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２．ＯＤＡ大綱改定により新たに追加された概念 

 

 

 

 

○ 昨年改定された ODA大綱は、その目的に「我が国の安全と繁栄の確保」が明記されるとともに、①人間の安全保障、②平和の
構築、③（分野や対象の）重点化、④政策協議の強化、⑤国民参加の拡大、といった新たな概念が追加 

 

○ 「展開方向」の見直しに当たっては、これら新たに追加された概念を反映させる必要 

 

Ⅲ．援助政策の立案及び実施 
1. 援助政策の立案及び実施体制  

(1) 一貫性のある援助政策の立案 
(2) 関係府省間の連携 
(3) 政府と実施機関の連携 
(4) 政策協議の強化 
(5) 政策の決定過程・実施における現地機能の強化 
(6) 内外の援助関係者との連携 

2. 国民参加の拡大 
3. 効果的実施のために必要な事項 
 ・環境や社会面への影響に十分配慮する手続きをとる 

Ⅳ．ODA大綱の実施状況に関する報告 

Ⅱ．援助実施の原則 
・開発途上国の援助需要等を総合的に判断の上、実施 

3. 重点課題 
(1) 貧困削減   (3) 地球的規模の問題への取組 
(2) 持続的成長   (4) 平和の構築 

4. 重点地域 
・アジアは重点地域。ただし、分野や対象を重点化 

  ・他地域も、各地域の援助需要等に留意しつつ、重点化 

Ⅰ．理念－目的、方針、重点 
1. 目的 
・国際社会の平和と発展への貢献を通じて、我が国の安全と繁栄の確保に資する。

1. 基本理念 
・人道的見地、国際社会の相互依存関係、環境の保全、平和国

家としての使命 
・自助努力を基本とした、健全な経済発展の実現 

4. 政府開発援助の効果的実施のための方策 
・女性・社会的弱者等への配慮、我が国の持つ技術・ノウハウ

等の活用、各種援助機関との連携・協調、政策対話の推進等

15項目 
5. 内外の理解と支持を得る方法 
・情報公開、広報、開発教育 

6. 実施体制等 
・効果的、効率的な実施体制の確保等 

3. 重点事項 
(1) 地域 
・アジアに重点。他地域にも国力に相応しい協力 

(2) 項目 
  ・基礎生活分野（BHN）中心の支援 
  ・人造り及び研究協力等の努力 
  ・インフラストラクチャー整備 
・地球的規模の問題への取組   
・構造調整等 

2. 原則 
・相手国の要請等を総合的に判断の上、実施 

2. 基本方針 
(1) 開発途上国の自助努力支援  (4) 我が国の経験と知見の活用 
(2)「人間の安全保障」の視点  (5) 国際社会における協調と連携 
(3) 公平性の確保 

改定後 ODA大綱（概要） 旧 ODA大綱（概要） 
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３．「展開方向」の位置付け 

○ 見直し後の「展開方向」は、農業農村開発協力を効果的・効率的に進めるため、今後５年程度を念頭に、 
① 協力の意義・目的 
② 具体的な施策の方向 

 を整理した協力の指針 
○ ODAの基本政策と併せて、個別のプロジェクトなどを実施 
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我が国のODA政策
食料・農業・農村基本計画 
○ 今後 10 年程度を見通して定めた食料、農業及
び農村に関する各種施策の基本となる計画。お

おむね 5年ごとに見直し。2005.3見直し予定 

 
○ 政府の開発援助の理念や原則等を明確にしたもの 
○ 1992.6閣議決定、2003.8改定 

 
○ 今後 5年程度を念頭に、我が国 ODAの基本的考え方、重点課題、地域別
援助のあり方等を明らかにしたもの。1999.8閣議報告、2005.1見直し予定

ODA中期政策 

 
○ 国別に、今後 5年程度を目途とした我が国の援助計画・政策を示したもの
（上記の他に、分野・課題別政策イニシアティブがある） 

国別援助計画 

 

個別のプロジェクト、現地 ODAタスクフォース 

 

○ 国別援助計画の策定や、個別のプロジェク
ト、現地 ODA タスクフォースの実施に際し
て、農業農村開発分野の協力の「意義・目的」

と「具体的な施策の方向」を積極的に発信 

農村振興局が行う農業農村開発分

野の協力に関する ODA政策 

 
○ 今後 5年程度を念頭に、農村振興局が行う農
業農村開発分野の協力の「意義・目的」と「具

体的な施策の方向」を整理

見直し後の「展開方向」 

政府開発援助（ODA）大綱 

ODAの基本政策 



４．見直しの基本方針の概要 
 
○ 「展開方向」の見直しに際しては、 
① 開発途上国の農業農村に関する現状分析を行い、協力の課題を明確化 
② 「展開方向」に基づく協力実績と農業セクターにおける効果を評価 
③ 新たな ODA大綱で追加された概念を踏まえ、今後の協力の意義・目的を新たな視点として整理 
④ 整理した視点に基づき、具体的な施策の方向を新たな展開方向として取りまとめ 
することを基本方針として検討 
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協力の 
意義・目的 

