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　海外漁業協力財団フィジー駐在員事務所は、今年（2020年）で開設30周年を迎えました。事務所はフィジ
ー共和国（以下「フィジー」という。）の首都スバにある市民ホール併設の施設を市から借り受け、2年間の移
転期間を除き、1990年の開設当初より同じ場所に居を構えています。
　この一時的な事務所移転は、市民ホールの建材に人体に有害なアスベスト（石綿）が含まれていることが
判明したことに端を発しています。2017年のことでした。改修工事の間は運動公園内の施設に仮の事務所
を設けて乗り切ることができました。思い起こせば、これまでに2度のクーデーターを経験し（2000年び及
2006年）、数えきれないほどのサイクロンの来襲にも耐えてきました。謎の停電に見舞われ不安になったこ
とや水道の蛇口からの濁り水に悩まされたり、水ではなく洗剤が出てきた想定外の事態に仰天したりした
こともありました。このようなアクシデントにもかかわらず、この度の開設30周年を迎えることができた
のは、フィジーと我が国との良好な関係の賜物であり、両国政府、水産業界、海外漁業協力事業に携わる
関係各位のご尽力に対しまして、誌面をお借りし改めて感謝を申し上げます。
　フィジー駐在員事務所は、太平洋島嶼国に対する水産施設の修理修復及び技術指導に係る技術協力の中
心的役割を担っているほか、漁業交渉、漁業局長会議の開催場所として、また、関係国の要人や援助関係
者が気軽に立ち寄り、意見交換や情報収集・交換ができる場所として幅広く利用されています。このよう
に水産分野における我が国の食糧安全保障に貢献することができるよう、今後ともより一層の友好関係の
強化に取り組んでまいります。
　新型コロナウイルス感染症の影響により海外への渡航が困難な状況にありますが、当地を訪問される機
会があれば当事務所にも是非お立ち寄りください。

フィジー駐在員事務所のご紹介 フィジー共和国スバ

スバ市民ホール（右角がフィジー駐在員事務所） フィジー駐在員事務所外観

駐在員（左から畑野専門家、嶋本所長、
　　　　　　　ルビー現地業務補助員、持田専門家）

2019 年 第 27 回漁業局長会議（事務所会議室）
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フィジー駐在員事務所設立 30 周年のご挨拶
理　事　長　　竹中　美晴

2020 年 9 月 6 日、当財団フィジー駐在員事務
所は、設立 30 周年を迎えました。
1970 年代に各国が 200 海里の排他的経済水域

設定の動きを強める中、財団は、海外漁業協力と
海外漁場の確保を一体的に推進するため 1973 年
に設立され、以来、海外漁業協力事業への資金の
貸付け、関係沿岸国の水産業の開発振興のための
技術協力、漁業交流の促進など様々な事業の実施
を通じて、我が国海外漁場と漁船の安全操業、及
び我が国への水産物の安定供給の確保に積極的に
取り組み、関係国から高い評価を得ています。

これら財団事業の効率的、効果的実施を目的に、
我が国遠洋かつお・まぐろ漁船にとって最も重要
な漁場である太平洋地域において、1990 年、フ
ィジーに海外駐在員事務所を、また、1997 年に
ミクロネシアに出張所を開設し、協力体制を整備、
強化してまいりました。

ここに至るまでにいただきました多くの関係の
皆様方のご支援とご協力に対して改めて厚く御礼
申し上げます。

近年の開発途上国を中心とする排他的経済水域
内、あるいは国際的な漁業規制の強化、環境保護
圧力の増大等、我が国遠洋漁業をめぐる環境は厳
しい状況にあります。年々厳しさを増す状況の変
化を的確に捉え、また、関係沿岸国が必要として
いる漁業振興のニーズに即応的に、そして機動的
に対応することは極めて重要であり、とりわけフ
ィジー駐在員事務所は太平洋地域において、財団
が実施する技術協力の拠点として関係各国と強固
な互恵的協力関係を築いてまいりました。

技術協力事業の一つである、地域巡回機能回復
等推進事業（Fisheries Development Assistance 
for Pacific Island Nations：FDAPIN）は、我が
国と入漁関係があるキリバス、ソロモン、ツバ
ル、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、フィ

2014年 第22回漁業局長会議レセプションにて
（右：フィジー大統領（当時） ナイラティカウ氏）
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ジー、マーシャル、ミクロネシアの 9か国に巡回
形式により専門家を派遣し、水産関連施設の修理
修復及び関連技術の指導並びに水産関連組織の活
性化を図るための管理・運営に関する指導・助言
を行っています。また、今年度からは、地球環
境に配慮した事業（環境対策技術支援事業：Eco-
Refrigerant Project）として、島嶼国の多くの水
産関連施設で使用され、温暖化に影響を与える特
定フロンを、代替冷媒や自然冷媒に移行すること
を支援しており、本事業においてもフィジー駐在
員事務所は中心的役割を果たします。加えて、フ
ィジー駐在員事務所は、これら事業の推進のため
に行われる漁業局長会議や島嶼国との二国間の漁
業協議の開催会場となっており、我が国漁船の海
外漁場確保や情報収集・交換のために欠かせない
機能を果たしています。

当財団及びフィジー駐在員事務所は、これから
も関係の皆様方と緊密に連携を取りつつ、より効
果的、効率的に事業を進め、公益財団法人として
の責務を果たしてまいります。引き続きご支援と
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

2018年 第26回漁業局長会議 集合写真
（フィジー事務所が主体となって会議をアレンジ。太平洋島嶼国9か国から漁業局長等が出席した。）
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フィジー駐在員事務所設立 30 周年に寄せて
水産庁国際課海外漁業協力室長　　坂本　孝明

公益財団法人海外漁業協力財団フィジー駐在員
事務所設立 30 周年を心からお喜び申し上げます。

海外漁業協力は、開発途上国の水産業振興を通
じて、水産外交を支える重要な活動です。水産基
本計画（平成 29 年 4 月：閣議決定）においては、
海外漁業協力等の推進との項目を設け、「公海域
等における資源管理の推進」、「太平洋島嶼国水域
での漁場確保」、「我が国周辺国等との間の資源管
理の推進」及び「捕鯨政策の推進」を実現するた
め、海外漁業協力の活用を図ることとし、海洋生
物資源の持続的利用の原則を共有する国や我が国
漁船の漁場を有する国を対象とするとともに、相
手国のニーズの変化を的確に反映させ人的関係の
深化を図る、としています。

海外漁業協力財団におかれては、1973 年の設
立以来、40 年以上にわたり、様々な海外漁業協
力を戦略的に展開され、国際的な資源管理の推進
及び漁場確保に貢献されており、改めて御礼を申
し上げます。特にフィジー駐在員事務所は、地域
巡回機能回復等推進事業の実施を通じ、太平洋島
嶼国の水産関連施設の修理修復を行うなど、太平
洋島嶼国水域での漁場確保に多大な貢献をしてい
ただいています。

太平洋島嶼国への協力については、総理補佐官
の下で、関係省庁局長級から構成される太平洋島
嶼国協力推進会議が開催され、2019 年 5 月、「今
後の対太平洋島嶼国政策に関する方向性」（以下
「今後の方向性」という。）をとりまとめています。
この中では、太平洋島嶼国地域において、自由で
開かれたインド太平洋の実現を支える地域環境を
維持・促進するため、安定・安全の確保、強靱か

つ持続可能な発展、人
的交流・往来の活発化
等に関し、関係省庁が
連携しつつ、今後各分
野で対太平洋島嶼国関
係を強化していくため
の取組を進めていく方
針が確認されています。
また、我が国漁船によ
るかつお・まぐろ類の漁獲量の約 4割が太平洋島
嶼国水域内で漁獲されていることを踏まえ、今後
の方向性の中では、日本漁船の安定操業について
も明記されています。
また、2021 年に三重県で開催予定の第 9 回太

平洋・島サミット（PALM9）に向けて、今後の
方向性に基づき、関係省庁が引き続き連携しつつ
オールジャパンで取組を進めていくこととなって
います。

このような動きの中、海外漁業協力に関する豊
富な知識と経験を有する海外漁業協力財団が担う
役割及びその重要性は益々増大しており、引き続
き太平洋島嶼国水域での漁場確保等の観点から、
フィジー駐在員事務所やミクロネシア出張所を通
じて入漁先国のニーズの変化の的確な把握と人的
関係の構築・深化を図り、効果的かつ戦略的に海
外漁業協力を実施していただきますようよろしく
お願いいたします。

最後になりましたが、海外漁業協力財団の益々
のご発展と関係者の皆様のご健勝を祈念いたしま
して、フィジー駐在員事務所設立 30 周年に寄せ
させていただきます。
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「At last, you did・・・ついにやったね・・・」と
私の顔を覗き込みながらスレッシュ漁業局長（当
時）がボソッとつぶやいた。2015 年 4 月 30 日
に行われたラウトカ漁港水産直売所（ Lautoka 
Fisherman's Market） の完成式でのことである。

私は、国際協力機構（以下「JICA」という。）
のシニアボランティア（以下「SV」という。）と
して 2013 年 7 月に 2 年間の任期でフィジー共和
国（以下「フィジー」という。）のラウトカ漁港
にある水産支局に派遣された。任務は、同地区の
小型漁船漁業の振興であり、そのために必要と考
えた漁港魚市場の整備と地域漁民の組織化に当た
った。
この SV としての仕事は、財団フィジー事務所

に駐在中からずっと考え、「いつかは」と思って
いた「フィジーへの恩返し」であり、それまでの
自分の経験と知識を総動員し全力で取り組んだ。

「フィジーへの恩返し」とは・・・私の次のよ
うな想いであった。

1994 年 7 月から 1998 年 3 月までの間、私は財
団のフィジー駐在員事務所長としてスバに派遣さ

れた。その頃はまだ我が国とフィジーとの間に漁
業協定（1998 年 7 月民間協定を初めて締結）が
無く、財団の事務所を首都のスバに置いてはいる
ものの、事務所の主管事業である FDAPIN プロ
ジェクトがフィジーでは実施出来ずにおり、財団
本部が実施する「ラウトカ小規模商業漁業開発
振興プロジェクト」（以下「ラウトカプロジェク
ト」という。）のみが実施されていた。そんな状
況でも、フィジー政府の水産局長をはじめスタッ
フ一同は財団に対してとても好意的であり、関係
国を集めてスバで開催した漁業局長会議にも出席
し、「We want to be a member of major league 
as soon as possible －フィジーも一刻も早く他の
島嶼国と同じ OFCF team に入りたい －」など
とユーモアを交えて発言したりしていた。
また私事ではあるが、雇っていたメイドとその

ご主人にはとても良くしてもらい、あるときには
真顔で「Mr. Matsumi ！ 日本で何か不都合なこ
とがあったら、フィジーに来なさい。一緒に暮ら
しましょう。」などと言われたこともあった。
このように、任期中いつも感じていたフィジー

の人々の持つ温かさに対し、いつかは恩返しをと

フィジーへの恩返し
元フィジー駐在員事務所長　松見　正孝

完成式でのテープカット

フィジー共和国地図
（国際機関太平洋諸島センターガイドブックを加工）

https://pic.or.jp
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長い間考えていた。そして財団を退職した後、た
またま JICA の SV としてラウトカの沿岸漁業振
興のお手伝いが出来ることになったのである。
ラウトカ水産支局に SV として派遣されて一番

力を入れたのは、支局スタッフにいかに溶け込む
かであった。幸い、前述のラウトカプロジェクト
のため支局に駐在していた北之園専門家が、その
ときに盟友になったスレッシュ漁業局長に「今度
松見さんがラウトカで仕事をするからヨロシク頼
む。」とメールしてくれた。その所為で、着任当
初から支局スタッフの皆さんにはとても歓迎され
た。また Matsumi という名前が現地の人達には
発音しづらいことが分かっていたので、日本の一
郎、太郎に相当する Manasa を現地名として用い
た。これは前述の「一緒に暮らしましょう」メイ
ドのご主人の名前でもあった。この Manasa を名
乗ったことは溶け込みにとても効果があった。も
ともとフィジーの人達は名前にはあまりこだわり
がなく、呼びやすければいいというくらいのも
の・・・。余談だが、今でもフェイスブックで交
流を続けている支局のスタッフ達には、私の本名
を知らない人がいる。

またスタッフや漁民との共通の話題作りにも留
意し、現地紙の Fiji Times に毎日目を通すよう
にして、読んだ後はあまり新聞を読まないスタッ
フのために共用机に置いておいた。加えて、出勤
したら毎朝漁港内を見回り、ゴミが落ちていれば

