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巻頭言          

 

 

『今年も暑い夏が！』 

 

編集委員長  福田 米藏 

  

今年はハッキリしない内に梅雨に入り、いつの間にか明けてしまいましたが、葉月も七日

余りを過ぎ、このところ蒸し暑さがいや増し、蒸し風呂のような日や梅雨に逆戻りしたよ

うな雨模様が続いています。 

  

それにしても近年の気象は異常ですね。首都圏でも突然の集中豪雨により道路があっとい

う間に冠水、足下は川のようになり空からはゴルフボール大の雹が降り、その様子はまる

で熱帯のようです。 

  

夏につきものの台風は今年もやって来ています。ちょうど今、台風５号が和歌山県に上陸

したようです。先月和歌山と奈良に旅行した折、深い緑と新鮮な空気を楽しんだ山間の村々

にも避難勧告が出ているようです。あの時、東京が雹に襲われたことに対し、お見舞いの

言葉を下さった方々が無事でありますようお祈りします。 

  

さて、今年も広島・長崎の原爆の日、終戦の日そしてお盆を迎え、国中の人々が思い思い

に平和を祈念していることでしょう。ザンビアの親友は、昨年に引き続き広島と長崎に出

掛け、夫々の式典に参列しています。彼らは日本について学んだ際、最初に覚えた単語は

東京と並んで広島・長崎であったそうです。アフリカやアジアの友人のほとんどが広島・

長崎の悲劇を知っており、彼らから現場へ行って哀悼の意を表したいとの言葉を聞くにつ

け、両都市名は世界共通語になっていると感じます。 

  

しかし、現実の世界を見ると、広島・長崎から戦争の悲惨さを思い平和を希求する人がい

る一方で、軍事力で他に対して優位に立とうとする人がいるという、人類の性のようなも

のを感じざるを得ませんね。 
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在外公館ニュース 

＝今月の読みどころ＝(7/12～8/12公開月報) 

編集委員長 福田 米藏 

 

アルジェリア政治・経済月例報告（4月） 

１．国民議会選挙 

     29日、ブーテフリカ大統領は、5月 4日の国民議会選挙に関し、国民の投票に 

よる参加は民主化促進と国の安定に寄与するとの声明を発表。 

2．アフリカ投資指数 

    7 日、クアンタム・グローバル・リサーチラボは 2016年版のアフリカ投資指数を 

発表した。同レポートはアフリカ 54カ国を対象に信用格付、ビジネスの容易さ等

を指標化し、各国を格付したもの。同レポートによればアルジェリアは 7位 

（1 位ボツワナ、2位モロッコ、3位エジプト、4位南ア、5位ザンビア、 

6位コートジボワール）。 

 3．新経済成長モデル 

    11日、アルジェリア財務省は、同省ホームページにて 2030年までの新経済成長 

モデルを公布した。同政策では、（ア）1人当たり GDPを 2.3倍、（イ）バランス

のとれた産業構造の実現、（ウ）農業生産の増加、（エ）エネルギーの国内消費の

増加率を半減、（オ）非炭化水素の輸出増加、を目標。 

 http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2017.04.pdf 

   

アンゴラ月報（5月） 

 1．アンゴラ税法の国会通過 

     9日、アンゴラ税法の改正案がアンゴラ国会を通過。外貨建てでの税金支払いが 

可能となる見込み。 

2．戦略的国家食糧リザーブ 

     経済省・財務省・農業省・商務省の共同省令によれば、6月末までにアンゴラ 

    政府は、小麦・トウモロコシ粉・米・黒豆・砂糖及び塩等の戦略的国家食糧 

    リザーブを設置する。審議中の同食糧リザーブは、国内消費量 3～6ヶ月分の食糧

をカバーする予定。 

 3．コンゴ（民）からの難民流入対策 

     21日、アンゴラ国軍は、コンゴ（民）カサーイ州の政治的・民族的暴力及び 

    難民の流入に対処するための予防的措置として、重歩兵隊及び砲兵部隊を戦車と

共にコンゴ（民）国境数キロ地点に配備した。 

 4．物価 

     国家統計院（INE)が発表したルアンダ州及び全国版の 4月期のインフレ率は、

各々36.33％（昨年同月比 9.92pp上昇）と 34.80％（昨年同月比 10.46pp上昇）で 

あった。 

 5．アンゴラ・バイオエナジー社（BIOCOM)、電力生産開始 

     15日の週、Biocomは、電力の供給を開始。2017 年、前年比 40％増の 7 万 3000 

http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2017.04.pdf
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トンの砂糖を生産見込み、前年比 100％増の 200GW/時の電力を生産、前年比 21.4％

増の 1万 7000㎥のエタノールを生産する予定。 

 http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201705angola_report.pdf 

  

エチオピア月報（5月） 

1．人権問題 

  2－3日、ゼイド国連高等人権弁務官はエチオピアを訪問し、ハイレマリアム 

首相、野党の指導者達及びエチオピア人権委員と面会し、同地における人権問題 

について意見交換した。 

2．WHO 

  23日、テドロス前エチオピア外相がアフリカ人初の WHO事務局長に選出された。  

同氏の任期は本年 7月 1日から始まる。 

3．インフレ率 

   中央統計局によると、エチオピアの 4月のインフレ率は、前月の 8.5％から 8.6％ 

に上昇した。 

4．アジア・アフリカ成長回廊 

   23日、ナレンドラ・モディ・インド首相は、第 52回アフリカ開発銀行（AfDB) 

年次総会において、アフリカはインド政府における対外経済政策の最優先課題で 

あり、日本の支援を得て、アジア・アフリカ成長回廊を実現させると語った。 

http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年 5月版

月報.pdf 

              エチオピア月報（6月） 

1．オロミア州の特別権益 

   28日、エチオピア閣僚理事会は、オロミア州がアディスアベバ市当局から得る 

特別権益を認めるための法案を人民代表議会（下院）に送付した。同法案は、 

オロモ語がアムハラ語とともにアディスアベバ市当局の使用言語となる旨規定して 

いる。 

2．来年度予算案 

   アブラハム・テケスケ財務・経済協力大臣は、人民代表議会に来年度予算案を 

提出した。同予算案は、3,208億ブルであり、昨年度（2,740億ブル）より 17％増加。 

3．繊維・衣類専用工業団地 

   アフリカ初の繊維・衣類専用工業団地であるハワサ工業団地（HIP)第 1期工区の 

運用が開始された。第 1期工区は 140万平方メートルの土地を擁し、1万人の雇用 

機会が創出されると見込まれる。 

4．地下水パイプライン 

   エチオピアからジブチまでパイプラインで地下水を供給するプロジェクトが完成 

した。同プロジェクトは中国輸出入銀行が資金提供し、中地海外集団（CGCOC)に 

より建設され、ジブチ国民に安全な飲料水を提供すると期待されている。 

http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年 6月版

月報.pdf 

http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201705angola_report.pdf
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年5月版月報.pdf
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年5月版月報.pdf
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年6月版月報.pdf
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2017/08/【エチオピア大】Ｈ29年6月版月報.pdf
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ガボン月報（7月） 

1．国民議会選挙の再延期 

     11日、憲法裁判所は、7月 29日までに実施するとされていた国民議会選挙を延

期し、2018年 4月までに実施することを決定した。憲法裁判所裁判官は、定められ

た期日を遵守してガボン関係当局が政治対話に基づく選挙改革を実施することは

困難であると指摘した。 

2．新共和国のための連盟（CPNR) 

  1～2日、ピン氏を代表とする CPNRは、リーブルビル及びアカンダにおいて、 

客年の大統領選挙結果への抵抗を目的に、無暴力運動を展開した。 

3．2017年第 1四半期ガボン経済事情 

 （1）石油生産量は、従業員のストライキ、OPEC内での減産合意を理由に、7％減の

267万トンを記録。 

（2）マンガン生産量は、22.3％増加。 

 (3）国家予算は、5.2％増の 3,970億 CFAフランを記録。 

 (4）石油輸出量は、80.3％増の 5,590億 CFAフランを記録。内 47％が中国向け。 

http://www.ga.emb-japan.go.jp/pdf/gabon_geppo/gabon_geppo_07_2017.pdf 

  

コモロ月報（6月） 

1．連合議会 

    3 日、2か月間の中断を経て、連合議会は 2017 年春の通常会期を再開した。 

議員 33名の内、JUWA 党議員が欠席し、24名で審議が行われた。 

2．健康保険法成立 

    22日、コモロ史上初めてとなる健康保険法が全会一致で採択された。同法成立に 

より、コモロ人は無償で医療処置を受けることができるようになった。 

3．カタールとの外交関係 

     7 日の閣議後、アザリ大統領は報道関係者にカタールとの外交関係断絶を発表し

た。アザリ大統領は、カタールのような同胞国との関係継続がコモロに多くの恩恵

をもたらすことを承知するも、我々はサウジアラビアを選んだと述べた。 

4．WTO加盟交渉 

     5 月 29日～6月 2日、スイス・ジュネーブにおいてコモロの WTO 加盟に向けての 

第 2 回ラウンド会合が開催された。 

 http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000274007.pdf 

   

