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○林田事業計画課長  それでは、定刻に若干時間がございますが、お揃いでございますので

始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、年末の誠にお忙しい中を、委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 只今から農業農村整備部会平成 14 年度第２回国際小委員会を始めさせていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、太田農村振興局長からご挨拶申し上げます。 

○太田農村振興局長  農村振興局長の太田でございます。農業農村整備部会平成 14 年度第２

回国際小委員会の開催に当たりまして、ご挨拶申し上げます。 

 委員の先生方におかれましては、本当に年末の押し詰まった本日、ご多忙なところをご出席

を賜り、ありがとうございます。 

 今週初めに平成 15 年度予算の政府案が決着致しました。農業農村整備事業におきましては、

これまで「農地」と「水」という２つの資源を対象に仕事をしてまいりましたけれども、その

対象を土地改良法も改正致しまして、今後は「有機性資源」と「環境資源」にも広げまして、

農村地域がこれらの４つの資源を持っているということをベースに、総合的に事業の展開を図

ってまいりたいと考えております。私は他の方々に「農地と水という二輪車から今度は四輪駆

動になります」と申し上げております。 

 さて、本日は前回に引き続きまして東南アジア地域における国別開発協力の取り組みにつき

ましてご審議いただくと共に、この夏にカナダで開催されました国際かんがい排水委員会総会

等の結果についてもご報告申し上げたいと考えております。 

 また、来年３月の第３回世界水フォーラムにつきましては、最近の取り組み状況についてご

報告させていただきますが、このフォーラムも開催まであと３カ月を切ったという状況になっ

ております。詳細は後程で説明がございますけれども、この中で「水と食と農」に関わる大臣

会議の準備会合を既に開催しておりまして、こういった準備状況についてもご報告し、またア

ドバイスをいただければと考えております。 

 せっかくこの機会でございますので、お手元に別途に資料を２つ用意させていただいており

ます。１つはパンフレットでありますけれども、「共に生きる都市と農村」という資料がござ

います。これで３回目のシリーズになるわけです。これまでは我々もせいぜい農村の方々に対

するいろいろな情報発信が中心だったのですけれども、むしろ都市の方に情報を発信しようと

いうことで、「都市と農村の共生」というテーマに焦点を当てまして、農業農村整備と都市と

の関係を都市の方に語りかけるような紹介の資料になっております。またご覧いただければと

思います。 

 もう１つは、緑の紙で何枚かございます。これにつきましては、先程水と土と申し上げまし

たけれども、ここのところを担っております土地改良区が自らの運動としてなかなか分かりに

くいということから、愛称を「水土里ネット」と決定されたということのご紹介であります。

ご承知のとおり、土地改良区は全国の 40 万キロに及びます水路のネットワーク等の維持管理を

通じて農村の健全な水循環を形成する役割を担っておりますが、これに加えましてこのネット

には農家、地域住民等のネットワークという意味も込められていると聞いております。資源循

環についてもネットワークの構築が必要だといった様々な思いを込めて水と土と里で、私ども

は非常にいい名前ではないかと思っております。これからの役割を示唆するような愛称で仕事

を進めていこうということであります。後程中身をご覧いただけたらと思います。 

 限られた時間ではございますが、本日は各委員におかれましては忌憚のないご意見を賜りま

すようお願い申し上げまして、冒頭、少し長くなりましたけれども、ごあいさつとさせていた

だきます。よろしくお願い致します。 



○林田事業計画課長  本日は下村委員、水谷委員、目黒委員、弓削委員におかれましては、

所用によりましてご欠席とのご連絡をいただいております。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては、高橋委員長にお願い致します。 

○高橋小委員長  それでは、議事に入らせていただきたいと存じます。 

 お手元の資料―１に今日の会議の次第がございます。大きなテーマが３つございますけれど

も、まずその第１、ＩＣＩＤの国際執行理事会及び総会についてのご報告を伺いたいと思いま

す。 

 それでは、奥田班長、どうぞお願い致します。 

○奥田総合企画班長  それでは、お手元の資料のうち、資料―３というのが右肩にあります

資料に基づいてご説明させていただきます。「国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）第 53 回国

