
                                  （仮訳） 
Ｇ２０ メキシコ ２０１２ 

                農業次官級会合 報告書 

            メキシコシティ、２０１２年５月１８日 

 

 

（１）メキシコのＧ２０議長の下、Ｇ２０の農業副大臣／次官及び招待国 1（以下「Ｇ

２０農業グループ」）は、グローバルな視点で食料安全保障の課題に対処するため、

目標の明確化、取組の集中化及び適切なコミットメントの構築を目的としてメキシコ

シティに会合した。 

 

1 カンボジア、チリ、コロンビア、デンマーク、オランダ、ニュージーランド及びスペイン． 

 

（２）２０１２年６月１８日及び１９日にメキシコのロスカボスにて開催されるＧ２

０首脳のサミット及び開発作業部会との一貫性を考慮し、我々は、ⅰ）（仮訳注：昨

年６月のＧ２０カンヌ・サミットで立ち上げられた）食料価格乱高下及び農業に関す

る行動計画（以下「行動計画」）の進ちょく状況、ⅱ）今年の我々の作業の焦点とな

った持続可能な農業生産の増大及び生産性の向上についての重要な結果や提言を含

む、以下の報告書を発表する。 

 

Ⅰ）行動計画で立ち上げられた行動及びイニシアティブの実施状況 

（３）２０１１年６月のパリでのＧ２０農業大臣会合において承認された行動計画は、

世界の食料需要の増加及び食料価格乱高下が世界中の大勢の人々に与える影響に対

処した。行動計画は食料安全保障及び食料価格乱高下にかかる共同協力イニシアティ

ブの詳細計画を作成した。カンヌ・サミットにおける最終宣言では、行動計画を承認

し、（ⅰ）農業生産の増大及び生産性の向上、（ⅱ）市場情報及び透明性の拡大、（ⅲ）

最も脆弱な人々における価格乱高下の影響の低減、（ⅳ）国際的な政策協調の強化、

（ⅴ）農産物デリバティブ市場の機能改善、の５つの主目的を確認した。 

 

（４）食料安全保障にかかる２０１２年の作業の主な優先事項の一つは、行動計画に

おいて創設された２０１１年のコミットメントの実施である。この目的を達成するた

め、昨年立ち上げられた行動やイニシアティブを成功させるための必要な支援が確実

になされることを確保するため、特別な配慮がなされた。行動やイニシアティブにお

ける主な進ちょく及び主要な成果は以下のとおり。 

 

ⅰ．農業市場情報システム（ＡＭＩＳ） ＡＭＩＳはＧ２０諸国が参加して２０１１

年９月に立ち上げられた。ＦＡＯ2にその事務局を置くＡＭＩＳは、食料価格動向及

び更なる政策対話への更なる理解のための協力を促進するため、農業食料市場の主

要プレーヤーにデータ共有や既存情報システムの強化を奨励することが、その主な

目的である。 
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 ＡＭＩＳのウェブサイトは、２０１１年１２月に公開され（www.amis-outlook.org）、

イニシアティブに関する全ての情報を含んでいる。フランスは、イニシアティブの

１年目の議長であり、米国が２０１２年１０月にこの役割を引き継ぐ予定である。 

 イニシアティブは着実に進ちょくしているものの、我々は、全ての利害関係者の取

組強化及び情報収集体制の改善及びＡＭＩＳへの質の高いデータの提供を確保する

ために能力開発への支援が必要であることを確認した。 

 

 2  国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）、国際食糧政策研究所（ＩＦＰＲＩ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、世

界銀行（ＷＢ）及び世界貿易機関（ＷＴＯ）との協力による． 

 

ⅱ．迅速対応フォーラム（ＲＲＦ） ＡＭＩＳと関連し本フォーラムの会合が二度開

催された。１回は２０１１年９月のローマであり、もう１回は２０１２年４月のメキ

シコシティで開催された。これらの会合において、参加者は世界の市場の状況を議論

し、適切な市況の指標及び市況に対処するためにＲＲＦが採用し得る手続きについて

議論を開始した。我々は、国際的な政策協調を強化するため引き続き本イニシアティ

ブの実施に関する作業の継続をコミットする。（仮訳注：９月会合はあくまで「準備

会合」であり、第１回会合は４月会合。） 

 

