環境問題を取り扱った方がよく、そうす

べきである。しかし、POUSH のいう「環境」とはあくまで自然環境を示し、教科書および

ここでの教育は生徒たちにとって、広い意味での「環境」問題に対する彼らの興味の導入

になっている。 

また、POUSH は小さな NGO なので、今は小さなことに焦点を当てて活動をしている。将

来は、広い意味で環境教育にも関わっていきたい。 

 

 

所感・考察 

POUSH では、活動内容の見学とそこで働いている村人たちからお話を伺うことができた。

環境保全活動と同時に、POUSH は最貧困層に焦点を当てた活動をしているということで、

個人的に関心を寄せていた上に、実際に活動に従事する人々から話を聞くことができて、

POUSH の活動をよく理解できた気がしている。 

 貧困対策と環境保全、女性のエンパワメントに焦点を当てたこの植林プログラムは、バ

ングラデシュが直面している問題に同時に対処しており、また今のところうまくいってい
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るとのことで、注目すべき取り組みのひとつだろう。ただ、このプログラムの導入による

村内の社会的影響などはまだ視野に入れられておらず、今後どのように自身の活動を評価

していくのかが課題となるのではないだろうか。 

 バングラデシュでは、NGO が運営する小学校が多く、POUSH もその一端を担っていた。

POUSH では、活動理念である自然環境を前面に押し出した環境教育をしている点が、印象

的であり、今後もその独自のスタイルを貫いてほしい。また、ここで学んだ子供たちが身

近な自然環境から始め、地球規模で問題となっている環境問題に関心を持ち、身近なとこ

ろから行動するようになったら、と願う。 

 現在は NGO 自体の規模の小ささを理由に、活動内容も限られたものになっているとのこ

とだったが、将来的には広義の「環境」問題に取り組みたいとのことであり、今後の活動

に期待したい。 

 

 

【参考文献】 

BANGLADESH POUSH のリーフレット 

BANGLADESH POUSH (Data unknown). Profile of Bangladesh POUSH.  
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１－１１ NPO 法人 日本下水文化研究会  

泉川 洸 

 

訪問日時：2006 年 9 月 12 日～13 日 

訪 問 先：NPO 法人日本下水文化研究会（コミラ） 

主要面談者：Dr. Masudul Hog Chowdhury (Joint Director)、 

Tofayel Ahumed     敬称略 

分 野：公衆衛生 

 

 

訪問先の概要と活動の背景 

9 月 12 日にコックスバザールからコミラに車両で移動し、Bangladesh Academy Rural 

Development（BARD）のゲストハウスにチェックインし、13 日に BARD の Dr.Masudal さん

によるブリーフィングと日本文化下水研究会と BARD で協力して行っているプロジェクト

サイトを視察した。 

 

BARDの概要 

 BARD は 1959 年に、Village やその土地の行政区の役人や議員の研修施設として創立され

た。地方政府に対しての援助を行い、貧しい人々の生活環境の改善を図るためのモデルを

模索している。訓練施設の運営や長年続けている「貧困を脱し、富を分配するための研究」

が主な活動内容である。経営に関しては地域管理者と行政区内で管轄を分けていて、構成

員の主な専門分野は、経済学・経営学・社会学・統計学・農業学・環境学である。人員は、

役割別の指導者が 60 人とスタッフが 305 人である。 

 

活動内容 

・住民の生活調査 

・土壌・水質調査 

・インフラ整備(エコサントイレの設置) 

・農民を中心とする人材育成 

 

訪問先の活動内容・成果・課題 

BARD のプロジェクトの視察として、CVDP(Comprehensive Village Development Project)

を行っているコミラにある村の一つを訪れた。プロジェクトは 40 ヶ所で行われており、そ

の 2ヶ所で現地の方のお話を伺うことができた。 

一人目は農家の奥さんだったが、管理者は男女に関係なく選抜しているという。エコサ

ントイレは人糞と尿とを分けていてそれらを肥料として活用している。また一般家庭のト

イレとは違いコンクリート造りなのでしっかりしている。ゆえに匂いがしないこと、清潔

に使えること、糞や尿をリサイクルできるというメリットがあると言っていた。二人目は

農家の男性だったが、最初はトイレの使用に戸惑ったということを述べていた。また、一

ヶ所のトイレ建設にかかる費用が 3万 5千タカ(約 500 ドル)ということで、もっと費用が
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安くなることを望んでいた。 

