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情報提供 ： 訓練所「途上国と気候変動」セミナー参加者 

 

編集責任者 ： 青年海外協力隊愛知県ＯＢ会 途上国と気候変動問題研究委員会  

池田 直樹 （H7-2 ケニア 理数科教師） 

      

情報収集支援･協力 ： 青年海外協力隊事務局 

青年海外協力隊駒ケ根訓練所 

青年海外協力隊二本松訓練所 

国際環境 NGO  FoE Japan 

下保木伸悟 OV （H17-１ マーシャル 環境教育） 

馬渡ふじ香 OV （H17-1 グアテマラ 環境教育） 

柳井真結子 OV （H16-１ ニカラグア 環境教育） 

集中豪雨によるホン

ジュラス・コマヤグア

市の洪水(2008.10.） 

  

水不足から山火事が起きないよう訴える幼稚

園児。セントビンセントにて。(2010．3報告） 

  

及び 「任地での『日本人がたくさん CO2を排出したから気候変動のこのよ

うな大変な影響が出ている。どうしてくれるんだ?』の声にこう答えま

す」 

「『病気』の観点から見る温暖化」 
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 中米 【9ヶ国/15件】                                   p 3 

p3   ・コスタリカ 【4 件】 

p4   ・ホンジュラス 【2 件】 

p6   ・ニカラグア 【1 件】 

・エルサルバドル 【2 件】 

p7   ・セントビンセントおよびグレナディーン諸島 

 (含：セントルシア、ドミニカ国) 【3 件】 

p10 ・ジャマイカ 【1 件】 

・ドミニカ共和国 【2 件】

 南米 【6 ヶ国/10件】                                  p 11 
P11  ・ペルー 【1 件】 

p12  ・ウルグアイ 【2 件】 

P13  ・パラグアイ 【2 件】 

p14  ・チリ 【2 件】 

p15  ・ボリビア 【1 件】 

p16  ・アルゼンチン 【2 件】 
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中米 

コスタリカ                           

２００８(平成 20)年 

 

(08/10/18 着) 

私の派遣先は首都サンホセに近く標高も少し高いため、普

段から涼しいところです。（18 度～27 度）乾季は日中には 30

度を超え暑くなりますが。コスタリカなので、貧困の途上国という

感じではないのですが、気候の変化はやはり起きているようで、

何気ない日常の会話でも今までとは違うという話を現地の人た

ちから聞きます。 

  

例えば、私がコスタリカに着いた頃の 4 月はまだ乾季のはず

でしたが、よく午後に雨が降りました。聞くと去年よりも 3 週間ほ

ど早いといっていました。また、昔は雨季と乾季の境目がはっき

りしていたそうですが、今はあまりはっきりしていないそうです。 

また、乾季である12月や1月は寒いそうですが（一応北半球

なので日本と同じ時期に寒くなるようです）、去年の乾季は今ま

でになく寒かったそうです。まだこちらでの本格的な乾季は体

験していないので、全て現地の人から聞きかじっているもので

す。 

寒いといっても、日本ほどではないのでしょうが、こちらの子

供たち、手袋やニット帽をかぶったりします。 

 

 

２００9(平成 21)年 

 

（09/9/26 着） 

1年半が過ぎ、去年の気候と比べることができるようになりまし

たが、どうやら今年はエルニーニョ現象により、例年とはかなり

異なる気候となっています。 

 

7 月頃に、その時期にはあまり降らないような豪雨があり、そ

の後 8 月、9 月と現在に至るまで、かなりの少雨です。ニカラグ

ア近くの暑い地域や、農業者には深刻な問題、不作となってい

るようです。 

  

TV でもそのようなニュースが流れたりしています。この状態

は 3月まで続くという予想がこの間も TVで流れていました。 

  

90%以上の電力を水力でまかなっているコスタリカなので、

水不足になると停電も起こりやすくなると聞きました。 

  

とにかく、雨が降らない。去年との比較しか出来ませんが、そ

んな印象の今年です。 

 

 

（09/10/1 着） 

今日もこちらコスタリカは雨が降りません。暑い！例年であれ

ば、午後はいつも豪雨ですが、ここ 2 週間、配属先では断水で

す。 

  

知人に聞いたところ、去年はラニーニャで多雨だったそうで、

今年はエルニーニョで、少雨になっています。 

 

