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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：大臣官房国際協力課

【施策名】
食料・農業・農村に関する国際協力の推進 政策体系上の位置付け Ⅷ－⑮

【施策の概要＜目指す姿＞】
食料・農業・農村に関する国際協力の推進を通じて、世界の食料需給の安定に貢献する。

【施策に関する目標】
① 飢餓・貧困の削減への貢献（途上国における農業の生産性・生産力の向上や農業所得、農村生活環境の向上
等）を目標として、食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
目標 ① 飢餓・貧困の削減への貢献

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
相手国の関係者等を対象にしたアンケート調査 100％ 80％ 80％（B）
（各年度100％）

＜目標に関する分析結果＞
世界の栄養不足人口の 97 ％が集中している開発途上国においては、基幹産業となっている農林水産業の発
展が重要であるという状況において、以下の事業を実施した。
①途上国の状況や抱える課題を的確に把握し、農業の生産性の向上等の効果的・効率的な支援を実施する上
で不可欠な、基礎的な情報収集、意見交換等を通じたニーズの把握、食料安全保障の強化等の必要性の普
及、啓発等を目的とした事業
②途上国における自立的発展のためには、人間開発への支援は重要であり、ワークショップ、セミナー、南
南協力、研修を通じた農業青年、農民組織化、専門家等の人材育成を目的とした事業
③貧困削減を達成するためには、途上国の経済が持続的成長に資することが重要であり、このための技術
マニュアルの作成等を目的とした事業
これらの事業に対して、相手国の関係者やワークショップ参加者等へ妥当性、有効性、効率性、インパクト、
自立発展性の５項目をアンケート調査した結果は 80％の評価であった。
しかしながら、自立発展性の項目の評価が低かったことから、本目標の更なる達成度の向上には、途上国の
実情を踏まえた包括的な支援や、より効果的な人材育成を通じた協力を推進していく必要がある。

＜改善・見直しの方向性＞
飢餓・貧困の削減に引き続き取り組む中で、国際機関やこれまで我が国の支援により技術・知識が蓄積され
た先発途上国を通じた南南協力の拡大による人材育成の強化を検討していくこととする。
特にアフリカにおいては開発が遅れており、LDC(後発開発国)国が多いことから、生産の現場から輸出先の
食卓等までの一連の流れを包括的に支援していくような事業の見直しを検討していくこととする。
② 地球環境保全への貢献（途上国における砂漠化の防止、持続的な水資源の保全・利用、地球環境保全型農業
の推進等）を目標として、食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
目標 ② 地球環境保全への貢献

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
相手国の関係者等を対象にしたアンケート調査 100％ 82％ 82％（B）
（毎年度 100％）

＜目標に関する分析結果＞
地球規模の環境問題が顕在化する中で、水、土地資源については、農業生産の基盤であるとともにその持続
的利用が世界的な課題となっている中で、以下の事業を実施した。
①広域的な連携、情報交換が不可欠であることから、途上国に係る基礎的情報、研究結果等の情報の収集や
対策等の技術の開発を目的とした事業
②地球規模の環境問題に対する効果的な援助方針の検討を目的とした事業
これらの事業に対して、相手国の関係者等へ妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の５項目を
アンケート調査した結果は 82％の評価であった。
この調査結果から本目標における各項目のさらなる達成度の向上が必要であるが、砂漠化の防止や水資源の
問題等の地球規模の環境問題については、既にグローバル化しつつある問題であることから、個々の地域にお
ける技術開発とともに、開発された技術を応用し、国・地域ごとの状況に応じた広域的な取組を行っていく必
要がある。
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＜改善・見直しの方向性＞
地球環境保全への貢献について、砂漠化防止対策については、これまでアフリカにおいて調査、砂漠化防止
技術の確立、マニュアル化等の取組を行い、開発調査の実施等を通じた広域的な取組を展開しているところで
あり、今後の更なる取組を検討していくこととする。加えて、持続的な水資源の保全・利用については、より
広域的な視点から、効率的な水利用の促進を図る必要があり、このために、これまでの取組の成果等を踏まえ、
国際河川等の国家間水利の調整と地域間の水利調整、及び末端の水利用者である農民組織間の水利調整を一体
として、効率的に実施する取組を検討していくこととする。
③ 我が国の農業政策への理解の促進（EPA、WTO 農業交渉等の国際農業交渉等の円滑化等）を目標として、
食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
目標 ③ 我が国の農業政策への理解の促進

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
相手国の関係者等を対象にしたアンケート調査 100％ 81％ 81％（B）
（各年度 100％）

＜目標に関する分析結果＞
近年、EPA、WTO 交渉等の国際交渉において、開発途上国が重要なプレーヤーとなってきており、これら
の国に対して我が国の農業政策への理解の促進が重要であるという状況において、以下の事業を実施した。
・「農業の多面的機能」、「品種保護制度」等の概念や我が国の農業政策についてセミナーや技術交流、地域会
合等を通じて理解の促進を目的とした事業
これらの事業に対してセミナー参加者等へ妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の５項目をア
ンケート調査した結果は 81 ％の評価であったことから、本目標の各項目における更なる達成度の向上が必要
であり、我が国の農業政策への理解の促進のために、我が国がイニシアチブを発揮して、関係国自らの抱える
国際農業交渉上の課題についても理解を深める取組を行っていく必要がある。

