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ジュマ・ネット 

 

2007 年度活動報告書(案) 

2008 年度活動計画書(案) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ジュマ・ネットとは 
バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯の先住民族ジュマの人々が紛争による被害に

脅えることなく、平和に暮らせる社会づくりのために活動する個人や団体があつま

り 2002 年 3 月に作られた団体です。日本人にチッタゴン丘陵地帯で発生している

紛争や人権侵害などの課題の実態を伝えるとともに、平和づくりのために具体的に

できることを考え、実行しています。 
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2007 年度 ジュマ・ネット活動報告(案) 
 

 
1 はじめに 

ジュマ・ネット 代表 下澤嶽 
 
本年度で、ジュマ・ネットは 6 年目を迎えました。多くの方々に支えられなんとかここまで続いてきました。

本当に皆様ご支援ありがとうございました。改めて感謝を申し上げたいと思います。 
5 年間の成果を述べるのには、様々な気持ちがよぎります。チッタゴン丘陵で実に多くの人と出会うこと

ができ、それに従いジュマ・ネットの活動の基盤が徐々に作られていきました。また、小さいながらもいくつ

かの成果を生み出すこともできました。被害者支援に関しては、一定の成果が生まれてきているのかと思

います。他方、平和への道のりが本当に厳しいものであることを再確認しています。以下 3 つの点を本年

度の、記憶に残すべき出来事として紹介したいと思います。 
 
(1) 選挙管理内閣体制で軍の暴圧が増加 

当時のバングラデシュ政権が選挙管理内閣へ移行後、腐敗や不正の強行な摘出と逮捕劇が続き、結

果的に選挙は実施されなかった。その分チッタゴン丘陵の政府やマスコミの軍への監視の目が緩くなった

のか、軍の活動家への不当逮捕、拷問、威圧的な態度などが増した。多くの活動家は軍の恫喝や監視の

もとで、以前のような自由な活動が難しくなっており、ジュマ・ネットとしても活動家との接触には細心の注

意を払った。そのため、これまで作り上げてきた活動を活性化することが難しい 1 年となった。 
 
(2) レイプ被害女性への支援の可能性 
 2003 年のマハルチャリ襲撃事件、続く 2006 年のマイシュチュリ襲撃事件以来、レイプ被害女性の抱え

る深刻な課題への対応にジュマ・ネットは頭を悩ませていた。その中で、2007 年の春の現地訪問におい

て、彼女らの支援活動を積極的に行なっている NGO ドゥルバール・ネットワークと出会ったのは非常に幸

運であった。2007 年秋には、同団体関係者 2 名を日本に招聘し、被害の現状を訴え、多くの方々の共感

を得ることができた。 
 
(3) チッタゴン丘陵国際委員会との協働 

 チッタゴン丘陵国際委員会はヨーロッパの人権活動家数名で結成された団体で、1990 年代にはチッタ

ゴン丘陵問題に対する国際的世論を喚起する重要な役割を果たした。しかし、和平協定後の2000年以後

は活動を実質的に停止していた。しかし、この国際委員会が本年度より活動再開の準備をはじめ、3 ヵ年

計画（2008 年～2010 年）を策定した。ジュマ・ネットは国際社会における活動を活性化させる目的で、国

際委員会と協働することを決めた。 
 
 こうした新しい動きが、いずれ新しいジュマ・ネットの活動の中心的活動となり、平和を促進する一助にな

ることを祈っています。活動上のスキル、運営上の工夫はまだまだ至りませんが、少しずつ皆さんの助言

と応援で、活動の厚みをつけていければと思っています。これからもよろしくお願いします。 
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 現地活動                                                 

(1) マハルチャリ襲撃事件被害者支援一部継続とフォロー 
2003 年 8 月に発生したマハルチャリ襲撃事件は、2 名の死者、10 名のレイプ、およそ 400 軒の放火お

よび破壊という大きな被害を出した。ジュマ・ネットは、現地 NGO の PBM （Parbatya Buddha Mission）

と連携して緊急救援活動を行った。その後現地を訪問したところ、被害の実態が予想以上に深刻であるこ

とがわかり、被災者の中でも特にひどい被害を受けた 268 世帯に復興支援事業を 2004 年夏より 2 年間

実施した。この事業で経済復興にめどがついたこと、同地域で UNDP（国連開発計画）が開発事業を開始

したこともあり、当初3 年の予定だった同事業を 2 年で終了させた。しかし、2 年間の復興支援事業で十分

な支援を得ることの出来なかった被害者と、過去の襲撃事件で父親を殺害された者に奨学金の支給を行

なうことした。 
＜3 人の奨学金支援者＞ 
・ ニジェッション・キシャ（20 歳）マハルチャリ襲撃事件の際に、父親が殺害され、家も焼き討ちされた。

本人も銃剣で刺されて左腕が動かなくなった。事件の中心的な被害者であるために訴訟を起こされ

ており、現在も警察署に連行されるなど嫌がらせを受けている。（現地では、加害者が被害者を逆に

訴えることや嘘の訴訟を起こすことが多々ある）。HSC 試験（高校終了時）に合格して、チッタゴン市

で下宿しながら大学に通っている。社会学部 1 年生。 
・ クキ・チャクマ（18 歳）同じくマハルチャリ襲撃事件の被害者。家は焼き討ちされ本人と姉が暴行を受

けている。母親と 2 人暮らしで、父親はいない。2007 年 3 月の SSC 試験（中学校終了時）に合格で

きず、2008 年 3 月の再受験に向けて勉強を続けていた。試験結果は 2008 年 6 月頃に判明する。本

人はその後の進学を強く希望している。 
・ ニムニ・チャクマ（20 歳）現地 PBM の寄宿生。父親がロンゴドゥーの虐殺事件で殺されている。2007

年の HSC 試験では 1 科目落としてしまったため、大学に進学できず、補修を受けながら勉強を続け

ている。2008 年 5 月には HSC 試験を受け、その後、大学進学を目指している。 

 

