
日本ラテンアメリカ学会第 40回定期大会 

 1 

なぜ JICA プロジェクトを⾏うのか-持続可能な⽀援の形を求めてエクアドル、カヤンベ市
の学校給⾷の定着化に取り組む 
                       特定⾮営利活動法⼈エクアドルの⼦どものための友⼈の会          
                       Sociedad de amigo del Niño Ecuatoriano (SANE) 
                       杉⽥優⼦ 
  
はじめに 
 2015 年の国連総会において、持続可能な開発⽬標（SDGs）が設定された。⽬標の達成
には、経済、社会、環境のバランスのとれた⼈間中⼼の開発アプローチが求められ、そこ
では NGO/市⺠社会が重要な役割を果たすとされている。国際協⼒の現場において求めら
れてきたのは、当事者主体の持続可能な開発⽬標に向けた事業を、持続可能な⽅法で⾏う
ことである。⼀⽅で、1990 年代前後に⽣まれた⽇本の多くの NGO は、約 30 年を経た今
存続の危機にあると⾔われている。⽪⾁なことに NGO ⾃体が持続可能性を問われている。 
  報告者は NPO 法⼈エクアドルの⼦どものための友⼈の会(SANE)の代表理事であり、
2019 年 3 ⽉から始まった JICA 草の根技術⽀援事業の「エクアドル共和国ピチンチャ県カ
ヤンベ市の学校菜園と学校給⾷の実施を通した⼦ども達の学校⽣活改善プロジェクト」の
プロジェクトマネージャーを務めている。SANE は 1989 年よりカヤンベ市において学校
施設の建設や修理を⾏い、2003 年より学校菜園事業を始めた。この事業は当初伝統種⼦
の保存を⽬的として始められたが、実際に始めてみると⼦ども達の学校での⾷事に貢献す
ることの⽅が喫緊の課題だとわかってきた。⼦ども達は学校でお腹をすかせていたのであ
る。ところが、政府は 2009 年にそれまで不⼗分ながらも実施してきた⼿作り給⾷を廃⽌
し、朝⾷として⼯場製品のシリアルバーとポタージュの粉を配布し始め、⼦ども達は空腹
と栄養不⾜の不安をこれまで以上に抱えるようになった。この状況に対して SANE は本事
業を⾏うことを決定した。これは各学校の事情に応じた形で教師と保護者の⼒で⼿作り給
⾷を復活させるというものである。学校給⾷の安定化には地元⾏政の参加が必要であり、
SANE が独⾃に取り組むのだけでは不可能である。両国政府の協⼒を得つつ、下からの改
⾰への試みを軌道に乗せる必要があった。 
 この事業は、これまで 30 年間にわたりボランティアで進めてきた SANE の経営を根本
から考え直させる結果となった。これまで 100%ボランティアを原則として活動してきた
SANE がなぜ JICA の事業でこの原則を⾒直すことにしたのか、それには⼆つの理由がある。
⼀つは JICA 事業によって⽇本⼈のより主体的な関わりが求められるようになったことで
あり、もう⼀つは SANE が事業を継続することの重要性を認識し、活動を次世代に引き継
いでいくことの意味を考えるようになったからである。しかし、それは同時にジレンマを
抱える事態を引き起こすことともなっている。現地事業の持続性と事業主体者の持続性の
両⽴の困難という、⼩規模 NGO が抱える状況について考察し、報告としたい。 
 
1. SANE について 
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  Sociedad de Amigos del Niño Ecuatoriano（エクアドルの⼦どものための友⼈の会 以
下SANE

サ  ネ

）は、1987 年にエクアドルで起きた地震への⽀援をきっかけに、1989 年に、当
時⽇本に住んでいたエクアドル⼈ホセ・アルメイダの呼びかけに応えた市⺠達によって、
⽇本とエクアドルでそれぞれ⽇本 SANE、エクアドル SANE として設⽴された。現在は
SANE エクアドルの後にできた Solidaridad Japonesa Ecuatoriana para la Educación（教
育のための⽇本エクアドル連帯 以下SOJAE