具体的な 
施策の方向 

協力実績の 
整理・評価 

 
 

○ 新たな ODA 大綱で追加された概念や、現状分析によ
り明確化された協力課題に基づき、農業農村開発協力

の意義・目的を整理 

 
 

○ 新たな協力の意義・目的を達成するための具体的な施

策の方向を取りまとめ 

 
 

○ 協力形態別に協力実績を整理 
○ 現行の「展開方向」に基づく代表的な協力手法の実績

を評価 
○ 農業セクターにおける波及効果を評価 

 
 

○ 開発途上国の農業農村に関する現状分析を行い、協力

の課題を明確化 
○ 国際的な議論を踏まえて協力課題を整理 

（４）農業農村開発協力の新たな展開方向 

（３）農業農村開発協力の新たな視点 

（２）「展開方向」に基づく協力実績と農業セクター

における効果の評価 

（１）開発途上国の農業農村開発を巡る状況の変化 

現状分析 

見直しの基本方針（概要） 

Ⅰ．開発途上国の農業農村開発を巡る状況の変化 
○ 途上国の農業農村開発の現状分析と課題の明確化 
○ 国際的な援助潮流の現状分析と主要な視点の明確化 
○ ODAの現状分析 

Ⅱ．我が国の農業農村開発協力の実績と評価 
○ 協力の経緯、形態と実施体制を整理 
○ 農業農村開発分野の協力実績を整理 
○ 農業農村開発分野の協力成果の評価 

Ⅳ．農業農村開発協力の展開方向（５つの展開方向） 
1. 「村づくり」を核とした地球的規模の食料・貧困・環
境問題への対応 

2. 食料の安全保障強化のための灌漑開発の着実な推進 
3. 持続的な農業農村開発のための技術開発 
4. 地域の発展段階に応じた協力の展開 
5. 効果的・効率的な協力の推進 

Ⅲ．農業農村開発協力の新たな視点（４つの視点） 
1. 食料の安全保障 
2. 地球環境の保全 
3. 農業振興による農村社会開発 
4. 「人づくり」の推進 

現行の「展開方向」（概要） 



５．見直しの基本方針 

（１）開発途上国の農業農村開発を巡る状況の変化 
 
○ 開発途上国の農業農村に関する現状分析を行い、協力の課題を明確化 
 

○ 砂漠化防止、土壌侵食防止、持続可能な水利用、平和の構築、持続可能な開発、貧困削減という、農業農村開発分野に関する国

際的議論の潮流を分析し、協力課題を整理 

キーワード 

 

持続可能な

開発 

 
平和の構築

(復興支援) 

 
貧困削減 

 
 

持続可能な

水利用 

 
砂漠化防止
土壌侵食防止 
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2000年代 1990年代 

2003年「第３回アフリカ開発会議（TICADⅢ）」
・日本は砂漠化対策を推進することを表明 

1996年「砂漠化対処条約」発効 
・日本は作業部会の議長を努めるなど同条約発効に貢献。1998年批准 

1997年「第１回世界水フォーラム」 2000年「第２回世界水フォーラム」
2003年「第３回世界水フォーラム」 
・「水と食と農」大臣会議では、持続可能な水利用等の３つの挑戦を表明 

2003年「Ｇ８エビアン・サミット」 
・アフリカ、飢餓、水に関する行動計画を発表 

2002年「第 6回東ティモール支援国会合」（東ティモール）
2002年「アフガニスタン復興支援国際会議」（東京） 

2003年「スリランカ復興開発に関する東京会議」（東京） 
2003年「イラク復興国際会議」（マドリッド） 

1992年「国連環境開発会議（地球サミット）」 
・環境分野での国際的な取組みに関する行動計画である「アジェンダ２１」を採択

2002年「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（ヨハネスブルグ）
・天然資源の保護と管理、アフリカの持続可能な開発等について議論 

1995年「第 4回世界女性会議」（北京） 
・我が国は、「途上国の女性支援（WID: Women in Development）イニシアティブ」を発表

2002年「開発資金国際会議」（モンテレイ） 
・あらゆる手段を通じた開発資金確保の必要性等を確認 

2003年「人間の安全保障委員会」報告書 
・人間の安全保障への包括的取組みを提唱 

1996年「21世紀に向けて：開発協力を通じた貢献（DAC新開発戦略）」
・７つの国際開発目標（IDGs）を策定 

2000年「国連ミレニアム・サミット」 
・「ミレニアム宣言」を採択。その後 IDGsを統合した「ミレニアム開発目標（MDGs）」を制定 

1996年「世界食料サミット」（ローマ） 
・世界の食料安全保障の達成と栄養不足人口の半減等を目指す「ローマ宣言」を発表 

2003年 ODA大綱改定 

条約締約国会議  
・1997年ローマ、1998年ダカール、1999年レシフェ、2000年ボン、2001年ジュネーブ、2003年ハバナ

2004 年～国際小委員会による「農
業農村開発協力の展開方向」見直し

1998年 かんがい排水審議会国際部会報告 
「21世紀における農業農村開発協力の展開方向」



（２）「展開方向」に基づく協力実績と農業セクターにおける効果の評価 

○ 技術協力プロジェクト、資金協力等の協力形態別に協力実績を整理 
 

○ また、「砂漠化防止」、「村づくり」といった、現行の「展開方向」に基づき農村振興局 ODA予算で推進してきた代表的な協力手
法の実績を評価 

 