＜改善・見直しの方向性＞
近年、国際基準設定機関により様々な国際基準の設定が議論されている中で、我が国の考え方について途上
国の支援が得られるよう、植物新品種保護制度の整備など取組が遅れている分野について能力開発などの支援
を検討していくことにより、我が国のイニシアチブの発揮と国際農業交渉の推進を図ることとする。

④ 突発的・大規模な問題への適切な対応（自然災害、紛争等からの復興、越境性疾病の防疫等）を目標として、
食料・農業・農村に関する国際協力を推進する。
目標 ④ 突発的・大規模な問題への適切な対応

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
相手国の関係者等を対象にしたアンケート調査 100％ 77％ 77％（B）
（各年度 100％）

＜目標に関する分析結果＞
突発的・大規模な問題への適切な対応に対して、以下の事業を実施した。
①政治情勢、紛争、災害等により、損害を被った途上国に対し、中長期の経済復興支援、特に産業の基盤と
なる農業・水産業の復興に繋がる農村開発支援を目的とした事業
②アジア地域における動植物検疫及び食品の安全性に関する能力向上、アジア地域における牛海綿状脳症に
関する知識の啓発を図ることを目的としてワークショップ、研修等
これらの事業に対して、相手国関係者等へ妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の５項目をア
ンケート調査した結果は 77 ％の評価であったことから、本目標の各項目における更なる達成度の向上が必要
であり、関係国のさらなる連携強化が必要である。
また、越境性疾病への対策が重要視される中で、鳥インフルエンザについては、我が国への影響も懸念され
ていることから、早急な取組が必要である。
＜改善・見直しの方向性＞
突発的・大規模な問題は我が国にも影響することから、越境性疾病などの地球規模の問題に対して、積極的
に取り組んでいくこととする。その中で、アジア各国で発生している鳥インフルエンザについて、新型インフ
ルエンザの発生防止にも資するよう、アジア各国と連携して、アジア域内の早期通報体制の整備、ウイルスの
伝播ルートの解明等の取組を検討していくこととする。

【施策に関する評価結果】
農林水産省 ODA 予算では、農林水産省の有する技術・ノウハウを活用し、途上国における基礎調査、技術
開発及び国際機関を通じ、途上国間のルール作り等を主な内容として実施してきている。
しかしながら、グローバル化の進展やWTO交渉や EPA交渉の進展等から、ますます効率的で有効な取組を
推進していく必要があり、それぞれの課題について上記の改善・見直しの方向性で述べたような具体的な取組
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を検討・推進していく。また、平成 18 年度に省内検討会で取りまとめた「これからの農林水産分野の国際協
力のあり方」についてフォローを実施し、計画的な取組を図っていくこととしている。
その際、我が国の農林水産行政を推進する上で、農林水産省として自ら実施する意義の高いものとして、
①我が国の食料安全保障の確保にも資する協力・交流
②WTO・EPA等の国際交渉における我が国のイニシアティブ発揮に資する協力
③我が国への影響が顕在化してきている地球規模の環境問題や越境性疾病への対応
を重点分野として取組を検討していくことで、今後の達成度の向上を図っていく必要がある。
また、国際協力分野の政策評価については、今後のより的確な国際協力分野の評価に向けて、それぞれの目
標値の内容等について検討を進めていく。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
農林水産業協力に関する H18.12.25 国家戦略としてのODAの活用が求められる中、ｲﾝﾌﾗ整備、各種技術
農林水産省内検討会 ﾉｳﾊｳの移転等農林水産分野の国際協力について、引き続き着実に推

進することが重要であるとの観点から、農林水産分野全体に渡る将
来を見据えた横断的な国際協力のあり方について取りまとめた。

食料・農業・農村基本計 H17.3.25 第３の１（７）国際協力の推進
画

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であるものの、食料・農業・農村に関する国際協力の取組をより効果的・効率的に進め
る観点から、相手国の関係者等に対するアンケート調査について、現在の内容では把握できない相手国のニー
ズや今後に向けた改善点などを把握できるように項目数や内容を工夫するべきである。
また、今後、取り組むこととしている三つの重点分野（①我が国の食料安全保障の確保にも資する協力・交
流、② WTO・EPA 等の国際交渉における我が国のイニシアティブ発揮に資する協力、③我が国への影響が顕
在化してきている地球規模の環境問題や越境性疾病への対応）について実施状況を評価するため、その検証の
手法や指標等について検討する必要がある。

【政策評価会委員の意見】
・ 国際協力について例えば農業の協力、貧困対策といった目的が掲げられているので、アンケート以外にも
副次的な指標として農業生産高の増加率など、数値で出せるものがあればより理解が深まるのではないか。（長
谷川委員）