季節のサイクルの変化 ／ 異常低温 

豪雨→干ばつ ⇒ 作物の不作 

少雨 
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添付した写真は私の家のすぐ側にある川で、去年の今頃は

常に手前の小さい石などは見えないくらいの水位で、奥の大き

な石もてっぺんしか見えないような状態でした。山がすぐ近くに

ある町で、山の水がこの川に流れてきます。 

 

また何かお知らせできることがありましたら、ご連絡いたしま

す。 

 

２０11(平成 23)年 

「仲間を広げます。」「再生可能エネルギー

の強化を目指します。」 

 (11/5/6 着) 

池田さま 

 駒ケ根訓練所の講義は興味深く聞きました。また「途上国に

おける気候変動問題の情報は 非常に貴重なので、池田さん

か JICAに伝えるよう」にいろいろな機会に仲間に話しました。 

 少しでも多くの人が興味を持って取り組んでもらえるといいと

思っています。 

 

 私はコスタリカにて、先週コスタリカ国立工科大学に来ました。

早速責任者と打ち合わせして、コスタリカの再生可能エネルギ

ー強化について話し合いました。言葉の問題や、こちらのメン

バーの意識の問題等あって自分の思うような活動ができるか解

りませんが、自分の技術と経験は伝えたいと思っています。 

池田さんの今後の活躍をお祈りします。 

 

 

 

ホンジュラス                          

 

２００８(平成 20)年 

 

（08/10/22 着） 

活動先の温暖化の影響に関する情報をご連絡いたします。 

  

ホンジュラスでは近年の気候の変化の影響は深刻であると考

えています。約３日前に発生した私が住むコマヤグア市の洪水

を例に挙げます。 

  

10 年前ハリケーンミッチが本国に及ぼした被害はまだ人々

の記憶に新しく、今回の集中豪雨も近年多発している異常気象

によるものとして真摯に受け止めている。 

今回 5 日間以上に及び止む事無く降り続けた豪雨により、ダ

ムが満水となり、止む無くゲートを開いた結果との事。市は情報

伝達は行っていたものの、住民は就寝中だった為、避難する余

裕がなかった。被害地域の民家は２メートルまで浸水。約 200

人が体育館や学校への避難を余儀なくされ、マット・衣服や食

料が支給されている。しかし、家財を取りに家に戻る住民が後

を絶たず、汚染水による病気等の２次災害を懸念している。現

在の所１名の死者が出ている。 

また、今回被害を受けた地域には農家も多く、農作物や家畜

に壊滅的な被害が及んでおり、住民のみならず農民の生活の

立て直しも今後の課題となる。 

  

集中豪雨・洪水 
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当時の写真も入手しましたので、添付致します。 

 

 

 

 

２０11(平成 23)年 

 

（11/11/3 着） 

駒ヶ根訓練所では、お世話になりました。 

そのときいただいたデータも使わせていただいています。あり

がとうございます。 

 

さて、私の任地コスタリカは、中米に位置し、パナマのすぐ上

の国です。 

 

赤道に近い国のため、海岸沿いなど、標高の低い土地は熱

帯気候に属します。 

 

私の活動しているのは、コスタリカの中央に位置しますカルタ

ゴ市で、標高は約１４００メートルです。 

 

以前は首都でしたが、今は農業と伝統の街としてあります。 

 

気候変動についてはタクシーの運転手さんの証言です。 

 

雨季につき、よく雨が降っていました。そこで、運転手さんに、

「雨がよく降りますね」と言うと、「とんでもない、１０年、２０年前は

もっと降ってたよ。霧の街カルタゴと言われるくらい、ずーっと雨

が一週間くらい降り続けたものさ。」と 

 

つまり、その頃は、シトシト、サラサラと細かい雨が降り続けて

いたが、今は、ザーザー、と土砂降りの雨が、一定期間に固ま

って降るようになったと。 

 

たしかに、もうすぐ二年になりますが、シトシトと雨が降り続け

たのは、ほとんどなく、いつも夕方頃になると、雷を伴って激し

い雨が降り、都市部では排水路があふれ、小規模ながら洪水

が起こります。 

 

もしかしたら、温暖化により、標高が高い地域に、沿岸部と同

じような現象が起こっているのではないでしょうか。 

 

以上、何かのお役に立てれば幸いです。 

 

ありがとうございます。 

 

 

 

 

「10～20 年前と比べ 

雨の降り方が変わった」と住民 
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ニカラグア                            

 

 ２００９(平成 21)年 

 

