
  

こ の 号 の 内 容  

1．中日民法分則編纂検討会の開催                                P3 

 

2．環境にやさしい社会構築プロジェクト中間レビューの開催                               P3 

  

3．環境にやさしい社会構築プロジェクト日中汚水処理技術セミナーの開催                          P5 

 

4．NGO 壹基金との防災教育分野における連携覚書の締結                                  P6 

 

5．日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト 

～第2回目訪日研修（病理医向け）の実施～                                       P7 

   

6．高齢化対策プロジェクト：認知症ケア研修の開催（陝西省宝鶏市）                               P8 

 

7．公衆衛生プロジェクト、東京と高知県で訪日研修を実施                             P9 

 

8．パンデミックプロジェクト、第一回合同調整委員会（JCC）を実施                                          P11 

  

9．パンデミックプロジェクト、安徽省のモデル病院をモニタリング                                                  P11 

 

10．医療同窓会と日系企業の交流会開催                             P12 

 

11．長期研修員同窓会活動：「防災減災と持続可能な発展セミナー」を成都で開催                          P13 

 

12．湖南省の汚水処理関連草の根技術協力の成果が実を結ぶ                                          P15 

   

13．円借款事業の実施による中国貧困削減への貢献                                                    P16 

                  

14．隊員総会を開催～全国各地の青年海外協力隊 12 名が北京に集結～                                     P17 

 

15．青年海外協力隊が北京日本人学校で出前講座を行いました                                          P18 

 

16．感謝と感動の日本文化イベント開催＠貴州省盤州市                                                     P20 

 

17．フリーマーケットで環境教育                                                             P21 
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* * *ニュースレターに関するお問い合わせはこちらまで** *  
Emai l：j icacn-pr@jica.go.jp 

皆様からのご感想やコメントをお待ちしております。  
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中⽇⺠法分則編纂検討会の開催 

 

2019 年 1 ⽉ 10 ⽇−11 ⽇に、「市場経済の健全な発展と⺠⽣の保障のための法制
度整備プロジェクト」の中⽇⺠法分則編纂検討会が北京で開催されました。中国では現
在、来年の 3 ⽉完成を⽬指して⺠
法典の編纂が⾏われています。その
策定過程に協⼒している現在のプロ
ジェクトの活動のひとつとして、カウン
ターパートである全国⼈⺠代表⼤会
常務委員会法制⼯作委員会⺠法
室を中⼼に、中国側の関係者と⽇
本側有識者との間で活発な議論が⾏われました。 

中国側から⽇本の⺠法における債権譲渡や死亡賠償⾦の相続性、契約解除などに
ついて事前に質問があり、質問内容に応じて⽇本側の各分野の専⾨家が説例とそれに
関する実務回答を提供しました。⽇中それぞれの⺠法の内容に関する解釈の違いが分か
り、⼤変興味深いセミナーとなりました。 

次回の現地セミナーは経済法室のセミナーで、「特許権侵害と独占禁⽌」や「薬品と特
許」といった内容で、2019 年 4 ⽉ 11 ⽇−12 ⽇の開催を予定しています。 

 
細⾙瑞季 

 

環境にやさしい社会構築プロジェクト  
中間レビューの開催 

 

中国⽣態環境部及び⽇中友好環境保全センターと JICA は、2016 年 4 ⽉より、「環
境にやさしい社会構築プロジェクト」（以下、プロジェクト）を実施しています。開始後、約
3 年が経ち、これからプロジェクトは後半に差し掛かります。そこで、2019 年 2 ⽉ 18 ⽇〜
20 ⽇に⽇中共同で中間レビューを実施し、今までの活動や成果の確認と今後のプロジェ
クト⽬標の達成⾒込みを確認しました。その結果、活動は概ね順調に進んでおり、活動
を計画通りに実施することで、プロジェクト⽬標が達成される⾒込みが⾼いことを確認しま
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した。2 ⽉ 20 ⽇には、第 3 回合同
調整委員会を開催し、関係者間で
中間レビュー結果の共有と合意を⾏
いました。 

2017 年度〜2018 年度にかけて
の特筆すべき主な成果としては以下
があります。 
 第 1 回（2017 年 6 ⽉）と第 2 回

（2018 年 6 ⽉）⽇中環境保護ハ
イレベルダイアログの開催 

 環境保護部⾨局⻑級を対象とした⽣態環境保護に関する訪⽇研修の実施 
 「郷村振興戦略下の農村環境管理機序の研究」の実施と⽣態環境部への農村環境に関す

る 5 つの専⾨報告の提出 
 化学分析機械「MALDI」の導⼊と⼤気粒⼦状物質に関する総合的な研究の実施 
 ⽇中友好環境保全センターと⽇本の研究機関や⺠間企業との協⼒覚書の締結 
これらの成果を踏まえ、2019 年度は、特に⼤気汚染モニタリング分析の推進と⽣態

環境部及び地⽅⽣態環境庁の能⼒強化、⽇中環境保護ハイレベルダイアログ等の政
府間協⼒への貢献、⽇本の関係機関との協⼒覚書等⽂書の締結等による⽇中環境
協⼒ネットワークの強化に引き続き取り組んでいきます。 

また、2018 年 10 ⽉の⽇中両⾸
脳間の合意により、プロジェクトが
ODA による⽇中環境協⼒の最後の
事業となることが決定しました。これ
までの協⼒の成果を維持、発展させ、
プロジェクト終了後も⽇中環境協⼒
の象徴として⽇中友好環境保全セ
ンターが機能していくために、⽇中の
連携⽅針について具体的な検討を
進めていきます。 

