
 1 

2003 年度 ジュマ・ネット活動報告 
 

1 2003年度を振り返って 

 2003 年度の大きな出来事といえばふたつ挙げることができる。ひとつは 11 月 25 日から 12 月 1 日にかけて

実施した。「大地と共鳴する人々」の先住民族招聘事業である。もうひとつはチッタゴン丘陵で発生したマハル

チャリ襲撃事件への緊急支援活動だ。 

 どちらもジュマ・ネットにとって必要であり、同時に始めての活動体験となった。またどちらも今後の活動

に大きな影響を与えるものであった。 

 チッタゴン丘陵の政治状況は今もめまぐるしく動いている。しかし、それは先住民族にとって明るい方向で

なく、再度暗闇に引きずり込もうという流れである。ここ数年で先住民族にとってもうひとつの試練がやって

くることが徐々に明白になってきており、支援活動は急がれている。2003 年度の活動を振り返りながらも、新

たな活動の創造と拡大に向けて励みたい。 

 

2 活動報告  

(1)マハルチャリ襲撃事件支援 

 2003 年 8 月 26 日から 27 日にかけて、ベンガル人入植者、軍関係者によってカグラチュリ県ハマルチャリ郡

の村が襲撃された。約 400 軒の家屋が破壊され、2 名が殺害、10 名の女性がレイプされ、2 つの寺院が破壊さ

れた。ジュマ・ネットはいち早く日本社会で支援を訴え、関心のある市民グループから募金を集めた。この資

金は現地でいち早く活動を展開していた PBM（Parbatya Bouddha Mission）へ送金することに決めた。 

 PBM は他の団体の競合を避け、乾季作が始まるので、それにあわせた農業支援事業をメインにした活動を計

画、実施した。政府や国際機関の支援もあったが、ジュマ・ネットの支援は NGO の中で最初で、しかも最大で

あった。 

今回の実施内容は以下のとおりである。 

 

事業名：先住民族コミュニティ総合開発プロジェクト 

対象世帯：特に被害のひどかった 105 世帯。これらの世帯は 4 つのグループに編成され、大きな機材の管理を

し、収入の管理も自主的に行っている。メンバーは男性が中心であるが、グループ活動は順調に進んでおり、

実際にグループを運営しながら学びつつある。毎月 30 タカ(約 60 円)の貯金をグループでしており、月 1 回の

ミーティングを続けている。貯金を毎回出せない家族もあり、そのことが今後の課題である。 

ラムチュリ村：26 名、バブパラ村：25 名、ビシャカ村：27 名、マハマヤ村：27 名 

配布物： 灌漑ポンプ 5 台 

耕運機 3 台 

種籾 3150Kg 

肥料 6300Kg 

冬服と毛布 それぞれ 210 着 

教科書 100 セット 

配布日：2004 年 2 月 2 日 

視察報告（2004 年 2 月 20 日に視察） 

・ 今回はレムチュリ村、ノアパラ村、バブパラ村の 3 カ所の村を見学した。どの村も家々の焼け跡が生々しく、

多くの村人は当時の恐怖を、昨日のことのように話していた。また襲撃を行ったベンガル人住民や軍人らが、

まだ村の周辺に居住していることで、また襲われたり、脅されるのではないかといった恐怖の中で生活して

いる。大まかに整理すると現時点で以下のような不安要素が残っている。 

(1) 襲撃にかかわったベンガル人住民、警官、軍人らが今も周辺に同居しており、日常的に先住民族社会と

接触する状態が続いている。軍人や警官もその後の視察団の証言をした者への威嚇、レイプした女性へ
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の再接近などを続けており、再度事件が発生する可能性

を残している。 

(2) 襲撃にかかわったベンガル人 20 名ほどが警察に拘束さ

れたものの、そのほとんどが保釈となり日常生活に戻っ

ている。逆に先住民族のリーダーが虚偽の訴訟を起され

ており、対応のために賄賂などが必要になるといった状

況が続いている。 

(3) 家の再建は、すべての家にまだ完全に実施されていない。

家のサイズが小さかったり、土製の家のところにトタン

の家を建てるなど、現地のニーズにあわない部分もあり、

実際に再建が進んでいるのは一部である。そのため、多くは部分的な修理をしたままの家で生活を続け

ている。 

(4) 家の放火や破壊、農業器具や機織器具などの破壊により、多くの世帯が経済的な打撃を受けている。 

・ この地域は近くにチャンギ川が流れる低地で、その川水

を灌漑ポンプによりくみ上げて行う乾季の稲作が盛んに

行われ、耕作に適した肥沃な場所である。今回の灌漑ポ

ンプやトラクターはこういった土地に適切だったことを

実感するとともに、なんとか乾季の耕作にまにあった。

周辺にはベンガル人入植者を集めたクラスター・ビレッ

ジ（グッチョ・グラム）が周辺に存在し、そこに住むベ

ンガル人は先住民族に土地代を払って耕作し、先住民族

の耕作の日雇い仕事などを請け負って生活している者が

多い。最近は先住民族の土地にベンガル人が勝手に住み

着いたり、先住民族の土地の草を勝手に取っていったり、

家畜に食べさせたりと、いろいろと小さいトラブルが耐

えなかった。その中で今回の事件が発生した。 

 

