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日本バングラデシュ協会の皆様へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1）巻頭言『50 周年、50 周年そして 100 周年』            会長 大橋正明 
 
 1964 年から 56 年ぶり、オリンピック・パラリンピックが来年夏に東京を中心に開催される。前回大会の時、他の多くの
家庭と同様に我が家も観戦のために初めてテレビを購入した。当時住んでいた青山の都営アパートの屋上からは、聖火台
に火が灯されるのが見え、かつ競技場の歓声が良く聞こえたので、さらに興奮した。またその数年前から、神宮外苑や青山
通りなどでは道路の大規模な拡幅や競技場建設などの大工事が続き、何人かの級友の家は立ち退きの補償金で立派な
ビルに生まれ変わった。小学５年生の少年だった私にとって、前回の大会は極めて大きなイベントで、あれ以降、東京はす
っかり近代的になった気がする。 
 その東京オリンピックから 7 年後の 1971 年、私たちが大切にしているバングラデシュは、厳しい弾圧と苦しい戦いを経
て独立を達成した。そのことは、多くのバングラデシュの人たちにとって、極めて大きな環境変化をもたらしたことだろう。そ
の独立から 50 年という節目が、今から 2 年後の 2021 年にやってくる。日本バングラデシュ協会としても、このことをバン
グラデシュの人たちと共に心から祝いたいと考えている。どんな 50 周年行事をなすべきか、関係機関からの助言を受けな
がら考え始めなければならない。 
 それに続く 2022 年も、私たちにとっては極めて重要だ。というのは、日本政府が米国などに先駆けて 1972 年にバング
ラデシュの独立を承認し、外交関係を確立したからだ。この素早い動きが今日の日バ関係の強固な礎となっており、両国
関係はその土台の上に一途に発展し続けているからだ。この 50 周年も、協会としてお祝いしたいと考えている。 
 私事で恐縮だが、私が深く関わるシャプラニール＝市民による海外協力の会も 1972 年に創設 50 周年を迎える。戦火
で荒廃したバングラデシュの農村の復興を手伝うために、1972 年という混乱期の４か月間、50 名の日本の若者がキリス
ト教団体によって派遣されたことがきっかけで、シャプラニールは生まれた。 
また、バングラデシュの人たちにとっては大事な 100 周年があることを付け加えておきたい。 バングラデシュ建国の父、

シェーク・ムジブル・ ラーマンの生誕 100周年が来年の東京オリンピック・パラリンピックと同じ 2020年である。1920年
3月17日生まれの彼の数奇な半生については、本会の前理事、渡辺一弘氏が見事に翻訳した半生記「バングラデシュ建
国の父 シェーク・ムジブル・ロホマン回想録（原書名 The Unfinished Memoirs)」代りに（明石書店、2015 年）が大変
詳しい。ぜひこの分厚い本に目を通し、バングラデシュへの理解を深めて頂きたいと願っている。 
 
 こうした極めて重要な節目の時期を迎えるにあたり、日本・バングラデシュ両国の大使が交替される。この 9 月に泉裕泰
大使が帰朝され、10 月には伊藤直樹シカゴ総領事が後任の大使として赴任される。また遠からずファティマ大使が離任
されると伺っている。日本バングラデシュ協会としては、温かく歓送迎の場を持ちたいと考えている。 
そしてこれら周年行事を控えていることもあり、協会としては組織としての更なる充実が求められている。 

その一環として本協会では、大局的な見地から会長の諮問に応え又は会長に対し意見して戴く名誉会長のポジションを
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新設した。 7 月 26 日、堀口前会長と共に丸紅株式会社に伺い、朝田照男常任顧問（元会長・社長）に初代名誉会長へ
のご就任お願し、快くお引受け頂くことが出来、創設五周年を迎えた本会の体制は大いに充実したと考えている。 
 
名誉会長ご自身から本メルマガに寄せてくださったご挨拶文を皆様にご紹介する。 
 （聖心女子大学教授、シャプラニール=市民による海外協力の会監事、国際協力 NGO センター〔JANIC〕理事） 
 
 
 