・ 国際協力については、副次的な指標が必要である。また、現地で活動しているＮＧＯなどを対象
としたアンケートも行ってはどうか。（長谷川委員）

・ 事業の当事者がアンケートの回答者である場合は、なかなか悪い評価が出来ない。また逆に１００％いい
という評価もしにくいなど、政策をアンケートだけで評価するのは不安な面もあるので、側面的にアンケー
トを理解できるような補足的な資料の工夫が必要ではないか。（八木委員）
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（別紙）

１ データ、資料等

目標 食料・農業・農村に関する国際協力の推進
＜目標設定の考え方＞
食料・農業・農村に関する国際協力は、開発途上国の実情やニーズに即して、飢餓・貧困の削減や地球環境の
保全等に貢献するとともに、こうした取組を通じて、我が国の農業政策への理解を促進することを目的に実施し
ているが、その効果を把握するに際して、
・発現するまでには、一定期間を要することに加え、
・気象条件や社会制度の変革、他の援助国や開発途上国自らの取組等の種々の要因の影響も大きいこと
等の特質を踏まえる必要がある。
このため、本政策分野については、以下の４項目を目標として設定し、各事業ごとに相手国の関係者等を対象
としたアンケート調査を実施して、各事業の事業目標の達成度等について評価を行ってもらい、それを集約する
ことにより評価する。
①飢餓・貧困の削減への貢献
②地球環境保全への貢献
③我が国の農業政策への理解の促進
④突発的・大規模な問題への適切な対応
＜目標値と実績値の推移＞

目標①飢餓・貧困の削減への貢献 【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：２４事業

目標②地球環境保全への貢献 【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：６事業

目標①飢餓・貧困の削減への貢献
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目標③我が国の農業政策への理解の促進 【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：９事業

目標④突発的・大規模な問題への適切な対応 【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：３事業

＜目標達成状況の判定方法＞
目標①飢餓・貧困の削減への貢献
目標②地球環境保全への貢献
目標③我が国の農業政策への理解の促進
目標④突発的・大規模な問題への適切な対応

ア 算出方法
各事業の目的を、上記の目標①～④のいずれかに分類した上で、各事業ごとに、相手国の関係者等（政

府関係者、国際機関関係者、国際協力 NGO 職員、研修参加者等）を対象に、（１）に示すような事業
目標を設定し、当該事業目標及び、上記①～④の目標について（２）に示すデータが得られるような項
目を盛り込んだアンケート調査を実施する。

（１）事業目標（例）
・持続的な営農体系の確立・普及
・水利用効率の高い節水型の水稲栽培技術の開発・普及
・持続的な水稲生産による農業所得の向上

（２）評価の視点
・妥当性

目標③我が国の農業政策への理解促進
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対象国の実情やニーズに合致した事業内容となっていたか。
・有効性

想定された事業目標が達成できたか。
・効率性

事業成果を達成する上で、適切かつ効率的な事業内容となっていたか。
・インパクト

事業成果は、上記の目標の達成に貢献するか。
・自立発展性

事業成果は、事業終了後も継続的・発展的に活用されていくと見込まれるか。

それぞれの項目ごとに、１（低）～５（高）の５段階で評価を行ってもらい、それ
らの結果を目標①～④ごとに集計し平均値を算出する。
平均値を、以下の通り達成度に換算する。
５ ４ ３ ２ １

１００％ ７５％ ５０％ ２５％ ０％

（評価の目安）
５：強くそう思う（Excellent）、４：そう思う（Good）、３：どちらともいえない
（Fair）、２：そう思わない（Slight）、１：全くそう思わない（Poor）

（３）アンケート質問（例）
①開発途上国（農業統計）人材能力改善プログラム作成事業
妥当性
・本事業の内容や成果は、貴国のニーズや実情に合致していましたか。
効率性
・貴国への調査員派遣について、派遣人数、専門分野、派遣時期は適切でしたか。
・日本への担当官招聘について、受入人数、分野、研修内容、研修期間は適切でしたか。
有効性
・この事業の成果（人材能力改善プログラム）は貴国の農業統計の的確な推進を図る人材の育成に
活用されている（したい）と思いますか。

インパクト
・この事業の成果（人材能力改善プログラム）は貴国の食料安全保障情報の整備に貢献すると思い
ますか。

自立発展性
・貴国にはこの事業の成果（人材能力改善プログラム）を元に研修等を実施する運営・管理能力が
あると思いますか。

・この事業の成果を元にした研修等は定着すると思いますか。

②国際農業連携活性化特別対策事業
妥当性
・本事業は、人材育成及び農業技術普及交流センターの活用により、中南米諸国等の日系農業者へ
の農業技術の普及、経営の安定を目的として実施しましたが、研修内容や成果は貴国の実情やニ
ーズに合致したものでしたか。