 (09/11/4 着) 

私の任国中米ニカラグアは熱帯性気候で 1年は主に雨季（5

月～10 月）と乾季（11 月～4 月）に大きく分かれていますが，2

回目の雨季の今年は，とにかく雨量が少なかっ

たです。 

  

これは現地の人も例年にない雨不足だと嘆くほどです。農業

従事者の多くは，雨水を頼りに農業を行っているため，今年の

雨不足は大不作，さらには今後の物価の向上が予想されます。

また物価の向上により，犯罪の増加等治安の悪化も懸念されて

います．もちろん乾季の生活用水不足になるのは言うまでもあり

ません。  

  

現地の人々は”エルニーニョ現象だー!!”と言っていますが，

因果関係はよくわかりません。 

  

いずれもニカラグアでは確か異常気象が感じられています。 

 

 

 

 

エルサルバドル                             

  

２０１０(平成 22)年 

 

 (10/5/9 着) 

５月に入らないと雨は降らないと聞いていたのですが、３月２

９日にスチトトという町に来てから、ほぼ３日に２回の割合で雨は

降っています。降り始めると、雷を伴った豪雨です。 

 

そして、２時間ぐらいで止みます。語学学校の先生たちにも、

たずねてみましたが、「今年は雨季が早いんじゃないの？」ぐら

いの軽い返事で特に地元の人は気にしていない様子でした。

しかし、雨季に入るのが早いのは事実のようです。 

 

 

２０１1(平成 23)年 

2011 年 10 月 12 日、OCHA（=国連人道問題調整事務

所）神戸が次の記事を掲載しました。 

熱帯低気圧 12-E－2011年 10月 

(12/10/2011, TC-2011-000157-SLV) 

熱帯低気圧の発達により中央アメリカ各地で大

雨が続き、洪水や土砂崩れ等の被害が広がってい

る。エルサルバドルで最も被害が大きく、死者は 32

人以上に上り、政府は国際支援を求めている。 

雨季の異常少雨 
早い雨季の入り 

http://reliefweb.int/taxonomy/term/9396
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これを受けて現地ボランティアよりご報告を頂きました。 

 

 

 

 

(11/10/18 着) 

池田様 

  

日々の活動、お疲れ様です。 

  

既に池田さんもご存知のように、エルサルバドル近海の太平

洋上で発生した熱帯性低気圧の影響により、エルサルバド

ル全域とグアテマラで集中豪雨が続いています。 

  

先週の火曜日頃から降り出した雨は、強くなったり弱くなった

りしながらも、一時として止むこと無くもう一週間降り続いていま

す。こんなに雨が降るものかと驚いています。 

  

雨が降り出してすぐ、私の配属先である市役所環境課では

防災局やその他関係者とともに災害対策室のようなものが設置

され、対応に追われています。私は何もしていませんが、、、 

  

その後、木曜日くらいに大統領による国家非常事態宣言も

発令されました。 

 

幸いにも私の任地では大きな災害も無く過ごしていますが、

エルサルバドル西部や川沿い、海沿いは、川の氾濫や橋の崩

落、崖崩れ、浸水など大きな被害を受けているようです。 

 

  

ニュースでは、木曜日くらいまでこの低気圧の影響が残るだ

ろうと言われています。インターネットでは、SNET

（http://www.snet.gob.sv/）というサイトで雨量や気圧の状況な

どの情報が細かく確認できます。 

  

学校もしばらく休校で、私は学校での環境教育授業をメイン

に行っているので、私の活動も雨がいなくなるまでは、おあずけ

です。 

  

一日も早く嵐が去ってくれることと、被害が拡大しないことを

祈るばかりです。 

  

日本も東日本大震災の影響が残り大変であろうと思いますが、

日々の活動を続けていくことが復興への道だと思いますので、

お互いに普通の生活を送りましょう。 

  

それでは、失礼します。  

 

 

 

セントビンセント及びグレナディーン諸島                 

 

２０１０(平成 22)年 

 

 (愛知県 OB 会派遣中ボランティアより  10/3/10 着) 

セントビンセントでも水不足は深刻になってきており、2 月の

降水量は僅か 4ｍｍで 1987年 4月の 9.5ｍｍを上回る少雨の

記録になったそうです。現在一部の地域では夜８時から朝５時

ごろまで断水になっております。 

  