ⅲ．小麦改善のための国際研究イニシアティブ（ＩＲＩＷＩ） このイニシアティブ

は２０１１年９月に立ちあがった。小麦改善のための国際研究イニシアティブの目

的は、小麦改良、研究と技術開発との開かれたコミュニケーションの促進を通じた

相乗効果の確認及び協調の育成である。ガバナンス機構及びこのイニシアティブに

おけるいくつかの作業グループが立ち上げられた。小麦に関する世界的な行動計画

はＣＧＩＡＲ（仮訳注：国際農業研究協議グループ）により作成された。我々は、

このイニシアティブに対する継続的な支援のコミットメントを再確認した。 

 

ⅳ．世界農業地理モニタリングイニシアティブ（ＧＥＯ-ＧＬＡＭ） 世界農業地理

モニタリングイニシアティブの目的は、国内及び国際的な農業報告システムの強化

によって、国内、地域及び世界規模で関連する時機を得た正確な農業生産予測を作

成し普及するために国際的なコミュニティの能力を強化することである。このイニ

シアティブは、世界及び地域のモニタリングシステム、国内の能力開発、リスクの

ある国々の地域システム、地球観測データの調整、並びに、農業モニタリングと情

報普及及び必要とする国々のための衛星データ共有改善のための研究開発を作業計

画として作成したＧＥＯ（地球観測グループ）を議長として２０１１年９月に開始

した。我々は、これらの取組を歓迎し、さらなる自発的参加を奨励する。 

 

ⅴ．熱帯農業プラットフォーム（ＴＡＰ） 熱帯農業プラットフォームは、ＦＡＯ及

び他の機関の調整によって、農業生産や生産性の改善のための能力開発及び知識共有
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の強化に焦点を当てている。このフレームワークの範囲内において、協議プロセスは

このイニシアティブの領域や特性に関するフィードバックを収集するため、全ての参

加者と利害関係者で運営されてきた。我々は、世代育成、途上国の小規模自作農家の

ための農業技術及び経験の共有、活用のための目標を達成するためＴＡＰを支持する。 

 

ⅵ．世界食糧計画（ＷＦＰ）による非商業的な人道目的の食料購入  行動計画は、

各メンバー国の第一の責務は、自国民の食料安全保障の確保であること、また、人

道支援を制限する食料の輸出障壁は最貧層に不利益をもたらすことを認識した。ま

た、Ｇ２０各国は、ＷＦＰによる非商業的な人道目的の食料購入を食料輸出規制や

非常に高い関税の対象から除外し、将来にわたってそれらを課さないことに合意し

た。我々は、本件に関する我々のコミットメントを再確認し、また、ＷＴＯにおい

て本件に係る決議を求め続ける必要性に留意した。 

 

ⅶ．地域の緊急人道食料備蓄  我々は、西アフリカ諸国経済共同体（ＥＣＯＷＡＳ）

及びその加盟諸国の政治的リーダーシップの下で地域の緊急人道食料備蓄のための

パイロットプロジェクトを立ち上げるというコミットメントを歓迎し、我々はこの

重要なイニシアティブの前進を奨励する。また我々は、ＡＳＥＡＮ＋３緊急米備蓄

（ＡＰＴＥＲＲ）が本イニシアティブに貢献することを期待する。 

 

ⅷ．国家の食料安全保障の文脈における土地、漁業、森林の所有に関する責任あるガ

バナンスのための任意ガイドライン  これらのガイドラインは、２０１２年５月に

国連世界食料安全保障委員会によって承認された。我々は、必要に応じ、これらの

ガイドラインを土地所有に関連する問題のガバナンス強化のための手段として各国

レベルで実行することを奨励する。 

 

ⅸ．責任ある農業投資原則（ＰＲＡＩ）  我々は、ＰＲＡＩを支持する我々のコミ

ットメントを再確認した。我々は、責任ある農業投資に係る国際機関の現行作業を

歓迎する 3。我々は、２０１２年２月に立ち上げられたＰＲＡＩのパイロットプロジ

ェクトの進展を歓迎する。我々は、関連する国際機関によって２０１２年９月に発

表予定の概要報告書を期待するとともに、責任ある農業投資に関する国連世界食料

安全保障委員会（ＣＦＳ）の協議及び現在進行中のＰＲＡＩを実地検証し実用化す

るためのパイロットプロジェクトの作業を支持する。 

 

