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フィリピンにおけるミレニアム開発目標と国際協力
―

海外フィールドワーク実習報告 ―
福島大学経済経営学類

佐

野 孝

治

福島大学経済経営学類３年，海外調査実習メンバー

安藤 祐樹，石井 深雪，
伊藤 綾奈，加藤
茜，
小松 主音，滝 智絵実，
藤井 智生，矢吹 一将，
横田美奈子
であった。
第一に，人間を中心に据えた具体的な達成数値を定
め，達成までの期間を決めたことである。達成期限を

はじめに ― 課題と方法
近年，洞爺湖サミットの開催やアフリカ開発会議な
どを通して，国際的に貧困問題や環境問題の解決へ世
界中が取り組む流れがある。そしてそのような流れの
さきがけともなったのは2000年９月の国際ミレニアム
サミットで採択され，翌年に発表されたミレニアム開
発目標（Millennium Development Goals: MDGs）で
ある。これは人間開発を推進する上で2015年までに達
成するべき以下の８つの目標と18のターゲットを掲
げ，国際社会がとるべき行動の指針となっている。
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：幼児死亡率の削減
目標５：妊産婦の健康の改善
目標６：HIV ／エイズ，マラリア，その他の疾病の
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
このミレニアム開発目標は目新しいものばかりでは
ないが，以下の点で従来の国際開発目標と比べ画期的

―

2015年と定め，目標達成への進展をモニタリングする
ために48の指標をもうけた。指標はモニタリングのた
めだけでなく，貧困者が政治指導者に説明責任を問う
ことができるようにするための基準でもある１。第二
に，途上国自身の「オーナーシップ（当事者意識）
」
が発揮されること，そして援助国・援助機関の「パー
トナーシップ」の両方が開発・援助にとって重要であ
ると強調していることである２。第三に，国連加盟国
や国家元首が公約した開発目標を実現できる有能かつ
実質的な政府，ＭDGs の実施とその進歩状況の監視を
助ける重要な役割を担っている市民社会，そして主要
開発援助機関それら全てで受け入れられ，政治的支持
も集めていることである３。中間年を迎えた現在，各
国は目標達成に向けて努力を続けている。
そこでわれわれはこの MDGs の進捗状況を具体的
に調べるため，日本と結びつきが強く地理的にも近い
フィリピンを対象に調査を実施した。フィリピンの
2007年の GDP成長率は7.3％と過去31年間で最高であ
り４，アジアの中でも目覚しい発展を遂げている国の
ひとつである。しかし，他方で経済成長の恩恵を受け
ていない貧困層も数多く存在している。現在，フィリ
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ピンの首都圏には全人口の約13％，約１千万人が暮ら
し，その30〜35％スラムに居住していると推定されて
いる５。
今回われわれは，スラムやスモーキーマウンテンと
呼ばれるゴミ捨て場など貧困層の人々の生活環境を実
際に見て，彼らと語り，さらには彼らを支援している
国際機関や NGO を訪れ，海外フィールドワーク実習
を行った。われわれが訪問した調査先は以下のとおり
である。
⑴ JICAフィリピン事務所
日 時：2008年２月27日
調査先：JICAスタッフとの質疑応答
目 的：フィリピンと日本とのパートナーシップ
の実態
⑵ スラム地域（トンド地区）とスモーキーマウンテ
ン跡地
日 時：2008年２月28日
調査先：ダンプサイト跡地，サンバヤナン・クリ
スチャーノ・デイケアセンター，住民に
対するヒアリング，国営アパートの訪問
目 的：元スモーキーマウンテンだった場所は現
在どのようになっているのか
⑶ パヤタス地区・現在のダンプサイト
日 時：2008年２月28日
調査先：NGO SALT訪問，NGO Creative
Image Foundation訪問
目 的：スモーキーバレーでの人々の暮らしの
実態
⑷ バタンガス州ロボ水道地区
日 時：2008年２月29日
調査先：水道改善のプロジェクトチームと施設を
訪問
目 的：フィリピンでの水環境の実態とプロジェ
クト
⑸ NGOハロハロの会とフィーディングセンター
日 時：2008年３月２日
調査先：NGO団体ハロハロの会訪問，ルルドの
聖母教会フィーディングセンター
目 的：妊婦および幼児の栄養改善プログラムの
実態
⑹ NGOプルメリア（セブサポーターズ）および教
育機関
日 時：2008年３月３日
調査先：中学校，フィリピン大学付属高校，家庭
訪問
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目 的：中学校，高校の実態と奨学生たちの家庭
環境把握
本稿では，以上の調査先でのヒアリング結果をもと
に，フィリピンにおける人間開発の実態を探るとと
もに MDGs の達成状況を検証することを課題とする。
MDGs の８の目標のうち，特に［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５］乳幼児の死亡率の削減，
［目標６］妊産婦の
健康の改善，
［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・パートナーシップの６
つをとりあげ，その達成状況について考察する。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。

Ⅰ

極度の貧困と飢餓の撲滅［目標１］
―

スモーキーマウンテン ―

われわれは［目標１］の極度の貧困と飢餓の撲滅の
実態を明らかにするために，フィリピンで最も貧困地
域の一つであるマニラ近郊にあるオープンダンプサイ
ト６を訪問した。比較の意味で，現在も使用されてい
るケソン市パヤタス地区のスモーキーバレーと，現在
は閉鎖されたマニラ市内トンド地区のスモーキーマウ
ンテン７の２ヶ所を訪れた。
１．フィリピンにおける目標１の達成状況
まず「Millennium Development Goals Indicator」
と「The Millennium Development Goals Report
2008」によりながら目標１の達成状況を確認する。
⑴ ターゲット１「１日１ドル未満で生活する人口
の割合を1990年の水準の半数に減少させる」。
フィリピンの１日１ドル未満で生活する人口の
割合は年々減少し，2003年時点で14.8％と東アジ
ア・太平洋地域の2015年達成目標14.8％を達成
し，順調な達成状況である。ただし１日２ドル未
満で生活する人口の割合でみると，その割合はま
だ40％以上を占めている（図表１参照）
。
また，フィリピンのジニ係数は44.5であり，
2003年の所得または消費に占める割合において，
最貧困層20％は5.4％であり，最富裕層20％は
８
50.6％である 。フィリピンの好調な経済成長率
や毎年増加する一人あたり GNP ９ などの恩恵は，
貧困層へは滴り落ちていない現実がある。
⑵ ターゲット２「飢餓に苦しむ人口の割合を1990
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年の水準の半数に減少させる」。
ターゲットを計る指標になるのは，同年齢の
標準よりも低体重の５歳未満児の割合である。
このターゲット達成のためフィリピンでは1990
年33.5％から2015年16.7％にしなければならな
いが，2003年から2006年の平均でフィリピンは
27.6％であり，東南アジア地域平均の７％に大き
く遅れをとっている（図表２参照）
。
２．フィリピン政府による貧困削減政策
貧困と格差の問題は長年フィリピン政府にとって
の重点課題であり，これまでにいくつかの貧困削減
政策がとられてきた。特に1997年，大統領に就任し
たジョセフ・エストラーダは貧困者救済を掲げ，
「中
期フィリピン開発計画」
（1999−2004）を策定した。
貧困地域へ基礎的社会サービスを効率的に供給する
ために開発予算を増額したり，貧困層の農漁業に従
事している人口が多いことから，農村近代化を優先
した政策を行ったりした。しかし，農業や農村をめ
ぐる状況はアジア通貨危機などの影響を受け，なか
なか改善しなかった 10。
その後2001年，グロリア・アロヨの政権発足に伴
い，エストラーダ政権の政策を見直した「中期フィ
リピン開発計画」
（2001−2004）が定められた。内
容は強力な経済成長の推進，雇用創出を通じた貧困
撲滅，和平の実現を主眼としたものである11。
３．パヤタスのスモーキーバレー
⑴ ゴミとともに暮らす人々 ― スカベンジャー
ケソン市パヤタス地区にはスモーキーバレーと
呼ばれるオープンダンプサイトがある（写真1）
。
フィリピンでは日本のようにコストのかかる高温
焼却炉を使わなかったため，ダイオキシンの発生
などで大気汚染が深刻だった 12。それを受けて施
行されたのが大気浄化法であるが，今でもゴミ山
は地中で化学反応を起こして有毒ガスを発生させ
ているため，近隣の住民は様々な病気を併発して
いる。
スモーキーバレーはその名のとおり以前は谷で
あったが，現在は高さ約40ｍ（ビル７階分）
，広
さ約17ha の，フィリピンで２番目に大きいゴミ
山になっている。そこには毎日約1,600トン（５
トントラック約320台分）のゴミが運ばれてきて
おり 13，スカベンジャー 14はそのすぐ側で生活し
ている。正確な統計はとれていないが，パヤタス