ソ  ハ  エ

）と共に活動している。⽇本 SANE は資⾦を
作って SOJAE に送り、エクアドル⼈の SOJAE スタッフが現地で活動している。SOJAE
の資⾦の⼤部分は SANE からの送⾦で成り⽴っているが、両組織は独⽴した別の会である。
現在 SANE は⽇本においては NPO 法⼈であり、SOJAE はエクアドル政府に認められた組
織（Fundación）である。現地で実際に事業に携わる担当者や技術者以外は、⽇本でもエ
クアドルでも無償ボランティアの会で成り⽴っている会であり、創設当初より開発の専⾨
家はいない。 
 現地活動の内容は主として中⾼⽣への奨学⾦⽀援事業（現在 35 名）と、学校を舞台と
した教育環境改善事業である。⽇本⼈が中⼼となって⽇本で会費や寄付、助成⾦などを得
て現地に送り、現地ではエクアドル⼈が中⼼となって活動している。30 年間の活動を通し
て奨学⾦⽀援事業は⼤きな変化なく継続してきた。毎⽉の講座や学習⽀援、⽣活⽀援、
SANE 会員との⽂通を通じて⻑い場合は⼀⼈に 6 年をかけて育て、これまでに約 230 名の
卒業⽣を送り出している。現在元奨学⽣はそのほとんどが⼤学に進んだり就職したりして
いる。その中には医師や教師、SOJAE のスタッフとなっている元奨学⽣もいる。現在の
SOJAE は元奨学⽣達に⽀えられていると⾔っても過⾔ではない。 
 ⼀⽅、教育環境改善事業はこの 30 年間で⼤きな変化を遂げている。これを簡単にまと
めると次のようになる。 
第１期 (1989 年-1999 年) SANE エクアドル創設期、学校施設建築を中⼼とした活動 
第２期 (2000 年-2002 年) SOJAE への移⾏期、新しい事業を模索 
第３期 (2003 年-2010 年) SOJAE 安定期、学校菜園事業の質の変化 
第４期 (2011 年-2018 年) SOJAE の危機1と役割の深化、政策変更に伴う学校の変化 
第５期 (2019 年-)        新しい事業と組織の形を求めて、JICA 事業の開始 
 本報告では、主として上記の第４期、第５期におけるエクアドルの政治の変化と現地へ
の影響を背景に SANE の事業の展開、そしてこれを⽀える SANE の組織としての姿につい
て持続可能性と結びつけて述べたい。 
 