コモロ月報（7月） 

1．「8 月 11日運動」メンバーが大統領と会談 

     4 日、アザリ大統領は、「8月 11日運動」（大使館注：2015年 8月 11日の抗議 

集会を契機に設立された、コモロの現状及び課題の再検討のための国民集会実施を

求める市民団体）のメンバーを大統領府に迎え、会談を行った。 

2．第 42 回独立記念式典 

     6 日、「皆一緒に、新興国仲間入りを目指そう」をテーマに、第 42回独立記念 

http://www.ga.emb-japan.go.jp/pdf/gabon_geppo/gabon_geppo_07_2017.pdf
http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000274007.pdf
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 式典が開催された。 

3．新内閣発表 

  17日、大統領令により新内閣が発表され、閣僚 7名が交代（うち 4名が新入閣）、 

与党 CRC党と連立政権を組んでいた JUWA 党所属閣僚が一掃された。 

4．経済成長率 

   5日、首都モロニにて、サブサハラアフリカにおける経済的見通しに関する総括

を目的として IMFとコモロの経済関係者が会合を行った。過去 5年間、サブサハラ 

アフリカ全体で平均 5％の経済成長率低下が見られるものの、コモロはこの傾向に

左右されず、2010年ー2016年期で平均 2％－2.5％の成長が見られたという。 

 http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000277893.pdf 

  

コンゴ（民）月例報告（7月） 

1．合意フォローアップ国家評議会（CNSA) 

    3 日、昨年 12月 31日の政治合意で設置が予定されていた「合意フォローアップ 

国家評議会（CNSA)」の開始式が予定されていたが、同開始式をミナク国民議会 

議長と共同主催するケンゴ上院議長が不在のため、同日の式典は行われず CNSA 

代表者の顔合わせのみとなった。 

    22日、上下両院議長が開催した会合で、オレンガコイ FOUNS党首が CNSA議長に 

任命された。 

2．独立国家選挙委員会（CENI) 

   7日、ナンガーCENI委員長は、訪問先であるパリの仏語圏国際機関（OIF)本部で 

記者会見を行い、昨年 12月 31日の政治合意に規定された、今年中の選挙実施は 

不可能であると述べた。 

3．外国人報道関係者の地方移動 

     12日に発表されたコミュニケーション・メディア省の省令で、キンシャサ以外の 

地方部での取材活動を行う外国人報道関係者は、事前にコンゴ（民）当局からの 

許可を得ることが義務付けられた。 

4．野党の動き 

    野党プラットフォーム Rassemblementは、21～22日にコンクラーブを実施し、 

7月 31日までの選挙人登録結果の公表、9月 30日までの大統領選挙公示を求める

とともに、8月 8日～9日のゼネストを呼びかけた。 

http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000277921.pdf 

   

ザンビアの経済概況・月報（6月） 

1．IMF 

     IMFは、2週間のザンビア訪問を終え、拡大クレジット・ファシリティ（ECF)の 

下でのプログラム支援への合意達成を目指す旨ザンビア政府と同意した。9 日、 

チカタ IMFミッション代表は、短期的な経済見通しはこの数か月で改善している旨

発言した。 

2．第 7 次国家開発計画（7NDP) 

http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000277893.pdf
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000277921.pdf
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    21日、ルング大統領は、第 7次国家開発計画（7NDP：2017年から 2021年が対象）

を発表した。同大統領は、7NDPが国家予算及びザンビア自前の経済回復 

   プログラム『ザンビアプラス』と関連しており、7NDPによって全ての国民が恩恵を

享受できるような包括的な経済成長へと導かれる旨発言。 

3．歳入 

     22日発表のステートメントにて、ザンビア歳入庁（ZRA)は、2017年 1月から 

   5月までの歳入額が目標額を 4.8億米ドル上回った旨発表した。 

4．対外債務 

   ムタティ財務大臣は、2017年 5月末のザンビアの対外債務残高が 2016年 12月比 

3億米ドル増の 72億米ドルに増加した旨発表した。 

 http://www.zm.emb-japan.go.jp/files/000277414.pdf 

  

セネガル月報（6月） 

1．国民議会選挙 

   9日、内務・公安省は 5月 30日の締め切り日までに政党・政党連合及び無所属 

  から届け出のあった 49の候補者リストのうち 47リストを受理した。 

2．報道に関する新法案の採択 

    20日、国民議会において報道に関する新法案が全会一致で可決された。新法案に

は、記者身分証の携帯義務化、インターネットを通じた報道の規定が盛り込まれて

いるほか、不当な情報を掲載した報道機関に対する政府の営業停止・閉鎖命令が 

   行政裁判所による採決を通さずに発出可能となっている。 

3．ILO理事国選出 

    13日、労働・社会対話・職業組織・機関関係省は、6月にスイス・ジュネーブに 

おいて国際労働機関（ILO)の第 106回総会が開催され、セネガルは 2017年から 

2020年にかけて理事国に選出された旨発表した。 

4．第 4 次 IMF政策支援インストルメント（PSI)レビュー 

    26日、第 4次 IMF政策支援インストルメントレビューが行われ、2015年から 

2018年にかけての経済・金融プログラムが承認された。同レビューでは、 

過去 2年で経済成長率 6.5％を上回り、財政赤字も継続して低下傾向にあり、 

セネガル政府の良好なマクロ経済パーフォーマンスの維持が評価された。 

 http://www.sn.emb-japan.go.jp/files/000274615.pdf 

   

 

ボツワナ月報（6月） 

１．与党 BDP党大会 

  与党ボツアナ民主党（BDP)は、7月 6日から 9日までの日程で党大会をトノタで 

   開催する。党大会では、幹事長、事務局長、会計局長を含む要職が選出される。 

2．国際労働条約に違反 

   国際労働機関（ILO)は国際労働条約に違反する 24か国にボツワナをリストアッ

プした。ILOはボツワナ政府による労働組合争議法の改正を受けてこれを決定した。 

http://www.zm.emb-japan.go.jp/files/000277414.pdf
http://www.sn.emb-japan.go.jp/files/000274615.pdf
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3．ボツワナの人権状況 

    国際人権組織であるヒューマン・ライツ・ウォッチのウガルテ副代表はボツワナ

を訪問し、世界各国と比較してボツワナの人権状況が優れているとして同国を称賛 

した。 

4．ボツワナ初のガス発電 

    20日、Tlou Energy 社（豪）は、マシャロ（ボツワナ東武の村）における 

   セレモ試験プロジェクトにおいて炭層メタンガスを利用した発電を開始したと 

   発表した。 

http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000274202.pdf 

   

マラウイ月報（6月） 

1．第 6 回 PAC（Public Affairs Committee)会議の開催 

   7～8日、ブランタイヤで 2012年より年一回開催されている PAC会議が行われた。

PAC は政府監視の役割を担う宗教系の NGOである。 

2．国家予算 

    22日、国会にて 2017/2018年度国家予算が可決された。予算総額は、今次国会の 

冒頭でゴンドゥエ財務・経済計画・開発大臣より発表された予算案から若干増額の

1兆 3,230億クワチャ（為替レート：1米ドル＝725クワチャ）となった。 

3．2017年マラウイ経済報告書 

   財務・経済計画・開発省は 2017年マラウイ経済報告書を公開した。同報告書に 

よると、天候不良及び不安定なマクロ経済により、2016年の GDP成長率は 2.7％に

留まった。GDPに占める農業セクターの割合は全体の 28％で、以前農業セクターが

経済の大部分を占めているが、旱魃等の外的ショックの影響を受けやすく、GDP 

全体へ大きな影響を与えかねないと指摘。2017年は天候に恵まれマクロ経済は回復

傾向にある由。 

4．インフレ率 

    国家統計局は、5月の対前年同月比インフレ率は 12.3％となり、同年前月より

2.3％抑制した旨発表。食糧価格の低下、為替の安定、燃料の国際市場価格の低下

により、10か月連続でインフレ率は抑制されている。 

http://www.mw.emb-japan.go.jp/files/000276564.pdf 

        

 

南アフリカ月報（6月） 

1．大統領不信任決議案の秘密投票に関する憲法裁判所判決 

    22日、憲法裁判所は、野党が申請したズマ大統領に対する不信任決議案の秘密 

   投票の実施につき判決を下した。モホゴエン裁判長は、不信任決議案を秘密投票で

実施すること自体は差し支えないものの、憲法裁判所が議会に対して秘密投票の 

   実施を指示することは適切でないとした。 

 

 

http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000274202.pdf
http://www.mw.emb-japan.go.jp/files/000276564.pdf
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2．経済見通し 

    南ア統計局は 2017年第 1四半期 GDPが前期比マイナス 0.7％を記録したと発表。

2016年第 4四半期の前期比マイナス 0.3％に続くマイナス成長となった。 

3．鉱業憲章の改正 

    15日、鉱物資源省は、鉱業憲章改正（Reviewed Mining Charter）を公示。改正 

  憲法の内容は、主に鉱山事業会社に対して、黒人投資家等の株式所有率の下限を、 

   30％に引き上げ、黒人による経営参画率の引き上げ、鉱山資産の売却を優遇する 

  ことなど多岐に亘る。 

4．国債信用格付 

     4 月、南ア國際信用格付 3機関は、南ア国債をジャンク級（Fitch社、S&P 社）と 

   Negative Watch（将来、格下げする含みで注視）（Moody's社）に格付け、6月、 

   3機関による格付け見直しがあり、Fitch社と S&P 社はジャンク級に据え置き、 

  Moody's 社は、前回から一段下げた BBB-とする旨発表。 

 http://www.za.emb-japan.go.jp/files/000274607.pdf 

  