―

108 ―

第２号

2009.2

の人口は約７万人で，そのうちの少なくとも３千
人がスカベンジャーである 15。
実際にゴミ山に登ってみて，思ったほど異臭は
無かったが，人々が土の上ではなくごみの上で暮
らしているというのは，やはり異様な光景に思
えた。
拾ったゴミはまず，洗ったり分別したりしてま
とめて置かれる。スカベンジャーの家の脇には分
別してまとめた資源ごみが回収を待ってたくさ
ん積んであった（写真２）
。回収されたゴミを買
い取るため小さなジャンクショップが直接スモー
キーバレーを訪れ，そこからまた大きなジャンク
ショップに売られる。そして最終的に地元や多国
籍の大企業に買い取られ，再製品化するのであ
る 16。
現在，スカベンジャーの組織化が進んでいる。
例えば「PARE‑MPC」という2,500人のスカベ
ンジャーと主要なリサイクルセンターから成る組
織がある。これは，マイクロクレジットによりメ
ンバーのサポートをし，またゴミの買い取り価格
の交渉を通じてスカベンジャーの所得をあげるた
めに活動している。PARE-MPC の活動報告書に
よると，中間にいる大きなジャンクショップは買
い取り価格をコントロールすることで，地元の小
さなジャンクショップよりも30％〜40％強の利益
を出している。それによりスカベンジャーの収入
は低く押さえつけられているのである。PAREMPC は適正で，競争により決まる価格で買い取
られるよう交渉している（図表３参照）。
⑵ ゴミ山崩壊事故
このゴミ山を世界的に有名にしたのは2000年７
月10日のゴミ山崩壊事故である。山の様に積み上
げられたゴミが，周辺の500人以上の住民を飲み
込んだのである。当時ジプニーのストライキで学
校が休みだったため，多くの子供たちも犠牲に
なった。長年の無秩序な積み上げが引き起こした
人災であった。彼らの多くは，事故で家族や友人
を失った（写真３）
。われわれを案内してくれた
お母さんたちも，
家族の誰かを亡くしていた。
ショ
ベルカーを使って遺体を探したために遺体は無残
な姿になっていたという。遺体が見つかった家族
には政府から３万ペソの見舞金が支払われたが，
ショックから立ち直れない遺族も多く，現在政府
との間で裁判が起こっている。
今は崩落防止のためにゴミと土をサンドイッチ
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の様にしながら積むなど一応の対策はとられてい
るが，しかし，このような大被害を起こしたゴミ
山に，なぜ人々は居続けるのだろうか。
スカベンジャーの多くは，田舎から出てきた人
や，マニラで職にあぶれた人たちである。教育や
訓練を受けていない人々にとって，ゴミ山は手っ
取り早く収入を得られる場所なのである。ゴミ山
が崩壊した後，家が無くなった人には，政府がパ
ヤタスから約10キロ離れたところにあるモンタル
バン町カシグラハンに住まいを用意し，411家族
が移住した 17。建物はきれいで，電気などのライ
フラインも整っていたが，収入源がなく生活が厳
しいため，再びパヤタスに戻ってくる人もいる。
事故後約４ヶ月間ゴミの投棄が無くなり，スカ
ベンジャーの収入が無くなったことがあった 18。
その後ゴミの運搬は再開したが，POG 19の指導に
よってゴミの分別が進み，有用な資源ゴミが少な
くなってしまった。その背景には，外国の目を考
慮したことに加えて，京都議定書を受けて2002年
に施行された一般廃棄物管理法 20がある。フィリ
ピン政府にとって排出権取引は新たな収入源にな
ることが期待されている。しかしそのためにスカ
ベンジャーの収入は2002年当時と比べて50〜60％
も落ちこみ，一月に4800ペソ 21 稼いでいたのが
2500ペソに減ってしまった 22。ゴミ山以外に収入
源を持たない人々にとって，ゴミが無くなるとい
うのは大きな痛手なのである。
⑶ パヤタスにおける教育
パヤタスの近くには公立小学校があり，１学年
70人の生徒が通っている。公立のため授業料は必
要なく，自己負担は教科書代などである。しかし
出生登録が出されていない子供もおり，そのよう
な子供たちは教育を受ける権利が与えられていな
い。また，低学年のうちは学校に通っても学年が
上がるにつれて通わなくなる子も多い。それは子
供も重要な労働力になっているためである。われ
われを案内してくれたお母さんに話を聞くと，彼
女には３人のお子さんがいて，全員教育を受けさ
せているという。彼女は家族計画をきちんとした
ので周りの大家族の人よりはやっていけると言っ
たが，やはり大変だと話してくれた（写真４）
。
2002年に14歳以下の子供の就労を禁止する法律
が施行され，児童労働は減ったが，それでもスカ
ベンジャーには子供や女性が多い。このような家
庭では父親は闘鶏やお酒にお金を使ってしまい，
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あまり働いていない。また，女性は外国人や都市
の男性と結婚するしかスカベンジャーとしての生
活から抜け出す道がないという。ゴミ山で育った
子の多くは，非合法の売り子や洗濯婦，工場労働
者，建設労働者，公的の三輪車やジプニーの運転
手など，選べる職業が限られているため，ゴミ山
から抜け出すのは難しい。貧困の連鎖を防ぐため
には教育が必要なのである 23。
４．トンド地区のスモーキーマウンテン
トンド地区はマニラから北西に位置するアジア最
大級のスラム地域である。人口は約60万人で，かつ
てフィリピンの貧困を象徴する世界最大規模のス
モーキーマウンテンがあった場所でもある。スラム
に入ると狭い道路いっぱいにバラックと呼ばれる掘
立小屋が密集している。多くの不法占拠住宅が立ち
並び，生活環境は劣悪であった（写真５）。
トンドのスモーキーマウンテンは1954年，マニラ
市がこの場所をゴミの投棄場所に指定したことに始
まる。市の清掃局のトラックが収集してくる都市部