写真 3 人の奨学金対象者 

  

【バングラデシュの教育制度】5-5-2 制。初等教育は 5 年間（6 歳～10 歳）、中等教育は 5 年間（11 歳～15
歳）で、試験に合格すると中等教育修了証（S.S.C : Secondary School Certificate）を取得できる。その後、

College で 2 年間の教育を修了し、試験に合格した者が上級中等教育修了証（H.S.C：Higher 
Secondary Certificate）を取得できる。さらに、大学入試資格試験を経て、高等教育機関に進学できる。

義務教育は初等教育の 5 年間。（国際交流基金 HP より） 
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(2) マイシュチョリ襲撃事件被害者支援の一部継続とフォロー 
2006 年 4 月 3 日にカグラチョリ県モハルチョリ郡マイシュチョリで、約 100～150 人のベンガル人入植

者がサプルー・カルバリ村、ヌア村、チョクロ村という、ジュマ民族の住む 3 つの村を襲撃し、18 歳のマル

マ民族の女性 2 人を集団レイプ暴行した他、約 30 人に重軽傷（内、11 名入院、1 名危篤）を負わせ、約

100 戸から家財を略奪して住居を破壊した。日本の市民グループが支援しているブッド・シシュ・ゴル（ブッ

ダ子供の家）という孤児院・寄宿舎学校も略奪・破壊に遭い、僧侶も暴力を振るわれた。ジュマ・ネットでは、

事件後、家に戻れない 9 世帯と 2 名のレイプ被害者に 3 ヵ月間の支援を行なった。しかし、2 人の女性被

害者は加害者を訴えているため、ベンガル人入植者からの報復から逃れるために匿われながら生活を送

っており、社会復帰が非常に困難なため、支援をその後も一部継続することとなった。 
2007 年 6 月頃、地元の女性支援グループの助けもあり、2 人は結婚することが出来た。結婚後も地元

で安定した生活基盤を作り、裁判を継続できるよう周囲の支援を受けながら職業訓練を継続することを希

望していた。また、家族は今も元の家に戻ることが出来ず困窮していることや、夫も貧しく住環境が非常に

悪いことから、家の建て増しなどを強く希望していた。 
そのため、日本からの残りの支援金は住居と職業訓練などの生活安定のために使うこととなった。その

後、2 人とも妊娠、出産となったため、現在は職業訓練については保留の状態となっており、生活が落ち

着き次第再開する予定である。 
＜2 人の被害者＞ 

・ K・マルマ・・・結婚後、夫の父親の家に住んでいるが、家は非常に狭い。今も依然として立ちくらみ、

めまい、頭痛がする。病院に行ったが病名はわからない。お金がないから、頻繁には診察を受けられ

ない。。 
・ T・マルマ・・・結婚後、カグラチャリの中心部に住んでいる。マイシュチョリの家は入植者に奪われ、母

の具合が事件後いまだに悪い。彼女の母親も事件の時に一緒に連れ去られて暴力を受けた。父親

はおらず、兄弟がいる。 

 
写真 2 人の支援対象者とその夫たち 

 
(3) 現地調査と新プロジェクトの調整 

2006 年度で、3 ヵ年計画で行ってきたマハルチャリ復興支援事業が終了した。これまでの同事業によっ

て学んだことは、一般的な復興支援事業では、紛争による深刻な被害を受けた者、レイプ被害者への支

援が十分行き届かないということである。また UNDP（国連開発計画）が農村開発事業を各地で実施して

いるため、通常の開発支援プロジェクトではなく、このような支援からこぼれがちな、深刻な紛争被害者へ

の支援をジュマ・ネットは検討することとした。本年度は現地の要請の高い国内避難民、帰還難民、孤児

の教育支援、レイプ被害者支援などを検討し、現地調査を行い、必要に応じてテストプロジェクトを実施す
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ることとした。 
2007 年 6 月に現地調査の際に、全国 64 県 550 の女性団体がネットワークを作り、効果的にレイプ被

害女性への支援活動するドゥルバル・ネットワーク（以下、ネットワーク）を訪問することが出来た。2007 年

10 月にはネットワークの女性活動家 2 名を日本に招聘し、現地における女性のおかれている状況やネッ

トワークの詳しい活動内容について学んだ。2008 年 2 月には再び現地調査を行い、ネットワークとのプロ

ジェクトの共同実施を前提に女性支援、レイプ被害者支援事業の調整を行なった。 
 
(4) 土地収奪、市民グループによる平和推進運動、ジュマ和解運動を対象とする調査活動と長期調査員

の派遣検討 
2007 年 6 月、2008 年 2 月に現地調査活動を行った。2007 年 1 月の非常事態宣言以降、チッタゴン丘

陵では軍による管理がさらに厳しく、多くのジュマの活動家が逮捕、拷問を受けた。市民グループによる

平和活動にも大きな影響を与えている。政党色の強い市民グループは壊滅状態に追い込まれ、このよう

な状況の中で、カグラチャリ県では激しい土地収奪や仏教寺院の破壊などが続いている。 
同時にチャクマ首長のデバシシ・ロイ氏が暫定政権のアドバイザーに任命され、法的支援を行なう人権

