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さらなる飛躍を遂げるために今︑
何が求められているのか︒

は何か必要なのか︒みなさんの経験を基に︑
他の団体の参考にもなるような討議をいた
だきたいと思います︒
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る年となりました︒また︑世界に目を向け

面でボランティアの役割が改めて見直され

震災に始まり︑その緊急救援や復興対策の

Ｏが初めて︑広く一般に認知されたこと︒

ます︒一つは︑この時の活動によってＮＧ

して︑ＮＧＯが得たものは二つあると思い
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と新年の課題をうかがえますか︒
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４回世界女性会議など大規模な国際舞台

もう一つは︑緊急救援と復興対策に必要な

まず95年の活動を振り返って︑その成果

で︑ＮＧＯの活躍が大いに注目を集めたの

ファクターのＩつとしてＮＧＯが機能する

吹浦 活動17年目に入った私どもとしては

までの援助への恩返しという意味で︑途上︒

支援の申し込みがありましたが︑特にこれ

一方でこの時︑世界１００カ国以上から

があると思います︒その意味で95年は︑ま

を徹頭徹尾検証し︑対策を考えていく必要

今後は︑阪神・淡路大震災での救援活動

ワンダにセーターを贈りましたが︑同様に

ます︒例えば︑95年の運動のＩつとしてル

一般の国際協力への意識は向上してきてい

たいのですが︑確かに昔に比べれば︑国民

﹁国民啓発﹂という観点から振り返ってみ

えているといえるでしょう︒そこで新年に

さに災害に始まり︑災害に終わった１年と

﹇順不同︑敬称略﹈

は周知の通りです︒

いう思いが残りましたね︒

った︒果たしてこんなことでいいのか︑と

あたり︑今後のＮＧＯの進むべき道につい

国からも申し入れがあったのに対し︑日本
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動やＮＧＯの意義と役割は新たな局面を迎

て︑特に国内外のネットワーク化によって

いえます︒

途ｈ国へ古着を贈るにしても︑以前はボタ

からは具体的な受け入れの対応を示せなか

このように国の内外で︑ボランティア活

ためのモデルになったことです︒
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ンが取れていたり︑破れていたりしたもの
す︒人口・家族計画というのは︑ともすれ

