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地地地方方方道道道路路路ののの整整整備備備ににに向向向けけけたたた円円円借借借款款款契契契約約約ののの調調調印印印   

9 月 9 日、大蔵省において、パラグアイ国と日本国との間で「地方

道路整備事業」を対象として、48 億 2,200 万円を限度とする円

借款貸付契約が調印されました。パラグアイ国に対する円借款は、

2006 年 2 月の「イグアス水力発電所建設事業」（214 億 200 万

円）以降、4 年ぶりとなります。 

本事業は、パラグアイ東部 3 県の未舗装地方道路を礫（れき）舗

装することで、雨天時に寸断される道路の通行を可能とし、老朽

化した木造橋梁を架け替えることで通行の安全を図ることを目的

とするものです。円借款は、未舗装道路の礫舗装、老朽木造橋梁のコンクリート橋梁への架け替え、コンサルテ

ィングサービスなどに充当されます。 

ボルダ大蔵大臣（左）と北中所長（右） 

本事業は、米州開発銀行（IDB）、OPEC 国際開発基金（OFID）との

協調融資によって実施されます。JICA はこのうちグアイラ、ミシオ

ネス、パラグアリ3県の道路整備約350km、及び橋梁架け替え約

1,000mを行います。協調融資先を含めた総事業費は1億7,000

万ドルを予定しています。 

パラグアイでは、道路の総延長約 6 万 km のうち、未舗装道路が

全体の約 87%の約 5 万 2,000km で、舗装・礫舗装されている区

間は幹線道路を中心に僅か約 8,000km にとどまっています。ま

た、橋梁は架けられてから 40 年以上経つ木造橋梁が中心です。

同国経済は、一次産業が大きなウェイトを占めますが、これら農

畜産物の消費地、輸出港までの輸送は道路に大きく依存しており、

雨天時に道路が寸断されると、生産物が目的地に届かず経済的

に大きな被害を及ぼしています。また、同国は貧困層の約 75%が

地方に在住していますが、これら住民の学校・病院等への生活イ

ンフラへのアクセスも寸断され生活に支障をきたしていると同時

に、老朽化した木造橋梁の腐食による崩壊事故が起き、生命の危険に晒されることもあります。 

未舗装の道路 

現在の橋 

こうした中、パラグアイ政府は、2008 年に 5 ヵ年の道路計画を策定し、地方道路整備を優先課題の一つとし

て掲げ、本事業はその計画に沿った形で進められます。JICA は、今後もパラグアイの持続的な経済成長に対

する取り組みに対し、より効果的に貢献する方針です。  

                                                    （中南米部・南米課・星出光平）
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香香香川川川県県県ののの農農農産産産物物物加加加工工工事事事例例例ににに関関関すすするるるセセセミミミナナナーーー開開開催催催   

～ラ･コルメナ～ 

8 月 31 日、今年五月に始まった「香川らしい国際協力プロジェクト・パラグアイにおける農産物利活用支援プ

ログラム」の活動の一環として、「農産物加工事例紹介セミナー」の開催を目的とした専門家 3 名が香川県か

ら現地調査も含め、パラグアイを訪問しました。 

同プロジェクトは、JICAパラグアイ事務所便り2010 年 6・7 月号でも紹介しました通り、ラ・コルメナ市農業者

の生産や販売等を考慮した加工に関する知識・技術の向上を目指すと共に、農業者の収入を上げることを目

標としています。 

今回のセミナーでは、香川県で行なっている農産物の利活用事例を知ることにより、ラ･コルメナ市で何が出来

るか当地の農業者自身が考えることを目的としました。香川県から派遣された 2 名の専門家、宮崎尊文（みや

ざき・たかふみ）氏及び丸尾勇治郎（まるお・ゆうじろう）氏は、それぞれ香川県内で行なわれる農商工の取り組

みや農家の婦人がつくるミニトマトやイチゴ・ジャムを紹介しました。参加者は、各プレゼンテーションの後、香

川県から見本として持ってきたジャムやリキュールを試食するほか、質疑応答の場も積極的に参加しました。ま

た、プレゼンテーションが一通り終了したところで、香川県の事例を基に参加者全員でラ･コルメナ市で「何が

出来るか」アイデアを出し合う場が設けられました。結果として、フルーツを利用したアイスクリーム工場（年中

需要があるため）、野菜が更に家庭の食事に含まれるよう食育・栄養教育（野菜の需要を増やすため）を行なう

等アイデアが挙がりました。来年の 2 月にはラ･コルメナ市から研修員 3 名を香川県に派遣する予定であり、

今後プロジェクトが続く約 3 年の間にこれらのアイデアが具体化されることが期待されます。 

 