○ さらに、国際小委員会で行われている各地域における農業農村開発分野の現状分析の結果等を踏まえ、長年協力が行われてきた

代表的な国について、協力の結果が農業セクターにどのような波及効果をもたらしたか という観点から評価 

現行の協力の実績と評価（要旨） 

３．農業農村開発協力の評価 
○ 協力形態別の評価と合わせて、インドネシア、タイにおける

成果を総括 
○ インドネシアの協力事例では、水稲の IR 系統品種の導入及
び施肥の改善等と相まって、1995年には 1961年に比べて、
米の収穫量は 3.8倍等と評価 

 

 
 
○ 「砂漠化防止」、「村づくり」といった、現行の「展開方向」

に基づき農村振興局ODA予算で推進してきた代表的な協力手

法の実績を評価 

現行の「展開方向」に基づく代表的な協力手法の実績評価

○ 国際小委員会で行われている各地域における農業農村開発

分野の現状分析の結果等を踏まえ、長年協力が行われてきた

代表的な国について、協力の結果が農業セクターにどのよう

な波及効果をもたらしたか という観点から評価 
○ 例えば、協力で作成された基準を他地区において適用した件

数や協力の結果改善された制度などを指標とする。 

 
 
農業セクターにおける波及効果の評価 

２．農業農村開発協力の実績 
○ 農業農村開発協力の実績を、専門家派遣、研修員受入、プロ

ジェクト方式技術協力、開発調査、無償資金協力、有償資金

協力、国際機関等を通じた協力、構造改善局 ODA（JIID、
ADCA、JALDA、JACEMの実績）という協力形態別に、派
遣人数、実施件数、予算額という形で整理 

１．農業農村開発協力の経緯と実施体制 
○ 我が国が農業農村開発協力を開始してから現在に至る経緯

及び現在の協力形態と実施体制を概説 ○ 技術協力プロジェクト、資金協力等の協力形態別に協力実績

を整理 

 
 
協力形態別に協力実績を整理 

見直しの基本方針 
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（３）農業農村開発協力の新たな視点 

（３）農業農村開発協力の新たな視点（その２） 
 

さいせい
○ MDGs やODA大綱に見直しに際しては、現行と同様に、農業農村開発を巡る新しい状況、例えば国際社会に共通の開発目標（ ）

追加された「人間の安全保障」と「平和の構築」の概念を的確に反映させて、農業農村開発協力の意義、目的を整理。 

○ 新たな ODA大綱で追加された「人間の安全保障」、「平和の構築」という概念や、現状分析により明確化された協力課題に基づ
き、協力実績の整理・評価の結果も踏まえて、今後５年程度を念頭においた農業農村開発協力の意義・目的を、 
① 極度の貧困と飢餓の撲滅 
② 地球環境の保全 
③ 人間の安全保障の実現 
④ 平和の構築 
⑤ 「人づくり」の推進 
として整理 

 -6- ○ 持続的な農業農村開発を実現するため、その主体である途上国自身及びそれを支

援する日本国内において基盤となる「人づくり」を推進することが第五の視点 

 ⑤ 「人づくり」の推進 

 
○ 農業農村開発協力を通して復興支援や紛争予防といった「平和の構築」に
貢献することが第四の視点 

④ 平和の構築 

見直しの基本方針 ODA大綱 
の改定等 

新たな 
意義・目的

○ 人間中心の開発のみならず、ジェンダー平等や女性のエンパワーメント、

さらに地域紛争、環境の悪化や飢餓といった種々の困難から人間を守る「人

間の安全保障」に貢献する農業農村開発協力を推進することが第三の視点 

 ③ 人間の安全保障の実現 

○ 国際社会に共通の開発目標である MDGs（ミレニアム開発目標）、中でも農

業農村開発分野において直接貢献が可能な「極度の貧困と飢餓の撲滅」に

資する持続的な農業農村開発を実現することが第一の視点 

 