・ 今回の襲撃事件で支援活動を展開しているのは、バング

ラデシュ政府（物資支給と家の再建）、ジュマ・ネット(農

業、教科書、毛布、衣類の支援)、UNDP(家の建設)、カ

リタス(家の建設)であった。支援事業の詳しい状況を把握

はできなかったが、現地を視察した印象では、壊れた家

も目立ち、支援は充分行き渡っているとはいえない状況

と考えられる。経済的な復興にはまだ時間がかかると思われ、

特に怪我レイプの被害を負った家族の被害は深刻で、特に被

害のひどい世帯への支援が今後は必要と思われる。 

 

・ レムチュリ村では、焼けた家が数件残っていたが、ここでは 63

世帯の家が焼かれた。多くの家は、ありあわせの物で修復され、

なんとか生活できる状態になっていた。村の寺がンベンガル人入

植者によって破壊され、修復ができず、隣の臨時の小屋で祈りの

集会を持っている。軍人らも混じったグループが寺の破壊に１時

間もかけた。仏像も斧で首が落とされ、池の中に投げ捨てられた。寺の建設費用をジュマ・ネットに出して

ほしいという要請を受けた。事件後襲撃にかかわったベンガル人 

襲撃された寺院 

モハルチャリの耕作地 
 

UNDP によって立てられた家 

 

 

 
焼かれた家 
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肩に受けた傷 

 

２０名が逮捕されたが、１ヵ月後釈放されおり、今もこの周辺を歩いている。そのため、日中も安心して

歩けないと言う村人が多い。逆に先住民族 32 名が嘘の訴訟を起されており、その対応で賄賂などにお金を

使わなくてはならず、苦しい状況にいる。 

 

・ レムチュリ村在住のショントロン・ジュム・チャクマ（65 歳）

は、道を歩いているところ、大勢のベンガル人が襲ってきたので、

逃げようとしたところ、後ろから鉈でなぐられ、気絶した。ベン

ガル人は自分が死んだものと思い、そのまま走っていった。軍の

病院に連れて行かれ、治療を受け、一命をとりとめた。「もうこ

んな体験はこりごりだ」と訴える。 

 

・ ノアパラでは、12 世帯の家が焼かれるか、もしくは壊された。

この村では PBM が配布いた灌漑ポンプやトラクターが稼動

していた。灌漑ポンプは近くのチェンギ川の水をくみ上げ、乾

季米のために使用されている。耕作地をもつ組合員は、広さに

あわせて使用料を払う。ディーゼルは土地の所有者が支払うこ

とになっている。トラクターの場合は、40 デシメルの土地の

耕作に対して 100TK と（ディーゼルは依頼人負担）運転手の

30TK を支払ってもらい、土地の耕作を引き受けている。これ

までに 20 エーカー（200デシメル）ほどの土地を引き受けて

耕した。これらの収入は組合の共通のファンドに入れて、組合

員が必要な時に年利 3％程度で貸付の資金とする予定である。 

 

・ バブパラ村は最初に襲われ、最大の被害を出した村で、79 世帯の家が

焼かれ、破壊されている。視察でも、その被害が甚大なのが見て取れた。

また殺害されたビノッド・ビハリ・キシャ（57 歳）もここの出身であ

る。彼の妻と息子と面談をすることができた。現在 11 年生として学校

に通う18才になる息子は事件、当時軍人の銃剣で左腕を 2箇所刺され、

大怪我を負った。病院で治療を受けたが、左腕は動かなくなってしまっ

た。また、家の全ての物を焼かれ、壊されたので、日々の生活にも困っている状態で、親戚の家の片隅で生

活をしている。今後は、特にひどい被害を受けた世帯の再生のための支援事業が必要と思われる。そういっ

た世帯が 10～20 世帯ほどあるという。 

 

・ 今回はレイプされた女性のインタビューを行うことができた。マハルチョリの襲撃事件で 10 名のレイプ被

害者の報告がされている。そのうちのひとりである A (35)の証言をパハルトリの家で 1 時間ほど聞くことが

できた。 

 

