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はじめに　課題と方法

　ミャンマーは，人口5,141万人，面積は68万㎢（日
本の約1.8倍）であり，国内に135の民族がいる多民族
国家である。1988年の軍事独裁政権成立以降，欧米か
ら厳しい経済制裁を受けていた１。しかし，2011年に
大統領テインセインが民政移管し，政治経済改革をス
タートさせた。その後，2016年には，アウンサンスー
チー氏率いる与党の国民民主連盟（NLD）が擁立し
たティンチョー氏が新大統領に就任したことで，民主
化が加速すると期待されている。
　また民主化に伴い，世界から「アジア最後のフロン
ティア」として注目される国となっている。IMFに
よれば民政移管後の2012年から2015年におけるミャン
マーの平均経済成長率は7.9％と高く，2016年には，
若干停滞したものの，直接投資（FDI）と援助の増加
により，6.5％になると推計されている２。2015年の

名目GDPは629億ドルで世界72位である。また日本と
ミャンマーとで官民連携プロジェクトとしてティラワ
経済特別区（SEZ）の開発が進んでいる（写真１参照）。
　しかし，経済成長を続けているものの，2015年の１
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人当たり名目GDPは1,213ドルと世界188ヶ国中155位
であり，依然として「最貧国」の一つである。購買力
平価（PPP）で見ても，5,479ドルと129位である（図
表１参照）。また１日1.25ドル以下で生活する人口の
割合（2010年）は25.6％と極めて高く，UNDP［2015］
によればミャンマーの人間開発指数（HDI）は148位
であり，ASEAN諸国の中で最低である。後述するよ
うに，ミャンマーの社会開発指標は改善しつつあるも
のの，都市と農村間の格差も大きく，農村の暮らしは
非常に貧しいものである（写真２参照）。
　このように，ミャンマーは民主化と経済成長から，
世界から注目を受け，日本でも多くの書籍が出版され
ている。たとえば，永井浩，田辺寿夫［2016］，房広
治［2016］，田辺寿夫，根本敬［2014］，工藤年博編［2015］
などは，アウンサンスーチーと国民民主連盟（NLD）
による民主化の経緯と現状，そして今後の展望につい
て述べている。

　他方，杉田浩一［2016］，小原祥嵩［2013］，松田健
［2015］，ミャンマー経済・投資センター［2013］，三
橋貴明［2013］などは，ミャンマーを「アジア最後の
フロンティア」と呼び，直接投資，成長市場などのビ
ジネスチャンスが大きいととらえている。
　このように，日本のミャンマーに対する関心は，民
主化とビジネスチャンスに集中しており，貧困や格差
など社会開発に関する研究は相対的に軽視されてい
る。特に，軍事独裁政権下で，欧米から経済制裁を受
け，ODAが停止されている中，支援を行っていた国
際協力NGOに関する研究は，松田正彦［2014，2015］
を除けばほとんど行われていない。国際協力NGOは
開発，教育，医療などの分野で，政府や国際機関を補
完し，貧困削減や社会開発に寄与していたと考えられ
る。
　そこで，本稿では，文献研究とヒアリング調査を元
に，ミャンマーにおける社会開発の状況と日本の国際
協力NGOの活動状況について明らかにする。ただし，
本稿はあくまでも調査報告であり，より本格的かつ長
期の調査に基づく研究は別稿の課題とする。われわれ
がヒアリングした調査先は以下の通りである。

①　ミャンマー調査（2016年９月23日～10月２日）３

2016年９月26日
　JETROヤンゴン事務所
９月27日
　認定NPO法人　Bridge Asia Japan（BAJ）
９月28日
　NPO法人　ジャパンハート・Dream Train
９月29日
　NPO法人　ADRA　Japan ヤンゴン事務所

②　国内調査
2016年９月２日
　NPO法人　ADRA Japan セミナー
９月23日
　認定NPO法人　Bridge Asia Japan東京事務所
11月14日
　認定NPO法人 ジャパンハート東京事務所

Ⅰ　ミャンマーにおけるミレニアム開発　
　目標（MDGs）の達成状況

１．「ミレニアム開発目標（MDGs）」と「持続可能な
開発目標（SDGs）」
　2000年に合意されたミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals:MDGs）は，達成すべき以下の
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より作成。

図表１　ミャンマーのGDPの推移

写真２　ミャンマーの農村風景
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８つの目標を掲げ，達成期限であった2015年までに
数々の開発地域で多くの成果を上げた。すなわち，
目標１：極度の貧困と飢餓の撲滅，目標２：初等教
育の完全普及の達成，目標３：ジェンダー平等推進
と女性の地位向上，目標４：乳児死亡率の削減，目
標５：妊産婦の健康の改善，目標６：HIV，マラ
リア，その他の疫病の蔓延の防止，目標７：環境の
持続可能性確保，目標８：開発のためのグローバル
なパートナーシップの推進である。United Nations

［2015］Millennium Development Goals Report 2015に
よると，MDGsは，歴史上最も成功した貧困撲滅運
動であったと評価されている。1990年には，開発途
上国の47％にあたる人口が，１日1.25ドル以下の極
度な貧困下で生活していたが，2015年にはその割合
は14％まで減少した。ただし，教育や母子保健・衛
生など未達成の目標もあり，サハラ以南アフリカや
南アジアなど未達成の地域もある。さらに地域・国
内格差や，持続可能な開発の必要性など新たな課題
も明らかになった。
　そこでMDGsを基礎とし，その経験と教訓
を踏まえ，「持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals:SDGs）」が2015年９月に国連
で採択された。これは，すべての人を貧困から解
放し，誰も置き去りにしないことをスローガンに，
2030年を期限として全ての場所ですべての形態の貧
困を終結，ジェンダー平等，包括的で持続可能な経
済成長，気候変動など17分野169項目におよぶ新た
な目標を，先進国と開発途上国で協力して達成しよ
うとするものである４。

２．ミャンマーにおけるミレニアム開発目標（MDGs）
の達成状況
　ミャンマーにおける社会開発の状況については，
軍事政権による情報統制により統計データが公表
されていないため，国連や世界銀行など国際機関
のデータを利用せざるを得ない。本節では，UNDP

［2011］，UNDP［2015］，United Nations Country 
Team in Myanmar［2011］，IMG［2014］に加え，ミャ
ンマーのNGOへのヒアリング調査をふまえ，特に
課題の残る教育，医療，社会開発に着目しミャンマー
の達成状況を見ていく。
　まず，国連開発計画（UNDP）［2015］によると，
ミャンマーは民主化・政権交代に伴い経済発展を加
速させてきた。ミレニアム開発目標の８つの目標に
関して，一定の成果を挙げている（図表２参照）。

⑴　極度の貧困と飢餓の撲滅［目標１］
　UNDP［2011］の「貧困プロファイル」によれば，
ミャンマーの貧困率は2005年の32.1％から2010年
には25.6％へと改善している。しかし高水準であ
り，東南アジアでは，フィリピン25.2％，ラオス
23.2％，カンボジア13.5％を上回り，ワースト１
位である。地域別にみると，ヤンゴン15.8％に対
し，少数民族チン族が住むチン州では71.8％，少
数派イスラム教徒「ロヒンギャ」５が住むラカイ
ン州では42.6％と地域格差が大きい６。
　また飢餓に苦しむ（最低限以下の栄養摂取）人
口の割合は1990年の62.6％から2015年には14.2％
へと大幅に減少した。FAOによると，この減少
率はアジア太平洋地域で第２位に相当するもので
ある。
⑵　教育の現状と課題［目標２］

　ミャンマーでは，初等教育５年間，中等教育４
年間，高等教育２年間の11年間の教育制度がある。
小学校には５歳から通うことができる。高校まで
の授業料は無償化されているが，教科書代，制服
代，文房具代は自己負担である。教育方針や教育
課程などは教育省が管轄している。政府が管轄し
ている学校以外に僧院付属小学校などで教育を受
ける子どもも多い。これは日本の寺子屋のような
制度であり，その場合，文房具などは寄付者から
貰えることもある。仏教国なので，子供も親も教
師を敬い，教育熱心な国である７。
　ミャンマーにおける初等教育の純就学率は1990