○ 現行と同様に、持続的な農業農村開発を行うことによりその地域の環境を

保全し、地球環境の保全に資することが第二の視点 

 
② 地球環境の保全 

 
① 極度の貧困と飢餓の撲滅 

○ 農業農村開発でも「人間中心の開発」は中心になる視

座。途上国における人間中心の開発を図る上で、農業

農村開発が中心的な役割を果たすことが第三の視点 
 

○ 広範な「人づくり」に向けて、組織間の協力及びネッ

トワークの構築を推進することが第四の視点 

 ４．「人づくり」の推進 

 ３．農村振興による農村社会開発 

○ 持続的農業農村の建設により地球環境を構成する土

地・水・森林等の保全・管理を図ることが第二の視点

 ２．地球環境の保全 

○ 世界食糧サミットにおけるローマ宣言の誓約に基づ

く行動計画の取組に向け、世界の食料安全保障に貢献

する農業農村開発協力を推進することが第一の視点 

 １．食料の安全保障 

現行の「４つの視点」（要旨） 



（４）農業農村開発協力の新たな展開方向 
 
○ 新たな協力の意義・目的を達成するための具体的な施策を、 

 

１）平和の構築や地球環境の保全にも資する「村づくり」協力の推進 
２）貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも資する灌漑開発の推進 
３）持続循環型の農業農村へ向けた技術開発 
４）地域の特性に応じ重点化した協力 
５）効果的・効率的な協力の推進 

 

  という方向から取りまとめ 

５．効果的・効率的な協力の推進 

現行の「５つの展開方向」 

１．「村づくり」を核とした地球的規模の食料・

貧困・環境問題への対応 

５）効果的・効率的な協力の推進 

４）地域の特性に応じ重点化した協力 

３）持続循環型の農業農村へ向けた技術開発 

２）貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも

資する灌漑開発の推進 

１）平和の構築や地球環境の保全にも資する「村づ

くり」協力の推進 

２．食料の安全保障強化のための灌漑開発の着実

な推進 

３．持続的な農業農村開発のための技術開発 新たな施策の方向 

協力の意義・目的の見直し 

４．地域の発展段階に応じた協力の展開 

ODA大綱の改定等 

見直しの基本方針 
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 １）平和の構築や地球環境の保全にも資する「村づくり」協力の推進 
 

 
○ インドネシアを初めとして実施されてきた「村づくり」協力は、農民参加による土地利用計画策定、水管理農民組織の育成、ド

ナー提供資材を利用した農民による水路・道路の建設といったハード・ソフト両面の取組を日本人専門家が直接農村に入って支

援するという特徴を有し、協力の効果が直接農家に届き地方政府や農民の自助努力を誘発・促進させる協力手法 
そのため、 

 

① 復興支援や砂漠化防止、土壌侵食防止といった各地域の農業農村が抱える主要課題の解決に、農民参加による計画策定等の「村

づくり」協力の手法を応用 
② 「村づくり」協力の手法を応用した地区を拠点として、現地政府、国際機関とも連携した活動により成果をその地域に拡大 
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○ 案件毎に包括的なマスタープランを策定し、これに基づき、

資金協力による総合的な農業農村整備を推進するとともに、

「村づくり」協力をモデル・プロジェクトとして位置付ける

べき 
 

○ 「村づくり」協力は、草の根レベルでのアプローチを行うこ

とから、実施に当たっては、現地に密着した活動を継続して

いるNGOとの連携に配慮する必要。また、日本国内で「村
づくり」を行っている地方公共団体等の人材及び知見を活用

することも重要。この場合、プロジェクト終了後息の長い交

流が継続するよう配慮すべき 
 

 NGOとの連携、地方公共団体等の活用

 包括的なマスタープランの策定 

○ 開発途上国における食料不足、貧困、環境劣化等の問題に対

処するため、社会的なまとまりを持つ基本的単位である村落

に着目し、「村づくり」協力を核とした取組を推進すべき 

 「村づくり」を核とした取組の推進

○ 新たなニーズである「平和の構築」のうち復興支援において、

「村づくり」協力の農民参加による計画策定等の手法が農業

農村の機能を再構築するために有効。また、農民参加による

将来計画策定は、農民・政府間、農民同士間における紛争の

発生を予防する（水争い防止等）効果も期待 
○ 砂漠化防止対策や土壌侵食防止対策においても、「村づくり」

協力の農民参加による計画査定の手法が、村落の将来計画策

定等に有効 
○ ジェンダー平等、農村女性のエンパワーメントの観点からみ

た場合、農村女性の過重労働を解消する方策の一つとして、

農民参加による将来計画策定等の手法を適用し、計画段階か

ら農村女性の参加をもとめることが考えられる 

 
①各地域の主要課題の解決に「村づくり」協力の手法を応用 

○ 地域の主要課題を解決するため、「村づくり」協力の手法を

応用した地区を拠点として、現地政府、国際機関とも連携し

た活動により成果をその地域に拡大 

 ②協力の成果を地域的に拡大 

１）平和の構築や地球環境の保全にも資する「村づくり」

協力の推進 

見直しの基本方針 

１．「村づくり」を核とした地球的規模の食料・貧困・環境問題

への対応 

現行の展開方向（要旨） 



【参考１】平和の構築や地球環境の保全にも資する「村づくり」協力の推進 
 
 
 
