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仏陀バンクミーティング  

出席者１０名／Dr. KN, Mr. Jyo Jyo, Mr. Maui, 
Mr. Now San, Ms. Mue Pong Chang,
        Ms. Thing Chang Moe, Reiko Suzuki, Mr. 
Toto, Mr. Azin, Mr. Lumo

ミーティングの前にまた新たな受益者３名に
資金の貸与がされました。

・ Mr.  Lumo  3,500TB  手作りアクセサリーの
製作と販売　５ヶ月間 1,000TB／１ヶ月

・ Mr. Echo(Nai Mo Hein) 3,500TB 本や雑誌の
販売　４～６ヶ月間　

・ Mr. Azin  3,500TB マーケット周辺での自転
車を使った運送業　４ヶ月間

　 はじめに鈴木より、再度仏陀バンクの趣旨
と目的を簡単に説明させてもらい、その後各
人の考えやアイディアを発表し合う、という形
でミーティングが進行し、今回の話し合いで
は何かを決定することはせず、いろいろな考
えを持ち寄ってシェアし、検討することを目
的としました。
以下それぞれの意見を箇条書きで列挙しま
す。

Dr．KN：この３年間、自分一人で全てを請け

負い、様々な改良を試みながらやってきた。
受益者や住民との信頼関係も少しずつ重ね、
信頼できる人材も得ることができた。
　 今後はこの仲間達と新たな体制作りをして
いきたい。

玲子：各小コミュニティで毎月メンバーが集
まる日を決め、お互いの近況を報告し合　
う、また経営や返済面での問題点などを相談
できる機会を設けてはどうか。
　 受益者の選定も、仏陀バンク委員のメンバ
ーに加え、できるだけ多くのメンバーの承認
を得て
決定するようにしたらどうか？

Ms.Thing  Chang：その時一緒に他の住民にも
来てもらい、CHAのプログラムを開いても
よいのではないか。

Dr．KN：仏陀バンクのメンバーはそれぞれ、
コミュニティ内の離れた所に住んでおり、集
まるのが難しい。交通費がばかにならないの
で皆来たがらない。

・返済できない人が出た場合、それを誰が保
障するのか？
　 スタッフが各事業主のところを定期的にま
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わり、実際どんな風に事業を行っているか、
ちゃんとやっているかを見て回った方がよ
い。

・貸付けの限度額、期限、また貸付けの額に
応じて保証人の数を決めるなど、ルールを決
めた方がよい。
・細かい点は各コミュニティでそれぞれ取り
決めをするとして、全体としてのルール、例え
ば又貸しはしない、など最低限のルールは決
めた方がよい。
・又貸しをしているかどうか、そこまで受益
者の動きを把握することはできない。
・利子をとるかどうか？今は利子というもの
はなく、あくまで寄付という形で何人かの受
益者からの寄付はあった。
・利子を取ってやるとなると、貸金業の登録
をしなくてはならない。それには大きな労力
と資金もかかる（5,000TB）そこまでしてやる
必要があるか？
・ある場所では３～４％の利子をとり、３ヶ
月で一旦全額返済して、借りたい人はまた新
たに借り直す、というやり方をしているそう
だ。

・受益者に貸付けをする前に、条件を書いた
ものを渡した方がよい。
・受益者の選定方法は、身分証明書を持って
いるかどうかが一つの判断基準にはなってい

るが、緊急時の需要も含めて各々の事情を考
慮しながら必要な人に回せるようにする。

玲子：各コミュニティ内で一番必要な事業を
皆で考え、そのビジネスに特化したマイクロ
ファイナンスのプランを立てたらどうか？

Dr.  KN：個人または家族単位の小規模融資で
小さな事業を育て、それを集めて中規模の地
場産業のようなものを作る。例えば国境地帯
で麻などの繊維が採れる植物を栽培し、繊維
は加工し服などを作る、葉の部分は動物の飼
料として販売する。地方政府と交渉し、これ
をタイ側とビルマ側双方で展開できるように
する。雇用促進の効果も期待できる。

玲子：それに必要な設備や技術はどうするの
か？

Dr．KN：地元に技術を誘致し、訓練センター
のようなものも同時につくる。

Mr.  Jyo  Jyo：仏陀バンクは地元の貧しい人々
の役に立っているので、ぜひ長く続けて欲し
い。また職業訓練センターのようなものも作
って欲しい。

Mr. Now San：カチン州では中国の投資による
メガ・プロジェクトが進んでおり、どんどん
土地が接収されている。特にパカン地区、ミ
ッチーナやミャワディ周辺などがひどく、地
元の人々は土地を奪われ、何か事業を興すに
も資金もないので、何もできない。
　 もしここで仏陀バンクが開設できたら、少
ない原資でも大きな効果を上げられると思
う。女性を中心とした手工芸品制作などで、
所得向上のためのプロジェクトを起こしたい
と思っている。



Dr．KN：カチン州などで開設した場合、誰が
指揮をとり、また管理運営をするのか？
しっかりとした運営組織作りが必要。それに
はやはりC S日本がトップに立って全体の方針
と評価基準を設けるべきだ。

