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「地方道路整備事業」(PG-P16) 

銀行（IDB）、OPEC国

省によって実施されます。同プログラムは、農業生産

、ミシオネス、パラグアリ

Assistance for Project Implementation：SAPI)を実施しています。

えられる老朽木造橋

りしており１０月まで調

 

プロジェクト対象となる地方道路は、公共、民間セクター、市民社会の意見を計画に反映することが特徴である、「参

を聞き入れながら対象道路を選択するため、

関係者間でのワークショップが開催されます。 

 

また、３月にはＪＩＣＡ本部からプロジェクト担当者が来パし、公共事業通信省と本プロジェクト実施に必要なプロセスを

再確認した他、現場視察を通じてパラグアイの現状を確認しました。  

同調査を通し、対象３県のニーズに も合った実施計画が策定されることが期待されます。 

  

 

（業務第 2 班・Mirian Ponillaux） 

～案件実施支援調査スタート～ 

 

本事業は、パラグアイ政府が掲げる地方道路国家プログラム・フェーズＩＩの一環として米州開発

際開発基金（OFID）、ＪＩＣＡとの協調融資の下、公共事業通信

の強化を図る他、パ国東部の地方の住民の生活改善を目的としており、JICAはこのうちグアイラ

の3県における道路整備約350km、及び橋梁架け替え約1,000mを担当します。 

 

現段階でＪＩＣＡは、案件実施支援調査(Special 

同調査の目的は、主に１）プロジェクト対象となる地方道路の選定 ２）コンクリート橋梁へ架け替

梁の構造調査３）事業のより円滑な実施の側面支援であり、今年の3月より調査団員が現場入

査を行う予定です。 

加型地方道路計画」によって実施されます。 対象３県では、住民の声

パラグアリ県にある木造橋梁  礫舗装に使用される採石場視察
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帰国研修員フォローアップ協力 

～2012 年国勢調査に向けた統計・国政調査局への協力～ 

環として、統計・国勢

びＧＰＳ28 台（US$ 26，000 相当）を供与しました。 

日～ 研修で使用されまし

意を表すと共に、研修を開

催した帰国研修員を高く評価しました。 また、パラグアイ政府は国勢調査に必要な機材を所有しないため、2012年に

材は、調査員の訓練及

しています。 

 

機材供与の他にもＪＩＣＡは今般、機材の使用法に関する研修を開催するほか、地方の調査員向けの使用法マニュア

ルＤＶＤを作成しました。 ＪＩＣＡは今後も「帰国研修員フォローアップ協力」制度を通し今後も帰国研修員の活動をサ

ポートしていきます。 

   

 

 （業務第１班・Miuriel Vecca） 

 

 

 

 
今般ＪＩＣＡは、2012 年に実施予定の国勢調査に向けて「帰国研修員フォローアップ協力」の一

調査局にＰＤＡ（パーソナル・デジタル・アシスタント）及

これらの機材は早速、3 月 28 29 日の 2 日間、38 名の調査員を対象に行われた事前調査

た。 

機材譲渡式では、統計・国勢調査局のソーサ局長は、機材を供与したＪＩＣＡへの感謝の

実施される国勢調査にはブラジルの機材も借用することになっており、今回ＪＩＣＡが供与した機

び実際の調査時にも非常に役立つものであると述べました。なお、国勢調査の実施にはＩＤＢも支援

譲渡式の様子 PDA＆GPS 
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南東部小農協強化計画 ～ボランティアチーム派遣の取組み～ 

1．背景 

大農家は輸出産業の

める土地所有面積が 20ha未満の小農は、全農

を受けておらず、政府

A は全中からの技術支援を受けつつ農協セクターに焦点を当てた新たな小農支援の枠

成される生産者組合

）の協力も得ながら、小

施した結果、小農

結果を受け、INCOOP

とが決定された。 

第二フェーズは、パラグアイ側の主体的な取組みを促進する意味からも専門家の派遣は行わず、既に第一フェーズから

派遣を行っていた青年海外協力隊（JOCV）を 3 年間にわたり複数名派遣することとした。第二フェーズ概要は図 1 のと

おりであり、①INCOOP及びFEC Dによる小農協役員への支援（トップダウン）、②協力農協による協力金拠出

及びOJT/技術支援などの側面支援、③JOCVによる教育委員会2及び組合員を対象とした営農計画/家計簿/青

空市など下からの支援（ボトムアップ）という 3 方向の支援により小農協の自立的な取組みを促進するのが特徴である。

以下に、第 2 フェーズの特徴的な取組みであるJOCVによる支援の事例を紹介する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