インドネシアにおける「村づくり」協力の実施例
 

○ J-Greenが JICAプロジェクト「南東スラウェシ州
農業農村総合計画」において実施した「村づくり」

協力の住民参加型手法は、周辺地域において世界銀

行のプロジェクトとして普及が図られている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南東スラウェシの「村づくり」協力の拡大状況 

 

凡例 

JICA プロジェクト 

モデル JICA プロジ

ェクト 

世界銀行融資プロ

ジェクト 

国際機関と連携した「村づくり」協力の地域的な拡大 
 

○ 「村づくり」協力で用いられたストックファンドなどの手法を取り入れた 

ＦＡＯのＳＰＦＳ（Special Program for Food Security）が、インドネシア、
ラオス、バングラデシュ、スリランカにおいて展開中。今後は、現地政府や

他の国際機関とも連携し、農村振興のための「村づくり」協力の地域的な拡

大を図る。 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
南
東

ス
ラ
ウ
ェ
シ
州
に
お

け
る
村
づ
く
り 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る 

農
業
農
村
復
興
支
援
対
策 

農民による農村

再生計画策定 
 

・農民、難民、女

性等が参加 
・復興のための課

題を各人が共

有 

難民等の就職機会の確保・地域コミュニティの再生 

ソフト技術 
 
・地域コミュニテ

ィの再生 
・農民組織の設立

・長い戦乱により

失われた農業

技術の復活 

農村社会の再生
 
・就業機会の確保

による社会安

定 
・地域のルールの

再生 
・持続的農業農村

開発の定着 

ハード技術 
 
・農民、難民等に

よる事業実施 
・荒廃したカナー

ト等の灌漑施

設の復旧・整備

・農村生活環境の

整備 

村づくりの 
将来計画の策定
 

・農民、地方政府

職員が参加 

農民の組織化 
 
・水利組合の設立

指導 

農村基盤の整備

 
・農民参加による

事業の推進 

応用 

現地適合型技術

の開発・普及 
 

・地方政府職員等

と共同で推進 

応用 応用 応用 
幅広く 
応用 

地域的 
な拡大 

「村づくり」協力の手法を応用した復興支援への取組 
 

○ アフガニスタンの戦禍により崩壊した農村機能の回復のため、「村づくり」

協力の参加型計画策定手法等を応用し、難民、帰還兵士等が参加した農村再

生計画を策定 
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２）貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも資する灌漑開発の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貧困や飢餓の撲滅には経済成長が必要であり、そのためには灌漑開発等のインフラ整備が重要。その際、 
・農業用水は、物理的な水利システム、水管理組織等の組織、水利権等の制度という３要素が相互に関係しつつ形成 
・灌漑開発は、組織育成のための人づくりによる農民の「能力強化」と、制度の整備による農民の「保護」を通じて、人間の安

全保障の実現に貢献 
するという観点から次のようなハードとソフトが一体となった灌漑開発を推進 
① 計画段階から農民を参加させ、補修が容易等農民が自ら持続的に維持管理し易い末端灌漑施設を整備 
② 整備した末端灌漑施設を持続的に機能させるため、農民水管理組織を育成するとともに制度を整備 

 

○ また、持続可能な水利用を実現する観点から、 
③ 多様な関係者の参加による水資源開発を推進 
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○ 持続可能な水利用の促進や紛争予防の観点から、多様なステ

ークホールダーの参加による水資源開発を推進 
○ 農業用水が持つ多面的機能に関する理解の促進を図る 
○ また、各国との情報交換、パートナーシップ等を目的とした

INWEPF（国際水田・水環境ネットワーク）の取組を推進 

 ③多様な関係者の参加による水資源開発 
○ 実施に当たっては、我が国土地改良区と相手国農民組織との

草の根レベルでの交流が可能となるよう配慮すべき。さら

に、各国の水管理農民組織の間でのネットワークを組織し、

相互の経験を交換する取組みを、国際機関とも連携しつつ推

進すべき 

 土地改良区と相手国農民組織の交流、ネットワークの組織 

 
○ 灌漑農業の担う役割は益々増大。灌漑農業において、農民の

意欲を醸造するには、所定の水量が所定の時間に上流から下

流まで確実に利用できる信頼性のある施設機能を有するこ

とが第一に重要。既存灌漑施設の修復・改修による施設機能

の維持・向上及び信頼性の高い灌漑施設の新設を着実に推進

すべき 
 

○ 「参加型灌漑管理」の重要性が認識。今後、土地改良区の事

業制度、運営等についての技術移転要望に積極的に応える必

要 

 土地改良区に関する技術の移転 

灌漑施設の修復・改修・新設の推進

 
○ 末端灌漑施設を持続的に機能させるため、農民水管理組織を
育成し制度を整備。その際、組織育成のために行う「人づくり」

を通した農民の「能力強化」と、法律・制度の整備による農民

の「保護」により、人間の安全保障の実現に貢献 
○ 水管理組織育成に際しては、我が国土地改良区を参考にしつ
つ、地域の現状に応じて活動項目を追加する等の検討が必要 