  

 

セミナーの様子 
右から、六車氏、丸尾氏、宮崎氏 

学生も多く参加 試食会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ジャパンデスクコーディネーター・高橋ナルミ）   
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～ イ ン タ ー ン に よ る 活 動 報 告 ～ 

  

私は今回、約 2 カ月間（2010 年 8 月 4 日~9 月 24 日）JICA パラグアイ事務所にてインターンをさせて頂く

機会に恵まれました。主な実習内容が第 2 回日本パラグアイ交流展“Expo Japón Paraguay 2010”（9 月

10 日・11 日開催）運営への参加であった為、通常業務はパラグアイ日本都道府県人会連合会”Federación 

de Asociaciones de Prefecturas del Japón”（以下県連とする。）事務局にて行っておりました。その為“日本

パラグアイ交流展を成功させること”が私のインターンの主目的であり、他にはパラグアイにおける日系社会に

ついて知ることと JICA の業務、ODA について学ぶことの計 3 つを、本インターンの目的に掲げました。 

 

日本パラグアイ交流展は、日本とパラグアイのさらなる交流とパラグアイに住む日本人・日系人が日本の良さ

を再発見することを目的に 2008 年に第 1 回目が行われ、今回 2 回目を迎えることになりました。ここパラグ

アイの気質、というより中南米全体に言えることのようですが、何事もゆっくり物事が進むようで、当日本番ま

で交流展が成功するのか不安でした。交流展が終わった今、なんとか開催することができた、というのが正直

な感想です。交流展自体は多くの日本人や日系人、またパラグアイ人が来場して下さり、伝統芸能の披露では、

私自身もまだまだ自分の知らない日本が存在することを再確認させられ、非常に有意義な交流展となりまし

た。 

 

 2 つ目の目的である日系社会については、普段から日系の方々と過ごすことが多く、様々なお話をさせて頂

くことができました。パラグアイの日系人の方々は移住の歴史が比較的浅いこともあり、日本語を話せる人も

多く、また日本に研修等で行ったことのある人が大勢います。そして私が何より驚いたのは、日系人の方々のネ

ットワークの凄さでした。普段は日系人もパラグアイに溶け込んでいますが、何かイベントがあれば、移住地か

ら片道約 300km の道のりを平気でアスンシオンまで出掛け、助けが必要だと声をかければすぐに人が集まり

ます。これには本当に驚かされたと共に、普段から密に連絡を取り合い、日系人間の関係を維持している証拠

だと、感心させられました。 

 

 3 つ目の JICA の業務・ODA についてですが、JICA 職員の方々とのお話では、パラグアイにおける援助につい

て等、内容の濃い話を色々聞くことができました。また何回かボランティアの方々の活動見学をさせて頂く機
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会にも恵まれ、ボランティアの方々が普段どのようなことを考え活動を行っているのか、日本にいてはわからな