図 1 第二フェーズ概要図 

 来月号以降は、ボランティアの皆さんから活動を通じて生じた小農協における変化について報告をして頂きます。ご期

待下さい。                                                  （業務第１班長 藤城） 

                                                 

 パラグアイは、国内貧富の格差が大きい国であり、この傾向は農村部において顕著である。 

大豆、小麦、トウモロコシの生産を担っている一方、全体の 86％を占

地面積のわずか 1 割を所有するに過ぎない。また、8 割以上の農家は融資や技術支援の恩恵

機関の農業普及サービスに大きな課題を抱えている（パラグアイ農牧省 2008 年1）。  

 このような状況を踏まえ、JIC

組みを検討した。その結果、国立協同組合院（INCOOP）を相手先機関として、大農協から構

連合会（FECOPROD）と協働で、大農協（日系農協：ラ・パス、ピラポ、イグアス、ドイツ系農協

農協の支援を行う枠組みを考案した。 

2007 年から 3 年間、「パラグアイ南東部小農協強化計画プロジェクト」をこの枠組みに基づいて実

協役員を中心とした意識変化が認められ、小農協による自発的な活動が開始された。 この

及び FECOPROD がこの枠組みの定着に強い意向を表明したことから第二フェーズを継続するこ

2．プロジェクト第二フェーズの概要 

OPRO

INCOOP FECOPRDO

農協 A 農協 B 

 

 

 

 
1 パラグアイ農牧省 農牧センサス 2008 年 
2 協同組合法に基づき、各農協は組合員教育のために教育委員会の設置を義務付けられており、前年度の利益の 10％相当を教育基金として予算措置を行う

ことも義務付けられている。 

農協 D 農協 E 農協 F 農協 G農協 C 

(1)組織強化支援 (2)技術普及 

協力農協

役員 役員役員

教育委員会

組合員 1 組合員 n ・・・

(3)協力依頼 

(4）協力金拠出 

(5) OJT/技術支援

JOCV 

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ

ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ 

支援 

側面支援 

支援 

(6）営農計画/家計簿/青空市などの支援 
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畑畑畑ののの肉肉肉、、、大大大豆豆豆   

ボ～～～ピピピラララポポポ   ボボララランンンテテティィィアアアチチチーーームムム派派派遣遣遣   第第第３３３弾弾弾～～～   

であり、その多くが大豆、

近はパラグアイ人と日系人との経済格差が大きな問題

ボランティアのチーム派遣が始まっています。その中で、私が担当する家政部門では、パラ

現在日系人が市長を務めるピラポ市では、人口は約７,０００人のうち約１,２００人が日系人

小麦、トウモロコシなどの大規模栽培を行っています。しかし、

になっており、2009 年 6 月より

グアイ人女性を巻き込んだ地域全体の底上げを目指した活動を行っています。 

栄   栄栄養養養改改改善善善   

富に含み、

低くとてもヘ

達していま

います。さら

し、１００にのぼる

レシピを開発した上で、各地域における料理講習会を通じて

の野菜を料理講習

菜消費の普及も併せて行っています。 

利用

、家族の様子、食生活、台所の衛生状態、家庭菜園の状態

菜と豆乳・おからを利用し、子どもたちと調理実習を行い、学校でも

ろです。 

ピラポの主要産物である大豆はたんぱく質を豊

肉に匹敵する栄養素を持っていますが、カロリーは

ルシーです。そこで、市役所では大豆を利用した豆乳作りを

推奨・継続しており、約１００リットルを週２回、専用の機械で

製造し、１リットル５００グアラニーと格安で販売・配

す。おからは豆乳を購入した方に無料で配布して

に、豆乳・おからを利用した調理方法研究

豆乳・おからと大豆消費の普及を促進しています。市役所の

畑では野菜隊員が栽培する様々な季節
豆乳作りの様子 

会に利用し、野

また、貧困家庭を戸別訪問し、豆乳・おから・野菜を

の普及を促進しています。一緒に料理しながら話す中で

などがよく見えてきます。 学校菜園で収穫した野

大豆・野菜料理の普及を促進しているとこ

した調理方法の紹介を通じて、ここでも大豆・野菜料理

   収収収入入入向向向上上上   

多くの貧困家庭では子どもが５、６人いるというのは珍しい

忙しいため、

。そこで手芸

手順も材料もシンプルな刺しゅう糸を利用したミサンガや端

切れを利用した髪飾りや袋など、少しでも現金収入につなが

ればと思い指導を行っています。しかし、長続きせずすぐに飽

きてしまったり、技術が自己流で雑だったり、仕上げた作品の

紛失や管理の甘さもあり、まだまだ趣味の範囲に留まっている

のが現実です。 市役所では月１回定期市を開催しており、作品次第では売れる環境は整ってきました。村の女性た

ちが楽しく気長に続けていける活動になれば良いと思い、日々のサポートに取組んでいます。  

（青年海外協力隊 21 年度 1 次隊 相川麻衣子（家政）） 

 