からの廃棄物が次々と山積みにされていった。空き
ビン，空き缶，プラスチックなどの再生資源が分別
されずに運ばれてくるこの山は，貧しい人々にとっ
ては生活費を稼ぐための仕事場となった 24。
もとは，ニッパヤシの漁民の家が散在する海辺の
平和な村だったこの場所は，ごみ山の出現とともに
職を得られない人々の流入で治安も悪化してしまっ
たという。
処理能力が限界に達したため1995年に閉鎖された
が，土がかぶせられ雑草の生い茂るスモーキーマウ
ンテン跡はいまだ有機物の化学反応により自然発火
が続いており，かつての姿を思わせる（写真６）
。
そして，廃棄物が投棄されなくなったスモーキーマ
ウンテンには今もなお，有価物（資源ごみ）を探し
て山に登るスカベンジャーが多数存在する。スカベ
ンジャーとしての生活は決して安定した職だとは言
えない。ここで話を聞いたところ，トンドに暮らす
人々のほとんどは一日一食しか食事が取れないこと
が当たり前だという。現在このスモーキーマウンテ
ンでは政府によってイメージアップのために試験的
に植物や野菜の栽培が行われている。
トンド地区はスモーキーマウンテン閉鎖後，政府
によって公営の集合住宅が建てられた（写真７）
。
鉄筋コンクリートの５階建てで水洗トイレとシャ
ワーが完備されており，外観はバラックとは比較に
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ならないような住環境が感じられた。しかし低所得
者向けに建設されたこの住宅は，光熱費の支払いが
要求されるため，決して集合住宅に移動したからと
いって生活がよくなったわけではない。光熱費は，
電気代と水道代合わせて月300ペソの支払いがある。
われわれが訪問した家庭は，４畳半ほどの部屋に
４人で暮らしている家庭で，テレビやビデオなど基
本的な家電製品が備わっていた。家の中には洗った
ビニールなどの資源ごみが置かれ，
雑然としていた。
またガス代が高いため，炭で代用するなど生活の工
夫をしていた（写真８）
。
５．NGO による支援
フィリピンでも有数の貧困地域であるパヤタス
とトンド地区には，地元の NGO だけでなく世界
各国から多くの NGO団体が支援に来ている。今回
ヒ ア リ ン グ 調 査 を 行 っ た の は，SALT ，Creative
Image Foundation ，サンバヤナン・クリスチャー
ノ（Sambayanag Kristiano）
・デイケアセンターの
３ヶ所である。
⑴ SALT
パ ヤ タ ス に お い て 日 本 の NPO法 人 で あ る
「SALT」 25が，主に奨学金事業や手作りの雑貨販
売，デイケアセンターの運営などをおこなってい
る（写真９）。
SALT の奨学金は，家庭の事情で学校に行きた
くても行けない子の親からの申請で，成績に関係
なく支援されている。奨学金を受けて学校に通う
子の８〜９割が小学生で，これはパヤタス地区の
約６割にのぼる。彼らには毎日12ペソを学用品や
お小遣いとして渡している。これにはまとめて渡
して親に別のものに使われてしまうのを防ぐ目的
と，毎日子供たちの顔を見ることで健康状態や環
境の変化を見逃さない目的があるという。
また，土曜日はスカラシップを受けている児童
に，日本人スタッフや現地の教師による数学や英
語などの補習も行なっている。支援した子は最年
長で二十歳前後と，事業は始まったばかりなので，
スモーキーマウンテンで成長した子が外の世界で
暮らしていけるようになるか，成果が見えるのは
これからだという。
このほかにも，2000年からはスカベンジャー以
外の収入源を持ってもらおうと，お母さんたち22
人に，売れるデザインの刺繍を指導し，製作して
もらっている。そこで買ったブックカバーにはこ
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う書かれていた。
「この製品は，フィリピンのパ
ヤタスという巨大なごみ捨て場周辺のスラムや，
パヤタスで2000年に起こったごみ山崩落事故の被
災者が移住したカシグラハンという地区に暮らす
女性たちが製作しています。刺繍を５枚仕上げる
労賃で，パヤタスやカシグラハンの一般的な家庭
の１日分の食費を得ることができます。商品販売
から得られる収益は，支援を必要としているパヤ
タスやカシグラハンの人々のための支援事業に使
われます。
」
⑵ Creative Image Foundation
強制立ち退きによって家がなくなった子供たち
のためのケアセンターで，日本人によって設立
され，現在SYD など22のスポンサーがついてい
る 26。３〜７歳の145人の子供たちが笑顔で集ま
り，まるで小学校のようだった（写真10）
。
ここでは刺繍やドレスなどの洋裁を教え，棺桶
の製造もしている。スカベンジャーとしての収入
以外の収入源を確保するねらいである。また，青
年にはボクシングを教え，彼らの不良化を防いで
いるという。また，ボイスレッスンを受けること
ができ，その結果２人が芸能界デビューしている。
子供たちに将来への希望を捨てないように工夫
されたケアセンターであったように感じた。
（3） サンバヤナン・クリスチャーノ（Sambayanag
Kristiano）・デイケアセンター
トンド地区のスモーキーマウンテン本住宅にあ
るサンバヤナン・クリスチャーノ・ディケアセン
ターは，2004年７月に竣工した。その後，2006年
にデイケアセンターに隣接して多目的ホールを増
築したという。教室に溢れ返るほどの子供たちが
机のない教室に集まっていた（写真11）
。その生
徒の中にもスカベンジャーとして家族の手伝い，
また両親を亡くし一人でスカベンジャーをしなが
ら暮らしている子もいた。
このように，政府が行ってきた政策が貧困層の
人々には浸透していない現状を見てきた。MDGs
の達成状況としても，期限までに達成可能かどう
かは判断が難しいと思われる。