元々１月から３月は乾季で雨は少ないのですが、去年はもっ

と雨が降っておりこのような問題はおきませんでした。 

芝生なども枯れてきており、このまま行くと農業冠水が使えなく

熱帯低気圧による集中豪雨が続く 

異常少雨 

http://www.snet.gob.sv/
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なったり、水力発電が火力発電になる為、電気代が３０%ほどあ

がるだろうと言われております。 

 

隣国のセントルシア

ではもっと深刻のよう

で、 

「飲用・調理・洗濯・沐

浴・衛生以外の水道水

利用禁止 

これに違反した者は、Ｅ

Ｃ＄3,000以上の罰金および/または6ヶ月以上の禁固に処す」 

と言う法律が出ているそうです。 

  

３月一杯は雨が降らないといわれていて、このまま水不足が

続くと活動にも影響を及ぼしますし、安全面や衛生面でも色々

と問題が出てきます。 

１月から２回も水道水で急性胃腸炎になりました。どうやら水

がだいぶ汚れてきており、普段は水道水を飲んでもまったく大

丈夫なのですが、今年は現地人の間でも急性胃腸炎が流行っ

ています。 

  

やっぱり温暖化の影響なんでしょうか？ 

どなたかも書かれていたかと思いますが、温暖化の影響は途

上国のほうが受けやすいなと実感してます。 

  

それではお体にお気をつけて。 

また色々ご報告お待ちしておりますね。 

 

 

 

 (10/3/11 着) 

平素より世界各地の異常気象の状況をお伝え下さりありがと

うございます。 

  

さて、今回のメールの中で東カリブについて言及されていた

のを拝見し、東カリブの異常気象の状況についてお伝えできれ

ばと思い返信させていただきました。 

  

また、3 月 1 日～8 日にかけて任国外旅行で同じ東カリブに

位置するセントルシア・ドミニカを訪問しました。現地で見聞した

内容も付記したいと思います。 

  

○セントビンセント 

2010年1月からほとんど雨が降っておらず、2月の月間降水

量はわずか 4mm と過去最低の記録でした。 

首都キングスタウンを始め、一部の地域で午後 8時～午前 5

時の間断水しています。 

乾季とはいえ、水資源の豊かなセントビンセントでこの状況は

異常事態のようです。 

乾燥により山火事が頻発していることに政府も大きな懸念を

示しており、山で火を使用しないこと、水の節約・備蓄が強く奨

励されています。 

また、セントビンセント島南方に位置するグレナディーン諸島

では本当と異なり河川が存在しないため、住民は生活用水を雨

水に頼っていますが、長期に渡り雨が降っていないことから現

在住民はセントビンセント島からはるばる輸送された水を購入

せざるを得ない状況になっています。 

  

○セントルシア 

首都カストリーズでは水不足の影響がひどく断水が続いてい

るようです。 

旅行時に滞在した隊員ドミトリーでは、水が全く出ないと聞い

ていたものの、滞在時には水圧が低いながらも利用することが

できました。 

現地隊員から聞いた話によると、首都の住民は比較的水の

ある地方に水を汲みにいっているようです。 

ちなみにカリブ海周遊のクルーズ船や観光業に必要な水に

ついては、最優先で供給されていると聞いています。 

また、生活に必ずしも必要でない洗車等の行動や、農業・園

芸・建設業等での水の利用には 10 万円相当の罰金および／

または 6 ヶ月以上の禁固の刑が科されるとの政府発表がありま

異常少雨→山火事 
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した。 

水不足に由来すると考えられる山火事がいたるところで発生

しているのが確認でき、セントルシアの世界遺産であるピトン山

に登った際も至る所で小規模な山火事が発生していました。貴

重な世界遺産にも被害が出るなど、水不足の問題は深刻にな

っています。 

すぐ近くのドミニカから水を輸入する計画があるとのことで

す。 

  

○ドミニカ 

セントビンセント・セントル

シアと同じくほとんど雨は

降っていないとのことです

が、水不足の影響はほと

んど感じませんでした。 

３ヶ国の中では状況は

一番良いようです。 

  

セントルシア・ドミニカについては一旅行客として見聞した程度

なので現地の隊員からより詳細な報告があることを願っていま

す。 

大した情報を提供できず申し訳ありませんが、今後気付いた

ことがあれば再度連絡させていただきます。 

  

それでは失礼致します。 

 

 

 

(10/3/12 着) 

先ほどは返信ありがとうございました。当地の他隊員からも同

じタイミングで連絡があったようですね。池田様を始め愛知県

OB会の皆様の情報収集にお役に立てていれば幸いです。 

  