■２）『名誉会長就任の挨拶』          
            名誉会長 朝田照男 

7月の理事会でご承認を頂き、この度日本バングラデシュ協会名誉会長に就任
致しました、丸紅の朝田と申します。このような大役を拝命し、大変光栄に思いま
す。 
私が会長、社長を務めておりました丸紅株式会社は、1953 年にチッタゴンに事

務所を開設して以来、65 年以上にわたり様々なビジネスを通じバングラデシュと
の関係を育んで参りました。私自身は 2014年 9月の安倍首相のダッカ訪問に同
行、翌2015年4月から現在に至るまで、日本・バングラデシュ経済委員会委員長
として両国の経済関係強化に尽力して参りました。 
今年は 5 月にハシナ首相が来日、7 月には私が日本側民間の代表を務めた第

4 回日本・バングラデシュ官民合同経済対話がダッカにて開催、また同月、河野外
務大臣がバングラデシュを訪問される等、近年両国首脳を含む往来は活発化して
おり、成長著しい親日国・バングラデシュとの経済・人的交流は益々勢いを増して
いると感じております。 
改めて緊褌一番、日本バングラデシュ協会名誉会長という大役を全うすべく、

協会会員の皆様方の御支援・御協力を頂きつつ、バングラデシュと日本両国の更なる友好関係の発展に貢献して参りた
い所存です。 
どうぞ宜しくお願い致します。 

 以 上 
 
 
 
■３）現地便り 『 国際エンゼル協会の活動（連載その２）』 

  ―順調な活動の理由と新たな課題－ 

                 特定非営利活動法人 国際エンゼル協会 
                        代表理事 東村眞里子 
                       http://www.angel-ngo.gr.jp/introduction/ 
 
１．順調な活動の理由 
今 35 年を振り返り、国際エンゼル協会の活動目的は順調に果たされてきていると思います． 
（１）本協会がバングラデシュへの支援を始めたのが、丁度恵まれた時期にあり、日本もまだバブルの頃で経済にゆとりがあ
る上に、海外支援を行っている団体も少なく寄付も多く集まりました。 
（２）また外務省や、国際ボランティア貯金から補助金をいただくことが出来、建物を建てるのに随分協力していただきまし
た。 
（３）そして最初に広い土地を購入して、そこに様々な施設を建てたことによって、管理がしやすかったこともあります。今で
は周辺一帯が工場地域になっていますが、買った当初は周囲に何もなく野原でした。 
（４）さらに児童養護施設を始めたことによって、子供たちの成長がわが子のように楽しみであり、また預かった子供を途中
で投げ出せないこともあって、ずっと続けてこられたのです。また、現地の責任者バリ氏をはじめ、良いスタッフに恵まれたこ
ともあります。主なスタッフを日本に招聘して、実際どのようにして日本のボランティアの人達がお金を送っているのかを見

http://www.angel-ngo.gr.jp/introduction/
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てもらっています。彼らより年配の多くの
婦人達が重い荷物を運んだり、バザーの
チラシを配ったりして、頑張っている姿を
見て大変驚くようです。そして日本から送
られるお金に対して意識も変わっていく
ようです。 
２．何といっても女性のパワー 
やはり何といっても凄いのは女性のパワ
ーです。これは国際エンゼル協会のほか
にはどこにもない特色と思います。 
（１）バングラデシュを支える資金のほと
んどが、会費収入とチャリティ活動収入
です。年 2 回本部でチャリティ・バザーが
行われますが、バザー当日は300人を超
えるボランティアの人たちと 1,200 人余
りのお客さまで賑わっています。今年で
71 回を迎えました。 
それから各地域でもバザーやノクシカタ販売が行われ、その数は年間 100 回近くになり、そのほとんどがボランティアの
方々の主導でおこなわれています。       