Ⅱ

初等教育の完全普及の達成［目標２］
―

プルメリア，ハロハロの会 ―

われわれは［目標２］の初等教育の完全普及の達成
の実態を明らかにするために，ハロハロの会，セブサ

110 ―

フィリピンにおけるミレニアム開発目標と国際協力

ポーターズなどスカラーシッププログラムを実施し
ている NGO および中学校，高校を訪問するとともに，
奨学生の家庭訪問を行った。
１．フィリピンにおける目標２の達成状況
まず「Millennium Development Goals Indicator」
で目標１のターゲット３「全ての子どもが男女の区
別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」
の達成状況を確認しておこう。
フィリピンでの教育システムは，初等教育（小学
校）６年，中等教育（ハイスクール）４年，高等教
育（大学）４年という形態になっており，
「国際的
に比べても，高い教育水準と高学歴人口を誇ってい
る。高等教育機関の数もアメリカに次いで第２位で
ある。これまでフィリピンでは，スペイン植民地時
代から続く，エリート養成のための高等教育重視の
政策がとられてきた。その結果，TOEFL や TOEIC
など英語教育ではアジアのトップクラスである」27。
しかし，初等教育から中等教育，高等教育と進むに
つれ，進学率は著しく低下している。フィリピン
の公立小学校は６年間の無償義務教育であり，初等
教育純就学率は，1990年代からずっと90％台と高い
割合をしめている（図表４参照）
。だが，初等教育
の第１学年から最終学年まで進級した児童の割合を
みると約７割にまで低下する（図表５参照）
。特に，
貧困家庭の児童は学業よりも家庭のために労働力と
して働かなくてはならない現実がある。就労児童の
いる家庭では，家族総出で働いている場合が多く，
収入は不十分で，不安定である 28。こうした経済格
差が教育格差を生みだしている。
国家統計調整委員会（NSCB）が2007年11月に発
表した報告 29によると，フィリピンが2015年までの
達成を目標としてきた MDGs の項目のうち，
「初等
一般教育」の達成が不可能であるとの見方を示した。
1990年の７歳 ― 12歳の児童の初等教育における
就学率は99.1％と非常に高い水準になっているが，
2005年の就学率は84.4％までに落ち込んでいる。一
方，小学校６年生まで学業を続ける児童の全体に占
める割合は，1990年69.7％であったものが，2005年
までに70％まで改善された。しかし，伸び率が低す
ぎるとしている。さらに，15歳から24歳までの識字
率は90年から全く改善されていない。
２．フィリピンの教育政策
「中
2001年１月に政権発足したアロヨ大統領は，
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期国家開発計画（2001年−2004年）
」30「同（2004年
−2010年）」31を発表した。そのなかで，基本政策の
一つに「政府は，個人や家族が教育費を支出できる
環境を整え，民間企業と政府の協力で教育施設の増
設，充実に努める」とある。それにより，貧困家庭
の児童が小学校の授業についていけないというよう
な不利益を軽減するために，奨学金制度の拡大や，
公的機関による幼児教育の充実などを目標として
いる。
３．NGO によるスカラーシッププログラム
⑴ プルメリア（セブサポーターズ）
プルメリア（セブサポーターズ）は90年代，
セブ島にて里親教育運動を開始し，2008年に更
な る 活 動 の 幅 を 広 げ る た め， 新 規 に NGO法 人
Plumeria Cebu Educational Association Inc.を設
立し活動している。プルメリアはセブ州内の貧困
家庭の子供に対し教育支援（スカラーシッププロ
グラム）と生活指導及び医療費の援助を行ってい
る。提携スポンサーがおり，日本で活動する理事
役員全員が里親や支援者となり無償で活動してい
るため，会員からの援助が全額，NGO の活動経
費として使われることなく子供たちを援助する目
的で使われている 32。
スカラーシッププログラムの方法としては，主
に各学校の校長先生または，生徒指導部にコンタ
クトし，奨学生の成績標準や，プルメリアの活動
の指針他を現地日本人担当者が直接説明して，先
生方の理解を求めることから奨学生の選考を始め
る。学校から推薦のあった貧困層の生徒の家庭を
現地日本人担当者が直接訪問し，本人と家族との
面接をし，本人や家族の考え方，生活レベルの聞
き取り調査を実施する。そして，全体のバランス
を考えながら，学生の最終選考をし，奨学生を決
定する。少ない資金を本当に有効に活用して子供
達の自立と成功を支えたいという考えのもと奨学
生の選抜を行っている。
⑵ ハロハロの会
ハロハロの会とはフィリピンにおける貧困家庭
を支援する NGO団体である。1981年に活動を始
め，2000年からセブ島を拠点とし，子どもたちへ
の給食支援（フィーディングプログラム），奨学
金支援（スカラーシッププログラム）を中心に活
動している 33。ハロハロの会の支援により，現在
約500名を超える子どもたちが学校に通っている。

111 ―

（6394）

福島大学地域創造

第20巻

奨学金は年間２万円から６万円であり（図表６参
照）
，支援対象の子どもの写真や手紙を送るなど，
子どもたちの成長を支援者が目に見える応援環境
づくりを行っているのである。こうした活動に
よって，MDGs達成項目の一つである「普遍的教
育の達成」に貢献しているのである。
４．フィリピンの中学校・高校
われわれはプルメリアが支援する奨学生の通う中
学校，高校とその家庭を訪問した。
セブ島での中学校訪問。彼らが始めて会った外国
人はわれわれであったという。高校訪問はフィリピ
ンでもトップクラスに位置するフィリピン大学の付
属高校だった。そこで話した生徒たちの夢は弁護士
や医者であった。しかし，スカラーシッププログラ
ムは大学までをフローしていないため，高校を卒業
したら家族のために働かなければならないという。
この学校の生徒の多くは生活水準が普通からそれ
以上の家庭である。生徒数が約1,000人で毎年700名
ほどの新入学生が入ってくる。全部で18クラスあり
１クラス54〜56人で学んでいる。97年ごろに同じ地
区に新しい高校ができて一時は生徒数が減ったが，
その後再び増加し，更に生徒が増えた。これはフィ
リピンの人口増加率が年4.8％という現状を反映し
ている。一方，進級率は年々減少している。金銭的
な問題から退学して働く生徒も多く，卒業できるの
は150人ほどになってしまう。退学するほとんどは
女子生徒であるが，これは 女性には教育が必要な
い というフィリピン社会の風潮がいまだに残って
いるためだ。しかし，一度学校をやめてしまうと復
学することも正規就労することも難しく，将来の生
活はかなり困難である。
常勤の教師は30人在籍しているが，教師には10年
間勤続すると，１年間の休みがもらえるという特別
な制度があるため，現在１人が休暇をとっているの
で29人で教えている。
学校は７：30から学校が始まり３：30くらいまで
授業。昼から暑くなるので早く始まる。エアコンの
設備などはなく日本から贈られたパソコンの置かれ
た特別室のみエアコンや扇風機などの空調設備があ
る。フィリピンでの教育は，プロヴィンスという全
国単一のカリキュラムで行われている。全国統一模
試での結果，訪問した学校がセブ島の地方にある国
立高校であるにもかかわらず，都市部の学校と比べ
ても学力に全然差がない。高校では，国語・数学・
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英語・理科・家庭科・体育，など８教科を学ぶ。し
かし，セブ島ではヴィサヤ語という独自の言語を使
用しているため，公用語であるタガログ語を学ぶ必
要があり，授業はとても難しい。この制度では，地
方の伝統言語のほかに公用語，英語を学ばせるため，
１つ１つきちんとした言語習得ができないことや，
独自文化の継承の妨げになるなど，問題もある。
５．奨学生の家庭環境
われわれは二人の奨学生の家庭訪問を行なった。
人間が住んでいるとは思えない悲惨な状況であっ
た。夜に訪問したため，カメラのフラッシュは禁止
された。
（発砲した際の閃光と間違われて撃たれる
可能性があるため。
）集落へ通じる外の道には屋台
も出ていて，街灯もあり明るいが，一歩中へ入った
だけでいきなり街灯がなくなり真っ暗であった。と
ても足場が悪く，狭い道というよりも家と家の隙間
を縫うように進まなくてはならない。とにかく暗く，
住宅が密集しているためすごい湿気であった。小川
のように生活排水と汚水が混ざった水が，どこもか
しこも流れていて，溝のような悪臭が立ち込めてい
た。洞窟の中にいるかのように感じられるほど，頭
上にはパイプや壁がせり出し，かがまないと通れな
い場所があったり，見上げるとビルのように高く，
何段にも折り重なるようにして家が建てられている
場所があったりとまるで迷路のようになっていた。
個々の家々は信じられないほど簡素なつくりで廃
材やビニール，布などで継ぎ接ぎして建てられてい
た。中はとても狭く，ゴザを敷いた上に直接寝てい
て家具はテレビと卓袱台に小さなチェストぐらいし
かおいていない。大人１人が横になるといっぱいの
スペースに家族数人（少なくとも４人で暮らしてい
る。電気は通っておらず，近くの電線から違法に電
線をつないで使っていた。扉や窓がない家も多く，
とにかくどこまでも家が続いていて，どこからどこ
までが１家庭なのか全くわからない。そして野良猫
や野良犬，ネズミ，ハエや蚊など虫がとても多く衛
生状態は最悪な環境で生活していた（写真12）
。