 
加治貴 

 

 

中間レビューでは各組織への聞き取りを実施 

第 3 回合同調整委員会では中間レビュー結果の報
告等を⾏った 
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環境にやさしい社会構築プロジェクト 
⽇中汚⽔処理技術セミナーの開催 

 
中国⽣態環境部⽇中友好環境保全センターと JICA は、2019 年 3 ⽉ 22 ⽇、「⽇中

汚⽔処理技術セミナー」（以下、本セミナー）を開催しました。本セミナーは、2016 年 4
⽉より実施している「環境にやさしい社会構築プロジェクト」（以下、プロジェクト）の活動
の⼀つで、今回は⽣態環境部⼟壌環境管理司及び環境省からも協⼒を頂きました。 

2018 年 6 ⽉、江蘇省蘇州に
おいて、第 20 回⽇中韓三カ国
環境⼤⾂会合が開催され、浄
化槽に関する技術交流の必要
性が⽇中間で共有されました。
「第 13 期全国⼈⺠代表⼤会第
2 回会議」（2019 年 3 ⽉）で
は中国における農村の⽣活汚⽔
対策の重要性が取り上げられ、
習近平国家主席も「トイレ⾰命」

を提唱して積極的な対策を進めています。本セミナーに先⽴ち、2019 年 2 ⽉には、広州
でも広東省⽣態環境庁が⽇中浄化槽等技術検討会を開催しています。 

こうした背景を踏まえ、本セミナー
では、中国に適した農村汚⽔処理
のさらなる開発や普及を⽬指し、⽇
本の浄化槽技術や法規制の紹
介、⽇中企業の製品や中国におけ
る事例紹介などを⾏いました。 

具体的には、⽇中友好環境保
全センター 董旭輝総⼯程師が中
国における農村⽣活汚⽔汚染対
策の管理と現状について紹介した
後、環境省 環境再⽣・資源循環局 浄化槽推進室 松⽥尚之室⻑が⽇本の分散型汚
⽔処理システム（浄化槽）について包括的な説明を⾏いました。 

また、中国では 2018 年末時点、17,000 基の浄化槽が設置済ですが、多くは江蘇省
に集中しており、北部地域での実績は多くありません。その⼤きな理由の⼀つが冬季の気

⽇中友好環境保全センター 董総⼯程師が中国の農村
⽣活汚⽔汚染対策の現状を紹介 

浄化槽ナビゲータ認証機構 ⾏⽅副理事⻑による⽇本の
寒冷地での浄化槽管理についての講義 
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温です。そこで、浄化槽ナビゲータ認証機構 ⾏⽅将泰副理事⻑より⽇本の寒冷地にお
ける浄化槽の設置と管理について講義頂き、中国側の地⽅⾏政機関の職員や中国関
連企業が熱⼼に⽿を傾けていました。 

午後には、⽇系企業の久保⽥環保科技（上海）有限公司や⼤器環保⼯程（⼤
連）有限公司、住亜貿易（深圳）有限公司北京分公司、中国系企業が、各社の
技術や中国における実績を紹介した後、意⾒交換を⾏いました。意⾒交換では、地⽅の
⽔質基準設定の考え⽅や過疎化と⾼齢化が進む農村での適切な排⽔処理などについ
て、地⽅⾏政機関の職員も積極的に加わり積極的な議論を⾏いました。 

プロジェクトにおいて、今後、重点的に取り組んでいく成果の⼀つが、⽇中企業間の環
境技術交流のためのネットワーク構築や⽇中企業の協働ビジネスの活発化です。中でも
浄化槽は、⼤きな可能性を持つテーマと考えています。プロジェクトでは、今後も、中国の
環境改善に貢献しつつ⽇中が共に裨益できるよう、⽇中企業間の環境技術交流のため
のネットワーク構築を⽀援していきます。 

 
加治貴 

 
NGO 壹基⾦との防災教育分野における連携覚書の締結 

 
国際協⼒機構中華⼈⺠共和国事務所（以下、JICA 中国事務所）と深圳壹基⾦

公益基⾦会（以下、壹基⾦）は、2019 年 3 ⽉ 25 ⽇、防災教育分野における連携と
協⼒の⼀層の推進のため、覚書を締結しました。 

JICA と壹基⾦は、2015 年 10 ⽉から
2018 年 10 ⽉まで、技術協⼒プロジェク
ト「四川省における防災教育推進及び能
⼒向上プロジェクト」（以下、プロジェク
ト）を実施しました。壹基⾦は、プロジェク
トで培った経験を活⽤し、防災教育やコ
ミュニティ防災の中国におけるさらなる普
及を⽬指し活動を続けています。壹基⾦
との協⼒・連携を進めることは、中国にお
ける防災教育やコミュニティ防災の普及
への貢献とともに、⽇本の強みである防

署名式での、壹基⾦李弘執⾏秘書⻑（中央左）
と JICA 中国事務所中⾥太治所⻑（中央右）及
び JICA 関係者。 
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災に関する多くの経験と技術を伝える点からも⼤変意義のあるものです。 
本覚書は、防災教育における相互が持つ知識や経験、ネットワークなどの活⽤を通し

て連携と協⼒を強化し、防災教育に関する対話や⼈材交流、国⺠交流、防災教育の
普及、促進などに取り組むことを⽬的としています。具体的には、壹基⾦が以下の事業を
進めるにあたり、JICA 中国事務所が側⾯⽀援を⾏います。 
 防災教育に関する共同研究やセミナー、⼈材交流、国⺠交流 
 中国の学校や地域コミュニティにおける防災教育の普及 
 「成都-壹基⾦⻘少年と未来防災体験館」（四川省成都市）の運営管理強化、体験館を

