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2．�統合自然災害リスク管理
国家戦略プロジェクトに
関する記事の紹介

本プロジェクトについては、筆者
も含め、様々な関係者が記事を執筆
しており、だれでもアクセスできる
記事だけでも2012年〜 2017年
までの足掛け5年間にわたり、合計
32件が執筆されています。これら
の記事の中には、プロジェクトの概
要を書き記したもの、日本における
研修の模様を表現したもの、そし
て、ブラジルにおける生活事情を紹
介したもの等があります。以下、主
な記事を紹介していきます。

プロジェクトの概要に関するもの
（記事（1）、（3）、（14）、（19）、
（22）〜（25）、（27）、（28））

記事（1）は、2015年3月に仙
台で開かれた第3回国連世界防災会
議のパブリックフォーラム「国際砂

1．はじめに
筆者は、前任者である元当セン

ター砂防技術研究所技術部長で現国
土交通省水管理国土保全局砂防部保
全課砂防施設評価分析官の武士俊也
氏の後任として、JICA（独立行政
法人国際協力機構）の「ブラジル国
統合自然災害リスク管理国家戦略強
化プロジェクト」（以下、本プロ
ジェクトという）に2015年7月か
ら派遣され、本プロジェクトの終了
とともに2017年11月に帰国しま
した。12月から当センター砂防技
術研究所調査役を拝命しており
ます。

本プロジェクトでは、特定の砂防
技術ではなく、ソフト対策を中心
に、数多くの土砂災害対策技術がブ
ラジルに紹介されました。そのため、
長期専門家のべ5名、短期専門家の
べ32名が派遣されています。一方、
日本の土砂災害対策について学ぶた
め、ブラジル側からも100人近い
研修員が日本を訪れ、日本各地を訪
ねて回りました。このように、4年
間という短い期間でしたが、多くの
人が両国の間を往来し、様々な活動
が展開しています。

そのため、筆者や前任者の武士氏
以外にも、これまで様々な立場の関
係者が、『砂防と治水』、雑誌『河
川』等の誌上で本プロジェクトのこ
とを紹介しています。本稿では、本
プロジェクトのことを限られた紙面
上でご紹介するため、これまでに公
表された原稿をレビューし、簡単に
紹介しつつ、これら記事に書かれて
いないことを補足的にご紹介してま
いりたいと思います。

防シンポジウム2015」での発表の
概要として、本プロジェクトをブラ
ジル側で統括していた都市省のユー
リ・ジュスティーナ部長（当時）自
らが作った原稿です。短文のためあ
まり詳しい内容は書かれていません
が、国際的にオフィシャルに公表さ
れている資料です。

記事（27）は、2016年11月に
来日した著者から取材した記事で
す。日本の協力への感謝に加え、形
を成しつつあるプロジェクト成果に
自信を持った著者が、プロジェクト
成果をてこにした予算確保への意気
込みを述べています。

記事（3）、（14）、（22）〜（25）
は、長期専門家による長文の報告で
す。執筆時点でのプロジェクトの進
捗状況が報告されています。記事

（3）はプロジェクト開始直後に書か
れたものであり、プロジェクトの背
景、目的について紹介するとともに、
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写真-1　国際砂防シンポジウム2015で発表する都市省ユーリ部長（当時）

JICA「ブラジル統合自然災害リスク管理国家
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大野砂防部長（当時、現当センター
専務理事）も参加したリオデジャネ
イロのキックオフセミナーの様子が
紹介されています。

記事（23）は、調査フェーズが
終わった時点で書かれており、プロ
ジェクト前半の苦労とそれを克服す
るための工夫が紹介されています。
後述する通り本プロジェクトは様々
な賞を受けることとなりましたが、
そのような結果に至った理由の多く

は、ブラジル側カウンターパートと
日本人専門家との間に強い信頼関係
を構築するとともに、カウンター
パートの主体性を引き出すことに成
功したことに帰せられます。この記
事には、プロジェクト前半の日伯双
方の主要関係者の努力と工夫が記録
されています。本プロジェクトに関
連する記事の中でも最も重要な記事
の一つと思います。