拾って歩き、港内で漁の支度をしている漁民達と
顔馴染みになるよう努めた。このようにお金を掛
けなくても現地の人達と仲良くなれたことは、と
ても嬉しいことだった。
さて、肝心の SV として取り組んだ魚市場の造

成と漁民の組織作りに話を進めたい。魚市場につ
いては、前任の SV の方がラウトカ支局のツイ漁
業官（当時）と共同してアイデアを作り上げてい
たものを私が派遣前に確認し、現地に入ったらす
ぐにアレンジ出来るよう準備していた。また幸運
だったのは、日本大使館に水産庁から出向されて
いた中井忍一等書記官（当時）の協力が得られ、
草の根無償資金が使えたことである。組織作りの
方は、ラウトカ漁民の間に「オレ達は纏まらなけ
ればならない。」という気持ちが既に生まれてい
たため、その意志を伸ばし勇気づけることに注力
した。そこで 6回もの会合を開き、漁民組織の有
用性を説き、魚市場の設計にも組織の根城となる
事務所スペースを加えた。
このような取り組みで魚市場は任期内に完

成し、漁民組織も「Lautoka Fishermen Asso-
ciation」としてフィジー国政府に登録することが
出来た。ちなみにこの漁民 Association はこの国
で初めてのものとなった。

これらの成果を得ることが出来たのは、決して
私だけの力ではなく、やはり支局スタッフやその
他の関係機関、例えば市場の竣工検査をしてくれ

ラウトカの人々や水産支局のスタッフと

漁民と一緒に魚売り

フィジー駐在員事務所設立30周年特集
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たラウトカ市役所の建設技官、そして何よりも現
地漁民の支援や理解が得られたからであった。
「フィジーへの恩返し」をするつもりが、結局
フィジーの人達にまたもや助けられた ラウトカ
漁港水産直売所・・・。帰国して 5年経つがどう
なっているだろうかと気になっていた。そんなと
きに財団の堀之内調査員（出張当時は開発協力課
長）から「活況を呈している」というフィジー出
張時に撮った写真を送っていただいた。

嬉しくなって、それならばとGoogle Map でラ
ウトカ漁港を調べたところ、造った市場が命名し
たとおりの「Lautoka Fisherman's Market」と
して認知され写っていた。
フィジーの土を初めて踏んだ 1994 年からの想

いであった「フィジーへの恩返し」が、曲がりな
りにも多少は果たせたのかなとホッとしている
財団フィジー事務所設立 30 周年の今日この頃で
ある。

ラウトカ漁港水産直売所

	 海外漁業協力　第92号　2020. 9 	 7

 フィジー駐在員事務所設立30周年特集



FDAPIN 事業の概要と歴史
開 発 協 力 課 長　　有里　英一

1. FDAPIN 事業とは

当財団は、水産庁が公募した 2020 年度（令
和 2 年度）海外漁業協力強化推進事業の事業
実施者に選定され、補助金の交付を受けて当該
事業を実施しています。この事業の中には、地
域巡回機能回復等推進事業が含まれており、こ
れは 1990 年度以来、当財団が実施してきてい
るものです。太平洋島嶼国を対象とし、日本と
漁業協定を結んでいる島嶼国が所有する水産関
連施設や設備の修理修復及び技術指導によるそ
の持続的利用と活性化という一貫した事業目的
の下で、事業開始からこれまで 5 年間を１つ
の“フェーズ”に区分し実施してきており、本
年度（2020 年度）からは第Ⅶフェーズに移行
することとなりました。

フェーズの変遷は概ね表 1 のとおりとなっ
ており、その間、事業対象国を増加させ、現在
9 か国（キリバス共和国、ソロモン諸島、ツ
バル、ナウル、パプアニューギニア独立国、パ
ラオ共和国、フィジー共和国、マーシャル諸島
共和国、ミクロネシア連邦）を対象にしていま

す（以下、国名は通称を用いる。）。本事業は、
これらの国ではFisheries Development Assis-
tance for Pacific Island Nations という呼称を
もって認識されており、その頭文字をとって通
称FDAPIN（フダピン）と呼ばれています。

2．FDAPIN 事業の始まり

　1977 年以降沿岸国が次々に 200 海里の排他
的経済水域を設定したことにより、我が国の漁
船は、二国間漁業取極等を新たに締結した上で、
入漁料等の対価を支払って関係沿岸国水域へ入
漁することとなりました。また、入漁のための
交渉は、1980 年代の沿岸国の漁業自立化政策
に伴い、入漁料の大幅増額を求められる等厳し
い状況となりました。特に太平洋島嶼国を中心
とした沿岸国は入漁交渉に際して、入漁料の引
き上げに加え、自国の水産振興のための経済協
力、技術協力の供与など様々な協力案件を要望
する傾向が強くなりました。このような背景の
下で、財団は、我が国海外漁場の維持・確保を
図るため、資源環境調査や増養殖等に関する協

ミクロネシア連邦チューク州
船外機 修理修復・メンテナンス指導

（左：原由郎専門家）

キリバス共和国ノノウス島漁業センター
工具類の使用にかかる指導
（一番奥：塩博美専門家）
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力事業の促進に努めるほか、太平洋島嶼国から
の多様な要望に対処することを目的として、
1990 年度に、入漁協定を締結した太平洋島嶼
国を対象とした FDAPIN 事業（当時の事業名
は特定地域漁業振興推進事業）を新設し、本事
業を円滑に実施するためフィジーの首都スバに
海外駐在員事務所を設置しました。

３．FDAPIN 事業の変遷

本事業では、太平洋島嶼国の水産関連施設と
設備のうち、自然災害やメンテナンスの不足に
より一部または全部が遊休化して対象国の沿岸
水産開発振興の妨げとなっているものを対象案

件とし、巡回形式で専門家を派遣し修理修復及
び技術移転を主眼に事業を実施してきました。
修理修復及び技術移転については、フェーズに
関わらず共通する軸となっていますが、フェー
ズごとにテーマを変え、対象国のニーズに合わ
せて事業を運営してきました。事業対象国は、
日本漁船の入漁可能性を勘案して選定されます。
1990 年の事業当初は、表にあるようミクロネ
シア、パラオ、マーシャル、キリバス、ツバル
が対象でしたが、これら 5 か国にフィジー、
ソロモン、ナウル、パプアニューギニアが加わ
り、現在に至っています。事業対象施設は対象
国政府が所有もしくは管理する製氷施設、冷蔵

表 1　FDAPIN 事業のフェーズと対象国

フェーズ 期　間 テーマ 対　象　国（ 年 度 ）

Ⅰ 1990－1994 大規模施設の修理修復、技術指導 キリバス、ソロモン、ツバル、
パラオ、マーシャル、ミクロネシア

Ⅱ 1995－1999 中小規模施設の修理修復、技術指導 キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パラオ、マーシャル、ミクロネシア

Ⅲ 2000－2004 小規模施設の修理修復、技術指導
キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パラオ、フィジー、マーシャル、
ミクロネシア

Ⅳ 2005－2009
小規模施設の修理修復、技術指導、
漁業普及指導

キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パプアニューギニア、パラオ、
フィジー、マーシャル、ミクロネシア

Ⅴ 2010－2014
水産関連施設の修理修復、
漁業関連組織の活性化

キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パプアニューギニア、パラオ、
フィジー、マーシャル、ミクロネシア

Ⅵ 2015－2019
水産関連施設の修理修復、
管理運営の技術指導

キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パプアニューギニア、パラオ、
フィジー、マーシャル、ミクロネシア

Ⅶ 2020－2024
水産関連施設の修理修復、
維持管理の技術指導

（国ごとに重点支援年と非重点支援年を設定）

キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、
パプアニューギニア、パラオ、
フィジー、マーシャル、ミクロネシア
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施設、調査船、船外機、ワークショップ（作業
場）が主となりますが、技術面のみならず、施
設の管理・運営、氷の販売の管理、漁労の技術
指導といったソフト面での支援も行っています。

４．30 年間にわたる技術協力について

  FDAPIN 事業では、対象国と財団との間で結
んだ覚書に基づいて、対象国政府から提供され
るカウンターパートと連携して実際の修理修復
を共同で作業する On the Job Training (OJT)
と、座学で電気や機械構造といった理論を教え
る Off the Job Training の 2 つのアプローチ
で技術移転を行ってきています。

対象国の中には、30 年にわたる技術移転の
蓄積により技術者が育成され、日本人専門家が
同行しなくても自らの力でを修理修復できるよ
うになった水産施設もあり、またその国の技術
部門のリーダーとして定年退職後も対象国政府
に雇われているカウンターパートもいます。一
方で、様々な理由で技術者が育ちづらい国も存
在します。
　2019 年世界銀行のデータによれば、対象国
の人口は、ツバル 1 . 1 万人、ナウル 1 . 3 万人、
パラオ 1 . 8 万人、マーシャル 5 . 9 万人、ミ
クロネシア 11. 3 万人、キリバス 11. 7 万人、
ソロモン 66. 9 万人、フィジー 88. 9 万人、パ

プアニューギニア 877. 6 万人となっています。
パプアニューギニアを除けば人口は 100 万人以
下と少なく、大規模製造業の立地環境として相
応しくないことから技術を移転できる対象者が
限られ、技術者の育成が容易でないという状況
にあります。また、島嶼国という地理的特徴は
移動手段や物資の輸送を限定的にし、加えて、
人口規模や経済規模は商業的魅力を低下させ、
必要な機器や部品を供給するルートが限られる
ことになります。このため、修理を効率的に進
めることができない場合があります。部品の輸
送経費も馬鹿になりません。

　さらに教育面の問題もあります。すなわち、
技術を学ぶ意欲があっても対象国内に理工系の
高等教育施設はほとんどなく、隣国のオースト
ラリアやニュージーランドで学ぶしかありませ
ん。また、技術を習得してもそのまま隣国に移
住してしまう人も少なくありません。
　対象国では、公務員としての技術者の社会的
地位は決して高いものではない上、給与も恵ま
れているとはいえず、独立して家電の修理や住
宅の電気配線工事をした方が収入が多いので、
FDAPIN 事業で身に付けた技術を活かして独
立する技術者もいます。
　また、塩害は恒常的な問題ですし、加えてサ

ミクロネシア連邦ポンペイ州
製氷施設メンテナンス指導
（左：坂本慎司専門家）

ソロモン諸島ギゾ漁業センター
製氷機 運転管理・メンテナンス指導

（一番右：左近允哲郎専門家）
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イクロンや地震・津波などの自然災害の影響も
受けやすく、同じ施設を何度も修理する必要に
迫られる状況にあります。一方で、予算が限ら
れる中、修理修復のために各国に割り当てられ
る予算は、必ずしも十分ではありません。
  このような背景から、技術移転の視点のみで
考えると各国でバラツキがあり、順調に進んで
いる国もあれば、足踏みしている国があること
も事実です。しかしながら、FDAPIN 事業の
対象としている施設は対象国の社会経済を支え
る基礎的インフラであり、施設の稼働が漁業者
や住民の生活に直結することから、対象国側の
みで施設の維持管理を可能とする組織的・技術
的キャパシティーが確立されるまで、粘り強く
事業を継続する必要があると考えています。
　1980 年代に設置した施設が未だに稼働して
地域住民に利用されており、日本を高く評価し
ている地域もあります。また、FDAPIN 事業
の担当者であった水産局員が次官などの政府の
要職に就いたり、現地で活躍している財団専門
家が、水産分野のみならず、対象国の要人と信
頼関係を築いています。我々は、FDAPIN 事
業の継続が対象国との絆を深め、水産分野を含
めたより良い二国間関係を築いているという自
負を持って、本事業に取り組んでまいります。

５．今後の事業展開

　FDAPIN 事業は、現在、海外駐在員事務所
（フィジー事務所及び 1997 年に同事務所をサ
ポートするために設置されたミクロネシア出張
所）が中心となって実施しています。地の利を
活かし、相手国政府の水産局等と緊密な関係を
築き、迅速かつきめ細かな対応により、相手国
政府のニーズに合った協力・支援を行う基本形
は今後も続けていきたいと思います。一方今年
度は、新型コロナウィルス感染症拡大により例
年の対応の大幅な修正を余儀なくされ、事業開
始以来初めてとなるウェブを利用した指導の実
施も計画しています。これまでは、現地での対
面による技術指導をメインにしていましたが、
ウェブを利用した巡回指導は相手国政府の自助
努力をさらに促す契機になるなど FDAPIN 事
業を新たな視点で見つめ直す良い機会になると
いうポジティブな考えで事業を進めていきます。
　製氷施設、船、船外機といった水産施設や機
械が適切に稼働することは対象国にとって必要
不可欠なことです。対象国との友好関係を維持
し、日本の漁　場確保に貢献するため、引き続
き対象国政府のニーズに応える地道な活動を継
続していく所存です。

