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１）持続可能な開発１）持続可能な開発--人間の安全保障人間の安全保障

Ｉ。「人間の安全保障」：Ｉ。「人間の安全保障」：『『人間の生（生命、人間の生（生命、
 人生、生活）にとってかけがえのない中人生、生活）にとってかけがえのない中
 枢部分を守り、すべての人々の自由と枢部分を守り、すべての人々の自由と

 可能性を実現すること可能性を実現すること』』

欠乏からの自由：貧困問題の解決。開発。欠乏からの自由：貧困問題の解決。開発。

恐怖からの自由：独裁・圧政からの解放恐怖からの自由：独裁・圧政からの解放



１）持続可能な開発１）持続可能な開発--人間の安全保障人間の安全保障

Ｉ。Ｉ。

 
Ａ。Ａ。

 
国家の安全保障の観点ではなく、個々人の国家の安全保障の観点ではなく、個々人の

 単位での安全保障単位での安全保障‐‐小農個人／家族、小農個人／家族、

難民個人／家族、貧困者個人／家族、難民個人／家族、貧困者個人／家族、

流民個人／家族など。流民個人／家族など。

Ｂ。Ｂ。

 
活動の主体も：活動の主体も：

 
上記①個人。上記①個人。

組織および組織的決定も重要であるが、組織および組織的決定も重要であるが、

個人（ＮＧＯ、ＵＮ機関、政府系援助機関など）が主体個人（ＮＧＯ、ＵＮ機関、政府系援助機関など）が主体

 であり、単位である。であり、単位である。



１）持続可能な開発１）持続可能な開発--人間の安全保障人間の安全保障

ＩＩ．ミレニアム宣言：①平和・安全保障・軍縮ＩＩ．ミレニアム宣言：①平和・安全保障・軍縮

②開発・貧困削減②開発・貧困削減

③環境保護③環境保護

 
④人権、民主主義、よい統治④人権、民主主義、よい統治

⑤弱者の保護⑤弱者の保護

 
⑥アフリカ支援⑥アフリカ支援

 
⑦国連強化⑦国連強化

②開発＝ミレニアム開発目標（「ミニマム」）②開発＝ミレニアム開発目標（「ミニマム」）

貧困問題解決、水、基礎保健、基礎教育、貧困問題解決、水、基礎保健、基礎教育、

リプロダクティブ・ヘルス。ジェンダー問題。リプロダクティブ・ヘルス。ジェンダー問題。



１）持続可能な開発１）持続可能な開発--人間の安全保障人間の安全保障

具体例：ＮＧＯの活動事例具体例：ＮＧＯの活動事例

①戦争・内戦下の状況／独裁的政権下。①戦争・内戦下の状況／独裁的政権下。

人道援助（緊急救援、難民救援など）。人道援助（緊急救援、難民救援など）。

②復興の段階：②復興の段階：

戦災・自然災害からの復興・復旧。戦災・自然災害からの復興・復旧。

③地域開発（発展）の段階：③地域開発（発展）の段階：

地域の人々が主役となり、地元資源を活用、地域の人々が主役となり、地元資源を活用、
 発展していく段階。発展していく段階。



２）ＮＧＯの活動事例
母子保健ー助産師研修
アフガニスタン

２）ＮＧＯの活動事例
母子保健ー助産師研修
アフガニスタン



世 界 １ ０ ヶ 国 で 活 動 中

タイ

南アフリカ

ベトナム

カンボジア

ラオス アフガニスタン

イラク

パレスチナ

コリア

スーダン



ＮＧＯ：紛争地での人道支援ＮＧＯ：紛争地での人道支援

持続的な農村開発持続的な農村開発



79-80年：インドシナ難民キャンプ【ＮＧＯの

 誕生】



難民キャンプ／農村：水や衛生・給食を支援



「難民にならずに生きていける」村づくりへ



２）開発：ＮＧＯの活動事例

農村開発：

 
１]地元の人々が主役。

２]自然資源、自然環境と共存する農業のあり方

収奪型農業、工業的化学的農業でなく。

 
有機農

 業、自然農業、多角複合農業（農業林業）などの

 考え方、技法。

３]相互扶助：①冠婚葬祭→基金や共済。

②旱魃、大雨洪水→コメ銀行、牛銀行、豚銀行など。

③けがや病気→健康保険のようなもの。

④小ビジネス支援。貯蓄・貸付組合。



２]身近な資源を活用し、農薬やお金を使わない

持続可能な農業

カンボジア・ラオス・ベトナム・南アカンボジア・ラオス・ベトナム・南ア



カンボジア・ラオス・ベトナム・南アカンボジア・ラオス・ベトナム・南ア



