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2017 年 8 月 26 日

TICAD 市民社会参加者へのビザ発給拒否措置に抗議し
今後の TICAD 関連会議に向けた防止策を求めます
市民ネットワーク for TICAD 世話人
モザンビーク共和国の首都マプートにある「ジョアキム・シサノ国際会議センター」にて、関連会議も含め 8
月 23 日から開催されていた「第１回 TICAD VI フォローアップ閣僚会合」が 25 日、閉幕しました。
本件会議に向けては、日本・アフリカ諸国および開催国であるモザンビークの市民社会から申請していた
会議参加希望者 25 名の参加登録はなされたものの、日本からの参加希望者であった（特活）日本国際
ボランティアセンター（JVC）の渡辺直子さんへのビザ発給がなされず、渡辺さんは会議に参加することが
できませんでした。
TICAD（アフリカ開発会議）は、日本政府が主導するアフリカ開発のための多国間・多セクター間のイニシ
アティブであり、日本とアフリカの外交関係や国際協力の在り方にも大きな影響を及ぼしています。1998
年の TICAD II（第 2 回アフリカ開発会議、東京で開催）以降、日本・アフリカの市民社会の参加も拡大して
おり、TICAD は「中国・アフリカ協力フォーラム」（FOCAC）など類似の会議と比較して、市民社会や民間
セクター、国際機関、その他の非国家セクターに開かれた運営がなされています。今回のビザ不発給措
置は、こうした TICAD の運営の在り方に水を差すものとなりました。
私たち「市民ネットワーク for TICAD」は、TICAD への日本・アフリカ諸国・会議開催国の市民社会の参
画と政策提言を保証し、TICAD を真にアフリカの人びとに役立つものとすることを目的として、2014 年来、
活動してきました。本件ビザ不発給措置についても、私たちはこの事態が判明した 8 月 10 日以降、再考
と発給を求める要請書を発表し、8 月 16 日および 22 日に、多くの団体の署名とともにこれをモザンビーク
政府、日本政府、共催機関に送付しています。
私たちは、適切な説明もなしに行われた今回のビザ不発給措置を受け入れることはできません。私たち
は、次回以降の TICAD 関連会議において、市民社会の参加の権利を阻害するビザ不発給措置などが生
じることなく、日本・アフリカ・開催国の市民社会が十分に参画できるように、開催国政府、TICAD 共催機
関（アフリカ連合委員会（AUC）、国連開発計画（UNDP）、国連アフリカ特別顧問事務所（UNOSAA）、世
界銀行）および日本政府の真摯な努力を求めるものです。

連絡先 稲場雅紀（（特活）アフリカ日本協議会）
住所：東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル３Ｆ
電話：03-3834-6902、メールアドレス：info.jcnt@gmail.com
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August 26, 2017
Board Members of Japan Citizens' Network for TICAD

Statement to Protest Visa Refusal against a Japanese Civil Society Participant for TICAD and
Demand TICAD Co-Organizers to Ensure Full Participation of Civil Society for TICAD Meetings
The First TICAD VI Follow-up Ministerial Level Meeting, including related conferences which was held
in Joaquim Chissano International Conference Center in Maputo, the Republic of Mozambique from
August 23, finished in the afternoon of August 25.
Despite all of the 25 civil society members from Mozambique, other African countries and Japan were
successfully registered for the conference, the visa application of Ms. Naoko Watanabe, South Africa
program officer of Japan International Volunteer Center (JVC) was refused and thus she was not able
to participate in the conference, in spite of her successful registration for the conference.
We, Japan Citizens' Network for TICAD, express our protest against the visa refusal and demand the
TICAD Co-organizers to ensure full participation of all civil society applicants to the further conferences
related to TICAD.
TICAD (Tokyo International Conference on African Development) is a multilateral and multi-sectoral
initiative for African development led by the Government of Japan, which has been guiding the
relationship of diplomacy and international cooperation between African countries and Japan. Since
TICAD II, held in Tokyo in 1998, participation of civil society and other non-state actors has been
expanded. In this regard, TICAD differentiates itself from other bilateral conferences related to Africa,
such as FOCAC (Forum of China-Africa Cooperation). Unfortunately, the visa refusal injured the
TICAD process that was highly esteemed by its openness to all stakeholders.
We, Japan Citizens' Network for TICAD, have been working to secure full participation and sufficient
opportunities for advocacy by civil society of hosting country, other African countries and Japan for all
of TICAD conferences since 2014, following TICAD V in Yokohama. We publicly released our official
letter to request the government of the Republic of Mozambique to reconsider the visa refusal and
issue the visa for her immediately. In addition, we asked the Government of Japan and other
co-organizers of TICAD to recommend the government of Mozambique to issue the visa. The letter
was submitted to the Government of Mozambique, Japan and TICAD co-organizers with signatures of
more than 50 organizations worldwide.
We can’t and won’t accept the decision to refuse the visa. We demand sincere efforts of the
government of hosting country, TICAD Co-organizers (African Union Commission (AUC), UNDP, UN
Office of Special Advisers on Africa (UNOSAA), World Bank and especially the government of Japan,
who leads the TICAD process, to prevent visa refusal against civil society and ensure full participation
of civil society for the future TICAD Conferences.

Contact: Masaki Inaba (Africa Japan Forum)
Address: 3rd Fl, Maruko Bldg, 1-20-6 Higashi-Ueno, Taito-Ku, Tokyo Japan
Phone Number: +81 3 3834 6902, E-mail: inaba@sdgs-japan.net