記事（14）、（24）は、マニュア

ル作成フェーズ実施中もしくは終了
後すぐに書かれており、本プロジェ
クトの主要な成果物であるマニュア
ル作成の過程が紹介されています。
本プロジェクトでは、英語ではなく
ポルトガル語、日本語通訳を介して
技術移転が行われ、うまく機能しま
した。互いに母国語を使った技術移
転の有効性について紹介していま
す。その他、この期間のトピック
ス、例えば、国家多年度計画への書

誌名 出版年月 記事番号 タイトル 著者（敬称略）

国際砂防シンポジウム
2015 in仙台

2015.3 （1） 『ブラジルにおける自然災害リスクの統合管理に関する国家戦略の強化』 ユーリ・ジュスティーナ

砂防と治水 2012.12 （2） 『ブラジルの土砂災害対策について』 杉本 宏之

2013.12 （3）
（4）

『ブラジルの土砂災害と「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」について』
『ブラジルに着任して』

武士 俊也、堀 太香夫
堀 太香夫

2014.4 （5） 『ブラジル国「統合自然災害国家戦略強化プロジェクト」本邦研修の実施』 武士 俊也

2014.8 （6）
（7）
（8）

『ブラジル「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」本邦研修』
『JICA本邦研修in長崎（サッカー王国からの研修生）』
『ブラジル研修生の長野県視察』

菊入 香以
犬塚 正広
長野県砂防課

2014.10 （9） 『ブラジル生活1年で感じたこと』 武士 俊也

2015.2 （10）
（11）

『JICA国別研修（ブラジル国）御一行様　YOKOSO!OSAKA』
『JICAブラジル本邦研修in鳥取』

河村 昌克
岡田 明枝

2015.6 （12） 『ブラジル、スリランカ両政府の技術者が広島土砂災害復旧事業を視察』 国土交通省太田川河川
事務所、広島県砂防課

2015.8 （13） 『ブラジル国「統合自然災害国家戦略強化プロジェクト」本邦研修の実施』 山越 隆雄

2016.2 （14） 『ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」の進捗
状況について』

山越 隆雄、成戸 章典、
富永 健一郎

2016.6 （15） 『日本での私の経験』 フェルナンダ・バルボーザ

2016.8 （16） 『日本で得た教訓に基づくブルメナウ市での取り組みについて』 マルセロ・シュルベ

2016.10 （17） 『ブラジル連邦共和国サンタカタリーナ州より表彰される』 山越 隆雄

2016.12 （18） 『私の日本の経験−強化することは共存すること−』 セウソ・グラミーニャ

2017.6 （19） 『ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」の進捗
状況について−パイロット事業の展開−』

成戸 章典

2017.10 （20） 『「ブラジル国　統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」が国連笹川防
災賞の優秀賞を受賞』

山越 隆雄

2018.2 （21） 『ブラジル国自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト（GIDESプロジェクト）　
防災セミナーへの参加」

山上 直人

土木技術資料 2014.9 （22） 『ブラジルにおける土砂災害に関する技術協力プロジェクト』 武士 俊也

雑誌『河川』 2015.6 （23） 『ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」』 武士 俊也

2016.10 （24） 『ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」の進捗
状況について』

山越 隆雄

2017.6 （25） 『ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」の進捗
状況について ―パイロット事業の展開―』

成戸 章典、
山越 隆雄

雑誌区画整理 2016.9 （26） 『ブラジルにおける土砂災害リスクを考慮した都市計画制度の検討』 横山 大輔

国際開発ジャーナル 2017.3 （27） 『日本から学ぶ土砂災害対策』 ユーリ・ジュスティーナ

Mundi 2017.10 （28） 『安全な社会への再出発　ブラジル』 Mundi編集部

SABO 2014.8 （29） 『ブラジル・統合自然災害リスク管理国家戦略プロジェクト短期派遣専門家』 判田 乾一

2017.2 （30） 『ブラジル挨拶事情』 又吉クリスティーナ正江

2017.8 （31） 『ブラジルTEA TIME事情』 又吉クリスティーナ正江

2018.2 （32） 『真の国際協力の成果』 栗原 淳一

表-1　ブラジル統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクトに関する資料
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き込み案の共同提案のこと、プロ
ジェクトがJICAから受けた中間評
価結果等についても紹介しています。