NGO や、女性人権 NGO が中心となり市民活動が一部展開され、ダッカの良識的なベンガル人との連帯

が予想以上に進むなど、平和促進運動の明るい材料も見られた。 
これらの現地調査を通じて、現地の活動とのネットワークを広げることが出来た。また、下記(5)の和平

協定実施モニタリングとキャンペーンの中に、チッタゴン丘陵地帯の土地収奪や人権侵害が含まれること

から、今後は下記の委員会や、その他の国際 NGO や関係団体と連携を強めていく予定である。 
 
(5) 和平協定 10 周年実施モニタリング調査とエクパタ・キャンペーン 

1997 年 12 月に和平協定が結ばれてから、2007 年 12 月で 10 周年を迎えた。当時の先住民族の政党

PCJSS とバングラデシュ政府の間で 20 年以上に渡る内戦を終結させ、国際的にも認められたこの協定

が 10 年経った現在、どの程度実施されているのかを検証することで、改めて和平協定の効力や問題点、

チッタゴン丘陵地帯の現状を国際社会に知らせ、問題提起を行なうとともに、再度国際社会による認識を

高める必要がある。これらの事業を、バングラデシュ、ヨーロッパの NGO それぞれと連携を取りながら 3
ヵ年計画で実施することとなり、本年度はそのための委員会が結成された。 
 また 2007 年 10 月から 2008 年 3 月まで市民参加型キャンペーン「エクパタ・キャンペーン」を実施した。

和平協定 10 周年を機に、日本の市民がバングラデシュ政府に和平協定の実施を促し、和平に向けた努

力を行なうよう求める署名と平和のメッセージをエクパタ（ベンガル語で「一葉の葉書」という意味）に寄せ、

ジュマ・ネットがそれを集約してバングラデシュ政府に市民の思いを伝えるというキャンペーンである。和

平協定の重要性と紛争が続いている状況を説明したエクパタ・キャンペーンのパンフレットを 1 万枚作成・

配布し、約 5 ヵ月で約 880 枚のエクパタが集まり、2008 年 3 月末に和平協定実施を求める要請文ととも

に日本のバングラデシュ大使館に提出した。 
 
(6) 開発事業モニタリング 

チッタゴン丘陵地帯での開発事業が再び活発になってきている。これまで開発とセットになって先住民

族の権利剥奪や土地収奪が行われてきた過去の経緯を鑑みても、これらの開発事業がチッタゴン丘陵内

でどのように受け止められ影響を及ぼしているのかをモニタリングしていく必要がある。 
UNDP（国連開発計画）については、現在の時点で大きな問題は発生しておらず、むしろ先住民族の視
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点に立った事業が実施されていると言える。しかし、UNDP の事業の中では土地収奪や人権、平和の問

題はほとんど取り上げられることはなく、開発支援と平和促進の間には大きな隔たりがあることが明確に

なった。そして、ADB（アジア開発銀行）については政府の保存林拡大や植林に関与し、現在は保留にな

っているものの、「ソーシャル・フォレストリー」（社会参加型林業）という名目で大規模な植林事業が進めら

れる可能性もあり、先住民族の土地収奪が促進されないか、今後も注視していく必要がある。 
 

 提言活動                                                

(1) 日本政府への提言活動（情報交換会、現地大使館の訪問、白書や情報提供） 
ODA 大綱の原則には「軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」という基準があり、日本政

府は、バングラデシュに対してODA（政府開発援助）の最大の拠出国であることから、チッタゴン丘陵問題

への解決に向けた積極的な提言や関わりが求められる。 
そのために、2007 年 9 月外務省の ODA 担当者や同実施機関である JICA、JBIC、そして NGO やド

ナーなどの関係者を招いて「チッタゴン丘陵に関する情報・意見交換会」を実施した。スケジュールが合わ

ず欠席となった関係者には資料を渡した。在バングラデシュ日本大使館を訪問し、情報提供を複数回行な

った。 
 
(2) チッタゴン丘陵地帯白書の作成 

ジュマネットは、丘陵地帯に通信員を配置（2006 年で契約終了）し、現地訪問も多いことから世界に向

けて情報を発信することへの要請も高かった。また、チッタゴン丘陵の政治状況を把握し、中立的な立場

から分析を加えたチッタゴン丘陵地帯白書を作成する重要性が高まっていた。2006 年度からこれまで活

動を通して集積した情報の整理や分析に着手し、2007 年 9 月に『チッタゴン丘陵白書～バングラデシュ、

チッタゴン丘陵地帯の先住民族 紛争・人権・開発・土地問題 2003－2006～』（A4 サイズ、94 ページ）を

完成させ、関係者へ配布または販売した。同白書は、チッタゴン丘陵地帯における現在進行形の様々な

人権侵害から、紛争が終ったものではないことをデータと合わせて示している。 

 
(3) 在日ジュマ、D 氏の難民認定の要請活動 

2004 年 12 月、D 氏の難民申請が却下されると同時に東京入国管理局に拘束された問題に抗議行動

を続けてきた。1 年 3 ヵ月の収容所生活の後、2006 年 2 月 D 氏は仮釈放され、2007 年 2 月には東京地

裁が D 氏の難民不認定を取り消す画期的な判決を出した。その後、法務省は控訴せず 2007 年 8 月最終

的に氏を難民であると認定し、日本で初めてのジュマ民族の難民認定者となった。また、2007 年 12 月に

はＤ氏の家族が来日、再会を果たし日本での生活が始まった。これをもってこの活動は完了となった。 
 

 知らせ・交流する活動                                        

(1) ジュマの正月を祝う「ボイサビ」の開催 
チッタゴン丘陵の多くの民族がボイサビと呼ばれる正月行事を祝う習慣がある。今年も 4 月 16 日に新

宿の常圓寺で、65 名の来場者とともに正月を祝う行事を行った。ボイサビは今年で 7 回目となり、ジュマ・

ネットの会員や在日ジュマの人々などの関係者が交流する場として定着してきた。上述の D 氏の裁判勝

訴の報告等もあり、多くの方がたにジュマ・ネットの活動について知ってもらう機会ともなった。 
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(2) 会報とウェブの作成 

