政治に関心を持ち︑経済団体や

小川大学で民族問題や国際

国連機関の世界人口基金親善大

がっている︒二〇〇二年からは

ボジアから東ティモールにも広

にかかわった︒今︑活動はカン

ト・オブこマルドの立ち上げ

ネーブに対し︑岡山はローカル

道援助活動の中心であるジュ

きい︒十数年前︑国連などの人

で育ったのもこの精神風土が大

土を証明した︒ＡＭＤＡが岡山

され︑今もインドに通い続けてい

付けていた︒マンパワーに圧倒

ムを作りあげるまでの力を身に

習を通じ︑問題解決のプログラ

がＮＧＯでのソーシャルワーク実

国連関連の仕事をしていたが︑

九九二年︒カンボジアでの国連

国際貢献に踏み出したのは一
る︒

交流から協力への歩みだ︒○二年

る岡山﹂をスローガンに掲げた︒

推進プランで﹁世界とともに生き

山本岡山県は九六年に国際化

ＮＧＯの拠点を回指そうと
﹁西のジュネーブ︑東の岡
山﹂を提唱したが︑今では岡

びてきた︒

山のＮＧＯが増え︑現実昧を帯

とを痛感︒八四年にアムダを設立

た七九年には現地に乗り込んだ

に伴い︑タイ国境に難民があふれ

人のボンベイ大教授の勧めでイ

うようになった︒十数年前︑友

触れ︑福祉の視点が必要だと思

が拡大する途上国の現実などに

ていたが︑経済発展で貧富の差

ダや英国で理論経済を研究し

困を款う道との思いで︑カナ

橋本経済発展こそ世界の貧

定した︒

で初めてとなる国際貢献条例を制

歩進める考え方を示し︑都道府県

ここでさらに協力から貢献へ︑一

備蓄センターなどが提案された︒

を考える会﹂が発足し︑救援物資

ていただいた﹁岡山発の国際貢献

には菅波さん︑有森さんに参加し

かかわりたいと思うようになっ

した︒岡山県民は弱者の痛みを分

ンドに行き︑教育支援ＮＧＯと

が︑善意だけでは何もできないこ

た︒ベトナム軍のカンボジア侵攻

かち合う心を持っている︒阪神大

スポーツのｙ刀 ぶ大盛哺

てアジアの活気に触れ︑アジアに

菅波学生の時にアジアを旅し

る︒︒

多くの勉強をさせてもらってい

使としてアフリカなども視察し︑

平和維持活動︵ＰＫＯ︶に日本
が参加したことに触発され︑職
を辞め︑現地で選挙監視などに
当たった︒国際ボランティアと
してＡＭＤＡやＪＩＣＡ︵国際
協力機構︶で活動し︑現在は後
進の育成に努めている︒皆さん

はじまり
動するＮＧＯ（非政府組織）や研究者、国際貢献先進県を目指す岡山県

が国際貢献に携わるようになっ
た経緯などをお聞きかせくださ
ー
有森九六年のアトランタ
五輪の後︑カンボジアで行わ
れたアンコールワット国際ハー
フマラソンに招かれて参加し︑
スポーツには笑顔をもたらす力
があり︑人開か生きていく上
で大事なことだと実感した︒招
出合った︒インドでは学生たち