際執行理事会及び第 18 回総会の報告について」という表題の資料でございます。 

 表紙をめくっていただきまして、まず全体の概要についてご報告したいと思います。今回は、

毎年行われております国際執行理事会に３年に１度の総会が併せて行われました。開催期間は

2002 年（平成 14 年）７月 21 日から 28 日。最初の５日間は各委員会や部会が行われまして、続

いて総会が始まりました。その間の１日で執行理事会が行われております。開催場所はカナダ・

モントリオールでございます。全体の参加者につきましては、ＩＣＩＤの発表によりますと約 

1,000 人、70 以上の国及び国際機関から参加があったということになっております。 

 日本からの参加者と致しましては、日本国内委員会の委員長であります中村良太日本大学教

授を初めと致しまして、当国際小委員会の委員でＩＣＩＤ本部の副会長でもあります谷山重孝

集落排水協会特別顧問、政府側からは北原農村振興局次長、ＩＣＩＤの国内委員会の事務局長

であります林田事業計画課長等、総会や部会等における議論、討論、論文発表などに 27 名が参

加致しております。 

 ２ページ目にまいりまして、総会の内容について報告しております。総会の全体テーマと致

しましては、「不足する水、増加する人口と環境負荷のもとでの食糧生産」というものでした。

具体的には課題 50 と 51 を中心に討論等が行われました。 

 50 という数字は第１回総会からの通し番号になっておりまして、課題 50 では「限られた水資

源と人口増加により影響を受ける食糧生産、貧困緩和及び環境上の問題」ということで、次の

ような副課題を設けておりました。日本からは、Panel of Experts として佐藤筑波大学教授が

参加すると共に４つの論文を発表致しております。 

 また、課題 51 では「かんがい、排水及び洪水調整の統合と管理」ということで、次のような

副課題を設けまして、日本からは General Reporter として畑神戸大学教授が参加すると共に３

つの論文が提出され、うち１つを発表しております。 

 以上の総会の結果につきましては、別の資料で参考資料―３―１に、未定稿ですが、英文と

その訳文を付けてございます。参考としていただきたいと思います。 

 次に、３ページにおきましては、総会の日程の中で先の２つの課題の討論の他にも様々なセ

ッションが行われました。 

 「かんがい排水と洪水管理の研究開発」というテーマのスペシャルセッションでは、日本か

ら Panel of Experts として中野九州大学教授が参加致しました。 

 「2025 年までの水、食料と農村開発のための世界ビジョン」というテーマのスペシャルイベ

ントでは、日本から、谷山ＩＣＩＤ本部副会長がカントリーポジションペーパーを提出してい

ただき、発表もしていただきました。 

 他にも「かんがい排水部門における民営化」というテーマのシンポジウムであるとか、「か

んがい排水と洪水管理システムの失敗からの学習」というテーマのセミナーも行われました。 

 特にここでご紹介致したいのは、４に書いてございます Feature Session です。24 日の午前

に、第３回水フォーラムの開催を来年３月に控えまして、関係者による取り組みの報告やフォ

ーラムに向けた意見交換を目的に行われました。議長を日本国内委員会の委員長であります中

村教授に務めていただきまして、30 程度の国及び国際機関から 70 名以上の出席者を得て行われ

ました。 



 その内容といたしましては、まずＩＣＩＤ本部のシュルツ会長及びタテ事務局長からのＩＣ

ＩＤ本部での取り組みの状況についての報告、ＷＷＦ３事務局の的場上級アドバイザーからの

フォーラム全体についての準備状況についての説明、北原農村振興局次長からはＦＡＯとの共

催による「水と食と農」大臣会議を水フォーラムにおいて開催することを発表していただき、

同時に会議への参加について呼びかけました。 

 続いて、４ページには、国際執行理事会（ＩＥＣ）の報告を記述しております。主要な課題

とそこにおきます議論の要旨、結果について整理してございます。 

 まず、ＩＣＩＤの事務局長からの報告の中では、ＩＣＩＤのネットワークは 98 カ国である、

このうちアクティブメンバーと申しまして、きちんと会費等を払って会議等に参加している国

が 69 カ国であるというような加盟国の状況についての報告がありました。 

 また、多国語技術用語辞典、これはＩＣＩＤでつくっているものですが、これにつきまして

日本国内委員会から日本語版の辞典が出されたというご紹介がされました。本日、委員のお手

元にありますＣＤがまさに日本国内委員会の方で作成しました辞典ですので、参考にしていた

だければと思います。 

 次に、ＩＣＩＤへの加盟申請に関しまして、アフリカのチャドから加盟申請が行われており

ました。結果の方に書いてございます通り、当日はチャドの代表が理事会に出席していないと

いうことがありまして、申請自体は受理されておりますが、加盟の検討は来年に送られるとい

うことになっています。 

 それから、評議会報告におきましては、ＩＣＩＤ本部のビルの増築の計画につきまして報告

がされ、承認されました。また、日本国内委員会が 2003 年におきますワットセイブ賞のスポン

サーになりましたという報告もされました。 

 それから、戦略計画・組織委員会の報告の中では、アジア地域ワーキンググループの部会長

に谷山委員が選出されたことについて報告がございました。 

 ５番の技術活動委員会報告の中では、この技術活動委員でありました中村良太教授が６年の

任期を終えたということで、荻野教授がその後任として指名されて承認されたこと。また、歴

史部会で八丁教授が部会長として要請され、承認されたことについて報告がされました。 

 ５ページにまいりまして、ＩＣＩＤ規約の改正につきましては、結果の欄にありますとおり、

結論と致しましては特別委員会を設けて検討し、次回のＩＥＣでの報告事項ということになり

ました。 

 それから、７についてですが、今後の国際執行理事会・総会等の開催につきまして、2007 年

第 58 回のＩＥＣの開催地としてはアメリカが決定、2008 年の第 59 回国際執行理事会、この年

は総会と共催ですので、その開催地につきましてパキスタンに決定、2009 年はナイジェリア。

2006 年の第３回のアジア地域会議につきましては、同年のＩＥＣ（国際執行理事会）の開催国

でありますマレーシアに決定しております。2007 年の第４回アジア地域会議につきましては、

イランに決定致しております。 

 一応参考までに申しますと、2003 年の国際執行理事会はフランス、2004 年にアジア地域会議

がまた予定されておりまして、ここにつきましてはオーストラリア、同じく 2004 年の国際執行

理事会はロシア、2005 年は国際執行理事会と総会を併せて中国、2006 年は、先程申し上げまし

たとおり、国際執行理事会がマレーシアで開催という予定になってございます。 

 ８番ですが、会長及び副会長の選挙が行われまして、会長につきましてはマレーシアのケー

ズルール氏、副会長につきましては、そこに書いてございます、中国、ナイジェリア、スイス

の方がそれぞれ選出されております。なお、ここについても補足致しますと、副会長は９名お

りまして、韓国、カナダ、オーストラリアの方につきましては 2003 年まで、メキシコ、イラン、

日本の谷山副会長につきましては 2004 年までの任期となってございます。 

 以上でございます。 

○高橋小委員長  只今ＩＣＩＤ関連のご報告がございました。内容につきまして、ご意見、

ご質問がありましたらお出しくださいますように……。 



○吉野専門委員  ４ページの中程に「日本国内委員会が 2003 年のワットセイブ賞のスポンサ

ーになった」と書いてありますけれども、ワットセイブ賞というのはどんな賞で、何を目的に

した賞なのでしょうか。 

○奥田総合企画班長  私の方で承知していることでは、確か節水についての研究等について

賞が出されているものなのですが、これにつきましては谷山委員の方がまさに論文の審査等も

していただいておりますので、少し補足していただけるとありがたいのですが。 

○谷山専門委員  この賞は 1998 年から始められ、３つに分かれています。１つは節水技術の

面で優秀な成果、論文を書かれた方、２つ目は水の管理技術、最後にヤングプロフェッショナ

ルといいまして、若手の専門家で貢献された方に対するものです。なお、賞金はそれぞれ 1,500

ドルだったのが、モントリオールから 2,000 ドルになりました。日本は、次回この賞金総額 

6,000 ドルを供出するということになっております。 

○林田事業計画課長  ちなみに、この資金については、政府の資金ではなくて、ＩＣＩＤの

国内支援委員会の方からご協力を得ることになっております。 

○高橋小委員長  よろしゅうございますか。 

 他の委員の先生、いかがでございましょうか。――どうぞ、では谷山委員から。 

○谷山専門委員  質問というよりも私の個人的な参考意見ですが、日本は昭和 38 年に第５回

の総会と第 13 回国際執行理事会を開催致しました。その後、確か 1989 年にアジア・アフリカ

地域会議を開催していると思います。その後大きな会議は開催していないのです。現在、ここ

で見るように国際執行理事会が53回とか、総会が18回とかなり回数を重ねているわけですが、

日本もそろそろ 2010 年頃を目処に開催地に立候補してもいいのではないかと思いますが。 

 以上です。 

○高橋小委員長  他の先生方。 

○稲永専門委員  この委員会に入れていただいてから何年か経つのですが、ＩＣＩＤという

国際的な組織があるというのを初めて知ったのです。これについて２つお聞きしたい。 

 １つは日本政府から拠出金のようなものが出ているのか。もし出ているとすればタックスペ

イヤー（納税者）にどのように広報活動をしているのか。この２点。昨今厳しいものですから、

検討しておく必要があるのではないか。その辺の取り組み状況をお教えいただきたい。 

○高橋小委員長  いかがでございますか。 

○林田事業計画課長  只今のご指摘でございますけれども、まずＩＣＩＤの参加活動につき

ましては、実は毎回参加する前にこの委員会にお諮りをしております。７月８日だったと思い

ますが、今年の第１回のこの小委員会の場におきまして今年の参加活動についてご説明させて

いただきまして、今年の政府としての対処方針、先程の議題にございましたけれども、これら

についてイエスと言うのかノーと言うのかということについてもお諮りした上で、私どもは参

加しております。 

 ＩＣＩＤというのは戦後我が国が最初に加盟した国際機関と言われており、ＧＨＱの指令で

始まっているのですが、これ以来、私どもは事務局としてこういう形で委員会に諮りまして活

動を行ってきているということをまずご説明申し上げたいと思います。実はかんがい排水審議

