
報道関係者各位              2019 年 8 月 7 日 

 

第 7 回アフリカ開発会議(TICAD7) 

公式サイドイベント 

西アフリカの手掘りダイヤモンド採掘に関するシンポジウムの開催 

 

 

特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース（横浜市栄区）は、日本政府が主導し、

国連、世界銀行、国連開発計画及びアフリカ連合委員会（AUC）が共同で開催する第７回 ア

フリカ開発会議（TICAD7）において、以下のとおり公式サイドイベント『西アフリカの手

掘りダイヤモンド採掘に関するシンポジウム』を開催します。 

 

 

◆西アフリカの手掘りダイヤモンド採掘に関するシンポジウム  

手掘りの鉱物採掘に従事している人は世界に 100 万人以上おり、

その多くがアフリカに集中しています。ダイヤモンド採掘は人権

侵害・労働問題・環境破壊等、多くの課題を抱えていますが、日本

ではあまり知られていません。 

本シンポジウムでは主にシエラレオネを例として取り上げ、専門

家による講演、ドキュメンタリー短編映画「ダイヤモンドの来た

道」の鑑賞やディスカッションを通して、手掘りダイヤモンドセク

ターの現状理解を図り、改善策について考えます。 

 

モデレーター：  

伊藤武志教授（大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)） 

 

登壇者： 

伊勢崎賢治教授（東京外国語大学） 

村上千恵（ダイヤモンド・フォー・ピース） 

 

◆日時：2019 年 8 月 30 日（金）13：00～14：30（開場 12：50） 

◆参加費：無料 

◆会場：パシフィコ横浜 アネックスホール F206 

アクセス 

最寄駅：みなとみらい駅、桜木町駅から徒歩約 10 分 

https://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx 

 

◆参加登録 

参加される方は、下の URL から事前登録をお願いいたします。 

https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9 

 

◆チラシ 

日本語と英語のチラシをご用意しています。当リリース末尾をご覧ください。 

 

◆短編映画予告編 

http://diamondsforpeace.org/movie1/ 

 

 

シエラレオネのダイヤモンド採掘の様子（当団体撮影） 

https://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx
https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9
http://diamondsforpeace.org/movie1/


◆補足事項 

 本イベントで使用する言語：基本的には日本語を想定しておりますが、英語の逐次通訳が入る可能性があ

ります。 

 本サイドイベントの参加には、TICAD 本会議用の ID パスは必要ありません。どなた様でもご参加いた

だけます。 

 

◆本イベントに関係する持続可能な開発目標(SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★当リリースへのお問い合わせ先 
 

特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース  

 

〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷 1-2-1  

地球市民かながわプラザ NPO などのための事務室内 

TEL:  050-6863-3111 

URL:  http://diamondsforpeace.org 

E メール: info@diamondsforpeace.org 

担当： 村上千恵 

http://diamondsforpeace.org/


[日 時]
▶▶▶ 2019年8月30日（金）

13：00～14：30 （開場12：50）
[会 場]
▶▶▶ パシフィコ横浜 アネックスホールF206

[参加登録]

参加される方は事前登録をお願いします。

右QRコードからも事前登録ページにアクセス可 →

https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9

特定非営利活動法人ダイヤモンド・フォー・ピース

主催者

横浜市栄区小菅ヶ谷1−2−1 地球市民かながわプラザ NPOのための事務室内

URL: http://diamondsforpeace.org/ Email: info@diamondsforpeace.org

「西アフリカの手掘りダイヤモンド採掘
に関するシンポジウム」

参加費
無料

手掘りの鉱物採掘に従事している人は世界に100万人以上おり、その多くがアフリカに集中しています。ダイヤモン
ド採掘は人権侵害・労働問題・環境破壊等、多くの課題を抱えていますが、日本ではあまり知られていません。本シ
ンポジウムでは主にシエラレオネを例として取り上げ、専門家による講演、ドキュメンタリー短編映画「ダイヤモン
ドの来た道」の鑑賞やディスカッションを通して、手掘りダイヤモンドセクターの現状理解を図り、改善策について
考えます。お気軽にご参加ください。本イベントの参加に、TICAD本会議用のIDは必要ありません。
モデレーター：伊藤武志教授（大阪大学SSI）
登壇者： 伊勢崎賢治教授（東京外国語大学）、村上千恵（ダイヤモンド・フォー・ピース）

第7回アフリカ開発会議(TICAD)
公式サイドイベント

[アクセス]
最寄駅：みなとみらい駅、桜木町駅

https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9
http://diamondsforpeace.org/


[Date and Time]
▶▶▶ 30th August 2019 (Fri)
13:00 – 14:30 (The venue opens at 12:50)
[Venue]

▶▶▶ Annex Hall F206, Pacifico Yokohama

[Registration]

Please register your participation at the below URL.

You can also access to the URL using the QR code →

https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9

NGO Diamonds for Peace

Organized by

1-2-1 Earth Plaza, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa

URL: https://eng. diamondsforpeace.org/
Email: info@diamondsforpeace.org

“The Symposium on the Artisanal 
Diamond Mining in West Africa”

Free

More than one million people are engaged in the artisanal mining worldwide with the majority in Africa. The artisanal
diamond mining has many issues such as human rights violation, labor issues, environment. We will watch the short
documentary movie “Voices from the Mine,” listen to what experts say, and discuss about how these issues can be
alleviated. Feel free to join us! You don’t need an ID pass for TICAD7 to participate in this side event.
Moderator： Prof. Takeshi Ito (Osaka University) ,
Speakers： Prof. Kenji Isezaki (Tokyo University of Foreign Studies),

Chie Murakami (NGO Diamonds for Peace)

Tokyo International Conference on 
African Development (TICAD7) 
Official Side Event

[Access]
Train Station: Minatomirai, or Sakuragicho

Annex 
Hall

https://forms.gle/yZhuRPadmVr8wVbH9
https://diamondsforpeace.org/