活⽤した防災教育の普及、類似施設の中国国内への普及 
 第三国における防災教育や防災体験館などの普及 
 防災分野での⽇中企業や組織間の連携、ビジネス展開 
2022 年 3 ⽉には対中 ODA が正式に終了となります。本覚書に基づく協⼒・連携を

通し、防災分野における対中 ODA 終了後の新たな⽇中協⼒の形についても検討してい
きます。 

 
加治貴 

 
⽇中⽯綿関連癌診断能⼒向上プロジェクト  

〜第 2 回⽬訪⽇研修（病理医向け）の実施〜 
 

JICA では、2018 年 3 ⽉より、浙江省医学科学院と「⽇中⽯綿関連癌診断能⼒向
上プロジェクト」を実施しています。2019 年 2 ⽉ 17 ⽇〜27 ⽇、本プロジェクトの第 2 回
訪⽇研修を実施し、中国の病理医、計 7 名の研修員が⽇本で⽯綿関連疾患の病理
診断を学びました。 

講義では、病理診断の理論勉強として、
6 名の⽇本⼈の病理専⾨家から、症例の
写真やサンプルを⾒ながら、悪性中⽪腫
の病理組織学診断や細胞学診断を系統
的に学びました。また、周辺知識として、4
名の臨床医学、労働衛⽣学、鉱物学の
⽇本⼈専⾨家より、中⽪腫と⽯綿肺癌
の臨床特徴、疫学的特徴、⽯綿ばく露と

⽯綿関連癌との関係性等に関して講義をい
ただきました。労働者健康安全機構や環境再⽣保全機構も訪問し、⽇本の⽯綿使⽤

細胞診断⽤の標本作製技術の勉強 
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の歴史や、⽯綿関連企業の監督管理制度、⽯綿を取扱う労働者の健康管理制度、
⽯綿ばく露の実態、⽯綿健康被害者数、救済制度などに関する詳細な説明を受けまし
た。 

今回の研修では実操作の習得にも⼒を⼊れ、⽇本医科⼤学多摩永⼭病院における
2 ⽇間の実習を通して、パパニコロウ染⾊と免疫組織染⾊の詳細⽅法を体得しました。ま
た、⽯綿確定診断委員会に参加し、委員による診断パネルを⾒学し、その後、ディスカッ
ション型顕微鏡を⾒ながら委員会での検討症例に関する専⾨家からの解説を聞きました。
さらに⽇本の病理医、検査技師を対象とした中⽪腫細胞診実習研修会に参加し、顕
微鏡を使って 36 病例の検鏡練習をしました。 

⾼い診断⼒をもつ病理医の育成は、
中国の⽯綿関連癌の診断体系を構築
するためにとても重要です。今回の研修で
は、⽇本の⽯綿関連疾患の診断に関連
するトップレベルの専⾨家に講義、実技
指導をしていただきました。研修中は⼗分
な意⾒交換も⾏い、研修員から⾼い評
価をいただきました。研修員の皆さんが、
昼休み時間を利⽤して熱⼼に専⾨家に
質問する姿も⼤変印象的でした。 

この場をお借りして、今回の研修にご協⼒いただいた⽇本⼈専⾨家及び受⼊機関の
関係者の皆様に対し、深くお礼を申し上げます。中国の⽯綿関連癌対策の推進及び⽯
綿関連疾患を患う労働者の福祉強化を図るために、今後も⽯綿関連癌診断能⼒向上
プロジェクトを進めていきます。 

丁莉、加治貴 
 
 

⾼齢化対策プロジェクト：認知症ケア研修の開催（陝⻄省宝鶏市） 
 

2019 年 3 ⽉ 25 ⽇から 2 ⽇間にわたり、モデル施設の⼀つである⾼新健康城（陝⻄
省宝鶏市）にて、認知症ケア研修を開催しました。⾼新健康城のほか、陝⻄省⾃強中
等専業学校、宝鶏市⽼年⾏業協会などから管理層や介護関連スタッフなど 35 名が参
加しました。 

ディスカッション型顕微鏡を⽤いた症例に関す
る解説 
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今回の研修の特徴は、2018 年 12 ⽉に北京で開催した国内研修をベースとしたことで
す。プロジェクト事務室が設置されている北京社会管理職業学院では複数回の国内研
修開催実績がありますが、経費負担などの理由もありプロジェクトのモデル施設（北京以
外に陝⻄省、浙江省、江蘇省に点在）からの参加者が少なく、プロジェクトが本来対象
にしている⽅たちの多くが参加できませんでした。そのため、過去に北京で開催した国内研
修の中からモデル施設に適したコンテンツを抽出し、これを陝⻄省宝鶏市で開催したもの
です。 

今回は⽇医（北京）居家養⽼服務
有限公司から⽇本⼈講師 2 名らが登壇
し、⽇本における認知症グループホームや
ユニットケアによる介護体制について講義
をしていただいたほか、2 ⽇⽬には不穏な
⾏動のある認知症患者のケースについてグ
ループディスカッションを⾏ない、参加者全
員が発⾔しながらチームで対応する重要さ
を実体験しました。 

受講者からは「認知症ケアに関して理
解を深めることができた」「ケアの基礎の重
要性を再認識した」「⽇本のきめ細かいケ
アにふれることができたのは貴重な機会と
なった」「中国の認知症⾼齢者に適したケ
アの⽅法を追求したい」「また宝鶏に来て
ほしい」などの声が聞かれました。 