モザンビーク月報（5 月） 

1．レナモによる武力行為の無期限中止の発表 

    4 日、ドゥラカマ・レナモ党首は、電話記者会見を通じ、ニュシ大統領との対話 

   及び国民、内外投資家の声を聞いてきた結果として、武力行使を無期限に停止する 

   ことを決定した旨発表。 

2．国際的監査報告書の提出 

    12日、検察庁は Kroll 社より非開示債務に係る監査報告書を受領したとして、 

   概要をプレスリリースした。Proindicus、EMATUM、MAM各社の設立、融資、活動に 

  関する刑事的その他の違反行為の有無を判断するための予備的調査の一環として、 

   検察庁は独立した国際的監査を要請した。この監査は、英国 Kroll社により 

  実施され、2017年 5月 12日の終わりに関連の報告書が提出された。 

3．ナカラ・ロジスティックス回廊（CLN)開通式 

     12日、ニュシ大統領臨席の下、ナカラヴェーリャでナカラ・ロジスティクス 

   回廊(CLN)の開通式が行われた。同回廊はテテ州モアティーゼの石炭鉱山から 

   インド洋まで鉄道と港湾で繋ぐもので、全長 912 ㎞（うちマラウイ内 200㎞）、 

   総額 44億米ドル。 

4．モザンビーク企業航空便の EU 域内飛行禁止の解除 

    モザンビークに登記している航空会社は、2011 年以降掲載されていた EU の 

   ブラックリストから除外され、欧州域内の運行が可能となった。 

 http://www.mz.emb-japan.go.jp/files/000271713.pdf 

   

ルワンダ月報（6月） 

1．大統領選挙 

    主要野党である社会民主党は 6月 3日、自由党は同 4日、8月 4日の大統領選挙 

   でカガメ大統領を支持することを決定した。 

http://www.za.emb-japan.go.jp/files/000274607.pdf
http://www.mz.emb-japan.go.jp/files/000271713.pdf
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    6 月 27日、国家選挙委員会（NEC)は、大統領選候補者の暫定リストを発表した。 

   同リストには、現職のカガメ大統領及びルワンダ民主緑の党のハビネザ候補のみ 

   が入った。 

2．ルワンダの観光政策 

    21日、ルワンダ開発庁（RDB)は、観光セクター関係者を集めた会合で、ルワンダ 

   は今後高級でハイエンドの旅行先を目指すと発表した。 

3．EACによる古着輸入禁止関連 

    20日、米国通商代表部は、東アフリカ諸国が古着の輸入を禁止したことに対し、 

   AGOAの下でルワンダ、タンザニア、及びウガンダが得る貿易上の特権について 

   再検討を行っていると述べた。 

    22日、カガメ大統領は、米国による AGOA再検討の動きを受け、たとえその 

   ような状況下でも古着の輸入禁止を推進する旨述べた。 

4．2017/2018年度予算案の承認 

     23日、ルワンダ下院は、上院のコメントを付された今年度予算案を承認した。 

   (7月 1日より執行）     

 http://www.rw.emb-japan.go.jp/files/000277041.pdf 

   

 

＊通貨換算 URL：http://www.xe.com/ja/currencyconverter/ 

＊記載した情報は、在アフリカ諸国日本大使館 HPと AB－NETから収集したものです。 

 

http://www.rw.emb-japan.go.jp/files/000277041.pdf
http://www.xe.com/ja/currencyconverter/
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特別ニュース 

アフリカニュース編集委員会 

 

1「エジプト：カイロ地下鉄構内にファトワ（宗教的見解）キヨスクを設置」 

“Egyptian Islamic authority sets up fatwa kiosk in Cairo metro ”  

The guardian  2017 年 8 月 1 日 

 ジハーディスト対策の一環として、地下鉄アル-ショハダ駅構内に、宗教的なアドバイス

を目的とした「ファトワ・キヨスク」と呼ぶブースを設けた。ブースは乗降の激しい拠点

駅の雑踏から隔離され、通り掛かりの通勤者の相談に乗っている。宗教上の誤った解釈を

正すことを目的にしているが、開設から 8 日で結婚、離婚、相続などを中心に 1,500 件の

相談があり、2013 年の就任以来、過激派対策に取り組んでいるアル-シシ政権を後押しする

ものとなっている。 

 

2「リビア：マクロン大統領の仲介で停戦合意へ」 

“Libyan rival leaders agree to ceasefire after Macron-hosted talks ”  

The guardian  2017 年 7 月 25 日 

 7 月 25 日、パリ郊外での会談の結果、対立するリビアの両リーダーの「歴史的勇気が示

された」とマクロン大統領は語った。国連の支援を受けたトリポリ政府のファエーズ・ア

ル－サラージュと、東部のトブルクにベースを置く国民議会政府のカリファ・ハフタール

将軍は、停戦に同意し、来年の初めに選挙を行うことで合意した。政治的に決着をつけて

危機を回避し、各派民兵の全てを新政府による国民軍の統制に従わせることになっている

が、トリポリの強力な各派民兵を押さえることが出来るか否か、サラージュの手腕にかか

っているとも見られている。 

 

3「ソマリア：コミュニティーに溶け込んでいる最近のアルシャバブ」 

 “This is why al-Shabab won’t be going away anytime soon”、 Tricia Bacon   

 Washington Post、 7 月 6 日 

 アルシャバブの勢力は減少し、主な都市や港をコントロールしていない。政府の勢力の

及ばない地域では、活発に活動しているし、時折都市でのテロも実行している。その勢力

範囲内では、政府への不満を糧として、地域の争いごとを解決し、場所によっては裁判も

行い、犯罪を罰している。効果的な収税システムを実行し、民衆は納税している。その行

政は効率的で汚職もない。コントロールしている道路も通行税を徴収しているが、受取証

を発行している。アルシャバブは地域社会に溶け込み、市民と区別がつかないほどである。 

 

4「エチオピア：予想に反し議会は非常事態宣言を終わらせた」 

” Contre toute attente, le Parlement éthiopien met fin à l’état d’urgence“ 

Le Monde, 8月 4日、 by Emeline Wuilbercq 

8月 4日、エチオピア議会は 2016年 10月 9日に敷いた非常事態令を解除した。 

10 か月前最大部族オロモの反政府抗議で数百人が死亡し、内外の企業がデモと略奪の 

https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/egyptian-islamic-authority-sets-up-fatwa-kiosk-in-cairo-metro
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/france-raises-hopes-of-deal-between-libyan-rival-factions
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/07/06/this-is-why-al-shabaab-wont-be-going-away-any-time-soon/?utm_term=.d434208fc629&wpisrc=nl_cage&wpmm=1
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/04/contre-toute-attente-le-parlement-ethiopien-met-fin-a-l-etat-d-urgence_5168850_3212.html
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標的となったことから、治安回復のために非常事態が宣言された。工場・農園・政府 

機関に夜間外出禁止が課せられ、外交団は首都圏 40キロ外には無許可で行けなくなった。

ジャーナリストと野党リーダーを含む 21000人が逮捕され、一部は拷問、政治的 

再教育を受けた。なお、7700 人が軍につかまっている。解除決定が実効性と政治的改革

を伴うのか注目される。 

 

5「南スーダン：危機の中に立ち上がる若者達」 

“It’s time for youth to deliver South Sudan to lasting peace”、 

Peter Biar Ajak、 Pambazuka、7 月 13 日 

 経済は破壊され、インフレは世界最高であり、農地は耕作されず、食糧は不足し、 

食料価格は高く、玉ねぎは 4 分の 1 に切って売られている。主に女性と子供 2 百万人が 

他国に逃れている。二人の指導者の対立が国を完全に無政府状態にしてしまった。 

南スーダンの若者達が立ち上がり、この危機に負けることなく、国の再建に踏み出さなけ

ればならない、今が最後の最後のチャンスである。 

 

6「南スーダン：世界はこの国を見捨てるわけにはゆかない」 

“The World Cannot Afford to Turn Its Back on South Sudan”、 

Deepmala Mahla、Huffington Post,  7 月 15 日 

 8 日首都ジュバでは戦闘によって 300 人の死者が出た。42,000 人の市民,女性と子供達 

が住むところを失っている。10 日に休戦協定が発効し，今のところ人々は街に出てきて、 

店も開いている。外国人や援助関係者も引き上げてしまった。街は緊張が張り詰めており 

食糧も少なく、インフレも世界最高であろう。とにかくこの休戦協定が守られなければ 

平和はこの国にはやってこない。 

 

7「南スーダン：反政府マシャールとは地域全体の立場からの交渉が必要」   

“South Sudan rebel Machar declines to renounce violence –mediator”、 

East African、      7 月 21 日 

 内戦の仲裁者として働いているモガエ前ボツワナ大統領は、国連安保理事会に次の 

ように述べている。反政府派の指導者、マシャールは、紛争を放棄すると宣言せず、 

休戦協定を支持せず、新たな平和交渉を国外で開催することを求めている。マシャール 

は一時 DRC に逃れ、現在は南アフリカに拘束されている。モガエによれば、地域の指導 

者達は、二国ベースでマシャールと話すのではなく、地域全体のまとまった立場と見解 

から、彼と交渉する必要がある。 

 