（２）そのボランティアの方々がどのようにして活動しているかといえば、ボランティア委員を募り、自ら進んでなりたい方がな
れます。その中で「バザー係」「センター管理」「広報」「手芸」「ノクシカタ」「DCEF」と担当が分かれていて、現在 40 名の
方がいます。そして月１回委員会を開いて、様々なことを決めていきます。 
またバザー用品の管理の為に、「台所用品」「日用品」「婦人服」「紳士服」「子供服」「カバン」「雑貨」「おもちゃ」「手芸」
「ノクシカタ」等に分かれ、それぞれにチーフがいて日々送られてくる品物を整理し販売の準備をします。 
皆さんはセンターのあちらこちらに分かれて作業しながらおしゃべりの花が咲いています。３時になると誰かがお茶を入れ
ておやつタイムです。そして「さようなら、また明日くるね」「私は来週くるわね」と、一日が終わります。いざバザーが近づくと
みなさん元気にフル回転されます。 
 
３．人のための喜び 
（１）こんなスタイルの活動がもう 35 年以
上続いているのです。交通費も食事もみ
んな自前です。協会創立の頃からの方も
たくさんおられます。「どうしてここまで続
いているのですか？」と多くの人に尋ねら
れます。私も「何故だろう？」と思い巡らし
てみるのですが、やはり「人のためにする
ことで喜びを感じる」ことを皆さんが体験
しておられるのではないかと思います。実
際にバングラデシュ行ってみて、自分達
の支援の成果を目に見えて確認出来る
こともあると思います。 
（２）そしてボランティアを通して多くの人
に出会い、人のやさしさに触れて心が満
たされます。一緒に、笑って、泣いて、喜ん
で、「バングラデシュの支援が成功した」と、皆で感じてみれば、それにかかわったボランティアの方々の人生も実りあるも
のとなっているのではないでしょうか？ 前代表の川村百合子が「バングラデシュの人達が幸せになっただけではなく、皆
さんもボランティアを通して幸せになって欲しい」と言っていましたが、その願いはかなっているようです。 
 

「女性達がチャリティ・バザーを準備」 

「午前 10 時にバザー開門。8 時より行列が出来る。お客は 1,200 名」 
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４．新たな課題 
（１）バングラデシュはこの 35 年間で随分変わりました。最近は目覚ましく発展していっているように思います。空港内もお
店や、エスカレーターが出来、トイレもきれいになりました。それだけでもどれだけ多くの外国人が行き来しているかを感じま
す。 
（２）勿論それは良いことと思うのですが、今、私たちには新たな課題が出て来ています。現地では、物価や、人件費が高くな
りました。現地への送金が増えるのに反して、日本は高齢化になって支援してくださる方も減ってきて、収入が減少していま
す。これらに対応するように、私たちの支援の仕方も変化させていく必要があります。 
（３）1994年から始めた女性の為の農業研修センターも、当初は60名を超える応募がありましたが、最近では農業を志す
女性が減り現在休止しています。また今まで職業訓練等の研修費や宿泊費はすべて無料で行っており、またクリニックも
僅かなお金で診察をしていましたが、少し見直しの時がきていると思っています。これからも現地の人々に何が必要なのか
を、皆で一緒に考えながら活動していこうと思っています。 
（４）そしてここまで築いてきた日本とバングラデシュの絆を、いつまでも大切につないでいきたいと思っています。 
 
 
 
 
■４）会員便り 『 25 年間にわたりバングラデシュを見つめて（連載その２）』 
          －2019／2020 年度バングラデシュ政府予算に関する考察－ 

 
在バングラデシュ日本国大使館 

参事官  進藤 康治   
1. 総論 
  6 月 30 日に、バングラデシュ国民議会は、史上最大規模となる総額 5 兆 2,319 億タカの政府予算を承認しました。
2010／11 年の予算規模が 1 兆 3,000 億タカでしたから、この 10 年で 4 倍の規模に成長したことになります。これだけ
を見ても、バングラデシュの経済の急速な発展ぶりがお分かりいただけるかと思います。本稿では、2021 年の中所得国化、
そして 2041 年の先進国入りを目指す当国にとって、この予算がどのようなインプリケーションをもつか、考察してみたいと
思います。 
  （予算詳細は、バングラデシュ財務省 HP（https://mof.gov.bd）をご参照ください。） 
 