3 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）、国際食糧政策研究所（ＩＦＰＲＩ）、国連

貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）及び世界銀行（ＷＢ）． 

 

ⅹ．リスク管理  この重要な問題に係るコミットメントは、２０１１年６月のＧ２０

農業大臣会合以降実施されてきた。世界銀行は、開発途上国を支援するため、中南
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米、地中海沿岸及びサブサハラにおける、国際金融公社（ＩＦＣ）の実施による農

産物価格リスク管理（ＡＰＲＭ）など、農産物価格乱高下の悪影響に対処するいく

つかの手法を開発した。さらに、国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）、世界銀行、フラ

ンス開発庁（ＡＦＤ）及び米州開発銀行（ＩＤＢ）は、農業リスク管理プラットフ

ォーム（ＰＡＲＭ）の創設に尽力した。我々は、途上国の健全なリスク管理の戦略

及び手法の特定や実施におけるこれらのメカニズムの重要性を認識した。 

 

xi.金融規制  Ｇ２０カンヌ・サミットによって承認された金融派生商品市場の規制

及び監督の原則については、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）がそれらの実施状

況について評価を行い、進ちょく報告書を２０１２年１１月に提出する予定である。

我々は、過剰な一次産品価格乱高下がマクロ経済に及ぼす影響及び結果について調

査を行うＧ２０財務トラックによる取組を歓迎する。特に、我々は、一次産品価格

乱高下の悪影響や成長における影響の緩和を低減するため各国がその国の事情によ

り、考慮し得る政策オプションの評価に関する国際機関からのインプットを含む報

告書を期待する。 

 

（５）我々は、国際貿易が食料安全保障の改善及び農業生産性の向上に重要な役割を

果たし得ることを認識し、行動計画第３７、３８項のとおり、我が閣僚らのコミット

メントを再確認する。 

 

Ⅱ．持続可能な農業生産の増大及び生産性の向上についての重要所見と提言 

 

（６）行動計画は、２０５０年に９３億人以上に達すると推定される世界人口を養う

ため、農業生産は同じ期間に５０から７０％増加、特に途上国ではほぼ１００％増加

しなくてはならないと推定されていることを認識した。同様に、２０１１年のカン

ヌ・サミット最終宣言は、農業生産の増大及び生産性の向上が食料安全保障の促進及

び持続可能な経済成長の促進に不可欠であると述べている。 

 

（７）メキシコを議長国とするＧ２０の下、我々は、Ｇ２０農業グループの議論のた

めのインプットとして「持続可能な農業生産性の向上及び小規模家族農家のための格

差縮小」報告書を発出したＦＡＯ及びＯＥＣＤにより調整された国際機関の作業を認

識する。同報告書は、持続可能な方法での世界中の農業生産性の増加という喫緊の課

題を明確にし、各国が小規模家族農家に重点化した協力の取組にフォーカス可能な分

野について提言を示している。これらには、農業投資、責任ある民間投資の促進、研

究・開発及び技術革新、技術移転、普及活動及び研修、貿易、及びリスク管理を含ん

でいる。 

 

（８）我々は、農業生産の強化に関与する民間セクターの意欲及び企業家が同分野に
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おいて貢献しなければならないという極めて大きな可能性を示した自身の提言を作

成したビジネスサミット（Ｂ２０）食料安全保障作業部会の取組を称賛する。民間セ

クターにより提案された同提言はＢ２０プロセスの下での独立したトラックであり、

また、Ｇ２０メンバーと招待国の見解を必ずしも示していないが、政府と民間セクタ

ーの重要な対話について示している。 

 