2. JICA 草の根技術⽀援事業「エクアドル共和国ピチンチャ県カヤンベ市の学校菜園 
 と学校給⾷の実施を通した⼦ども達の学校⽣活改善プロジェクト」について 
(1) カヤンベの⼦どもの栄養の状況 

                                                
1 これについては次項(2)に触れているが、コレア政権発⾜当初の市⺠組織排斥の動きによる。市⺠組織の減少 

 によってかえって役割が深化したとも⾔える。 
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 カヤンベ市は⾃給⾃⾜の⼩規模農業を営んでいる家が多かったが、90 年代を通してネギ
などの換⾦作物栽培が普及した。⼀⽅でバラ等の⼤規模⽣花農園が増え、労働⼈⼝の約９
割がこの産業に関わって少ないながらも現⾦収⼊を得るようになった。それに伴いアンデ
ス伝統農業が衰退し、栽培する作物の多様性もなくなり、農作物の安定供給は困難になっ
た。また、早朝から農園のバスに乗って両親が出かけるため⼦どもたちは放置され、⾷事
も満⾜にできていない例も出てきた。このような中、SANE は 2003 年より 13 年間に亘 
り，保護者、教師の参加を得て伝統農業の回復と、家庭で⾷事を満⾜に⾷べられない⼦ど
もたちへの⾷材の提供を⽬的に学校菜園を実施してきた。事業開始当初、学校によって給
⾷実施の状況はまちまちではあったが、⺟親がローテーションを組んで学校に来て⾷事づ
くりを担い、政府から配布された⽶、レンズ⾖、ツナ⽸に⾃分たちが⽤意したものも加え
て温かいスープやご飯を準備していた。しかし、毎年のように年度途中で予算不⾜によっ
て配給はなくなり、⼦ども達は学校で⾷事が取れなくなっていた。 
 2007 年にコレア政権になってから政府は教育を重点課題として据え、2009 年に新教
育法2を制定した。そして教育政策の１つとしてそれまで予算上の理由によって途中で中⽌
となることもあった⼿作り給⾷を廃⽌し、少ない予算で広く実施できる、栄養が添加され
たシリアルバーと粉末スープの素を 100％配給することを決定した。これがカヤンベで実
施されたのは 2011 年の学年始め（9 ⽉）からである。しかし、当初よりこの制度に対し
て「⼦どもたちが地元産の野菜や穀物を⺟親による⼿作りの給⾷で⾷べる機会が失われる」
と、地域の指導者たちの懸念は⼤きかった。私たちも 2012 年３⽉の出張時に、学校に来
た政府の役⼈に対して保護者が上記の懸念を訴えている場に遭遇しこの状況を知ることと
なった。さらに、毎⽇判で押したように同じものが配給されることもあって、⼦ども達の
多くはシリアルバーが好きではない。⾷べずに捨てたり、隠したりしてしまう⼦すら出て
きた。年上の⼦どもたちは学校に購買がある場合はお⾦を持ってきて⾷べるものを買い求
める。そして安くてお腹がいっぱいになる⽢いパンや揚げ物を買う。年少者やお⾦を持っ
てこられない⼦、購買のない学校の⼦ども達はそれすらできない。  
 2014 年 3 ⽉の出張時にはこの問題が深刻であることがわかった。⼿作り給⾷がなくな
ってしまったサンパブロウルコ村のウンベルトフィエロ校で 3 歳児から 5 歳児のクラスの
担任より「⼦どもたちが空腹に堪え兼ねて教師のバッグの中に⾷べるものがないかと探す」
という状況が話された。政府が配給している⾷物について、公表されている成分表を⾒る
と、飲み物とシリアルバーかクッキーの組み合わせで、多くても総エネルギー量は
260kcal 程度である3。政府は 3 歳、4 歳の⼦どもの学校給⾷の⼀回あたりのエネルギー量
について 313kcal が望ましいと⽰しているが、栄養必要量が⼤きい成⻑期の⼦ども達であ
ること、この地域の⼦どもの多くが１時間以上歩いて学校に来ていることや、家での⾷事

                                                
2 Ley Orgánica de Educación Intercultural （LOEI 異⽂化間教育法。以下新教育法） 
3 学校で配布されている⾷べ物の表⽰によると最もエネルギー量のあるシリアルバーが 130kcal で⽜乳 
 130kcal となっている。これは政府教育省の HP の数字とは若⼲異なっている。  
 http://educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar (2019 年 5 ⽉ 20 ⽇) 
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に多くを期待できないことを考慮すると⾮常に低いと⾔わざるを得ない。さらに、成⻑期
の⼦ども達に必要なタンパク質がほとんど含まれていないため、こうした⾷⽣活が続くと
⼦ども達が健康不良に陥る懸念はぬぐえない。政府による全国的な調査でも⼦ども達の貧
⾎が問題としてあげられ、これに対応して問題のある地域の⼦ども達に対して鉄剤を配布
したが⼀時的な対処に終わっている。 
 『世界⼦供⽩書 2016』（ユニセフ）によるとエクアドルも世界と同じく、国全体の栄
養状態は改善傾向にあるとされている。それでもなおこの事業を通して⾒えてきた、カヤ
ンベ市の⼈々が抱える健康問題は殊に深刻なものがある。⼀⽅、エクアドル全体で⾒ると、
2014 年の死亡率の第 2 位は糖尿病によるものになっている。これは貧しい⼈々が安価に
空腹を満たすために炭⽔化物や脂質を多く含む⾷品に偏った⾷事をすることが原因の⼀つ
と⾔われている4。全体的なカロリー不⾜、偏った⾷事からくる貧⾎、そして 2018 年 2 ⽉
の教師への聞き取り調査では⼦ども達が授業に集中できないなど学習に影響しているとも
思われる結果も出ていた。 
 