会が農水省に設置されていること自体、この国際かんがい排水委員会に参加することを根拠と

して設置されたという事情もございます。 

 ご質問ですが、拠出金は日本政府として毎年度予算要求致しまして、会費という形で払って

おります。今、金額が出てきませんので、後で正確なところをご説明したいと思います。それ

と、今日のこの委員会の結果等につきましては、インターネットの農水省のホームページで常



に全て公開させていただいております。 

 以上でございます。 

○稲永専門委員  金額については結構です。 

 これはＯＤＡとは違うとは思いますが、例えば昨年度からＯＤＡ予算がかなりカットされて

いて、私はＩＣＡＲＤＡ( 国際乾燥地域農業研究センター) の理事に就任したのですが、この

間行ってきましたら日本からのカットで五十何％になってしまったと。今も農水省の技術会議

の方に行きましたら、来年度も 18％ぐらいカットということでかなり厳しい。なぜそういうと

ころにお金を出さなければいけないのか、日本にとってメリットは何なのかという広報活動を

やっておかないと、国民からそんなの知らないよと言われてるよということを根拠にどんどん

削られていく可能性があると思うのです。そうすると、インターネットでやっているだけで果

たしてどのくらいの国民に知られているのかということが甚だ疑問です。特別にというとまた

大変でしょうけれども、今すぐということではなくて、農水省全体での広報活動の中にこうい

うのが出てくれば少しは理解が得られるのではないかなと思いますので、順次ご検討いただけ

ればと思います。 

○高橋小委員長  他の先生方いかがでございますか。 

 それでは、次の議題に進ませていただきます。来年の３月に第３回の世界水フォーラムが予

定されていますが、その対応について宮元課長から。 

○宮元水利整備課長  水利整備課長の宮元でございます。第３回世界水フォーラムへの対応

状況についてご説明させていただきます。 

 資料４の６ページをまず開いていただきたいと思います。「『水と食と農』大臣会議の開催

について―第３回世界水フォーラムの開催にあわせて―」というペーパーがございますが、第

３回の世界水フォーラムは、来年３月に京都、滋賀、大阪で開催されます。世界の水問題解決

を目指して、水に関するあらゆる分野の人が集まって、水不足、水質汚染等について検討する

ということで、ご存知のように、世界水会議と第３回世界水フォーラム運営委員会が共催して

実施するということになってございます。現在のところ、世界水関係閣僚によりまして、 100

カ国以上から参加するということになってございます。 

 それから、この機会を捉えまして、農業用水を所管する閣僚による「水と食と農」大臣会議

をＦＡＯと農水省が開催するということになってございまして、食料生産や農業の多面的機能

における農業用水の重要性を主張し、これらについて共通認識を構築して閣僚級国際会議に提

言する、あるいはＷＴＯ農業交渉における友好国の拡充を期待する、こういった目的で実施す

るものでございます。 

 現在、「水と食と農」大臣会議におきましては、44 の国と国際機関に招待状を発出しており

まして、今のところ 33 の国・国際機関から参加の表明が来ております。 

 「第３回世界水フォーラム日程表」とございますけれども、この 16 日から 23 日までの８日

間が世界水フォーラムの全体の日程でございまして、前半の 16 から 20 日まで各種の 300 にわ

たるいろいろなセッションとかフェアが行われます。21 日に「水と食と農」大臣会議を大津で

実施するということで、最終の 22、23 で水に関する閣僚級の国際会議が行われるといった内容

になってございます。 

 最初の方の２ページに戻っていただきたいと思います。先程少しお話ししましたように、16

日から 23 日まで水フォーラムの全体のプログラムが決定いたしております。テーマとして「水

と気候変動」、あるいは「水と都市」等様々ございます。この１つの大きなテーマの中に、ま

た 20 あるいは 30 といった小さなセッションがございまして、それらの数を合わせますと 330

に及ぶということになってございます。特に３行目、４行目にありますけれども、セッション

につきましては「農業、食料と水」といったことで、農業土木総合研究所とか全土連等の水に

関する公益法人が 19、20 日に渡ってセッションを実施するということになってございます。 

 それから、テーマの下の中央に特別なプログラムがございますけれども、その特別なプログ

ラムの中に「水と食と農」大臣会議がございまして、18 日にその準備会合を開催し、21 日に「水



と食と農」の大臣会議を滋賀で実施するというスケジュールになってございます。 

 その下にを見ていただきますと閣僚級の国際会議がございます。それが全体の水フォーラム

の閣僚級の国際会議でございますけれども、19、20 日で高官級会合が開かれまして、22、23 日

に閣僚級国際会議が開かれるといった枠組みになってございます。要するに「水と食と農」大

臣会議が 21 日に行われまして、その後、全体の閣僚級の国際会議が 22、23 の２日間に渡って

行われるということになってございます。それが第３回の世界水フォーラムの全体のプログラ

ムでございます。 

 これに農水省と致しましてどのように対応するのかといったことを、次のページに整理致し

ました。世界の農業用水の現状。ご存知のように世界の人口増が続く中で、かんがいによる食

料供給の確保が必要だということ、生産性の向上による貧困の軽減が求められている、農業用

水は全体の７割を超える最大の水のユーザーである、農業用水と環境保全の問題がいろいろ議

論されているといったこと。 

 それらを踏まえまして、現在、世界の水議論は効率的な水資源と利用と開発、貧困者や衛生

のための水の確保、農業用水の効率的利用、過度の水利用による環境破壊の進行、こういった

ことが農業用水との関連で議論がなされております。 

 一方、我が国は、水利用は水田あるいは畑の特性の違いによって様々な多様性がある、かん

がい施設の適切な管理と更新が重要になってきている、水の効率的利用にはアジア型の参加型

かんがいが有効、水田かんがいシステムには多面的な機能をもっと評価すべきだといった議論

がございます。 

 この議論は、下にありますけれども、アジアの水田かんがい地帯が共通に抱えているような

課題、あるいは主張でもあります。そういったことを水田かんがいの経験に基づくアジアの視

点といった形で整理をしまして、今回の「水と食と農」大臣会議に意見を言っていくというよ

うなことを考えてございます。 

 会議開催のねらいでございますけれども、こういった様々な会議で食料生産とか多面的機能

の共通認識の醸成。ＷＴＯ友好国の拡充、アジアの視点の情報発信、そういったものをこの会

議で共通認識の醸成を図れればと考えてございます。 

 今回はアジアで初めての世界水フォーラムということで、「水と食と農」大臣会議では、３

つのチャレンジということで提案してはどうかと、現在農水省とＦＡＯの事務局で検討中でご

ざいます。そういったことを踏まえまして、全体の水フォーラムの閣僚級国際会議にこれらの

意見を取り込んでいただくように主張していくという考えで進めております。 

 次のページをご覧になっていただきますと、「『水と食と農』大臣会議の勧告文における我

が国の理念提案」ということでございます。11 月 27 日に「水と食と農」大臣会議の準備会合を

開催致しまして、参加者のご意見等を踏まえて農水省の事務局とＦＡＯの事務局で共通して事

務局の勧告文のドラフトをつくってございます。  

 基本の理念と致しまして、 現在国内では新たな土地改良長期計画の成果目標、 長期計画

の策定作業中でございますけれども、その大きな基本理念「いのち」「循環」「共生」、そう

いった３つの大きな視点で計画の作成が準備中でございます。 

 「いのち」ということで「食料安全保障と貧困軽減」。これにつきましては、食料安全保障、

適切な管理・更新整備、先進国と途上国の国際支援の強化、そういったことを表現しています。 

 「循環」は「水循環型社会の保全」ということで、水利用と自然の回復力のバランス、多面

的な役割と水資源開発と管理、利用者の意識を高める農業用水のガバナンスの向上といったも

のに整理を致しております。 

 「共生」と致しましては「環境保全とパートナーシップ」ということで、環境との調和の維

持、水利用者間の相互理解と協力――これは渇水調整等が事例になると思いますけれども、分

野の違う利害関係者間のパートナーシップによる様々な水利用と水再配分の調整促進といった

ことを大きな柱にしまして、勧告文を現在作成中でございます。 

 17 ページをめくっていただきますと、後でご覧になっていただきたいと思いますけれども、

先程簡単に説明致しました今回の「水と食と農」大臣会議におきます大臣勧告文（案）が添付

してございます。 

 28 ページをご覧になっていただきたいと思います。こういった流れを通じまして、「水と食



と農」大臣会議の翌日に閣僚級国際会議が開催されることになってございます。こちらの閣僚

級国際会議の大きなテーマは「自立と連携」ということになってございまして、それを次のペ

ージに絵にしてございます。「持続可能な開発のための自立と連携による水問題の解決」とい

ったことで、「自助努力を支援する水パートナーシップの醸成」と「水に関するガバナンスと

自助努力の強化」の２つの大きなテーマを掲げてございます。その２つの大きなテーマで、下

にあります「安全な飲料水と衛生」「食料と農村開発のための水」「水質汚濁防止と生態系の

保全」「災害軽減と危機管理」「水資源管理と便益の共有」、こういった５つの分科会に分か

れまして議論をすることになってございます。 

 ２ページめくっていただきまして 31 ページにございますけれども、そういった今回の閣僚会

議のアウトプットとしましては、閣僚宣言が１つございます。それには、第２回の非公式会合

が１月 30 日から 31 日に渡りまして開催されまして、そこでドラフト案が議論されることにな

ってございます。３でございますけれども、３月 19、20 日にその議論した原案を基に閣僚宣言

の最終案を作成するというスケジュールになってございます。 

 次のページをめくっていただきますと、今回の閣僚級会議では、閣僚宣言に加えまして、各

国政府あるいは国際機関ごとの水に関する自発的行動をとりまとめた文書、“Portfolio of 

Water Actions”「水行動集」をつくることになってございます。各国政府あるいは国際機関か

ら提出された行動計画を内容に応じて分類してコンパイルするということになってございます。 

 全体の会議の流れは以上でございます。 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、今着々と準備が進んでいるようでございますが、第３回の水フォーラムに関して