マーシャル諸島海洋資源局ライントック号

（一番右：末富幸男専門家、手前：塩博美専門家）
エンジン修理修復及び技術指導 漁船（マサワル・ヤップ号）の配電盤操作指導

（右：畑野実専門家）

ミクロネシア連邦ヤップ州
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１．新型コロナウイルスに対するカメルーン共和
　国内の反応
　筆者は、2019年 8 月29日に公益財団法人海外
漁業協力財団（以下「財団」という。）とカメ
ルーン共和国（以下「カメルーン」という。）
牧畜漁業畜産省（以下「MINEPIA」という。）
との間で締結された持続的利用体制確立事業の
了解覚書に基づき、同年10月26日に漁業分野の
持続的利用アドバイザーとしてヤウンデに赴任
した後、カメルーンにおける「水産開発のマス
タープラン」策定に向けた支援を目的とし、海
面漁業、内水面漁業及び内水面養殖の現場での
調査を中心に活動している。

　しかしながら、持続的利用アドバイザーとし
て内水面漁業の振興事業の必要性や水産物の付
加価値向上、国内流通改善、資源管理等、今後
の水産分野の課題が見え、課題解決に取り組も
うとしていた矢先、2020年 2 月に、カメルーン
において最初の新型コロナウイルス感染者が確
認された。2020年 3 月11日には世界保健機関
（WHO）による新型コロナウイルス感染症の
パンデミックが宣言され、 3月中旬には新たに

感染者 5名が追加確認され、感染者は合計10名
となった（カメルーン保健省発表）。
　これらの感染拡大を背景にカメルーン政府は、
国境検疫対策を強化するために、 3月17日に国
境の閉鎖（陸海空）、貨物を除く全旅客便運航
の停止、18時以降のバー、レストラン、レ
ジャー施設等の閉鎖、入国査証の発給停止及び
全ての学校の閉鎖といった13項目にわたる感染
拡大防止措置を発表し、翌18日に施行した。カ
メルーン国内での累計感染者数は 3月30日まで
に139名、死者は 6名（JICAカメルーン事務所
資料）となり、その後も感染者数の増加は続い
た。
　カメルーン国内で感染者が確認された当初は、
カウンターパートであるMINEPIAのミンバン
水産局長等関係者の間では「新型コロナウイル
スは、先進国特有の感染症であり、今後、海外
からカメルーンへの帰国者の持ち込みにより多
少の国内感染の広がりはあっても、ヨーロッパ
のような爆発的な感染拡大には至らない。」と
いう、大変楽観的な考えが一般的であった。し
かし、保健省により感染者数が連日発表され、
急激な感染者数の増加の確認、感染防止に関す
る対応策、啓蒙・広報がメディアを通じ頻繁に
伝えられ始めると、水産局長をはじめとする幹
部職員等の感染症に対する意識が大きく変わり、
職場の入り口に手洗い水槽、局長室の入口に消
毒用のアルコールが持ち込まれるなど、積極的
な感染防止策が取られるようになった。
　予防のためにマスクをつける習慣がなかった
職員の多くも、日常的にマスクをつけるなどそ
の対応に変化が見られるようになり、互いの挨
拶に握手を避け、会話の際もお互い距離を取る
など日常に大きな変化が生まれた。会議時間は

新型コロナウイルス感染症拡大による
カメルーンから緊急退避

財 団 専 門 家　小木曽 盾春　

ヤウンデ中心部（2019年10月撮影）

12	 海外漁業協力　第92号　2020. 9

プロジェクト報告



短縮され、各自の事務室での業務時間が多く
なった。日常のとりとめのない会話が少なくな
り、握手は互いが拳を当てるか肘を掲げるしぐ
さとなり、ハグもなくなった。その後、緊急業
務以外は自宅待機が検討されるようになり、職
場はそれまでとは違う閉鎖的な環境へと徐々に
変化していった。

２．日本への退避準備
　2020年 3 月12日、財団本部より、カメルーン
に対する日本の外務省による感染症危険レベル
が 2になった段階で緊急避難命令が発出される
可能性が高いとの連絡を受け、緊急避難を想定
し、今まで以上に日本国大使館やJICAカメ
ルーン事務所と緊密に情報交換を行った。
　 3月18日にカメルーン政府による国境閉鎖が
あり、 3月31日には、日本の外務省が49か国・
地域に対し感染症危険レベルを 3（渡航中止勧
告）に、これら49か国・地域を除く全世界に対
し感染症危険レベルを 2に引き上げ、カメルー
ンはレベル 2（渡航自粛勧告）となった。
　これを受けて、財団本部と協議を行い、 4月
13日、財団よりMINEPIA大臣宛てに専門家の
一時帰国に関する書簡が発出された。緊急避難
に向けて水産局長と協議した結果、国境閉鎖状
態であるものの帰国手段が確保された段階で一

旦日本に帰国避難することでカメルーン側の了
承を得た。
　アフリカの開発途上国においては、政情不安
に起因する暴動、宗教対立に端を発する紛争、
内乱、動乱等が一般的と思われるが、今回のよ
うな世界規模における感染症による長期の社会
不安との遭遇はカメルーンでも初めてのケース
であり、水産局の幹部から一般職員まで関係者
の戸惑いは隠せないものがあった。
　 3月18日以降カメルーンの国境は閉鎖され、
旅客便の乗り入れも停止となっていたが、日本
国大使館によるカメルーン側との外交ルートに
よる折衝が功を奏し、4月17日にJICAカメルー
ン事務所関係者と一緒に緊急帰国できることが
決まった。一時避難帰国の挨拶に水産局長のも
とを訪れ、一時帰国を改めて確認すると、「や
はり帰るのか。」とさりげなく目をそらされ、
立場上つらいものがあった。

３．緊急避難
　カメルーンにおける今回の緊急避難帰国への
一連のオペレーションでは、鈴木在カメルーン
日本国大使館領事、増田JICAカメルーン事務
所長（当時：現JICAアフリカ部長）が中心と
なり、関係機関と折衝、調整等が行われた。
　 3月31日には、エチオピア航空により、アジ
スアベバ、インチョン経由で、カメルーン派遣
中のJICA海外青年協力隊員、事務所員、随伴
家族、短期滞在者等49名の帰国が実現した。 4
月 6日には、JICA企画調査員 1名、専門家 1
名がパリ経由のエアーフランス航空の臨時便で
帰国した。
　筆者自身は、その後、在カメルーン日本国大
使館、JICAカメルーン事務所及びエチオピア
航空との折衝により、 4月17日のエチオピア航
空貨物便により帰国することが決定した。日本
人搭乗者は、JICAカメルーン事務所員、企画
調査員、専門家、無償資金協力受注企業社員、
筆者の合計10名であった。以下にカメルーン出

郊外の水産局の建物（車奥が局長室）
（2019年10月撮影）
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国から本邦到着までの概要を示す。

◉ 4月14日（火）
朝 9時頃、鈴木領事より緊急避難に向け、

航空機が手配された場合の避難・帰国への
意思確認を受ける。

◉ 4月15日（水）
鈴木領事より、エチオピア航空による、

ヤウンデからアジスアベバへの脱出に関す
る打診があり、条件として、アジスアベバ
以降のトランジットが確保され、第 3国出
国への航空券の確保が可能かどうかを確認
される（エチオピアでの入国査証取得と感
染拡大による入国制限があるため。）。

すぐにアジスアベバ以降の旅程確認のた
め財団本部に連絡、日本（成田または羽田）
までの接続便確保の可否の確認及び便の手
配を依頼する。その後、アジスアベバから
ロンドン～東京羽田便の確保が確認できた
ため、大使館鈴木領事と搭乗手順の最終確
認（旅券、出発日時、その後の旅程等）を
行う。

◉ 4月16日（木）
カメルーン政府より、待ちに待った当該

便の着陸許可発出の確認が在カメルーン日
本国大使館に入る。住居の大家に明日緊急
帰国する旨伝え、 2カ月程度の避難帰国を
想定し、最小限必要なものを小型トランク
一つに詰め込み出発準備を行う。

◉ 4月17日（金）
9時に公用車で自宅を出発、空港への途

中にある警察検問を通過し10時にヤウンデ
国際空港到着、JICA関係者 8名+民間企業
関係者 1名の計 9名と合流、搭乗のための
手続きを行う。搭乗手続き後、保健省担当
者による検温、体調確認があり、カメルー

ンでの滞在に関する質問票に記入。その後、
通常の入管によるパスポートコントロール、
手荷物検査、通関の後、 2階出発ロビーに
移動、航空機の到着を待つ。

12時30分、予定どおりエチオピア航空便
（ET0139/B787）がヤウンデ国際空港に到着。
アジスアベバ - ドアラ - ヤウンデ - アジ
スアベバ便にはエコノミー席一杯に貨物が
積まれ、一般旅客機が特別に貨物便として
運用されていた（今回の旅客のための措置
と思われる。）。

13時40分、搭乗が開始される。10名の日
本人はビジネスクラスに 2席の空間を隔て
て着席、機内サービスによる通常の飲み物
と簡単な昼食サービスも受けられ安心する。
予定どおり14時30分にヤウンデ国際空港発、
20時30分にアジスアベバ到着、気温14度。
航空便が少ないせいか到着ロビーは閑散と
している。

インチョン経由で帰国するJICA関係者等
9名と別れ 2階の出発ロビーに向かう。ア
ジスアベバ国際空港 2階の出発トランジッ
トカウンターで財団手配の接続便の確認を
行い、ロンドンまでの搭乗券を入手した。
0時30分、予定どおりエチオピア航空便に
搭乗、ロンドンに向かう。機内の乗客は数
名で、換気のせいか寒かった。

◉ 4月18日（土）
7時30分、予定どおりロンドン・ヒース

ロー空港ターミナル 3に到着。気温は 8度。
約 8時間のトランジットがあり、予約され
た空港内ホテルで休息を取る。17時30分、
ターミナル 3に移動、日本航空カウンター
で19時30分発の日本航空便への搭乗手続き
を行う。健康チェックシートに記入、署名。
旅券審査、税関は問題なく進み、感染症審
査は一切なかった。

ゲートで待つも搭乗30分前にエンジン故
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障により便が突然キャンセルとなる。乗客
約35名は荷物を引き取り空港近くの航空会
社手配のホテルにタクシーに混乗（ロンド
ン在住の 3名）して向かう。ここで感染し
たらマズイとマスクを強く締める。ホテル
は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
レストランもすべて閉鎖。冷めたパニーニ
とジュースが夕食に配られる。疲れ果てて
眠る。

鈴木領事の配慮から、航空便のキャンセ
ルを知った田中在英国日本国大使館領事よ
り、原因はエンジン故障、部品を羽田から
取り寄せることを知らされ、問題があれば
何時でも支援する旨のメールが入る。深謝。

◉ 4月19日（日）
14時、ホテルから空港循環バスで各自空

港ターミナル 2に向かう。16時日本航空便
の搭乗手続きを行う。空港内では発着便は
殆どなく閑散としており、レストラン等す
べて閉鎖していた。出発予定を田中領事及
び鈴木領事に連絡。

17時、搭乗開始。直前に体温測定を受け
る。 2時間遅れで19時30分に離陸し羽田に
向かう。気温29度のヤウンデから気温14度
のアジスアベバ（ 4時間トランジット）、気
温 8度のロンドン。今回の移動は冬の衣類
を持たないことから風邪の罹患リスクがあ
り、ルートによる衣類の管理の必要性を痛
感させられる。

◉ 4月20日（月）
13時20分予定どおり羽田空港着、外気温

15度。そのまま入国とはならず特別に準備
された出発ロビーを仮の待合室として全員
集められる。質問票へ住所・氏名・東京で
の滞在先の記入、健康チェック、自己隔離
（自宅またはホテル）に関する詳細な説明を
受ける。14時10分、通路に設置された 4つ