有効性
・本事業は、農業技術の普及、経営の安定を図ることを目的として実施しましたが、得られた技術、
知識等は、今後、貴国において活用が可能だと思いますか。

効率性
・本事業の研修方法、期間などの側面から見て、得られた技術、知識等はそれに見合ったものだと
思いますか。

インパクト
・本事業において得られた技術、知識等を活用することにより、貴国の農業経営の改善に貢献する
と思いますか。
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自立発展性
・本事業において得られた技術、知識等は、貴国においても継続して活用できると思いますか。
・本事業において得られた技術、知識等を関係者へ伝達する体制整備はされていると思いますか

２ 用語解説

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

開発途上国（農業統計）
人材能力改善プログラム
作成事業

- 5

　途上国での調査及び日本
での研修等を通じ人材育成
開発プログラムを完成させ
た。相手国では、本プログラ
ムを活用して農業統計の改善
のための研修を計画してい
る。
　相手国政府関係者へのアン
ケート調査結果は80％と概ね
目標を達成した。

途上国支援のための基
礎的情報整備費

- 66

　国内及び現地調査を通じて
開発途上国についての情報
の収集・整理を行い、迅速に
国際協力専門家への提供等
を実施した。
 国際協力専門家へのアン
ケート調査結果は78％と概ね
目標を達成した。

人口問題が農業・農村に
与える影響に関する基礎
調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

11

国内及び現地調査を通じて、
人口移動によって農業・農村
に生じている諸問題の情報収
集・分析を実施した。
農林水産業協力関係者（国
内、調査対象国）等を対象と
したアンケート調査結果は
78％と概ね目標を達成した。

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②③）

人口増加に伴う諸問題と農業・農村環
境が互いに与える影響を調査するとと
もに、その結果の分析・研究し、効果
的な援助実施方針を検討（①②）

① 飢餓・貧困の削
減への貢献

分野別評価（政策手段シート）

食料・農業・農村に関する国際協力の推進

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

ASEAN地域後発開発途上国にとって
最適な人材育成開発プログラム（研修
基本計画、研修プログラム等）の開発

分野の目標等
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アフリカ地域における食
糧の持続的生産技術普
及支援調査

- 17

　ガーナにおいて、持続的な
稲作栽培とネリカ普及につい
てのセミナーを開催した。セミ
ナーには、１５カ国から９２名
が参加した。本セミナー出席
者（政府関係者、研究者、援
助機関関係者）を対象に行っ
たアンケート調査結果は７８％
と概ね目標を達成した。

プロジェクト事前調査費 - 28

 延べ50人の調査団が21カ国
で現地調査を実施（33案件）
した。また、エジプトにおける
現地ODAタスクフォースとの
意見交換等を実施した。
相手国政府関係者を対象とし
たアンケート調査結果は90％
と概ね目標を達成した。

農業農村開発戦略検討
調査費

- 11

カンボジアでの開発計画にお
ける援助機関の取り組み等の
把握のため、国際機関職員
や政府職員と意見交換等を
実施した。また、PCM手法に
ついての技術研修を3回開催
し、23名が参加した。
意見交換および研修参加者
へのアンケート調査結果は
86%と概ね目標を達成した。

開発途上国に必要な情報収集・意見
交換及び国際機関等技術者とのセミ
ナー・ワークショップの実施

アフリカ諸国の貧困と栄養不足の解消
に向けた自助努力を支援するための
政策的方向性を探る基礎資料として、
現地営農実態についての調査、既存
の優れた栽培技術の把握、その内
容、実効性、普及可能性を分析・検証

現地タスクフォースとの意見交換等を
通じたＯＤＡ案件形成手法の調査・検
討
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

食料・農業協力啓発促
進事業

- 28

　ＦＡＯ寄託図書館の運営及
び世界の食料安全保障に関
する国際ワークショップ、講演
会等を実施した。
ＦＡＯ寄託図書館利用者及び
講演会出席者を対象としたア
ンケート調査結果は86％と概
ね目標を達成した。

開発途上国農民組織化
推進事業

- 22

　途上国農民組織の21名を
対象に農民組織化等につい
ての研修を実施した。
　研修生を対象としたアン
ケート調査結果は75％と概ね
目標を達成した。

海外農林業協力ＮＧＯ等
活動促進事業

- 46

NGOによる農林業分野の協
力活動を支援するため、NGO
スタッフを対象とした人材養
成研修、関係国への専門家
派遣、現地活動調査を実施
し、H19年3月に完了した。現
在、NGOスタッフ、現地活動
者等を対象としたアンケート
調査を実施中。平成18年度
調査結果は、平成19年7月下
旬取りまとめ予定。

アジア地域における持続
的農業・食品産業確立
支援事業

- 13

国内において農産物のニッチ
市場、食品安全をテーマとし
た研修を２回開催し、アジア
10カ国からの研修生２９名が
参加した。研修生を対象とし
たアンケート調査結果は８５％
と概ね目標を達成した。