会報「ジュマ・ネット通信」は予定とおり、年に 4 回（10、11、12、及び 13 号）の会報発行を行ない、活動

や事業の報告を行った。ウェブサイトでは 2007 年夏からヤフージャパンのインターネット募金をスタートし

た。予定していたリニュアルは出来ず、次年度の課題となった。 
 
(3) 招聘事業と和平協定 10 周年キャンペーン（東京・大阪） 

ジュマ・ネットではこれまでの襲撃事件などの復興支援活動の経験から、レイプなどの深刻な被害者は

通常の支援活動では十分に生活復興復帰ができないことを学んだ。また実質的な軍・ベンガル人入植者

による占領体制のもとで、成人女性や女児に対するレイプなどの暴力が頻繁に発生していることから、レ

イプ被害者への支援の必要性を強く感じていた。2007 年 6 月の現地調査で女性への暴力撤廃と女性の

政治参加を掲げるバングラデシュ全土レベルの女性人権 NGO ドゥルバル・ネットワークの活動家と出会

い、同団体関係者らを日本へ招聘し、日本の支援者との交流を進めることを決めた。 
来日したのはジュマ民族のシェファリカ・トリプラ女史とバングラデシュの多数派民族であるベンガル人

のナシマ・アクタル女史の 2 名。東京、千葉、大阪の 12 箇所で講演や勉強会が行なわれ、延べ約 200 名

の参加があった。講演では、民族や宗教、階級の違いを超えてバングラ全土の女性たちが連帯し力強い

活動を展開していること、チッタゴン丘陵地帯の女性たちの窮状が伝わった。また日本の女性グループと

の交流で国を越えた女性たちの新しい連帯が生まれた。これが今後のネットワークや活動へつながること

が期待される。新聞や機関紙 4 誌の取材を受けた。 
 招聘事業の講演会や勉強会でも先述のエクパタ・キャンペーンを実施し、多くの人にキャンペーンに参

加してもらった。 
＜招聘事業日程＞ 
2007 年 10 月 29 日 浄土宗平和協会訪問 
2007 年 10 月 30 日 全国友の会中央部 講演、 ジュマ・ネット拡大勉強会（早稲田奉仕園） 

 2007 年 10 月 31 日 千葉友の会 講演（幕張公民館）、 ジュマと歩む会 勉強会 
2007 年 11 月 1 日  WE21 勉強会、 シェルター訪問と関係者との意見交換 
2007 年 11 月 2 日 大阪市立大学人権研究センター 講演、  

アジアボランティアセンター・アーユス関西 講演 
2007 年 11 月 3 日 ジュマ・ネット主催 講演会（明治学院大学） 
2007 年 11 月 4 日 女性たちの戦争と資料館にて意見交換 
2007 年 11 月 5 日 法政大学 講義 

 写真 2 人を囲んで（千葉友の会講演） 
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(4) 連続学習会の実施 
チッタゴン丘陵のみならず、慢性化して解決の難しい紛争に関する問題など、共通のテーマを抱える他

地域との共同学習会を行った。テーマは和平協定。 
「先住民族・マイノリティにとって和平協定は希望か？～3つの先住民族抗争の和平協定から考える～」 
2008 年 2 月 16 日 第 1 回「グァテマラの和平協定 11 年と先住民族の権利： 

なぜ和平協定は履行されないのか」（東京麻布台セミナーハウス）参加者 32 名 
2008 年 3 月 16 日 第 2 回「2 度目の和平協定は成立するか？ 

～停戦 11 周年を迎えるナガランド」（東京麻布台セミナーハウス）参加者 18 名 
 

2008 年 4 月 19 日 第 3 回「バングラデシュ・チッタゴン丘陵の和平協定 10 年から 
～和平協定に必要な条件とは 3 つの事例のまとめから～」（東京麻布台セミナーハウス）参加者 24 名 

 
(5) 2008 年カレンダー制作販売 

2006 年版のカレンダー制作が好評だったため、2008 年版カレンダーの制作・販売を行なう計画であっ

たが、その他の事業との兼ね合いで、事業の見直しを行い、本事業は中止とした。 
 
(6) 映画「コルナフリの涙」の貸出と DVD 制作 

日本語版「コルナフリの涙」（ＶＨＳ60 分。2006 年度事業として制作）をアムネスティ水戸グループ主催

「世界の現在を映すドキュメンタリー上映会」に貸し出した。また手作りで DVD を約 60 枚制作し、40 枚を

販売したことで、さらに多くの人に手軽に映画を観てもらうことが出来るようになった。 
 

(7) 国際協力フェスティバル等への出展 
国際協力に関心のある人々が多数集まるグローバル・フェスタ 2007（2007 年10 月6, 7 日、日比谷公

園）に昨年度に引き続き、2 度目の出展を行なった。一般ブースではエクパタ・キャンペーンを初めとして

チッタゴン丘陵問題を多くの人に知らせると共に、ジュマ・ネットの活動をアピールした。飲食ブースではジ

ュマ料理をオリジナルアレンジした「ジュマ風ピタサンド」が初日 300 食完売し、チャイ・北海道の無農薬か

ぼちゃとあわせて、約 25 万円を売り上げた。 
 
(8) ブックレット販売 

ブックレット「バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯で何が起こっているか」（2004 年度事業として制作）