思いもかけぬ追い風が吹いているといえま
そうとしています︒

は南北問題の観点︑開発の観点を前面に出

支援するよう︑私たち自身も目を肥やさな

ていくと同時に︑質のいいプロジェクトを

ては︑貧困︑平和︑人権︑環境︑ジェンダ

ポイント

政府と連携する際の

くてはなりません︒

まであったのが︑今では新品同様のものが
ば人口抑制という︑欧米型の押しつけ的な
手法に陥りがちですが︑われわれの基本は︑

ります︒中でも貧困問題は︑南北間だけの

ー︵男女の社会的・文化的性差︶などがあ

﹁生まない自由﹂を住民白身が考えて行動

あくまでも﹁人間的な﹂家族計画︒それは

今取り組もうとしている大きな課題とし

寄付されるようになっています︒
しかも︑ ︲それでもまだ︑多くの日本犬が
ＮＧＯのことを何やら政府を批判する人た
ちの集まりのように思い込んでいる︒です

響は少なかったのですが︑政府が94年２月

こうした活動に対し︑これまで国民の反

たいと考えています︒そのほか支持層の拡

開発︑とりわけ農村開発に取り組んでいき

めた形で︑５年︑10年という長い視野から

そこで私たちは︑ジェンダーの問題を含

で解決する問題も多いのではないでしょう

で開催していきますが︑情報交換すること

が好評で︑今後も東京に偏らず︑全国各地

明をかねての懇談会を間いています︒これ

補助金をもっている全省庁が参加した︑説

る場として︑私たちは︑外務省だけでなく

に﹁人口・エイズに関する地球規模問題イ

大︑組織︑意思決定の仕組みなどの問題に

か︒

五月女 政府とＮＧＯが膝を交えて議論す

ニシアティブ﹂︵ＧＩＩ︶を打ち出し︑Ｏ

対しても︑96年はゼロからの出発であると

吹浦 一般の人にとって外務省というの

ことではなく︑南の中の貧富の格差︑北の

また︑最近は就職難ということもあって

て︑もっと啓発することがあげられます︒

ＤＡ︵政府開発援助︶でも本格的な取り組

いう気持ちで取り組んでいかねば︑ＮＧＯ

貧富の格差も開いている︒

か︑実に優秀な人が希茄を希望してくるよ

みが展開されるようになりました︒また︑

する︑そのためにどう協力をするか︑とい

うになった︒とはいえ︑教育の場で海外協

その年９月の﹁国際人口開発会議﹂には︑

から︑︒今後ＮＧＯが一体となって取り組ん

力や開発教育が十分に行われていないの

は︑どうしても敷居の高い所のようです︒

﹁ＮＧＯ活動とはどういうものか﹂につい

で︑ボランティア活動を通じた人材育成が

審議会や懇談会などが︑非常に少ない︒民

間人と対話や議論する場を︑もっと設置し

として生き延びていけないのではないか︑

五月女 政府とＮＧＯの関係を振り返って

てほしいと思いますね︒また︑外務省では︑

という危機感をもっています︒

ミット︑第４回世界女性会議も開かれ︑人

みたいのですが︑民間援助支援室が設置さ

私たちも政府代表団の中のＮＧＯ代表３団

口・家族計画に対する関心は世界的に高ま

担当の人が２〜３年で異動になるため︑Ｎ

体のＩつとして参加︒95年には社会開発サ

ＮＧＯの活動が
問われる時代

れて１年半が経ちました︒この間︑政府と

ってし客っ︒

ＮＧＯの関係は︑非常にいい歩み寄りがみ
今や︑われわれの活動が問われる段階に

ベルの会合などでは︑﹁なぜこんな厳しい

られたと思います︒しかし︑一方で地方レ

ってきたわけです︒

門分野を手がけているわけですが︑ジョイ

きているといえます︒今後は井の中の蛙に

近 私たちは﹁人口・家族計画﹂という専

セフ︵㈲家族計画国際協力財団︶には近年︑

報交換や協力をしながら︑日本のＮＧＯの

らないのか﹂と？っ宵七出ているようです︒

ＮＧＯ活動には︑大きく分けて社会開発

決型︑つまりプロジェクト中心の積極的な
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これからは︑両者ともになぜ国際協力をす

型と緊急救援型のＺ種類があります︒この

菅波 情報交換はもとより︑もっと問題解

いと思っています︒

る必要があるのかについて︑国民の支持を

うち︑緊急救援型は国連︑現地政府︑日本

経済情勢の中で︑海外援助をしなけれぱな

熊岡 ＪＶＣは95年で設立15周年を迎えま

得るよう啓発する努力が必要ですね︒

ところが︑冷戦構造が崩壊したため︑現在

みを受けた︑例えばインドシナなどの地域︒

動の対象としてきたのは︑東西対立のひず

といえます︒というのも︑従来私たちが活

支燐の予算を︑さらに使いやすいものにし

きています︒外務省としては今後︑ＮＧＯ

めることで︑一般の支持を得る必要が出て

また︑ＮＧＯにとっては︑活動の質を深

政府は必須のパ√︲ トナーなんです︒
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政府︑現地ＮＧＯ︑国内ＮＧＯという５者
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したが︑現在一つの壁に突き当たっている
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必要となっていると思います︒
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府とパートナーシップを組む必要はありま
せん︒むしろ︑国益や人道援助の観点が含
まれない限りは︑ＮＧＯに任せてしまった
ほうがいい︒外務省はそうした選択権をも
つ立場から︑ＮＧＯとの連携をもっと実務
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す︒
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んな形で力を貸してくれるのか︑といった

が可能なのか︑そうした場合に︑政府はど

うか︒一つの課題に対して︑どういう連携

まり気を遺ってなかったのではないでしょ

ワークで活動していくことに︑これまであ

が考えられます︒こうした多角的なネット

と︑六つのファクターで様々な連携の形態

と︑国連で牙晋権をもつことが非常に重要

菅波今後の国際的なＮＧＯ活動を考える

わけです︒

の連携︑そして資金面での協力を得ている

を活用することで︑相手国政府やＮＧＯと

い︒そこで︑国連機関がもつネットワーク

ノウハウはあっても︑資金や人材が足りな

とっています︒というのは︑われわれには

﹁住民のニーズに合わせた社会開発を住民

米のＮＧＯにとって︑われわれのように

でワークショップを開きます︒おそらく欧

性研究交流センター︵北九州市︶との共催

︵開発：人口問題センター︶と︑アジア女
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して映っているのではないでしょうか︒