②人間の安全保障の実現にも資する組織の育成と制度の整備 

○ 計画段階から農民を参加させ、補修が容易、少ない労力で水配分が

可能等農民が自ら持続的に維持管理し易い末端灌漑施設を整備 

 ①農民が自ら持続的に維持管理し易い末端灌漑施設の整備

２）貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも資す

る灌漑開発の推進  

見直しの基本方針 

２．食料の安全保障強化のための灌漑開発の着実な推進  

現行の展開方向（要旨） 



【参考２】貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも資する灌漑開発の推進 
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人間の安全保障の実現に資する参加型灌漑管理の枠組み作り
 

○ 貧困に苦しむ農民が灌漑管理に関する潜在能力を発揮できるよう

な枠組みを構築 
 

法律・制度の整備 

農民の「保護」 

農民の「能力強化」

研修（人づくり） 

貧困農民の水の確保 
地方政府の 
事業実施担当者 

農民（住民）の 
リーダー 

中央政府の 
政策立案担当者 

ソフト面の取組と一体となった末端灌漑施設の整備 
 

○ 末端灌漑施設を持続的に機能させるためには、農民が自ら持続

的に維持管理し易い施設が必要との観点から、コスト等にも留

意しつつ整備 

農民の意見を反映させた事

業の実施（施設の整備等） 

計画段階から農民参加 

施設に対する農民のオーナ

ーシップ向上 

自ら農民水管理組織を設立し、施設の維持管理を行うことに

対する農民のモチベーションの向上 

地域の農民が自ら持続的に維持管理し易い末端灌漑施設の整

備手法を既存技術の選択・組み合わせにより開発・展開 

基幹的灌漑施設は整備。末端灌漑施設の整備は不十分 政府管理から農民管理へ 

農業用水の効率的利用の実現が課題 

ソフト面の取組 ハード面の取組 

○ 農民水管理組織の育成 ○ 法律・制度の整備 ○ 農民が自ら持続的に維持管理し易い末端灌漑施設の整備 

 
ソフトと一体とな

ったハードの整備 

法律・制度の整備と、

農民水管理組織育成の

ための「人づくり」 

末端灌漑施設の整備の必要性 
 

 

 

 

 

 

 



 ３）持続循環型の農業農村へ向けた技術開発 
 

 
○ 貧困・飢餓の撲滅、地球環境の保全等を実現するためには、資源収奪型の農業農村から、限りある資源を有効活用する持続的で

循環型の農業農村へ移行する必要。そのため、これまでの成果の汎用化により、 
① 山岳部農地で実証された土壌侵食防止技術に基づく、平野部農地にも適用可能な農地・土壌侵食防止対策技術 
② 補修が容易、少ない労力で計画通りの水配分が可能等地域の農民が自ら持続的に維持管理できる末端灌漑施設の整備手法 
を開発 

 

○ さらに、新たな課題に対応するため、これまでの成果の改良により、 
③ 水、下草、ふん尿の循環により農業・森林・牧畜を連携させた、地域資源を利活用した循環型の砂漠化防止対策技術 
④ 草地の裸地化を防止するために遊牧民の定住促進により過放牧を軽減する等の黄砂発生抑制技術 
を開発 
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現行の展開方向（要旨） 

 

○ 補修が容易等その地域の農民が自ら持続的に維持管理できる末端灌
漑施設の整備手法を、既存技術の選択・組み合わせにより開発 

②農民が自ら持続的に維持管理できる末端灌漑施設の整備手法 

 
 

 
○ 山岳部農地で実証された土壌侵食防止技術を平野部農地にも適用可
能とした、農地・土壌侵食防止対策技術を開発 

①汎用化した農地・土壌侵食防止対策技術

これまでの成果の汎用化 

３）持続循環型の農業農村へ向けた技術開発 

 

○ 既存技術を改良し、水、下草、ふん尿の循環により農業・森林・牧畜を
連携させた、地域資源を利活用した循環型の砂漠化防止対策技術を開発 

③地域資源を利活用した循環型の砂漠化防止対策技術 

 
○ 草地の裸地化を防止するため、遊牧民の定住促進により過放牧を軽
減する等の黄砂発生抑制技術を開発 

④黄砂発生抑制技術 

 これまでの成果の改良による新たな課題への対応 

見直しの基本方針 

②土壌侵食防止対策と一体となった天水農業技術の開発

 
⑤持続可能な地下水の利用を図る地下ダムの技術開発 
地下ダムの技術開発 

④大規模灌漑施設の効率的な水利用を実現する水利システ

ム構築 

 
効率的な水利システム構築 

 
③人工衛星画像や GISの技術を駆使して土地・水資源の適切
な管理を目指す農地・水資源モニタリングシステムの構築

農地・水資源モニタリングシステムの構築 

 
土壌侵食防止対策に資する天水農業技術の開発 

①現地適応技術の開発及び伝統的な土着の技術の発掘・活用
 現地適応技術の開発、土着技術の発掘・活用 

○ 多様化・複雑化する協力ニーズに対応するための研究・開発

を推進する必要。具体的には、次を進める必要 

３．持続的な農業農村開発のための技術開発 



【参考３】持続循環型の農業農村へ向けた技術開発 

砂漠化防止対策技術の改良のイメージ 

 
 