 JFGE(Japan Fund for Global Environment)が資金的な援助をし、日本文化下水研究会と

の協力関係にある BARD が、プロジェクト自体を推進している。CVDP は 2004 年 11 月に始

められ、150 万タカが活動資金としてある。すでに 40 世帯でエコサントイレが設置され、

そのうちの 15 ヶ所がコミラにある農村で、残り 25 ヶ所はスミナガル郡の三つの村でプロ

ジェクトサイトがあるという。バングラデシュ全体の農村地域の収入は農業や漁業である

ため、コミラでは農家を対象とする公衆衛生に関する意識の啓発、地域でのエコサントイ

レの説明やフィールドワーク、トイレの使用に関する正しい知識の説明を主な活動として

いる。エコサントイレは糞と尿をそれぞれ違う穴に分けているので、バングラデシュの伝

統的な一つの穴のトイレと異なる。屎尿を分離して収集し尿はすぐに畑にまき、排泄物は

トイレ使用後に灰をまくことで、臭い、蠅の問題を解決したということもプロジェクトに

おける成果である。そして 6ヶ月間貯めた後肥料として使用しているが、そのために写真

1 のように 2 ヶ所にトイレが作られており、糞尿を貯めている方は完全に密閉している。

そして、この一番のメリットは人と糞尿の関わりを見直し、糞尿を肥料として使い、土壌

に還元しそこから作物を得るという日常のライフサイクルの構築されることであり、その

ことが農村地域の生活向上につながることであ

る。 

 成果としてはプロジェクトサイトで農家の

方々が述べていたように、トイレの衛生状態が

向上したことや、肥料として農業に活用できる

ことが挙げられる。しかし課題としてコストの

面で 25%をオーナーが負担し、残りは BARD が負

担しているということだが、まだまだ一般家庭

には高すぎることがある。最終的にはオーナー

自身のお金の負担でトイレを設置すること、一般家庭

で購入できるまでコストを削減することが目標である

としていた。さらに写真 2にあるトイレの糞尿を貯

めるためのタンクはコンクリート製のため、中のも

のを汲みあげる時に、汲み上げにくいためタンクを

プラスチック製のものにして欲しいことやタンクの

容量を家族数に合わせた大きさにすること、トイレ

に入る際には階段があり、雨が降ると滑りやすくな

ることから手すりを設置して欲しいなど設計に関し

ては臨機応変にすることとして課題があるかもしれ

ない。 

写真１ エコサントイレ 
 

 

所感・考察 

 公衆トイレについては普段何気なく当然のように

どこでも使用できるのが日本では当たり前である。 写真２ トイレのタンク 
しかし、バングラデシュにいる時は宿泊場所にいる 
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時は問題がないものの、外に出ると公衆トイレなどは存在しない。その点ではインフラが

整っていないことを感じてはいたが、家庭のトイレを意識して見なかったため一般的にど

の程度までトイレが普及しているのかは分からなかった。バングラデシュでは 50％の家庭

がトイレを持たないというところが現状で、そのような衛生状況から疾病にかかりやすい

子どもたちは生後死んでしまうこともあるという。バングラデッシュを対象とする MDGs

（ミレニアム開発目標）では『2015 年までに 5 歳児未満の死亡率を 2／3 減少させる』と

いう目標があり、この BARD で行っているプロジェクトは貧困削減のための最優先分野であ

る母子保健や衛星と安全な水に深く関わっていることが考察できた。日本と衛生面を比べ

てみれば歴然とするが、街中にある公園の中や建物の中に入れば必ずと言っていいほどト

イレがあり、その点で子どもが疾病にかかり死亡するということはまずない。衛生環境の

改善は様々な病原菌や保健医療につながることであり、プロジェクトサイトでの住民の反

応から、以前までの糞尿は排出してそのままにおくということがあったりしたそうだが、

それに灰をかけ匂いや蝿が寄らないようにするなどの身近にできることから改善するなど

確実な住民の意識の向上があり、以前までのトイレの使用方法との変化を垣間見ることが

できたと思う。 

またバングラデシュはサイクロンによる被害も懸念されていることは重要である。下水

整備が整っていない分、サイクロンが地上での生活を脅かす際に、洪水も起こり表層水を

汚すということもある。その時に未整備な公衆衛生であれば、糞尿が貯めてある一般的な

家庭のトイレも壊れ、それが不衛生を引き起こす。住民にとっては不安要素の一つである

と考えられるし、エコサントイレを使用することを決めたオーナーたちの決定要因である

とも考える。村人の立場で考えれば NGO の提案や支援もそうだが、自助努力により自分た

ちが地域におけるプラスになるものを積極的に取り組み未来により良いものを残そうと考

えていることは自明である。エコサントイレの導入を決断した複数の世帯主の人たちは、

村の衛生状況がより良くなり、エコサントイレのプロジェクトが村の雰囲気まで変えるこ

とが望まれる。そしてこのプロジェクトを経て村全体や個人の自立心が養われることこそ

が、プロジェクトの成功だと言える。 

BARD でのフィールドワークは半日ほどの短い時間だったが、そこからはまだまだ住民の

経済状況が問題でエコサントイレの設置が広まらないということがプロジェクト自体の課

題であるとも感じた。同時に、長期的な視野を持った活動が必要である。それはまだ CVDP

が発展段階にありシステムの確立が未達成でありその模索段階であることもあるかもしれ

ない。プロジェクトの必要性については実際にバングラデッシュ国内の状況を見て周り、

住民生活の向上や貧困から抜け出すための重要なものだと認識した。公衆衛生に関して、

とても身近でその日本では考えられないが、バングラデシュにおいての重要性を知ること

ができた。 
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