は、チッタゴン丘陵問題の入門書的な内容であり、2003 年までをカバーしている。本年度は各イベントや

招聘事業、勉強会で約 60 冊を販売した。 
 
(9) 手工芸品販売 

会員やボランティア、また一般の参加者がジュマ・ネットの活動に気軽に参加できる方法の一つとして、

手工芸品販売を実験的に行ない、約 18,000 円を売り上げた。 
 

(10)  ワークショップの実施 
2007年5月12日、横浜にある平楽中学校において国際理解教育の授業に講師を派遣し、ジュマのワ

ークショップ（土地収奪体験ゲームと、ある在日ジュマの人生）を行なった。参加者は 36 名であった。 



 9 

 運営体制                                                

(1) 会員・寄付者の募集 
本年度は約 160 名の会員と約 150 万円の寄付、アーユスの人材支援助成がジュマ・ネットの活動を支

えた。女性人権活動家の招聘事業やグローバル・フェスタ出展などもあり、徐々に理解は進んでいるもの

の新規会員募集の難しさを認識することとなった。 
 

(2) 総会の開催と役員の見直し 
2007 年 7 月 1 日、駒込地域文化創造館にて出席 18 名、委任状 48 名の合計 66 名で定足数に達し総

会が行なわれた。2006 年度活動報告案および決算案、本年度活動計画案および予算案が承認された。

また役員は 1 名が退任し、新任の役員 1 名の就任が承認された。 
 

(3) 定期的な運営委員会の開催 
これまで通り毎月 1 回の定期的な運営委員会を実施し、団体のの円滑な運営に寄与した。 

 
(4) ボランティアの募集と国内スタッフ体制の強化（長期調査員派遣を見越して） 

活動が発展するに伴い、特にスタッフ・ボランティア含めた人的な運営体制の強化が課題となっている。

本年度はボランティアの募集を積極的に行い、長期調査員派遣に備えて、業務が複数で分担できるよう

日本側のスタッフ体制強化のための調整を行った。 
 
(5) 新しいドナーの開拓 

チッタゴン丘陵問題解決に向けた新規事業を推し進めるためにも、新規ドナーの開拓を目標に掲げた。

結果的に被害者支援のための新規ドナー（1 団体）を獲得でき、一定の成果を上げることができた。。 
 
(6) 他団体との連携 

本年度は以下の通り。 
・  ナガ・ピース・ネットワーク：ボイサビ、グローバル・フェスタ 2007、連続学習会「先住民族・マイノリティ

にとって和平協定は希望か？～3 つの先住民族抗争の和平協定から考える～」での連携 
・ ビルマ支援グループ（ビルマ市民フォーラム他）：「緊急集会「ビルマ（ミャンマー）軍政と日本―日本外

交を動かそう！」に賛同 
・ 特定非営利活動法人HANDS：外務省委託事業「緊急援助活動・開発援助事業に赴く日本のNGOに

役立つハンドブック作成」のためのヒアリング調査に協力。 
・ 他、市民外交センター、先住民族の 10 年市民連絡会、サラワク・キャンペーンなどの先住民族関係

団体や人物 
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2008 年度 ジュマ・ネット活動計画(案) 
 

1 はじめに 
ジュマ・ネット 代表 下澤 嶽 

 

 ジュマ・ネットの最初の活動が始まったのが2002年3月だったので、もう6年目に入ろうとしている。2007
年 1 月に選挙管理内閣になってからチッタゴン丘陵の政治状況はこれまでにも増して不透明になり、先住

民族 2 大政党である PCJSS（Parbattya Chittagram Jana Sanghati Shomiti：チッタゴン丘陵民族統一

党）と UPDF（United People’s Democratic Front：人民民主統一戦線）の対立構造だけに限らず、軍当

局の強い介入と弾圧が進み、被害の増大と拡散が進んだ。これまでの活動の反省からも、効果的で迅速

な平和構築のための対応が求められる。私は、2008 年度は以下の 4 つの新しい取り組みを行い、難しい

課題への打開の局面としたい。 

 
(1) チッタゴン丘陵国際委員会（The Chittagong Hill Tracts Commission）との協働 

チッタゴン丘陵国際委員会は、1991 年にヨーロッパの人権活動家や学者によって結成された、チッタゴ

ン丘陵における人権問題の監視、自治権要求運動の推進を行なってきた団体で、紛争期における大きな

貢献を果たした団体である。しかし、1997 年の和平協定後、活動を一時期停止していたが、2008 年から 3

ヵ年計画で活動を再開した。ジュマ・ネットとしては、この国際的な委員会の活動とリンクすることで、世界

規模の平和運動づくりに貢献していきたい。（詳細は活動計画を参照） 
 

(2) レイプ被害女性の支援活動の開始 
 2007 年度日本に招聘し、ドゥルバル・ネットワークの活動を通じて、被害女性の支援を本格的に進めて

いく。チッタゴン丘陵においてレイプ被害があとを絶たず、支援活動も十分になされていないため、この活

動を新規に展開したい。 
 

(3) エスニック・ピース・ツアーの開始 

これまでピース・ミッションとして、チッタゴン丘陵の日本人希望者の視察活動を行なってきた。しかし、

政情不安の理由で2006年度は中止をせざる得ない状況が発生した。チッタゴン丘陵以外にも多数先住民

族コミュニティがあり、そういった地域とのつながりと、民族問題で苦しむ先住民族の状況を学ぶツアーを

今年から実験的に取り組む。 

 
(4) 新しいスタッフの採用 

 現在 1 名の事務局スタッフを採用し活動を進めているが、長期調査などが増えるにつれ、1 名での体制

では活動が支えられなくなってきており、2008年度から1名のスタッフ増員を進めたい。そのためにも財源

確保が重要になってきている。 
 

 これ以外にも、「新規活動地の検討」「カレンダー作成」など、取り組みたい事業が多数あったが、結果的

には人員体制と収益の見込みから、断念せざる得なかった。徐々にではあるが、活動の基盤が整いつつ

ある状況がある。しかし、平和への貢献という意味では、まだ模索が続く年になりそうである。 
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2008 年度 活動計画内容一覧 
 