の検査ブースで全員PCR検査を受ける（ 1
分で終了）。

すでに到着便ラッシュ時期を過ぎており
混乱はない。18時、「のり弁とお茶」が配ら
れる（空腹の中美味、配慮に感謝。）。20時
30分、呼び出しが始まり、各自のPCR検査
の結果を検疫官から個別に受ける。少し緊
張して陰性結果の通知を受け、ほっとする。
陰性で感激する人もいたが、乗客 2名に陽
性判定者がいた様子。

21時20分、検疫官の誘導で入国審査、税
関検査を通り入国、PCR検査陰性の場合は
検疫所手配の無料バスで予約先のホテルに
移動。22時、羽田空港近くのホテルに到着、
2週間の自主隔離が始まる。チェックイン
の際、検疫所発行によるPCR陰性証明書の
提出を求められたが、検疫官から発行しな
い旨の説明があったことを伝える。その他
ホテル滞在中の注意事項を受ける（短時間
のマスク着用の外出は問題ない、室内シー
ツ、タオル交換は各自行う。）。

　　　　
◉ 4月21日（火）

今日から 5月 5日 0時までの自己隔離が
正式に義務付けられる。ホテルでの隔離に
際し一番の懸念は食事の手当だったが、
PCR陰性結果による自主隔離のため、ホテ
ル周辺のマスク着用によるコンビニでの食
料品の買い物、短時間の散歩程度は許容さ
れており、散歩がてら毎日ホテル周辺のコ
ンビニを日替わりで回る。宿泊先の 3階の
フロアーはすべて羽田空港からの自主隔離
にあてられ、すべて満室であった。

滞在中の初めの 2～ 3日間は疲れと時差
もありひたすら眠る。その後は財団、現地
水産局とのメール連絡、報告書作成、残務
処理、国内関係先への電話連絡、読書（電
子書籍）、TV等で過ごす。財団から送付の
あったマスクを受領、感謝。さすがに10日
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を過ぎると人恋しさを覚え、隔離終了まで
のカウントダウンを始める。

◉ 5月 5日（火）
6時起床、京浜急行大鳥居駅から品川に

向かう。 5月の大型連休期間中は外出、県
またぎの移動も自粛がかかっていたため車
内はほとん客がいない。 7時17分、品川発
の新幹線で名古屋に向かう。 6号車内は筆
者一人。東京から新幹線移動による名古屋
駅到着時に乗客への検温が実施されると聞
いていたが実施はなかった。閑散とした名
古屋駅から無人の地下鉄に乗り換え自宅に
向かう。4月17日10時にカメルーンを出国し、
5月 5日10時に自宅に到着。

４．謝辞
　今回の緊急避難帰国に際し、この場を借りて、
開発協力課をはじめ、財団本部関係者の一連の
細やかなご支援には改めて感謝いたします。特
に赴任前、和久調査役、目黒主任（担当）及び
筆者によるJICA農村開発部（当時：現経済開
発部）関係者とのミーティングを開催していた
ことで、着任後、JICAカメルーン事務所とカ
メルーン政府との間の協調活動へのコンセンサ
スが早期に形成され、今回の緊急時下でも増田
事務所長及び片野所員から緊密に情報共有を頂
きました。ここに、JICAカメルーン事務所及
び財団の関係者には謹んで感謝を申し上げます。
　また、感染の広がるカメルーンにおいて、在
カメルーン日本国大使館鈴木領事には、邦人保
護の観点に留まらず、日常的に細やかな危険情
報の共有を頂き、同時に今回の一連のオペレー
ションに対し、出国の打診から空港での官憲と
の対応、出国までの同行など的確なご支援を頂
きました。併せてカメルーン出国後も在英国日
本国大使館領事部に連絡を頂くなど、鈴木領事
の細やかな対応には深く感謝申し上げます。さ
らに、ヒースロー空港到着直後、在英日本国大

使館田中領事よりメールにて、航空機のキャン
セルに伴うその後の日程の連絡を頂くなどのご
配慮に、改めて感謝を申し上げます。

5．緊急避難帰国後の専門家活動と現地の状況
　10月で半年が経過し、現在は財団の指示によ
り、現地関係者の協力を得ながらリモートによ
る業務を行っている。現地水産局とのネット接
続環境が悪く隔靴掻痒感の中、メールによるや
り取りが主となっている。

　基本的な業務として、以下を行っている。
　
　（ 1）新型コロナウイルス感染症に関する状
　　況把握業務
　日本国大使館領事部、JICA事務所からの
定期的なカメルーンにおける感染情報の入手
に加え、現地への財団専門家派遣の際に尽力
頂いたドアラ在住のWorldcomSarl社の中山
代表からも一般情報の提供を受けている。そ
の他、現地メディア（新聞等）による政治、
社会に関係に関する現地一般情報の収集を
行っている。
　10月 8 日時点での感染の現状は、 3月17日
に発表された感染対策規制（国境閉鎖等）は
現在もまだ維持されているものの、感染者数
累計は21,203名、回復者数累計20,117名で推
移しており、 1日当たりの感染者数は約40名
と拡大の抑え込みに成功しているとみられ、
一定の感染対策の成果が確認されている。
　これらを背景として、現地メディア情報等
は、すでにヤウンデ及びドアラ等大都市の商
業活動の正常化、中断されていた学校教育の
全面再開、公務員の出勤、主要な都市間移動
の正常化を伝えている。又、ヨーロッパ、マ
グレブ i、中近東をつなぐ国際線もエアーフラ
ンス、ブリュッセル航空、エチオピア航空、

i　エジプトからリビア、チュニジア、アルジェリアを経てモ
ロッコに至る北西アフリカ諸国の総称。
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トルコ航空、モロッコ航空が再開されている
（詳細は各社のHP参照。）。ヤウンデ市内の主
要ホテルにもヨーロッパからのビジネスを目
的とした外国人が増加している。

（ 2）水産局関係者との連絡・情報交換業務
　MINEPIA水産局長、水産部長及び課長と
のメールを中心とした水産関連情報収集や財
団、日本国大使館、JICAを通じた協力案件
の調査、企画、要請支援（専門家派遣、研修
員）、進捗中の無償資金協力（経済社会開発
計画）関連業務をメールベースで行っている。
水産局では一時、緊急を要する業務以外は不
要不急の外出を控え在宅勤務体制が取られた
が、同局職員の感染者もなく、 9月からは通
常業務に移行しているとの連絡を受けている。

　アフリカ中部に位置するカメルーンは、現在
もマラリア、コレラ、破傷風、肝炎、チフスな
ど常に多くの感染症の危険にさらされている。
今回の新型コロナウイルスの感染症の対策を通
じて公衆衛生に対する国民の意識や医療体制も
大きく改善されたようである。一方、今回の感
染拡大による経済的な打撃も大きく、現在まで
に日本、中国、韓国、EU、国際機関など多く
の国々からの医療協力、経済支援が始まってい
る。一日も早く新型コロナウイルスが克服され
経済活動が早期に正常化することを祈念してい
る。

市内の市場（野菜、魚、雑貨）

（2020年2月撮影）
魚市場（ほとんどが淡水魚）

（2020年2月撮影）
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海外に長期駐在している財団の専門家等から聞
き取った、任国での新型コロナウイルス感染症（以
下「COVID-19」という。）拡大が及ぼす影響に
関するアンケート調査結果を本号及び次号にわた
って報告する。
本号では、１．COVID-19 の経済活動への影響、

２．COVID-19 により委縮した経済活動への政府
の支援対策、３．カウンターパート機関（現地専
門家の所属する漁業部局等）の COVID-19 対策、
４．その他気付きの点の 4項目を報告する。
アンケート実施国は、モロッコ王国、タンザニ

ア連合共和国、パラオ共和国、ミクロネシア連邦、
パプアニューギニア独立国、キリバス共和国、マ
ーシャル諸島共和国、フィジー共和国、ソロモン
諸島、ナウル共和国、ツバル（以下、国名は通称
を用いる。）の 11 か国である（ナウル、ツバル担
当専門家の活動拠点は現在フィジーとなってい
る。）。
なお、本号で報告する内容は 2020 年 11 月 5 日

時点の情報である。

１．COVID-19が経済活動に及ぼす影響

　アンケートを実施した11か国のうちの 9か国
から、観光収入の減少が経済に大きな打撃を与
えているとの回答があった。
　パラオは、観光客に依存していたホテル業、
旅行会社、ダイビング会社、レストランや居酒
屋等も大幅な収入減に陥り、大手ホテルも閉鎖
し、従業員が一時的に解雇されている状況であ
る。また、同国が2018年 1 月 1 日より、パラオ
への旅行者から100米ドルを徴収し、国家歳入
の大きな柱の一つとしている「プリスティン・
パラダイス環境税」収入が、観光客数の大幅な
減少に伴って激減し、国家財政が一段と悪化し

た。
　フィジーでは、失業者は村や離島に帰ったと
か、学校給食の経費を払えない親が激増してい
るといった話題が日常的に報道されている。ホ
テル・レストランでは、廃業したところも見受
けられる。クラブの中には営業再開の目処が立
たないことから、バーなどに作り替えるところ
も出てきている。
　キリバスでは、国際線の運航の減少により、
キリバス上空の航空管制権にかかる収入が減少
している。また、出張者や観光旅行者の入国が
全くないため、ホテル業、レンタカー業、小売
業に多大な影響が見られている。

　パプアニューギニア（以下「PNG」とい
う。）では、国際線の入国制限により観光客が
来国せず大型のイベントが中止になるなどの例
もあり、各地で観光収入が減っている。
　ミクロネシアは海外からの渡航者を受け入れ
ておらず、観光関連の収入がほぼゼロになって
いる。
　マーシャルでは観光業及び卸売・小売業等の

専門家派遣国における
新型コロナウイルス感染症の影響（その1）

編 集 事 務 局　 

閑散としたホテル内のレストラン（2020年11月撮影）
キリバス・ウシレレホテル
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収入が減少しており、ソロモン、モロッコ、タ
ンザニアからも観光関連での収入の減少が大き
いとの回答を得た。
　一方、出稼ぎ労働が出来ないことによる収入
の減少も経済に大きな影響を与えているという
回答が 3か国から寄せられた。キリバスでは、
豪州やニュージーランド（以下「NZ」とい
う。）へ、ナウルでは豪州へ、ツバルでは主に
NZへの出稼ぎ労働者が足止めされ、自国への
送金による外貨獲得等に影響が生じている可能
性が高いとの回答があった。なお、ツバルでは、
8月24日から30日の間、NZで季節労働に従事
していた20名と政府関係者をツバルに帰国させ
る緊急の取り組みが実施された。
　また、PNGでは、クラスターの発生により
185名の感染者を出した鉱山が一時休業に追い
込まれ、 6週間後の 9月半ばに再開したという
報告があった。

２．COVID-19により委縮した経済活動への政
府の支援対策
　自国政府のCOVID-19による委縮した経済活
動への支援対策については、11か国のうち 6か
国で具体的対策を設けているとの回答があった。
　ソロモン政府は、豪州やNZの支援を原資と
し て、 包 括 経 済 刺 激 策（ESP: Economic 
Stimulus Package）を講じることとしており、
主に漁業、農業、畜産業、観光業分野を対象と
した具体的な対策案を公募した。具体的には、
即効性（原則的に 6ヵ月以内に効果）、地域社
会及び国家に対する大きな効果、COVID-19収
束後も持続する将来性のある事業基盤等を備え
た提案を募集しており、現在、漁業及び観光業
分野の一時選別作業が完了し、残りの分野にお
いても作業が進行中である。
　フィジー政府は、公的年金基金（FNPF：
Fiji National Provident Fund）を取り崩し、
失業者に給付金を支給している。また、高い経
済効果を期待できる米国、豪州及びNZからの

ヨット・クルーザーによる入国をPCR検査等の
諸条件を満たすことにより許可している。さら
に、失業者、時短勤務を余儀なくされている労
働者、売り上げが大幅に減少した小売業者に対
する融資制度を設けるとともに、賃貸住宅の家
賃を払えない低所得者層向けの住宅を建設した。
加えて、食料自給のため農作物栽培を推奨し、
農作物の種子の配布や補助金の拠出も行ってい
る。
　マーシャル政府は、入国制限のために帰国で
きないマーシャル人合計535名に対し一人当た
り500米ドルの給付金を支給するとともに、失
業者に対する給付金制度（COVID-19 Pan-
demic Unemployment Assistance）及び民間
企業に対する経済影響救済パッケージ（Ec-
onomic Impact Relief Packages）を用意して
いる。
　キリバス政府は、海外からの帰還待機者に対
し申請ベースで日額30豪ドルを支給している。
　ミクロネシア政府は、観光関係に直接携わる
ホテル、レストラン、レンタカー業者等の従業
員と経営者に対し、今年限りで年 2回の支援金
を給付している。例えば、COVID-19拡大前に
時給 1 .75米ドル、労働時間 1日 8時間であっ
た従業員の労働時間が 1日 2時間に減った場合、
本人に 4 ,000～ 6 ,000米ドルを、経営者に対し
ては10,000～15,000米ドルを支給している。