年の65.7％から2010年には87.7％，そして2014年
には97.2％と，目標値である95％を達成した。ま
た成人識字率も1990年の80.9％から2010年には
95.8％に改善した。しかし高い就学率の一方で退
学率も高く，第１学年に就学した生徒のうち初等
教育の最終学年である第５学年まで到達する生徒
の割合は2010年時点で75.2％にとどまっている。
1990年の24.5％からは大幅な改善が見られるもの
の，目標であった90％にはほど遠いという現状で
ある。これは，家庭の貧しさに加えて，教師の能
力不足や教育の質の低さにより子供の学習意欲が
阻害されているからだと言われている８。
⑶　医療の現状と課題［目標４・５・６］

　目標４の乳児死亡率の削減に関しては，1990年
は1,000人の５歳未満児に対し108.6人の死亡率で
あったが，2010年には50.5人へと大幅な削減に成
功した。しかし目標である43人には達していない。
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また，はしかの予防接種を受けた１歳児の割合は
1990年の68％から，2014年には86％へと上昇して
いる。目標値の90％には及ばなかったが，保健医
療分野での改善が乳幼児死亡率の削減に大きく関
わっていると考えられる。
　目標５の妊産婦の健康改善に関しては，1990年
の妊産婦10万人に対する死亡率は580人であった
が，2013年には200人へと減少した。ただし，目
標値であった130人には達していない。また，助
産専門技能者の立会い出産の割合は，1990年の
51.7％から2011年には67.1％へと上昇した。この

ことが妊産婦死亡率の削減につながっていると考
えられる。
　目標６の疫病の蔓延防止に関しては，15歳以上
のHIV感染率は2001年の0.09％から2013年には
0.02％にまで減少した。ミャンマーでは経済発展
に伴い売春等が増加したことによる蔓延が一時期
心配されたが，避妊具の普及や治療により改善を
図っている。また，1990年の人口10万人に対する
マラリアの感染者は24.4人であるが，2010年には
11.3人へと半減を達成し，目標値に達した。
　ミャンマーでは，国家予算のうちGDPの約

図表２　ミャンマーにおけるミレニアム開発目標（MDGs）の達成状況

目標とターゲット 指　　　　　標
開始初年 近　　年

目標値
値 年 値 年

１．極度の貧困と飢餓の撲滅

貧困に苦しむ人の割合を半減する １日１ドル以下で
生活する人の割合 32.1% 2005 25.6% 2010 16%

飢餓に苦しむ人の割合を半減する
カロリー消費が

必要最低限のレベル未満の
人口の割合

62.6% 1991 14.2% 2015 32%

２．普遍的な初等教育の達成

普遍的な初等教育の達成

初等教育における純就学率 65.7% 1990 97.2% 2014 95%
第１学年に就学した

生徒のうち初等教育の
最終学年まで到達する割合

24.5% 1990 75.2% 2010 90%

３．ジェンダー平等推進と女性の地位向上
初等教育における
男女格差の改善

初等教育における男子生徒に
対する女子生徒の割合 93.0% 1990 99% 2010 100%

職業における
男女格差の改善 国会における女性議員の割合 4.3 2011 6.2 2015

4.　乳幼児死亡率の削減
５歳未満児の死亡率を
３分の１に削減する

５歳未満児1,000人あたりの
死亡率 108.6 1990 50.5 2013 43

５．妊産婦の健康の改善
妊産婦の死亡率を
４分の１に削減する

妊産婦10万人あたりの
死亡率 580 1990 200 2013 130

６．HIV，マラリア，その他の疫病の蔓延の防止
HIVの蔓延を食い止め，

その後減少させる 15歳以上のHIV感染率 0.09 2001 0.02 2013

７．環境の持続可能性確保

安全な飲料水及び衛生施設を利用
できない人々の割合を半減する

改良飲料水を継続して
利用できる人口の割合 58.5％ 1990 80.6％ 2015

改良衛生設備を利用できる
人口の割合 54.1％ 1991 79.6％ 2015

８．開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
情報・通信における新技術が

得られるようにする
インターネットを利用できる

人口の割合 0％ 1990 2.1％ 2014

出所：The official United Nations site for the MDG indicators “ Millennium Development Goals indicators-  Myanmar”
およびGovernment of Republic of the Union of Myanmar ［2013］ “The Millennium Development Goals Report: 
Republic of the Union of Myanmar.”
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0.3％しか保健医療に当てられていないのが現状
である。医学部の卒業生が年間600人ほどしかい
ないため，医師不足が起きている９。また，医師
の給料が低いため，医師を目指す人が少ないとい
う問題点も挙げられる。そのため，地方都市や少
数民族への医療サービスは不十分な状態が続いて
いる。
⑷　社会開発の現状と課題［目標７］

　安全な飲料水を利用できる人の割合は，1990年
の58.5％から2015年には80.6％へと上昇した。ま
た，改善された衛生設備を利用できる人の割合も
同期間で54.1％から79.6％へと上昇した。しかし
安全な飲料水に関して，都市部の割合は93％であ
るが，一方で農村部の割合は74％と格差は大き
い。また，衛生設備に関しても，同様に都市部で
は97％と高い割合なのに対し，農村部では88％に
とどまっている。
　ミャンマーのインフラ整備は脆弱で，電力は水
力発電が主な発電方法のため供給が安定せず都市
部でも毎日のように停電が起こる。また，舗装さ
れていない道路も多い。農村部では特にインフラ
の整備は進んでおらず，乾燥地域では井戸が自力
では掘ることができないため何時間もかけて水
を汲みにいかなければならないという現状があ 
る10。このような都市部と農村部の格差が今後の
課題である。

Ⅱ　ミャンマーにおける日本の国際協力　
　NGOの役割

１．ミャンマーにおける国際協力NGO
　ミャンマーにおけるNGOの活動は1991年以降活
発化したといわれている。現地のローカルNGOは
宗教団体から発展したものが多く，活動分野の主
管省庁に登録しなければならない。他方，国際協
力NGOは政府制度の枠内で，自治体をベースとし
た組織と協力して活動しており，NGO登録を行い，
主管省庁との間で了解覚書（MOU）もしくは合意
覚書（MOA）を締結しなければならない11。
　ADRA Japanの松川聡氏によれば，ミャンマー
人は宗教心があって真面目であり，イギリスの調査
では，世界一の寄付文化があり，アメリカと並んで
寄付はトップである。その背景にあるのはミャン
マーの上座部仏教で，恵みを得るためには僧侶に寄
付をすることが重要だと考えられていて，人々のな

かに寄付という文化が根づいているという12。
　ところで，松田正彦［2014］によれば，開発援助
拡大の契機は二つあり，2008年の大型サイクロンナ
ルギスによる被災13と2011年の民主化である。まず
ナルギス被災からの復興のため，政府は国際支援の
受け入れを決めたため，国際協力NGOは被災前の
約40団体から，100団体以上に増加した。また緊急
人道支援だけでなく，活動内容と活動範囲を拡大し
ている。次に，2011年の民主化により，経済制裁が
緩和され，ODAが再開された。これに伴い開発援
助が全国規模で活発化した14。
　ミャンマーの開発援助団体について情報提供を
しているMyanmar Information Management Unit

（MIMU）のコンタクトリストによれば，2016年12

月現在，国際機関，NGO，ドナー，大使館など380

の機関が登録されており，内訳は，国際協力NGO
が108団体，ローカルNGOが164団体，国際組織が
10団体である15。
　2008年にはINGO FORAM MYANMARが設立
され，現在86団体が登録している。情報共有だけで
なく，NGOや国連機関，政府組織間のコミュニティ
強化にも努めており，ローカルNGOや市民社会，
国連機関，援助機関，ミャンマー政府，学術機関と
毎月会合を開いて戦略的な協議を行っている16。こ
れら国際協力NGOの事業内容は，医療・保健，農村・
技術開発，災害・緊急支援，教育などが中心である