当プロジェクトでは、今回の経験を糧に、
中国各所に点在するモデル施設の皆さん

への直接的なインプットを増やしていきたいと考えています。 
 

プロジェクト⻑期専⾨家 ⾂川元寛 
 

公衆衛⽣プロジェクト、東京と⾼知県で訪⽇研修を実施 
 

2019 年 1 ⽉ 21 ⽇から 30 ⽇まで、国家衛⽣健康委員会の 6 名と中国疾病コント
ロールセンターの 6 名の計 12 名が訪⽇研修に参加しました。本研修は順天堂⼤学国際

真剣に講義を聴く参加者たち 

⼆⽇⽬のグループワークの様⼦ 
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教養部に委託し、同学部の湯浅先⽣が中⼼となりカリキュラムの調整、全体の総括等が
⾏われ、質の⾼い研修を実現することができました。東京では、国⽴保健医療科学院の
曽根先⽣、帝京⼤学の⾼橋先⽣など中国事情に詳しい先⽣⽅から講義があり、⼤変
理解しやすい内容で、研修員からも積極的に質問があり交流が活発に⾏われました。 

⾼知県の視察活動では、⾼知県健
康政策部副部⻑である家保先⽣のア
レンジとご協⼒の下、⾹美市にある⼦
育て⽀援センターや保健センター、県の
思春期相談センターや特別養護⽼⼈
ホームなどを視察し、直接現場で活躍
している⼈たちとの交流を⾏いました。 

研修後半は感染症に焦点をあて、
川崎市健康安全研究所や環境総合
研究所を訪問しました。⽇本の各組
織、例えば病院や保健所、⾏政が情報の報告、共有、フィードバック、そして住⺠への報
告など徹底した情報管理と情報公開を⾏っていることに参加者も感銘を受けていました。 

実質的には 6 ⽇間という⾮常に短い
⽇程ではありましたが、⽇本の国の制度
政策、地⽅⾏政の実践の現場、研究
機関等と⾏政の連携など全体像を理
解し、現場の取り組みを視察できたこと
は⼤きな収穫であったと思います。 

⽇本の現場は保健師やケアマネー
ジャーなど専⾨知識を有する⼈員が⾏
政と現場をつなぐ重要な役割を果たし
ています。コミュニティの住⺠に最も近い
存在として地域で慕われる専⾨職の存

在は中国にとり参考にする価値があるものではないかと思います。 
 

内⼭ 智尋 
 

 
 

どこでも積極的に質問する参加者たち 

順天堂⼤学で⾏われた総括会には⽊南理事
も参加された 
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パンデミックプロジェクト、第⼀回合同調整委員会（JCC）を実施 
 
2019 年 2 ⽉ 27 ⽇に「パンデミックインフルエンザ等新興・再興感染症等対策プロジェ

クト」の第⼀回合同調整委員会が開催されました。本プロジェクトは 2016 年から 2021
年まで 5 年間にわたり中⽇友好病院をカウンターパートとして実施されているプロジェクトで
す。 

中⽇友好病院の彭副院⻑をはじめ、国際交流弁公室の職員や感染症や呼吸器系
の担当医、また地⽅の 3 つのモデル病院からの参加もあり、⽇中の関係者で有意義な交
流の時間を持つことができました。会議では、これまでのプロジェクト活動について訪⽇研
修や国内研修の成果が紹介され、また今後の活動計画としてモデル病院との連携やモニ
タリングの強化、⽇中合同セミナーの開催などについて協議されました。プロジェクトは前半
2 年半が経過しもうすぐ後半に突⼊します。これからの活動はプロジェクト終了後を意識し
た取り組みが必要であることなど、⼤使館の⽻野書記官よりコメントがありました。中⽇友
好病院が地⽅病院への研修活動や指導をさらに強化し、また⽇本との重要なパイプ役も
引き続き果たせるよう、JICA 事務所もしっかりとサポートしていきたいと思います。 

 
内⼭ 智尋 

 
パンデミックプロジェクト、安徽省のモデル病院をモニタリング 

 

2019 年 3 ⽉にパンデミックプロジェクトのモニタリング活動として安徽省⾦寨県にあるモ
デル病院を訪問しました。この県の⼈⼝は 68 万⼈、安徽省で最も⼤きい県で、安徽省の
省都である合肥から電⾞で約 1 時間の距離に位置します。⼭に囲まれ 2 つの⼤きなダム

  
JCC の協議議事録にサインする糟⾕次⻑と彭
副院⻑ 

JCC 後に参加者皆で 
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があり、ダム建設当時は 10 万ムーの⼟地を失い、10 万⼈が移⺠することになったと聞い
ています。そのような特殊な歴史的経
緯もあり重点貧困県でもあります。 

 プロジェクト活動では中⽇友好病
院によるモデル病院へのモニタリング活
動を強化しようと、今回中⽇友好病院
の先⽣たちとともにこの場所を訪問しま
した。村の衛⽣室、郷鎮の衛⽣院もき
れいに整備され、県の病院も 600 床の
総合病院で⼤変⽴派なもので驚きまし
たが、やはり患者が⼤病院に集中して

しまうなどの課題を抱えており、郷鎮やそ
れ以下の病院のサービス技術レベルを如
何に向上させ住⺠の信頼を得ていくかが
重要な課題であると感じました。今回の
ように中⽇友好病院の先⽣に直接現
場で指導いただくことはモデル病院にとっ
ても⼤きな意味があり、これからもモニタ
リング指導を強化していき、機会があれ
ば⽇本の専⾨家による指導も実現でき
ればと思います。 