観光客のいないホテルの庭（2020年11月撮影）
キリバス･オシンタイホテル
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　パラオ政府は、米国政府からの援助により休
業補償などの各種給付金を国民に支給している。
　タンザニア政府は、具体的な経済対策は実施
していないものの、大統領自らCOVID-19との
戦いにおける勝利宣言を行い、出入国制限を撤
廃している。

３．カウンターパート機関のCOVID-19対策
　 7か国（パラオ、ミクロネシア、PNG、キ
リバス、ナウル、ツバル、ソロモン）のカウン
ターパート機関では、COVID-19拡大防止の観
点及び出入国の制限から、国際会議や漁業交渉
をウェブ形式とし、会議参加のための海外出張
を見合わせているとの回答があった。また、複
数の国から、建屋や事務所入口での手洗いや消
毒、検温、マスクの着用、トイレにおける消毒
液や石鹸の設置等、基本的予防策がとられるよ
うになったとの報告があった。このため、以前
より衛生的になったという声も聞かれている。
マーシャルは、感染防止対策として消毒液やマ
ス ク 等 を 職 員 用 に 保 管 す る と と も に、
COVID-19陽性患者が一人でも出たら職場を閉
鎖し、各職員がネット上で業務を行う予定であ
るとしている。

　一方で、フィジーのように、国内の感染者が

少ないことから特段対策をとることもなく、カ
ウンターパート機関の庁舎内でマスクをしてい
る人はほぼ皆無の状況で、カウンターパートの
国内出張を通常どおり行っている国もある。

４．その他気付きの点
　今回のアンケート項目以外に寄せられた声を
紹介したい。
　ほとんどの国が移動制限や国境封鎖をしてい
る状況で、政府関係者が国際会議参加等のため
の海外出張をほぼ停止しており、家族と過ごす
時間は増え、従前とは異なる価値観を見出して
いる者も少なくないとの意見が寄せられている。
　太平洋島嶼国の昔ながらの生活様式をそのま
まに、狭い家で大人数が暮らしているところも
あり、万一感染者が発生すればパンデミックを
避けられない環境であることを懸念する意見も
あった。
　さらに、医療施設が充実しておらず、一旦発
生すると瞬時にCOVID-19が蔓延する可能性が
あり、各家庭では突然のロックダウンに備え、
通常よりも多くの食料品等を備蓄し始めている
という国もある。
　ソーシャルディスタンスを保つため、公共交
通機関であるバスや大型タクシーの乗客人数を
制限している国もあるが、実際は守られていな
いようだとの意見も寄せられている。
　注意喚起はしているものの、具体的な対策を
取っていない国も見受けられた。COVID-19の
ための検疫施設で、被隔離者同士がソーシャル
ディスタンスを保たず好き勝手に交流している
などの報告もあった。
　治安に関しては、経済状況の悪化によりタク
シーの乗り逃げや運転手への暴力事件が増加し、
タクシー業界がドライブレコーダー装着義務化
への支援を求めている国がある。一方、国民の
生活を守るために、この機に乗じて便乗値上げ
をしようとするスーパー等の取り締まりを強化
し、適正価格を新聞に掲載するとともに、違法

マーシャル諸島赤十字社ポスター（2020年11月撮影）

手洗いや咳エチケットの励行のほか、家畜等との
接触回避、食肉･卵類の十分な加熱等を求めている。
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な料金を見た場合の相談窓口を開設するなど、
商品が買い占めで品薄になることを避け、略奪
等の犯罪阻止に繋がる対策を講じた国もあった。
　現在でも太平洋島嶼国は感染者数をゼロもし
くは少ない状態に抑え込んでおり、フィジーで
市中感染が発生した際に、米・豪州・NZ関係
者はこぞって自国に帰国したが、最近になって
豪州からは続々と再赴任者が到着しており、自
国のパンデミックからの「脱出」を大喜びして
いるという。

　パラオでは、観光収入の減少により経済的打
撃を受ける一方で、ロックアイランドやジェ
リーフィシュレイクなどの観光名所では、観光
客の訪問が無くなったせいか、魚影が濃くなっ
たり、クラゲがかなり増殖していたとの報告が
寄せられている。
　また、ほとんどの国が各種の対策を講じてい
る中、タンザニアは例外で、前述のとおり、大
統領自らCOVID-19との戦いにおける勝利を宣
言し、国内にCOVID-19は公式に存在しない状
態となっている。実際に専門家の同僚は誰も病
気にならず、知り合いの小学校教員や大学講師
からも、彼らの生徒・学生の目立った病欠はな
いとしている。病院は通常の状態で運営され、
墓地も閑散としており、COVID-19の話題さえ
聞かなくなっている状況との報告を受けている。

5．まとめ
　今回のアンケート結果より、財団が事業を実
施している国の多くは、主要な収入源の一つと
して観光や出稼ぎに頼っていることから、
COVID-19の影響により人の往来が難しくなり
経済的に大きなダメージを受けていることが見
て取れる。太平洋島嶼国についていえば、海か
らの恵みを享受しているものの、観光に大きく
依存せざるを得ない国が多く、ひとたび人々の
移動制限が課されるとその打撃は大きい。
　キリバスでは、人々の移動制限で出張者や観
光客の訪問が無くなったことにより関連産業の
収入が激減しているうえに、旅客機の往来が減
少したことから航空管制権からの収入が減少し
ている。COVID-19は、このような貴重な収入
源にもダメージを与えていることがわかる。
　タンザニアは観光収入が減少しているものの、
今回アンケートを取った中で唯一大統領自ら
COVID-19との戦いにおける勝利宣言を行い、
出入国制限を課していない。また、2020年 5 月
以降、COVID-19の新たな患者数の発表もない。
タンザニア駐在専門家によれば、現地では
COVID-19によるパニックもなく、病院も通常
どおりに運営され、生活も平常どおりとなって
いる。これが政治的要因か地理的要因か、はた
また気候的要因なのか興味深いところである。

いつもと変わらない風景（2020年10月撮影）
フィジー･スバ公設市場

COVID-19への勝利宣言がなされたタンザニア
ダルエスサラーム魚市場（2020年10月撮影）
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　COVID-19に関する政府の支援については、
パラオ、マーシャル、ミクロネシアなどの米国
の影響が強い国では、国民に対する支援が厚い
ようである。ソロモンについては、豪州やNZ
のドナーに頼った支援となっている。フィジー
は公的年金基金を切り崩して対応しているが、
これは強いリーダーシップを持った大統領がい
るからこそ実行できる対策と考えられる。
　専門家が所属するカウンターパート機関の衛
生観念が向上し、手洗いの励行や石鹸、消毒液
の配置等で、庁舎や事務所の衛生環境は概ね保
たれている様子がうかがえる。この点からいえ
ば、COVID-19による正の効果が出たようであ
る。
　太平洋島嶼国では、PNGを除き、感染者数
をゼロ、多くても 2桁台に抑えており、徹底的
な水際対策が取られている。その一方で、医療
インフラの脆弱性から、一旦感染が発生した場
合の不安が大きいということがうかがえる。
また、国によっては、文化面、生活習慣から

COVID-19に関する対策やソーシャルディス
タンスの確保を徹底することは難しいようであ
り、このことからも、ひとたび感染が発生した
場合の不安があるものと思われる。
　これまで財団は、専門家を派遣し、対面での
OJTとOFFJTを組み合わせた技術指導を行っ
てきたが、COVID-19が収束するまでは、多く
の場合、リモートによる技術指導を余儀なくさ
れるであろう。リモートでの技術指導は新たな
試みであり、そのメリット、デメリットについ
てよく検証してみる必要がある。
　今回のアンケートから、COVID-19の状況、
人々の移動制限等は国により異なることがわ
かった。アンケート結果は、財団が今後事業を
進めていく際に、国ごとの状況を踏まえた、多
様な協力の方法を考えていかなければならない
ことを示唆している。次号では、COVID-19に
対する水際対策、感染者数、感染拡大前後での
業務・生活の変化、日常生活における感染防止
対策、水産分野への影響などについて報告する。

左：社会保障事務所前の手洗い用タンク　　右：アクリル板･消毒液設置のスーパー

（2020年11月撮影）マーシャル・マジュロ
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モーリタニア・イスラム共和国における
拠点機能回復等推進事業 プロジェクト終了報告

事 業 部 調 査 役　和久　将之

　 2019年度、海外漁業協力財団（以下「財団」
という。）はモーリタニア・イスラム共和国
（以下「モーリタニア」という。）で漁業開発の
ための施設修復プロジェクト（以下「修復PJ」
という。）を実施した。この実施結果及び筆者
が現地で行った実施状況調査・指導監督業務に
ついて、この場を借りて報告する。

１．モーリタニアという国
　モーリタニアはアフリカ大陸の西側に位置し、
面積は約103万km²（日本の約 2 . 7 倍）、約23万
km²の排他的経済水域を有する。国名にもある
とおり国教はイスラム教で、アラビア語を公用
語としているが、実務言語としてフランス語が
広く使用されている。経済は農業、漁業及び牧
畜を基盤とし、外貨収入は鉄鉱石及び水産物
（タコ・イカ等）の輸出に依存している。水産
業による外貨収入は国家の全体収入の 4割以上
を占めており、同国の社会経済において重要な
役割を果たしている。我が国にとって最大のタ
コ輸入先国であり重要な漁業国の一つである。

２．修復PJ概要
　モーリタニア政府は零細漁業の振興に取り組
んでおり、沿岸部零細漁村に所在するブラワッ
カ職業訓練センター施設の修理修復及び技術移
転を要請する書簡が、モーリタニア水産海洋経
済省・水産資源開発総局長より2019年 6 月20日
付けで届いた。財団はモーリタニアと我が国の
漁業関係に鑑みこの要請に応えることとし、同
年 9月 6日にはモーリタニア水産海洋経済省と
財団との間で覚書署名が完了し、修復PJが実
施される運びとなった。

　職業訓練センターがあるブラワッカは、モー
リタニアの首都ヌアクショットから北に50km
程度離れた場所に位置する。財団は2020年 1 月
から 3月にかけて専門家 3名を派遣し、同職業
訓練センターの修理修復及び技術指導を行った。
プロジェクトの内容は、①職業訓練センター施
設の修理修復及び技術訓練に必要な資機材の導
入と設置　②カウンターパート（ブラワッカ職
業訓練センター講師）及び他の職業訓練セン
ター講師や訓練生に対する、訓練用資機材（船
外機）の整備・保守管理に関する技術移転（座

モーリタニア・イスラム共和国地図　（外務省HPを加工）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mauritania/index.html

ブラワッカ職業訓練センター
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学・実技講習）の実施であった。
　この修復PJにより、施設の本来機能の回
復・改善及びカウンターパートの技術向上が達
成された。ブラワッカ職業訓練センターは
ディーゼル発電により電力を賄っていたが、本
プロジェクトでソーラー発電設備を設置し既存
の発電システムと併せた電源供給体制を構築し
たことで、施設の安定稼働が可能となった。ま
た、訓練用資機材の導入と船外機の取り扱いに
関する講習を実施し、講師及び訓練生の技術の
向上等、同センターにおける技術訓練能力が改
善された。受講者にはモーリタニアの零細漁業
を担っていくことが期待されている。将来的に
は船外機の修理やメンテナンスを行う技術者が
輩出され、同センターで修理などを請け負うこ
とも可能となり、ブラワッカ及び近隣漁村での
現金収入機会となり得るとともに、周辺地域の
漁業活動の活性化に資することも期待される。