農民組織の育成・強化を通じ、農業農
村の発展・活性化を図るための研修を
実施（①③）

NGOの農林業分野における協力活動
を技術的な観点から支援するため、
NGOが自ら確保困難な専門家の海外
の活動現場への派遣、国内でのNGO
の専門家に対する研修、NGO向け技
術指導書の作成等を実施

アジア生産性機構加盟各国の持続的
な農業・食品産業発展に資するため、
各国からの研修参加者に技術・知識を
習得するための研修を実施

世界の食料安全保障に関する情報を
国内へ普及･啓発を図るため、ＦＡＯ寄
託図書館の運営、ＦＡＯ作成図書の翻
訳・出版、国際ワークショップ、講演会
の開催、ＮＧＯ、農業団体等を通じた
普及啓発活動の支援、検討委員会の
設置等を実施
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

日アセアン地域技術交
流事業

相手国ニーズへの適応
度及び我が国の農業政
策に対する理解度：１０
０％

27

　アセアン諸国の政府関係者
を対象として農業政策に関す
るセミナー等を開催した。
セミナー参加者を対象とした
アンケート調査結果は８０％と
概ね目標を達成した。

ASEAN諸国等農林水産
物の市場多様化のため
のキャパシティー・ビル
ディング支援事業

- 18

　ASEAN諸国等開発途上国
の農林水産物輸出先の市場
多様化のためのキャパシ
ティー・ビルディング支援セミ
ナーを開催した。
　セミナー参加者を対象とし
たアンケート調査結果は77％
と概ね目標を達成した。

アジア農業青年人材育
成事業

この事業の相手国政府
関係者へのアンケート調
査による
①相手国ニーズへの適
応度：１００％
②我が国の農業政策に
対する理解度：１００％

60

　アジア４カ国の農業青年５８
人を対象に実践的な農業研
修を実施し、専門家１名をマ
レーシアへ派遣しフォロー
アップを実施した。
　研修生を対象にしたアン
ケート調査結果は８８％と概ね
目標を達成した。

ASEAN諸国等開発途上国の農林水
産物の輸出促進を図るために主要先
進国等の市場状況などを調査し、セミ
ナーを開催（①③）

アセアン地域の的確な協力ニーズを
把握し、開発援助を効果的・効率的な
ものとするため、農業政策に関するセ
ミナー等を実施（①③）

　アジア地域の農業・農村の近代化を
担う農業青年の人材育成を図るため、
アジア各国からの我が国農家への受
け入れ
専門家等の派遣による帰国研修生の
フォローアップの実施
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

海外農業農村開発技術
センター等事業費

- 58

　中国水利部、建設部等との
交流、現地適正化交流セミ
ナーを開催し、政府職員や農
民と技術・意見交換を実施し
た。相手国政府関係者を対
象としたアンケート結果は88%
と概ね目標を達成した。

準専門家派遣拠出金
（FAO拠出金）

- 33

　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）
に準専門家として当省職員を
3名派遣した。
　準専門家に対するアンケー
ト調査結果は７４％と概ね目
標を達成した。

アジア食料安全保障情
報化推進事業
（FAO、ASEAN拠出金）

- 84

　食料・農業統計情報等につ
いて国際研修、ワークショップ
及び各種会議を実施するとと
もに、国内セミナーを実施し
た。各国内情報ネットワークの
整備が進められ、データベー
スには各国提供による食料安
全保障に関する最新のデー
タが蓄積された。
  相手国統計情報担当官に
対するアンケート調査結果は
80％と概ね目標を達成した。

将来にわたり国際機関や国内外を問
わず農林水産業の国際協力分野で活
躍し得る人材育成のため、当省職員を
ＦＡＯに準専門家として派遣

精度の高い農業データの収集、食糧
需給予測モデルの開発、栄養不足の
諸要因の分析及びこれら情報をアジ
ア地域で共有するための情報ネット
ワークを構築

開発途上国の実情に適した技術マ
ニュアルの作成、セミナー等を通じた
技術交流の実施
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

市民社会参加型農村開
発支援事業
（FAO拠出金）

- 30

　食料安全保障に関する活
動を行なうＮＧＯ等を対象とし
た、国際協力への参加拡大を
目的としたセミナーを実施し
た。
　セミナーに参加したＮＧＯを
対象としたアンケート調査結
果は８０％と概ね目標を達成
した。

アジア地域の農業分野
における復興支援事業
（FAO拠出金）

- 129

本事業では、平成１８年度は
支援を検討している各国にお
いて支援計画策定のための
現地調査を実施したところ。
平成１９年度以降、各国の支
援計画を策定し、具体的な支
援を実施する予定としてい
る。
平成１８年度終了時点では本
事業に関する適切な評価が
行えないため、事業終了後に
アンケート調査を実施すること
としている。

開発途上国人材養成協
力事業
（FAO拠出金）

- 11

　途上国出身の若手専門家
を資質向上を目的にＦＡＯ準
専門家としてボリビア、ラオス
に派遣した。
　準専門家に対するアンケー
ト調査結果は７８％と概ね目
標を達成した。