い、生の「青年海外協力隊」「海外シニアボランティア」を感じることができました。 

 パラグアイに来る前は、どうなることやらと思っていたパラグアイでのインターン生活も、あっという間に終わ

ってしまいましたが、これはパラグアイでお会いした全ての方々の手助けがあったからだと思っています。また

今振り返ってみても、私は非常に幸運で、パラグアイでは多くの素晴らしい人々に出会うことができ、とても感

謝しております。このパラグアイでの経験を無駄にしないよう、これからの将来に活かしていきたいと思います。

本当に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流展の開催仲間と（左端が勝田さん）
 

（JICA インターン・勝田恵理菜） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

はじめまして！！ 

８月３日に堀（ほり）企画調査員（ボランティア）の後任として着任しました、大橋

朋広（おおはし・ともひろ）と申します。 

ここパラグアイは、ボランティア総数約１００名と非常に多く、名前と顔を覚える

のもやっとな状態ですが、ボランティアと話をすると様々なパワーがもらえ、楽し

く仕事が出来ます。また、パラグアイ事務所は南米の中でも大きな事務所とあっ

て、様々なプロジェクトを行っており、日々勉強させて頂いています。 

プライベートな面では、事務所のナショナルスタッフには日系人の方も多く、様々

なスポーツ大会や行事にも声を掛けていただいています。お陰様で週末も楽しく

過ごしています。（久々に、スポーツをしたので、体の節々が痛いですが、＜笑＞）

初めての調整員としての赴任で、慣れないことばかりで日々の業務に追われている毎日ですが、楽しみなが

ら、そして、勉強しながら、自分に与えられたこと（それ以上）のことができるよう精一杯がんばりたいと思いま

す。 今後ともよろしくお願いします。 
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私は2008年に日本で「中南米地域 循環型社会形成促進の

ための廃棄物総合管理」の研修を受けるチャンスに恵まれました。私が住むエンカル

ナシオン市は、以前からヤシレタ・ダム建設の影響で気候、人口、地域の変化が始まって、当時、環境教育プロ

ジェクトのコーディネーターとしてエンカルナシオン市役所で勤めていた私にとって同研修は、絶好のチャンスで

した。  

日本での研修は、都市ゴミ及び産業廃棄物の様々な管理法や技術、

また３R政策促進を目的としており、ボリビア、ペルー、コロンビア、

ヴェネズエラ、パナマ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシ

コ、グアテマラ、エルサルバドル、ドミニカ、そしてパラグアイから16

名の研修員が参加しました。   

研修は3ステージに分かれており、始めにそれぞれ自分の国の課題

などを含めた紹介を行ないました。私は特にエンカルナシオン市に

ついて紹介したのですが、どの国も環境に関しては同じような問題

を抱えていました。  プラスティック・リサイクル工場

次に、大阪、名古屋、東京、京都において研修を受けました。主に三重県の四日市にある国際環境技術移転

研究センターICETT で家庭ごみの監理、処理、下水道排水設備、環境教育等について学びました。研修は、

実践・論理的な手法で行なわれ、協議や公的・民間企業を視察する等、実践的な内容でした。  

日本はこれまで、明確な法律・政策、環境教育の促進を通して国民の環境に対する意識改善に働きかけており、

成功している印象を受けました。  

終ステージで私が作成したアクションプランの目的は、家庭ごみの分別を行なうことにより得られる利益につ

いて短期、中期、長期的に意識改善を行なうことでした。これまで、教育機関で教員や生徒に研修を行なう他、

地域でゴミに対する意識改善キャンペーンなどを行なってきました。アクションプランの実施期間は 1 年であり、

研修は 終報告書の提出をもって修了したのですが、エンカルナシオン市役所はこれまで、家庭ごみの管理促

進のため教育機関や市民に対し積極的な支援を行なってきました。特に教員や生徒、家族、コミュニティー、ミ

ディアの参加をサポートしていますが、市民参加は教育していく

ものであり、まだまだ時間がかかると思います。これは、現在、ま

た、将来のエンカルナシオン市民の課題だと考えます。  

ICETT センターにて研修員の皆さんと 

後に、研修への参加を可能として下さったエンカルナシオン市

役所、部局長、JICA関係者に心からお礼が言いたいです。また、

一緒に研修を受けた研修員と過ごした時間は一生の思い出とな

りました。研修で得た経験は、これから仕事をしていく中でも多

いに役立つことでしょう。 

日本の皆さんには、忍耐心、敬意、自然の大切さなど沢山のことを教えて頂きました。また親切に接して頂 

き本当にありがとうございました。Arigatogozaimasu  Muchas Gracias 

                                         (帰国研修員・Patricia de los Angeles Peralta Palacios) 
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「バリグイ対策」 
～かゆいのかゆいの飛んでいけ～ 