(2) コレア政権以降の教育現場の状況と JICA 事業の開始 
 コレア政権の時代(2007-2017 年)の前半は政府の教育改善に向けた取り組みが急激に
⾏われた。教員給与の増加の⼀⽅で、報告の義務化を始めとした管理体制の強化、外部団
体の影響の排除、教育内容の統⼀、⼩規模校の廃校・統合と⼤規模校の建設などを急激に
⾏っていった。現場は混乱した。強硬な政治のあり⽅と急激な変化に対応しきれず、教師
も保護者も何が起きているのか理解できず、また教師は不安や恐れなどにさらされて萎縮
し、起きている問題に対処する⼒を失っていた5。 
 この改⾰には、それまで異⽂化間教育をスペイン語教育と独⽴させて⾏っていた教育⾏
政を統⼀するという内容も含んでいた。これまで教育省の中には先住⺠が主体的に関わる
異⽂化間教育局があったが廃⽌された。同時に、カヤンベなどの先住⺠率の⾼い地域の教
育省の教育⻑は地元から選んでいたのが、全ての⼈事が中央で決定されるようになり、先
住⺠組織の関与が排除された。先住⺠組織と政府との間の対⽴が⼤きくなり、先住⺠組織
が弱体化し影響⼒を減少させる結果となった。こうしたことから、学校に深く関わってい
た村（comunidad）の影響⼒も弱くなっていった。この間に政府は市⺠組織にもメスを⼊
れ、予算や活動が明確でない組織は政府に吸収するか活動停⽌に追い込まれた。SOJAE に
もその⽭先は向いた6。コレア政権が新憲法を作ったことによって、先住⺠組織が⻑年保持
してきた政治空間が奪われたという CONAIE7の主張には根拠があるとベッカーは述べて

                                                
4	死亡原因 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/糖尿病の原因については SOJAE スタッフ談。 
5 教育政策の、上からの転換は、⼩規模校の統廃合や教師の資格審査、教育内容の改訂、教師の勤務内容の増 
 加など、多岐に及んだ。特に周辺地域の教師たちは、⾃分の学校がなくなるかもしれない、クビになるかも 
 しれないという不安を持ち、慣れないパソコンを使った報告書の作業に追われていた。これについては 
 2016 年にラテンアメリカ学会で筆者は報告を⾏った。 
6 SOJAE と日本人補習校は一時期存続の危機にあったが、長い交渉の末存続が可能となった。この間にカヤン  
	 ベで活動する多くの NGO は姿を消した。  
7 CONAIE: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador のこと。全国の先住⺠組織を統括 
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いる8が、教育分野についても、特に先住⺠地域の異⽂化間教育についてはこれによって
学校も地域も教育⼒を失った⾔えるであろう。 
 しかし、現地で報告者が感じたことは実はマイナスばかりではなかった。上からの改⾰
は、⻑く活動してきて初めて感じられる政府の意欲とも受け取ることができた。この過剰
な現場に対する⼲渉への前述のような負の影響は地⽅に⾏くほど⼤きかったが、当初強気
で進めていた改⾰もやがて予算が尽き、速度が落ちると共に村や先住⺠組織の状態も改善
に向かった。この間に⼦ども達のカロリー不⾜の問題や、突然の村の学校の閉鎖という問
題に対して、SOJAE スタッフのヘルマン・リコは政府の市⺠参加制度を有効に利⽤して個
⼈で村や学校の⼈々と共に政府に対して抗議活動を⾏い、⼤きな成果を上げることができ
た9。また、政府が周辺地域の⼦どもの栄養不⾜の問題を取り上げられるようになったこと
が、このようなテーマで活動している組織にとって動きやすい環境を作るようになった⾯
も出てきた。上述の通りカヤンベ市周辺地域の状況には深刻なものがあり、地元⾏政や先
住⺠組織もようやく動き始めた。 
 栄養問題は⼀朝⼀⼣に解決できるものではない。問題解決には、⼦ども達に直接⽀援で
きる学校での⾷の改善が不可⽋であり、それが持続可能でなくてはならない。これには、
保護者、教師をはじめ多くの⼈々の意識を変えることから始めなくてはならない。前述の
通りこの問題に政府、地元先住⺠組織、ユニセフも⽬を向け始めているが、現実を知るた
めの調査と改善の⼿⽴てはそう簡単ではない10。このことに専念して、より現実に沿った
調査や問題への対処ができる組織は存在しないという現実が⾒えてきた。 
 SANE はこれまでゆうちょ財団や埼⽟県国際交流基⾦等の助成を受けて学校菜園を継続
して来たが、学校や地域の現実に寄り添い、細やかな配慮の上で⾏ってきた事業を質的に
改善し、これを安定的に継続させ、経験を共有できるような仕組みを作れば学校給⾷が普
及し、継続する道を拓くことができるだろうという結論に⾄った11。これは SANE だけの
⼒では不可能である。必要なのは⾏政の参加である。地⽅分権の基本⽅針と穏やかなトッ
プダウンの改⾰が相まって進んできた今なら、⾏政と協⼒しあって地域の⼈々が抱える問
題の解決に近づくことができる。そのために JICA 事業は⼤変有効であると考えた。次項
でこの事業がどのように持続可能性を持っていけるのか、その積極的側⾯と課題を考察し
たい。 
 