記事（19）、（25）は、パイロッ
ト事業フェーズの間に執筆されてお
り、パイロット市の概要と、パイ
ロット事業の進捗状況について紹介
するとともに、同フェーズ期間内の
トピックスが紹介されています。複
数のタスクを含むパイロット事業を
3市同時並行で進めるための苦労や
工夫が紹介されています。

記事（28）は、パイロット事業
フェーズが終わるころにJICAの機
関誌Mundiに掲載された記事です。
主なブラジル側カウンターパート
7人と日本人専門家から取材した結
果がまとめられています。同誌では、
毎号課題別に特集が組まれており、
その中で世界中から数本事例が選定
され紹介されます。本プロジェクト
は、この号で、4ページの紙面を割
いてトップで紹介されています。初
代チーフアドバイザー武士氏と都市
省のユーリ部長の間で交わされた約

束にまつわるエピソードが紹介され
ています。一般向けに書かれた文章
であり、最も内容的に易しく書かれ
た記事です。

日本国内の研修に関するもの（記
事（5）〜（8）、（10）〜（13）、（15）、

（16）、（18） ）
本プロジェクトでは、その他の

JICAの技術協力プロジェクト（以
下、技プロという）と同じように、
専門家派遣、機材供与（ごくわずか
ですが）そして、本邦研修という投
入が行われました。その中で、とり
わけインパクトが大きかった投入が
本邦研修でした。プロジェクトの終
盤に行われたJICAによる終了時評
価ミッションでは、評価団レポート
のLessons learntの第一項目で研
修の効果が大であったことが言及さ
れています。通常、JICAの技プロ
では、日本で行う研修は、現地での
活動を補完するための投入とされて
きましたが、本プロジェクトでは、
専門家派遣と両輪をなす位置づけで

実施されました。
記事（5）、（13）は、長期専門

家による、研修実施状況の概要報告
です。どちらも、研修に帯同した長
期専門家が目にした実情が報告され
ています。（5）は、高官レベルの研
修について、（13）は、技術者レベ
ルの研修の内容が紹介されてい
ます。

記事（7）、（8）、（10）〜（12）
は、ブラジル人の研修を受け入れて
いただいた国交省および府県の担当
者が執筆した原稿です。総じて、ブ
ラジル人研修員の態度が熱心である
ことが紹介されていますが、それぞ
れの現場でブラジル人がいろいろな
ことに驚いている様子が書かれてい
ることが興味を誘います。災害発生
から着工までの時間がブラジルに比
べて極めて短いことに驚愕したエピ
ソードから、ザザ虫を食べた時の反
応までが紹介されています。いずれ
の原稿からも伝わってくるのは、各
機関がとても真摯に対応して下さっ
たことで、これは、後述する研修経
験者による記事にもたびたび言及さ
れているものです。

記事（15）、（16）、（18）は、ブ
ラジル人研修員経験者が寄稿したユ
ニークな記事です。通常、我々が目
にする研修に関する記事は、あくま
で日本人が相手から聞き出した内容