 
 

 
 
 
 

エチオピアにおける展開 
・地域資源循環を重視した農業農村開発 
・半乾燥地・天水農業地域への活用 

中国西部地域における展開 
・黄砂の発生源対策の検討 
・遊牧民を対象に過放牧の軽減対策 

西アフリカ

において、

20 年にわ
たり調査を

継続 

 

 

 

 

 

 

サヘル地域砂漠化防止対策技術集 
1. 計画策定………テロワール管理 
2. 住民組織育成…共同利用施設、識字教育 
3. 水資源開発……弾性波探査 
4. 水資源利用……ワジ氾濫源利用、井戸の併用 
5. 農地保全………ザイ、ガリ侵食対策 
6. 農業……………野菜、ミレット、果樹、稲作 
7. 牧畜……………パルカージュ、栄養管理 
8. 林業……………苗木育成技術、家畜食害防止 

西アフリカ（乾燥地域）における成果

改良 

東アフリカ（半乾燥地域） アジア（乾燥地域） 

 

地域資源を利活用した

循環型土壌保全システ

ムの技術指針の確立 

 
○乾燥飼料の保存 
○市場性を考慮した家畜品種選定 
○ふん尿からの堆肥製造 
○放牧の集約化 
○家畜頭数の適正管理 

牧畜 
 
○用土、播種等の苗木生産 
○苗木の種子保存 
○育苗園等の育苗方法 
○用途別の適応品種の選定 

森林 

 
○小規模ポンプ水源開発 
○輪作体系の確立 
○ストーンライン、半月工法 
○住民管理組織の構築 
○乾期・雨期の野菜栽培 

過放牧で収奪された牧草

を再生する牧草栽培技術 

人の手によ

る森林管理 
ふん尿を堆肥

として利用 

下草を肥料

として利用 薪炭材として収奪された森

林を再生し、持続的に維持す

る植林・育林技術 

農業 

地域資源を有効に活用した

ウォーター・ハーベスティン

グ技術、土壌保全技術の確立

地域資源利活用型砂漠化防止対策技術のイメージ 

土壌侵食防止対策技術の汎用化のイメージ 
 

 
山岳部農地（ボリビア） 
・ストーンライン、ベンチテラス、

不耕起栽培、コンクール方式 

緩傾斜部及び平野部農地 
（パラグアイ） 

汎用化 

平野部 

山岳部 
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 ４）地域の特性に応じ重点化した協力 
 

 ○ 新たなODA大綱で示された「地域別の協力については分野や対象を重点化」するとの趣旨に基づき、農業農村開発に関して共通
の特徴を有する地域別に、その地域内の様々な課題や各国の発展段階に応じ重点化した協力の方向を取りまとめ 

４）地域の特性に応じ重点化した協力 

国際小委員会での各地域における協力の方向の検討状況 
 

2001～2002 年度 東南アジア 

2003 年度    サブ・サハラアフリカ 

2004 年度    南西アジア・中東・中国等 

2005 年度（予定）中南米、その他 

○ 「極度の貧困と飢餓の撲滅」や「地球環境の保全」に資する

持続的な農業農村開発を進めるため、新たな ODA 大綱で示さ

れた「地域別の協力については分野や対象を重点化」すると

の趣旨に基づき、農業農村開発に関して共通の特徴を有する

地域別に、その地域内の様々な課題や各国の発展段階に応じ

重点化した協力の方向を取りまとめ 
○ なお、国際小委員会では、人間開発指数（HDI）も含めて各
地域の発展段階を分析し、その結果に基づき協力の方向を検

討していることから、現行の「展開方向」で示されている HDI

に応じた協力の方向は、地域別の協力の方向に統合 

 地域別に重点化した協力の方向 

見直しの基本方針 

 
○ 地域別に協力の展開方向を整理 
①アジア 
②南西アジア 
③中近東 
④アフリカ 
⑤中南米 
⑥その他の地域 

地域別の協力の展開方向 

 
○ 人間開発指数（HDI）に応じた協力の展開方向を整理 
・HDIが下位の国々：先ず食料の増産が基本的に重要 
・HDIが中位の国々：農村部の所得の向上に向けた商品作物
の導入、作物多様化等を図り、併せて、農村の社会インフ