                                                                                                                                                 

 する先住⺠連合体。  
8 Becker, Marc 2009 “Comment & Analysis: Ecuador: Left Turn?” Against the Current,  
 September/October 2009 edition, No: 142.  
9 筆者が 2016 年ラテンアメリカ学会で報告。 
10 先住⺠組織カヤンビによって⾏われたアンケート調査は質問数が膨⼤なものであり、貧⾎検査の⽅法も不明 
 である。その結果はあまりにも悪く、政府のものと⼤きな差がある。 
11政治的に難しいこの地域において、政治（や宗教）の悪影響を排除した組織作りができるのも SANE と SOJAE 

 ならではである。⻑くこの地域で活動し信頼を培ってきた SANE がこの事業に取り組むことによって地域の 

 ⼈々の本来の⼒が活かされることになる。 
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(3) JICA 草の根⽀援事業の概要と持続可能性について 
 ここで次ページに事業の内容を PDM（プロジェクトデザインマトリックス）で紹介する。
この事業は⼿作り給⾷の安定的な実施を⽬指すために３つのことを⾏う。⼀つは地元教育
委員会に全ての事業対象校の先⽣が集まれるようにする連絡協議会の設置と、各学校で主
体的に給⾷実施を⾏うための委員会の設置、そしてこれを機能させて給⾷まで持っていく
活動を作ることである。これらの委員会がどれだけ主体的に動けるようになるのかが事業
の重要な鍵となる。⼆つめが⾷材の野菜を⾃分で育てる学校菜園の実施、三つめが栄養の
知識の普及による動機付けである。JICA の事業は政府間の約束となるため、教育省と保健
省から地⽅の出先機関に指⽰がいくため⼤変動きやすくなる。この事業は 2018 年 9 ⽉か
ら開始する予定であった。しかし諸処の事情から 2019 年の 3 ⽉に（JICA としての事業の）
開始が遅れたために、SANE 独⾃の予算で予定通り始めた。エクアドル政府は当初の開始
時期を認めていたので、⾏政の協⼒を得ることに問題はなかった。 
 私たちは、給⾷実施の持続可能性を考えるには下記のようなプロセスが必要になると考
えている。 
1. 教師、保護者がまずは⾃分たちの⼒で給⾷実施にこぎつけること 
2. ⾏政が継続して関⼼を持ち、関わろうとすること 
3. 制度を作ること 
 本事業の 3 年間でまず上記 1 のプロセスを作り、この過程で⾏政の関⼼と参加を促して
いきたいと考えている。現在６校で事業を⾏なっているが、１校ずつ事情が違うので、そ
れぞれの地域や学校の事情に配慮した取り組みが必要となっている。これは⽐較的 SOJAE
が得意としていることである。しかし、教員の突然の転勤や配置転換（校⻑が別の⼈に変
わる）があり、意欲を持って関わっていた教員がいなくなるなどといったことも起きてい
る。学校ごとに教師と保護者を対象とした講習会を実施した中で、最も⼤きな我々の気づ
きは、積極的な教師の存在も⼤事だが、保護者と地域の⼒がそれ以上に基盤となるという
ことであった。地域には先住⺠組織が存在し、地域によって差はあるもののそれなりに保
護者や学校に対する影響⼒を持ち、時として負の影響もある。教育と学校を地域の政治的
動きから⾃⽴させつつ、本来持っている先住⺠⽂化を尊重し、政治的課題に理解を⽰すこ
ともこの事業を⽀えるもう⼀つの基盤となる。実際に、事業がうまく進⾏している学校は、
地域（保護者）と学校（教師）のつながりが強い。このような学校では、JICA 事業は給⾷