開発途上国の開発プロジェクト担当者
の資質向上を図るため、ＦＡＯプロジェ
クトに研修参加させる

政治情勢、紛争、災害等により損害を
被った開発途上国に対し、中長期の
経済復興支援、特に産業の基盤となる
農業・水産業の復興に繋がる農村開
発支援を実施(①④)

我が国ＮＧＯの強化を通じた国際機関
が行う国際協力への市民社会の参加
を促進するため、NGOに対し、参加可
能なプロジェクトの情報収集、研修、
ワークショップを実施
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

国際食品規格策定・整
備事業
（FAO拠出金）

我が国の国際事情を踏
まえた国際食品規格を１
規格以上作成

21

 コーデックス委員会の事務局
員として専門家を派遣し,コー
デックス委員会で検討されて
いる数多くの国際食品規格案
に我が国の事情が反映され
た。 現在コーデックス事務局
を対象としたアンケート調査を
実施中。平成18年度調査結
果は、平成19年7月下旬取り
まとめ予定。

途上国の生産能力向上
等のための南南協力促
進事業
（FAO、ASEAN拠出金）

- 134

アジア域内先発途上国にお
いてＬＤＣ諸国等の政府関係
者等25名に対する研修を実
施した。研修参加者に対する
アンケート調査結果は90％と
概ね良好な結果となった。

アジア農業生産性向上
後発開発途上国（LDC)
等支援事業
（APO拠出金）

- 22

NPOスタッフを対象として、計
画策定、実行能力向上を目
的に、国別実行計画の策定
研修、デモンストレーション事
業等を実施するとともに、生
産性マネージメントに関する
テキストブックを作成し配布し
た。各国参加者を対象とした
アンケート調査結果は７５％と
概ね目標を達成した。

日アセアン・パートナー
シップ強化事業
(ICA、ASEAN拠出金)

- 350

アセアン諸国等の農漁協組
合員等１２３人に対して研修を
実施した。研修生に対するア
ンケート調査結果は８８％と概
ね目標を達成した。

農漁民組織の機能、運営の強化を行
い、組織の活性化を図る（①③）

コーデックス委員会事務局に専門家を
派遣するとともに、コーデックス規格作
成に資するための専門家会合を実施

アジア生産性機構各国生産性本部
（NPO）強化を図るため、パイロット事
業やスタッフの強化研修等を実施

アジア域内、アフリカ域内あるいはアジ
ア・アフリカ相互の南南協力を促進し、
LDC諸国の発展のための農林水産分
野における人材育成等を図る(①③)

⑮－14



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジア地域食料安全保
障強化支援事業
（ASEAN拠出金）

- 85

　食糧安全保障について理
解を高めるため、各国農業関
係者を対象に東アジア緊急
米備蓄パイロットプロジェクト
における運営委員会及び関
連会議への参加、米現物備
蓄事業、宣伝活動等を実施し
た。
　各国農業関係者等に対す
るアンケート調査結果は６８％
であった。これは本事業が３
年目に入り、関係者への啓も
う普及が浸透し、同一アン
ケート調査徴収者へのインパ
クト効果が低かったことによ
る。

牛海綿状脳症国際貢献
事業
（OIE拠出金）

- 23

　東南アジア各国を対象に
BSE関係技術者を対象とした
ワークショップを実施した。
　参加国を対象としたアン
ケート調査結果は８４％と概ね
目標を達成した。

アジア・アフリカ農村開発
機構分担金

関係者（相手国政府関
係者等）へのアンケート
について
①相手国ニーズへの適
応度：１００％
②我が国の農業政策に
対する理解度：１００％

14

　相手国政府関係者を対象
に、アジア・アフリカ地域の飢
餓・貧困の削減に貢献に資す
ることを目的として、日本の農
業施策等についてのセミナー
を実施した。
  アジア・アフリカ開発機構及
び同機構主催のセミナー参
加者を対象に行ったアンケー
ト調査結果は、95％と概ね良
好な結果が得られた。

アジア地域における牛海綿状脳症に
関する知識の啓発・関係技術者を対
象とした研修を実施（①④）

我が国がアジア・アフリカ地域の農村
復興について国際協力の責務を果た
すため、アジア・アフリカ農村開発機構
の活動支援の一環として、当機構の運
営に必要な分担金を拠出

東アジア地域の食料安全保障の強化
等を目的とした米備蓄システムのパイ
ロット・プロジェクトの実施を通じ、恒久
的なスキームとして実施するためのメ
リット・デメリットを検証。（①④）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジア環境保全型農業
パートナーシップ構築支
援事業

ワークショップ出席者に
対し、理解度についての
アンケート調査を行い、８
０％の理解度を目指す
（平成19年度）

13

ベトナムのメコンデルタ地域
において、バイオマス利活用
のCDMの適用可能性を検討
するため、現地調査、ワーク
ショップ、事例分析を実施し、
ワークショップには現地から19
名が参加した。
ワークショップ参加者に対す
るアンケート調査結果は８８％
と概ね目標を達成した。