Ms. Mu Pon Chang：Burma ACT(NGO)ではモ
ン州とメーソット周辺で子供たちのために　
活動している。医療を主とした孤児の生活支
援、また家族に対する生活と経済面の支援も
同時に行なっている。経済面では若者が仕事
を得るのが難しいことから、彼らが自分で何
らかの事業を始められるように、マイクロフ
ァイナンスで立ち上げ支援をしたいと思って
いる。機会があればぜひ仏陀バンクを開設し
たい。

Mr.  Lumo：メーソット郊外のMacheraoという
ところに移民学校が２つある。ここに通って
いる子供は孤児が多く、両親がいても遠くに
働きにいってしまったりなどして一緒に暮ら
していない子供たちがたくさんいる。
　 この学校のためにドナーを探しており、学
校の運営費、生徒の食費、先生の給料などを
賄えるよう協力を要請したい。また彼らが学
校を卒業した後も、言葉の問題もあり仕事が

ないため、若者の職業支援などを仏陀バンク
でしてもらえると助かる。

Ms.  Ma  Wie：（以前の受益者で、マーケット
での出店資金に仏陀バンクから借り入れを
し、長年の経験で事業のノウハウも分かって
いる）
　 受益者の選定について、どこに住むどのよ
うな人か、証明書を持っているか、本当に事
業をしたい人か、頑張れる人か？などを見極
めてから貸した方が良い。
　 現在の借り入れ申込書は、記入方法が煩雑
なので変えた方がいい。

玲子：仏陀バンク経験者が受益者の選定に加
わったり、彼女達の推薦によって受益者を選
ぶという方法もあるのではないか。また新た
に事業を始める人には、彼女達にアドバイザ
ー役になってもらい、経営の仕方などを教え
てあげられれば良いのではないか？

仏陀バンク受益者訪問

Cho Cho Awin さん
2012年8月仏陀バンクより10,000TB、Dr．KN
より10,000TB借り入れ事業を始める。
　当初オートバイのレンタルをしていたが、そ
の後、別の場所に土地を買ってコンピュータ
を使ったプリントショップを始めた。この店
の隣に3,000人くらいの女工さんが働く縫製工
場があったため、固定客を得ることができ事
業は成功、次いで携帯電話ショップ、軽食や
なども始めて事業を広げてきた。条件も良く
利益も多く出ているようだが、場所代やタ
イ、メーソットなど複数の警察に手数料を払



わねばならず、事業が安定するまでは容易で
はなかった。返済修了は2014年５月、ようや
く余裕がでてきた。
　 今後資金が溜まったら隣の敷地を買い、ミ
シンを置いて女性のための仕立て屋や荷物の
輸送サービスなどの事業をしたい、とのこ
と。

Htut Aung 夫妻
　 2011年５月13,500TB借り入れミシンを購
入、周辺の縫製工場の女工さんに縫製を教え
ることで収入を得てきた。2013年返済修了。
　 現在は安定した生活ができており、子供も
学校に通っている。機械技師の夫がたくさん
お酒を飲むのには困る、と言っていた。

メーソット・マーケット内の受益者
　 マーケットはタイ側とビルマ側に別れてお
り、それぞれの品物を売っているが、全体的
にタイ側の製品の方が値段が高く、質もよい
とのこと。
　 またムスリムの数が近年増加しており、時
に小競り合いなど問題を起こすこともあると
いう。

ZIda&Sakida 夫妻
　 2011年10,000TBを仏陀バンクから、また別
の金貸しから100,000TBを借りて事業を始め
る。
　 ヤンゴンから乾燥エビなど食材を仕入れて
売る事業、売上にもよるがだいたい年に２～
３回ヤンゴンとメーソットを行き来してい
る。
　 最初に借りた別の金貸しには１０％の利子
を支払わねばならず、また場所代やマーケッ
トの備品借り賃、事業者登録、警察への手数
料など様々なお金が必要で、とても苦しかっ
た。１日最低10,000TBの売上がないと事業が
成り立たない。それでも2 0 1 3年に一度返済修
了、その後また経営が傾き10,000TBの追加貸
付けを受ける。2013年末には再度返済修了し
たが、この商売も競争相手が多く、そう長く
は続けられないと考えている。



将来はビルマ側に土地を買い、建物を建てて
アパート経営をしたいという希望がある。

Mr. Che Myentwe 
切り花と乾燥魚の販売　 3,000TB借り入れ、返
済済み
Mr. Mae Ema
果物屋さん経営　5,000TB借り入れ、返済済み
Ms．Ma Wie
フルーツと乾燥果物、雑穀などを販売　 2011
年10,000TB借り入れ、返済済み

☆ 総括と課題

　 メーソットには様々な民族が混在してお
り、仏陀バンクのメンバーもビルマ族、カレ
ン族、ロヒンギャなど、いろいろな民族の構
成になっています。また国境情勢の変化に応
じて人の出入りもあり、なかなか住民が一定
しない、という状況があります。
　その中で2011年より約３年間、Dr．KNが仏
陀バンクを一人で運営し、多大な労力を払っ
て原資を維持しながら回し続け、受益者もト
ータルで３０～４０名を数えるまでになりま
した。
　 しかし、内情を聞くとやはり、仏陀バンク