 
内⼭ 智尋 

 
医療同窓会と⽇系企業の交流会開催 

 

 

遠隔医療の会議室で 

最も末端である村の衛⽣室 
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2019 年 3 ⽉ 6 ⽇に JICA 医療同窓⽣と医療機器や医薬品関連の⽇系企業との交
流会が、中国側 23 名、⽇系企業 15 名の参加のもと初めて開催されました。 

⽇中双⽅の取り組みや今後の計画、課題等について交流ができたことは、それぞれに
とり情報収集のいい機会になったのではないかと思います。例えば、医療機器のメインテナ
ンスに苦労しながらも、きめ細かいアフターサービスで信頼を勝ち取る戦略など、厳しい中
国市場における⽇本企業の体験談はとても印象的でした。 

今後の JICA 事業において⺠間連携も重要な活動内容となってきます。JICA がもつ
様々なネットワークを⼗分に活⽤し、関係
機関と企業を、または⺠間企業同⼠をつ
ないでいく役割が求められています。これま
で⽇系企業と連携することはあまりなく⾮
常に情報が限られていましたが、これからは
アンテナを張り巡らし企業の抱える課題や
ニーズについても情報収集を⾏いながら事
業を進めていければと思います。 

 

内⼭ 智尋 
 

 
⻑期研修員同窓会活動：「防災減災と持続可能な発展セミナー」を成都で開催 

 
2019 年 1 ⽉ 13 ⽇、四川⼤地震 10 周

年を記念し、JICA ⻑期研修員同窓会（以
下同窓会と略称）は JICA 中国事務所、科
技部中国科技交流センター、四川省科技
交流センターの共催のもと「防災減災と持続
可能な発展セミナー」を開催しました。同窓会
の会員をはじめ、中央と地⽅の政府機関、
公益団体、社会企業、災害対応分野の専
⾨家及び⼤学・研究機関の研究者、⼤学院
⽣等約 60 名が出席しました。 

挨拶する同窓会の何霞理事⻑ 
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セミナーでは、まずは⽇中専⾨家より基調講演を⾏いました。「中⽇防災協⼒の成果と
今後の挑戦」をテーマに、四川省委党校顧林⽣研究員は 2008 年四川⼤地震をきっか
けに地震緊急救援能⼒強化、耐震建築技術、被災者のこころのケア及び森林復旧、
防災教育等各⽅⾯から⽇中協⼒を実施したことにより、⽇本の防災減災理念と技術が
導⼊され、中国の現状に合わせイノベーションを進めて来た経緯を話しました。また、新し
い時代に⼊った現在、より災害に強い社会づくりを⽬指し、「災害⼤国」である中⽇両国

は協⼒を強化し、災害対応の経験と教
訓を世界に発信していくべきと呼びかけま
した。国⼟交通省出⾝の岩本雅也書記
官からは⽇本の厳しい国⼟環境を詳しく
紹介したうえで、災害対応に関する国⼟
交通省が所掌する重要な責務について
説明しました。東⽇本⼤震災発災後の
緊急時期の道路啓開や関東・東北豪⾬
における堤防の応急復旧等具体的な事
例を挙げ、⼤規模⾃然災害への備えとし
て、迅速に地⽅公共団体等への⽀援を⾏

うための TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）創設と活動のメカニズムを詳細に紹介
しました。JICA 中国事務所の糟⾕次⻑は「災害対応における国際協⼒の貢献」と題する
プレゼンテーションを⾏いました。この 40 年間世界の⾃然災害の発⽣状況を振り返りなが
ら、防災対策は災害リスクを軽減し、災害を契機としてインフラの復旧や⽣活、産業の復
興、そして地域の環境と⽂化の復興を通じてより強靭な国家と社会を造れるよう、より良
い復興（Build Back Better）を⽬指すべきと述べました。また⽇本の防災対策を紹介し
ながら、これまで四川⼤地震やタイ洪⽔、フィリピン台⾵等 JICA が⾏った国際緊援助及
び復興⽀援の事例を紹介したうえで、災害
対応における国際協⼒が果たせる役割及び
その重要性を強調しました。 

帰国研修員をはじめ、各機関からの専⾨
家を含め、「防災減災と持続的な発展」の
キーワードに沿って、「『建築⼯程耐震管理条
例』の⽴法及び考え⽅」（鄧烜帰国研修
員）、「揚⼦江カスケード貯留層の総合的
な洪⽔制御」（戴相⿓帰国研修員）、

四川⼤地震記念館・国際社会の⽀援の展
⽰の前で 

同窓会研修員によるパネルディスカッション 
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「四川⼤地震復興事業における城郷の住宅建設計画に係る環境影響評価」（張磊帰
国研修員）、「⼤災害時における政府の法治能⼒の向上-災害関連法の観点から」
（王建平四川⼤学法学院教授）、「瀾滄-耿⾺地震 30 周年―雲南災害対応分野
の発展」（葉燎原雲南師範⼤学教授）等より、様々な⾓度から幅広く実例紹介と理
論的研究成果が発表されました。四川省以外の雲南省、湖北省等地域における災害
対応の取り組み状況に関する情報共有ができたと同時に、帰国研修員の業務状況、帰
国後の事業発展及び現在の活動ぶりも伺えました。加えて壹基⾦の李健強総括から、
JICA との技術協⼒「四川省における防災教育推進及び能⼒向上」プロジェクトの内容、
成果及び今後の課題についても発表が⾏われました。今回のセミナーは最近竣⼯した「成
都-壹基⾦⻘少年と未来防災体験館」を会場としたため、参加者に⽇中協⼒の中⾝を
⾮常にわかりやすく理解してもらうことができ、効果的な⽇中協⼒の広報にもなりました。 