（図表３参照）。
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図表３　ミャンマーにおける国際協力NGOの
　　　　事業内容
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２．ミャンマーにおける日本の国際協力NGO
　国際協力NGOセンター（JANIC）のNGOダイレ
クトリー17とNPO法人ジャパン・プラットフォーム
加盟団体46団体の中で，ミャンマーで活動を行って
いる国際協力NGOは27団体であり，フィリピン63

団体，カンボジア52団体に比べれば少ないが10番目
である。そのうち現地事務所を持っているNGOは
15団体である18。これに過去にミャンマーに対する

支援活動を実施したことのあるNGOを加えると48

団体である（図表４参照）。
　ミャンマーで活動している日本のNGOは，毎月
ネットワーク会議を開催して，査証手続きの簡略化
や同じ地域での協力などの情報共有などを行って
いる。たとえば，今回，ヒアリングをしたBridge 
Asia Japan（BAJ）では，BHNが実施していたソー
ラーパネル事業を引き継いで，技術訓練学校のプロ

図表４　　ミャンマーを支援する日本の国際協力NGO
NGO名 設立年 代表 主な事業内容 主な活動地域

１．ASIAN PEOPLE'SFRIENDSHIPSOCIETY 1987年 加藤　丈太郎 在日外国人の生活支援 日本
２．公益財団法人　民際センター 2009年 秋尾　晃正 子どもの教育支援 ティワラ経済特区
３．一般社団法人　バードライフ・インターナショナル東京 2002年 鈴江　恵子 鳥類保護，環境保全活動 モインジー湿地
４．特定非営利活動法人　インターバンド 1992年 小峯　茂嗣 紛争の解決・予防　緊急・難民支援 未掲載
５．NPO法人　れんげ国際ボランティア会 1980年 川原　英照 子どもの教育支援（学校建設・運営） メラ難民キャンプ
６．開発メディア 2012年 長光　大慈 情報提供 未掲載
７．公益財団法人　オイスカ 1961年 中野　利弘 農業研修・教育支援 マグウェイ管区・パコック県・エサジョ郡

８．公益財団法人　ジョイセフ 1968年 山口　澄江 教育・医療・家族計画などの面での女
性支援

エヤワディ地域チャウンゴン・タウン
シップ

９．公益財団法人　日本YMCA同盟 1903年 島田　茂 農村部でのワークキャンプ マンダレー　パテイン
10．公益社団法人　アジア協会アジア友の会 1979年 荻尾　千里 水支援，緊急支援，マイクロファイナンス ※2　エヤワディ，ヤンゴン，カレン州
11．公益社団法人　日本国際民間協力会 1979年 小野　了代 給水・保健医療における少数民族支援 カレン州
12．特定非営利活動法人　国際マングローブ生態系協会 1990年 E. Salif Diop マングローブ生態系の保全，調査・研究 未掲載
13．特定非営利活動法人　CODE海外災害援助市民センター 1995年 芹田　健太郎 緊急支援（主に食糧） エラワディ管区モラミャインジャン地区
14．特定非営利活動法人　サエア・ジャパン 2002年 高橋　稔 子どもの教育支援，学校の建設・運営 ヤンゴン，バゴー，マグウェ
15．公益社団法人　シャンティ国際ボランティア会 1981年 若林　恭英 図書館事業・文化振興 ミャンマー（ビルマ）難民キャンプ
16．世界の医療団（特定非営利活動法人） 1995年 オスタン・ガエル 医療支援・証言 ネーピードー
17．特定非営利活動法人　世界の子どもにワクチンを日本委員会 1994年 細川　佳代子 定期的予防接種の支援 ラカイン
18．（公社）　セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 1986年 深田　宏 子ども医療支援，母子保健事業 ヤンゴン，カレン州，カチン州
19．特定非営利活動法人　第３世界ショップ基金 1991年 古川　あゆみ 医療支援・農業支援 ヤンゴン　ヤンゴン周辺
20．調布WAT 1991年 瓦林　紀子 医療支援 未掲載
21．特定非営利活動法人　アムダ 1984年 菅波　茂 緊急・難民支援 中部乾燥地帯・コーカン特区
22．特定非営利活動法人　ジャパンハート 2004年 吉岡　秀人 医療・子ども・医療人材育成支援 ザガイン・カチン
23．特定非営利活動法人　難民を助ける会 1979年 長　有紀枝 障害者支援・地雷対策 カレン州　ラカイン州　ヤンゴン
24．特定非営利活動法人　ADRA　Japan 1985年 稲田　豊 教育・災害支援 カレン州
25．特定非営利活動法人　AMDA社会開発機構 2006年 鈴木　俊介 子ども・医療・生活向上支援，農村開発 中央乾燥地域　シャン州　チン州

26．特定非営利活動法人　ナイス国際ワークキャンプセンター 1990年 開澤　真一郎 開発・教育・環境などにおけるワーク
キャンプ シャン州

27．特定非営利活動法人　BHNテレコム支援協議会 1992年 佐藤　征紀 紛争被害者・生活向上支援 カレン州
28．特定非営利活動法人　ケアリングフォーザヒューチャー
ファンデーションジャパン 1996年 安部　光彦 教育を受けられない子供のためのワー

クキャンプ ヤンゴン

29．特定非営利活動法人　ピースウィンズ・ジャパン 1996年 大西　健丞 緊急支援，給水設備の建設，防災事業 カレン州　マグウェ地域

30．にいがたNGOネットワーク 2002年 荒　幸男 国際協力・国際交流・地域共生・フェ
アトレード ヤンゴン

31．特定非営利活動法人　日本口唇口蓋裂協会 1992年 川口　文夫 口唇口蓋裂患者のケア ヤンゴン　マンダレー
32．日本青年国際交流機構 1985年 佐藤　恵一 国際交流支援 東南アジア
33．日本ビルマ救援センター 1988年 中尾　恵子 難民キャンプへ衣類やメガネなどの提供 カレン州　シャン州
34．認定NPO法人　国境なき子どもたち 1997年 寺田　朗子 教育支援，少数民族帰還支援 カレン州
35．認定特定非営利活動法人　地球市民ACTかながわ/TPAK 1993年 近田　真知子 教育・食品加工・医療・緊急支援 シャン州　ヤンゴン
36．認定特定非営利活動法人　地球市民の会 1983年 山口　久臣 教育支援・農村開発支援 シャン州　ヤンゴン
37．公益財団法人　PHD協会 1981年 水野　雄二 農村開発支援，スタディツアーの実施 シャン州　マンダレー
38．特定非営利活動法人　ピープルズ・ホープ・ジャパン 1997年 小野　晋吾 女性・子ども・障害者向け医療支援 タッコン郡（ネピドー特別自治区）
39．認定特定非営利活動法人　フレンズ・ウィズアウト・ア・
ボーダーJAPAN 1996年 松島　彰雄 子供を対象とした医療支援 ヤンゴン管区

40．認定特定非営利活動法人　ブリッジエーシアジャパン 1993年 根本　悦子 技術支援・生活基盤の向上・環境設備支援 ラカイン州　カレン州　中央乾燥地域
41．マングローブ植林行動計画（アクトマン） 1992年 須田　清治 マングローブ植林，生態系保全活動 エーヤワディー川
42．公益財団法人　プラン・インターナショナル・ジャパン 1983年 川上　隆朗 子供を対象とした教育・生活支援 マンダレー　ラカイン州　中央乾燥地域
43．CWS　JAPAN 2011年 小美野　剛 衣食住・医療・水・衛生・防災 カレン州　エーヤワディー管区
44．特定非営利活動法人　国境なき技師団 2005年 濱田　政則 技術支援 ラカイン州　ザガイン管区　ヤンゴン
45．認定特定非営利活動法人　災害人道医療支援会 2003年 前川　和彦 緊急支援（災害） エーヤワディー管区
46．特定非営利活動法人　SEEDS　Asia 2006年 ショウ　ラジブ 技術・防災支援 エーヤワディー　ヤンゴン　ネピドー
47．特定非営利活動法人　ワールド・ビジョン・ジャパン 1987年 羽鳥　明 地域開発・子ども支援 ダバウン地域（エーヤワディー管区）