定︒また︑スマトラ沖地震の

える機能を持つ大学は重要脳

れぞれの国の大学の存在の大−

現在︑一力国に︼大学との穆

理想を掲げ︑ネットワーク化を進めてきた︒

橋本吉備国際大は○四年︑インドのプ

された︒研究や政策提言能力︑

ーネ市にあるカルベ大学院と国際協力実習

る︒

学生たちの経済的負担がネック

れからも多くの学生を連れてぃ

ようになる︒単位認定されてぃ

学生が帰国後︑自分の考え皇

す効果もある︒自信がなく︑Ｅ

本社会で生かされにくい若烹

橋本学生のインドでの吉

げていくことが課題だ︒

るが︑とくに企業や個人の願

救援活動要員養成講座など辿

これまで国際ボランティア黙

ティア︒彼らと連携を深めるこ

山本国際貢献の主役は折

は課題だ︒

けない﹂という考え方をどう一

慣れた人々に﹁自分たちでや

ているかと言えば︑そうで啓

きたい︒ただ︑カンボジアがＩ

歩に対応しながらやるべきこヽ

のでなく︑その時その時の専

ための手段︒マラソン大会金

有森スポーツはあくまでＩ

ている︒

ュネーブとニューヨークで活動を始める予

なければならないと考えており︑近々︑ジ

Ｏとして︑そろそろ国連外交を本格化させ

くとも五十力国に広げたい︒国連認定ＮＧ

菅波将来的に︑ＡＭＤＡの支部は少な

ょう︒

小川活動が広がる中で課題もあるでし

オス︑上海に派遣した︒

材を派遣する事業を開始︒カンボジア︑ラ

度から県がＮＧＯの提案を受けて必要な人

けてきた︒．ＮＧＯとの連携も進み︑○五年

シア︑パキスタン︑新潟県などに物資を届

規模な地震に見舞われたイラン︑インドネ

る︒環境︑消費者団体など幅も広がり︑大

百六十七団体から物資の寄付を受けてい

た備蓄センターには︑これまで五百六十人︑

山本条例に先立って︑岡山空港に設け

ぶことは非常に多い︒

っている︒質の高いソーシャルワークに学

をつけさせ︑能力を引き出すノウハウを持

問題解決の心を持っている︒対象者に自信

らっている︒実習先のローカルＮＧＯは︑

の学生をインドの学生実習に参加させても

の受け入れ機関として覚書を交わし︑岡山

ＡＭＤＡは今︑世界二十九力国に支部があ

すがなみ・しげる 1946年、広
島県神辺町生まれ。岡山犬大学院
医学研究科修了。84年、ＡＭＤＡ
（のもＮＰＯ法人）創設。岡山市
で内科医院などを運営しながら、
海外の29支部や国運機関などと連
携し、保健医療を中心とした災害
る︒

地域Ｎ一一Ｇ
Ｏの拠点に讐

震災における支援は︑弱者が存亡

小川現在︑重点を置く取り組みは何で
すか︒
有森カンボジアではスポーツ指導者の
養成に力を入れているＪ日本からバレーボ
ールやサッカーなどの指導者を派遣︒初
日は先生を指導し︑翌日は受講した先生が
千人前後の子どもを教える︒﹁あなたたち
が日本に帰ってもいいように︑自分たち
の力で子どもを育てたい﹂という現地の依

栽善大使になってからはエイズ問題にも

頼で作ったプログラムだ︒

取り組んでいる︒最近︑カンボジア政府は
スポーツの重要性に気付き︑保健体育のテ
キスト作りを依頼してきた︒ＪＩＣＡと共

菅波力を入れているのは﹁西のジュネ

同で進めている︒

ーブ︑東の岡山﹂の実現だ︒これは︑緒方
貞子さん︵ＪＩＣＡ理事長︶が国連難民高
等弁務官時代︑国際ＮＧＯや国連はいつか
は難民キャンプを去らなければならない︑
だから現地のローカルＮＧＯと手をっなが
なければならないと発言されていたことに
由来する︒いまだに完成していない理由は︑
国運や欧米の国際ＮＧＯが﹁入を助ける﹂
基本コンセプトは人権なのに対し︑ローカ
ルＮＧＯは相互扶助で︑両者の考え方が融
合しないからだと思う︒岡山がローカルＮ

難民援賎緊急人道援助を進めたいという

ＧＯの拠点になって︑ジュネーブとともに

試行錯誤

ありもり・ゆうこ 1966年岡山
市生まれ。マラソンランナー。就
μ９拓、日体大を経てリクルートに
入社。92年ﾉ勺レセロナ五輪て?奮菟メ
ダル、96年アトランタ五輪で銅メ
ダルに輝いた。98年、ノｘ−ト・オ
ブ・ゴールド（のもＮＰＯぞ友人）
を設立し、代表に就任。カンボジ
アと東ティモールでスポーツを通
じた国際貢献を展開。2002年から
世界人口基金親善大使を務める。

の危機にｔした時に動く岡山の風

の担当部長に現状と課題について語ってもらった。

かれていくのでなく︑自分の

山陽新聞社は今年、岡山から国際貢献のあり方を問う連載企画「手と

判断で行きたいと考え︑ハー

先進県目指そ･う
手と手―岡出発国際貢献」に取り組むにあたり、岡山を拠点に海外で活
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庁川底茲カというと日本ではＯＤＡ
︵政府開発援助︶︑政府の仕事というイメ
ージが強いか︑世界は逆︒ＮＧＯが先でＯ