参加の下に行う﹂手法は︑目新しいものと

ことをＮＧＯも政府も勉強しなくてはなら

したがって︑政府からはもちろんのこと︑

われています︒それは︑国民の税金です︒

だった農村で︑ジンバブエのＮＧＯが有機

ヘイト体制下の﹁ホームランド﹂︵居留地︶

を調査に訪れたのですが︑かつてアパルト

熊岡 南々協力といえば最近︑南アフリカ

パスポートに

納税者である民間人︑つまりＮＧＯも大挙

もｙフ

して国連へ進出し︑どんどん発言すべきで

五月女 では︑ＮＧＯ活動の国際的なネッ
トワークづくりについて︑具体的にどのよ

フ・・・クもできつつあります︒こうした所に

アジア・アフリカをつなぐＮＧＯのネット

は︑日本のＮＧＯからも資金面︑情報面で

農法の普及に協力しようとしていました︒

わけですから⁝⁝︒

フォローすることが可能だと実感しまし

るのではなく︑実際の事業はローカルＮＧ

ね︒

関係も含めて様々な違いがあるでしょう

緊急救援型のそれとでは︑確かに政府との

ところで︑こうした社会開発型の連携と︑

た︒

ベトナムから人を派遣し︑技術を学んでも

Ｏに任せています︒また︑インドネシアに

プロジェクトでは︑私たちが現地に滞在す

のあり方が違うと思います︒ジョイセフの

相手が先進国か︑途上国かによって︑協力

るのとは別の場所で物事が決まってしまう

は国連を中心とした世界的なネットワー
ク︒もう一つは︑世界にきら星のごとく存
在するローカルＮＧＯとのネットワークで
す︒

でカバーできないローカルＮＧＯの意見を

菅波 基本的に人道援助というのは︑だれ

その中で日本のＮＧＯは︑一方で国連へ

吸い上げるため︑それぞれの得意分野を活

こに国境は存在しません︒ただし︑一つ注

もがしたいという気持ちをもつもので︑そ

意しなければならないのは﹁援助される側

います︒こうした﹁南々協力﹂の推進も︑

今後のネットワークづくりの中で︑重要な

らうといった途上国どうしの協力も進めて

柱となるでしょう︒

ってきました︒96年には米国のＣＥＤＰＡ

先進国ＮＧＯからのアプローチが顕著にな

う気持ちのことで︑これを大事にしないと︑

﹁白分たちも必要とされているんだ﹂とい

にもプライドがある﹂ということ︒それは
ＮＦＰＡ︵国連人口基金︶やＩＰＰＦ︵国

一方︑政府がＧＩＩを打ち出して以来︑

際家族計画連盟︶との共同事業という形を

近 ジョイセフの場合は︑発足当初からＵ

でしょう︒

ＮＧＯにとって新たな時代の幕開けとなる

クを築かねばなりません︒これが︑日本の

かしてアジア︑アフリカ地域のネットワー

の政策提言を目指し︑もう一方では︑国連

近 ＮＧＯ間のネットワークといっても︑

す︒そうでないと︑私たちが汗を流してい

国連には日本からも多額の拠出金が支払

になってくると思います︒

めが

うな方法が考えられるでしょうか︒
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実際︑相手が援助を嫌がる場合もありま
す︒サハリンの震災で現地へ急行した時︑
先方から一度は帰ってくれと言われたんで
す︒その時︑私たちは﹁阪神・淡路大震災
の時︑日本はロシアから支援をいただいた︒
だから︑私たちはその時のお礼がしたいと
思い︑何かできることはないかと調査しに
きたのです﹂と話し︑理解をいただきまし
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泰男
近