水不足問題の私自身の生活・活動への影響を記載していま

せんでしたので、追記させていただきます。 

今のところ、私が住んでいる地区（首都からバスで20分ほど）

では時々水圧が低いものの水不足の影響はほとんど出ていま

せん。一部の貯水池が著しく水量が低下しているようで首都近

辺地域がその影響で夜間断水しているとのことです。一部隊員

がその影響を受けており、夜間の生活に若干支障をきたしてい

るようです。 

  

配属先は首都にあるのですが日中は断水がないため今のと

ころ活動に水不足の影響はありません。 

しかし、昨日首都内で幼稚園児が"Don't light bush fires."

や"Bush fires can kill me."という環境メッセージを発信してい

たのが目にとまり（写真を添付いたします）、昨今の水不足・山

火事の問題が早くも教育現場での環境意識のあり方に影響を

与えているのかと感じます。 

これまでの環境教育活動ではこのようなメッセージを一度も

見たことはありませんでした。 

多くの人が足を止め子供たちのメッセージを暖かい目で見て

いました。 

  

世界各地で深刻な災害に遭遇されている皆様の前でこのよ

うなまだまだのんびりとしたレベルの話をするのは恐縮の限りで

すが、セントビンセントの現状を皆様の情報収集の一端として

お伝えできればと思い報告させていただきました。 

  

それでは失礼します。 

 

 

 

“Don’t light bush fires.” 

“Bush fires can kill me” 
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ジャマイカ                          

 

２０１０(平成 22)年 

 

 (10/3/25 着 ) 

概略を池田が要約して皆様にご紹介します 

 ・水不足が首都 Kingston あたりで深刻になっているようで

す。 

 ・山脈をはさんで、地域によっては水不足ではないところも多

いようです。 

 

 

 

 

ドミニカ共和国                     

 

２０１０(平成 22)年 

 

(10/5/9 着) 

駒ヶ根での地球温暖化セミナーではお世話になりました。 

 

この国に来てからの期間が短く、参考になるような情報では

ないかもしれませんが、報告させていただきます。 

 

まず、2009年は 

「めずらしくハリケーンが来なかった」 

「雨が降ったり、寒くなったりする時期にずれを感じた」 

「雨季が早まっている」などの話を聞きました。 

ここに住む人々も、様々な変化を少しずつ感じてきている様

子です。 

 

現時点で、僕自身が気候変動を肌で感じることはまだありま

せんが、 

「黒い排気ガスを出して走る整備不良車」 

「スーパーマーケットでのレジ袋の大量消費」 

「ゴミの分別はなく、道端がゴミだらけである」など地球温暖化

（地球環境の悪化）の原因となるような光景が見られます。 

 

五月に入り、雨の日も増えてきました（もう雨季に入ったかも

しれません）。雨の降り方は、急に激しく降り、短時間でピタッと

止むという特徴です。 

これからが雨季本番なので、数ヵ月後にはもう少し詳しく報告

できると思います。 

 

これからも地球環境を「調査・報告」するとともに、「保護・改

善」の活動をしていけたらと思っています。 

 

以上です。 

少しでも参考になったら幸いです。 

 

水不足 

季節のずれ 
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(10/7/13 着)  

今回、市民（中高生）向けの講座を開かれるようですね。若く

から環境や世界の実態に目を向けることは非常に重要なことで

あると思います。 

 

少しでも、その素晴らしい講座のお手伝いが出来たらと思い、

報告させていただきます。（7月 12日現在） 

 

前回の報告後より、毎日のように雨の降る日が続きました。雨

の降り方は、突発的に激しく、短時間でかなりの量が降ります。 

 

ドミニカ共和国全土でこのような雨が降っているようで、大雨

や洪水の警報が発令されていた地域も多かったようです。 

 

また、この国の道路は水はけが良くないことが多く、雨が降る

と、道路まで水浸しになってしまうことが多いです。 

 

私の住む地域は、水のない家が多くあるので、雨は貴重な水

資源でもあります。雨が降ると、子どもたちが嬉しそうに家から

出てきて、水遊びや水浴びをしていたのが印象的でした。（これ

らを写真に撮りたかったのですが、傘をさすのがやっと、という

大雨のため、カメラを出す余裕などあるわけもなく・・・残念で

す。） 

 

最近では、雨の降らない日も増えてきました。 

 