１]井戸：利用する村人自身が管理方法を話し

 合う

カンボジア・ラオス・ベトカンボジア・ラオス・ベトナ



カンボジア・ラオス・ベトナカンボジア・ラオス・ベトナ

３]貧しい家庭でも家畜を持てる「牛銀行」



３]地産地消：村と町をつなげる「市場」をサ

 ポート

タ イタ イ



３]開発と保健：ＨＩＶ/ＡＩＤＳの患者さんへ

 のサポート。
村で安心して暮らせるように。

南アフリカ南アフリカ



ベトナムベトナム

ポリシー①

 
主役は村に生きる人々。ＮＧＯは支え

 役。

水路づくり水路づくり



ポリシー②

 
新しい物や技術を持ち込まない。

その土地の資源や伝統的な知恵を

 活かす。

カンボジアカンボジア

たい肥づくりたい肥づくり



３）紛争地での人道支援とＮＧＯの役割
（＊人間の安全保障／活動者の安全確保

 も）



２）２）【【ＮＧＯＮＧＯ】】紛争地での人道支援の役割紛争地での人道支援の役割

特徴特徴
 
①それ自体で、生命、健康を守る。①それ自体で、生命、健康を守る。

副次的には副次的には

②「よそ者の眼」で、和平・人権課題のウォッチ②「よそ者の眼」で、和平・人権課題のウォッチ

③孤立した人々の声を日本社会へ、世界へ。③孤立した人々の声を日本社会へ、世界へ。

④私たち市民の声を紛争地の人々へ。「励ます」④私たち市民の声を紛争地の人々へ。「励ます」

⑤対立・抗争する党派・軍閥の間に。「円卓会議」⑤対立・抗争する党派・軍閥の間に。「円卓会議」

⑥現場に根ざした、停戦・和平提案⑥現場に根ざした、停戦・和平提案

 
など。など。



占領下で生きる人々

パレスチナパレスチナ



栄養強化のためのミルクを配給

パレスチナパレスチナ



（政策提言）占領の不当さを訴える

パレスチナパレスチナ



戦地での活動：白血病の子どもたちへの医療支援

イラクイラク



伝統的なお産婆さんの支援

アフガニスタンアフガニスタン



女学校の増築

アフガニスタンアフガニスタン



「軍による人道支援」「軍民協力」を問う

アフガニスタン・イラクアフガニスタン・イラク



スーダン南部（ジュバ）：元難民の若者たちへの職

 業訓練

スーダンスーダン



絵画を通した交流活動
「南北コリアと日本のともだち展」

北朝鮮北朝鮮



自然災害地での復興支援



大型支援が届かない漁村へ

スマトラ沖津波被災地（タイ南部スマトラ沖津波被災地（タイ南部



仮設トイレ：村の復興を支える

パキスタン大地震被災地パキスタン大地震被災地



３）活動を支える構造
個人の選択と決断



日本で２１名、海外で８２名のスタッフが活動中



３つの方法から、あなたに合ったご支援を。

ＪＶＣの理念に共感していただけたらご入会を。
２ヶ月ごとに会報誌をお届けします。
イベントでは割引を受けられます。

① 入 会

毎月５００円から気軽に始められる、
口座からの自動引き落とし募金です。

② マ ン ス リ ー 募 金

③郵便局の窓口からの募金

いつでもお近くの郵便局から。
応援したい国へ、寄付先の指定もできます。

会報誌を
お届け

無理ない
金額で

いつでも



ボランティアとしての参加



ボランティアチーム：

 
各国の活動を日本で支える

イベントでタイのお菓子を販売→
（タイ・ボランティアチーム）

平日夜に事務所でミーティング↓



発送ボランティア：

 
機関誌やカレンダーの封入・

 発送作業

←２ヶ月に一度の機関誌発送

秋から冬はカレンダー発送が

 →
大忙し！



歌声ボランティア：

 
年末のコンサートで合唱団と

 して活躍



４）現在の課題

①世界と日本（自国）の貧富格差問題。つなげて

 考え行動する視点。

②日本の開発は持続的か。農業ー食料自給。

③農業の特別性。水・食物＝体内に入り栄養と

 なるもの。これを育てる営為。

④カジノ的資本主義の終焉か？

 
２００７年に顕

 在化した不良債権（証券）のグローバル化と、

 本格的な経済・金融危機（恐慌？）

【ご清聴有難うございました。】
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