３．修復PJ実施状況の確認
　修復PJの実施状況の確認と指導監督のため、
プロジェクト終了間際の2020年 3 月 2 日から 3
月 6日にかけて、財団安久事業部長と筆者は
モーリタニアを訪れた。この訪問では、修理修
復された施設及び技術移転の状況を確認すると
ともに、モーリタニア側関係者の意見を聴くこ
とができた。
　ブラワッカ職業訓練センター訪問時には、修
復PJで供与された船外機を活用し、ブラワッ
カや国内の他の訓練センターから受け入れた講
師を対象に、船外機メーカーの現地特約店によ
る船外機取り扱い講習が実施されていた。受講
者は熱心に船外機の扱いや点検方法を学んでお
り、講習終了後は安久事業部長から受講者に対
し財団名の修了証が授与された。その後、修復
PJで実施した太陽光発電設備の設置及びワー
クショップの改修が計画どおり行われたことを
確認した。
　

　修復PJのカウンターパート機関の代表者で
あるハヤ（Mr.Mohamed Malainin Haye）漁業
職業訓練・資格センター長からは、「モーリタ
ニアへの訪問を歓迎する。財団やJICAが我が
国漁業の発展のために援助してくれていること
は十分理解しており、二国間の協力関係が進展
していることを素晴らしく思う。日本は、かね
てより調査船や検査機器等の資機材の供与を通
し、モーリタニア漁業の発展のために多大な貢
献を行っている。近年は水産資源の適切な管理
という観点からの支援に切り替え、教育トレー
ニング等、人材育成面に力を注いでくれている
と理解している。自分（ハヤセンター長）は人
材育成に主眼を置いた日本の支援が模範的かつ
我が国が最も必要としている協力形態だと思っ

船外機講習の様子

船外機講習　修了証書授与

プロジェクト報告
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ている。今後も我が国漁業の持続的発展の可能
性の追求を支援すること、すなわち、技術移転
及び雇用創出に重きを置いた支援をしてくれる
ことを望むとともに、我々も限られた水産資源
を無くなるまで使うのではなく、持続的かつ有
効的な利用を目指していくべきだと考える。」
と意見をいただいた。

　覚書署名省庁である水産海洋経済省のバルハ
ム（Mr.Mohamed Ely Barham）企画・協力局
長は、「モーリタニアの独立以来、日本との間
では強い信頼関係ができている。日本は様々な
分野で協力をしてくれているが、特に漁業分野
での協力が大きい。漁業調査船やラボ（衛生検
査室）の建設、分析機器の供与など日本が協力
してくれたことを挙げるときりがないが、モー
リタニア漁業がここまで発展できたのは日本の
援助のおかげである。我が国政府が重きを置い
ているのは人材育成である。我が省は現在、
2017年度にも財団がプロジェクトを実施したブ
ラワッカ職業訓練センターに資源（人材と予
算）を重点的に配分している。同センターが実
施していることはプライオリティが高い。我々
は漁業分野での人材育成を重視しており、財団
に対しては引き続き同センターへの協力をいた
だきたいと願っている。皆さんの支援が必要で
あり、どうか今後も我々に寄り添っていただき
たい。」と述べていた。

　訪問中はモーリタニアの暮らしに触れる機会
にも恵まれた。例えば、会議の度にミント
ティーをいただいたのだが、これが忘れられな
いほどの甘さであった。ミントティーは人々の
生活に欠かせないもので、プロジェクト関係者
から聞いた話では、モーリタニアの砂漠の民は
昔から、砂漠で星を見上げながらミントティー
を飲み、悠久の時の流れの中にいる自分を感じ
るのだそうだ。

　修復PJの施設引き渡し後にはモーリタニア
側関係者宅に招かれ、ラクダ肉や「チュブゼ
ン」と呼ばれる魚の炊き込みご飯などをご馳走
になった。サハラ砂漠の交易の繁栄により培わ
れたモーリタニア料理は、クスクス（粒状のパ
スタ）やラクダ肉、ヤギ肉などで有名である。
同国海域は好漁場として知られているが、魚介
類は主要輸出産品であり、また遊牧民には馴染
みがなかったため、伝統的には魚を食べる習慣
がなかった。魚食の文化が根付くには随分と時
間がかかったそうであるが、今では沿岸部のレ
ストラン等で普通に食べられるようになってお
り、これは南部のセネガル料理の影響やモーリ
タニア政府の努力によるものといわれている。
豊かな食文化に舌鼓を打ち、心のこもったもて
なしを受け、修復PJへの期待と親日的な雰囲
気を感じることができた。

ヌアクショットの魚市場（日本のODAで建設）

ご馳走の数々（右上がチュブゼン）

 プロジェクト報告
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４．修復PJの今後
　モーリタニアで水産業が重視されてきたのは、
国家経済を牽引する外貨獲得産業であるからだ。
しかし、国民が食料としての水産物にあまり関
心を持たなかったため沿岸漁業を管理する行政
の能力は十分には発達せず、沿岸漁場は主に近
隣国の漁業者によって利用されてきた。近年、
モーリタニア政府は沿岸水産資源が国益に貢献
してこなかったことを問題視し、水産資源を食
料資源の観点から国家財産として認識するよう
になってきている。また、モーリタニア政府は、
「持続可能な水産開発戦略2015-2019」と題した
マスタープランにおいて、貧困対策や雇用に関
する社会問題に対して水産開発のアプローチか
ら取り組むと同時に、水産資源の持続的利用を
実現するためのブルー・エコノミー政策の推進
を強調している。

　水産物に対する国内需要は年々高まっており、
国内魚類供給公社（SNDP）統計によると、
2014年の 3 ,503トンから2016年の 7 ,850トンと、
水産物の国内消費は都市部を中心に飛躍的に増
加している。水産物の国内需要は今後も高まる
ことが見込まれ、モーリタニア人漁業者の育成
が急務となっていることを考えれば、修復PJ
が同国水産業に果たす今後の役割は大きいもの
と考えられる。

５．終わりに
　モーリタニアと財団の協力関係は30年以上続
いており、その中で財団は漁業振興に関する技
術協力プロジェクトや研修生の受け入れを行っ
てきた。このような良好な関係が継続している
ことから、今回の修復PJにおいてもモーリタ
ニア側の協力体制は素晴らしく、技術移転が順
調に進んだ。今後は、モーリタニア側の努力に
より修復PJによりもたらされた効果が継続し
ていくことが期待される。最後になるが、円滑
なプロジェクト実施に関し、モーリタニア側、
日本側のすべての関係者の皆様に対して、改め
て感謝申し上げる。

ヌアクショットの浜辺

荷を運ぶラクダ
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マダガスカル共和国　拠点機能回復等推進事業
 合意覚書オンライン締結

事 業 部 調 査 役　和久　将之

　2020年 9 月 2 日、海外漁業協力財団（以下
「財団」という。）はマダガスカル共和国（以下
「マダガスカル」という。）政府と代表者会談を
行い、2020年度拠点機能回復等推進事業「トア
マシナ零細漁業開発のための製氷・水揚げ施設
修復プロジェクト」（以下「施設修復PJ」とい
う。）の合意覚書をオンラインにて締結した。
財団としてオンラインで合意覚書を締結した初
めてのケースであり、誌面を借りて一連の経過
を報告したい。

１. 漁業におけるマダガスカルと我が国の関係

　マダガスカルは、我が国の遠洋まぐろはえ縄
船にとって西インド洋の重要な漁場である。
1998年の民間入漁協定締結以来、2003年から
2005年の一時期を除いて入漁は継続されており、
ミナミマグロの操業船にとって、ミナミマグロ
漁期外のキハダ・メバチ操業海域として安定的
に入漁が確保されている数少ない漁場の一つと
なっている。

　マダガスカルにおける財団の漁業協力の歴史
は古く、1987年から研修生の受け入れや技術協
力等を行ってきた。近年ではトアマシナ（旧称
タマタブ）でのプロジェクトに加え、2008年度
と2014年度に同国北西部のマジュンガで製氷・
冷蔵施設の修理修復及び関連技術移転のプロ
ジェクトを行っており、財団として両国間の良
好な関係の維持・発展の一助となるべく努めて
きた。

２. 施設修復PJ締結の経緯

　財団は2016年度にトアマシナのタザラ船主組
合水産施設に太陽光発電システムを設置し、太
陽光発電による製氷設備や保冷庫・冷凍庫の稼
働を可能にした（同プロジェクト報告は本誌第
78号に掲載。）。しかしながら、2018年 1 月にト
アマシナ沖で大型サイクロン「アヴァ（AVA）」
が発生。同システムのソーラーパネル部分が飛
散してしまい、稼働が困難となった。モザン
ビーク海峡側に比べサイクロンの発生が少ない
といわれるトアマシナ沖であるが、「アヴァ」
はパネル部分の耐風基準である風速60m/sを上

マダガスカル共和国地図　（外務省HPを加工）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/madagascar/index.html

被害を受けたソーラーパネル
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回る非常に強い勢力で同国東部を襲った。風速
60m/sのサイクロンは、マダガスカルでも40～
50年に一度あるかないかの規模であるといわれ
ている。
　この事態を受け、2020年 7 月13日付けでマダ
ガスカル農業畜産漁業省ティラヒー次官より同
施設の修理修復を要請する書簡が届いた。財団
は本要請に応え、同年 7月27日から 8月24日に
わたり施設修復PJの形成調査を実施した。そ
の結果、太陽光発電設備の修理修復及び関連施
設の整備により、タザラ船主組合水産施設の機
能回復に協力するとともに同施設のさらなる有
効活用を目指すこととした。形成調査に基づき
財団が提案した施設修復PJの実施計画及び合
意覚書案にマダガスカル農業畜産漁業省が同意
したことを受け、同次官と財団竹中理事長との
代表者会談及び同次官による合意覚書への署名
が実現した。

３. 施設修復PJの内容と目的

　合意された施設修復PJの内容は以下のとお
りである。
①　太陽光発電設備の修理修復
②　組合水産施設屋根部の修繕（雨漏り対策）
③　漁具倉庫の整備（老朽化している既存倉庫
を漁具置き場として整備）
④　組合水産施設担当者への技術指導（太陽光
発電設備の保守管理指導）

　停電が頻発するトアマシナでは、通常電源だ
けでは製氷機を安定的に稼働させることができ
ない。2016年度のプロジェクトで太陽光を利用
した製氷設備や保冷庫・冷凍庫を導入したこと
により、タザラ船主組合水産施設における漁獲
物の鮮度保持が改善され、魚価が安定するとと
もに衛生管理された鮮魚の供給が可能となって
いた。また、同施設は氷販売代金を運営管理費
の主な財源としており、太陽光発電によって停
電に影響されない氷生産が実現したことは、施

設の健全な運営管理にも寄与していた。
　ソーラーパネルの再設置と関連設備の修理修
復を行うことで同施設をサイクロン「アヴァ」
以前の状態に回復させ、零細漁業者によるさら
なる有効活用を促進することが施設修復PJの
目的である。

４. 合意覚書締結

　新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況下、
2020年度施設修復PJの合意覚書締結はオンラ
インで実施することとなった。会談はマダガス
カル側及び財団の出席者紹介から始まり、竹中
理事長及びティラヒー次官からの挨拶へと続い
た。
　竹中理事長は、「本会談が時流に鑑みてオン
ラインの開催となったことをご容赦いただきた
い。」と前置きした上で、漁業におけるマダガ
スカルと我が国のパートナーシップの重要性及
び財団の同国における協力事業の歴史に言及し
た。そして「サイクロンによって被災したタザ
ラ船主組合水産施設が施設修復PJによって再
興し、沿岸漁業の振興に寄与するとともに、我
が国と同国の友好的な関係がさらに深まること
を期待する。」と述べた。
　ラナリベル農業畜産漁業大臣の代理として出
席したティラヒー次官は「これまでの財団の各
種協力事業はマダガスカル漁業の発展に大きく
貢献しており、施設修復PJによってトアマシ

太陽光発電を導入した水産施設（被災前）
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ナ周辺漁業者にも活気が戻るだろう。」と述べ、
迅速なプロジェクトの実施に尽力した大和専門
家（次項参照）を始めとする関係者に対して感
謝の意を表した。なお、会談では緊張で言葉が
飛んでしまったとのことであったが、事前の打
ち合わせでは「新型コロナウイルス感染症の影
響で世界各国がマダガスカルへの技術協力を見
合わせている大変な状況の中、技術協力を実施
してくれる財団に大変感謝している。」という
言葉も聞かれた。

　竹中理事長は2017年に同施設の引渡式に出席
しており、マダガスカル側出席者には当時の懐
かしい顔ぶれも見られ、会談は終始和やかな雰
囲気に包まれていた。マダガスカルと我が国の
漁業分野における良好な関係の維持・発展及び