の安定的実施に⼤変良いきっかけを作り出すものとなっている。⼀⽅で、事業が進んでい
ない学校は、貧困が激しい地域であり、保護者と学校との信頼関係も薄い。このような地
域で積極的な教師と保護者を⾒つけ、彼らが給⾷実施のプロセスに参加できるきっかけを
作っていくことは重要である。 
 2 の地域⾏政（カヤンベ市教育省と同保健省）との連携については、JICA 事業として⾏
うことによってその扉は開かれた。カヤンベ市教育省（以下、教育委員会）とカヤンベ市
保健省（以下保健省カヤンベ⽀局）の担当者との打ち合わせの元に事業は⾏われている。
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またエクアドル政府は、栄養問題改善事業12や環境教育（この中で菜園事業にも触れられ
ている）を進めようとしており、省レベルでは SANE との連携も歓迎している。しかしな
がら、現場は予算の不⾜、事業内容の理解の不⾜などが顕著であり、果たして効果のある
事業となるのかどうか疑問も⼤きい。詳細は割愛するが、やはりここでも⾏政機関の良⼼
的で意欲的な存在を⾒つけることは重要である。教育委員会にも保健省カヤンベ⽀局にも
鍵となる担当者がいるので、彼らとの連携は今後も重要になるだろう。 
 こうしたことを考えても、現地に駐在員のいない SANE にとって、SOJAE スタッフの果
たす役割は⼤きい。現在の SOJAE の事業代表者は⽼練で対⽴も恐れずにあるべき姿を主張
し信頼を得ているが、若いスタッフが今後どのように定着し、活動していけるのかは課題
となるであろう。JICA 事業の予算は⼤変⼩さなものであるが、その中でも割合が⼤きいの
はスタッフの給与である。学校に直接落ちていないところがこの事業の難しさでもあり、
価値でもあるかもしれない。つまり、本事業はモノを作り、供与するのではなく、スタッ
フの活動によって対象者を変え、これを⽀える環境を作る事業であるといえよう。その⼀
⽅で、給与の額は少なく、正規職員として雇えるほどではない上に、JICA 事業の期間が終
われば継続は不確定である。 
 以上、JICA 事業を通して給⾷の安定的持続の可能性について現状を⾒てきた。ここで述
べたことをまとめると、第⼀に国による上からの改⾰は（⽐較的安定した政権運営と相ま
って）⼀定の成果を残したと⾔えること、第⼆に社会セクターである SANE と SOJAE が
⾏政と協⼒して事業を⾏えるようになったことで、できることが⾶躍的に増え、事業の成
功に向けて良いインパクトを与える可能性が出てきたこと、第三に、それにも関わらず事
業の持続可能性については不透明であり、その理由は、事業の成否が地域や学校の流動性
の影響を受けやすいこと、スタッフの勤務条件が不安定であることがあげられる。 
 
3. ⼩規模組織 SANE の持続可能性 
 SANE のここ数年の経験は、それまで⽬の前の事業の遂⾏や現地により多く送るための
資⾦づくりに追われていた状況から少し視線を上げて、あるいは隣⼈を⾒て、それで良い
のかと問いかけられるようなものであった。熊本地震の４⽇後に起きたエクアドル地震の
際の情報発信、⽇本・エクアドル国交 100 周年を機会にした、事務所のある飯能市とカヤ
ンベ市との交流事業と市⺠の協⼒、良質のコーヒーやチョコレートの販売協⼒を通したエ
クアドルの環境破壊の実態と保護活動への理解などである。そして現実的な変化を促した
のは JICA 事業の開始であった。100％ボランティアではやっていけない状況を前に、ボラ
ンティアとは何か、SANE とは何かを議論する機会が何度もあった。⾃分がやりたいから
やる、個⼈の思いの積み重ねのボランティアと、社会的責任を負った⼀つの市⺠セクター
                                                