  

いつの間にか虫の刺し口に出血。翌日には酷いかゆみを伴ってびっくりするほど腫れちゃった！地方に遊びに

いったとき、こんな経験ありませんか？ 

痒みの原因はにっくき「バリグイ」。ブヨ/ブユの仲間です。 

バリグイ白書 

・ ２～４ミリくらいの小型のハエのような吸血の虫     ・ 自然環境の良い、水のきれいな場所に発生 

・ 春先から夏に活動が活発になる 

・ 夏は涼しい朝夕に発生/湿気が高く、日射や気温が低いときは時間に関係なく発生 

・ 皮膚を噛み切って吸血。その際に唾液腺から毒素を注入され、これがかゆみの元になる 

・ 翌日以降、（アレルギー体質による）患部が通常の 2～3 倍ほどに赤く膨れ上がる 

・ 激しい痒み、頭痛や発熱の症状が 1～2 週間程現れる場合がある（ブユ刺咬症） 

刺されたら 

・ すぐに刺し口から毒液を押し出す（手で、またはポイズンリムーバー） 

・ 氷や冷たいタオルで冷やす 

・ ステロイド入り虫さされ薬を塗る（携行医薬品にある虫刺され薬、CIPROCORT など） 

・ 触らない、掻かない（掻くと腫れが引かず、治った後もシミになる） 

・ 強い症状が出た場合には病院を受診する 

※参考：ポイズンリムーバー（毒吸引器） 

毒虫、毒蛇や蜂にさされた時に、直ちにこのポイズンリムー

バーの吸引口を傷口にあて、強力な吸引作用で毒液を外に吸

いだすことができます。痛みや痒みが軽減されます。 

しかし、残念ながらパラグアイでは売っていませんでした。

（見つけた方はご一報を！） 

バリグイ被害の多い方。日本から荷物を送ってもらうときに

は、ついでにこの製品を送ってもらってはいかがでしょうか。 

 

  

 

 

刺されないために 

・ 皮膚の露出を避ける（特に膝下）  ・ 長袖、長ズボン露出を避ける（薄手の生地は効果なし） 

・ こまめに（２、３時間毎）皮膚や洋服の上から虫除けスプレーをまく 

・ 虫除け効果のあるメンタームクリーム、ハッカ水などを露出部位へ塗る 

・ 朝、夕の外出時は虫除け対策をしっかりする 

 

ブヨがいることは、自然環境がいい証拠です。 

自然を楽しむためにも、虫除け対策をしっかりとしましょう！ 
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事務所の主な行事 

 

９月６日  貧困農村地域地下飲料水開発計画（無償） 関連セレモニー・ＲＤ署名 

 

９月７日    アスンシオン首都圏廃棄物管理事業運営改善計画終了時セミナー 

 

９月８日 草の根案件「香川らしい国際協力プログラム・パラグアイにおける農産物利活用支援

プログラム」 第 1 回セミナー開催 （於：ラ・コルメナ市） 

 

９月８日       プレスツアー 「香川らしい国際協力プログラム・パラグアイにおける農産物利活用 

プログラム」 受益者取材 

 

９月９日     地方道路整備事業（PG-P16) Loan Agreement 調印 

 

９月２２日    エステ市都市圏上下水道システム事業整備に係るセミナー開催（於：エステ市） 

 

９月２４日 エステ市都市圏上下水道システム事業整備に係るセミナー開催（於：ア市） 

 

９月２６日 H２０－２次隊ボランティア（JV4 名、SV12 名）離任 

 

９月２８日  H２２－２次隊ボランティア（JV5 名、SV12 名）着任 

 

１０月７日 無収水対策専門家（佐藤）ワークショップ 

 

１０月２１日 ドナー協調会議 （於：IDB） 

 

 メールアドレス：JunTakakura.PG@jica.go.jp TakahashiNarumi.PG@jica.go.jp 
 TEL：021-608400/4；FAX：021-608406/7 
「事務所便り」に関する意見等ありましたら、以下電話番号・メールアドレスにお寄せ願います。 
「事務所便り」発行担当職員：高倉潤、高橋ナルミ 
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