のご説明をいただきましたので、それについてのご意見あるいはご質問をお出しいただければ

と存じます。――どうぞ、河野委員から。 

○河野専門委員  ２点だけ教えて下さい。 

 29 ページのチャートで「自助努力」という言葉がありましたけれども、ここの「自」という

のは誰を意図している言葉なのですか。それが１つ。 

 もう１つは、５～６ページに渡って大臣会議勧告文があるのですけれども、ここで言われて

いる今迄とは違う明確なメッセージがあれば、それはどういうものであるかを教えていただけ

ればと思います。 

○宮元水利整備課長  「自助努力」、「オーナーシップ」という言い方もされていますけれ

ども、その国自身がどう努力していくか、それに対してパートナーシップで先進国はどう支援

するかといった意味で使われています。 

 それから、「水と食と農」大臣会議ですけれども、先程少しお話しましたが、アジアモンス

ーン地域における稲作かんがい、それによって培われたいろいろな技術あるいはノウハウがご

ざいます。それと従来、欧米の畑地域におけるかんがい農業の議論が中心になされてきました

が、今回はアジアで実施する初めての会議だということで、アジアの水田かんがいの視点を盛

り込んだ形で検討したいと思っております。 

○河野専門委員  それは、例えばどの案文にアジアの視点が盛り込まれていると見たらいい

のでしょうか。 

○宮元水利整備課長  具体的には全てに広く入っているということなのです。と言いますの

は、前回、準備会合に 20 カ国集まりまして様々な意見が出ました。それを出来るだけ広く酌み

取りながら、その中で我が国、あるいはアジアモンスーン地域における意見をこの中に反映し

ていくということを考えてございます。 

 具体的には、２の「水資源循環型社会の保全」、これは「水の利用と自然の回復力をバラン

スさせる」といった表現をしておりますけれども、これは水循環のことを表現してございます。

あるいは５番の「農業生産とその水利用は気候や環境条件に大きく依存」するのだと。世界に



は乾燥地域もありますし畑地域もある、あるいはモンスーン地域の多雨なところもあります。

それぞれが異なった条件の下で農業をしている。あるいは 20 ページのパラの６では、農業用水

には経済財と公共財の両方の側面があって、社会、文化、環境の多面的な機能があるといった

ことを認識するということ等を盛り込んでいるということでございます。 

○高橋小委員長  よろしゅうございますか。 

○河野専門委員  あと１つだけよろしいですか。 

 アジア型用水管理を割とポジティブに捉えて反映させるという言い方、考え方は、アジアの

人達にとっては非常に誇りに思うでしょうし、望ましいと思うのですけれども、アジア以外の

国々の人達はそういう言い方に対してどういう反応を示されますか。本当は決してこれがアジ

アにスペシフィックにある考え方ではないのではないか。現象としてはこれはアジア的だと思

うのですけれども、非アジアの人たちはそれに対してどういう反応を示されますか。 

○宮元水利整備課長  これはいろいろ議論をしてみないと分からないと思います。アフリカ

にも部分的にそういった共同体でやっているかんがいもあると聞いていますし、今回の議論で

もアジアの考え方を皆さんに押し付けるというのではなくて、今までかんがいの議論の中で余

りにも畑作の議論に偏っていましたので、せっかくアジアで実施する会議ですので、アジアに

おけるこういったものを、こういう条件の下ではこういう仕組みがうまくいっているというの

があるんですよというような訴え方だと認識しています。 

○高橋小委員長  他の先生方、いかがでございますか。 

○吉野専門委員  今回３月に開かれる予定のＷＷＦとＷＴＯは恐らく密接に関連して、今ア

ジアは一括りに括られていますけれども、恐らくアジアの中でも米の輸出国タイ、ベトナムの

考え方と日本の考え方というのは、多面的機能１つとっても随分違うのだろうと思います。そ

の辺は日本政府としてどのように束ねていくのか。今押し付けるつもりはないとおっしゃいま

したけれども、確かに日本の多面的機能がゼロとは言いませんが、私は少し多目に見ていると

いう気がしております。その辺きちんとしっかりしたバックデータを持ってやっていかないと

負けると思います。その辺はどう考えていますか。 

○宮元水利整備課長  先般準備会合もございましたけれども、我が方からかんがいについて

はいろいろな多面的機能があるということに対して、マレーシアやタイもそういった考え方に

は賛成だというような議論でございました。そういった議論を踏まえて、各国が共通認識を醸

成しながら議論を深めていくということではないかなと考えています。 

○吉野専門委員  確かマレーシアは現在米の輸入国ですけれども、タイは未だベトナムに押

されていますけれども輸出国ですよね。多面的機能といった途端にタイは米を輸出しないよ、

出来ないよと捉えるのではないかと思います。どういう立場の方がおっしゃったのか分かりま

せんが、私は多分タイ国に関しては違う立場だと理解しています。 

○宮元水利整備課長  今回、準備会合は農業用水の担当官ということで、タイからは王室か

んがい局の審議官がみえまして、そういった議論もしました。いいとか悪いとかという議論で

はなくて、そういったことがあるということについてお互い認識し合う、共通認識を持つとい

うことはいいことだというような議論だったと感じています。谷山委員もその準備会合に出て

おられましたので補足していただければと思います。 

○谷山専門委員  確かに吉野委員がおっしゃるようなことが話題になり、その中で「日本の

米の自由化の問題はどうか」というような質問もありました。私から説明したことは、「日本

の米はすでに自由化してあるが、関税率は非常に高い。この関税率の高さが輸出国からみて１

つの障害になっているというのは確かに理解はできる。しかし、日本としては、食糧自給率は



すでに 40％しかなく、日本が独立国として進んでいくために自給率を上げなければいけないと

いう立場も理解していただきたい」と安全保障の面からでした。勿論その背景に環境の面、多

面的機能の考えがあるのですけれども、それについては余り大きく前面に出しては説明しなか

ったように思います。 

○林田事業計画課長  若干補足してもよろしいでしょうか。 

○高橋小委員長  どうぞ。 

○林田事業計画課長  今のＷＴＯとの議論ではないのですが、実は農村振興分科会の企画小

委員会の方でＷＷＦ３に向けて発信すべき意見をまとめております。これは政府としてではな

くて審議会なので、日本の立場、アジアの立場をもう少し自由に言える立場でまとめていこう

と思っています。その中の論点の１つも、米の輸出とか農産物の貿易という視点ではなくて、

ＷＷＦ１が始まってから、ヨーロッパ諸国が農業は水を使い過ぎているという主張を展開しよ

うとしている様に見えます。オランダはその旗振りをしている。そういうメカニズムの中でフ

ルウォータープライシングというような概念を導入して、農業用水も同じ水価で評価して、農

業よりは上水道、工業用水に回すべきだという論理を全世界的に動かそうとしている。しかし、

畑作を中心としてヨーロッパで行われてきたような農業と、アジアを中心として行われてきた、

何回も循環され、繰り返し使われてきている水田かんがいとはおのずと違います。しかも、世

界の水使用の６割までがアジアで使われている農業用水になっておりますというようなことを

言って、どうかそういうことを理解していただきたいものですというようなことを発信してい

くのが今回の１つの大きなテーマではないかと思っております。 

 これは東南アジア研究センターの海田先生が、確か緑資源公団が出している最近の著作の中

でも簡単に述べておられます。ヨーロッパのような言わばのっぺりとした地形の下で、上流か

ら流れてきた水がそのまま国境から下流の国に流れていく、その水を使えるだけ農業に使う、

降ってきた水を以下に有効に使うかということが問題だ、という議論と、アジアのように上流

から下流まで急峻な水を使って、しかも何回も繰り返して使っている。これは水をコンシュー

ムしているわけではなくて、ある意味でプロデュースしているのだという概念です。こういっ

たものを発信していかなければならない。 

 こういった議論については何もアジアだけではなくて前回のＩＣＩＤ会議カナダ会合でもあ

りましたが、ブラジルの学者も同じようなことを言っておられました。ブラジルのような国で

あっても地域によっては水が足りない。しかしながら、農業は水を必ずしもコンシュームして

いるわけではなくて、プロデュースしながら下流に導いているといった議論がありましたので、

ある意味ではそのような水利用をしているところには理解が得られるのではないかと考えてい

るところです。 

○谷山専門委員  ＩＣＩＤの場においてもそのようなことを、ここ２年間ぐらい何度もＰＲ

をしてきました。先程説明がありましたけれども、カナダではカントリーポジションペーパー

を出し説明しましたし、また昨年、韓国のソウルで行われた総会の基調講演でも説明致しまし

た。 

 実は昨日、スリランカの南アジアのＮＧＯ の会議から帰ってきたのですが、そこでもモンス

ーン地域の水田の説明を致しました。特にハノイでは水のダイアログに参加して、モンスーン

アジアの水管理について具体的に説明し、関心を持っていただいたと思っています。そういう

ことで、ＩＣＩＤの立場でも、日本をはじめとするモンスーンアジアの水田の特殊性を理解し

てもらうべく、努力はしてきました。 

○吉野専門委員  私も元農林水産省の国研にいましたから、その概念、コンセプト、それは

十分よく分かるのです。それを基本的に数字なりきちんとしたバックデータを以って説明しな

ければ、もう既にコンセプトだけで幾ら言ったって相手に勝てるような状況ではないと私は思