2. 歳出 
  今次予算の歳出規模は、昨年度の 4 兆 4,254 億タカから 18％の伸びとなりましたが、その中で構成比として伸びたの
は、前年比 22％増の年次開発予算(ADP)のみであり、全予算に占める割合は 39％と、国内開発事業への積極的な傾斜
配分がみて取れます。特に伸びているのは、鉄道をはじめとする交通・通信分野および教育等人材開発分野で、それぞれ
30％以上伸びています。 
  なお、国防費を含む開発以外の分野への予算配分は、概ね横ばいまたは微減となっています。 
  今後、高度経済成長を実現するためには、インフラ開発と人材育成が必要不可欠であり、その点において、着実な経済
発展という明確な目的をもって編成された予算と言えます。 
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【2019／2020 年度バングラデシュ政府予算の歳出グラフ】 

 
3. 歳入 
  一方、せっかくの史上最大規模の野心的な予算も、それに見合う歳入が得られなければ、絵に描いた餅に過ぎません。
当国はこれまでも財政赤字が続いてきましたが、今次予算も、5 兆 2,319 億タカの歳出に対し歳入は 3 兆 8,197 億タカ
と、1兆 4,121億タカの大幅な赤字となっています。歳入の規模自体は昨年度の 3兆 2,040億タカから 3兆 8,197億タ
カと、歳出の伸び18％をわずかに上回る19％増を見込んでいますが、問題はその内訳で、全歳入に占める国税庁（NBR）
税収入見込みは 2.2%ほど減少しています。つまり、徴税の本丸であるNBRによる歳入が伸びていない中、財政投融資の
運用利益やリース収入等の非税歳入および政府借入（特に国内借入）への依存度を高める形となっているのです。 
 

 
           【2019／2020 年度バングラデシュ政府予算の歳入グラフ】 
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4. 所見 
  以上が非常にラフな予算概略ですが、これらのポイントから、今次予算につき、以下のような問題点が挙げられます。 
 
・歳入面では、新VAT法の施行や税の網を広げる取り組みが示されるも、国税庁による徴税見込みは低く、徴税能力の低
さが引き続きボトルネックとなる見込み。 
 ・国税庁はこれまで以上に歳入拡大に向けて大きなプレッシャーを受けることとなり、関税や外国投資家に対する追徴課
税等、あの手この手で歳入を確保する動きがこれまで以上に強まる可能性がある。 
・歳出面では、開発予算が伸びる一方で、パドマ多目的橋や一点係留式パイプラインシステム等メガプロジェクトの遅延
がプロジェクトコストを大幅に引き上げるとともに、執行率を引き下げる可能性がある。 
 また、公共事業についても、今後コストに見合った採算性が強く求められることが予想される。 
 
  日本企業支援の関係で、税問題につき経済省庁関係者とやりとりをすることが多いのですが、歳入に関わる部分につ
いてはいずれの部署も非常に態度が硬く、政府全体として、この歳入の課題が重く受け取られていることを強く感じます。 
 
5. まとめ 
  今次予算は、意欲的な歳出に対し、歳入面での大きな改善がみられず、その点が最も大きな懸念点であると言えます。 
バングラデシュは、GDP のサイズではすでにベトナムやエジプトを超え、隣国ミャンマーの 4 倍にもなっており、すでにアジ
アにおける大型マーケットの風格を備えてきています。今後も年率 8％を超えるペースでの経済発展が続くことは疑いのな
いところですが、おおきな内需にスポイルされ、税収の 3 割を関税に依存するような状況が続くことは、世界の主要な自由
貿易圏との連結に大きな障害となり、結果いわゆる「中所得国の罠」にはまることとなりかねません。 
去る 7 月 4 日にダッカで開催されました日本・バングラデシュ官民経済対話において泉大使からも言及いたしましたが、
強いリーダーシップと確固たる地盤を有する現ハシナ政権が、より強力な徴税能力と貿易競争力を得るための痛みを伴う
改革を断行することが、バングラデシュの長期的な経済発展を実現する鍵であると考えます。日本政府としても、バングラ
デシュ政府によるこうした改革が行われる場合には、その実現のため、協力していく所存です。 
 
 
 