途上国支援のための基
礎的情報整備費

- 66

　国内及び現地調査を通じて
開発途上国についての情報
の収集・整理を行い、迅速に
国際協力専門家への提供等
を実施した。
 国際協力専門家へのアン
ケート調査結果は78％と概ね
目標を達成した。

人口問題が農業・農村に
与える影響に関する基礎
調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

11

国内及び現地調査を通じて、
人口移動によって農業・農村
に生じている諸問題の情報収
集・分析を実施した。
農林水産業協力関係者（国
内、調査対象国）等を対象と
したアンケート調査結果は
78％と概ね目標を達成した。

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②③）

② 地球環境保全へ
の貢献

地球温暖化対策の推進を通じた持続
可能な農業の展開に向けて、アジア各
国との政策対話の基盤を構築

人口増加に伴う諸問題と農業・農村環
境が互いに与える影響を調査するとと
もに、その結果の分析・研究し、効果
的な援助実施方針を検討（①②）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

地球的規模の問題に対
する食料・農業・農村分
野の貢献手法に関する
検討調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

20

ODA実施案件の援助効果を
調査し、地球的規模の問題に
対する効果的な援助方針を
検討した。
　調査対象国及び本邦の関
係者を対象としたアンケート
調査結果は80％と概ね目標
を達成した。

持続可能な農業と関連
環境問題に関する調査・
技術交流事業

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

11

　持続可能な農業と関連環境
問題に係る課題に関して、途
上国関係者との技術の交流
を行った。
　海外招聘者を対象としたア
ンケート調査結果は８２％と概
ね目標を達成した。

農地・土壌浸食防止対
策調査費

深化・汎用化した土壌浸
食防止対策の技術指針
の作成

50

　パラグアイにおいて、試験
圃場における土壌保全対策
効果の検証を実施した。ま
た、住民の参加を得て土壌保
全技術、事業の実施手法に
ついて検証を行った。
　相手国政府関係者及び農
家等を対象としたアンケート
調査結果は９４％と概ね良好
であった。

実施した援助効果を検証し、地球的規
模の問題に対してどのような貢献がで
き、一方でどのような技術が必要とされ
ているか検討。その上で地域特性や
社会経済の発展に応じ、環境等にも
配慮した効果的な援助実施方針を検
討

持続可能な農業を通した地球環境問
題に関する政策的・技術的課題、今後
の対応策等についての途上国関係者
との議論、技術交流

パラグアイ国の緩傾斜部及び平野部
における貧困削減に資する土壌浸食
防止技術の開発
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

ODAと農産物貿易に関
する政策一貫性に関す
る基礎調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

13

ODA実施案件が援助国農業
等に及ぼした影響を調査し、
国内政策との一貫性のある農
林水産業協力のあり方につ
いて検討・分析を実施した。
調査対象国及び我が国の関
係者を対象としたアンケート
調査結果は７３％と概ね目標
を達成した。

日アセアン地域技術交
流事業

相手国ニーズへの適応
度及び我が国の農業政
策に対する理解度：１０
０％

27

　アセアン諸国の政府関係者
を対象として農業政策に関す
るセミナー等を開催した。
セミナー参加者を対象とした
アンケート調査結果は８０％と
概ね目標を達成した。

国際農業連携活性化特
別対策事業

研修生の受入れ等によ
る中南米諸国の日系農
業者への農業技術の移
転・経営能力の向上

139

　中南米諸国の日系農業者
の研修生に対する農業技術・
経営能力の向上のための研
修（受入れ研修、現地研修）
を実施した。
　研修生を対象としたアン
ケート調査結果は７８％と概ね
目標を達成した。

アセアン地域の的確な協力ニーズを
把握し、開発援助を効果的・効率的な
ものとするため、農業政策に関するセ
ミナー等を実施（①③）

③ 我が国の農業政
策への理解の促
進

ＯＤＡが我が国の食料や農業に対して
与えている影響について調査・分析
し、ＯＤＡと国内政策との整合、連携を
図り政策一貫性について検討・提言

我が国及び中南米諸国等の農業者組
織が提携して、技術及び情報の交流、
資金協力等を推進
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジアモンスーン地域連
携国際コンソーシアム活
動委託

- 15

国際水田・水環境ネットワークの
ワークショップや水田農業の多
面的機能に関するバーチャル
ミーティングを開催及び開催支
援を行った。また、H19.3月に同
ネットワークのワーキンググルー
プの設立に関する規約が草案さ
れた。現在関係国にアンケート
調査を実施中。平成18年度調査
結果は、平成19年7月下旬取りま
とめ予定。

途上国支援のための基
礎的情報整備費

- 66

　国内及び現地調査を通じて
開発途上国についての情報
の収集・整理を行い、迅速に
国際協力専門家への提供等
を実施した。
 国際協力専門家へのアン
ケート調査結果は78％と概ね
目標を達成した。