Ⅲ

乳幼児の死亡率の削減と妊産婦の健康の

改善［目標５．
６］― ハロハロの会 ―
教育問題と同じく，改善が急がれている問題に，乳
幼児の死亡率の削減と妊産婦の健康の改善がある。乳
幼児のおもな死亡原因は，肺炎などの呼吸器系感染症，
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下痢，栄養失調となっており，死亡原因から予防可能
な疾患で亡くなっていることがわかる 34。またマニラ
近郊ほど，乳児や妊産婦の死亡率は低いというデータ
35
からも，地域によって医療サービスにも格差がある
ことがわかる。

への全国民のアクセス向上のための様々な施策が進
められている。

１．フィリピンにおける目標５．
６の達成状況
まず目標４の「５歳児未満の死亡率を1990年の水
準の３分の１に削減する」については，フィリピン
の５歳児未満の死亡率は，1990年1,000人あたり62
人から2006年1,000人あたり32人へと半数近く減少
した（図表６参照）
。乳幼児死亡率も1990年の1,000
人当たり41人から，2006年は1,000人あたり24人と
順調に改善され（図表7参照）
，2015年までの目標で
ある19.0％達成の可能性は高い。ただし１歳以下の
子供におこなう麻疹の予防接種実施率は，1990年
77.9％であったものが，2005年までに83.7％まで改
善されてきたとはいえ，国連の目標とする100％を
達成するにはまだ時間がかかるとみられている。
他方，目標５の妊産婦の健康の改善（
「妊産婦の
死亡率を４分の１に減少させる」
）については，
フィリピンの妊産婦死亡率は出生１万人当たり
230人（2005年）と東南アジア地域の平均と比べ低
い（図表８参照）
。しかし１人の女性は妊娠のたび
にこのリスクに直面するため，女性一人当たりの平
均出産回数である合計特殊出生率も計算に入れなく
てはならない 36。フィリピンの合計特殊出生率は3.0
（2005年）であり，他の東南アジア諸国と比べると
高い数値である 37。このことからフィリピンの妊産
婦は死亡リスクが決して低いとは言えないだろう。
現段階では，2015年に目標を達成するには大きな改
善が必要とされる。また，出産時に医師や助産師な
どの専門家が立ち会う比率は1990年度58.8％であっ
たものが2006年度63.7％までに改善された。しかし，
こちらも国連目標である100％に2015年までに到達
する可能性はかなり低くなっている。
２．フィリピン政府の保健改革
このような事態を改善するために，政府は「保健
改革」という，病院，公衆衛生，地域保健システム，
保健行政・規制，保健財政における改革を推進して
きた。そこで特に優先課題とされているのが，女性・
母親，子供の健康である。フィリピン保健医療セク
ターでは「国家保健1995−2020」や「栄養改善のた
めの行動計画（PPAN）
」38など，保健医療サービス
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３．NGO による妊婦と幼児に対するフィーディング
プログラム ― ハロハロの会 ―
先述したハロハロの会は2000年からセブ島を拠点
とし，妊婦と０〜６歳までの幼児を対象に給食支
援（フィーディングプログラム）を行っている 39。
フィーディングセンターは，セブ島の中心部に位置
する「Our Lady of Lourdes Parish（ルルドの聖母
教区教会）
」が運営しているもので，職員は５人，
子どもたちの数は30人ほどであった。日本の小学校
の教室，一部屋程の広さがあり，幼稚園の教室のよ
うに絵が壁に飾られ，絵本やおもちゃが用意されて
いた。センターではミネラル豊富な海藻を使った日
本食を１日２回の週５回提供している。毎食，スー
プと主食（パスタやおかゆ，煮込みなど）が用意さ
れる（写真13）
。子供たちの母親や近所の女性がボ
ランティアで調理し食事を用意している。日本の栄
養士が考えたメニューが出されているため，安く用
意できて，かつ栄養満点な献立を学びに手伝いに来
る母親も多いと伺った。また，
特に貧しい家庭には，
食事を家に持ち帰らせ家族で食べられるように工夫
している。食事提供の他にも，定期的な身体測定や
歯科検診など地元の医療関係者との連携を積極的に
取ることで，栄養状態の改善を目指すこともフィー
ディングプログラムの一環である 40。
ルルドの聖母教区教会の主な活動は，自分で使っ
たものを片付けることや挨拶，お礼をすること，手
洗いうがいなど，礼儀作法や基本的な生活態度の指
導。さらに，絵本の読み聞かせや歌を歌ったり，ダ
ンスをしたりと就学前の子供たちに団体行動を身に
つけさせており，幼稚園のような役割をしている
（写真14）
。子どもたちへの支援のほか，父母や家族
を対象とした育児教室や母親の職業訓練（裁縫や料
理教室など）を行っている。フィリピンでの貧困家
庭は特に，父親が育児に参加することが少ないこと
が多く，母親は家事や仕事などで忙しく，子どもが
放ったらかしにされるケースがよくあると，園長か
ら伺った。ここでの育児教室によって，子育ての悩
みを打ち明ける親同士のつながりができ，父母の子
育てに対する意識を改善させることができる。また，
屋台などで１日中店番をすることが多い母親にとっ
て，内職の技術を身につけることで，家庭内で子供
を見ながらの仕事が可能になるなどのメリットがあ
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るという。このように，
ルルドの聖母教会区教会は，
ハロハロの会からの支援で，子どもたちやその家族，
広くは，コミュニティー全体の暮らしの改善を目指
している。
現在，セブ島内には約30ヶ所の貧困者向けの支援
センターが存在しているが，ハロハロの会は，同じ
様な支援活動をしている他の団体と比べて，成功し
ている。また，フィリピンだけでなく，日本やヨー
ロッパなどからも活動を認められ 41，協力を得てお
り，これからの活動にとってさらなる改善が見込ま
れているのである。
しかし，いくつか問題も抱えている。第一にセン
ターの運営持続の難しさである。現在もなおセン
ターを利用する人たちが増え続けており，センター
内で働く従業員不足や施設規模の改善，運営資金の
確保などが困難となっている。第二に，奨学金制度
におけるスポンサー不足である。まだ数多くの子ど
もたちが支援を待つだけの状況となっている。