医の半分以上が業務を再開できたのは︑Ｇ
Ｏが迅速にインフラを回復させたから︒Ｎ
ＧＯは対人サービス︒法律や道路︑エネル
ギーなどのインフラ整備はＧＯ︒国際貢献
は︑それぞれが役割を踏まえて連携しなけ
ればならない︒全国に先駆けて国際貢献条
例という″法″を︑県議会の全合致で定
めた岡山県の世豚に対する国際貢献都市と
してのアピールカはずぱぬけている︒
山本国の国際貢献は︑外交か中心なの
で相手国との関係に制約を受けるが︒︑地方
の国際貢献は個人やＮＧＯの活動を発祥と

は︑相手国の文化を十分に
国の文化や価値観を押しっ
ある︒政府や中央のＮＧｎ
から遠く︑マクロ的な発ｍ
れに反応して今や地域や大
力か発展してきている︒心
に守っている地方に暮膏
の文化や風習を尊重し息
う︒吉備国股火は新年度︑
研究科︵通信制︶を斯饗
はこうした地方組織への人
役に立つ能力を身に付けか

有森活動が広がる零

山発の貢献に寄与したい︒

った︒他のＮＧＯの皆さ

んな団体とつながりたり

自分が専門でない部分悒︒

ルは一緒だと思う︒ゴール

がってゴールに一緒に同﹄
分か自分ぎでなく︑互
パートナーシップを結ん︒
それぞれが解決したい世
りいい方法でいい形で言
はないか︒岡山には活発
どある︒ＡＭＤＡという
県も積極的︒岡山の可能作

流すこと︒﹁教えてあげる
米に多いスポンサーシップ︷
く︑途上国の人に受け人ひ

小川ＡＭＤＡのような一

トナーシップの援助だ︒

際ＮＧＯかおる地方都市は一
国際貢献のニュースに日常・
ことのできる県民は仙にな
また日本の国際貢献の第二
ンボジアＰＫＯで︑岡山県
た県警の高田騎行さんだけ
職員一人を選挙監視に派遣
忘れてはいけない︒公設国
校に加え︑吉備国際大に国

ーターが育てば︑それだけ

学院も開設される︒優秀な

発の貢献が可能だ︒ただ︑
いた国際協力の分野で日宏
さい︒国際貢献先進県とに
知されるためには︑人材︑
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ＤＡは後から登場した︒また︑企業の貿易
や投資︑移民の受け入れ︑軍事協力まで含
めて国際協力をとらえるのが世界の常識
だ︒国際貢献は︑湾岸戦争以後に使われ始
めた言葉で︑国際協力よりはるかに多義︒
冷戦終結後︑内戦が鎖発し︑人間の安全
保障の重要性が叫ばれるようになり︑日本
が得意とする円借款で途上国の経済発展を