（９）農業条件の多様性を考慮しつつ、経済、社会及び環境の観点から持続可能な形

での生産や生産性の増加は、今日、世界が直面する最も重要な課題の一つである。同

課題は、正の外部経済性への貢献（特に土地、水及び生物多様性の天然資源の持続可

能な利用）と同様に、食料市場の強じん性の強化、食料安全保障の強化、福祉の改善、

地域経済の促進に関して、世界的な影響を持ち得る。それゆえ、我々は、以下のⅰか

らⅴに合意する。 

ⅰ．持続可能な農業生産性の向上を増加させるため、現行の各国アプローチ及びベス

ト・プラクティスの更なる分析に着手すること。その第一段階として、新たな機構

を創らずに、我々は、ＦＡＯ、ＯＥＣＤ及び他の関連する国際機関に対し、２０１

２年末までに我々の検討事項の分析のための一貫したフレームワークを提案する

ことを依頼する。各国はこのフレームワークに従うかは任意で選択できる。 

ⅱ．農業の生産性向上における重要な要素である各国の具体的なインフラや小規模自

作農家の市場統合の要求に留意しつつ、各国の農業部門における生産性向上のため

の投資を増加すること。 

ⅲ．全ての利害関係者に国家の食料安全保障の文脈における土地、漁業、森林の所有

に関する責任あるガバナンスのための任意ガイドライン（ＶＧ）及び国連世界食料

安全保障委員会（ＣＦＳ）において進行中の協議プロセスも含め、責任ある農業投

資原則（ＰＲＡＩ）を考慮した農業部門への投資を奨励すること。 

ⅳ．市場本位の投資環境、持続可能な農業生産性の向上における民間セクターの関与

を奨励し、農家の市場統合の促進に寄与する公共政策の実施を促進すること。 

ⅴ．ＦＡＯが主催し、仏及びＩＦＡＤと協力している世界農業観察イニシアティブに

留意すること。これは農業転換や世界中の小規模自作農家に係る問題の良き理解を

目指しまた、政策対話についての情報提供や現場・国家・国際的なレベルでのる農

業転換に係るさまざまな利害関係者の計画及び政策設計の改善を目的とするもの。 

 

（１０）途上国における農業資材へのアクセス及び効率的な利用の向上が、小規模自

作農家の生産性の向上のための重要な戦略を構成する要素であることを考慮し、我々

は農業資材市場の機能の改善の重要性を強調する。その第一歩として、我々は、関連

する国際機関及び地域機関に対し、これら生産資材の持続可能な利用を促進しつつ、

世界の肥料産業においていかに競争力を強化していくかについての更なる検証を依

頼する。この分析はその他の関連資材に拡大されるべきである。 
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（１１）我々は、ジェンダー平等を原則として、小規模自作農家を対象とする農業資

材の補助金制度の監視及び評価システムの強化、小規模自作農家を対象化する方法や

卒業メカニズムの改善、及び持続可能な農業資材の使用を促進するための農家の的確

なアプローチに関する知識を強化する訓練の実施を各国に奨励する。 

 

（１２）我々は、収穫後の損失及び廃棄を効率的に削減すること、及び品質向上によ

る市場競争力の強化の必要性を認識した。したがって、我々は、この課題に係るベス

ト・プラクティスをＧ２０で共有することを奨励し、食料バリューチェーンを最適化

し収穫後の損失及び廃棄の削減を目標とし、効果的で安定した食料供給システムの促

進を目指す公共政策及び国際協力イニシアティブの支持をコミットする。そのため、

我々は、各国に生産・貯蔵・加工・流通及び市場販売を改善するためのバリューチェ

ーンアプローチの探求を奨励する。 

 

（１３）農業・食料セクターへの投資の増加を誘引する政策環境構築の重要性を認識

し、我々は、関連する国際機関、民間セクターの利害関係者、Ｂ２０及び農家団体に

対し、さまざまな官民パートナーシップや海外直接投資及び研究・開発のベスト・プ

ラクティスの共有の可能性を評価するための一連の協議に携わることを要請する。ま

た、特に国連食料安全保障委員会、世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の「農業のための

新しいビジョン」及び、「Grow Africa パートーナーシップ」及びＷＦＰの「前進の

ための食料購入」に留意し、農業の途上国の農業における特に小規模自作農家をバリ

ューチェーンにおける競争力のある供給者としての力を与える適切なパートーナー

シップの促進及び拡大を要請する。 

 