の本来の目的であるコミュニティの強化や、
人々が仏陀バンクを自分たちの財産として共
同して守る、といった意識を持てるまでには
至っていないようです。そのため受益者の後
追いや返済の滞りなどについては、相当の神
経と労力を使わねばならず、とても苦労され
たようです。
　 それでもメンバーから声が上がったよう
に、仏陀バンクが貧しい人々の役にたってい
ることは間違いなく、今後もなんとか続けて
いきたい、とのお話でした。
　 ただ現状としてはDr．KNも彼と協力して役
員をやって下さる方も、資金がないのでボラ
ンティアでやっていくしかなく、しっかりし
た体制を作ることは難しいが、今できる範囲
で可能な体制やルール作りはしていきたい、
とのことでした。
 事務局の運営資金については、将来的には貸
金業の登録も視野に入れつつ、今後何らかの
利子やそれに代わる手数料のようなものも設
定することも検討したいが、メンバーにあま
り強要はしたくないので、どのようなものが
望ましいのか、じっくり検討していきたい、
とのこと。
 また貸金業の登録についてはバングラデシュ
での仏陀バンクがどのような形で登録したの
か、ぜひ参考にしたい。

四方僧伽・日本への要望として、実際の運営
は各国、各支部の裁量に任せるとしても、全
体としての方針や評価基準など、総指揮として
の役割をはっきり示して欲しい、とのこと。
　 特に貸金業の登録をするということは、そ
れ自体すでにNGOの活動とは性質の違うもの
になってくるので、各国の仏陀バンクの足並
みが揃うよう指導して欲しい。



参考資料：メラ・キャンプ視
察 

　メーソットから北へ約６０kmにあるメラ・
キャンプは、ビルマ難民の最大のキャンプで、
カレン族を中心に約２万人もの難民が住んで
いると言われます。 
　外国人はNGOなどの活動以外は許可証がな
ければ入ることはできないと言われているの
ですが、Dr. KNの計らいもあり、運良く中に
入ることができました。 

　また一緒に行ったKhin Soe Myinさんの息子
さんの友人の家族がこのキャンプに住んでい
るとのことで、連絡を取ってもらい、キャン
プ内の家の中を実際に見せてもらう貴重な機
会を得ました。 

　その家は他の住居と同じように、竹の木を
裂いて作った木造の家屋に、茅葺きの屋根を
葺いた簡素な家で、間口は狭いのですが奥に
ずっと広がっており、内部には家族の住居、
居間、台所などの奥に土間があり、大きな製
粉器が置いてありました。 

そこへキャンプの人々が豆やとうもろこしを
持ち込み、小額の手間賃をもらって挽いてあ
げるのだそうです。またその奥には水浴び場
や小さな菜園があったりと、基本的な生活が
全て賄えるようにとても工夫されていました。

　このメラ・キャンプも開設されてから２０
年以上経っており、すでに一つの大きな村の
様相を呈していました。 
　そしてここに住む難民は、ビルマへ帰って
も自分たちの土地はなく、仕事を得るのも難



しいため、国連が撤退した後も離れようとし
ない住民が多く出ることが予想されます。 

　その場合タイ政府はどのような対応をする
のか、もし強硬にキャンプの解体と住民の帰
還策を進めるならば、また新たな混乱と悲劇
が生じる可能性もあり、難民の方々の行く末
を考えさせられました。

参考資料：カレン族農業ト
レーニングセンター視察 

メラ・キャンプからメーソットへ帰る途中脇
道にそれ、でこぼこ道を何キロか走った後、
そこからボートに乗って対岸へ渡り、やっと
たどり着ける所にコメンさんの管理する有機
農業トレーニングセンターはありました。 

２～３ha.の敷地内に、レセプション兼集会所
の建物と訓練生の住居、機材置き場などが建
ち、育苗ハウスや仕切り棒で区分けされた畑
が並び、トマト、ウリ、カボチャ、パパイヤ、
チリなど様々な作物が、また試験的に米や綿
花、胡椒なども植えられていました。 

この訓練センターの生徒は主にカレン族で、 
今年６月に第１期生がトレーニングを修了し、

現在は第２期生１６名ほどが寝食を共にしな
がら研修しているそうです。 
  
ここの課題は立地がかなり奥まっていること
と水源がないことであり、水はポンプで汲み
上げているものの、常に水が不足している状
況にあることから、乾燥に強い作物を選んだ
り、藁や木の葉のマルチを施すなどしていま



したが、種をまいても芽が出る前に枯れてし
まったりといった失敗もあるようで、コメン
さんをはじめ皆さんとても苦労されているよ
うでした。 

訓練センターはここの他にモン、カレニー、
シャン州に、それぞれ３ヶ所あるそうで、コ
メンさんは１ヶ月の間にこの４ヶ所を順番に
回りながら指導して行かなければいけないそ
うで、物理的にも環境的にも、あまりに過酷
な状況で、今後の運営には課題がたくさんあ
るように思われました。