その重要性が再確認され、最後にティラヒー次
官が合意覚書に署名すると、ウェブカメラに歩
み寄って署名箇所を示し、双方から拍手が起こ
る中で会談及び合意覚書の締結が事実上終了し
た。

５. 新型コロナウイルス感染症の影響

　新型コロナウイルス感染症の影響で日本から
事業の形成調査団を派遣できない状況下、形成
調査や合意覚書締結までの調整業務は、財団の
アフリカにおける協力事業に長年携わり、現在
トアマシナに在住している大和専門家に依頼し
た。ティラヒー次官の謝辞にもあったとおり、
様々な制限が課される中、迅速な調査及びプロ
ジェクト立案を行うことができたのは、マダガ
スカル側実務担当者と大和専門家を含む財団側
が一丸となって尽力した結果だといえる。

　本会談は日本とアフリカをオンラインで繋い
だ代表者会談として、財団にとって初めての試
みとなった。途中、通信事情やビデオ機材の調
整で画面が止まったり音声が聞き取れないと
いったこともあったが、そういったハプニング
が逆に双方の場を和ませた。
　合意覚書締結を受けプロジェクトは実行に移
されたが、本原稿が完成した2020年10月末の時
点でも、依然として新型コロナウイルス感染症
に収束の気配は見られない。マダガスカル政府

サイクロン被災後の水産施設周辺の様子

マダガスカル側出席者
前列向かって左側から、タンテリー漁業開発局零細漁業・遊
漁開発支援部長、エイティエンナ水産・養殖局長、ティラヒ
ー次官、ティアナ水産局長、ボネファスタザラ水産支局長

署名を見守る財団側出席者
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及び実務担当者、そして現地在住の大和専門家
と緊密な連携をとりながら、引き続き十分な対
策を講じつつプロジェクトを実施していく必要
がある。また、今回の施設修復PJで得られた
ノウハウを活かし、財団の事業全般においても、
コロナ禍における確実な事業実施が推進できる
よう一層努力していく所存である。

トアマシナの漁港

トアマシナの漁港で揚がった魚
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1. はじめに

私は、2020 年 2 月 1
日付けで財団に採用され、
事業部開発協力課に配属
された。本稿では、自己
紹介を兼ねて、財団に採
用されるまでの経歴と、
財団事業に携わる上での
抱負について述べる。

2．経歴

私は、大学では教育学を専攻し、在学時は高
校の教員（英語科及び社会科）になることを志
望していたが、あまりの英語の拙さから語学能
力の向上を目指し、2004 年 4 月から英国西部
に位置するウェールズにて、社会福祉ボラン
ティアとして主に学習障害を抱える若者の自立
支援事業に 1 年半ほど関わった。
しかし、英国滞在中の 2004 年末にスマトラ

島沖大地震による大津波が発生し、報道により
現地の悲惨な状況を目の当たりにして、心の変
化が起こった。被災地支援のためのチャリ
ティーボランティア活動に関与するうちに、新
興国を支援する仕事に携わりたいと思うように
なった。
英国から帰国すると、我が国の政府開発援助

（ODA）の調達監理を行う公益法人に採用され、
外務省と国際協力機構（以下「JICA」という。）
が実施する無償資金及び有償資金協力（円借款）
の調達・契約監理業務に 10 年ほど関わった。
分厚い入札図書や契約書を読みながら、襲って
くる眠気と格闘する日々であったが、JICA 本
部に出向する機会もあり、円借款の調達ガイド
ラインや標準入札・契約図書の改定作業にも関

わる機会を得た。

JICA の無償資金協力では、エチオピア連邦
民主共和国（以下「エチオピア」という。）北
部の商業都市バハルダールに 2011 年 9 月から
1 年半ほど駐在し、北部アムハラ州における
小中学校建設プロジェクトの調達監理を担当し
た。

現地では、日本人は私を含め 2 名、現地ス
タッフ 2 名、合計４名の小さなプロジェクト
事務所を構え、アムハラ州教育局、現地の設計、

国際協力事業分野での経験と今後の抱負
開 発 協 力 課　竹田　竜司　　

エチオピア周辺地図
（University of Texas Librariesを加工）
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/africa.html

学校の銘板

 新入職員紹介
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施工会社との業務調整に格闘する日々を重ねた。
幾分工期は遅れたものの、 8 校の校舎を教育
局に引き渡すことができた。

帰任後は、ネパール連邦民主共和国における
橋梁及びモザンビーク共和国における学校建設
の無償資金協力事業に関する調達監理を国内で
担当したが、その後 2013 年から 2015 年までの
約 2 年間、国連開発計画（UNDP）イラク事
務所に出向し、イラク共和国（以下「イラク」
という。）北部のクルド人自治区において、円
借款による電力復興プロジェクトに携わった。

このプロジェクトは、我が国の ODA で整備
された変電所や送電線網がサダム・フセイン大
統領の時代に勃発した湾岸戦争とその後のイラ
ク戦争で疲弊したため、UNDP を通してこれ
らの施設のリハビリを行うもので、私はこれに

伴う資機材の調達及び契約監理を担当した。現
地ではクルド人自治区電力省内に事務所を置き、
スリランカ人の上司を筆頭に、アイルランド人、
オーストラリア人、ボスニア人といった多国籍
の同僚と一緒に、近隣のトルコ共和国、レバノ
ン共和国の施工会社とのやり取りを続ける毎日
であった。イラク国内でも北部は特にイスラム
色の強い環境で、何事も「InshAllah：インシャー
ラ」i で思うようにプロジェクトが進まない。特
に、夏は日中の気温が 50 度近くに達する日も
あるが、電力事情が悪く停電が頻発するため、
なかなか仕事に集中できない日が続いた。

そのような中、隣国シリア・アラブ共和国の
内戦の間隙をついて同国で勢力を伸ばしていた
イスラム国（IS）が、2014 年 7 月にイラク西
部を占拠、その後も東進し、駐在先のエルビル
から 70㎞地点にまで迫ってきた。この時点で
アメリカ合衆国（当時はオバマ政権）が IS に
対して空爆を開始し、エルビルに駐在する外国
人が取り残される危険性が生じたため、我々も
近隣のヨルダン・ハシェミット王国（ヨルダン）
まで一時退避することとなった。同僚のクルド
人スタッフがアンマンにアパートを保有してお
り、彼の好意でそこに 3 週間ほど滞在したが、
幸いにも IS の侵攻が止まったため、再びエル
ビルに戻ることができた。その後もクルド人自

i　アラビア語で「全てはアッラーの思し召しのまま」の意

イラク周辺地図

変電所引渡式の様子

我が国の援助で完成した小学校校舎と生徒たち

新入職員紹介
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治区内では何度か IS 関連のテロが発生したも
のの、プロジェクトをどうにか完了し、カウン
ターパートであるクルド人自治区電力省に無事
に引き渡すことができた。
その後、学んだ知識を活かせる機会を求めて、

一般財団法人ササカワ・アフリカ財団に転職し、
アフリカでの農業支援におけるプロジェクトの
財務経理業務に 4 年ほど関わった。同財団は、
1980 年代のエチオピアでの大飢饉発生当時か
ら 30 年にわたり、アフリカで農業分野におけ
る支援を行っており、現在はエチオピア、ウガ
ンダ共和国（以下「ウガンダ」という。）、マリ
共和国、ナイジェリア連邦共和国の 4 か国で
主に農業バリューチェーンに沿った零細農家の
支援を実施している。私は主にエチオピアとウ
ガンダでの事業を担当した。残念ながら事業は
縮小されてしまったが、事業運営がほぼ現地の
スタッフに任されていたため意思決定が迅速で、
小さい組織ながら全体の予算管理や経理・決算
業務に関わることができ、よい経験となった。

余談ではあるが、滞在経験のあるエチオピア
は内陸国、イラクもクルド人自治区は内陸に位
置するため水産・漁業とは縁が薄いが、それで
も魚に触れる機会はあった。エチオピアでの駐
在先バハルダールは、青ナイルの源流で同国最
大の淡水湖であるタナ湖を有し、主にナイル
パーチとティラピアが捕れる。

湖辺の露店やレストランではティラピアのフ
ライやカツレツが売られており、ライムを搾り
日本から持参した醤油を垂らして食べると非常
に美味であった。

また、イラクでは古代メソポタミア文明の時
代より、ティグリス・ユーフラテス川で捕れる
鯉を捌いて丸焼きにしたマスグーフという料理
があり、クルド人自治区でもよく食される。こ
ちらも醤油を垂らすと味はホッケにそっくりで、
ご飯とも非常に相性が良い。日本でも地域に
よっては鯉を食する文化があるので、ホッケの
漁獲高が減少する中、マスグーフ導入検討の余
地もあると思う。

３．財団での業務と今後の抱負

私は 2020 年 4 月より、事業部開発協力課で
アフリカのタンザニア連合共和国（以下「タン
ザニア」という。）とサントメ・プリンシペ民
主共和国（以下「サントメ・プリンシペ」とい
う。）における事業を担当している。タンザニ
アでは水産技術普及推進事業と持続的海洋水産
資源利用体制確立事業、サントメ・プリンシペ
では持続的海洋水産資源利用体制確立事業の担
当窓口となった。入団して早々、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受け、事前調査のた
めの現地出張もできずなかなか思うように物事
が進まない中、先輩方のご指導を頂きつつ、事

ティラピアを揚げる様子

ササカワ・アフリカ財団勤務時のウガンダ出張写真
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業が前進できるよう工夫をしながら国内での作
業を進めている。
また、過去には水産・漁業分野の事業に関わ

る機会がなかったため、頂いた書籍や関連書類、
また新人研修を有効に活用し、一から勉強に励
みながら、日々新鮮な刺激を受けている。
ODA を通して新興国の支援事業に関わって

きたことから、海外の地域における水産業の開
発、振興及び国際的な資源管理に資する海外漁
業協力を行うことで、我が国海外漁場を確保し、
我が国への水産物の安定供給確保に貢献する、
という財団の設立目的を果たすため、今までの
経験の中で何かしら活かせる知識があると考え
ている。一日も早く財団業務に慣れ、戦力とな
れるように邁進していきたい。
　　　

鯉の丸焼き料理　マスグーフ
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1. はじめに

私は、2020 年 2 月 1 日付けで財団に採用
され、事業部交流促進課に配属された。大学で
国際経済学を学び、卒業後は都内の新聞社で広
告編集・営業に携わった。その後、独立行政法
人国際協力機構（以下「JICA」という。）が実
施する青年海外協力隊（以下「協力隊」という。）
に参加し、2017 年 3 月から 2019 年 3 月まで
コミュニティ開発隊員としてバヌアツ共和国
（以下「バヌアツ」という。）に派遣された。本
稿では、配属先のバヌアツ水産局にて経験した
ことやバヌアツの漁業事情について紹介する。

2．バヌアツでの協力隊活動について

協力隊ではバヌア
ツ第二の都市ルーガ
ンビル市を有するサ
ンマ州エスピリトゥ
サント島（以下「サ
ント島」という。）の
水産局州オフィスに
て活動を行った。
活動目的は、市内

の魚市場の管理、管轄区域内の漁業協同組合の
支援、沿岸部の村落での現金収入源の提案で
あった。
配属先は慢性的な人手不足に悩まされており、

担当外ではあっても養殖部門が池を掘りに行く
といえばスコップを持ち、造船部門から声が掛
かれば完成した船を担ぎに港へ向かい、来客が
あれば伝統飲料であるカヴァを絞るという 2
年間を過ごした。
人手不足という根幹的な問題は私の活動にも

強く影響した。活動を共にする開発支援オフィ
サーが日々の業務対応で多忙を極めていたこと
から、私には、経理関係にまで及ぶ彼の業務全
般を支援するよう求められたのだ。しかし、配
属先はこのような問題を抱えてはいたものの、
悪い面ばかりではなかった。このような各州の
開発支援オフィサーは海外での研修経験が豊富
で、特に JICA が実施中の技術支援プロジェク
ト「豊かな前浜プロジェクト（フェーズ１ ～
３）i」に何らかの形で長年携わっていること
から「コミュニティを主体とする沿岸資源管理

i　 バヌアツ共和国においてJICAが2006年から実施しているプ
ロジェクトで、2017年 3 月から2021年 2 月まではフェーズ３。
減少傾向にある沿岸資源を住民が主体的に管理するための支
援を行う。

バヌアツ共和国での２年間を活かして
交 流 促 進 課 　杉山　諒　　
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（CB-CRM）ii」や我が国が行う水産支援事業へ
の理解が深かった。