います。きちんとしたバックデータできちんと説明をしていく。その上で納得をしてもらうと



いうのが非常に欠けているのではないかなと私は考えます。これ以上は長くなると思いますの

で言いませんが……。 

○高橋小委員長  それでは、他の委員の先生、いかがでございますか。 

○稲永専門委員  今の議論とまた違うのですが、大臣勧告案のところで、それ以前にもあり

ますが、特に最後の 22 ページのパラグラフ 16 と 17 に関わることです。「財政的メカニズムを

検討する我々の公約を主張する」とありますが、こういうのには必ず支援等がつきまとう。そ

れから、パートナーシップといっても、先程の自助努力とパートナーシップすなわち支援と、

全てお金にまつわるのです。私はこういうことは反対ではないのですけれども、これを勧告を

する、日本の大臣も入っているということは、次に具体的に日本側は何を用意するのかという

ことになると思うのですが、その辺のお考えはどうなのでしょうか。今この厳しい中にあって、

それを無制限に出せるわけではない。どうやってこれを言いながら日本のコントリビューショ

ンを少ない予算でやっていくのか、その辺のところの検討状況はいかがなのでしょうか。 

○宮元水利整備課長  この辺の部分、あるいは閣僚宣言を今検討されています。それにもつ

ながることなのですけれども、外務省も入れての会議で議論がございました。いろいろな国が

いろいろな意見を言う宣言文づくりなものですから、そういったことを全く入れないというわ

けにもいかない。ただ、入ったとしても、我が国は現在相当な額で技術協力、あるいは経済協

力をやっているという実態もある。ただ、明日どうするんだというようなことは率直に言うこ

とは難しいけれども、今現在相当な額で協力しているということを踏まえれば、ある程度の文

章が入るということはもう織り込み済みとの見解でございました。 

○稲永専門委員  それに関連して、私も砂漠化対処条約に絡んでいるのですが、大抵のもの

がそういうことでやってきても、一旦それに乗ると、向こうの方ではグローバルメカニズムと

かと言って、また資金の要求が次々次々と来るのです。その先を考える。今、日本が最大のド

ナー国だと。これでは通用しない。次々出てくると思います。それに対する武装もしておかな

いと――湯水のごとくお金があれば武装する必要は何もないと思いますけれども、その辺も考

えておかないと次々来ると思われますので、ぜひご検討をしていただきたい。 

○高橋小委員長  それでは、いろいろございましょうが、時間が遅れておりますので、次の

議題に移らせていただきたいと存じます。 

 ３番目の議題でございます東南アジア８カ国の農業農村開発分野での協力の方向についての

取り組みについて、水見室長からご説明をしていただきたいと思います。 

○水見海外土地改良技術室長  海外土地改良技術室長の水見でございます。 

 お手元の資料―５でご説明をさせていただきたいと思います。資料―５、全体版の下に資料

―５―１から５―６までございます。前回第１回の国際小委員会が７月８日でしたけれども、

その時にはタイとカンボジアについてご説明をさせていただきました。今回、東南アジア８カ

国のうちの残り６カ国につきまして検討致しましたので、これにつきましてご審議をいただき

たいと思っております。 

 資料―５―１から６までは、先般各委員の先生方にお送りしておるわけでございます。今回

は時間の制約上もございまして、資料―５の全体版でご説明をさせていただきたいと思います。

また、逐次各国の資料についてはご参照いただきたいと存じます。 

 資料―５を開いていただきますと、まず８カ国の全体地図がございます。 

 １ページでございます。「社会経済的背景」ということで要点を書いております。 

 次の２ページ目、「政治経済社会状況経緯」ということで８カ国の一覧表がございます。こ

れもまた逐次参照していただきたいと思います。 

 １ページ、まずカンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー、この４カ国につきましては、

過去 30 年から 40 年に渡る内戦とか戦争、政治的混乱があったということであります。その後、

和平の実現によりまして徐々に発展をしているということであります。 



 次の○ですが、インドネシア、フィリピンは、第２次大戦後、一応内戦はなく発展はしてお

るわけですが、政治的、経済的な混乱から地方部における開発がおくれている。タイとマレー

シアと比較致しますと、その進展が小さいという状況でございます。 

 タイ、マレーシアにつきましては、大きく発展をして成長しているということです。 

 右のグラフを見ていただきますと、これは国民１人当たりのＧＤＰでございますが、マレー

シアが断トツに伸びているということであります。ちょうど 1997 年のアジア経済危機で打撃を

受けておりますが、また回復の基調に転じているということであります。特にカンボジアにお

きましては、クメール・ルージュ（ポルポト政権）のときの大量虐殺の影響がありまして、人

材の面で極端な不足が生じているという状況、あるいはミャンマーにおきましては現在もまだ

軍事政権ということでありまして、欧米諸国からは援助停止という措置がとられておりまして、

これから来ます外貨不足が問題になっているということでございます。 

 ２ページは飛ばさせていただきまして、３ページにまいりたいと思います。「農業農村の現

状と特徴」ということであります。これは右側のグラフをご覧いただきたいのですが、「農業

人口割合の推移」ということであります。このグラフにあります一番上の４カ国、カンボジア、

ラオス、ベトナム、ミャンマーでありますが、人口割合が 70％前後とまだ非常に高いという状

況であります。真ん中のタイ、フィリピン、インドネシアは、農業人口は大きく減少している

ということですが、まだ 40％以上を占めているという状況で、マレーシアだけが工業化の進展

に伴いまして農業人口の割合が急激に低下をしているという状況であります。 

 農業人口１人当たりのＧＤＰということで見ますと、先程の国民全体のＧＤＰと同じような

傾向があるわけですが、マレーシアが断トツに伸びているということです。ただ、タイにおき

ましても、農業人口１人当たりのＧＤＰという形で見ますと低位の状況にあります。 

 めくっていただきまして４ページであります。今度は米の単位収量という視点で見てみます

と、70 年代から 80 年にかけて緑の革命によりましてかなり生産は伸びております。インドネシ

ア、ベトナムが高くなっておりますが、カンボジアにおいてはまだ低位の状況ということであ

ります。 

 次に、米の自給率でありますが、タイ、ベトナムは、先程お話がありましたように、世界第

１位、２位の米の輸出国という状況であります。インドネシア、フィリピンは近年自給を達成

しておらず、まだ生産が不安定な状況にあるということであります。マレーシアにつきまして

は、近年自給率が低下の傾向にあるということでございます。 

 めくっていただきまして５ページ目であります。ここで「各国の農業農村の現状と特徴」を

８カ国で比較をしております。それぞれのお手元の資料にあります各国別のところにもまとめ

てございますが、これを要約したものであります。 

 まずカンボジアからでございますが、特徴としましてはポルポト時代の大量虐殺によりまし

て人材不足があらゆる面でありますし、メコン河の下流域に位置をしているということで、メ

コン河の増水を利用したようなかんがい方法、コルマタージュというような方法がまだ広がっ

ているということであります。 

 「発展経過」という欄でありますけれども、70 年代以降の 20 年間は政治的混乱が続いたとい

うことでありますが、91 年の和平協定以後、協力が開始されているということであります。た

だ、内戦の時の地雷の撤去がまだ行われていない耕作適地がまだ 50 万ヘクタール存在するとい

うことであります。それと国土の 85％がメコン河流域に属するという特徴がございます。 

 カンボジアに対する課題あるいは取り組み方向ということで一番右側の欄になりますが、ま

ず１つは貧困対策であります。これは国家の最大目標に据えておりまして、農業基盤でありま

すかんがい施設の整備とか総合的な村づくり等の開発が必要だろうと思います。それと極端に

少ない人材を育成していくということへの協力がございますし、食糧生産の増大及び安定化と

いうことです。今後また人口増が予測されているわけですが、半分の州でまだ米不足という状

況にございます。メコン河委員会は現在プノンペンに事務局を移して活動しておりますが、こ

れを通じた協力が重要だろう、カンボジアにとっては大きな効果をもたらすのではないかと考

えております。ポルポト政権の時代にポルポト水路と俗称されております水路が出来たわけで

あります。これが約72万ヘクタール程をかんがいするということでつくられたわけなのですが、

現在使用可能なものは６万ヘクタール程度しかないということでありますので、これの改修等



によります施設の整備が１つ大きな方策としてあるのではないかと考えております。 

 次がラオスでございます。ラオスは 1975 年に社会主義体制が成立致しまして現在に至ってい

るわけですが、86 年から市場経済化に移行してきている。他の国も同様の傾向がありますが、

60 を超す多民族があるということです。国土面積の８割が山岳地帯で、耕地の適地は４％、総

人口は 500 万ということであります。農村部の３分の２が自給自足の状態ということでありま

す。 

 86 年以降、「新経済メカニズム」を導入してきておるということであります。 

 ラオスにおきます課題と取り組み方向ですが、同じように、まず第１番目として貧困対策が

挙げられるだろうと思います。ラオスにおきましても、2005 年までに貧困を半減したいという

目標を掲げております。それと農業生産の増大及び安定化ということであります。ラオスにお