現在はハリケーンのシーズンに入りました。いまのところ、ハリ

ケーンは来ていません。ここ二年間はハリケーンが 1 つも来て

いないと聞きました。これはかなり珍しいことのようです。 

 

ハリケーンは来ないで欲しいですが、今年も来ないとそれも

心配です。 

 

以上 

  ※参考(by池田） 

日本の気象庁では、ドミニカ共和国の気象データは入手出来ていない

ようですが、周辺国のデータを見ると、確かに 2 月は平年に比べ極端な

少雨、そして 6 月当たりは平年比 2～3 倍の 降水量になっているようで

す。 

カリブ海周辺の 2月の降水量平年比は 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.js

p?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=02&lon0=210&lon1=330&lat0=-

10.200000000000003&lat1=49.8 、 

6月の降水量平年比は 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.js

p?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=06&lon0=210&lon1=330&lat0=-

10.200000000000003&lat1=49.8  

で気象庁から示されています。 

 

 

 

南米 
 

ペルー                         

 

２０１３(平成 25)年 

 

(13/1/17 着) 

池田 直樹様 

山田 和輝様 

雨が降ると道路が水浸し 

～ 激励メッセージ ～ 
「アマゾンの熱帯雨林地域より」 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=02&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=02&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=02&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=06&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=06&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/climatview_jp/obsmonthmap.jsp?a=-1&e=r_prec&yy=2010&mm=06&lon0=210&lon1=330&lat0=-10.200000000000003&lat1=49.8
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お疲れ様です。このたびはメールを 2件いただきありがとうご

ざいました。SV参加でペルーに来たばかりの関尾です。山田さ

んには駒ヶ根在の折、貴重な講演その他を承り感謝しています。

柳井さん、河辺さんの講演も実のあるもので大変参考になりま

した。 

  

現在着任 1週間でまだ現地での活動ははじめておらず、首

都で缶詰状態ですが、ペルーは、エル・ニーニョ、ラ・ニーニャ

など世界の気候変動の鍵を握る現象が発生します。また国土

の半分は、アマゾン河上流域の熱帯雨林で占められています。

この熱帯林はアマゾン全流域熱帯林の 1/3 の面積を占めます。

アマゾンの熱帯林は地球上の1/4の酸素を供給しています。私

の今回の任地は海岸沿いの沙漠地帯（コスタ）なので、アマゾ

ンの方の情報は得づらいかも知れませんが、地震の多発地帯

で自然災害の影響を受けやすいところです。 

  

というわけで何かお役に立てる情報があれば送信いたします

ので、今後ともよろしくお願いします。  

 

1月 15日ペルー・リマにて 

SV 関尾 憲司 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウルグアイ                            

 

２００８(平成 20)年 

 

 (08/11/3 着) 

温暖化について,遅くなりましたが情報を送ります。                

南米ウルグアイのモンテビデオ市では、冬季は従来うす氷の張

る日が数日あったのが、今年は全然無かった。また、乾燥期が

ながく、水不足となり河川ダムが底をつき水力発電能力が下が

り、電力ピークカットを呼びかける状況が続いている。   

 

 

２００９(平成 2１)年 

 

(09/01/31 着)  

ウルグアイでは牧草地の雨不足で家畜の餌さ不足が深刻で

す。特に隣国アルゼンチン南部は、大干ばつで５０万頭以上の

牛馬が餓死している。また穀物の生育が皆無で食料不足の危

機にある。そしてパタゴニアの氷河の融氷が進行していると報

道されている。  

【この記事は「アルゼンチン」国の欄でも掲載しました】 

 

 

 

暖冬 ／ 乾季の延長 

ウルグアイ：少雨⇒家畜のえさ不足 

アルゼンチン：「50 万頭の家畜餓死」 
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パラグアイ                         

 

２００９(平成 2１)年 

 

 (09/02/07 着) 

まだ着任して一ヶ月も経っていないので、はっきりとしたこと

は言えませんが、現在滞在している首都近郊のイタグアでも近

年気候が変わってきているという声を耳にします。 

モンスーンのような嵐や稀にひょうも降ることがあるようですが、

このような天候は今までパラグアイ北部ではあっても、それより

ずっと南に位置する首都近郊ではあまりなかったようです。 

今年は数ヶ月前まで非常に乾燥していて雨が少なく、逆にこ

こ数日は嵐のような雨が多いです。下水設備の完備していない

首都アスンシオンでは、浸水やストリートチルドレンが洪水で流

されてしまうという話も耳にします。 

乾燥の影響で、野菜の値段が例年に比べて跳ね上っていま

す。 

 