開発途上国農民組織化
推進事業

- 22

　途上国農民組織の21名を
対象に農民組織化等につい
ての研修を実施した。
　研修生を対象としたアン
ケート調査結果は75％と概ね
目標を達成した。

国際水田・水環境ネットワークの核とな
る運営会議の開催、運営及び水田か
んがい技術等に係るドラフトの作成

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②③）

農民組織の育成・強化を通じ、農業農
村の発展・活性化を図るための研修を
実施（①③）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

ASEAN諸国等農林水産
物の市場多様化のため
のキャパシティー・ビル
ディング支援事業

- 18

　ASEAN諸国等開発途上国
の農林水産物輸出先の市場
多様化のためのキャパシ
ティー・ビルディング支援セミ
ナーを開催した。
　セミナー参加者を対象とし
たアンケート調査結果は77％
と概ね目標を達成した。

アジア地域植物品種保
護制度整備推進事業
（UPOV拠出金）

- 15

　アジア諸国の植物品種保護
担当者を対象として、植物品
種保護制度の普及促進・運
用改善を目的とした、アジア
地域会合、国別セミナー等を
実施した。セミナー等参加者
を対象としたアンケート調査
結果は88%と概ね目標を達成
した。

途上国の生産能力向上
等のための南南協力促
進事業
（FAO、ASEAN拠出金）

- 134

アジア域内先発途上国にお
いてＬＤＣ諸国等の政府関係
者等25名に対する研修を実
施した。研修参加者に対する
アンケート調査結果は90％と
概ね良好な結果となった。

アジア域内、アフリカ域内あるいはアジ
ア・アフリカ相互の南南協力を促進し、
LDC諸国の発展のための農林水産分
野における人材育成等を図る(①③)

アジア諸国の植物品種保護制度の整
備を推進するため、地域会合、普及・
確立支援活動を実施

ASEAN諸国等開発途上国の農林水
産物の輸出促進を図るために主要先
進国等の市場状況などを調査し、セミ
ナーを開催（①③）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

日アセアン・パートナー
シップ強化事業
(ICA、ASEAN拠出金)

- 350

アセアン諸国等の農漁協組
合員等１２３人に対して研修を
実施した。研修生に対するア
ンケート調査結果は８８％と概
ね目標を達成した。

アジア地域の農業分野
における復興支援事業
（FAO拠出金）

- 129

本事業では、平成１８年度は
支援を検討している各国にお
いて支援計画策定のための
現地調査を実施したところ。
平成１９年度以降、各国の支
援計画を策定し、具体的な支
援を実施する予定としてい
る。
平成１８年度終了時点では本
事業に関する適切な評価が
行えないため、事業終了後に
アンケート調査を実施すること
としている。

アジアにおける食品安
全・動植物検疫関連支
援事業
（FAO、OIE拠出金）

事業対象国における政
策への反映度：１００％

153

　東南アジア各国を対象に越
境性の重要家畜疾病である
口蹄疫の防疫に関する研修
会を行政や技術担当者を対
象として実施した。また、動物
衛生の専門家をＯＩＥ、植物防
疫及び食品安全の専門家を
ＦＡＯへ派遣した。
　参加国を対象としたアン
ケート結果は８８％と概ね目標
を達成した。

突発的・大規模
な問題への適切
な対応

④

動植物検疫及び食品の安全性に関す
る能力向上を図るため、ワークショップ
の開催、専門家の派遣等を実施

農漁民組織の機能、運営の強化を行
い、組織の活性化を図る（①③）

政治情勢、紛争、災害等により損害を
被った開発途上国に対し、中長期の
経済復興支援、特に産業の基盤となる
農業・水産業の復興に繋がる農村開
発支援を実施（①④）
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政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジア地域食料安全保
障強化支援事業
（ASEAN拠出金）

- 85

　食糧安全保障について理
解を高めるため、各国農業関
係者を対象に東アジア緊急
米備蓄パイロットプロジェクト
における運営委員会及び関
連会議への参加、米現物備
蓄事業、宣伝活動等を実施し
た。
　各国農業関係者等に対す
るアンケート調査結果は６８％
であった。これは本事業が３
年目に入り、関係者への啓も
う普及が浸透し、同一アン
ケート調査徴収者へのインパ
クト効果が低かったことによ
る。

牛海綿状脳症国際貢献
事業
（OIE拠出金）

- 23

　東南アジア各国を対象に
BSE関係技術者を対象とした
ワークショップを実施した。
　参加国を対象としたアン
ケート調査結果は８４％と概ね
目標を達成した。

アジア地域における牛海綿状脳症に
関する知識の啓発・関係技術者を対
象とした研修を実施（①④）

東アジア地域の食料安全保障の強化
等を目的とした米備蓄システムのパイ
ロット・プロジェクトの実施を通じ、恒久
的なスキームとして実施するためのメ
リット・デメリットを検証。（①④）
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