写真-2　平井伸治鳥取県知事（写真中央前列中央）を表敬したときの模様

図-1　プロジェクトのスケジュール
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を紹介するというものですが、これ
らは、研修員が母国語で書いた原稿
をプロの翻訳者で、本プロジェクト
の秘書として働いていたイウゼ前田
氏が翻訳してくれましたので、研修
員の「生の声」を日本語で読むこと
が出来ます。本プロジェクトのカウ
ン タ ー パ ー ト で あ る 都 市 省、
Cemaden（自然災害監視警戒セン
ター）、そして、ブルメナウ市政府
からの研修員がそれぞれ執筆してい
ます。研修員が、日本での滞在中に
どのような点に感動したのかがわか
り、大変興味深い記事です。例え
ば、記事（16）では、日本の危機
管理体制等を参考に、市政府におけ
る体制整備に役立てたことが言及し
てあります。また、記事（18）か
らは、鳥取県知事を表敬したときの
深い感動が伝わってきます。いずれ
の記事でも、現地視察先での受け入
れ、おもてなしが大きな印象を残し
ており、現場でのホスピタリティ溢
れる対応が如何にブラジル人研修員
にポジティブな印象を植え付け、そ
れが、本プロジェクトの大きな推進
力につながったのかがうかがい知れ
ます。

最後に、記事（6）は、2014年 
2月、5月に実施された研修をJICA
本部職員の方が見た印象が書き記さ
れた記事です。研修を通じて、日本

側関係者との信頼関係が深まったこ
と、異なる機関から派遣されたブラ
ジル側カウンターパート間で認識の
共有が進んだことが書かれています。
この現状認識により、その後、本プ
ロジェクトでは研修規模の拡大を決
め、軌道修正を行いました。結果的
にこの軌道修正が大きくプロジェク
トの推進に役立ったことになります。

表彰に関するもの（記事（17）、
（20）、（25））

本プロジェクトは、プロジェクト
期間内にいくつか表彰を受けていま
す。その報告が記事（17）、（20）、

（25）です。記事（17）は、本プ
ロジェクトだけでなく、2009年〜
2011年にかけてJICAによって行
われた「イタジャイ川流域防災対策
事業準備調査」の成果と合わせて、
JICAがサンタカタリーナ州から表
彰されたものです。同州は、日本と
の技術交流を通じて、様々な技術を
吸収し、現在、ブラジル国内でも屈
指の防災体制を整備しつつありま
す。現在、本号に国土交通省の栗原
砂防部長が特別寄稿されております
通り、同州の防災対応の中心となる
危機管理センターが完成するところ
です。また、それに加えて、本プロ
ジェクトで作成したマッピングマ
ニュアルを早速活用し、州内の土砂

災害対策に苦しむ市におけるマッピ
ングを進めるための約2000万レア
ル（約7億円）の委託業務契約が本
プロジェクトカウンターパート機関
の一つであるCPRMとの間で結ばれ
ています。日本の砂防技術が確実に
根付きつつあります。

記事（20）は、国連笹川防災賞
の受賞について紹介しています。こ
れは、国連防災戦略（ISDR）から、
本プロジェクトが受賞しました。本
記事には、本プロジェクトの取りま
とめ・普及フェーズにおける状況に
ついての近況報告も含まれています。
このほか、記事（25）には、JICA
理事長がブラジル連邦政府から勲章
を受賞したことが紹介されています。
この勲章は、理事長のブラジル訪問
時に手渡されました。

最後に、どの記事にも紹介されて
おりませんが、パイロット市である
ペトロポリス市、ノバフリブルゴ市
から日本人専門家が相次いで表彰を
受けました。特に、ノバフリブルゴ
市では、市議会の承認を受けて授与
される特別功績賞が、奈良県から派
遣された成戸専門家に対して授与さ
れました。成戸専門家は、県職員と
してのキャリアから、連邦政府に対
して、パイロット市政府の立場を代
弁しつつ、パイロット事業の推進に
尽力し、市政府カウンターパートか

写真-3　ノバフリブルゴ市から特別功績賞を受賞した成戸専門家
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ら大きな信頼を得ていて、今回の受
賞につながりました。

ブラジルにおける生活に関する
もの（記事（2）、（4）、（9）、（30）、

（31））
砂防分野でブラジルと交流するの

はおよそ20年ぶりであることから、
ブラジルでの生活事情に関する記事
が、砂防と治水の誌上をにぎわせま
した。記事（9）は、筆者の前任者
が滞在期間1年を経て執筆したもの
で、大変コンパクトにブラジルでの
生活事情を紹介しています。その
他、記事（2）、（4）にもブラジル
の様子が紹介されています。