10 年前に発⽣した四川⼤地震は世界に衝撃を与え、関連地域の⼈々に莫⼤な⽣
命と財産の損失をもたらしました。JICA では緊急救援段階の協⼒だけではなく、発災後
の復興事業においても同じ「災害⼤国」の⽇本の経験や技術を積極的に取り⼊れ、
様々な模索を⾏い、中国の防災減災分野の発展を促進してきました。今回のセミナーは、
⽇中双⽅の理論的・実践的な交流と学び合いができ、災害対応分野における⽇中の多
元的な理解と協⼒の深化に⼤変有益であると参加者から好評を得ました。セミナー冒頭
で各機関の代表が同窓会にエールを送ったように、帰国研修員には「社会の発展と⽇中
友好に寄与する」という同窓会設⽴時の初⼼を忘れずに、Post ODA 時代においても訪
⽇経験を活かし有意義な社会貢献活動を継続してもらいたいと期待しています。 

 
周妍 

 
湖南省の汚⽔処理関連草の根技術協⼒の成果が実を結ぶ 

 

世界⽔の⽇（3 ⽉ 22 ⽇）に、中国事務所と科技部⽇中技術協⼒事務センターは、
JICA が草の根技術協⼒として 2013 年から 2016 年まで実施した「中国湖南省における
都市汚⽔処理場の運営能⼒の向上及び住⺠の環境意識の改善」（⼀期）に関わり
のある湖南先導洋湖再⽣⽔有限公司の「世界⽔の⽇」をテーマとするイベントに出席しま
した。 
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イベントには湖南師範⼤学博才実験中
学校の⽣徒および環境保護に携わるボラン
ティア約 100 名の⼈が参加しました。 

湖南先導洋湖再⽣⽔有限公司の紹介
によれば、当該イベントは、本プロジェクトを
きっかけに 2013 年より⾏われており、第⼀期
である本プロジェクトおよびこれに続いて⾏わ
れた「湖南省洞庭湖流域農村⽔環境改善
プロジェクト」を通じて、⽇本滋賀県琵琶湖

⽔環境保護の経験から学んだことを、
⻑沙の現状に合わせて、さらに住⺠に
対し啓発活動を⾏い環境意識を⾼め
ようとするものです。今後、⽇本の関連
する専⾨機関と連携しながら、「⽔環
境の保護」において、湖南経験・⻑沙モ
デルを作り上げていくことを計画している
そうです。 

今年で JICA 事業の第２期が終了し
ますが、今後中国側が⾃⽴しながら湖
南及び全国へ成果を拡⼤していけるよ
う期待しています。 

 
馮威 

 
円借款事業の実施による中国貧困削減への貢献 

 円借款資⾦を利⽤し建設した教育棟（徳江県煎茶中学） 

世界⽔の⽇ イノベーションイベントの⾵景 

世界⽔の⽇イベントの⼀環として湖南先導洋湖再
⽣⽔有限公司の汚⽔処理場現場での⾒学 
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円借款“貴州省環境整備・⼈材育成事業”（実施期間は 2006−2015 年）は、国
家級貧困県である貴州省内の 12 県の農村部及び地⽅都市部において、①メタンガス
活⽤施設、廃棄物処理施設整備及び植林等の環境対策、②⽣活道・飲⽤⽔施設・
医療施設整備等の衛⽣対策、③⾼等学校施設整備を⾏うことにより、対象地域におけ

る劣悪な環境・衛⽣状態の改善及び
⼈材育成を図ることを⽬標にして実施さ
れました。2015 年の事業終了までに、
社会、経済及び⽣態環境の様々な⾯
でいい効果をあげており、受益者は約
449 万⼈⼝に達しています。 

2019 年 3 ⽉ 18 ⽇から 21 ⽇にかけ
て、JICA 中国事務所の中⾥所⻑が実
施サイトである徳江県や思南県を訪問

し、事業に参加した農家へヒアリングを⾏い、実施前
後の感想を伺うことができました。また、省レベル貧困
開発弁公室、財政庁、市（県）レベルの実施機関
の担当者と、⽇中双⽅が貴州省内で実施している国
内貧困削減事業の現状や今後の実施計画について
も意⾒交換が⾏われました。例えば、中国が直⾯する
農村復興に関する課題に対しては、⽇本国内における
地域の特性を活かした戦略や地域の経済復興の事
例が紹介され、双⽅が今後新しい協⼒を⾏っていくこ
とも前向きに検討されました。 

 
張陽 

 
隊員総会を開催〜全国各地の⻘年海外協⼒隊 12 名が北京に集結〜 

 

 現在中国派遣中協⼒隊員 12 名、派遣先は中国全⼟ 9 省 11 都市。同じ中国
派遣とはいえ、普段はほとんど会う機会のない隊員たちが年に 1 度顔を合わせる機会が
あります。それは毎年 1 度北京で⾏っている隊員総会、その隊員総会が春節明けの 2
⽉に開催されました。 

参加農家にヒアリング 

農村部安全な 飲⽔設備 
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 隊員総会の内容は年々充実してきており、今年は、⼤使表敬、活動報告会、安
全対策講座、隊員同⼠のグループワーク、⽇本⼈学校での出前講座が⾏われました。 

 「活動報告会」では全隊員が⾃⾝の活動・任地
等を PPT で使ってプレゼンテーションを⾏い、⼤使館・
国際交流基⾦・科学技術部、専⾨家など⽇ごろお
世話になっている皆様に、任地での活動をご報告しま
した。発表者の隊員にとっても、⾃らの活動を客観的
に振り返ったり、他の隊員の報告から刺激をもらったり、
様々な収穫があったようです。 