Ⅳ 環境の持続可能性確保［目標７］
―

JICA の「地方水道改善プロジェクト」―

ミレニアム開発目標の項目７「環境の持続可能性確
保」では，2015年までに安全な飲料水及び，衛生施設
を継続的に利用できない人々の割合を半減するため，
「浄化された水源を継続して利用できる人口の割合
（都
市部及び農村部）」と「適切な衛生施設を利用できる
人口の割合」を改善することを目標としている。フィ
リピンでもその目標を達成するため，JICA は技術協
力「地方水道改善プロジェクト」42を立ち上げた。内
容としては，約７億円を2005年７月〜2010年６月の５
年間投資して，フィリピン全土，計10水道区で緊急施
設改善工事を実施するというものである。
われわれはそのうちの一つであるバタンガス州のロ
ボ水道区を訪問し，ヒアリングを行った。
１．フィリピンにおける目標７の達成状況
フィリピンを含む東南アジア地域では，1990年代
から改善された水源を利用できる人口の割合は，サ
ブサハラ地域と比べて高く，年々その割合を微増
ながらも増やし続けている（図表９参照）。フィリ
ピンの改善された水源を利用できる人口の割合は，
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２．フィリピン政府による水道事業
フィリピンでは1980年代初めから世界銀行による
構造調整の一環として水道事業の民営化の動きが始
まり，アキノ政権（1986〜92年）発足に伴って活発
化した。その中で，公共サービスの拡大と効率化の
ため民間資本を有効に活用するという方針のもと，
上下水道も民営化された。
マニラ首都圏においては，マニラッド水道事業会
社（西地区）と，マニラウォーター（東地区）の二
つの会社が水道管理を行っている。しかしながら，
行政の進める民営化に対して司法と議会の介入，民
営化における国民と企業の負担を，政府が受け持
つことで発生する債務増加などが問題となってい
る。43
一方，地方では，LWUA 44と地方自治団体及び住
民組織の協力のもと，水道区の拡大と管理が行われ
ている。LWUA は2001年から2006年までの５年間
で300の水供給事業を立ち上げ，全国に600以上存在
する水道地区の管理，改善を行っている。運営方法
としては，LWUA からの円借款要求をもとに，政
府の円借款供給をし，その資金をまた，LWUA が
各水道区に貸し付けを行うという方法を採ってい
る 45。しかしながら，LWUA は2005年，全国1,500
ある市町のうち３分の１で依然として上水道施設が
完備されていないことを明らかにした。当時，少な
くとも632市町で住民の半数近くが飲料水にアクセ
スできない状況にあった。これは，盗水と配水設
備の老朽化による未徴収の水道料金と，新設備でも
８％〜10％出てしまう，送水のロスによって引き起
こされる資金不足が原因である。よって，LWUA
は2010年までに給水施設のない市町の90％に給水を
目指しているが，これには年間およそ30億ペソの財
源が必要だとしている 46。また，フィリピンでは人
口増加率 が高いので，更なる水道事業への投資が
必要なのである。しかし，投資は追いつかない状態
で，2010年までにはとても目標値まで達することは
できない。水道事業は富裕層向けに中核都市などで
進めたほうが利益は上がるので，貧困層が多く存在
していて水道事業を行っても利益にならないと思わ
れる地方にまでは手を回している余裕がないという
のが実情であろう（図表10参照）
。