活動の一例として、沿岸漁村での食品加工の
普及活動について述べる。
日本のプロジェクトや過去の協力隊員の活動

を通じ、燻製・さつま揚げ等の食品加工に興味
を持った関係者が多くいたため、活動に対する
水産局の理解は得られやすかった。また、プロ
ジェクトに携わっている JICA 専門家から様々
な助言や協力を頂けたことから、活動を行う上
での周辺環境としては大変恵まれていた。
そこで、普及活動を進めるにあたり、水産局

に隣接する海洋技術学校にて食品加工を独学で
研究していた地元の信頼の厚いベテラン講師に
参加を呼びかけた。この講師が参加したことか
ら、当初はこの活動に対してあまり積極的では
なかった村落住民達の活動への受け取り方がガ
ラリと変わった。私が日本の事例を紹介すると、
彼はその事例を十分に理解するとともにこれま
での知識と経験を加味したバヌアツに適した調
理法を提案し、これに村落住民が意見を出して
試作品を作成するという流れが確立された。

例えば、ある漁村で開催されたワークショッ
プでは、先代の協力隊員によって紹介されたさ
つま揚げの材料に、住民のアイデアとしてココ
ナッツミルクとライムの絞り汁を加えて調理し

ii　 「Community-Based Coastal Resources Management」 沿
岸資源保護を進めるため、資源管理と住民の生計向上を同時
に進めるアプローチ手法。

た。すると、この工夫によって魚の臭みが抜け、
独特の甘みと爽やかな風味が特徴的な南国風の
一品に進化した。このように地元で親しまれて
いる味付けに近づけることで、漁村内の主婦の
間でもこの南国風さつま揚げが広く知れ渡った。
漁村はリゾートビーチの傍にあったため、伝統
料理と合わせてワンプレートにし、「この村の
料理」として販売し、外国人観光客にも好評を
得ていた。
ワークショップの回数を重ねる毎に講師や住

民から挙げられるアイデアや工夫は増え、彼ら
独自でサメ肉を利用した食品加工に挑戦するな
ど順調な活動が続いた。当時の副首相と担当大
臣が水産局を訪れた際には活動紹介の一環とし
てこれらの試食会を開き、高い評価を得た。

３．バヌアツの漁業について

バヌアツは 83 の島から成り立ち、その半数
が起伏にとんだ火山島となっている。

空港等がある大きな島の中心部近郊の漁業者
は船外機付きボートを用い、飲食店やホテルで
の需要が高いオナガダイやハチジョウアカムツ、
スジアラなど通称「ボトムフィッシュ」をター
ゲットに、現金収入を得るために漁業を行って
いた。
一方で、島の中心部から離れた地方や離島の

漁業者は、伝統的なカヌーと網を用い沿岸の狭

燻製イカを試作する海洋技術学校の講師達

エスピリトゥサント島の魚市場にて
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い範囲で日々の食料を得るために漁業を行って
おり、彼らが漁獲する小型魚は「リーフフッ
シュ」と総称されていた。

サント島の魚市場ではオナガダイ等のボトム
フィッシュが 1 kg あたり 700 円～ 900 円で取
引される中、リーフフィッシュは 500 円～ 600
円で買える庶民の味方として親しまれてきた。
問題は、夏季になるとリーフフィッシュはシガ
トキシン iii による毒化が顕著になることであり、
私の派遣中にも集団食中毒のような事件が起き
た。このようなときは、疑わしき漁場を水産局
が一時閉鎖する等の措置を行うのだが、閉鎖を
解除した後もリスク回避の観点からか、リーフ
フィッシュ全体の需要は低下した。
バヌアツの漁業全体の課題としてはボトム

フィッシュの乱獲が続いていることの方が深刻
であった。魚市場の漁獲データを見ても、漁業
者への聞き取りをしても、「水揚げされるサイ
ズが小さくなった。」、「釣れない日が増えた。」
など資源悪化の兆候が散見された。上記のシガ
トキシンによる毒化の影響もあり、リーフ
フィッシュを避けてボトムフィッシュを選ぶ飲
食店が多く、ボトムフィッシュの価格が高騰し
ても根強い需要があることも乱獲の一因である
かもしれない。

iii　シガテラ食中毒の原因物質のひとつ。海草などに付着する
渦鞭毛藻（うずべんもうそう）と呼ばれる微細藻の一種が産
生する化合物であり、その微細藻を魚介類が食べ、魚の毒化
が起こる。

カヌーと網で獲るリーフフィッシュとは違い
燃料費や餌代がかかるため、ボトムフィッシュ
を扱う漁業者には経営管理や相場を見る能力が
求められる。以前は 1 人で操業していた漁業
者も多かったが、複数の船を持ち出荷や金銭管
理を行うオーナー（または島の有力者）とその
船を借りて操業する漁業者のように役割分担が
進むなど就業構造にも変化が進みつつある。
乱獲対策としては禁漁区等の設定が有効であ

るが、部族国家であるバヌアツにおいて中央政
府や自治体が一方的にルールを押し付けること
は不可能である。あくまでその地域の首長など
の地域有力者や新興のボートオーナーの理解と
協力が必要で、関係者間で幾度も協議を重ねる
等大変な労力を要する。さらには村落間の力関
係や歴史的背景を踏まえたうえで、漁業者の利
益にも配慮する必要がある。

2 年間の活動を通してみれば、乱獲対応に
ついてはワークショップの開催地をどこにする
かから考えなければならなような難しさもあっ
たが、関係者とのやり取りを通じて人間関係が
生まれ、相手の立場を踏まえたアプローチの仕
方を研究するなど自分自身大変勉強にもなった。
現在では海外ドナーの支援の下、水産局が各地
のステークホルダーを集め、国内の資源管理の
成功例を共有したり、実際に上手く資源管理を
行っている地域に彼らを連れて行き見学会を催
して管理の有益性を伝える取り組みを進めてい
る。このように地域間の協力と自主性を重んじ
た姿勢で乱獲を減らし、持続的な水産資源の利
用を実現することを目指しており、その働きか
けに応える地域も着実に増えつつある。

４．今後のバヌアツの展望と私自身について

バヌアツは漁業以外にもチョコレートやコー
ヒー、牛肉、カヴァなどの輸出産業も有してい
るが、基幹産業は観光である。しかしながら、
今年に入り新型コロナウィルス感染症の世界的
流行を受け、防疫のために国境を閉鎖した。こ

砂浜で保護されたウミガメと遊ぶ子供達
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のため観光業が打撃を受け、新たな国の行く末
を模索している。加えて、2020 年 4 月には強
力なサイクロン「ハロルド（HAROLD）」がバ
ヌアツを襲い、私の派遣されていたサンマ州で
は住民の 90% が住居の全損もしくは一部損壊
の被害を受けたといわれている。海外から物資
や人材を受け入れることも困難である。しかし、
徐々にではあるが、住民が主体となって復興を
進めている。国連大学の 2016 年調査では、バ
ヌアツは世界で一番自然災害リスクの高い国と
報告されている。サイクロンに加え、地震や火

山の噴火、海面上昇への対応と共生が今後も求
められるだろう。
私は協力隊として 2 年間のバヌアツ派遣後、

財団で働くご縁を頂いた。財団の職員として
日々の業務に勤しんでいる。特に、自分が担当
をしている研修事業を通じて、世界各国の水産
を支える方々と我が国の水産業界を繋げる一翼
を担いたいと願っている。復興に向けて動き出
しているバヌアツの友人に負けないように頑
張っていきたい。

完成した木造船で（配属先の同僚と）
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専門家派遣（長期派遣・2020年 7 月31日現在）

地　　域 国　名・機　関 担　当　業　務 氏　　名

太　平　洋

キリバス

持続的利用の助言

左近充　浩一

ソロモン 小松　徹

ソロモン（FFA） まぐろ産業振興の助言 川本　太郎

ツバル

持続的利用の助言

持田　貴雄

ナウル

パプアニューギニア 五十嵐　誠

パラオ

與世田　兼三

シャコガイ養殖指導 曽根　重昭

フィジー 巡回普及指導 畑野　実

マーシャル 持続的利用の助言 野原　稔和

ミクロネシア 巡回普及指導 原　由郎

ア フ リ カ

カメルーン

持続的利用の助言

小木曽　盾春

タンザニア 長谷　宏司

モロッコ（ATLAFCO） 石川　淳司

主な動き

� 主な動き
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無償資金協力

web会議及び打合せ

国　　名 事　　業　　名 所　　属 氏　名 月　日

パラオ共和国 令和２年度地域水産開
発調査事業のうち地域
漁業課題抽出事業

一般社団法人マリノフォーラム21
ＯＡＦＩＣ株式会社

嵯峨 篤司
石谷 論

6月11日
（web会議）i 

ニカラグア
共和国

平成３１年度地域水産
開発調査事業のうち地
域漁業課題抽出事業

水産庁
一般社団法人マリノフォーラム21
　　　　　　　〃
株式会社国際水産技術開発

坂本 孝明
嵯峨 篤司
佐原 良祐
濱満 靖

7月9日
（在京大使館訪問）

漁業交渉・国際会議（プレスリリース）

　発 表 日 タ イ ト ル

2020/ 6 /19 「日ロさけ・ます漁業交渉」の結果について

i　本web会議はパラオ海洋資源局及び財団会議室を主会場として実施され、財団からも会議に参加した。

　
外務省のホームページに「国別約束情報」が掲載されています。

　URL（アドレス）は http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/index.html です。
“ODA 国別・地域別データ ▷ 国別約束 交換公文（E/N）データ”

　　水産庁のホームページに「報道発表資料」が掲載されています。
　　URL（アドレス）は http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/ です。

政府ベースの漁業協力

政府ベースの漁業協力
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◎貸付制度について◎貸付制度について
　財団は、我が国漁業者等が海外の地域で、沿岸漁業等の
開発振興、国際的な資源管理の推進、現地合弁法人の設立
等の海外漁業協力事業を行う場合、これらの漁業者等に対
してその事業に必要な資金について融資を行っています。
貸付対象、資金の種類等は次のとおりです。

１．貸付対象となる事業
　実施する海外漁業協力事業が次に該当することが必要です
　（1） 我が国海外漁場の確保との関係において行われるも

のであること
　（2）我が国への水産物の安定供給との関連において行わ

れるものであること
　（3）我が国政府の支持のもとに行われるものであること
　（4）水産関係団体の支持態勢がととのっていること

２．貸付対象者
　本邦法人、本邦人、本邦法人等の出資に係る現地法人、国際機関

３．資金の種類等
　（1）無利子融資［手数料 年0.5％以内、償還期限 30年以内
　　 （うち据置期間５年以内）］

　　①　 海外の地域の沿岸漁業開発及び国際的な資源管理
の推進等に寄与するための協力事業で、

　　　（ｱ） 海外の地域の政府、現地法人等に施設等を譲渡
するために必要な資金

　　　（ｲ） 海外の地域で行う事業に必要な資金で、相手国
政府、現地法人等に貸付けるために必要な資金

　　　（ｳ） 海外の地域で行う開発可能性調査その他の技術
協力に必要な資金

　　　（ｴ）入漁との関連で相手国に支払う漁業協力金等

　　② 　現地法人の設立等海外投資により行う事業で、そ
の効果が主として周辺の住民生活向上に寄与すると
認められる事業に必要な資金等

　（2 ）低利融資［利率は市場実勢に応じて、円貨の場合は
年0.6％以上、外貨（米ドル）の場合は 年2.0％以上、
償還期限20年以内（うち据置期間５年以内）］

　　 　海外の地域において現地法人等の設立等海外投資に
より行う協力事業で、

　　① 　現地法人等に出資し、又はその株式を取得するた
めに必要な資金

　　② 　本邦法人等の出資に係る現地法人等に貸付けるた
めに必要な資金で、設備資金その他長期資金に充て
られるもの

　　③ 　本邦法人等の出資に係る現地法人等に出資しよう
とする海外の地域の政府、現地法人等に対して、こ
れに要する資金を貸付け又は施設等を譲渡するため
に必要な資金等

４．融資割合
　 　原則として海外漁業協力事業の実施のために必要な資

金の70％相当額

５．担保・保証
　　ご相談のうえ決定します

　　　　公益財団法人 海外漁業協力財団 融資部 融資課
　　  　　　　 電話：03-6895-5382　 Fax：03-6895-5388
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大砲と銃の両方を用いた祝砲が行われる様子。銃は、列の端から次々と数秒間隔で撃たれ、迫力満点である。
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