 「グループワーク」では、隊員が 3 つのグループに分
かれ、隊員同⼠がコラボレーションすることでどんな活
動ができるか意⾒を出し合いました。“三⼈寄れば⽂
殊の知恵”、職種を超えて隊員が連携することででき
る斬新なイベントのアイデアが多数提案されました。 

隊員コラボといえば、3 ⽉の盤州第⼗⼀中学での⽇本⽂化祭、地球村崇州環境教
育基地での環境教育イベント、いずれも隊員同⼠がコラボレーションすることで⼤きな成
功を収めました。中国の協⼒隊員は数少ないですが少数精鋭です。 

  
横井⼤使表敬 活動報告する隊員 

ODA 終了に伴い 35 年続いた協⼒隊の派遣も 2022 年 3 ⽉までに終了となります。
あと 3 年、最後の協⼒隊員達の活動にご注⽬ください。 

 
企画調査員  中坊容⼦ 

 
⻘年海外協⼒隊が北京⽇本⼈学校で出前講座を⾏いました 

 

2 ⽉ 15 ⽇、隊員総会にあわせて北京⽇本⼈学校で、中国派遣中⻘年海外協⼒
隊による出前講座＆交流会を⾏いました。きっかけは、私の配属先である中⽇友好病

グループワークで知恵出し 
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院にいらっしゃった⽇本⼈学校の⽣徒さんのお⺟様から「こんなところでも協⼒隊が活動
しているんですね！」というお⾔葉を頂き、中国にいる⽇本⼈に、もっと我々協⼒隊の活
動を知ってほしいと思ったからです。当⽇は、⼩学 4・5・6 年⽣と中学 1・2 年⽣を対象と
した 1 ⽇がかりの交流会になり、約 180 名の⽣徒と 10 名の隊員が交流しました。 
☆ ⼩学 4 年⽣ 「お話会」 ☆ 

3 名の隊員が JICA や⾃分の任地・活
動について話しました。北京の地下鉄や
空港建設にも JICA が関与したこと、北
京以外での⽣活、隊員になる前の経歴
など、とても興味をもって聞いてもらえたの
が印象的でした。 
☆⼩学 5・6 年⽣ 「貿易ゲーム」 ☆ 

「貿易ゲーム」とは、ゲームを通して世
界の貿易の仕組みや経済的不平等がな
ぜなくならないのか学ぶゲームで、我々隊員は派遣前の訓練で皆経験してきます。⽣徒
からは、「楽しかった」だけではなく、「なぜモノを盗むのか気持ちが分かった」「なぜ貿易摩
擦がおこるのか分かった」「貧しい国に⾃分は何ができるのか考えたい」などの感想をもらい、
私達が期待する以上に様々なことを学んでもらえたようでした。 

 ☆中学１・２年⽣ 「将来について考えワクワクしよう」 ☆ 
上記のテーマに沿って JICA およ

び隊員の活動紹介、⼩グループに
わかれての交流を⾏いました。⽣
徒と隊員の交流では、隊員があ
らかじめ⽤意したカードを⽣徒がめ
くり、カードに書かれたテーマについ
て皆で話し⼤いに盛り上がりまし
た。「協⼒隊は名前しか知らな
かったけれど、将来の選択肢の⼀
つになった」「基本⼈助けが⾯倒く
さくて嫌いだったが、それもいいか

なと思った」「来年度決めなければならない進路や将来について考えるヒントになった」な
ど、⽣徒の将来に働きかける活動が出来ました。 

4 年⽣に活動紹介 

中学⽣と貿易ゲーム 
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交流会終了後、⽇本⼈学校の先⽣⽅から「来年度も是⾮実施してほしい」などの、
とても好意的な意⾒を頂きました。 

この場を借りて、交流会実施にご尽⼒頂いた⽇本⼈学校の先⽣⽅・⽣徒の皆さんに
お礼申し上げます。ありがとうございました。 

 
     ⻘年海外協⼒隊 北京市中⽇友好病院派遣 看護師 岩崎春⾹ 

 

感謝と感動の⽇本⽂化イベント開催＠貴州省盤州市 
 

“外国⼈のいないこの地域で、⽇本
に⾏く機会もほとんどない⽣徒たちにど
うしても⽇本⽂化に触れてほしい”そん
な同僚と私の思いがついに実現し、盤
州市第⼗⼀中学校初の⽇本⽂化祭
を開催しました。 

配属先は、⽇本語教育を始めて 6
年⽬。ここ 2、3 年でやっと開発が進ん
できた地域で、住んでいる外国⼈はお
そらく JICA ボランティアの私 1 ⼈ではないでしょうか。赴任当初、学校で⽣活していると、
⼦どもたちが駆け寄ってきて「外国⼈なの？アメリカ⼈？」とアジア顔の私を⾒て⾔いまし
た。その時私は、本当に外の世界に触れていない⼦が多いことを感じ、この⽣徒たちに
もっとたくさんの⽇本⼈にふれてほしい、外の世界を知ってほしいと思うようになりました。 

イベントの開催には、本当に⼤勢の⽅のお⼒をお借りしました。貴陽市の⽇本⼈⽇本
語教師、中国⼈⼤学院⽣、JICA スタッフ、そして、⽇本からわざわざ駆けつけてくれた友
⼈。もちろん、そんな彼らを受け⼊れてくださった配属先の学校にも感謝、感謝です。 