48．特定非営利活動法人　ジェン 1994年 黒田　由貴子・
木山　啓子 緊急・防災支援（災害） ヤンゴン管区　エーヤワディー管区

注：ミャンマーに対して過去に支援活動をしていたNGOを含む。
出所：JANIC，NGOダイレクトリー（http://directory.janic.org/directory/）およびNPO法人ジャパン・プラットフォーム加盟団体リスト，各団体ウェブサイトより作成。
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グラムに導入している19。ADRA Japanはソーラー
システムを村に設置する際に，BHNと協力してい
る20。またジャパンハートでも，他のNGOから紹介
された患者を診断したり，e-educationと協力して，
養護施設のDream Trainで子供の教育を行ったり
している21。
　日本の国際協力NGOの主な活動地域は，ヤンゴ
ンとマンダレーなど２大都市部を除くと，75％が地
方の農村部である（図表５参照）。また主な活動分
野は，教育（16団体），農村・技術開発（16団体），
医療・保健（15団体）の３分野が中心である（図表
６参照）。そこで，今回のフィールドワーク実習では，

教育（NPO法人　ADRA Japan），開発（認定NPO
法人　Bridge Asia Japan），医療（NPO法人 ジャ
パンハート）の各分野で活動する３団体を訪問し，
ヒアリング調査を行った。以下，ヒアリング結果を
ベースに，文献資料で補完しながら，各団体の活動
について述べていく。

Ⅲ　教育支援事業に取り組むNGO　　　
　―NPO法人ADRA Japan―

１．NPO法人ADRA Japanの概要
①　調査日，2016年９月29日
②　インタビュー対象者　松川聡氏（ヤンゴン事務

所スタッフ）（写真３，４参照）
　ADRA と は Adventist Development and Relief 
Agencyの略称である。ADRAはキリスト教を母体
としたNGOであり，活動の原点は第一次世界大戦
のヨーロッパに遡る。Adventistというキリスト教
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図表５　ミャンマーにおける日本の国際協力
　　　　NGOの活動地域
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図表６　ミャンマーにおける日本の国際協力
　　　　NGOの活動分野 写真３　ADRAヤンゴン事務所でのインタビュー風景

写真４　ADRA ミャンマーレストラン（東京）にて
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の宗派が支援物資を配布したことが始まりで，それ
が世界に広まった。1983年に今のADRAという名
前になり，その後1985年３月にADRAインターナ
ショナルから要請を受けてADRA Japanが設立さ
れた。2004年には法人格を取得して現在に至ってい
る。本部はアメリカのメリーランド州にあり，世界
に120の支部がある。ADRAの活動の５本柱は，①
食糧確保，②経済開発，③保健衛生・医療，④緊急
救援，⑤教育の５つである。ミャンマーで近年行っ
ている事業は主に教育支援である。ADRA Japan
の活動はアジアでの活動が中心で，ネパールでは
1989年から20年以上にわたって活動を継続してい
る。最近では南米やアフリカなどでも支援活動を
行っている。
　ADRAの特徴は，様々な分野で活動する総合商
社のようなもので，それが強みでもあり弱みでもあ
る。分野としてのキーワードはないが，強みとして
は世界各地に支部があることによる機動力を挙げる
ことができる。

２．ミャンマーにおけるADRA JAPANの活動内容
　活動の５本柱に基づいてADRAは活動を行って
いるが，その中でも教育は重点分野であり，「読み
書きができれば，地雷の警告看板や医者からもらう
処方箋を読むことができる。計算ができれば商売が
できるし，お金のことでだまされることもなくなる。
政治的なメッセージに対して自分の頭で考えて行動
することもできる。教育はあらゆるものの基盤に
なっている」と松川氏は語る。先述の通り，ミャン
マーの就学率と成人識字率は改善傾向があるが，そ
の理由として①勤勉な国民性，②寺での教育，③軍
事政権時代からの基礎教育制度を挙げることができ
る。ただし，退学率は高く，カレン州を含めたミャ
ンマー南東部農村地域では約３分の１の子供が学校
に通うことができていない。その原因として，家庭
の貧困や親の季節労働などによる影響，教育内容の
質の低さや教師の能力不足などを挙げることができ
る。特に，カレン州などの紛争地域では，政治不安
と貧困のために退学者が６割と極めて多い。カレン
州では，1948年から政府と少数民族の武装集団との
対立が続いている。紛争の間に，人々はタイ国境の
難民キャンプや国内の安全なところに避難して生活
を送っている。現在もタイ側の９つの難民キャンプ
では11万人が暮らしている。国内避難民は23万人に
上る。2012年に一応紛争の停戦が成立しており，今

後，避難民たちが自分の村に帰ってくることが予想
される22。
　このような紛争地域では，一層教育が必要である。
つまり学校という安全な学習環境は勉強する場とい
うだけでなく，子供達を物理的に守る役割を果たす。
また精神的な衝撃を和らげ，教育によって日常的な
感覚を取り戻したり，未来への展望を与えたりする
ことで精神的ケアになる。
　そのため，ADRA Japanはカレン州で教育支援
事業を行っている。これまで３期まで実施してお
り，３期目は2016年６月に終了した。ミャンマーに
は少数民族帰還民支援プログラムがあり，10団体の
NGOが活動していて，その一つがADRA JAPAN
である。
　プログラムの目標はミャンマー・カレン州内およ
び多くの難民が暮らすタイとミャンマー国境地域に
おいて，現在すでに帰還している，あるいは今後帰
還すると予測される難民，国内避難民の再定住，コ
ミュニティへの再統合のための包括的準備支援を行
うことである（図表７参照）。
　教育支援事業は，大きく分けて，①事業説明・教
育啓発ワークショップ，②学習環境の整備，③生活
環境の整備３つから構成されている（図表８参照）。
　第一に，事業説明である。住民とADRAの信頼

学習環境整備

生活環境の改善

住民の教育課題
解決能力向上

包括的に
教育環境整備

今後の帰還民再定住準備 帰還民支援

出所：ADRAミャンマー事務所におけるブリーフィング資料。

図表７　カレン州教育支援事業の目的

Ⅰ事業説明・教育啓発ワークショップ

Ⅱ小学校校舎の建設
学習設備の提供
教育必需品の提供

Ⅲ保健衛生研修
栄養改善研修

運営能力強化研修

学習環境の整備 生活環境の整備

出所：ADRAミャンマー事務所におけるブリーフィング資料。

図表８　カレン州教育支援事業
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関係を築くためには，まずADRAや事業について
理解してもらう必要がある。カレン州では，政府
側が支配している地域（ホワイトエリア），反政府
側が支配している地域（ブラックエリア），両方が
支配するブラウンエリアが混在しており，特別な配
慮が必要である。どちらかに加担するような地域の
選び方は出来ない。またADRAはキリスト教を母
体としているので特定宗派への支援団体だと勘違い
されることが多いが，ADRAの活動が中立で，宗
教からも独立したものであることを住民たちに説明
し，納得してもらう必要がある。
　第二に，住民の教育に対する意識を高めるために，
教育啓発ワークショップを実施する。紛争により教
育を受ける機会のなかった親世代は教育への意識が
低く，子供には学校よりも家の手伝いをさせる。在
校児童数は学年が進むにつれてどんどん減り，５年
生は10分の１ほどにまでなる。家畜の世話や兄弟の
面倒をみることを理由に退学や留年する児童が多
い。住民，特に両親に教育の重要性を理解してもら
う必要がある。第３期には，４村で３回ずつワーク
ショップを行った。住民への事業説明の参加率は高
く，ヤギ村では学校を直そうという課題がワーク
ショップで住民から出るなど活発な意見が出てい
る。
　第三に，紛争で疲弊した学習環境を整備すること
である。紛争の間，校舎が放置されていたため，避
難民の子供達が帰ってきてもそこで教育を受けるこ
とが出来ない。また文房具などの教育必需品も不足
している。校舎建設は建設会社に依頼し，住民が資
材を建設会社に販売し，その代金をフェンスの整備
や必要な備品に使用する。ナウカレン村では校庭整
備，通学路，シンティコン村では校庭の排水路を整
備した。校舎の建設には女性や子供達も参加してい
る。このように，住民が建設に参加することで，オー
ナーシップを高めている。また文房具などの教育必
需品は子供だけでなく，教師にも提供している。
　第四に，保健衛生と栄養改善など生活環境の整備
である。各村に看護師を派遣して，保健衛生の知識
を教えたり，実際に実習を通して体験してもらった
りする研修を実施している。