している︒人と人とのっながり︑その集ま

助ける手法から︑直接︑貧困削誠に取り組
む手法へ重点が移ってきた︒欧米ではＯＤ
りが岡山発の国際貢献︒人間本位の支援が

的に生かすことも可能だ︒岡山県は大学を

また国際貢献を通じて岡山の特性を戦略

できる有利さがあるだろう︒

Ａの多くをＮＧＯが実施している︒日本で
も草の根の叉授か求められ︑今後︑自治体

から岡山発国際貢献の可能性について語っ

やＮＧＯが重要性を増す︒それぞれの立場

てほしい︒

踏むチャンスが広がれば︑国際貢

るものの一つ︒人間の強さ︑感動を

ーを設け︑基金を募り︑奨学金を運 さは︑西森さんが一緒に走って汗を

か︒国際貢献産業を開発するセンタ ハート・オブ・ゴールドの素晴らし

務づける奨学金制度にできないもの に欠かせない生きる喜び︑又化だ︒

インターンシップ事業も︑返済を義 菅波スポーツは人間の安全保障

の世代につなぐ仕組みなら公平だ︒続けたいと思う︒

ャンスをもらえ︑そのチャンスを次 も途上国の子どもたちと一緒に走り

欲︑能力のある若者ならだれもかチ ては近く引退するつもりだが︑今後

金のシステムは持続可能でない︒意 あれ︑必ず必要とされる︒プロとし

菅波地方財政が厳しい今︑補助 促す要素かある︒国の状況がどぅで

策も検討したい︒

大きな柱︒今後は高校生向けの支援 いく上で一番大事な要素を持ってい

参加している︒人の育成は県事業の 有森スポーツは︑人間が生きて

が帰国後もＮＰＯやＮＧＯの活動に は︒

五大学の十四人が活用し︑その多く 退を考えられているそうだが今後

事業は三年目になる︒これまで県内 さて︑西森さんはプロとしては引

山本国際貢献インターンシップ 献のすそ野がさらに広がるだろう︒

り組んでおり︑成長も著しい︒

画立案や帰国後の報告に一生懸命取 小川奨学金などで若者が現地を

感謝している︒参加した学生は︑計 用してはどうか︒

学生の海外活動応援辿

橋本︑これまでの国際協力で反省すべき

いても相当の役割を担えるのではないか︒

が連携していければ︑日本の国際貢献にお

Ｏが複数ある︒県とＮＧＯ︑企業︑大学など

る︒すでに海外で地歩を固めた岡山のＮＧ

の高品質な果物を生産する農業技術もあ

問題の蓄積もある︒マスカットや白桃など

ナートの公害に対処した経験などから環境

核とする高い医療水準を有し︑水島コンビ

菅波さ恵呈な現場で︑現地の人か一
番知りたがることは︑戦後︑なぜ日本がこ
こまで発展したかだ︒現在の日本には︑治
安︑健康︑食︑就業︑文化という人間の安
全保障の要素がそろっているが︑日本の成
功の理由は︑ＧＯ︵政府︶が優れていたか
らだといえる︒
阪神大震災の時︑十日後に長田区の開業

る農業︑高齢者の保健福祉など岡山

山本条例は﹁国際貢献活動の推

の得意分野も多い︒

進が・・・活力ある地域社会の発展に寄
与するものと確信する﹂とうたって
いる︒つまり︑本当に国際貢献活動

﹁国際貢献先進県岡山﹂と言える︒

が地域社会の発展につながってこそ

有森若者は海外の現場ですごく
変わる︒これも大切なことではない
か︑ハート・オブ・ゴールドは多く
の大学生にボランティアで芦加して
もらっているが︑学生は現地で自分
がどう生きていけぱよいかを考え
る︒自分自身を見直すいい機会にな

橋本人材育成でのインターンシ

っているようだ︒

ップの有効性は広く認められ︑多く
の大学が取り組み始めている︒ただ︑
海外となると︑費用の工面に苦労し
ている学生も少なくない︒国際貢献
のインターンシップにかかる費用の
半額を補助する県事業にはたいへん

情報などの不十分さを補い
多様な主体が連携する事心

a・

山口県立大国際文化学部助教授

多様な主体が連携をべ

･■

小川未来に向けて夢を語り合い

菅波国際貢献と岡山の地域振興

ませんか︒

をどう結びつけていくかを考えなけ
ればならない︒実体経済を持つ国際
貢献産業を興さなければ︑県民も本
当には動かないと思うからだ︒国際
貢献産業とは︑国境を越えて出てい
ける国際産業と国際ＮＧＯが一緒に
なること︒途上国の最重要産業であ

井原高︑早稲田大政経学都卒︒ベルギー留学︑国連勤
務などを経て︑カンボジア和平を機に国際ボランティ

現場で役立つ人育成ヤ
積み重ねていく努力が必Ｗ
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ＮＰＯ法人ＡＭＤＡ代表

吉備国際大社会福祉学部助教授
岡山県企画振興部長

菅波茂氏
橋本由紀子氏
山本 剛 氏
コーディネーター
小川 秀樹氏

夢を語ろう

ＮＰＯ法人ハート・オブ・ゴールド代表

裕子氏

出席者
有森

ア活動へ︒99年にはＡＭＤＡ顧問としてコソボ難民支
援などに従事︒横浜国立大国際社会科学研究科博士課
程修了︒２００２年から現職︒専門は国際関係論︒参
議院客員調査員としてＯＤＡ調査も担当している︒

梁市生まれ。･高梁高、立命館大法
学部卒。7j年､岡山県職員となり、
廃棄物対策課長､生活環境吝S次長、
真庭地方振興局長などを務めた。

可能性

はしもと・ゆきこ 1950年、高
知市生まれ。青山学院大経済学剖
卒、岡山大大学院産業文化研究科
博士諌程単位取得退学。日本貿易
振興会研究助手などを経てインド
の教育支援ＮＧＯドアステップ・
スクｰ句ﾚ役員を務める。2000年か
ら現職。専門は国際社会福祉論。
06年４月開設される吉備国際大大
学院国際協力研究科の教官に就任
予定。
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