また、気候変動とは直接関係ないのですが、ここパラグアイでも環境

問題が目に付きます。 

イバカライ湖という観光名所にもなっている湖がありますが、実際に

近くで見ると水は黒く濁っていて汚いです。２０年前までは透き通ってい

たということですが、工場からの排水や家庭からの汚水が水質を悪化さ

せ、今では黒く濁ってしまったようです。 

 

また、首都アスンシオンの方角を見ると、晴れた日は排気ガスでうっ

すら黒くなっています。自動車からの排気ガスや埃がひどく、血膜縁の

患者も増えているということを聞きます。 

 

 

 

(09/05/15 着) 

前回に引き続いて、パラグアイの状況を報告します。 

 

今年の乾燥・干ばつは深刻です。特に地方で小農を営んで

いる住民にとっては生計を立てるための作物が収穫できなかっ

たことから、危機的な状況に陥っていることがテレビや新聞で

度々報道されています。 

政府に対し乾燥被害への援助を求めて、農民による集会・デ

モ行進も数多く実施されており、政府も約 4 億円の予算を乾燥

対策にあてることを決定した模様です。 

 

私の配属先である養蜂組合の組合員に対しても、農牧省か

ら一人当たり 140,000 グアラニー（約 2800 円）の資金援助と、

乾燥に強い植物の種の支給がありました。 

 

以上、簡単ですがご報告です。 

 

パラグアイにきてみて、まさかここまで気候変動による影響を

実感することになるとは実のところ思ってもいませんでした。他

の国の様子も気になるところです。 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

モンスーンの南下? 乾燥⇒豪雨・洪水 

（ストリートチルドレン流された?） 

干ばつ⇒作物できず 
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チリ                             

 

 

２００９(平成 2１)年 

 

(09/07/13 着) 

チリは他の南米の国に比べれば、気候も安定しているし、今

のところ異常気象などはありません。 

とは言っても、数年に1回は任地の近所の川が氾濫して洪水

が起こるそうですが。(温暖化とは関係ないと思います) 

今年は例年より冬に降る雨が(チリでは冬に雨が降ります)少

ないそうです。 

それが、農業にどう影響を与えるかまでは私には詳しくわかり

ません。 

  

チ リ の 国 家 環 境 委 員 会 で は 、 今 年 は CAMBIO 

CLIMATICO(気候変動)をテーマにしています。中央の方に

お聞きしたら、何か情報があるかもしれません。 

ただ、チリも日本と同じで、自分の土地や生活が危ないという

よりは、地球全体が危機にひんしている、と学校ので教授業な

どで教えている程度のようです。 

あまり参考にならないと思いますが、ご報告まで。 

 

 

２０10(平成 22)年 

任地での『日本人がたくさん CO2を排出した

から気候変動のこのような大変な影響が出

ている。どうしてくれるんだ?』の声にこう

答えます  
（10/8/23 着） 

 池田 様 

 

 いつも情報をありがとうございます。 

私は南米のチリで活動している JOCVです。気候も穏やかな土

地におりますので、環境の厳しいところに住んでらっしゃる方々

の苦労は想像する他はありません。早くパキスタンの復興がな

されることを願っています。 

  

 さて、質問についてですが、任地で直接聞かれたことはない

のですが、そういう質問、批判があってもしかたないと思いま

す。 

それだけチリは環境教育も進んでますし、世界の動きに詳しい

人も多いです。 

私も専門家ではないので個人的な意見を申しますと、日本を

はじめとする先進国の国民の生活の影響が途上国に回ってい

るというのが厳然たる事実と思います。ですから、それを正直に

伝えるかな、と思います。 

 

「日本の環境教育は全国的に進んでいるものの、大多数の国

民が異常気象を自分のものと捉えていないのが事実です。そし

て、池田さんのようにその解決のために一生懸命働いている人

たちがいるのも事実です。 

  

 私たち隊員は現在海外で働いているが、これだけが私たちの

活動ではなくて、そのような世界の異変の実際を体験してそれ

を日本で知らしめるのも私たちの活動だと思っています。少し

でも意識 の高い日本人を育てるために活動を続けたいと思い

ます。」 

  