■５）イベント、講演会の案内 
 
〇国際開発学会社会連携委員会講演会 9 月 26 日「Debapriya Bhattacharya 氏に聞く」のお知らせ 

バングラデシュを代表する知識人の一人であるデバプリオ・バタチャリア氏が国連 ESCAP や国際開発学会等の招き
により来日します。バングラデシュにおける SDGs の進展について講演をいただきます。 
日時：2019 年 9 月 26 日(木) 18 時半～20 時 
会場：聖心女子大学４号館ブリットホール (https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/access/) 
主催：国際開発学会社会連携委員会 
共催：日本バングラデシュ協会、SDGs 市民社会ネットワーク、聖心女子大学グローバル共生研究所 
参加費：無料 
言語：英語 
電子メールで、hq@jasid.org に以下の情報を送ってください。 
① 氏名 ②所属 ③国際開発学会の会員かどうか（講演会には、同学会会員でなくとも参加できます） 

問い合わせ先：国際開発学会 本部事務局 山形辰史  メールアドレス： hq@jasid.org 
 

〇日本最大級の国際協力イベント グローバルフェスタ 2019 
 http://www.gfjapan2019.jp/ 
開催日：2019 年 9 月 28 日（土）、29 日（日） 10:00 - 17:00 
会場：お台場センタープロムナード 

    シンボルプロムナード公園 夢の広場 
●りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩 1 分 
●ゆりかもめ「青海駅」から徒歩 3 分、「お台場海浜公園駅」から徒歩 7 分） 

mailto:hq@jasid.org
http://www.gfjapan2019.jp/
http://www.gfjapan2019.jp/
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〇書籍 「ロヒンギャ問題とは何か」難民になれない難民 
 https://www.akashi.co.jp/book/b475362.html 
 日下部 尚徳 編著 
 石川 和雅 編著 
 出版社名 明石書店 
 ISBN 978-4-7503-4869-8 
 発売日 2019 年 09 月 
 価格 2,500 円 （税込：2,700 円） 

□内容紹介 
 100 万人以上の難民がミャンマーからバングラデシュに越境するなど、「ロヒンギャ問題」は世界的な関心事となっ
ている。長期化するこの問題には今後多くの人類が関わるであろう。本書は、ロヒンギャ問題についての基本的図書
として刊行された。 
□目次 
第 1 章 ロヒンギャ問題とは何か 
第 2 章 越境したロヒンギャの今 
第 3 章 ロヒンギャとはいったい誰なのか 
第 4 章 世界のロヒンギャ 
第 5 章 難民支援とロヒンギャ 
第 6 章 難民になれない難民としてのロヒンギャ 
第 7 章 アナン報告が示すロヒンギャの未来 

 
 
 

■６）『事務連絡』 
○９月に泉裕泰大使が帰国され、後任として１０月に伊藤直樹シカゴ総領事が赴任されます。  
○９月９日付けで外務省の吉武将吾南西アジア課長が欧州局政策課長に異動となり、菅原清行課長となりました。 
○協会のメールアドレスの新規設定 

協会ではこれまで info@japan-bangladesh.org のドレスで対外的なメールの受発信を行ってきましたが、 
この度新たなメールアドレスを下記の如く設定しました。 
・事務局連絡、会員登録変更等協会業務  ： jimukyoku@japan-bangladesh.org  
・メール・マガジンや協会から会員への連絡業務： kouho@japan-bangladesh.org  
・講演会のビデオ記録等の動画配信業務  ： douga@japan-bangladesh.org  
10 月からのメルマガ配信は kouho@japan-bangladesh.org で行います 

〇会員情報変更届のお願い：  
事務局では会員各位の連絡先等の最新版を常備する必要がありますので、皆様の住所変更、メールアドレスが変更さ
れました場合は< jimukyoku@japan-bangladesh.org >までお知らせ下さるようお願い致します。 

〇本協会の活動などについてご意見等ありましたら、お知らせください。 
また、メール・マガジンに載せたいご意見、情報、その他昔のバングラデシュ勤務時の思い出などお寄せ下さい。 

 宛先：< jimukyoku@japan-bangladesh.org > 
（約 1500 字。体裁上若干の修正あり得ることご了承下さい。） 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
一般社団法人 日本バングラデシュ協会 
http://www.japan-bangladesh.org/ 

https://www.akashi.co.jp/book/b475362.html
http://www.japan-bangladesh.org/
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