３．課題と展望
　以上の教育支援事業により，児童の学習環境と健
康状態を改善することができた。包括的に教育環境
を整備することにより児童の就学率が上昇し，保健

衛生・栄養テスト結果の改善や衛生慣習の改善が見
られた。裨益者数（2013年～16年）は，小学校11校
を建設し，生徒数912名，教師数39名，学校運営委
員会152名，住民への教育啓発1,058名，住民への保
健衛生・栄養改善指導259名に上る。
　松川氏は，「目標達成度は，教育というものは効
果が出るまでに時間がかかるので，現時点で100％

とはいえない。現時点では60～70％くらい。避難民
の人達が村に戻ってきて，生活が変わってから私達
の実感や達成度も変わってくるのではないか。しか
し，帰還がまだ始まっていないので，効果が出たと
いう実感はあまりない」と語る。しかし，この事業
は高退学率の改善や教育格差の改善，紛争によって
失われた安全な学習環境を取り戻すという地域の
ニーズに対応し，地域の教育に対する姿勢も変えて
おり，妥当性は高く，効果的だと評価できる。また
事業終了後も学校運営委員会（SMC）の運営能力
を強化し，保健推進員への研修を行うことにより，
住民の教育課題に対する発見・解決に繋げる能力を
高め，自立して支援効果を維持・発展していけるよ
うに配慮されている。
　課題としては，安定した財源の確保を挙げること
ができる。2015年度の経常収入は８億6,335万円で
あり，91％が補助金・助成金である。そのうちJPF
の補助が８割を占めている。また経常支出の内訳を
みると緊急・復興・防災が79.4％を占めている（図
表９参照）。JPFの助成による事業は2015年で終了
したが，ADRAとしては他のファンドに移行し，
今後も教育支援事業を進めていくための準備も行っ
ている23。このような支援は2019年３月まで続ける
予定である24。
　2016年の新政権誕生によって，大きな変化は感じ
ていないが，ミャンマーが注目されることによって
支援NGOが増えると，外務省などの補助金の総額

会費・入会金, 0.4％
一般寄附金, 2.9％プロジェクト

指定寄附
金, 5.4％

その他,
8.3％

ネパール, 1.60％
ミャンマー, 5.20％

ジンバブエ, 5.20％
ケニア, 6.20％

その他国外開発
支援事業, 28.7％

緊急・復興・防災減
災事業, 67.9％

人材育成事業, 0.2％

情報交換・連絡調
整・協力事業, 0.0％

広報・啓発
活動, 0.2％

管理費, 3.00％

補助金・
助成金, 91.0%

収入内訳 支出内訳

図表９　ADRA JAPANの事業会計（2015年度）

出所：ADRA JAPAN［2016］「2015年度 財務諸表」。
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が増えることはないので，１団体当たりの補助金
が少なくなる可能性がある。これに対し，ADRA 
Japanは「2015年度から2017年度までの３ヶ年中期
計画に基づき，組織の安定性を確保できる収入構造
を目指し，広報・資金調達の各種取り組みを行う予
定である。具体的には，印刷物やITを使った広報
のほか，イベント開催に力を入れ，さらなる認知拡
大と既存支援者への情報提供に努めたり，新規支
援者と既存支援者に対して多種類の支援方法を提
案し，認知拡大と寄付者・寄付金額の増大を図っ
たりする。日本の外務省資金は様々な制限があり，
ADRAネットワークの中のADRA Japanとして外
務省資金を使っての事業運営が困難な国が増えてき
ており，民間資金の獲得も視野に入れていくことが
必要である」25。

Ⅵ　医療支援事業に取り組むNGO　　　
　　―認定NPO法人ジャパンハート―

１．ジャパンハートの概要
①　調査日，2016年９月28日（ミャンマー調査），
11月14日（国内調査）

②　インタビュー対象者
　那須田玲菜氏（Dream Train，プロジェクト・コー

ディネーター），佐藤抄氏（東京事務局・事業推
進チーム），鈴木絢氏（ミャンマー派遣看護師）（写
真５参照）。

　ジャパンハートは，東南アジア，日本国内で活動
する国際医療ボランティア組織である。
　代表の吉岡秀人氏が支援活動を開始したのは，以

前に所属していたNPOで医療活動をしていた際，
ミャンマーに行ったことがきっかけである。彼はも
ともと開発途上国で医療活動を行うために医師に
なった。その後，そのNPOを離れて，2002年にボ
ランティアの医療者の任意団体を立ち上げた。2004

年にジャパンハートとなり，2008年にNPO法人の
認定を受け，その後2011年からは認定NPO法人と
なる。スタッフ数は東京事務所が10名，海外スタッ
フは約70名で，ほとんどがローカルスタッフである。
　「医療の届かないところに医療を届ける」という
理念のもと，大きく４つの分野で活動している。第
一に，貧困や環境を理由に十分な医療を受けられな
い人々がいる地域（ミャンマー，ラオス，カンボジ
ア等）で医療を届ける活動。第二に，医療者不足が
深刻な日本国内の僻地・離島での医療活動。第三に，
災害緊急救援活動として医療チームによる診療を国
内外で行う活動。最後に，「すまいるスマイルプロ
ジェクト」26という心のケアをする活動である。キー
ワードは，「日本発祥の国際医療NGO」，「医療」，「子
ども」，「女性」，「寄付金は事業に」であり，寄付を
できる限り支援事業に使用したいという思いから広
告費を使わず，主にSNSや口コミでPR活動をして
いる27。
　2015年度にミャンマー，ラオス，カンボジアで行っ
た診療件数は18,149件，手術件数は2,179件である。
団体設立時からの累計は，診療件数は11万4,762件，
手術件数は１万7,960件に達する。活動歴が長いた
め，現在はミャンマーの患者数が一番多いが，カン
ボジアに新たな病院を開設したため，今後増加する
ことが予想される。

２．ミャンマーにおけるジャパンハートの活動内容
　ミャンマーでは活動拠点のザガイン管区にある
ワッチェ慈善病院，カチン州ミッチーナ総合病院の
ほか，モバイル診療という巡回型診療を加え，国内
６か所でその土地のニーズに合わせて無償で医療活
動を行っている。患者の負担は医療物資費用のみで
ある（図表10，11参照）。病院は間借りする場合も
ある。2015年度には，ミャンマー国内で，外来診療
を１万3,039件，手術を1,492件行った。
　これら診療，治療を行う医療スタッフは，国際看
護長期研修，医師長期ボランティア，学生インター
ンからなり，2015年には医師190名，看護師350名が
参加し，増加傾向にある（図表12参照）。特に，短
期ボランティアの医療者が多い。現地の活動日数は写真５　ジャパンハート東京事務所にて
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３～５日間であり，１週間休暇を取れば参加でき，
職場への負担や制約が少ない。また通訳がいるため
言語の壁を気にすることなく参加できる。もちろん
長期参加者もおり，学生インターンで１年続ける人