 相手にとっては満足のいく答えではないと思いますが、このよ

うに答えるのではないかと思います。 

雨季の異常少雨 
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 返答として間違っていたらご指摘をよろしくお願いします。 

 

 

 

ボリビア                             

 

２０１０(平成 22)年 

 
 (10/8/3 着) 

いつも考えさせられるメールをありがとうございます。 

 

任地タリハにきて日が浅いため、語学も拙く、たいした情報は

ありませんが、路上生活者に死者がでたり、首都ラパスへ出稼

ぎ等でやってくる人々が途中の村の集会所に収容され肩をよ

せあって寒さをしのいでいる様子がテレビに映っています。 

 

タリハはアルゼンチン国境近くで温暖な気候で知られていま

すが、零下１０度近くの寒さにみまわれています。こんな寒さは

数十年ぶりとききます。 

 

ほとんどの家に満足な暖房もないため、とにかく着込むしか

ありません。私も一番ひどいときは３日くらいシャワーをあびませ

んでした。お湯もほとんどでないのです。 

 

農村は市内よりさらに厳しく、一日そこで過ごした日にはしも

やけ？凍傷？のようなものまでできました。 

そんな中でも村の人たちは扉も満足にない家で（もちろん暖

房なしで）過ごしています。タリハはまだ 2000m くらいで低いほ

うですが、ラパスやスクレといった4000m近い高地はさらに厳し

いでしょう。 

  

とりあえずご報告です。 

久しぶりに訓練所の日々を思い出しました。 

 

※参考 ： 平均気温平年差 【気象庁 HP 添付 by池田】 

ここ最近、南米では相当な寒波に襲われていたことが気象庁のデータ

でも示されていました(下図参照)。 

  

気象庁の他のページをを見てみると、ボリビアからのデータ入電が気象

庁にはあるようですが、過去のデータが揃っていないからなのか、ボリビア

の平年差のデータは下の地図上には表されていません。 

2010.7.14～7.20 

 

2010.7.21～7.27 

 

2010.7.28～8.3 

 

 

 

大寒波 
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アルゼンチン                             

 

２００９(平成 2１)年 

 

(09/01/31 着)  

ウルグアイでは牧草地の雨不足で家畜の餌さ不足が深刻で

す。特に隣国アルゼンチン南部は、大干ばつで５０万頭以上の

牛馬が餓死している。また穀物の生育が皆無で食料不足の危

機にある。そしてパタゴニアの氷河の融氷が進行していると報

道されている。  

【この記事は「ウルグアイ」国の欄でも掲載しました】 

 

 

２０１０(平成 22)年 

「病気」の観点から見る温暖化 

デング熱の南下減少見られる 

(10/12/6 着) 

色んな情報有難うございます！ 

  

 私は前回は SVでアルゼンチンに行きました。森林破壊による

砂漠化がアルゼンチンでどんどん広がり、これらがまた温暖化

の一因ともなっています。 

 

 世界的な傾向でしょうが、温暖化の影響はあちこちで見られ、

ご存知のパタゴニア氷河の退行は有名（たった過去数十年単

位）です。そして面白い現象として、デング熱の南下現象です。

従来は北部亜熱帯地域にしかなかった疾病ですが、昨年も南

下しブエノスアイレスでも発症を見ました。熱帯シマ蚊等の媒介

によるものですが、温暖化により温帯地域にまでこれらが生息し

てきた証拠となります。 

  

 また私の専門分野では、牛の伝染性流産を引き起こすウイルス病はフィリピン－

台湾には年中常在化しているので、免疫があり発症しないのですが、日本のよう

に夏しかこれらを媒介する昆虫（ヌカカ）が生きれないので、とくに近畿以西の地

域で定期的に発生していました。しかし今はこれらが越冬できるような環境になり

九州地域では常在化しているような現象が現れてきました。こういうことからすると

九州地域はすでに亜熱帯地域に属しているということで、将来的には熱帯地域に

しかなかったようなマラリアなんかも流行するかも知れません。 

 

 多くの人々は氷河退行、海面上昇等の目で見える現象で温

暖化を実感しているのでしょうが、病気から見るといのも一つの

指標になり興味のあるところです。 

  

 また面白い現象がありましたら報告させてもらいます。とくに専

門分野（家畜の病気関連）からなにか証拠が出てくれば面白い

と思っています。 

 

 

ウルグアイ：少雨⇒家畜のえさ不足 

アルゼンチン：「50 万頭の家畜餓死」 