  
⿊川隊員と⽣徒達 ⿊川隊員による空⼿ 

全員で記念撮影 
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イベントは 3 ⽉ 2 ⽇の朝 7 時台から⼣⽅ 6 時まで⾏われ、⾼校 1，2 年⽣約 550
⼈が参加しました。普段⽇本語を勉強していても⽇本⽂化にも⽇本⼈にも触れることの

ない⽣徒たちが 1 ⽇で、けん⽟や浴⾐、茶
道といった定番の⽇本⽂化から空⼿やソーラ
ン節といった新しい⽇本⽂化にも触れました。
うまくけん⽟ができなくて何度もチャレンジする
⼦や、抹茶の苦さに⾆を出して苦そうにする
⼦など、普段の授業では⾒られない⽣徒の
表情がたくさんありました。配属先の⽣徒は、
とても⽇本語ができるとはいえません。それで
も、⽇本語で「おはようございます」や「はい！」

と⼤きな声でしっかり挨拶をして、彼らなりに⽇本⼈と⼀⽣懸命交流していました。その
姿勢が、私は⼀番嬉しかったです。 

イベントが終わったあと、授業に⾏くと、私の顔を⾒
るなり「えいっ」と空⼿の真似をしだしたり、ソーラン節を
踊ってみせたり、と⽣徒の中にちゃんと残ったイベントの
成果を⾒て改めて今回のイベントの成功を嬉しく思い
ました。1 クラス 60 ⼈いる普段の授業では、なかなか
1 ⼈ 1 ⼈の顔は⾒られません。教科書を進める事に
いっぱいいっぱいになってしまうこともあります。なので、
今回の活動で改めて、 “楽学楼” という配属先の校
舎の名前にもなっている ‘楽学’（楽しく学ぶ）ことの
⼤切さを実感しました。残りの任期も⽣徒と楽しく互
いに学んでいきたいと思います。 

 
⻘年海外協⼒隊 貴州省盤州市盤州市第⼗⼀中学派遣 

 ⽇本語教育 ⿊川さくら 

 

フリーマーケットで環境教育 
 

私は現在、北京地球村の四川省崇州市教育基地に出張し活動をしています。ここで
は、台湾出⾝のオーナーが無農薬野菜を栽培して普及を⾏うとともに、農場訪問者に⾃

⽇本クイズ 

抹茶の味は？ 
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然教育を⾏ったり、環境問題の啓発を⾏ったりしています。私は⽇々ここで農場の仕事
を⼿伝ったり、⼦供たちを対象にした環境教育イベントを⾏ったりしています。 

中国は改⾰開放以来の急速な経済発展により、今様々な環境問題に直⾯していま
す。私は、これらの問題を解決するには、都市部以外に住む住⺠の環境意識の向上が
不可⽋だと考えています。しかし、これまでの農場の訪問者の⼤半が周辺都市の住⺠で、
農場周辺の住⺠との交流はほとんどありませんでした。 

そこで、⽇本でも盛んに開催され地域密着型イベントとして定着している「フリーマーケッ
ト」を開催することで、地域住⺠との交流を促進できな
いかと思いつきました。地域住⺠の皆さんに気軽に⾜を
運んでけるイベントを開催することで、農場を⾝近に感じ
てもらえればと思ったのです。 

これまで農場でフリーマーケットを開催したことはありま
せん。よって、まずは同僚にフリーマーケットの意義や⽇本
での環境教育の⽅法を伝えることから始めました。単に
物品を交換するだけでなく、再利⽤の意義を伝えて⼤
量消費を⾒直すきっかけとなるよう、同僚や今回のイベ
ントに協⼒してくれた協⼒隊員達と何度も会議を重ね
当⽇のプログラム内容を作り上げました。 

１番苦労した点は集客です。イベントの意義をどう伝え来場してもらうか、試⾏錯誤を
繰り返しました。SNS を使って同僚に発信をしてもらったり、⾃分でも周辺住⺠に呼びか
けたり。最初は反応があまりなく不安で⼀杯でしたが、開催が近づくにつれて徐々に参加
するという⼈が増えていきました。 

 3 ⽉ 3 ⽇イベント当⽇、幸い天候にも恵まれ、150 ⼈もの農場の会員、四川⼤学
の学⽣、付近の住⺠が来場してくれました。 

  
ゴミの分別をする参加者 フリーマーケット 

「ごみ」で作ったおもちゃだよ 
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 フリーマーケットのほか、有機栽培畑、酵素・⽜糞堆肥制作場の⾒学、私達 JICA
⻘年海外協⼒隊によるダンス、現役の⼩学校教諭である渡部隊員による⽇本の⾷育・
学校教育についての講義、ごみをリサイクルして作ったおもちゃや⼩物⼊れの展⽰体験な
どを⾏い、⼦供から⼤⼈まで皆に楽しんでいただけるイベントとなりました。また、会場には
分別⽤のごみ箱を設置し、参加者⾃⾝にゴミ分別を体験してもらいました。 

  
⼩柳隊員 渡部隊員による⽇本の学校教育紹介 

イベントの反響は⼤きく、イベント終了後、来場者の SNS を⾒たという複数の⽅から
問い合わせをいただきました。 

更にうれしいことに、今回の活動を通して農場でも変化が起きました。同僚に、「農場
のごみ分類を⼀層推進するために、資源回収場を整理して他の職員達にも環境教育を
してほしい」と依頼されたのです。 

今後もさらに環境問題を⾝近に考えられるイベント等を⾏っていければと思います。 
 

       ⻘年海外協⼒隊 北京地球村派遣 環境教育 ⼩柳⾏史 
 
 