活動の領域 内訳 

平和促進活動 

(1) チッタゴン丘陵国際委員会との連携による平和促進活動 

(2) 日本政府への提言活動 
(3) 国会議員への働きかけ 
(4) 長期調査員の派遣 

(5) 活動地域拡大のための調査派遣 

被害者支援活動 
(1) ドゥルバル・ネットワークを通したレイプ被害女性支援 

(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援事業 

知らせ・交流する 

活動 

(1) ジュマの正月を祝う「ボイサビ」の開催 
(2) 市民参加型キャンペーンの実施 
(3) 招聘事業（キャラバン）の実施 
(4) 勉強会とシンポジウム 

(5) 会報とウェブの作成 
(6) 映画「コルノフリの涙」DVD 販売 
(7)  イベント等への出展 

(8) 小冊子（カラーパンフレット）制作と配布 
(9) ブックレット・白書の販売 

エスニックピースツアー (1)  エスニック・ピース・スタディツアーの実施 

販売収益事業 (1)  収益事業の立ち上げ（フェアトレード商品など） 

運営体制 

(1) 会員・寄付者の募集 
(2) 総会の開催と役員の見直し 

(3) 定期的な運営委員会の開催 
(4) スタッフ 1 名の増員 
(5) 新しいドナーの開拓 

(6) 他団体との連携・協力 
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 平和促進活動                                              

(1) チッタゴン丘陵国際委員会（The Chiｔtagong Hill Tracts Commissioner）との連携による平和促進活

動 

チッタゴン丘陵国際委員会（以下 国際委員会）は、ヨーロッパの人権活動家やバングラデシュの専門

家によって1991年に結成された国際委員会で、紛争期のチッタゴン丘陵問題の国際世論の形成に大きな

役割を果たしてきた。しかし和平協定後この委員会の活動は実質的に停止状態になり、チッタゴン丘陵に

関する国際活動も中心軸を失った状況が発生していた。2006 年 3 月にジュマ・ネットがヨーロッパの NGO

団体を訪問した際、いくつかの NGO がチッタゴン丘陵問題への関心を見せ、その後 2007 年に入りデンマ

ークに事務所をもつ IWGIA（International Work Group for Indegenous Affairs）が中心になり、国際委員会

の再活性化が本格化した。 

国際委員会はメンバーとして以下の人々を候補としてあげており、3 ヵ年計画を作成した。ジュマ・ネット

としては、この 3 ヵ年計画に日本から先住民族活動に経験豊富な上村英明氏（恵泉女学園大学教員）を委

員として派遣するほか、資金的にも一部支援を行なう予定である。2008年度は当面70万円程度の資金支

援を行なう予定である。 

 
■プロジェクトの概要 

プロジェクト最終責任者 IWGAI（International Work Group for Indegenous Affairs） 

プロジェクト実施者 OCCHTC、IWGIA、Jumma Net Japan 

総予算 412,474 EUR（3,101,986 DKK）（3 ヵ年合計 約 6,723 万円） 

プロジェクト期間 3 年（2008 年 1 月～2010 年 12 月） 

活動計画 

A．定期的なバングラデシュ訪問 
 

第 1 回は 2008 年の 2 月か 3 月に実施。その後は、2008 年 11 月、

2009 年 8 月、2010 年 2 月に正式訪問を検討する。また、必要に応じ

て緊急事実確認訪問を行なう。 
 

B．出版 
 

和平協定の実施状況のスタディ、人権侵害に関する定期的な報告

書作成、フォローアップレポート（2008 年、2009 年、2010 年） 

Ｃ．市民の気づきとメディアキャン

ペーン 

ハガキキャンペーン、国際セミナーやシンポジウムの開催等、 

Ｄ．平和構築イニシャティブ バングラデシュ政府との対話、関係国際機関への働きかけ 

Ｅ．ドナー対話 バングラデシュ支援ドナー国への働きかけ 

Ｆ．国際ロビーおよびアドボカシー

活動 
国連機関、人権団体等への働きかけ 

 

CHT 委員会の構成（案） 

バングラデシュ人メンバー 

Mr.Shapan Adnan（シンガポール大学教授） 確認済 
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Ms. Sara Hossain(弁護士) 確認済 

Mr. Zafar Iqbal（作家） 確認済 

Ms. Sultana Kamal（弁護士） 確認済 

国際メンバー 

Lord Eric Avebury（英国下院議員） 確認済 

Ms. Victoria Tauli Corpuz（国連先住民族常設フォーラム議長） 確認済 

Mr. Kuupik Kleist（グリーンランド国会議員、前デンマークデンマーク国会議員、前イヌイット

極地委員会の常務理事） 
確認済 

Ms Ida Nicolasen（文化人類学者、国連先住民族常設フォーラム副議長、国際人権学術社会

ネットワーク理事） 
確認済 

Mr. Lee Swepston（元 ILO169 条の起草者） 確認済 

Mr. Hedeaki Uemura（平和文化スタディ所長、恵泉女学園大学教授、市民外交センター代表） 確認済 

Ole Henrik Magga（サーミ言語学教授、2002 年、2004 年国連先住民族常設フォーラム議長） 未確認 

Robert Evans（欧州議会議員） 未確認 

Radhika Coomaraswamy（国連性暴力特別報告員） 未確認 

Saba Gul Khattak（パキスタン、国際開発政策協会常務理事） 未確認 

 

(2) 日本政府への提言活動 
ODA 大綱の原則には「軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」という基準があり、日本政