ことではなく、母親は子どもたちの世話や家事で

働きたくても外へ出て働ける環境ではありません

の分野では、家庭内でも作成可能な手芸品の作成指導を

行うことにより貧困家庭の収入向上を目指しています。 

子供たちとミサンガ作り 
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         インフルエンザ

する季節がやってきました。そこで今回は簡単なインフルエン

のはいつごろですか？ 

まつ感染により人にうつります。

スが周囲の人に直接くっつくために感染することで、空気感染とは同様

に密室状態や無風状態、空気が乾燥している条件では空気感染

 

① 無駄な外出・人ごみの中への外出を避ける  

② 外出時はマスクをする。帰宅時は手洗い・うがいを必ず行う。  

は稀ですが、効果は大きいです。マスクは薬局で販売しています。 

まめに行い、湿度を適

に接種することで、免疫

がつき、インフルエンザにかかりにくくなります。免疫がつくためには大体 2 週間から 4 週間かかるため、早めにワクチ

ワクチンは、A・B 型のインフルエンザワクチン、に対して効果があります。 

るのが「タミフル」で、パ

されていませんが、日本では、テレビなどで

話題になっている通り、副作用に精神的症状があるとされています。現在のところ厚生省でも調査中であり、報

告例は日本国内でも数例にとどまる稀な副作用とされています。そのため、大変危険なお薬とは言えませんが、

念のため内服後の言動・状態の確認などの注意は必要でしょう。 

Q：デング熱とインフルエンザの症状の違いは？ 

。しかし、インフルエンザは、咳、鼻水、喉も痛みなどの風邪症状を

います。デング熱と違い、インフルエンザは 48 時間以内に治療薬（タミフル）を内服する必要がありま

かに医療機関に受診する必要があります。発熱時は健康管理員へご相談ください。 

 

 

毎年冬になると話題になるインフルエンザ。今年も流行

ザに関する Q＆A をご紹介します。 

 

Q：インフルエンザが流行する

A：パラグアイでは寒い時期にあたる、例年 5 月～9 月頃まで続きます。 

Q：インフルエンザ予防方法は？ 

A：インフルエンザは空気・飛 飛まつ感染とはインフルエンザやくしゃみに含まれるウィル

にして、空気中にばらまかれたウィルスを吸

い込むことで起こる感染のことを指します。特

が起こりやすいとされています。 

 

予防法 

パラグアイではマスクをして歩く人

③ ご家族やホームスティ先にインフルエンザの方がいるときは、お部屋の空気の入れ替えをこ

度に保つ。  

④ 流行前にインフルエンザワクチンを接種する。 

 

Q：インフルエンザワクチンについて教えてください 

A：インフルエンザワクチンはインフルエンザウィルスそのものを弱毒化したワクチンです。流行前

ンを受けたほうがいいでしょう。また

Q：インフルエンザの治療薬は副作用が強いというのは本当ですか？ 

A：インフルエンザに対するお薬は数種類あり、A・B 両方の型にもっとも効果が強いとされてい

ラグアイでも一般的に使用されています。 パラグアイでは、特に問題に

A：どちらも、急な悪寒や、発熱で発症します 伴

すので、速や
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事務所便り」（

事務所の主な行事 

４月５日  パラグアイの

４月８日  ロジェクト」IC/R 調査団ミニッツ署名 

 

日 ジェクト・井上正樹専門家 

（配水網維持管理アドバイザー）着 

 

４月２８日 大島副理事長来パ 

 

５月１４日  ラ・パス市ボランティアチーム派遣ランサミエント 

 

 
 

4 月３日  「配水網管理技術強化プロジェクト」井川雅幸専門家（コンサル）及び内藤 

晃司専門家（コンサル）着任 

 

４月４日 ドナー協調会議（農村開発分野）   

 

薬草写真集の発行記念式 

 

「配水網管理技術強化プ

４月１６ 配水網管理技術強化プロ

 

（～４月２９日） 

５月１１日 農業金融公庫（ＣＡＨ）機材譲渡式及びＭ／Ｍ署名式 

 

「事務所便り」発行担当者：平田眞、高橋ナルミ 
「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。 
 TEL：021-608400/4；FAX：021-608406/7 
 メールアドレス：Hirata.Makoto@jica.go.jp TakahashiNarumi.PG@jica.go.jp 