2006年には90％を超え，東南アジア地域の値を上
回っている。しかし都市と地方によっての水へのア
クセスにはまだ差があるのが現状である。
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３．バタンガス州ロボ町における JICA の「地方水道
改善プロジェクト」
そこで，実際に地方での水道事業の実情を探るた
め，現地でのケーススタディを行った。ケースス
タディの場となったのは，ルソン島南部に位置す
る，バタンガス州のロボ町である。ロボ町は田舎と
は言っても，車の販売店，学校，ジョリービー 47の
看板が付いたバス停，商店，民家などがあり，活気
に溢れていた。また，ココナッツやバナナなどの果
物の栽培が盛んな地区で，畑や田園が広がる素晴ら
しい景観を持った場所であった。そのような活気溢
れるロボ町での問題は「水」であった。バタンガス
州は雨季が５月〜10月まで続き，残りの期間は乾季
である。乾季が長いため，いくら雨季に水を溜めて
も，井戸水の枯渇は避けられなかった。よってその
水問題を解決するため，つまり，ロボ町における
「浄化された水源を継続して利用できる人口の割合」
と「適切な衛生施設を利用できる人口の割合」を改
善するために，JICA の「地方水道改善プロジェク
ト（SWDIP）
」の一環として浄水施設が設けられた。
フィリピンには497の水道区があるが，ロボ水道区
はその中でも特に水問題が深刻な20の選定水道区の
一つである。安定的で持続的な水の供給とマネジメ
ントの効率化と独立性を目標としている 48。
４．ロボ水道区の概要
浄水施設は2005年の８月に着工し，約２年間かけ
て諸問題を分析した結果，
2007年の12月に完成した。
また，ロボ地区は JICA の「地方水道改善プロジェ
クト」
において初めて完成した浄水施設であった
（写
真15）
。送水の方法としては，まず，一度タンクに
集められた水を，山の上にある浄水タンクに送水す
る。そこで浄水した後，山の上から各家庭に繋がれ
ている水道パイプを通して供給される仕組みとなっ
ている。各家庭への供給パイプは2.5キロメートル
にわたって敷かれていて，200世帯1,000人ほどのコ
ミュニティーまで，直径20センチのパイプを使って
40分から１時間ほどでポンプステーションから届け
られる 49。住民とのミーティングも３回行われてお
り，水質管理面でもバクテリアの検査で合格の結果
を受けている。
水道設置のためにはボーリング調査も含めると
3500ペソが必要である。一般家庭用水は10㎥までは
220ペソで，それ以上は10㎥につき23〜30ペソずつ
加算される。月に１〜３回のメーター検診が行な
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われる。月の使用量は12〜17立方キロメーターなの
で，
料金は月収の５％以下に抑えられているという。
しかし，フィリピンの一般家庭における平均収入は
低く，水道代が払えなくなる家庭もある。そういう
家庭に対しては２ヶ月の猶予が与えられ，猶予期間
が過ぎても水道料が払われない場合は，水道料に
10％の上乗せをするというペナルティーが課せられ
る。また，２ヶ月経っても払われない場合はすぐに
水を止められる仕組みとなってはいるが，そのよう
な未納者を厳しく取り締まらないため，何ヶ月も滞
納している人もいる。ただ，病気で働けないなどの
理由がある場合に限っては事務所からの援助はなさ
れる。
しかしながら，料金が家庭の収入に対して高額で
不満の声が聞こえることもあるのにも関わらず，料
金の徴収率が高いとうことは多数の住民がそのサー
ビスに満足していることが見受けられると水道局員
は話していた。未納者に対する対応，料金問題は見
直されるべきと考えられているので，その経営方針
は2015年までに改善される予定である。
５．到達点と課題
これまで述べてきたように，水道局ができたおか
げで住民は安全な水を確保できるようになった。水
道設備が整ったことによる住民の反応はとても良
く，いつでも良質の水が飲めるようになったこと，
また，乾季における水不足問題も解消したのでとて
も満足しているとのことだった（写真16）
。よって，
「適切な衛生施設を利用できる人口の割合」は確実
に改善されている。
しかし，住民にまだ２つの大きな問題を抱えてい
るが故に，ミレニアム開発目標を達成できていると
判断することはできない。まず一つとして，浄水施
設で技術的な問題が起きたときに早期の対応が出来
ないことである。実はその資金不足からスペアの部
品を購入することが困難であり，浄水施設を管理す
る職員たちも専門的な知識を持ち合わせていないた
め，JICA の資金援助，技術援助が必要となる。よっ
て，問題発生時には即時の対応が出来ないために住
民たちに不便を生じさせ，その経営状態を悪化させ
かねない。さらに何の援助もされず，水道事業がス
トップされれば，JICA の実施してきたプロジェク
トは水の泡となって消えてしまう。つまりこの問題
を解決しない限り，
「浄化された水源を継続して利
用できる人口の割合」が改善されたと言い切ること
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は，不可能である。
もう一つの大きな問題は，下水処理の施設がない
ことである。下水施設がないために使用された水が
海や川に流され，環境に悪影響を与えてしまった例
は数多くある。例えば，マニラもその一つである。
マニラ湾では下水を十分に処理しないまま直接流出
させていたため，生活排水による水質汚濁が問題と
なった。一日一人当たりの BOD排出量 50 は25〜53ｇ
と，非常に高い数値となっていた。また，マニラ首
都圏のパシグ川 51 の BOD の年平均値も20〜40mg/l
と高く，水は茶色くにごっていて，とても飲料水に
使用できるものではなくなった。さらに表層水，地
下水，沿岸環境の荒廃が起こり，国民の健康のみな
らず，漁業や観光産業に多大な悪影響を及ぼしてい
る。そこで2004年３月，議会はフィリピン国水質浄
化法 52 を制定している。

Ⅴ 開発のためのグローバル・パートナー
シップ［目標８］― JICA との連携 ―
最後に，目標８の開発のためのグローバル・パート
ナーシップについて，日本の ODA とのかかわりで考
えてみたい。先述の JICAプロジェクトに加え，JICA
フィリピン事務所においてブリーフィングを行った。

2009.2

職業訓練，情報・通信などの分野で，人材育成，組
織の強化，制度づくりを支援し，途上国のキャパシ
ティ・ディベロップメントに貢献する」56 ことを掲
げている。開発パートナーシップを築いて支援して
いる事例として，実際にフィリピンJICA事務所を
訪問してヒアリングした内容を以下に記した（写真
。
17）
２．JICAフィリピン事務所でのブリーフィング
フィリピンは経済成長する一方で，格差が拡大し，
雇用の伸びも低い。またミンダナオ島 57 では，宗教
や土地問題が原因で紛争が起こっている。これらの
問題解決として JICAフィリピンは，①雇用機会の
創出にむけた持続的経済成長，②貧困削減，③ミン
ダナオにおける平和と開発を重点分野にして活動し
ている 58。
第一に，「雇用機会の創出にむけた持続的経済成
長」のために，行財政にかかる政策立案・実施の向
上，
海外からの直接投資と国内における投資の促進，
ガバナンス向上による安定した公正な社会の構築，
持続的運用が可能な範囲のインフラ整備，環境問題
に対処する行政能力の向上を揚げている。これらの

１．フィリピンにおける目標８の達成状況
ミレニアム開発目標の項目８「開発のためのグ
ローバル・パートナーシップの推進」では MDGs達
成のために，世界的な協力体制の下での取り組みの
必要性が掲げられている。
インフラストラクチャー構築への支援を中心とし
た日本の ODA はアジア諸国の貧困削減に寄与して
きた 53。フィリピンにとっても1980年代からの最大
援助国は日本である。2006年度の日本の対フィリピ
ンODA実績は，円借款が8,529億円，無償資金援助
が1,005億円，技術協力が4,879億円であった 54。
現在，フィリピンは多額の円借款をするとともに，
過去の債務返済を行っている。ターゲット15の開発
指数として債務元利支払金総額割合（財・サービス
の輸出と海外純所得に占める割合）をみると，1990
年の8.1％から2005年には10％に増加してしまって
いる 55。またフィリピンは重債務問題を抱えている。
また，JICA は，MDGs目標の項目８達成の取り
組みとして「途上国が経済のグローバル化の恩恵を
受けられるように，貿易・金融，雇用促進のための
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2007年の主な実施案件は，①貿易産業賞中小企業カ
ウンセラー人材育成〈投資〉，②フィリピン海上保
安人材育成〈ガバナンス向上〉，③新CNS/ATM整
備に係る教育支援〈経済インフラ整備〉
，④水質管
理能力強化〈環境〉である。
第二に，
「貧困削減」のために，貧困からの脱却
と持続性確保のための各地域の特性に着目した生計
向上，基礎的社会サービス拡充，自然災害に対する
脆弱性の提言と自然環境の保全を揚げている。これ
らの2007年の主な実施案件は，①高生産性稲作技術
の地域展開〈生計向上〉
，②母子保健〈基礎的社会サー
ビス拡充〉，③治水行政機能強化〈防災〉である。
第三に，
「ミンダナオにおける平和と開発」の
ために，ARMM地域 59 における行政能力向上，基
礎的生活条件の改善，経済振興。MILF 60 影響地域
におけるコミュニティレベルの振興・開発及び平
和構築を揚げている。2007年の主な実施案件は，
ARMM地域保健サービス改善である。
さらに，近年JICA では，一般住民とより近いか
たちでの開発支援を促進していくために NGO に支
援する草の根技術協力事業に力を入れている。この
事業は NGO を３つのタイプに分けて支援を行なっ
ている 61。