ラの整備を推進する必要 
・HDIが上位の国々：効率的な水利用を図る流域レベルの水
管理や水質保全等新しい分野での協力を進めるべき 

HDIに応じた協力の展開方向 

現行の展開方向（要旨） 

４．地域の発展段階に応じた協力の展開 
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 ５）効果的・効率的な協力の推進 
 

 
 
 
 
 

○ 新たな ODA大綱の「政策協議の強化」と「国民参加の拡大」の概念も取り入れ、効果的・効率的な協力を進めるため、 
① 専門家による情報提供やADCAによる案件形成調査結果の提供を通じた、現地ODAタスクフォースへの積極的な関与 
② 技術協力への参加の拡大等を通じた、NGO等国内外の関係機関との連携強化 
③ 技術やノウハウを有する海外の大学や灌漑技術センター等を核にした、南南協力・広域協力の推進 
④ 農村振興局の行う主要なODA事業の実績について、外部の視点を加えて評価 
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現行の展開方向（要旨） 

５．効果的・効率的な協力の推進 

 
○ 目的別の取組みを明確化し、効率的に優良案件を発掘すべき。

また、幅広い評価を行い、優良案件の形成に反映すべき 

 
○ 関係機関、県、民間等から幅広く人材の発掘、活用を進める

必要。複数回の派遣や使用言語別のスペシャリストの育成に

配慮する必要。短期派遣については、計画的に行うべき 

 
○ 国際機関との連携、大学、国際研究機関等との共同研究及び

交流を支援、推進すべき 

 
○ 農業農村開発分野の NGO との連絡会を開催するなど相互理
解を進め、積極的に連携。住民生活と密着した地方公共団体

の人材及び知見を活かし、村づくり協力での活用を図るべき 

開かれた協力の推進 

○ 農村振興局の行う主要な ODA 事業の実績について、農業農村開発

協力の特性を踏まえた上で、外部の視点を加えて評価 

○ また、案件実施のみならず評価も含め、国際機関との連携を強化

 
④外部の視点を加えた評価 

 

○ 協力を支援する JICAや農村振興局 ODA予算により、技術やノ
ウハウを有する海外の大学や灌漑技術センター等を核にした南

南協力・広域協力を推進 

③南南協力・広域協力の推進

○ NGO 等を支援する ODA スキームにより、国内の農業農村開発関係

団体の海外での技術協力への参加の拡大を図るなど連携を強化 

○ 政府機関職員のみならず、途上国側のカウンターパートには農民

代表、ローカルコンサルタンツを加えるなど、現地状況・協力内

容に応じて参加を拡大 

○ 各省を初めとする国内外の関係機関との協力・連携、ネットワー

クの構築 

 
②NGO等国内外の関係機関との連携強化 

５）効果的・効率的な協力の推進 

国際的連携の推進 

人材の育成・確保

優良案件の発掘と事業評価 

 
○ 海外農業農村開発技術センター（ARDEC）を核とし、関係団
体、専門家等の間で情報ネットワークを構築する必要 

ARDECを中心とした情報整備 
○ 幅広く人材を育成するとともに、それら人材を活用した専門家等

による情報提供や、ADCA による案件形成調査結果の提供を通じ

て、現地 ODA タスクフォースへ積極的に関与 

 
①現地 ODAタスクフォースへの積極的な関与 

見直しの基本方針 



【参考４】効果的・効率的な協力の推進 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

現地 ODAタスクフォースの概要（ODA白書の図に一部加筆） 
 

JICA専門家 JETRO、国際
交流基金等 

協力 意見交換

大使館 
・大使 
・経済協力班 
・各省出向者 

政策協議対処方針作成、

分析、研究 

JICA事務所 JBIC事務所
現地援助コミ

ュニティ 

援助協調

協力・連携

民間企業、ボ

ランティア等 

被援助国 
政府 

現
地
ベ
ー
ス 

政
策
協
議 

現地 ODAタスクフォース 

注１：途上国の人材を専門家として、別の途上国へ派遣するもの 
注２：日本より移転した技術を活用し、周辺国から研修生を受け入れるもの 
 

南南協力・広域協力のイメージ 
 

・第三国専門家派遣（注１）

成功事例、先行事

例を有する途上国 

JICA、農村振
興局 ODA予
算による支援 

 
 

（講師派遣） 

・第三国研修（注２）

技術やノウハウを有

する海外の大学や灌

漑技術センター等 

広
域

協
力

周辺の開発が遅れ

ている国々 

南
南
協
力 

我が国 
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我が国 我が国 相手国 
政府機関職員 

農民 

政府機関職員 政府機関職員 

国内の援助関係機関 

今後の協力の範囲 

連携強化 

相手国 

農民、大学、民間団体など

国外の援助関係機関 

政府機関職員 

国外の援助関係機関 連携強化 

国内の援助関係機関 土地改良区、大学など 

従来の協力の範囲 

NGO等との連携強化のイメージ（灌漑施設の維持管理の事例） 