府は、バングラデシュに対してODA（政府開発援助）の最大の拠出国であることから、チッタゴン丘陵問題

への解決に向けた積極的な提言や関わりが求められる。そのために、外務省南西アジア課および外務省

バングラデシュ ODA 担当者や ODA 実施機関である JICA そして研究機関等の関係者への情報提供を

行うとい必要応じてチッタゴン丘陵問題に関する情報交換、意見交換会を開催する。 
 

(3) 国会議員への働きかけ 
 これまで国会議員への働きかけが重要という認識を持ちながらも、十分な情報提供ができてこなかった。

本年度は関心が高いと思われる議員への情報提供とあわせて、日本バングラデシュ友好議員連盟等へ

の訪問および連携の打診を行なう。 
 

(4) 長期調査員の派遣 
被害者支援活動のプロジェクト調整とあわせて、チッタゴン丘陵の平和促進にとって重要と思われる土

地収奪、活動に関心があるジュマ市民やベンガル人のネットワーク形成、ジュマの政党 PSS と UPDF によ

る争いの停止や和解調停の動向など、現場の詳細な動向を探るための調査活動を行う。また、エスニッ

ク・ピース・ツアーの候補地、その他バングラデシュ先住民族問題などの調査を同時に行なう。 
 

(5) 活動地域拡大のための調査派遣 
 ジュマ・ネットはこれまでチッタゴン丘陵地帯に焦点を当てて活動して来た。しかし、現地情勢はいつどの

ように変化するかわからず、現地に立ち入れなくなる可能性もはらんでいる。そのリスク分散のために、

活動地域をもう 1 箇所持つことを検討し、その調査を必要に応じて行いたい。 
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 被害者支援活動                                             

(1) ドゥルバルネットワークを通した女性支援 
 チッタゴン丘陵では紛争期から今日に至るまで、襲撃事件や土地収奪に伴う事件のほか、軍人や入植

者による事件にならないレイプ事件が多発していることがわかっている。ジュマ・ネットとしてマハルチャリ

襲撃事件以降、同地域に関わり続けるうちに、レイプ被害者への支援は通常の復興支援活動では十分に

展開されにくいことがわかってきた。多くのレイプ被害者は精神的、肉体的なダメージを十分回復できない

ことが多く、裁判に訴えると報復に遭い、ジュマ社会からも疎外的に扱われるなど、社会の中で正当な形

での支援活動が成り立ちにくい。ジュマ・ネットではこうした被害者支援を展開するため、女性ネットワーク

組織「ドゥルバル・ネットワーク」を通じたレイプ被害者支援とネットワーク活動を支援することを決めた。 
 このネットワーク活動はチッタゴン丘陵 3 県のみならず、隣接するコックスバザール県、チッタゴン県の 5

県を対象に支援を行なう。 
 

 今回計画している主な活動内容 

活動内容 活動地域 

ドゥルバル・ネットワークの活動維持費

（交通費、会議費など） 

チッタゴン丘陵3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンドル

ボン県）を含む、コックスバザール県、チッタゴン県の 5 県 

被害発生直後の医療的支援およびレイ

プ被害の医学的承認プロセスの支援 

チッタゴン丘陵3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンドル

ボン県）を含む、コックスバザール県、チッタゴン県の 5 県 

被害発生の具体的調査と証言の収集と

記録化 
カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

被害者が訴訟を行なう場合のアドバイス カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

報復の恐れのある女性や家族の一時保

護 

カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

被害者のリハビリテーション カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

公的機関への情報提供 チッタゴン丘陵3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンドル

ボン県）を含む、コックスバザール県、チッタゴン県の 5 県 

法的保護が得られるような制度の追求と

政府への協働の呼びかけ 
チッタゴン丘陵3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンドル

ボン県）を含む、コックスバザール県、チッタゴン県の 5 県 

 
(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援事業 

2007 年度はマハルチャリ襲撃事件被害生徒 2 名と過去の虐殺事件で父親を殺害された生徒の合計 3
名に奨学金支援を行った。20 年以上に渡って紛争が続いているこの地域で、紛争によって両親あるいは

片親を亡くした子供は多く、困難な状況の中で勉学を続けることが難しい子供たちも多い。その中で被害

の度合いが大きく、特に難しい状況にある者で勉学の意思のある生徒を新たに 4 名を加えて 7 名へ奨学

金支援の実施を目指す。 
 

2008 年度支援計画  

ニデッション・チャクマ 2007 年より継続。大学 1 年生。2003 年マハルチャリ事件の被害家族。
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クキ・チャクマ 2007 年より継続。高校 1 年生。2003 年マハルチャリ事件の被害者。 

ニムニ・チャクマ 2007 年より継続。大学 1 年生。1989 年ロガン事件の被害家族 

新規 4 名 
現在、カグラチャリ県とバンドルボン県の不当逮捕家族の生徒支援を

検討中。 

 