8「ケニア:2013 年選挙の不正を踏まえての対策の必要性」 

“Four ways Kenyan elections could be rigged — and how to stop it”、 

Nic Cheeseman、Africa Review、7 月 14 日  

 ケニアの大統領選挙について、世論調査では、現職が 6％ほどリードしているが、オディ

ンガ候補も反対派の旗頭であり、堅実な支持を得ている。2013 年の選挙から、4 つの不正

行為が指摘できる。1．不正防止のための技術が組織的に妨害された。2．東北部の選挙率

https://www.pambazuka.org/democracy-governance/it%E2%80%99s-time-youth-deliver-south-sudan-lasting-peace
http://www.huffingtonpost.com/deepmala-mahla/south-sudan-conflict-world_b_10998584.html?utm_hp_ref=worldpost-africa
http://www.theeastafrican.co.ke/news/South-Sudan-rebel-Machar-declines-to-renounce-violence/2558-4025912-4eerku/index.html
http://www.africareview.com/special-reports/979182-979182-11kxc4dz/index.html
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が非常に高く、不正の投票が疑われた。3．多くの投票所が支所を設けたために、虚偽の支

所が設置され、偽造された投票があった。4．投票所から中央の集計所への伝達の過程で数

値が変更された。今回はこれらの問題を踏まえて管理、監視対策の強化が必須である。 

 

9「ケニア：本物の平和とは」 

 “Kenya: There Is No Peace. There Will Be No Peace”、 

Blog Patrick Gathara、Gathara's World、 7 月 6 日 

    8 月 8 日の選挙結果の如何を問わず、ケニアには平和は無い。選挙に不正があろうが、無

かろうが、この国には平和は来ない。何故ならば、ケニア人は平和を勝ち取っていないか

らである。平和とは暴力が無いことではない。平和とは基本的な自由と経済的機会が保障

されていることである。5 年ごとに大騒動を引き起こすおざなりの平和で満足すべきではな

い。選挙があろうが、無かろうが、毎日懸命に働き、不正義に対峙し、行政の説明責任を

強く要求すべきである。そのような行動を見る事が出来ない。 

 

10「ケニア：44 番目の民族として認められたアジア人社会」 

“Asians Now Recognized as Kenya's 44th Tribe”、 

Hilary Kimuyu、Daily Nation、7 月 24 日 

 ケニアのアジア人（主に南アジア系）社会は、東アフリカに何世代も住み、地域の発展

に多方面において貢献してきた、としてケニアの 44 番目の民族として認められることを要

望してきた。7 月 22 日にケニアッタ大統領は、政府広報で政府は、その伝統を活かすアジ

ア人は、ケニア人と認められると宣言した。アジア人代表は、われわれは多様性と連帯意

識をもって、東アフリカと中央アフリカのみならず、全アフリカ大陸において良い時も、

悪い時も社会経済の発展に貢献してきた、との声明を発表した。 

 

11「ウガンダ：農業保険機構が機能し始めた」 

“Uganda:  U.S.$1.4 Million to Compensate Farmers for Drought” 、 

Ismail Musa Ladu、Monitor、 7 月 12 日  

    農業保険機構（AIC）が設立して初めて干ばつで被害を受けたウガンダの農民に 140 

  ドルの保険金が支払はれた。MUIIS（農民に気候予測、市場情報、保険などのサービスを 

  提供する組織）によれば、農民への直接サービスの拡大によって、中間業者を排除し、 

  農民の収入を増加することが出来るシステムが機能するようになった、との事である。 

  ウガンダ政府は 50 億シリングを農業保険に出資している。 

 

12「ザンビア：非常事態宣言により高まる政治的緊張」 

“Zambia extends state of emergency by 3 months”、 

Michael Chawe、East Africa、7 月 12 日 

   ルング大統領は先週、ルサカの最大の市場火災の後、政敵によるサボタージュに対して 

  非常事態宣言を発令した。これは大統領の権力の掌握を強化するものと理解されている。 

  4 月に最大野党の党首を謀反の理由で逮捕して以来、政治的な緊張が高まっている。 

  教会の指導者を含め、識者は国が独裁者に支配されるのではないか、と心配している。 

http://gathara.blogspot.jp/
http://allafrica.com/stories/201707240240.html
http://allafrica.com/stories/201707120036.html
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Zambia-extends-state-of-emergency-/2558-4011516-12t08dxz/index.html
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13「ザンビア： 国民の半分は民主主義体制維持に不安を持っている」 

 “Half of Zambians aren’t happy with their democracy — and that’s a big change”、 

  Michael Bratton and Boniface Dulani 、Washington Post、7 月 20 日  

過去 25年間ザンビアはアフリカにおける民主主義体制の定着に貢献してきた。しかし、

2016 年の選挙以来、暴力的なデモ、反政府政治家の逮捕、野党国会議員の行方不明、市

民権の制限、警察の拘束権限の拡大等が見られる。Afrobarometer の 4 月世論調査によ

れば、経済は十分に機能していない（60％）、政府は雇用機会を創出していない（77%）、

所得格差を減少していない（80％）、物価を安定していない（81%）の結果が報告されて

いる。70%が汚職は増加していると答えている。民主主義体制の維持についても不安を持

っている。 

 

14「ルワンダ：P.カガメ、アフリカの大統領の模範」 

“Paul Kagamé, modèle rêvé pour présidents africains” 

Le Monde, 8月 5日、 by Cyril Bensimon 

  8 月 4 日の選挙で 98％の得票で再選を果たしたルワンダの大統領を評価する。1994 年以

来カガメは強権で国を治め、党は専制的で西側に挑戦的だが魅力もある。カガメは王さま

になったり混乱者になったりする大湖地域の外でアフリカ元首の模範になりつつある。ア

フリカの独立の父たちよりも、シンガポールに向いて国の復興に努力を惜しまない。開発

を支える透明性、規律、民間部門強化は手本だ。彼は国と国民の経済発展を思想的な自由

や民主主義に優先させてきた。来年はギニアのコンデに変わって AU 議長となって AU 改革

を目論んでいる。 

 

15「コートジボワール:インフラによる経済性成長の透明性と包括性が大切」 

“Building Inclusivity in Côte d'Ivoire? Promoting Sustainable Growth Through 

Infrastructure Development”、 

Research Paper  Ben Shepherd、Chatham House 、6 月 

   過去 5 年間の経済の急速な回復に伴って、これまでに例を見ないほどの外国投資、 

 特に投資が伸びている。政府は利益を持続的なものとし、すべての国民がこの恩恵を受け 

 れるようにしなければならない。そのためには、民間部門が重要な役割を果たさなけれ 

 ばなれらいし、外国投資の透明性も大切である。 

 

16「ナイジェリア： 多数の危機問題を抱える」 

 “Nigeria: Growing Insecurity On Multiple Fronts”、 

  Analysis Crisis Group、7 月 20 日 

 Crisis Group は EU に向けて、次のような指摘を行っている。（Watch List 2017 ） 

（1）ブハリ大統領の健康問題、政府から病状や回復、帰国について、いまだ何の説明ない。

2019 年の大統領選挙に向けた大統領派や北部政治家による政権維持の動き、現在の政

治経済問題への対応等が不十分で混乱を招いている。  

（2）8 年間のボコハラムとの戦いの終焉はみえていない。南東部ビアフラにおける分離独

立運動の他の地域へのドミノ効果も無視できない。デルタ地域における紛争、中央部

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/07/20/half-of-zambians-arent-happy-with-their-democracy-and-thats-a-big-change/?utm_term=.1eaa9693d610
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/05/paul-kagame-modele-reve-pour-presidents-africains_5169012_3232.html
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-06-21-building-inclusivity-cote-divoire-infrastructure-shepherd.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-06-21-building-inclusivity-cote-divoire-infrastructure-shepherd.pdf
http://allafrica.com/stories/201707210615.html
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におけるイスラム遊牧民とキリスト教徒農民の紛争は南部へも波及している。国防長

官によれば、現在軍は少なくとも 14 の挑戦に対応している。 

 

17「ナミビア：貧困を無くすのは、政策の選択の問題である」 

“Inequality is not inevitable, it's a policy choice. For proof, look at Namibia”  

Max Lawson、The Guardian、7 月 19 日  

  富の不平等、貧困層の拡大は、グローバリゼーションや速い技術革新によるとしば 

しば説明されている。しかし、ナミビアを見てみよう。アパルトヘイトの南アフリカから

1990 年に独立した時には、アフリカで最も不平等な国と言われていた。政府の努力により

貧困率は 53%から 23%に引き下げられた。その鍵は政府の教育への投資である（※）。 

現在高等学校まで無料化が進み、また保健衛生への予算は、全体予算の中の％ではフィン

ランドより高い。ジンバブエも教育への予算は、全体予算の％から見ればナミビアより高

く、子供たちの教育に成果を挙げている。貧困層の引きさげは、政策如何で実現できる。 

（※）本号では、JOCV 寄稿「自尊心を高める教育を～ナミビアでの挑戦～」として現地小

学校での事例報告を掲載しておりますので、ご参照下さい。 

 

18「モンザンビーク：JICA、課題を抱える ProSavana プロジェクトを巡る調査」 

“Mozambique: Independent examiners to investigate JICA´s conduct over ProSavana” 