きましては、今後一番人口の伸び率が高いと考えられておりますので、これに対する協力が重

要であろうと思います。これについては、順序が不同になりますけれども、かんがい施設のイ

ンフラ整備とのセットで考えていく必要があるだろうと思います。それと人材育成であります。

全体的な計画の策定あるいは管理について、まだ人材が不足であるということであります。そ

れと農村開発。これも先程の貧困対策と関連するわけでありますけれども、村づくりが必要だ

ろうと。これは先般までビエンチャン県で実施をしてきておりまして、今後、小規模かんがい

とか小水力発電を併用したもの等を考えていく必要があるのではないかと思います。それと、

ラオスにおきましては、山岳部におきまして焼畑が幅広く展開されておりまして、これが約 20

万ヘクタール程あるということであります。これを出来るだけ谷間の水田農業に定着を図って

いくような対策が必要だろうと思います。一番下ですが、メコン河流域開発の視点からの開発

ということで、メコン流域全体の 25％がラオスを占めるということであります。これもカンボ

ジアと同様に影響、効果が大きいと考えます。 

 ３番目がベトナムであります。ベトナムは１人当たりの耕地面積が非常に小さいということ

でありますし、農業人口１人当たりのＧＤＰも低いという特徴がございます。現在ドイモイに

よりまして経済の自由化を図っているということであります。米は第２位の輸出国ということ

であります。 

 協力につきましては、91 年の和平協定締結後に本格化しております。 

 課題なり取り組みの方向ですが、ここも同じように貧困対策が１つある。特に中部山岳地域、

少数民族等を対象としました貧困対策が必要であろうと。それと地域間格差の是正。メコン河、

紅河のデルタと比べまして、今言ったような地域がおくれているという傾向にございます。そ

の方法としては、農村開発、村づくりとか小規模かんがい、小水力等、農業生産の多様化・安

定化を図っていく必要がある。それと人材育成でございます。基幹的な水利についてはある程

度達成をされているわけですが、末端水路の整備なり管理面がまだ不十分ということでありま

す。メコン河流域でありますが、最下流ということであります。上流の影響を一番受けるとい

うことでありますので、メコン河流域開発の視点からの開発ということも１つ重要ということ

であります。 

 めくっていただきまして６ページであります。次はミャンマーでありますが、ビルマ式社会

主義をとってきたわけですが、その後、軍事独裁政権が成立して継続をしているということで

あります。欧米諸国が民主化、人権に関する問題を巡り、厳しい姿勢をとっているという状況

にあります。 

 1970 年代後半、緑の革命の稲の高収量品種の導入によりまして米の生産は飛躍的に増大した

わけですが、この栽培に必要な化学肥料あるいは農薬の調達が外貨の不足のために困難となっ

ているということで、その後、高収量品種の導入は伸びていないという状況にあります。88 年

以降、政府独自に多くのダム建設を進めております。このことによりまして米の生産は増大を

しておるということであります。 

 ミャンマーにおきます課題なり取り組み方向ですが、畑地かんがいや水管理等のかんがい技

術の普及ということであります。比較的乾燥している中部の地域を対象としました畑地かんが

い、あるいは水管理、これは現在プロジェクト方式技術協力で実施しておりますが、このよう

な協力が必要かと思います。それと自給自足的な農業が営まれております国境に近い高原地域、

少数民族が多いわけでありますが、ここにおきます農村開発が重要だろう。生産の安定なり生



活環境の改善、貧困の削減という視点から重要ではないか。ただ１点、この地域はご案内の通

りケシの栽培が盛んな地域でもございますので、ケシ栽培への転用の可能性については十分留

意する必要があるだろうと思います。 

 次がインドネシアでございます。インドネシアは約 300 の部族から成る多民族国家でありま

す。東西に広い範囲で１万 7,000 の島から構成される国土であります。そういうことで、言語、

風俗、習慣が異なるということでありますが、「多様性の統一」という相矛盾するような標語

を掲げて国の形態を維持しているという特徴がございます。それと土壌は酸性の粘質土が多い

ということでありまして、土壌浸食の問題も抱えているということであります。 

 インドネシアにおいてはジャワ島に非常に人口が集中しておりまして、1900 年当初から移住

政策を国として進めてきたという経緯があります。69 年以降、国が主導致しまして国家主導型

のかんがい開発を推進してきているという歴史がございます。70 年代後半以降になりますが、

かんがい面積の拡大と稲の高収量品種の導入によりまして、米の生産は飛躍的に増大してきた

ということであります。80 年代に入りまして、ジャワ島におきます工業開発の優先政策という

ことで、都市化、工業化が進展しまして優良農地が転用されてきているという状況が見られま

す。それと 1984 年に米の自給率を達成しておりますが、近年 100 を下回って輸入をしていると

いう状況にあります。また、近年は都市用水とか工業用水の増大によりまして水需要が逼迫し

ているということもありますし、更に地方分権が進行しておりまして、中央政府の権限を地方

政府に委譲しているという過渡期の状況にあるということであります。 

 インドネシアにおきます課題なり取り組み方向ですが、効率的な水の利用の促進を考えてい

く必要があるだろうと思います。特に機能低下をしている施設に対する対応とか水管理をもう

少し向上させていく必要があると思います。それと、ジャワ島を中心に水量をコントロール出

来るようなかんがいシステムがあるわけですが、 これが他の島には少ないということであり

ますので、 その促進が必要だろうと思います。それと貧困対策であります。都市と農村部の

貧困人口の割合が約２倍の差があり、地域間格差としましては、ジャワ島以外のいわゆる外島

と称する島々との格差の是正であります。それと住民参加による農業農村開発ということで、

開発の手法としては南東スラウェシ州におきまして実際にプロジェクト方式技術協力でやって

まいりましたけれども、計画段階から女性も参画したような形での農村開発、村づくりが１つ

大きな手法として挙げられるのではないかと思います。 

 次がフィリピンでございます。フィリピンは独立当初から農産物輸出を振興してきたわけで

ありますが、国際収支は赤字の状況であります。首都圏以外の農村部におきましては、依然高

い貧困率である。それと国外に出る出稼ぎ労働者が多いという特徴がございます。フィリピン

も島国でございまして、大小 7,100 の島々から構成されているということです。 

 スペインの統治の時代があったわけですが、そのときの大土地所有制がありまして、その影

響がまだ残っているということで土地なし農民がまだ多いということです。古くからかんがい

事業を進めてきておりまして、その事業の手続とか管理について、かんがい法が 1912 年につく

られておりますが、そういう意味ではかんがい先進国であったという特徴がございます。63 年

には国家かんがい庁、71 年には農地改革省が設置されております。マルコス大統領の時代にな

りまして戒厳令が一時しかれたわけでありますが、その時に国政が私物化という形になってき

ておりますし、その後、地震とか火山の災害があったということであります。それと土地なし

農民への土地の再配分という意味での農地改革、これは貧困削減にもつながっていくわけで、

長年ずっと各政権においての重要課題とされてきたわけですが、なかなか進んでいない。現在

の進捗率が 69％という状況だということであります。 

 課題なり今後の方向でありますが、貧困対策がまず１つに挙げられるということであります。

これの１つとして農地改革をずっと進めてきているわけです。下にも挙げてありますが、農地

改革の推進、特に土地の配分後のインフラ整備なり農民組織の強化に協力が可能ではないかと

考えます。それと地域間格差ということで、島間の格差の是正であります。特にミンダナオ島

におきましては紛争が続いているわけですが、これの解消という意味でもインフラ整備等の協

力が可能かと思います。それと農業の近代化が挙げられます。 

 おめくりいただきまして７ページであります。これはタイでありますが、タイは 32 年以降、

立憲君主制ということであります。この間タイはずっと独立を保ってきたわけでありますし、



30 年間大きく発展をしてきております。米の輸出は第１位でありますが、東北タイに塩類土壌

が広く分布しておりまして、ここが貧困地域という状況になっているといます。 

 1904 年に王室かんがい局が設置されまして、雨期作の補給を対象としたかんがい施設の整備

を進めてきました。50 年代に入りまして、チャオプラヤ川流域におきまして大チャオプラヤ事

業によって穀倉地帯に変貌を遂げてきたという経緯がございます。70 年代から 80 年代にかけま

して、農地の拡大をずっとやってきたわけであります。その分、森林の減少が続いてきたとい

う経緯がございます。この反省を受けまして、農地の拡大から生産耕地の向上に政策転換を図

ってきております。60 年代以降、「圃場畦畔及び小水路法」や「圃場整備法」を制定致しまし

て末端整備に力を入れてきております。ただ、80 年代以降、工業化、都市化等の進展によりま

して水需給が逼迫をしているという状況であります。 

 タイにおきます課題なり方向ですが、特に東北タイあるいは北部山岳地域の格差の是正が１

つ挙げられるだろうと思います。それと効率的な水利用の促進でありますとか、タイの発展を

受けましてインドシナ半島におきます役割の強化も期待出来るだろうと思いますし、メコン河

委員会においてはタイのイニシアチブの発揮にも期待をしていきたいと思っております。 