村の襲撃が始まったので、娘と生後 8 ヶ月の孫、そして私は一緒に逃げていました。しかし川のほとりでボ

ートにのったベンガル人入植者と軍人たちと出会いました。彼らは船から降りてきて、最初私の娘を捕まえ

ようとしました。もみ合っているうちに、孫が激しく泣くのでベンガル人入植者が子どもの首をしめて殺し

てしまいました。娘を捕まえようとしましたが、娘が腕を振り払って逃げたため、私の方へ向かってきまし

た。私は逃げることができずつかまってしまい、船に乗せられました。その後どこかの森に連れて行かれレ

イプされました。数日後解放され、家に戻ってきました。事件ののち、夫が私を遠ざけるようになり、今は

ジュマ・ネットより配布されたトラクター 
 

刺された腕を見せる息子 
 

壊された仏教寺院 
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一緒に暮らしていません。自分の息子と私だけで生活しています。将来のことが不安でしかたありません。

また事件以後、体のあちこちが痛みます。その後警察官が私のことを訪ねてきたと聞きました。まだどこか

に連れていかれるのではないかと恐ろしいです。 

 

・その後のマハルチョリ襲撃事件に関連する動向として、以下のようなものがあった。 

(1) UNDP はすでにチッタゴン丘陵地帯における支援活動の準備を進めていたが、マハルチョリの襲撃事件

を重くみて、UNDP 特設調査チームが組織され 11 月に訪問を行った。これにより入植者への支援の検討

の是非、先住民族への配慮に関する議論が始まった。 

(2) 2 月末には、軍関係者は、事件の原因は UPDF（United People’s Democratic Front＝完全自治を要求す

る先住民族グループ）のベンガル人誘拐・脅迫にあり、その後も UPDF が銃を使った襲撃をし、家に火

をつけたという供述を行っているが、国会議員や新聞などではそれを疑問視する声が出る。 

(3) 3 月 23 日は UNDP と UE の働きにより、ドイツ、イギリス、フランス、デンマーク、イタリア、オラ

ンダ、スウェーデンの大使もしくは書記官が現場視察を行った。 

 

・ 以上を総括すると、マハルチョリ襲撃事件に関して以下の点を注意深くみていく必要がある。 

(1) 特に被害のひどい世帯の救済がまだ必要である。 

(2) 再度、襲撃事件やハラスメントが発生する可能性があるので、再発防止の活動が重要である 

(3) これまで多くの事件は、闇に葬られ正当な解決がされてこなかった。マハルチョリ事件は以前のも

のと違って多くの情報が世界に流れることになり、多くの大使館関係者が訪問する結果となった。

この事件の正当な評価を求めていくことで、今後の力関係に変化をもたらす可能性がある。 

 

(2)チッタゴン地方カグラチャリ県ブイオチョラ村襲撃事件被災者への支援 

4 月 19 日に、ベンガル人(バングラデシュ主流民族)の入植者と軍が、カグラチャ

リ郡ボイオチュラ村のジュマの人々を襲い、家屋に火をつけるなどの破壊行為を行

い、ジュマの人々の土地が不法に奪われる事件が発生した。こういった行為は過去

30 年以上にわたって行なわれてきたもので、公正な解決をするよう、バングラデ

シュ政府に声明書を提出した。また、日本政府、バングラデシュにかかわる関係政

府機関へも事件の実態を伝えた。被害にあわれた 41 世帯のジュマの人々に、支援

金 10 万円を送金した。 
 

(3)現地通信員の配置 

 現地の情報収集を詳細に、定期的に行うため、現地通信員の配置を行った。現地駐在員には、ダッカ大学卒

でトリプラ族の 26 歳の青年を採用した。（氏名は安全のために公表しません）面接を 3 月に行い、実際の活動

を開始したのは 2004年 5 月となった。パソコンなどをジュマ・ネット側で用意し、ベンガル語新聞と英字新聞

5 紙を基本に、雑誌や関係団体からの情報を適宜英訳して日本に送る任務を持っている。これらの情報を元に、

ニュースレターやチッタゴン丘陵白書を通じて現地の詳しい政治状況を伝えていく。 

 

(4)現地調査（2 月 10 日～3 月 25 日） 

今回は下澤嶽を現地調査に派遣した。今回の調査の目的としては、□マハルチャリの視察、□現地における活

動の可能性、□現地政治状況の把握、等を目的に調査を実施した。 

NGO や国際機関 18 団体を訪問、虐殺の現場２ヶ所でインタビューの実施、その他関係機関からの情報収集

を実施することができた。 

詳しい内容は報告書にまとめ、関係機関に提出した。現地における活動の可能性は、現時点では、PBM をパ

ートナーにマハルチャリの復興事業を継続的に行う予定で計画を進めている。 

 
支援金で設置された井戸 
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二風谷の見学の様子 

先住民族のファッションショー  

シンポジウムの様子 

(5)「大地と共鳴する人々 アジア先住民族の苦難・抵抗・未来」の実施（2003 年 11 月 24 日～12 月 1 日） 

日本の市民に紛争や人権侵害が続いているアジアの先住民族の実態を知らせることと、先住民族同士が交流

することでお互いの学びの場をつくることを目的に実施された。バングラデシュ、マレーシア、インドから 3

名の先住民族を、アイヌ民族 1 名とあわせて 4 名の招聘を行った。実施内容はおおむね以下のとおりである。 

 