ポートになることがあるわけ です︒入

場合には﹁栽切な心﹂が︑もう一つのパス

へは︑民間しか入り込めないわけで︑その

つまり︑政府として外交上問題のある所

と考えています︒その一環として95年10月

拠点は東の岡山﹂という構図を実現したい

が西のジュネーブなら︑ローカルＮＧＯの

菅波 人道援助に関して﹁国連機関の拠点

機会をもっと広げていきたいものです︒

機会をもつなど︑ＮＧＯが政府と接触する

て︑外務省だけでなく︑大蔵省とも対話の

かと思います︒

う︑といった連携の工夫ができないだろう

経験を将来︑ＯＤＡの実務に役立ててもら

材をＮＧＯの活動現場に派遣し︑そこでの

深刻な問題です︒そこで︑例えば政府の人

功させたいですね︒

ＧＯの連携のテストケースとして︑ぜひ成

平洋緊急救援機構﹄をつくり︑相互支援を

環太平洋諸国のＮＧＯによる﹃アジア・太

に取り組んでいきたい︒自転車やミシン︑

それから︑国内キヤンペーンにも本格的

た︒

吹浦 94年は北方領土での地震の救援にか

には︑米国︑オーストラリア︑ロシアなど

とっては難しい課題かもしれませんが︑国

ただ︑われわれにとっては︑人材不足が

や果物を贈る運動をしています︒外務省に

かわったし︑今は北朝鮮の子供たちに鶏卵

交や領土問題が残されている国︑地域に対

ができれば︑と考えます︒

プリベイドカードを集めるなど︑身近にで

五月女 今日のお話から96年を展望する

きる活動を通して国民の関心を高めること
は︑プロのコーディネーターと政策提言の

と︑まず国内的には︑一般の人に身近に参

行っていくことにしました︒

できる人材が必要です︒その養成を目指し

加できる活動を紹介していくことで︑国際

また︑今後日本が国際舞台で活躍ず るに

ょうか︒サハリン地震のような緊急援助の

て私たちは今︑﹁ＡＭＤＡ国際大学﹂の設

箪刀の裾野を広げる年になるのではないで

しても︑将来に備えて何らかの準備や関係

際には︑ビザの免除などの面でフォローーし

立を推進しています︒

づくりをしておくことが必要ではないでし

てくれることも大事です︒

吹浦政府との連携という点では︑今後Ｊ

システムヘ

﹁民﹂主導︑﹁官﹂協力の

しょうか︒

筆力隊とＮＧＯの接する機会がないのは残

現を使いたいと思います︒緊急救援をはじ

私は﹁民﹂主導の﹁民・官協力﹂という表

な活動︑特に緊急を要する活動について︑

一方︑政府とＮＧＯの連携による国際的

ＩＣＡ︑ＯＥＣＦ︑青年海外協力隊との連

念なことで︑ここ数年来︑両者の話し合い

め︑﹁政府は動きにくいがＮＧＯなら﹂と

携も︑もっと強化すべきでしょう︒中でも︑

の場をつくってほしいと働きかけていると

五月女 最後に︑新しい年にかけるみなさ

熊岡今後大事になってくるのは︑現場で

ころです︒

んの抱負を⁝⁝︒

の経験をもつＮＧＯが︑積極的に政策提言

フリカでは﹃構造調整政策﹄によって基礎

国際協力プラザの機能にも期待したいです

役として︑さらに11民啓発の窓口として︑

また︑民間と政府とを結びつけるパイプ

て﹁官﹂が資金やコーディネートの面でフ

場合は︑まず﹁民﹂が主体的に動き︑追っ

いうケースはたくさんあります︒そうした

もしていくことだと思います︒例えば︑ア

保健が有料になり︑そのため利用者が減り︑

ね

ォローするのが理想ではないか︑という気

在宅死亡者が増えたという報告がＮＧＯか
らなされています︒米国や欧州などでは︑

非常に具体的なご意見がうかがえたと思い

ＮＧＯが今後進むべき方向性について︑

｀

近 政府がせっかくＧＩＩを発表したのだ

がします︒

づＡに参加七 ︑提言していかねばならない︒

た︒

ます︒今日はどうもありがとうございまし
ソクド砿参加する話が進んでお昨︑政府とＮ

現在︑・１１ＣＡがベトナムで行うプロジェ

ノから︑われわれ自身ももっと積極的にＯＤ

こうした国際金融政策に対する政策提言
に︑実働型ＮＧＯも参加しています︒
世界銀行には大蔵省から理事を出してい
ます︒構造調整政策や累積債務問題に対す
る日本の方針︑理事の投票行動などについ