もいる。日本では経験できない医療活動や，ミャン
マーでの患者とのふれあいや関係性の中で得るもの
が非常に大きいと感じる参加者が多い。
　1999年にノーベル平和賞を受賞した国境なき医師
団では，英語・フランス語などの語学能力，長期の
事前研修・活動，紛争地域での活動などハードルが
高いが，ジャパンハートは，言語能力不問・通訳付
き，短期間の参加可能，病院での治療活動など，ハー
ドルを低めたことにより，意欲と能力を持つ医療者
を巻き込むことに成功している。
　また医療活動ボランティアは渡航費や滞在費や参
加費を自己負担で参加しているため，人件費がかか
らず，支援者からの寄付金は医療活動にまわすこと
が可能となる。そのため診察件数，手術件数などを
増やすことができている。
　さらに，日本の病院とは医療環境が違うことが多
く現地では高い能力が医療者に求められる。実際に
現地で研修してもらうことは医師や看護師の能力向
上に繋がると考え，「一方的な支援ではなく，そこ
に学びに行く」というコンセプトで事業に取り組ん
でいる。
　病気にかかっても，貧しく治療費が無いために病
院に通うことができず，我慢するか亡くなってしま
う場合が多い。また，命に別状がない場合でも見
た目的な外傷を治療できず，いじめられてしまい，
家にこもりがちな生活になってしまうことがある。
ジャパンハートの治療によって，患者自身の「人生
の質」が高まり，性格が明るくなり，活発に外で遊
ぶことができるようになった子供たちが多い。
　現地で行われる治療は，数十分で終わる簡単な手
術から何時間もかかる手術まで幅広い。ただし，死
亡リスクがある難しい治療はジャパンハートではで
きない。外国のチームが医療活動をして，患者が死
亡すると，社会問題になる危険性があるため，ヤン
ゴンの大きい病院などに紹介している。また日本に
連れてきて治療するケースもある。もちろん，死亡
するケースは０ではなく，年間１，２件ある。
　医療活動と同時に，保健活動と現地の医療関係者
への人材育成を行っている。現地の医療関係者とボ
ランティア参加者がチームで働くことで互いに刺激
を受けることができ，スキルアップにも繋がる。
　さらにヤンゴン市内において，2010年から養育施
設Dream Trainを運営している。エイズ孤児となっ
た子どもや，貧困・暴力などを理由に十分な教育を
受けられない子どもたちを保護し，健康的な生活と

保健活動 透析事業

医療人
育成

視覚障害者
自立支援

養育施設
Dream Train

サイクロン
孤児支援医療活動

医療の届かないところに医療を届ける

図表10　ミャンマーにおけるジャパンハートの活動

出所： ジャパンハート東京事務所インタビュー調査より
筆者作成。

外来診療　13,039件
手術　1,492件

図表11　ミャンマーにおける活動地域と治療実績
　　　　（2015年度）

出所：ジャパンハートHP（www.japanheart.org/sp/）。
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出所：ジャパンハートブリーフィング資料。

図表12　 ジャパンハートの海外医療活動地参加者数
の推移
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教育機会の提供をしている。６歳～22歳までの180

名以上（訪問日現在）が自立を同施設措置業目標と
しこの施設で生活している。これまで15名前後の卒
業生を送り出した（写真６参照）。

３．課題と展望
　ジャパンハートでは現地で求められる限り，医
療活動，またDream Trainの運営を継続していく。
2016年11月から新たな事業として，現地の助産師へ
の指導を開始する。ニッチーナという少数民族地域
では医師がほとんどいなく助産師が妊婦の安全を
守っている。この助産師指導が今後の乳児死亡率や
母子保健に大きく関わってくるだろう。
　日本発祥のNGOによる医療活動は，日本人医師
が診療にあたっており，医療技術が高いため，現地
の人から信頼を得ている。これが次第に口コミで広
がり，ワッチェ慈善病院をはじめ，診療を待つ人は
多い。また医療保険制度が整備されていないこの国
で，診療・治療を受けるには相当な費用がかかるが，
18歳以下は診療費等が無料なため，これにより多く
の命が救われている。
　またDream Trainに関しても，さまざまな理由
で健康的な生活を送れない子どもや教育を受けられ
ない子どもに対しての保護・支援は現地のニーズに
対応しており，妥当性は高い。
　民主化が始まって数年経過し，国営の病院が無償
化した。私立病院はこれまで通り費用がかかるため，
国営の病院では患者が溢れかえるようになった。ま
た，都市部と地方の医療格差が大きくなってしまっ
た。これまでモバイル診療などで地方での医療活動
を行ってきたジャパンハートは，これからますます

増加する患者に対して，資金やスタッフをどう安定
的に確保していくかが課題である。
　ジャパンハートの2015年度の経常収入は２億
4,706万円で，内訳は受取寄附金が70.2％で個人と
法人の寄付金の割合は半々である。また短期ボラン
ティアの参加費など事業収益が19.9％を占めている

（図表13参照）。単発の寄付金は不安定なので，でき
るだけ継続的な寄付金（マンスリー支援）や会費納
入などを呼びかけている。またボランティア医療者
や一般の方を増やして，参加費収入を増加させ，よ
り安定性を高めたいと思っている。政府や企業から
の助成金も百万円単位である。ただし，医療者を雇
用しているわけではないので，固定費はそれほどか
からず，収入が減っても持続可能だと考えている。
　国境なき医師団は歴史があり，広告もしているが，
ジャパンハートも少しずつ日本国内で認知度を高め
て支援者を増やすべく努力している。
　2016年の新政権以降，欧米系の大規模NGO が進
出して来ているが，MOUの審査基準が厳しくなっ
たということは現時点ではない。事業規模が大きい
NGOだけを残そうとすると，規模が小さいNGOは
活動を行えないということになるが，そうならない
ためにも寺や他の機関との関係を良く保つことで
バックアップやフォローをしてもらう。中身をみて
決めてほしいというのが本音だが，実際のところ事
業規模の大きい団体を受け入れるという傾向にはあ
る。
　多民族国家で，地方によって文化が異なるミャン
マーでは，民主化された後も軍の勢力が強い。政
府，軍，僧侶が力を持っていて，ジャパンハートが
活動を行っている病院も寺が経営している病院であ
る。すべての機関と友好な関係を維持していくため
に，地方政府の少数民族の代表にもかなり気を使っ

写真６　養育施設Dream Trainにて
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人材育成（研修）
事業, 6.7%

東日本大震
災支援事業, 
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すまいるスマイ
ル事業, 0.4%

その他事業費, 
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事業推進/広報事業, 
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その他国内事業, 0.9%
管理費, 9.7%
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図表13　ジャパンハートの事業会計（2015年度）

出所：ジャパンハート［2016］「2015年度 会計報告」。
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て活動を行っている。国境なき医師団は少数民族
支援を行っていたが，活動停止になってしまった。
Dream Trainも国境付近から子供たちを保護して
いるが，日本人スタッフだけだと人身売買と誤解さ
れるため，現地スタッフ，村に派遣しているコーディ
ネーターに協力してもらっている。

Ⅴ　社会開発事業を行うNGO　　　　　　
　　―認定NPO法人　Bridge Asia Japan―

１．Bridge Asia Japanの概要
①　調査日，2016年９月23日（国内調査），９月27

日（ミャンマー調査）
②　インタビュー対象者

　根本悦子氏（代表理事・事務局長），新石正治
氏（事務局長補佐）
　森晶子氏（ミャンマー事業代表）（写真７参照）

　Bridge Asia Japanは1993年に設立された認定
NPO法人である。ベトナムとミャンマーで活動す
る国際協力NGOであり，ベトナムでは環境支援・
教育支援の事業に取り組む。BAJのブリッジは心
の架け橋という意味であり，Aはアジアの人々が健
康で幸せな生活を送れるようにすることを目的に活
動している。「Thinking Acting Locally」という目
標を掲げ，現地で考え，現地で解決することを徹底
している。さらに①技術習得や能力強化の機会提供，
②収入向上の支援，③地域発展のための環境基盤の
整備，④環境を守り啓発を進める，という「４つの
使命」を定め，活動を展開している28。