Boaventura Monjane、Pambazuka、  7 月 6 日  

 モザンビークにおける JICA のプロジェクト、ProSavana について、JICA は独立した調

査団を編成し、地域農民やプロジェクトに反対する市民団体の主張する事実関係について

調査を行うこととなった。同プロジェクトは大農業プロジェクトであり、その実行に当た

り反対団体への迫害、脅し、反対派の切り崩しなどがあったとの訴えについて調査するも

のである。 

 

19「南アフリカ：ANC は国民の信頼回復こそ議論すべきではないか」 

“ANC conference: governing party blew chance to regain South Africa’s trust”、   

Mashupye Herbert Maserumule、 The Conversation、 7 月 10 日    

  ANC の第 5 回政策会議が開催された。ANC の諸問題を議論する諮問会議の開催を支持

する有力政治家は欠席した。ANC の首脳陣は同意しなかった。現在南アの経済は不況で 

あり、大衆も ANC への不満を募らせている。ANC が直面しているのは、”国民の信頼の 

欠如“であり、とりもなおさず ANC の正当性が問われているのである。貴重な機会を失っ

たのではなかろうか。 

 

20「東アフリカの飢饉： オーストラリア人医師の報告」 

“This is not 'natural selection': East Africa is in the grip of a famine emergency”、  

Phoebe Williams（オーストラリア人医師）、The Guardian、 7 月 24 日 

  ケニアで働く一人の小児科医として、現状を話したい。現在東アフリカの広範な地域に 

おいて、1,600 万人が餓死の危機に瀕している。食糧、水、医療を必要として、生きてい 

るというよりは、ただ存在している。祖国の豊かな暮らしを当たり前として生活している 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/jul/19/inequality-not-inevitable-policy-choice-namibia-commitment-reducing-inequality-index-oxfam
https://www.pambazuka.org/global-south/mozambique-independent-examiners-investigate-jica%C2%B4s-conduct-over-prosavana
https://theconversation.com/anc-conference-governing-party-blew-chance-to-regain-south-africas-trust-80759
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/24/this-is-not-natural-selection-east-africa-is-in-the-grip-of-a-famine-emergency
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人々にとって、豊かであるゆえにこの現実への同情が湧かないと考える。栄養失調がほぼ 

3 分の一の患者の状態であり、僅かな外的な原因が加われば、容易に生命を失う。飢えた 

子供は食欲を無くし、骨と皮の状態で病床に横たわっている。われわれの政府は、全予算 

の全くわずかな部分しかこの様な状況に対して、割り当てない。私は全く無力であること 

を痛感している。 

 

21「アフリカは資金輸出大陸である」 

“How foreign firms profit from Africa's wealth”、Rasna Warah”、 

Africa Review、 7 月 10 日  

 アフリカ諸国は 2015 年に 1,610 億ドルを借款、援助、贈与、仕送り等で受けとったが、 

債務返還、多国籍企業利益、不法送金等によって、2,030 億ドルがアフリカから持ち出され

ている。アフリカ諸国は 190 億ドルの贈与を受けているが、約 680 億ドル（アフリカの GDP

の約 6% ）が不正な送金で持ち出されている。一部の多国籍企業は意図的に輸出入額を不

正確に報告したり、海外のタックスヘイブンを使ったりする。（民間団体が纏めた報告書

“Honest Accounts 2017：how the world profits from Africa’s wealth“による。） 

 

22「アフリカの人口：家族計画と経済成長」 

“The question of population increase and economic growth in Africa: World 

Population Day”、  

Vimbai B Chinembiri、This is Africa、7 月 11 日  

  今年の世界人口デーの標語は“家族計画、能力開発、開発途上国”である。アフリカの 

人口は 2017 年に 12 億人超で、世界人口の 17％であり、経済的に活動できる若者であふれ 

ている。アフリカ諸国はこの機会を経済発展につなげるべきである。しかし、人口専門家 

は、アフリカは効果的な家族計画を実行しなければ、人口増加は災害となるであろうと 

警告している。各国それぞれの事情もあり、また、家族計画は個人の権利にも触れる問題 

である。しかし、今の人口を有効に動員すべきか、その後に成長を目指すべきではなかろ 

うか。 

 

23「アフリカ：熱帯雨林とサバンナは気候変動によって大きく変わる」 

“Why the future of Africa’s forests and savannas is under threat”、  

Julie C. Aleman, Yale University 、The Conversation、7 月 9 日 

熱帯雨林とサバンナは、今後雨季の変化、雨量の変化、乾燥期の変動など気候変動に 

大きく影響を受けよう。すでにブルキナファソでは砂漠化が進行し、チャドでは雨量が 

増加している。これは世界の気候変動の一環である。サブサハラ・アフリカの農業、牧畜

は殆どサバンナで行われている。サバンナの雨量の増加は森林の増加を意味する。穀物の

増産と牧畜の拡大が期待されているが、気候変動との折り合いが大切である。中央アフリ

カのように人口密度が低く、伝統的な農業に依存している地域においては気候変動への 

対策は非常に重要である。 

 

 

http://www.africareview.com/blogs/How-foreign-firms-profit-from-Africa/979192-4009068-r38eil/index.html#disqus_thread
https://thisisafrica.me/question-population-increase-economic-growth-africa-world-population-day/
https://thisisafrica.me/question-population-increase-economic-growth-africa-world-population-day/
https://thisisafrica.me/author/vimbaichinembiri11/
https://theconversation.com/why-the-future-of-africas-forests-and-savannas-is-under-threat-78421
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24「アフリカと米国：アフリカ政策のあり方について」 

 “Trump’s US still lacks an Africa policy – but that might be about to change”、  

  Stephen Chan、 University of London、The Conveersdation、7 月 4 日 

   国務省アフリカ担当次官補の候補と予想されている J Peter Pham（Atlantic Council） 

  は昨年、“A Measured US Strategy for the New Africa”論文を発表し、現政権のアフリカ 

  政策を示唆するものと受け止められている。米国はアフリカの国家を相手にするだけで 

  なく、民間部門に注目すべきとしている。また、アフリカにおける紛争は、国防省に任せ 

  ておくべきであるとしている。これは非常に複雑な紛争の分析と解決に民間による監視を 

  排除するものであり、大きな問題である。 

 

25「アフリカ：タバコ会社による貧困国への健康被害の輸出」 

 “Threats, bullying, lawsuits: tobacco industry's dirty war for the African market”、 

  Sarah Boseley、The Guardian、7 月 12 日 

  British American Tobacco (BAT)と他のタバコ会社は、少なくとも 8 アフリカ諸国の政府

を脅し、喫煙に対する制限を厳しくしないように働きかけている。巨大なタバコ会社は、

若者と所得の増加によるアフリカのタバコ市場の拡大を阻害する政府の禁煙諸措置の軽減

を要求している。タバコ会社の資本力は強大で、貧困国の保健省は圧力に負けそうである。

WHO によれば先進国では、未だ毎年 700 万人がタバコの害によって死亡しているとの事

である。強大なタバコ会社は、貧困国に脅しをかけて、“死と健康被害を輸出”している。 

 

26「アフリカ：消費者用品産業の成長見込み」 

 “African consumer products industry rides out uncertainty”、 

  Deloitte team、Howmadeit in Africa、 7 月 10 日 

  Deloitte の”African Powers of Consumer Products”報告書によれば、アフリカ経済の 

全般的な縮小にもかかわらず、現地通貨ベースでみると消費者用品産業は積極的な拡大を

示している。2000 年～2016 年の GDP 一人当たり購買力は、倍増し 3,931 ドルと推定され

ている。将来的に見ても消費者用品産業の成長と投資機会は良好である。都市化、中産 

階級の成長、若年人口の増加、インフラの改善、技術の進歩等がこの成長を後押しして 

いる。多国籍企業とアフリカ企業もこの分野への投資には意欲的である。 

 

27「アフリカ： 汎アフリカ貿易協定の前進」 

“The African trade revolution quietly afoot”、 

David Luke、African Arguments、  7 月 14 日 

 世界の貿易が多くの問題を抱えている時にアフリカ大陸の 55 国を対象に自由貿易圏（the  

Continental Free Trade Area (CFTA)）の交渉が進行している。最初の交渉は 2016 年の 

2 月に開催され、以来 5 回の会合が重ねられている。直近の会合はニジェールで開催され、 

商品とサービスの貿易について検討された。関税の 90%の廃止とレビューの仕組みに 

ついて検討された。今年中に協定のドラフトを完成する計画である。アフリカ内での貿易 

は、アフリカと域外国との貿易よりも多様化している。対象となる商品とサービスも多岐 

にわたる。さらに、小農の生産物の保護と農業製品の価値連鎖の中に組み込む戦略も議論 

https://theconversation.com/trumps-us-still-lacks-an-africa-policy-but-that-might-be-about-to-change-80411
https://theconversation.com/profiles/stephen-chan-114702
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market
https://www.howwemadeitinafrica.com/african-consumer-products-industry-rides-uncertainty/59138/
https://www2.deloitte.com/za/en/pages/consumer-industrial-products/articles/african-powers-of-cp-2016.html
http://africanarguments.org/
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されている。女性、子供による国境をまたいだ商業活動の便宜も図る計画である。 

 

 