（１４）農業技術革新システム（ＡＩＳ）及び特に各国の各々の生産システムにおけ

る研究・開発活動の重要性を考慮し、我々は、研究開発の効率的な管理のための国際

協調の強化の追加的な手段を探求することにコミットし、以下に合意する。 

ⅰ．農業技術革新システムにおけるハイレベルでの知見の交換及び政策対話の促進、

及びＧ２０開発のための農業研究に関する会合のフォローアップとして、以下（a

～e）を支持する。 

 ａ．２０１２年１０月にウルグアイで開催されるＧＣＡＲＤ会合。（仮訳注：開発

のための農業研究グローバル・カンファレンス） 

 ｂ．世界的な研究の優先事項・対象を特定し、持続可能な生産性の向上を促進する

可能性が最も高いと考えられる重要分野における公的機関と民間機関の間の共同

作業を促進し、設定された研究目標の進ちょく状況を経年的に追っていくことを目

指すＧ２０各国、その他関心を有する国及びＣＧＩＡＲ等の国際研究機関が参加す

るＧ２０主席農業研究者会議（ＭＡＣＳ）又はハイレベルの農業研究責任者会議の

開催。第一回のＭＡＣＳ会合は２０１２年９月にメキシコで開催予定。 

 c．持続可能な農業の技術革新や成長における国際協調及び情報交換を促進するため
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の手段を検討するための既存メカニズム及びプラットフォームの要請。 

 d．能力開発の強化及び農業分野の知見の共有と移転を促進するために、途上国、特

に後発開発途上国を支援する農業研究・開発に重点を置くこと。 

 e．加えて、我々は、a）農業技術革新の支出に係る包括的な情報を集約し管理する

ため、b）革新システムの能力や影響を評価する手法や方法を開発するために、Ａ

ＩＳにおける投資に係る評価、特定、優先順位付け、監視及び評価のための国家、

地域及び世界的なレベルでの取組を強化する必要性を強調する。 

ⅱ．途上国への任意の官民技術移転を円滑にするための効果的なメカニズムを促進し、

各国の国際的な義務に従い、先進国が農業生産性の向上を目的とする技術革新及び

技術移転を促進するための手法を確立することを奨励しつつ各国の知的財産権に

関するフレームワーク向上を支援することの重要性に留意する。この点において、

Ｇ２０国は、特に小農のための、生産システムにおける好ましい変化を生じさせ得

る技術の創出及び普及を奨励する。 

ⅲ．ＦＡＯの食料及び農業のための遺伝資源委員会による実施中の作業、参加国のた

めの特定の国々が関与しているバイオバーシティ・インターナショナル、ＣＧＩＡ

Ｒ、世界作物多様財団（ＧＣＤＴ）、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する

国際条約（ＩＴＰＧＲＦＡ）、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会

及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書におけ

る作業に考慮しつつ、世界規模及び小規模農家レベルの双方において、育種を増強

させ、農業生産性を持続的に増加させる手段として、植物及び動物の遺伝資源に係

る世界的な情報共有システムの開発及び促進を支援する。我々はまた、Ｇ２０各国

の公的ジーンバンク又は生息域内収集物において保存されている農業遺伝資源に

係る情報を利用可能とすることについても奨励する。 

 

（１５）我々は、途上国における大学の学部創設や既存の研究機関の能力強化を目的

として、国際協力を通じた農業科学分野への新規参入を促進することの重要性を認識

する。我々は、科学者の情報ルートの増加が、新規及び既存技術の発展と普及や技術

革新を導き、生産性の課題の対処において寄与することを確信する。 

 

（１６）我々は、サブサハラ・アフリカにおける栄養強化穀物、収穫後の保存問題の

解決及び作物の品質技術に関する農業プルメカニズム（ＡＧＰＭ）のパイロットプロ

ジェクトの立ち上げを歓迎し、主として低所得国において農業研究ニーズのための革

新的な資金調達の促進への支援を継続する。ＡＧＰＭは、向上した農業生産性や世界

の食料安全保障を支援し、農業セクターの官と民の間の投資における格差の埋めるた

めのものである。イニシアティブは、成果ベースの支払いの活用を通じて農業におけ

る主要な市場の失敗に対処することが期待されており、我々は開発作業部会が幅広く

参加することへの奨励を支持する。 
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（１７）我々は、特に世界コメ科学連携（ＧＲｉＳＰ）及びアフリカ稲作振興のため