 最後のマレーシアでありますが、ＧＤＰに占める農業の割合や人口の割合は大きく低下をし

てきております。無償資金協力なり有償資金協力は、原則として卒業しております。 3,000 ド

ル以上の所得ということであります。輸出用換金作物としまして、ゴムなり油ヤシ等の栽培が

盛んであります。このことで、主食であります米の収穫面積が 20％以下になっております。マ

レーシアには低平地があるわけですが、その多くが下層に泥炭土をもっているということであ

ります。商品作物の生産に当たっては、よりきめの細かい排水対策が今後必要ということであ

ります。 

 独立後、60 年代に入りましてから、かんがい施設の修復なり新設によりまして二期作を実施

してきまして、米の生産は増大しております。それと先程申し上げましたような輸出用換金作

物の栽培が拡大されてきたということであります。ＧＤＰが大きく伸びてきておりまして、貧

困率は激減しております。マレーシアでは、第２次国家農業政策を定めまして、この中で８カ

所の大規模穀倉地帯を定め、恒久的な米生産地域に指定してやっております。生産性の低い地

区におきましては、アグロフォレストリー等の利用目的の転換を推進するということでありま

す。近年の工業化、都市化によりまして、農村部から都市へ労働力が移動してきております。

これに伴いまして耕作放棄地が増大したり管理の粗放化や担い手不足が問題になっているとい

う状況になります。 

 マレーシアにつきましてはかなり発展をしているということもありまして、基本的にはアジ

アのパートナーとしての相互理解の促進とか技術交流を図っていくのかなということでありま

す。我が国とマレーシア相互が抱える問題等につきまして、今後いろいろな交流が考えられま

すし、広域協力の拠点としてマレーシアを捉えていく必要があるだろうと思います。 

 次、８ページでございますが、「東南アジアの農業農村の発展段階のまとめ」ということで、

これを一番左にあります開発の程度という座標で整理をし直したものであります。発展段階に

おきます農業農村の状況ということで、食糧安全保障、土地利用、水資源（かんがい）という

視点でそれぞれの特徴を挙げております。このような状況における社会状況なり主な課題を書

いておりまして、一番右側の国がそれぞれの段階に該当するのではないかと考えます。 

 ９ページにまいります。６番ですが、「東南アジアにおける今後の協力の方向」であります。

これも８カ国全体をまとめて表現したものであります。 

 東南アジアはアジアモンスーン気候で、雨期と乾期があるということであります。 

 これらの国々は米を主食としているということで、水田農業が中心であります。それぞれ歴

史的背景なり文化・風習も違っておりますし、それぞれ異なった発展過程を経てきておる。 

 ３つ目の○になりますが、農業人口１人当たりのＧＤＰと農業人口割合の関係を見てみます。

これは右側の上のグラフであります。縦軸になりますが、農業人口の割合が低下するに従いま

して農業人口１人当たりのＧＤＰが増大しているという傾向が見られます。これは当然のこと

かも知れませんが、そのような傾向が顕著に見えます。 

 それと農地面積に対する米の収穫面積割合と１人当たり農地面積の関係、これは右の下のグ

ラフであります。これもこのような傾向があるのですが、１人当たりの耕地面積が小さければ



小さい程収穫面積が大きくなるという傾向であります。第１のグループとして上に緑の線がご

ざいます。タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナムなのですけれども、これは農業

の中心が稲作でありまして、上のようなグルーピングが出来ます。もう１つのグループはマレ

ーシア、フィリピン、インドネシアという国ですが、商品作物を生産するエステート農業がご

ざいまして、この分で米の収穫面積が食われているという形になって、下のようなグルーピン

グが出来るような図になっているということであります。 

 10 ページにまいります。「発展段階に応じた協力」であります。８ページに発展段階のまと

めをした図がございましたけれども、それを更に文章でとりまとめたものでございます。右側

の下のポンチ絵のようなものになるということであります。各段階に合わせてそれぞれの相手

国の技術レベルなり財政力を踏まえて協力をしていく必要があるだろうということであります。 

 11 ページにまいります。「農業開発」ということであります。 

 東南アジアの人口は、1961 年から 2000 年までの 40 年間で約 2.3 倍に増加しております。当

然のことながら、１人当たりの米の収穫面積が減少してきております。 

 右側のグラフをご覧いただきたいと思いますが、かんがい面積が人口の伸びとほぼ同じ割合

で増加してきております。１人当たりのかんがい面積は、青い棒グラフになりますけれども、

1961 年と同じような水準で推移をしてきているということでありまして、これが人口浮揚力を

支えてきているのではないかということであります。かんがいの導入によりまして、雨期作の

安定ということだけではなくて、乾期作も可能としまして、飛躍的な増産なり作物の多様化が

図られてきているということであります。 

 下のグラフがかんがい農地の生産量の平均収量の図であります。右下がかんがい率と単位収

量の推移を示しております。東南アジア全域で人口の増加が予定されておりますので、このた

めの対策としてのかんがい施設の整備が不可欠であると考えます。 

 12 ページにまいります。「環境保全」であります。東南アジアにおきます農地開発は、主と

して熱帯雨林の伐採によりまして農地面積を拡大してきたという傾向があります。1961 年から

95 年までのデータですが、この 35 年間で 3,800 万ヘクタールの森林が減少しております。そ

の間、農地面積は 2,300 万ヘクタール増加をしてきているという状況にあります。 

 この森林面積の減少の原因としては、今の農地開発なり焼畑によります裸地化、草地化、木

材の伐採によるものであります。インドネシア等におきましてはアランアラン（チガヤの一種）

が繁殖して荒れ地になっているということでありますし、またタイでは森林伐採の影響による

反省から、89 年には伐採禁止令を発布しているということです。 

 右下のグラフになりますが、東南アジア地域全域で土壌浸食が進行しているということであ

ります。これらの状況を受けまして、森林保全の観点という意味合いからも焼畑耕作から谷地

田あるいは渓流取水を利用した小規模なかんがいによります水田農業への転換、そして農地の

拡大から土地生産性の向上のためのかんがいの導入を推進していく必要があるだろう。それと

土壌浸食防止の観点から、水田のもつ洪水防止機能の効果的発現とか、畑地における等高線栽

培等の土壌浸食防止対策を図っていく必要があると考えます。 

 次、13 ページにまいります。「貧困対策」であります。未開の段階ではそれ程格差がないわ

けですが、発展に従って貧困の格差が出てくるということであります。右側のグラフを見てい

ただきますと、カンボジア、ラオス、ベトナム、インドネシア、フィリピン、貧困の格差が大

きいという状況にあります。特にカンボジア、ラオス、ベトナムにおきましては、貧困の割合

が農村部に非常に高い。９割程度が農村部ということで高い。インドネシア、フィリピンでも

３分の２が農村部を占めるという状況であります。 

 この対策としましては、農村部の開発ということですが、持続性の観点からの住民参加型に

よります生産性の安定なり生活環境の改善を目的としました総合的農業農村開発が効果的だと。

右下にありますような村づくりが非常に効果的な取り組みではないだろうかと考えております。 

 次に 14 ページになります。「協力に当たっての連携」でありますが、１つは南南協力でござ

います。東南アジアはタイとかマレーシアは非常に開発が進んでおりますが、まだ開発が必要

な国も残っているわけであります。タイとかマレーシアの技術力を生かして開発のおくれてい

る地域に対して南南協力という形でやっていくことが効果的ではないかと思います。これを支

援するような取り組みが１つあるだろうと。例えば第三国研修への支援とか、そういうものが



考えられるということであります。こういうものにも取り組んでいきたいということでありま

す。 

 次に 15 ページであります。「ＮＧＯとの連携の強化」。地方公共団体等が国際協力に非常に

関心を持ってやっていただいているところもあるわけですが、国民参加ということが最近広く

言われてきておるということであります。ＮＧＯの活動が最近活発化しておりまして、認知さ

れてきているという状況であります。 

 このような状況を受けまして、ＮＧＯは政府のアプローチと比べまして地域住民なり地域に

対して直接アプローチするというような手法をとっております。住民の開発ニーズを的確に把

握することが可能でありますし、柔軟かつ迅速、直接的に対応できるというメリットがあると

いうことであります。 

 このようなメリットに対しまして、政府ベースでは基幹的な支援を行っていく、ＮＧＯにお

きましては直接的、柔軟かつ迅速な協力を連携してやっていくということが非常に効率的な協

力になるのではないかと考えております。 

 右下にイメージ図をかいてございますけれども、連携した協力が今後ますます重要になって

くると思います。 

 右上にはＮＧＯの取り組み事例のご紹介なのですが、「水と大地と緑の会」を 1998 年に立ち

上げております。会員を募りまして、その会費によって小規模ながら直接的な支援をやってい

るというご紹介であります。 

 次の 16 ページには、ご参考として８カ国のいろいろな指標を比較出来るような形にとりまと

めてございます。ご参照していただければ幸いと存じます。 

 以上でございます。 

 