お役立ち情報 

顧問 堀内 伸介 

1「国際 NGO の未来像」 

“The Future of Aid INGOs in 2030”、Action Against Hunger, IRIS,futuribles,  

Center for humaniterian Leadership, IARAN、 2017 年 6 月 

  本報告書によれば、国際的な NGO(INGO)は、15 年以内に自ら改革し、活動の焦点を移

し、他の INGO と競争することを止めなければ、存在意味を失い、消え去ることになろう、

と厳しい指摘をしている。今後 15 年間に援助資源は北から南に移り、人道援助はさらに政

治問題化されよう。人道援助の必要性は増大するが、民間企業、宗教団体、市民団体、軍

隊までが効率的に援助を進める事が予想される。そのために INGO の組織的な再編が必要

である。今後予想される移民の増加、自然災害を含む各種の危機、人道援助の必要性の増

加、危機の政治化を踏まえて、従来の中立的な立場からの支援は変化せざるを得ないであ

ろう。報告書は詳細に今後の傾向を分析している。この分析は、INGO のみならず、コン

サルタント企業にも参考となろう。結論として、1.人道援助団体は、今後も意味ある活動を

継続するためには、2030 年までにその組織、活動、価値基準を変更する必要がある。それ

を怠れば、人道援助活動の主導権を失い、意味のない存在となろう。2．人道援助の必要性

は、現在とは変わった形の支援が必要となろう、また、新しい危機への迅速な対応に備え

なければならない。 

 

2「2016 年 国別テロリズム報告書。米国国務省」 

“U.S. Country Reports on Terrorism 2016”、 

The United States Department of State 7 月 18 日 

  本報告書によれば、2016 年のテロ攻撃は 104 ヶ国で記録されているが、その 55％は 

5 ヶ国に集中している。イラク、アフガニスタン、インド、パキスタン、フィリピンで 

ある。前年より 13％の減少である。 死亡者数の 75％は 5 ヶ国に集中している。イラク、

アフガニスタン、シリア、ナイジェリア、パキスタンである。死亡者数の 26％はテロ 

リストであり、2015 年の 24％から増加している。南スーダンとトルコにおけるテロ攻撃と

死亡者数は増加している。テロリストグループでは ISIS と連携するグループは、20 ヶ国 

以上でテロ行為を実行している。また、西アフリカのボコハラムによる攻撃も特筆されて

いる。報告書は下記の項目についての統計を載せている。テロ攻撃数、国別テロ数、 

犠牲者数、テロリスト、戦術と武器、テロの目標である。 

      

3「複合的貧困の指標」 

“Global Multidimensional Poverty Index 2017”、  

Sabina Alkire and Gisela Robles、 

Oxford Poverty and Human Development Initiative Publication 、7 月 17 日 

  本報告書は 103 ヶ国、14.5 億人の複合的貧困の指標である。複合的貧困とは、健康の 

http://iaran.org/futureofaid/The_Future_Of_Aid_INGOs_In_2030-20.pdf
http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00110608:cacdd919077d46f3272db31b9bdda082.pdf
http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00110544:7f201a71ba97e6bb6e59a954375ac0af.pdf
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下に栄養と子供の死亡率、教育の下に教育年数と学校の出席、生活水準の下に料理に使う

燃料、衛生、飲み水、電気、資産の各項目について、国際比較を行っている。これらの 

項目に沿って資源の配分を測り、各国政府の貧困減少の政策立案に寄与するのがこの指標

の目的である。主な観察結果は、次のとおり。 

1．103 ヶ国、14.5 億人の 25％が複合的貧困状態にある。 

2．南アジアでは人口の 48％、サブサハラ・アフリカでは 36％が複合的貧困にある。  

中南米 2％、東アジア・太平洋 10％、アラブ諸国 4％である。 

3．72％の複合的貧困の人々は、中所得国の住民である。 

4．複合的貧困の人々の 48％、粗半分は 0～17 才の子供である。 

5．全ての複合的貧困のほぼ半数、7 億 600 万人は、極端な窮乏生活を送っている。 

6．ウガンダでは 22％の人々は、少なくとも一人の極端な身体的障害を抱えている家

庭である。そのような家庭の貧困率は、障害者のいない家庭より高い。 

7．この指標は 78 ヶ国の 988 サブ地域に分解され、分析されている。最も貧しい地

域は、 チャド、ブルキナファソ、ニジェール、エチオピア、南スーダン、ナ

イジェリア、ウガンダ、アフガニスタンに観察される。 
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原石達を磨く、自尊心を高める教育を 

~ ナミビアでの挑戦 ～ 

派遣隊次：2015年度3次隊  

氏名：山本 由紀子 

派遣先：ナミビア共和国 

クネネ州教育省 

（カメル小学校） 

職種：小学校教育  

 

赤褐色の肌に牛の革などでできた装飾品をまとったヒンバ族。ビクトリア様式のロング

ドレスと牛の角をモチーフにしたかぶり物が特徴的なヘレロ族。美しい伝統文化を持つ

人々が生活する、ナミビアのオプウォ(Opuwo)という町の小学校で活動しています。オプウ

ォはナミビアの北西部に位置し、多様な民族が暮らす町です。伝統的な身なりをしている

人を多く見ることができるので、ナミビアの中でも民族の多様性をより感じられる場所で

す。その多様性からか、町の人は部外者に対しても温かく接してくれます。伝統的な暮ら

しと豊かな文化が見られる一方、オプウォを含む北西部はナミビアの中でも最貧困地域と

いわれています。ナミビアは、鉱物資源を経済の要とし中所得国に位置付けられています

が、国内の経済格差は世界の中でも最も大きい国の一つなのです。  

そんなナミビア、オプウォでの約1年半の活動を紹介します。  

 

日本と異なる教育制度  

 

 ナミビアの教育制度は日本とは大きく違っている点がいくつかあります。まず、第1学年

〜第7学年が初等教育、第8学年〜第12学年が中等教育（8〜10年生が中学校、11〜12年生が

高等学校にあたる）となっています。義務教育は6歳に達した時から初等教育を終えるもし

くは16歳になるまでです。初等・中等教育は無償ですが、実際には制服や文房具、寮に入

る場合は寮費、学校ごとに備品購入の集金などの費用が必要です。授業で使用する言語は、

3年生までは各地域の現地語、4年生以降は英語とされています。また、3年生までは学級担

任制ですが、4年生以降は教科担任制であるのも日本とは異なる点です。さらに特筆すべき

なのは、小学校から留年の制度があるということです。各教科40%以下は不合格とされ、特

定の教科で不合格となると再びその学年を繰り返すことになります。例えば、昨年度の配

属校・カメル小学校の第6学年は、119名中34名が進級できないという状況でした。  

 

より良い学びのために  

 

 活動しているカメル小学校は、就学前〜7年生まで約610人が在籍する公立の小学校です。

カメル小学校の子ども達は元気で人懐っこいのですが、「自尊心が低い」ということが大

きな課題です。学習活動に対して、自信がなく、すぐに諦めてしまい、積極的に取り組ん

だり努力を継続したりするのが難しい子どもが多いのが気になります。また、自分を大切
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にできなければ他人を大切にできないように、クラスメイトを傷つける言動もしばしば見

受けられます。  

 子どもの自尊心が低いことの原因の一つとしてナミビアの教育方法が挙げられるのでは

ないかと考えています。ナミビアでは、教師が教科書の内容を板書し、子どもたちがそれ

をノートに写すというスタイルの授業が多く見られます。内容を理解しているかどうか、

その都度確認することは少ないので「なぜ」「だから」という点がないがしろにされてい

ます。答えが正しければ良く、考え方のプロセスを認めてもらえる機会も少ないので、思

考力・判断力・表現力も育ちにくいといえます。  

 別の理由として、家庭や地域の教育への関心の低さが挙げられます。保護者の中には、

子どもが学校へ行くことによって家畜の世話などをする労働力が奪われるとして学校教育

に好意的でない人もいます。また、家庭環境も様々で、シングルマザーや親戚の家で暮ら

している子どもも少なくありません。高学年の子どもは、半数近くが寮で生活しています。

そういった要因もあり、家庭で学校の話をしたり、保護者が宿題をサポートしたり、とい

った日本ではよくある光景も一般的ではありません。  

 このような状況を踏まえ、子ども達の自尊心を育むことを目標にしながら活動に取り組

んできました。主な活動は、芸術科と算数科の指導及び教員に対する指導法の共有、保護

者や地域との連携、日本文化の紹介、学校事務のサポート等です。  

 

芸術「を」学び、芸術「で」学ぶ  

 