①	 12保健省が Plan intersectorial de alimentación y nutrición Ecuador (2018-2025)を始めようとしている。
そのパイロットプランの対象地域にカヤンベがなっている。参考 Web ページ： 
https://www.salud.gob.ec/msp-presento-el-plan-intersectorial-de-alimentacion-y-nutricion-ecuado
r-2018-2025/ 
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としての役割とを両⽴したい、せっかくできた両国の市⺠のつながりを次世代に繋ぎたい、
それにはどのような道があるのだろうか。 
 平成 30 年度外務省 NGO 研究会による『2030 年を⾒据えた⽇本の国際協⼒ NGO の役
割』13の冒頭に、⽇本の NGO も現在⾒据えている事象に対応するだけでなく、未来志向で
リスクそのものを取り除く、あるいは有事の際のインパクトを少なくするような、いわゆ
るソリューション型の提案⼒が必要になっていると述べられ、多様なセクターの英知を結
集する協働的アプローチが重要度を増しているとある。そしてこの研究会では『2030 年
までに⽇本の国際協⼒ NGO が国内外で持続可能で公正な社会づくり（＝SDGs 達成）のた
めの主要なアクターとしての役割を果たし、また国内外で認知されている』というビジョ
ンを掲げた。SANE は⼩さな組織に過ぎないが、まさに同じ思いである。しかし⽬の前の
現実は厳しい。 
 NGO データブック14のデータを⾒ると NGO の⼆極化が顕著であることが伺える。下の
図表 5-2-2（NGO データブック中の番号）を⾒ると、33％を占める⼩規模 NGO が動かし
ている資⾦は全体の 0.94%に過ぎない。SANE も総予算は 500 万円程度であり、その⼀
つである。海外に事務所を持
たない NGO は約 63％。少な
い予算の中を現地に通うこと
になる。さらに、事業費の全
予算の中の割合、⼈件費⽐率、
職員の実態を⾒ると、⼩規模
NGO の⾮常に困難な状況が⾒
えてくる（次ページ参照）。 
 事 業 費 の 割 合 は 、 平 均 で
55％前後となっているが、こ
れは⼤規模 NGO が⼊っているからであり、SANE が 2018 年の場合 87％であるように⼩
規模になるほど割合が⾼くなる。 
⼈件費⽐率は右の図表 5-4-8 のよ
うになっているが、0%（全員無給
ボランティア）から 19% 以下が
44%である。SANE は会計担当者
につき２万円を払っており、これ
は 3.7%に当たる。 
 218 団体のデータをもとに、「有給
専従」「有給⾮専従」「無給専従」「無
給⾮専従」の⼈数の割合を整理したものの調査結果を⾒ると（対象の職員数は 4,165 ⼈）「有