記事（30）、（31）は、本誌『sabo』
に掲載されたもので、本プロジェク
トを事務アシスタントとして支えて
くれた日系人の職員が寄稿したもの
です。外国人である日本人専門家に
よる見聞録ではなく、ブラジルで生
まれ育ったブラジル人が、日本語で
ブラジルの習慣を紹介しています。

ブラジルの大きな特色の一つに、
日系人の存在があります。ブラジル
は今年、移民110周年を迎えます。
日系人社会はブラジル社会に深く根
付き、国内でも一目置かれる立場を
確立しています。本プロジェクトは、
日本人専門家が数多く渡航しました
が、業務調整の専門家を除き、誰も

満足にポルトガル語を話せる人はい
ませんでした。にもかかわらず、プ
ロジェクトが無事終了したのは、日
系人スタッフのおかげでした。仕事
面だけでなく、生活面でも様々に助
けていただきました。最終的には、
プロジェクト期間を通じ、常勤、非
常勤を含めてのべ18人の日系人ス
タッフに協力していただきました。
彼らの協力抜きではプロジェクトは
成立しなかったと思います。

ブラジル短期出張者によるレポー
ト（記事（2）、（21）、（26）、（29）、

（32））
記 事（2）、（21）、（26）、（29）、

（32）は日本から短期間ブラジルを
訪問した出張者によるレポートおよ
び在伯国交アタッシェによる記事
です。

記事（2）は、本プロジェクトが
始まる前に実施された詳細計画策定
調査団として派遣された著者が書き
記したものです。経済的に大きく成
長しつつあるブラジルが、土砂災害
対策に力強く取り組もうとしている
雰囲気が伝わってきます。

記事（29）は、プロジェクト開
始後半年ほど経過した頃の状況が報
告されており、実際にプロジェクト
が始まって、手探りでプロジェクト
が進められている様子が伺えます。

記事（26）は、ブラジル日本大
使館の国交省アタッシェの著者によ
る、プロジェクトの紹介記事です。
著者は、都市計画が専門で、特に本
プロジェクトの都市計画関係の取り
組みにいろいろ助言、協力いただく
等、深く関わっていただきました。
記事は、パイロットフェーズに入っ
たばかりのころの都市計画分野の活
動状況をもとに執筆されています。

最後に、記事（32）は、国土交
通省の栗原砂防部長が、プロジェク
ト終了時の防災セミナーに参加した
ときのことを本誌今号に寄稿いただ
いたものです。日本の技術を学んだ
ブラジル側カウンターパートが自主
的に防災の取り組みを推し進めてい
る姿が描かれています。

前出の記事（2）の中には、「日本
のSABO技術が十分に適用可能」と
書き残されていました。記事にはそ
のような印象を著者が抱いた理由は
明示されていませんが、少なくとも
現時点では、まさにその通りに日本
の技術は根付き始めています。当時
の調査団のもった見解が、正しかっ
たことが証明されたと言えます。

3．終わりに
本稿でご紹介した以外に、今後、

2018年5月の砂防学会誌の現場情
報コーナーに、本プロジェクトで作
成したマニュアルの概要についてご
紹介する予定ですので、ぜひご覧く
ださい。また、本プロジェクトの
フォローアップ、日本とブラジルの
砂防技術協力の状況を、今後もご報
告してまいりたいと思います。

最後になりましたが、日本国内の
砂防関係者の皆様には、本プロジェ
クトの運営に対しましてご支援・ご
助言等をいただきました。特に、本
邦研修に関しましてブラジル人研修
員の対応に多大な時間・労力をさい
ていただいた多くの関係機関の皆
様、そして短期専門家としてブラジ
ルに来ていただいた皆様に心から感
謝申し上げます。写真-4　長期専門家チームを支えてくださった日系人スタッフ

（右：イウゼ前田さん、左：又吉クリスティーナ正江さん）