２．ミャンマーにおけるBridge Asia Japanの活動 
内容
　1995年から，ミャンマーのラカイン州での事業を
開始し，現在では６つの事務所を各地に持つ。ミャ
ンマー事業のスタッフ数は日本人駐在員４名，現地
人スタッフ約150名であり，欧米のNGOに比べると
小規模である。先述した４つの使命の下，BAJはミャ
ンマーで大きく分けて５つの事業に取り組んでいる

（図表14参照）。
　第一に，BAJがミャンマーでの活動を展開する
きっかけとなったラカイン州での活動である。ラカ
イン州は２番目に貧困な地域であり，開発から取り
残されている。雨が降ると洪水になり，簡易的に作
られた橋は崩壊し孤立してしまうようなインフラや
社会サービスに乏しい地域である。さらに仏教徒と
ムスリムの対立が長期的に続いていた。1995年に
BAJはミャンマー政府からの要請を受け，国連難民
高等弁務官事務所（UNHCR）の事業実施団体とし
て難民帰還事業への協力を開始した29。当時，トヨ
タのランドクルーザー，ヤマハのモーターボートの
操作，スペアパーツの補充のために，日本のNGO
に協力依頼が来た。まずUNHCRがJVCに声をか
けたが，軍事政権に対し支援できないと回答したた
め，BAJに協力依頼がきた。その後，2010年には，
農業機械を16ヶ所に寄付し，操作方法を教えた。目
標は，ラカイン族とムスリムの共存で，共に学び，
使うことだが，ラカイン族の人が参加せず，難しい
部分もあった。
　2012年６月に，大きな暴動があり，村が焼き討ち
され，欧米のNGOも被害にあったが，BAJは攻撃
されなかった。その理由として，長期間中立的な援
助を行っていたこと，ムスリムに対して，「ロヒン

写真７　BAJヤンゴン事務所にて

Ⅰ ラカイン州での活動

Ⅱ 中央乾燥地域の水供給

Ⅲ 南東国境給水事業

Ⅳ カレン州パアン技術訓練学校運営事業

Ⅴ ヤンゴン事業

図表14　ミャンマーにおけるBAJの活動

出所： BAJ Yangon事務所にてインタビュー調査より
筆者作成。
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ギャ」という言葉を使用しないなど配慮をしていた
ことなどがあげられる。いったん女性の研修が中止
になったが，2015年に再スタートし，難民に対して，
足踏みミシンを利用した縫製の技術訓練や，算数，
識字教育，衛生教育などを実施し，現在は，ムスリ
ムとラカインが一緒に違いを乗り越えて学び，働い
ている。
　第二に，５年間で100校の学校を建設する事業を
実施しており，2016年が最終年度で残り24校建設予
定である。村に元々あった老朽化した学校を立て替
えている。最低３教室あり，トイレもある。また家
畜や不審者が入らないようにフェンスを設置してい
る。さらに防災や減災のため，学校を避難場所と位
置づけ，サイクロンに備えて鉄筋にし，洪水に備え
て高床式にしている。
　学校建設は，村民に賃金を払って働いてもらって
いる。当初は，未熟練労働者だが，いくつかの現場
で経験を積むことで，熟練労働者，親方とステップ
アップしていき，人材育成にもつながっている。ま
た農村部では，ヤンゴンと違いヘルメットや安全靴
を使用していなかったが，現在では安全に配慮して
いる。机などの備品はサンプルで10セット寄付し，
残りは村の人に作ってもらっている。
　小学校に中学校が併設されたことにより，進学が
できるようになり，退学率も低下した。また校舎が
きれいになったことにより，生徒と教師の意欲も高
まり，出席率が上昇した。
　第三に，ミャンマー政府からの要請で1999年から
中央乾燥地域において水供給事業を実施している。
年間雨量が400～700㎜と東京の半分以下であるこの
地域では，村民が水汲みに半日から１日かけてい
た。2000年当時の村落開発局の目標は１村１井戸で
ある。
　当初，地質調査専門家と，井戸を掘った経験者が
いたため，スムーズに作業が進んだものの，古い掘
削機を修理して，協同で使用していたため，スケ
ジュール調整が困難であった。その後，BAJは井
戸を掘ることが夢だった日本企業の社長から掘削機

（1,500万円）を寄付してもらい，独自のスケジュー
ルで，井戸を掘ることが可能になった。特に，深井
戸を掘る技術を持っていることはBAJの強みであ
る。掘削建設した井戸の件数は125本を超える。ま
た井戸システムの研修では村民が井戸の維持，管理
を行えるような支援を行う。さらに自治組織として
水管理委員会を作り，村独自の管理のルール（事前

クーポン制など）で管理をすることを支援している。
　第四に，南東国境において給水事業を実施してい
る。タイ国境付近では約70年間も少数民族とミャン
マー政府との対立が続き，タイへの避難民も多く，
彼らをミャンマーへ帰還させるためにも社会インフ
ラの整備が重視される。そこでBAJは他のローカ
ルNGOと役割を分担し，水分野の事業を担当して
いる。この給水事業は外務省の補助金を利用してい
る。
　中央乾燥地域に比べ雨季に500㎜も降ることもあ
り，中央乾燥地域より浅い井戸を掘削したり，山間
地を利用した湧き水のパイプを設置したりして，給
水事業に取り組んでいる。

３．課題と展望
　ラカイン州で始まった難民帰還事業としての橋の
整備や学校を建築・再建・修繕することなどのイン
フラ整備事業は，村民が孤立せず近隣の村との共存
を図る上で大きな役目を果たしていると考える。学
校が木造から鉄筋に再建されると自然災害が多い地
域として村の避難場所になり，さらにきれいな学校
で学べることで子供達の学習意欲が高まり，退学率
の低下に繋がる結果を残した。これまで建設・修理
した学校は211校，シェルター建設数480棟に上る。
その他，橋の建設は276本である。
　中央乾燥地域と南東国境付近の給水事業に関して
は井戸の掘削により，衛生面・教育面・経済面での
効果が表れた。これまで掘削した井戸は528本，修
理した井戸は524本に達する。これにより，眼病や
皮膚病にかかる人が減少したこと，水汲みに行って
いた時間を短縮することで学習時間の確保に繫がっ
たこと，井戸使用料金を村民全員に還元することが
可能になったことなど，村の発展や所得の増加に直
接的につながる結果となった。これらの給水事業は
ミャンマー政府の第４次５ヶ年計画の「国境地域及
び農村地域開発の継続」や「ミレニアム開発目標の
達成（水と衛生）」に合致しており妥当性は高い30。
課題としては，水管理委員会の管理である，事務面
やマネジメントの面を強化していく必要がある。
　さらに20年間ミャンマーでの支援活動に取り組ん
できて，多くの人材を輩出してきている。ラカイン
州にあるローカルNGO18団体のどこにもBAJで経
験を積んだ現地スタッフがいる。
　2016年に新政権になった後も，事務レベルの人の
変化はほとんどないため，事業への影響は特にない。
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　また持続的に活動していくためには，安定的な資
金源が必要である。ミャンマー政府により，事業資
金規模でNGOがリスト化され，一定規模で線引き
される中，BAJとしては，同国で持続的に活動を
行うための十分な資金が必要である。しかし，日本
の外務省や草の根援助の審査が厳しいため，安定し
た資金調達ができない状況にある。BAJの2015年
度の経常収入は３億6,092万円で，内訳はUNCHR
や日本財団，PLAN japan，外務省などからの受取
助成金（91.3％）が中心を占めている（図表15参
照）。欧米系NGOはまず助成金を得たのちに，成果
を求められるが，日本では，成果を出して，認めら
れてから，助成金が出るため難しい面がある。企業
のCSRに期待したいが，ミャンマーに進出してい
る企業はまだ安定した利益を得ておらず，資金調達
にはまだ時間がかかると予想される。2016年度は，
事業の質の向上とドナーと受益者に対する説明責任
を果たすことを目標としている。
　今後，支援事業を拡大するよりも，強みを生かし
た活動に絞っていくことが，持続的活動にとっては
必要だと考えている。またハード面ではなくソフト
面での支援が求められており，教育の質の向上と技
術訓練に力をいれて行うことを考えている。