今回の招へい者 

ジョク・ジャウ・イボン（マレーシア） 

カカ・イラル（インド） 

デバシシ・ロイ（バングラデシュ） 

11 月 24 日 アジアからの 3 名の招へい者、成田着。深夜便で到着した者

もいたため、体調をととのえる。夕方から打ち合わせをし、

アイヌ文化などについて資料を渡し、簡単な講義をする。（東

京泊） 

11 月 25 日 羽田－新千歳－二風谷。夜、アイヌの民宿チセのご家族に「イ

ヨマンテ」ビデオを見せてもらい、その意味や伝統の説明を

受けた。またムックリの演奏方法などを学ぶ。 (二風谷泊) 

11月26日 二風谷にて貝澤氏が主催するナショナルトラストチロロナイ

の活動現場、サケの人口孵化場、二風谷ダム現場、第 2 のダム建設にともなうアイヌ文化調査事

務所、平取町立二風谷アイヌ文化博物館などの視察。夜はウタリ協会平取支部、平取アイヌ文化

保存会の方々約３０名と文化および生活経験交流 (二風谷泊) 

11 月 27 日 萱野茂二風谷アイヌ資料館の見学。アイヌ文化の説明、萱野氏の活躍などの説明を受ける。 

二風谷－新千歳－羽田へ移動（東京泊） 

11 月 28 日 午前は休憩。午後、買い物。夕方から東京都中野区レラ・チセの見学、レラの会、ペウレ・ウタ

リの会の 3 名と懇談。アイヌの現状、文化活動やレストラン経営の経験などついて懇談。バング

ラデシュの参加者は同様のアイデアを以前から考えていたので参考になった。(東京泊) 

11 月 29 日 東京都新宿区の常圓寺で「大地と共鳴する人々」のイベント

(10：30～19：00)でアイヌを含む先住民族が文化紹介、各先

住民族の現状報告、パネル展示、踊りや歌などを披露する。

レラの会からの参加者は、広野洋、居壁太、長谷川修、宇佐

タミエ、宇佐照代、平田幸で、踊り、歌、楽器演奏などを披

露した。また料理の紹介を、レラチセ・スタッフの関口由彦、

葉月ハオリンで行なった。関係者、一般市民を含め来場者数

約 150 名（東京泊） 

11 月 30 日 東京都新宿区の常圓寺で「大地と共鳴する人々」シンポジウム（10：30～16:30）で、各自の社会

のもつ課題、それぞれの活動の紹介、将来展望についての議論を行なう。パネリストは、今回招

へいの 3 名とナショナルトラストチコロナイの貝澤耕一氏で、司会に恵泉女学園大学の上村英明

氏をお願いした。先住民族の置かれた立場が似た状況にある

こと、文化がそれぞれの先住民族にとって重要な意味がある

こと、将来的に国連、国際社会との連携によって、先住民族

のさらなる発展を考えていく必要性などについて、議論した。

関係者、一般市民を加え来場者約 100 名（東京泊） 

12 月 1 日 3 名のアジアからの招へい者、それぞれ成田空港から帰途に      

つく。 
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ボイシャビのファッションショーの様子 

(6)ブックレットの作成 

初めての人でもわかる 50 ページほどの有料のブックレットを作成、販売する計画であったが、諸般の事情で遅

れており、2004 年 7 月完成の予定で最調整して進めている。 

 

(7)勉強会の実施 

以下のような勉強会を随時実施した。 

7 月 12 日(土) アイヌの歴史について 

7 月 29 日(火) スマナランカ氏を囲んで 

8 月 1 日(金)  スマナランカ氏と池田香代子氏のシンポジウム 

8 月 9 日(土)  アイヌの現状について 

9 月 27 日(日) チッタゴン丘陵問題入門講座 

10 月 12 日(日) ナガランド問題入門講座 

10 月 26 日(日) サラワク問題入門講座 

 

(8)ボイサビの実施 

ジュマの人々の正月を祝う企画として2003年4月13日(日)

に、新宿区の常園寺で実施した。2003年度はアイヌの方々も

招き、シンポジウム、ジュマ料理、民族衣装のファッション

ショー、写真や生活用品の展示など多彩な内容で実施した。

来場者は 250 名とない、関係者が楽しく交流できる場となっ

た。 

 

 

 

 

以上 

 

 