 ナミビアでは、芸術科（Arts）という科目があり、図画工作、音楽、演劇、ダンスを指導

内容に含みます。指導要領が用意されてはいるものの、芸術科は進級に際して成績が考慮

されない科目なので、子どもも教師も力を入れているとは言えない科目の一つであるのが

現状です。  

 芸術科の指導に際して、子どもの創造力を大切にするのはもとより、ただ活動するだけ

で終わらないように、芸術「を」教えることと芸術「で」教えることの両面を意識してい

ます。芸術「を」教えることに関しては、色相環や遠近法などの知識・技能の指導、異な

る画材を用いて引っかき絵やこすり出しなどのモダンテクニックなどの指導をしています。

体系的に学ぶことで、子どもたちの表現の幅も広がってきています。一方、芸術「で」教

える、つまり芸術を通して様々な力を身に付けさせることも意識しています。例えば、紙

を使う時はその都度何という形なのか答えさせたり、かけ算を用いた模様作りしたりとい

った活動を通して算数科の知識・技能を復習しています。フォークダンスを実践した際に

は各ダンスの発祥の国について簡単な学習をしながら社会科と関連した学習を行いました。

さらに、他教科との関連だけでなく、芸術科の時間は社会性を身に付ける良い機会となっ

ています。芸術科では使用する道具の準備・片付けを協力して行ったり、限られた教材を

うまく共有したりする必要があります。以前は道具の紛失や喧嘩が起こったり、非協力的

な子どもが多数いたりしましたが、今ではそういった状況が改善され、仲間と協力する姿

勢が身についてきている様子が見られます。ハサミの渡し方一つ取っても相手のことを考

えるトレーニングです。ハサミを投げて渡していた子も、考えて行動するようになりまし

た。  



22 

 

 これまでの活動で、少しずつ芸術科に対する子ども達の自信が向上しているように感じ

ています。赴任当初に多かった「絵の描き方がわからない」と言って投げ出すような子も

いなくなりました。校内外に絵画作品を展示したり、互いの作品を鑑賞する活動を通して、

自由な表現も見られるようになってきています。子ども達がのびのびと表現し、教師や友

だちから認めてもらう機会を芸術科の時間には豊富に作り出すことができます。もちろん、

配属校では使える教材・教具が限られているため、日本の図画工作科や音楽科と同じよう

に指導することはできません。しかし、工夫次第で様々な学習活動をさせることができま

す。現地の教員達も指導内容に興味を示してくれており、芸術科に対する意識が変わって

きています。子どもたちにも現地の教員にも、芸術科の可能性を最大限に感じ、活かして

もらえるよう今後も工夫を続けていくつもりです。 

 

↑ぶんぶんごまを作り、原色を学習しました（5年生） 

 

Maths is Fun!  

 

 芸術科の他に、算数科の指導にも携わっています。配属校にて留年する子どもの主な原

因となっているのが算数科です。前述のように、答えにたどり着くまでの考え方を重要視

していないので理解が深まらず、知識・技能の積み重ねができていません。日本では中学1

年生にあたる7年生でも、２桁以上の足し算・引き算の計算がおぼつかない子どもが多い状

況です。さらに、英語が苦手な子どもにとってはそもそも問題の内容を理解することも難

しくなります。  
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 そのような状況を踏まえ、子ども達が「とにかく答えだけ書ければ良い」という意識か

ら脱し、「算数が楽しい」と思えるように意識して活動しています。算数科では通常授業

は担当していないので担当教員の補助をしながら指導方法を共有しています。以前、チー

ムティーチングを試みたこともありましたが、指導中に他の教師が教室にいることに抵抗

がある教員が多く、あまり良い印象を持たれないことがわかりました。そこで、現在は単

元ごとに指導教員のニーズに合わせて机間指導などの補助をするようにしています。また、

空き時間には掲示物やワークシート作成を一緒に行っています。視覚に訴える教材を用意

することで、英語が苦手な子どもであっても理解を助けることができます。また、現地の

教員に対して、指導方法を口で説明してアドバイスするより、教材を一緒に作成して見せ

る方が彼らが授業に取り入れやすくなるというメリットもあります。共に授業準備をする

ことで、現地の教員から新しい指導方法を学ぶことも多々あり、勉強になります。  

 一方、現地の教員との活動の難しさは、異動や担当教科・担当クラスの変更が頻繁にあ

ることです。昨年度一緒に活動していた教員も本年度は他校へ異動してしまい、一緒に活

動できなくなってしまいました。現在は、担当教師の変更があっても引き継げるように、

単元ごとに教材・教具を整理しファイルに保管しています。必要な教材は自由に持ち出し、

各自が作成した教材もファイリングして算数担当教員同士で共有するシステムを整備しま

した。今後、保管する教材の内容をより充実させていく予定です。  

 通常授業の補佐の他にも、放課後には5〜6人の少人数に補習授業を行なっています。ま

ずは10を構成する数を理解することから始め、四則計算の基礎・基本の定着を目的として

学習しています。その際、具体物やゲームを活用することで、楽しみながら理解を深めて

います。少人数でレベルに合わせた指導を行うことで、自信をつけて意欲も向上していま

す。積み重ねた結果が実り、継続して補習に参加している子どもの計算力は劇的に向上し、

前年の成績と比較して全員が成績を向上させることができました。  

 

↑放課後の補習授業でかけ算の概念を学習しています（７年生） 
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開かれた学校への一歩  

 

 日本では重要視される保護者や地域との連携ですが、配属校では連携体制ができている

とはいえません。しかし、子どもの学力向上や生活面のサポートのために、保護者や地域

と協力していくことは欠かせません。まずは、学校の様子を知ってもらうため、保護者や

地域に対し情報発信することにしました。当初は紙媒体での学校通信を提案しましたが、

印刷のコストがかかってしまい実現しませんでした。ホームページの運営も、現地の教員

には操作が煩雑であることから上手くいきませんでした。そこで、同僚のアドバイスを受

け、任地でも利用者の多いFacebookページの運営をすることにしました。現地の教員も元々

Facebookを利用していたので更新がスムーズにできることや、フォロワーを増やしやすいこ

とが利点となり順調に運営できています。現在、学校の行事や授業の様子を中心に更新し

ており、保護者や地域の人からの反響もあります。  

 

 また、5月には地域のイベントに子どもの絵画作品を展示することで、子どもの学習活動

を校外に紹介することができました。一年に一度行われる見本市に、町役場の協力で作品

を1週間ほど展示しました。この展示で作品を見た保護者に褒めてもらった、と嬉しそうに

話す子もおり、子ども達の自信に繋がったことが見て取れました。地域や保護者との密な

関係を築くにはまだまだ道のりは長いですが、まずは学校の教育活動を知ってもらうとこ

ろから、その第一歩は踏み出せたのではないかと思っています。 

  

 

↑見本市での作品展示コーナーの様子 
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子ども達の自尊心が高まれば、学力の向上にも寄与し、豊かに生きることに繋がります。

まだまだ尽力すべきことはあるものの、数字では表せない子ども達の変化が、少しずつ見

えてきています。有難いことに、現地の人々は日本やボランティアに対して好意的で、皆

に助けてもらいながら活動ができています。活動を通して、子ども達、同僚、オプウォの

町と一緒に自分自身も成長できることに感謝しています。5年後、10年後、原石達はどんな

風に輝いているだろう、とワクワクしながら今日も学校へ向かいます。  
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アフリカ協会からのご案内 ―協会日誌― 

事務局長 成島 利晴 

7 月 15日〜8 月 14日 

  7月 20日 「2017年度第 9回岡村駐カメルーン大使を囲む懇談会」 

7 月 20 日午後、国際文化会館において岡村邦夫・駐カメルーン大使を囲む懇談会

を開催しました（会員企業等より計 13 名出席）。岡村大使より同国の（来年大統

領選挙を控えている）内政、経済状況、使用言語、治安状況、日本との関係（開

発協力、サッカーを通じる縁など）を「意外な実力派？」という観点からまとめ

た説明がありました。その後出席者より、日本の民間企業が進出する場合、現地

企業と組むのがよいのか、また大使館は相談に乗ってくれるのか、国営企業の民

営化プロセス、中国企業の存在感、在日カメルーン人の規模と職業、数年前に比

べて治安が向上しているか否か、２０１９年アフリカ・カップの主催国としてそ

の準備と経済成長を結び付けていくのか、輸出品目に綿花があり、他方輸入品目

に繊維製品とあるが、国内の繊維産業の発達程度はいかなるものか、他国に比べ

て大規模の会社が多いが、経営者はカメルーン人か、国防費が増えているのはテ

ロリスト対策か、電力と通信面での開発状況などについて質問が出されました。 

 

  7月 20日 「2017年度夏季交流会」 

    7 月 20 日夕刻より、外務精励会新虎ノ門文化交流倶楽部にて夏季交流会を開催し

ました。当協会関係者及び会員の方々に夏の暑さを乗り越える鋭気を養って頂こ

うと毎年企画しているもので、今年は外務省・JICAを始め総勢 48名の方々がお集

まりいただき歓談されました。 

 

  7月 29日 「第 3回世界一愉しいアフリカ講座」〜在日アフリカ人、大いに語る〜 

    7月 29日午後、JICA地球広場国際会議場にて、第 3回世界一愉しいアフリカ講座

を情報・サービス委員会委員長萩原孝一特別研究員の司会により開催致しました。 

    淺野昌宏副理事長の開会挨拶の後、萩原特別研究員のアフリカ概観の講演、続い

て、Dick Olango氏による「ケニアの未来にこそ、建築の未来がある」、Jeff Mahamud

氏による「日本とアフリカ〜何故日本はアフリカ進出で中国に負け続けるのか〜」、 

    Amahah Joy Ugomma 氏による「知られざるアフリカ」及び Nkongolo Elumba Jan Denis 

    氏による「アフリカとのビジネスの展望はいかに」と、いずれも日本で長年ビジ

ネスに携わっているアフリカ人ビジネスマン（レディ）が流暢な日本語で講演さ

れ、その後萩原氏が MCとなって「それぞれのアフリカ」と題してパネル・デイス

カッションを行いました。 

    会場には、アフリカに強い関心を持つ幅広い層の参加者 200 人弱が集まり、熱心

に講演を聴取され、又活発な質問も出て熱気溢れる講演会となりました。 

 