お わ り に

　2011年，軍事政権が終わりを告げ，民政移管を果た
したミャンマーは，都市部を中心に経済発展を加速さ
せている。MDGsにおいてもすべての項目において一
定の成果を挙げた。しかし，都市部では車道で物乞い
をしている幼い子ども達もいれば，大きなショッピン
グモールで外食を楽しむ家族もいる。また農村を訪れ
ると，竹や藁でできた家に住み，牛が田畑を耕してお

り，地方の農村部と都市部との格差は非常に大きいこ
とが一目瞭然である。さらに教育，医療，村落開発な
ど残された課題も山積している。
　これまで述べてきた，日本の国際協力NGOはこれ
らの諸問題を解決しようと奮闘を続けている（図表16

参照）。
　今回，印象に残っているのは以下の三つの点である。
第一に，現地の人々・政府との信頼関係を大切にして
いることである。NGOスタッフの「上から目線の支
援はしたくない。現地の人達の意向に寄り添って手助
けをするのがNGOの役目」という言葉が印象に残る。
国の発展・民主化により支援の形も少しずつ変化する
ことが予想されるが，その根本にある姿勢は守ってい
くべきである31。
　第二に，多民族国家・仏教国のため支援を滞りなく，
平等にするために活動の詳細を住民に理解してもらう
説明会を催す，民族差別につながる言葉を使わないな
どの地道な努力があり，実を結んでいるという点であ
る。
　第三に，各団体がそれぞれの支援に対して強い意思
と誇りを持って取り組んでいるという点である。「今
後の最終目標は失業すること。支援という活動がいつ
か世界からなくなることを願って活動を続けている」
と述べるADRA JAPANのスタッフの決意に満ちた
表情は，頭から離れない。
　今後，今回のフィールドワークを足がかりに，持続
的な調査を続け，開発途上国におけるNGOの役割に
ついてさらに研究を進めていきたい。
　最後にわれわれのフィールドワーク実習を快く受け
入れてくださったNGO，JETRO,企業，大学，日本
語パートナーズの方々には，多大なご協力を賜りまし
た。記して感謝いたします。

受取会費, 0.4%
受取寄附金, 6.0%

受取助成金等, 
91.3%

事業収益, 2.1%
その他収益, 0.2%

ミャンマー事業, 89.70%

ベトナム事業, 3.60%
国内事業, 0.70% 管理費, 6.00%

収入内訳 支出内訳

図表15　BAJの事業会計（2015年度）

出所：BAJ［2016］「2015年度 年次報告書」。

図表16　各NGOの課題と対策

NGO 課　　題 対　　　策

ADRA
中退率の高さ 学習環境改善による児童の知識

定着
教育の質の低下 学校整備に伴う教員の意識向上
貧困家族の存在 教育必需品の提供

JH
医師，看護師の不足 ボランティアの継続的支援
地方医療設備の不足 病院建設による治療機会の増加
医療環境の未整備 外来診療，巡回治療活動の実施

BAJ
社会インフラの脆弱性 井戸掘削などの基盤整備
インフラや技術の地方
格差

技術訓練学校などによる地方の
人材育成

　出所：インタビュー調査より筆者作成。
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mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/
infoC11800.html）

MIMUウェブサイト（http://www.themimu.info/
contacts）

ADB［2015］“Civil Society Briefs Myanmar”.
IMF［2016］“IMF Staff Praises Myanmar’s 

Progress in Economic Reform”.
IMG［2014］“Myanmar's Experiences with the 

Millennium Development Goals and Perspectives 
on the Post 2015 Agenda”.

United Nations Country Team in Myanmar［2011］
“Achieving the Millennium Development Goals 
in Myanmar”.

United Nations［2015］Millennium Development Goals 
Report 2015.

United Nations［2015］“Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development”.

UNDP［2011］Integrated Household Living Conditions 
Survey in Myanmar (2009-2010) - Poverty Profile.

UNDP［2015］“Millennium Development Goals 
indicators-Myanmar”.

World Bank Office Yangon［2014］Systematic Country 
Diagnostic : Ending poverty and boosting shared 
prosperity in a time of transition.

１　日本も1988年から緊急・人道案件などを除き，新
規援助は原則として停止した。その後，民主化を受
けて，2012年に円借款の延滞債務の一部を免除した。

２　IMF［2016］“IMF Staff Praises Myanmar’s 
Progress in Economic Reform”.
３　他にも，株式会社ハニーズ，ティラワ経済特別区

（SEZ），ヤンゴン外国語大学，バガン地震被災地，
博物館，市場などを視察したが，本稿の課題と異な
るため割愛する。
４　United Nations［2015］“Transforming our world: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development”.
５　ロヒンギャ（Rohingya）とは，ミャンマーのラ

カイン州に住む少数民族のイスラム教徒である。多
数派である仏教徒と対立している。
６　IMG［2014］“Myanmar's Experiences with the 

Millennium Development Goals and Perspectives 
on the Post 2015 Agenda”.6～７頁。
７　ADRA Japan でのヒアリング調査（2016年９月

29日）による。
８　同上。
９　NPO法人メータオ・クリニック支援の会「ビル

マ/ミャンマー難民医療」（http://japanmaetao.
org/）（最終アクセス2016年12月２日）。

10　Bridge Asia Japan（BAJ）でのヒアリング調査
（2016年９月27日）による。

11　グローバルリンクマネージメント株式会社［2001］
「草の根無償資金協力評価調査報告書」。

12　ADRA Japan でのヒアリング調査による。
13　2008年４月27日～５月３日にミャンマーを襲った

レベル４のサイクロン。死者・行方不明者は13万
8,366に達する。

14　松田正彦［2014］「農村はどう変わるか―NGO
による開発事業の隆盛とそれを担う人びと―」７，
８頁。

15　MIMU（http://www.themimu.info/contacts）。
16　MIMU,INGO FORAM MYANMAR。
17　JANIC，NGOダイレクトリー（http://directory.

janic.org/directory/）。
18　外務省，国際協力NGOセンター（JANIC）［2016］
『NGOデータブック2016』。

19　Bridge Asia Japan（BAJ）でのヒアリング調査
による。

20　ADRA Japan でのヒアリング調査による。
21　ジャパンハートでのヒアリング調査（2016年９月

28日）による。
22　ただし，避難先や難民キャンプの方が，居心地が

良いという人も多く，行ったり来たりしている人も
多いという。

23　ADRA Japan［2016］「2015年度事業報告書」。
24　ADRA Japan［2016］「2016年度事業計画書」。
25　同上。
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26　小児がんを抱える子どもと家族の旅行・外出
に，ジャパンハートの医療者が付き添い，旅行や
思い出づくりのサポートを実施するプロジェクト
である。ジャパンハート・ウェブサイト（www.
japanheart.org/smile/）（最終アクセス12月２日）。

27　同上。
28　Bridge Asia Japan［2016］「年次報告書　2015年

度」。
29　新石正弘［2009］『アジアに架ける橋―ミャン

マーで活躍するNGO』コモンズ，253頁。
30　根本悦子［2011］「日本NGO連携無償資金協力事

業　完了報告書」『ミャンマー中央乾燥地における
持続的な深井戸給水システムをめざした生活用水供
給事業』。

31　海外フィールドワーク参加者，前川未歩の感想文。