の共同体（ＣＡＲＤ）を通じ、コメの研究を支持する我々のコミットメントを再確認

する。これらのイニシアティブは、特にアジアやアフリカの食料安全保障及び小規模

自作農家の福祉を強化し得る。 

 

（１８）我々は、世界の食料安全保障のため、主要穀物に係る研究の取組を調整する

ための国際とうもろこしプログラム（ＩＭＰ）の実施を奨励する。食料用及び飼料用

のとうもろこしを対象とした本イニシアティブは、ＣＧＩＡＲ研究プログラムととも

に国家の研究・開発機関と国際的な研究課題を統合する。 

 

（１９）我々は、メキシコの伝統的農業の持続可能な近代化イニシアティブ（MasAgro）

によって得られた結果を評価した後、国際とうもろこしプログラムや小麦イニシアテ

ィブを踏まえ、小規模農家の生産性を増加させるため、この重要な知見が研究・開発、

技術革新、技術移転及び官民パートナーシップ（ＰＰＰ）を調整するための有用なモ

デルとして役立つと確信する。それゆえ、我々は小規模農家、の能力や必要性を考慮

しつつ、特に開発途上国及び低所得国における他国の同様なモデルの実施を探求する

ため国際的な対話の開催を提案する。このイニシアティブは、２０１２年９月にメキ

シコにおいて行われる主席農業研究者会議（ＭＡＣＳ）にて扱われる予定である。 

 

（２０）長期的なフードシステムの強じん性及び持続可能性の向上と同時に、食料安

全保障を確保するための短期的な責務に対処することの必要性を認識し、我々は、 

ⅰ．国内的に確定した優先順位に従い、持続不可能な天然資源の利用について推奨す

る国家政策の評価を促進する。また、我々は、必要に応じ、天然資源の管理及び持

続的な開発のための農業政策の立案の統合の促進を各国に要請する。 

ⅱ．食料安全保障、栄養、食料生産と持続可能な開発の間の関係性を考慮しつつ、国

内的に確定した政策の計画、改革及び実施において各国を支援する。また、我々は、

それらの相互関係を考慮し、食料安全保障の経済分析に着手する国を支援するため

の開発イニシアティブに係る国際機関の作業を歓迎する。 

 

（２１）我々は、土壌肥沃度の強化、不耕起栽培及び森林農業といった、より広範囲

に使用を普及すべき周知の事例や技術の重要性を認識する。同時に、我々は、技術革

新が必要であり、既存のメカニズムを通じた研究・開発におけるより強固な協力及び

気候変動に関連する行動計画によって特定された課題の対処を支援する農業技術及

び知見の更なる開発を奨励する。加えて、我々は、国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣ

ＣＣ）により実施された作業並びに国連気候変動枠組条約の原則及び規定に従い、気

候変動と食料安全保障の間の関連性を強化するための国際協調の深化する必要性を

強調する。我々は、農業由来の温室効果ガスに係るグローバル・リサーチ・アライア

ンス（ＧＲＡ）の進行中の作業及び第２回農業、食料安全保障・気候変動世界会議に
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留意する。 

（仮訳注：ＧＲＡは、食料安全保障の必要性を強調しつつ温室効果ガス排出削減を目

指す世界的な研究ネットワーク） 

 

（２２）農業における水利用の効率性の改善、及び持続可能な生産性の増加の不可欠

な部分としての水質保持の重要性を認識し、我々は、 

ⅰ．資源の効率的利用や保護を確保しつつ、水や食料安全保障を統合した政策の必要

性を認識する。 

ⅱ．持続可能な生産性向上のため、農業用水の重要性の高まりに対処するための一連

の政策的な対応を検討する各国を支援する。これには、官民連携による農家を含む

水利組合の関与とともに、水の貯蔵や供給インフラに対する管理改善戦略的な投資

を含む。 

ⅲ．水に関する課題における研究及び国家の情報システム、及び集水レベルにおける

農家や他の利害関係者へのアウトリーチを奨励する。 

ⅳ．気候変動に関連する水のリスクの増加に対処するための強じん性を構築する。 

ⅴ．地方の利害関係者を水資源管理に効果的に参画させることを奨励することを追求

する。 

ⅵ．２０１２年３月のフランスのマルセイユにおける世界水フォーラム宣言における

食料安全保障及び水に関係する自主的な勧告に留意する。 

ⅶ．我々は、関係する国際機関、特にＦＡＯ、ＷＦＰ、ＩＦＡＤ、ＩＦＰＲＩ、ＩＩ

ＣＡ、ＯＥＣＤ及び世界銀行に対し、農業における効率的な水利用の改善のための

科学や政策に基づく選択肢に関する報告書の提出を要請する。 

 