 知らせ・交流する活動                                        

(1) ジュマの正月を祝う「第 8 回ボイサビ」の開催 
チッタゴン丘陵の多くの民族がボイサビと呼ばれる正月行事を祝う習慣がある。今年も 4 月に新宿の常

圓寺で、この正月を祝う行事第７回ボイサビを開催する。ジュマ・ネットの会員同志が交流し、気軽にチッ

タゴン丘陵のことを知ってもらう場とする。 
 

(2) 市民参加型キャンペーンの実施 
2007 年度は和平協定 10 周年を迎え、バングラデシュ政府に和平協定の実施を促すメッセージつき署

名約900枚を在日バングラデシュ大使館に提出するキャンペーン「エクパタ・キャンペーン」を行った。和平

協定という難しいテーマだったにも関わらず、多くの市民が参加した。 

 平和を願う市民が誰でも簡単に出来ることを通して、市民が参加しやすい運動を作ることも目的のひと

つである。去年のケースを評価反省し、今年度も引き続き、また新しい市民参加型のキャンペーンを展開

する。 
 

(3) 招聘事業（キャラバン）の実施 
2005 年～2007 年まで毎年バングラデシュよりジュマ民族を招聘し、日本国内の各地で講演や交流を行

ってきた。人権活動家の僧侶、女性の人権活動を行うジュマ民族とベンガル民族の女性、またジュマの高

校生女の子 2 人を招聘し日本の高校生との交流も行った。直接出会い、語ることを大切にし、少しづつで

はあっても確実に日本の人々のチッタゴン丘陵問題についての認識を変えてきたといえる。今年も現地活

動の中から、日本からの支援を受けるジュマの女性、あるいは児童を招聘し、現地の様子を直接日本の

人々に届けたい。 

 
(4) 勉強会とシンポジウム 
 2007 年は「先住民族・マイノリティにとって和平協定は希望か？～3 つの先住民族抗争の和平協定から

考える～」という連続勉強会を行い、他の紛争地域で活動する国内の NGO との交流・連携を行ってきた。

今年も同様な勉強会を続け、アジアの小さく慢性化した紛争地域の問題解決に向け議論し問題提起を行

いたい。それらの議論の集大成を、シンポジウムの開催も検討したい。 

 
(5) 会報とウェブの作成 

ジュマ・ネットの活動も 5 年になり、かなりの情報が蓄積されてきた。これらを有効に利用し、多くの日本

市民にチッタゴン丘陵の課題を知らせるためにウェブサイトでの情報提供の強化を行う。またネット募金を

スタートする。それらとあわせて、会報を年 4 回発行する。 

 
(6) 映画「コルナフリの涙」DVD 販売 
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 この映画はチッタゴン丘陵地帯の問題を著名なベンガル人監督が描いた数少ない映像作品である。し

かしバングラデシュ国内で上映禁止となったため、ジュマ・ネットが監督の許可を得て、日本語版を制作し

た DVD である。美しいチッタゴン丘陵の景色や、そこで暮らす様々な人々の声を伝える。 

 
(7) 国際協力フェスティバル等への出展 

国際協力に関心のある人々が集まるグローバル・フェスタ（日比谷公園）やそのほかの国際協力フェス

ティバルに参加し、チッタゴン丘陵問題を多くの人に知らせると共に、ジュマ・ネットの活動をアピールする

ために積極的にこのような機会を利用していく。 

 
(8) 小冊子（カラーパンフレット）制作と配布 

これまでジュマ・ネットはブックレットや白書、会報などでチッタゴン丘陵問題を解説してきたが、専門的

で難しくなりがちっであった。本を 1 冊読まずとも、問題の構造を理解し、解決に向けたジュマ・ネットの活

動を知ってもらえる、パンフレットを制作し、理解を促すきっかけとして利用したい。 

 
(9)  ブックレット・白書の販売 

2004 年発行のブックレット「バングラデシュ、チッタゴン丘陵地帯で何が起こっているか」は、チッタゴン

丘陵問題の入門書的な内容であり、2003 年までをカバーしている。2007 年度に発行した白書は 2003 年

から 2006 年の情報を課題別に分析したもので、現在も紛争がまだ解決していないことが明らかにされて

いる。これらの資料の販売を続ける。 
 

 エスニックピースツアー                                        

(1) エスニック・ピース・ツアーの実施 

 バングラデシュには約 250 万人近い先住民族が在住すると言われている。彼らの日常生活の中には、

チッタゴン丘陵に見られるような土地の権利、文化を継続する権利を剥奪されている状況が横たわってい

る。エスニック・ピース・ツアーは、彼らと生活を共にし、彼らの置かれた状況を冷静に学び、問題解決の

ための交流を進める主に日本人を対象にしたツアーである。第 1 回目は、毎年8 月9 日の「国際先住民族

の日」に行なわれるダッカでの集会を機に、モドゥプール地区への訪問を検討する。第 2 回目はまだ未定

ではあるが、2 月頃に、北部バングラデシュ地域の先住民族のコミュニティを訪問して、先住民族の置か

れた状況を学ぶツアーを開催したい。 
 

 販売収益事業                                             

(1)  収益事業の立ち上げ（フェアトレード商品など） 
 人員の増加もあり、自己財源の増加目指して行く必要がある。会費、寄付はジュマ・ネットを応援する市

民そのものを意味し重要で、引き続きその増加を目指していく。しかし、事業収入はこれまで、書籍・DVD
の販売、イベント出展時の販売収益、勉強会等の参加費収入に限られていた。この財源を増やすために、

フェアトレード商品および国内の良心的な生産物・加工品をなどを販売し、収益を上げていく。販売事業は

十分な経験を持ちあわせていないため、システム構築、商品選択、販売計画には十分な準備を行なう。 
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 運営体制の強化                                             

(7) 会員・寄付者の募集 
2007 年度は約 200 名の会員と約 140 万円の寄付、アーユスの人材支援助成がジュマ・ネットの活動の

人件費および運営の一部を支えた。アーユスの人材支援助成は今年度が最終年となり、さらに自己財源

の増加が必要なる。今後も発展的な活動を支えるため会員・寄付などの自主基盤の強化に努める。 

 
(8) 総会の開催と役員（運営委員、幹事、代表および副代表）の見直し 

総会を開催し、広く会員の意見を吸収するとともに、役員の改選と新たな選出を進める。 

 
(9) 定期的な運営委員会の開催 

これまで通り毎月 1 回の定期的な運営委員会を実施し、会の運営を円滑に行なうと共に、事業内容の

役割分担やスケジュール管理を効果的に行なえるようにする。 

 
(10) 現地長期派遣に向けた国内体制の強化（アルバイトの雇用） 

活動が発展するに伴い、特にスタッフ・ボランティア含めた人的な運営体制の強化が課題となっている。

今年は長期調査員派遣に備えて、業務が複数で分担できるよう日本側のスタッフ体制を強化し、もう一名

のスタッフの増員を進める。 

 
(11) 新しいドナーの開拓 

チッタゴン丘陵問題解決に向けた新規事業を推し進めるためにも、新規ドナーの開拓を行う。 

 
(12) 他団体との連携・協力 

必要に応じて、柔軟に他団体との連携や協力を行う。 