フィリピンにおけるミレニアム開発目標と国際協力

① 草の根協力支援型，これは海外での経験があま
りない団体を対象としており，総額1,000万円以
内，期間は３年以内である。案件としては特定非
営利活動法人 アジア日本相互交流センターのパ
ヤタス地区での医療および収入向上支援事業に対
して支援している。
② 草の根パートナー型，これは国際協力の経験を
もった団体を対象としており，総額5,000万円以
内，期間は３年以内である。社団法人 国際農業
者交流協会のフィリピンにおける環境保全型野菜
生産による所得向上パイロットに対して支援して
いる。
③ 地域提案型，これは地方自治体と連携する団体
を対象としており，１年あたりの事業費が，4,500
万円以内，期間は３年以内である。兵庫県災害医
療センターの災害医療分野における被害軽減と対
策の強化に関する研修コースに対して支援して
いる。
フィリピンに対する日本の援助は，ODA の削減
に伴い，年々減少傾向にある。そのなかでより良い
グローバル・パートナーシップを結んでいくために
も，ODA だけでなく，草の根の NGO との連携によ
る支援が必要であると考えられる。

その子の家を訪問させてもらうと，橋の下だった。弟
は昨年デング熱で死んでしまったそうでお母さんは泥
だらけの裸足だった。
真っ青な空と海があるセブ島に住む男の子はボラン
ティアの人に連れられて初めて海水浴をしたと嬉しそ
うに話してくれた。海水浴場の入場料とバス代がなく
て行けなかったのだという。
マニラの高層ビルの陰でこんな日常があふれてい
る。学生の感想の中に，
「この現状を悲惨と思う人も
いるだろう。フィリピンの生活は我々から見れば不便
かもしれない。しかし，若者は必死に，全力で生き，
自分の夢をきちんと描いている。子供は苦笑いをしな
い。心から笑うのだ」とあった。
「豊かさ」の意味を
改めて考えさせられるフィールドワークであった。
今回を第一歩として，
今後より本格的な調査を行い，
じっくりと「豊かさ」の意味を考えていきたいと思う。
最後にわれわれのフィールドワークを受け入れてく
ださった JICA や日本やフィリピンの NGO・教会，教
育機関の関係者の方々には大変お世話になりました。
記して感謝いたします。

おわりに
以上，ヒアリングの結果をもとに，MDGs の８の目
標のうち，
［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５］乳幼児の
死亡率の削減，
［目標６］
妊産婦の健康の改善，
［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・パートナーシップの６つをとりあげ，その達成
状況について考察した。マクロデータをみると目標１
や５のように順調に MDGs を達成している項目もあ
るが，目標２や３のようにサブサハラ地域に比べれば
良いものの，達成が困難視される項目もある。
しかしうまくいっているように思える貧困削減につ
いても，マニラのスラム地域やダンプサイトを実際に
訪れてみると，多くの人々が貧困の中で暮らしている
ことがわかる。ゴミ山に立つ掘立小屋に住み，一日一
食の生活をし，
小学校にも通えず，ペットボトルを拾っ
ている子供たち。
フィリピン大学付属高校に奨学金を受けながら通う
学生は，
将来医者になりたいと夢を語ってくれた。
真っ
白の制服と白い歯を見せて笑う明るい女の子だった。

―
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図表１

１日１ドル（PPP）未満で生活する人の割
合と１日２ドル（PPP）未満で生活する人
の割合（単位：％）

図表３

現状の買取価格と PARE-MPC が提案する買
取価格（単位：ペソ）
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ゴミの種類

量

ペットボトル

１㎏

Ｐ13 . 00

Ｐ17 . 00

Ｐ20 . 50

空き缶

１㎏

Ｐ4 . 00

Ｐ7 . 00

Ｐ8 . 50

鋼鉄

１㎏

Ｐ10 . 00

Ｐ12 . 00

Ｐ14 . 50

ビニール袋

１㎏

Ｐ2 . 00

Ｐ3 . 00

Ｐ3 . 50

ボール紙
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Ｐ1 . 00

Ｐ2 . 00

Ｐ2 . 50
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Ｐ50 . 00

Ｐ60 . 00

Ｐ72 . 00
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Ｐ55 . 00

Ｐ65 . 00

Ｐ78 . 00

銅

１㎏

Ｐ240 . 00
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Ｐ312 . 00

60

50

（6403）

出所：PARE-MPC『BULASI Project（Build Up a Long-term and
Alternative Source of Investment）.』

＄１未満

出所：「The United Nations Site For The MDG Indicator」およ
び「NationMastor.com」http://www.nationmaster.com/
red/country/rp-philippines/eco-economy より作成。

図表２

同年齢の標準よりも低体重の５歳未満児の
割合（単位：％）

図表４ 初等教育純就学率（単位：％）
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出所：「Millennium Development Goals Indicator」および「The
Millennium Development Goals Report 2008」より作成。
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出所：「Millennium Development Goals Indicator」および「The
Millennium Development Goals Report 2008」より作成。
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図表５

福島大学地域創造
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フィリピンにおける第１学年から最終学年ま
で進級した児童の割合（単位：％）
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図表８ フィリピンにおける乳幼児死亡率の割合
（出生1,000人あたり）
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出所：
「Millennium Development Goals Indicator」より作成。

出所：「Millennium Development Goals Indicator」より作成。

図表６

図表９ 妊産婦死亡率（出生10,000人当たり）

奨学金の額（2004年度）

幼稚園（３〜６才）
小学生（７〜12才）
高校生（13〜16才）
大学生（17才以上）

年間
年間
年間
年間

￥20,000
￥20,000
￥33,000
￥40,000〜60,000
（公立･私立によって異なる）
※別途事務手数料 ￥1,000
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図表７
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５歳児未満の死亡率（出生1,000人あたり）
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出所：
「Millennium Development Goals Indicator」および「The
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フィリピンにおけるミレニアム開発目標と国際協力

（6405）

図表10 改善された水源を利用できる人口の割合
（単位：％）
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出所：
「Millennium Development Goals Indicator」および「The
Millennium Development Goals Report 2008」より作成。

図表11

フィリピンの都市部と農村部において，改善
された水源を利用できる人口の割合（単位：％）

100

写真２

スカベンジャーの住宅

95

90

85

80

75

70

平

均

都

市

地

方

1990

83

92

75

1995

87

93

79

2000

90

94

84

2006

93

96

88

出所:「Millennium Development Goals Indicator」より作成。
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事故現場の慰霊碑
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国営集合住宅

スカベンジャーの住居にて

SALT事務所にてヒアリング

フィリピンにおけるミレニアム開発目標と国際協力
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施設内の様子
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