 8月 01日 「2017 年度第 1回牧野前 JICAガーナ所長を囲む懇談会」 

8月 1日午後、国際文化会館において牧野耕司・前ＪＩＣＡガーナ事務所長（現在

企画部審議役）を囲む懇談会を開催しました（会員企業等より計 19 名出席）。牧
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野前所長より「西アフリカのエントリーポイント」と題して、同国の概要、昨年

の総選挙結果と政権交代、新政権の特色、マクロ経済の概況、日本との関係と期

待、ＪＩＣＡ事業の概要と各分野の状況、同国の開発の課題などについて説明し

ました。その後出席者より、援助に関係する日本企業のＶＡＴ、若年の失業者へ

の対応ぶり、アクラの首都としての実力、電化率と電力供給の質の問題、チョコ

レートのような付加価値を国内で付与する例が他にあるか、コメの倍増計画の進

捗状況、「西アフリカのエントリーポイント」としての位置づけだが、仏語圏諸国

との関係はどうか、それだけの実力があるか、治安、石油探査状況などについて

の質問が出されました。 

 

今後の予定 

  9月 7日 「THE SAPEUR サプール写真展」〜平和をまとった紳士たち〜 

    写真家 SAP CHANO氏による巡回写真展をご案内します。 

    日時：9月 28日〜10月 10日 

    場所：大丸東京店 11階催事場 

    内戦の続くコンゴ共和国にて、90年以上続く独自のファッション文化“サプール”。 

    世界最貧国の一つと言われる暮らしの中で高級ブランドを身にまとい、平和のメ

ッセージを発信する男たちを撮り続けた写真展示会です。 

    (詳細は添付資料を参照願います。) 
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アフリカ協会主催 第 3 回懸賞論文募集 

                 (高校生対象) 

 

当協会では、アフリカに強く関心を持っている方々を支援するために、下記の要領で平成

29 年度の懸賞論文を募集いたします。多数のご応募をお待ちします。 

 

                 応募要項 

 

１ 目的 アフリカに関心を持つ高校生の皆様を対象として、懸賞論文を募集します。 

     この論文募集は、一般研究者の方々とは別に、アフリカに関する高校生の方々

のさまざまな研究成果を集め優秀な作品を発表することによって、多くの若い

方々にアフリカに関する知識を広め一層の関心を高めることを目的とします。 

２ 懸賞論文のテーマ（未発表・未掲載に限る） 

     アフリカにおける日本の役割 

３．応募資格 原則として高校在学中の学生及びグループ等 

４．応募作品 日本語 6,000 字から 8,000 字以内 

５．提出要項 Word 形式の原稿データ及びＡ４用紙にプリントアウト（写真・図表を含む） 

     注）応募原稿の表紙に、必ずタイトル・住所・氏名・年齢・職業・連絡先 

（電話番号・メールアドレス）を記載 

       1,000 字程度のレジメを併せて提出 

       応募原稿の表紙・参考文献は各々1 ページ以内とし、字数制限には含まない 

６．応募締切 平成 29 年 10 月 31 日(火)必着 

７．応募方法 下記提出先にメール送信の上、郵送のこと 

８．賞    優秀賞   （1 点）： 副賞 賞金 10 万円又は相当物品 

       佳作   （5 点）： 副賞 賞金  2 万円又は相当物品 

      （尚、優秀作品は機関誌平成 30 年春号に論文掲載予定） 

９．審査委員 審査委員長として大島賢三アフリカ協会理事長（元国連大使）ほか 

       外部有識者数名を予定 

10．審査発表及び表彰 平成 30 年 1 月 31 日予定 

（審査経過及び結果については問合せ不可） 

11．注意事項 応募作品の返却は不可 

       入賞作品の著作権、版権は主催者に帰属 

12．提出先・問合せ先 メール：info@africasociety.or.jp  ＴＥＬ：03‐5408-3462 

                    郵送：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第 1 白川ビル 

2 階 一般社団法人 アフリカ協会 
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           アフリカ協会主催 第 3 回懸賞論文募集 

               (一般若手研究者対象) 

 

当協会では、アフリカに強く関心を持ち研究活動を行っている方々を支援するために、 

下記の要領で平成 29 年度の懸賞論文を募集いたします。多数のご応募をお待ちします。 

 

                 応募要項 

 

１ 目的 アフリカに関心を持つ若手研究者の育成を目的として、懸賞論文を募集します。

今年で 3 回目となりますが、若手研究者のさまざまな研究成果を募り優秀な作

品を発表することによって、多くの皆様にアフリカに関する知識を広め一層の

関心を高めることを目的とします。 

２ 懸賞論文のテーマ（未発表・未掲載に限る） 

      アフリカにおける日本の役割 

３．応募資格 原則として 35 歳までの研究者（院生・大学生を含む）・企業従事者 

４．応募作品 日本語 8,000 字から 12,000 字以内 

５．提出要項 Word 形式の原稿データ及びＡ４用紙にプリントアウト（写真・図表を含む） 

     注）応募原稿の表紙に、必ずタイトル・住所・氏名・年齢・職業・連絡先 

（電話番号・メールアドレス）を記載 

       1,000 字程度のレジメを併せて提出 

       応募原稿の表紙・参考文献は各々1 ページ以内とし、字数制限には含まない 

６．応募締切 平成 29 年 9 月 29 日(金)必着 

７．応募方法 下記提出先にメール送信の上、郵送のこと 

８．賞    優秀賞   （1 点）： 副賞 賞金 30 万円 

       佳作   （2 点）： 副賞 賞金  5 万円 

      （尚、優秀作品は機関誌平成 30 年春号に論文掲載予定） 

９．審査委員 審査委員長として大島賢三アフリカ協会理事長（元国連大使）ほか 

       外部有識者数名を予定 

10．審査発表及び表彰 平成 30 年 1 月 31 日予定 

（審査経過及び結果については問合せ不可） 

11．注意事項 応募作品の返却は不可 

       入賞作品の著作権、版権は主催者に帰属 

12．提出先・問合せ先 メール：info@africasociety.or.jp  ＴＥＬ：03‐5408-3462 

                    郵送：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第 1 白川ビル 

2 階 一般社団法人 アフリカ協会 
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服部禮次郎アフリカ基金・サブサハラアフリカ奨学基金助成申請 

 

一般社団法人アフリカ協会は、管理・運営している 2 つの基金について、2017 年度の助成

申請の受付を開始致します。多数のご応募をお待ちしています。 

 

服部禮次郎アフリカ基金（2017年度） 

目的： 日本とアフリカ諸国の相互理解と繁栄を支援致します。 

助成（一部助成）対象事業： 

    ・アフリカ諸国における人道援助等への助成、経済・技術・文化交流等への助成 

    ・アフリカ諸国に関する資料の整備、調査研究活動への助成 

    ・日本におけるアフリカ理解促進のための事業への助成 

助成金額：2017年度助成総額は 100万円（助成件数は 1〜2件） 

助成対象事業の実施期間：原則として 1年間     

報告の義務：助成金受給者は、助成対象事業の実施期間終了後 3 か月以内に、事業の経過

及び結果、並びに助成金使途報告書を事務局宛提出。尚事務局は別途機関誌

掲載の為の報告書の提出を要請する場合があります。 

選考方法：アフリカ協会の理事会で選任された 6名の委員で構成する基金・事業選定委員 

会で厳正に審査・選考いたします。 

応募方法：所定の申請書および推薦書（原則 2通）に必要事項を記入の上、事務局に提出 

願います。尚申請書提出後、基金・事業選定委員会による申請者インタビュー 

に出席頂きます。 

応募締切日：2017年 9月 29日（金） 

助成金交付時期：2017年 12月末（予定） 

 

サブサハラ・アフリカ奨学基金（2017年度下期） 

目的： 日本とサブサハラ諸国の民間、友好親善に寄与することを目的とします。 

助成（一部助成）対象者：サハラ砂漠以南のアフリカで、勉学・研究を志す就学者及び 

            研究者 

助成金額：2017年度上期総額は 100万円（１〜2名） 

助成対象事業の実施期間：原則として 1年間 

報告の義務：助成金受給者は、助成対象実施期間終了後 3 か月以内に、経過及び結果、並

びに助成金使途報告書を事務局宛提出。尚事務局は別途機関誌掲載の為の報

告書の提出を要請する場合があります。 

選考方法：アフリカ協会の理事会で選任された 6名の委員で構成する基金・事業選定委員 

会で厳正に審査・選考いたします。 

応募方法：所定の申請書および推薦書（原則 2通）に必要事項を記入の上、事務局に提出 

願います。尚申請書提出後、基金・事業選定委員会による申請者インタビュー 

に出席頂きます。 

応募締切日：2017年 12月 28日（木） 

助成金交付時期：2018年 3月末（予定） 



32 

 

 

事務局：郵送先：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第一白川ビル 

        一般社団法人 アフリカ協会 

    TEL: 03‐5408-3462 

    E-Mail: info@africasociety.or.jp 

 

 