（２３）我々は、生物多様性の損失に関する課題が扱われている国際会議に積極的に

参加することにより、生物多様性の損失の主要要因と戦うことをコミットする。我々

は、動物及びヒトの健康と特に生物多様性及び生態系の公益的機能を含む天然資源管

理との関連性の強化を目指すＦＡＯ、ＯＩＥ及びＷＨＯが主に関与するワン・ヘル

ス・イニシアティブ（仮訳注：ヒト、家畜、野生動物の相互に関連する健康リスクに

対処するための協力）の作業に留意する。 

 

（２４）農業におけるリスク緩和の重要性を考慮し、我々はⅰからⅲに合意する。 

ⅰ．天候インデックス保険を含む革新的で効果的な市場ベースのリスク管理オプショ

ンを小規模自作農家に提供するために、関連する国際機関の取組や既存のリスク

管理イニシアティブの取組を支持する。（農業リスク管理プラットフォーム、グ

ローバルインデックス保険機関（仮訳注：世銀が提案）、天候リスク管理機関（仮

訳注：ＩＦＡＤとＷＦＰが合同で設立）、Ｒ４農村地域強靱化イニシアティブ（仮

訳注：ＷＦＰ等が試験的に実施している統合的リスク回避手法）及びすべての人

のための天候情報（ＷＩＦＡ）など。） 
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ⅱ．天候インデックス保険及び再保険市場の開発を促進するための過去の気象情報の

復旧を含む、天候情報の改善や交換に向けた取組を強化する。 

ⅲ．主として小規模自作農家向けの農業保険のより広い適用範囲を達成するための知

見の交換を促進する。加えて、我々は、保険市場における競争の重要性を強調す

る。 

 

（２５）我々は、持続可能な農業生産性の向上の促進における女性農業者及び男性農

業者の役割の平等な重要性、農業におけるジェンダーによる生産性格差を是正するこ

との絶対的な必要性及び特に土地、水、教育、サービス、技術及び適正な地方雇用へ

のアクセスについてジェンダーの平等を改善するための政策の必要性を認識する。特

に、女性に対する政策及び投資の影響を評価するための農業における女性のエンパワ

ーメント指標といった手法の利用が促進されるべきである。 

 

（２６）我々は、小規模自作農家及びそれら世帯が即時に必要な食料や栄養を満足さ

せ、また、技術や市場へのアクセスの改善のための農家グループや協同組合を通じた、

小規模自作農家の権利拡大を含む、より生産的で持続可能な知見や技術の導入に関連

するリスク及びコスト削減に役立つ、よく設計され、そしてジェンダーに配慮した社

会的セーフティネットプログラムの開発を奨励する。 

 

（２７）我々は、世界的に協調した行動が求められる食料安全保障及び栄養に関する

最も差し迫った課題への持続可能な解決策を策定するために、国連世界食料安全保障

委員会、世界農業・食料安全保障プログラム（ＧＡＦＳＰ）及びアフリカ農業基金を

含む関連する国際機関やイニシアティブへの継続した協働及び支援を要請する。 

 

（２８）我々は、より機能的で透明性のある国際一次産品市場を確保するための適切

な決定を行うＧ２０財務トラックの作業を支持する。 

 

（２９）本件報告書で表明された行動及びコミットメントを実現するためにより要求

された大きな努力を認識し、我々は、世界の食料安全保障の強化及び究極的な全市民

の福祉向上のため、全ての参加者及び国際機関に対し、国際協調の支持及び促進の継

続を強く要請する。 

 

 
******  

            ２０１２年５月１８日 メキシコシティ 