                                                
13 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/houkokusho/kenkyukai.html 
14 NGO データブック 2016 
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給専従」が 52.1%、「有給⾮専従」が 14.7%で、両者を 合わせた「有給職員」が 66.8%を占
めている(図表 8-3-1)。「無給専従」は 6.7%「無給⾮専従」は 26.6%である。３分の１近く
の NGO が無給（ボランティア）
で活動していることがわかる。
SANE が抱えている問題が決して
SANE だけのものではないことが
想像できる。                                     
 ここまで、全体的な数字を紹介
してきたが、SANE はこの間どの
ような議論をしてきたのかを記し
て報告を閉じたい。中⼼的な論点
は次の３点であった。 
(1) 活動の視点を広げる 
(2) 有給職員の雇⽤を⽬指す 
(3) 資⾦の獲得 
以下、2019 年の SANE 議案書からの引⽤である。 
    SANE は開設当初から会費を奨学⾦のための資⾦として位置付けてきており、会費収
⼊が奨学⾦に、その他の収⼊で教育環境改善事業に、そして国内の⽀出はできるだけ押さ
えて、ボランティアで活動するという考え⽅をしてきています。通常組織を運営する場合
は会を⽀えるために集められるのが会費なのですが、これまではボランティアに⽀えられ
て会費の多くを奨学⽣事業に当ててくることができました（これを誇りとしてきました）。
これは SANE にも、現地組織の SOJAE にも⾔えることです。現地 SOJAE は奨学⽣担当に
は給与（半⽇分）が出ていますが、経理担当や運営責任者などはボランティアであり、事
務所費などは⾊々な⽅の厚意でほとんど無料に近い状態です。 
 実はこの状況が SANE を⽀えている⼀⽅で、それとは裏腹に脆弱な基盤を作っていると
も⾔えます。ボランティアが⽀える会という意味では素晴らしいのですが、では、現地組
織はいつになれば⾃⽴できるのか？そのような道筋を考えるのは誰なのか？SANE も会と
して次世代に引き継げる状況なのか？と⾃問すると、⼀部の限られた⼈たちの負担に頼っ
ている状況では、⼤変危ういと⾔えます。多くのボランティアが安⼼して活動に参加し、
必要な時は交代もできるようにしていくには、中⼼に（有給で）安定して関わっていく⼈
間が必要ではないでしょうか。それは⼤変だからというネガティブな理由だけではなく、
活動を⼀歩進める上で必要なステップとなるのではないでしょうか。昨年度の総会でもご
提案しましたが、昨年⼀年を通して理事会と事務局の中でこの点について時間をかけて議
論してきました。次にその具体的な内容をご報告します。 
2. 今年度の活動に向けて SANE の新たなビジョン（SANE の⽬的達成に向けての活動） 
 ⽇本には他にないエクアドルと直接結びついている組織であり、⽇本とエクアドルをつ
ないでいく役割を、教育をテーマに果たします。SDGs（持続可能な開発のための⽬標）の
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観点から⾒ると、17 の⽬標のうちの 3. 健康と福祉を、と、4. 質の⾼い教育をみんなに、
という⼆つを、17. パートナーシップで達成するために活動をします。SANE は世代を超
えて引き継いでいきます。具体的な活動は以下の通りです。 
(1) 未来を作る若者たちを育てる奨学⾦事業と、教師と保護者が⾃分たちの⼿で 
  学校の環境を改善できるよう、⽇本の経験も活かして協⼒する教育環境改善事 
  業を⾏います。 
(2) この活動を通して、⽇本市⺠が直接参加できる国際協⼒の機会を提供します。 
(3) ⽇本ではエクアドルをはじめとしたラテンアメリカの⽂化や社会の紹介をす 
  る。エクアドルでは⽇本の紹介のために活動します。 
(4) フェアトレードを⾏なっている企業や組織と協⼒し、エクアドルの⽣産者の⽣ 
  活を守り、⾃然保護に協⼒し、⽇本の消費者とつなぐため、フェアトレード品 
  の販売普及に協⼒します。 
 このような活動の実現のために、1 年から 3 年のスパンで特に次のことに⼒を⼊れてい
きます。 

 (1) 事務局活動の充実 
  事務局メンバーを増やすと同時に、独⽴した事務所を持つ、有給事務局員を置くことに 
  よって、ボランティア活動を充実させ、参加しやすい環境を作ります。この実現のため 
  に当⾯は助成⾦の獲得を⽬指します。 
 (2) 現地活動のための基盤の充実 
  現地活動は質が向上し専⾨化しています。今後現地活動も無償ではなく、有償スタッフ 
  が従事していける体制を⽬指します（具体的には 3 年後にプロジェクトマネージャーを 
  現地常駐できるようにしたいと考えています）。また、これまで同様にボランティアのレ 
  ベルで希望する⽅が参加できる事業の継続も考えていきます。 
 (3) サポーター会員の呼びかけ 

SANE の趣旨に賛同し、組織を⽀えるための会員（個⼈・企業など）を広く呼びかける。 
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