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 只今のご報告の細かいことは資料―５―１にございますので、そちらも一緒にご覧いただけ

るとありがたいのですが、東南アジアの８カ国の現在迄の農業農村の開発の状況がどう進んで

きたのかということ、それにこれからどのような取り組みをしていったらいいかという提言で

ございます。この点、委員の先生方からどうぞご発言ください。――それでは、松本委員から

どうぞ。 

 

○松本特別委員  広範囲で詳細な検討スタディー、８カ国の発展の全体像が良く分かりまし

た。私から１つ質問させていただきたいのは、この資料５―１の９ページに協力案件という格

好でかなりのプロジェクトが書いてあるのですが、ここらの案件の総括、結果とか、現在どの

ように展開されているのか、どのように評価されているのかといったようなことが全て行われ

ているのかどうか。そして、先程も話がありましたように、顔の見える援助、国民の理解の出

来る援助ということになりますと、国民への公開というのですか、ここらはどのような感じに

なっているのか教えていただきたいと思います。 

 

○島崎海外技術班長  ラオスの８ページにあります開発調査等につきましては、私からご説

明させていただきます。 

 特に９ページにありますプロジェクト方式技術協力につきましては、大体５年ぐらいで実施

しておりますけれども、途中の中間段階と終了する段階におきましてＪＩＣＡの方で評価を行

っています。他の開発調査、無償資金協力につきましても終わりまして、その後評価を実施し

ているのが実情でございます。 

○中條整備部長  松本委員のご質問ですけれども、今答えましたように、それぞれの案件に

ついてはそれぞれ評価をしまして、それを公表していると思います。恐らくご質問の趣旨は、

それも含めた形の全体としてそれぞれのプロジェクトが連携を持って総括的に１つの政策の上



で意味をなすのかどうか、効果が出ているかどうかというところまで及んだご質問だったと思

っております。基本的にこれは外交という全体の中での位置付けの上で行われているものだと

いうことでありますし、一つ一つが被援助国から申請に基づいて行われるものでありますから、

私どもから例えばこの場合はどうだろうかということを提言をすることは可能かと思いますけ

れども、実際のところ、かなり立ち入った形でコミットするということはかなり難しいという

状況でございます。 

 ただ、全体としまして、今ほど説明がありましたように、これだけ協力の案件が実績として

出てきているわけでありますから、今まさにご指摘があったことも踏まえて、全体としての協

力の方針なり、漠然としたものではあるかも知れませんが、また外交上のいろいろな制約はあ

るかも知れませんけれども、ここはこういう技術協力、経済協力の一端を担う立場の者として、

１つの方向を持って対応していくのが必要だろうということで今取り組んでいるところでござ

います。 

 まさに今回ＡＳＥＡＮを捉えて、今回は８カ国でありましたけれども、前回ご説明させてい

ただいた国も含めて非常に協力実績の大きいエリアでございますから、そういうところを捉え

て幾分なりとも方向性が出ればということで取り組んでおりますので、成果につきましては今

すぐ具体的にこうこうということは申し上げにくいところもございますが、今回のこの取り組

みを評価いただければと思います。 

○松本特別委員  こういう計画の成果を相手の国に聞くということは難しいことなのですか。 

○島崎海外技術班長  特に開発調査を中心に、ＪＩＣＡの方で各国に聞いております。開発

調査を実施した後どうなっているかというもので調査を実施しておりまして、それらを踏まえ

て今後どういう方向でやっていけばいいかということの資料にも活用しているという状況でご

ざいます。 

○高橋小委員長  よろしゅうございますか。――吉野委員、何か。 

○吉野専門委員  今頃こんなことを聞くのは大変恐縮なのですけれども、貧困対策という言

葉が盛んに出てきていますが、貧困の悪さ、あるいは豊かさ、良さというのはどのように考え

られているのですか。 

○水見海外土地改良技術室長  貧困の定義みたいなものでございますか。 

○吉野専門委員  いや、定義ではなくて、我々は団塊の世代で、まさに貧困の中で育って物

質的な豊かさは確保した。ところが、現在、日本の置かれている状況というのは、物質的な豊

かさはあるけれども、人間としての尊厳、モラルの問題、いろいろな問題を抱えていますよね。

その中で貧困がなぜ悪いのか、どの辺が悪いのか、その辺をどのように考えられているか、少

し聞きたいのですが。 

○水見海外土地改良技術室長  非常に難しいご質問と思いますけれども、それは物質的な豊

かさもありますし、当然そこで生活をしておられるわけですから、そこで一生を終えられる方

もおられるわけで、それぞれに精神的には豊かな生活があるのだろうとは思います。 

 ここで物理的に整理をしておりますのは、例えばラオスにおきましては、資料―５―１の２

ページの一番下に表がございます。そこの下の注に「貧困ライン」を定義しております。例え

ば食料消費量の消費最低カロリーが 2,100 キロカロリーを下回るものというような定義を１つ

しているわけです。物理的に生活が厳しいというところは厳しいのではないかなと思います。

それをクリア致しますと、それなりにまた個々の問題になるのだろうと思いますが、それを貧

困と捉えるか、あるいはこれでいいと捉えるかというところは、かなり個人的な考えもありま

すし、国のそれぞれの文化、考え方、風習も１つあるのかなと思います。従いまして、日本は

戦後のいろいろな発展経緯を経て今日があるわけですが、どういうものが豊かでどういうもの

が貧困だというのは、ちょっと私からはお答えできません。 



○島崎海外技術班長  少し追加させていただきますと、貧困ということで具体的に考えてお

りますところは、１つは栄養問題があると思います。栄養不足人口が世界で約８億人ぐらい、

特にアフリカ、アジアにおりますけれども、そういったことであります。もう１つは水の関係

で、安全な水が得られないといったことが言われております。さらに今回東南アジアをまとめ

させていただいた中に１つ大きいものとすれば焼畑耕作というのがございます。高原地域にお

きまして焼畑耕作をやっておりますけれども、特にそこでは貧困がございます。これまで焼畑

後数年間放置していたものが出来なくなってしまうということで、環境の破壊とか森林の減少

といった問題が出てきております。そういう観点から貧困対策というのが重要なのではないか

と考えております。 

○高橋小委員長  よろしゅうございますか。 

○吉野専門委員  大体分かりました。あと１つ付け加えるのは、私の子供の頃を思えば医療

問題です。若い、まだ稼ぎ時の人間が、今であれば助かるところが、そういう治療がなくて死

んでいった。多分東南アジアなんかそういうのがあるのだろうと思うのですけれども、そうい

うことも含めた貧困対策ということであれば私はそれで結構です。今までは歩いていた人間が

自転車を買って、次にオートバイを買って、コンケン辺りだとこの前久し振りに行ったらもう

車の渋滞がひどくなっていた。どんどんエスカレートして、私は日本の現状を見て果たして彼

らはそれで幸せなんだろうかと思いましたけれども、そういうことをも含めて貧困対策という

ことをきちんと整理した上で、いろいろ相手国の実情に応じて支援をしていくという姿勢が重

要かなと思います。 

○高橋小委員長  谷山委員、どうぞ。 

○谷山専門委員  ２つご質問したいのですけれども、１つは日本の農業政策とＯＤＡとの関

連です。というのは、今年の 11 月、ベトナムのハノイに行った時、紅河デルタ地帯で、日本の

技術協力で排水改良をした現地を見ました。それは、非常に現地で喜ばれているし、確かに効

果があるのは良く分かりました。ところが、その周辺の地域もやはり同じような状況でして、

まだ膨大な必要な地域があります。予算上の制限もあるのかも知れないけれども、その地域が

なかなかＯＤＡ案件にならないということでした。理由は、そこで排水改良をすると野菜がつ

くれる。中国の野菜輸出に日本のセーフガードが適用されましたよね。そういうことでここで

も排水改良して野菜をつくると日本の農家が非常に困る。よって、このＯＤＡの案件は進めら

れないんだということです。それが事実なのかどうか分かりませんけれども、そのように農産

物の輸出圧力が日本にかかり日本の農家が困る、よってＯＤＡはだめだという選択をされるの

かどうか。つまり、農業政策とＯＤＡとの関連について、これが１点です。 

 もう１つは南南協力なのですけれども、これは具体的に進んでいるのですか。進んでいると

したらどんな例があるのか教えていただきたいのですが。 

 以上です。 

○水見海外土地改良技術室長  まず第１点目のご質問、いわゆるブーメラン効果と称するも

のの影響ということでありますが、これはベトナムの資料、資料５―２の 13 ページ、下の（２）

のパラグラフに「このため、我が国農業に及ぼす影響について個別に検討を行い、灌漑施設の

改修や整備等により」云々という書き方をしておりまして、この影響等については個別に検討

した上で協力をするかどうかを決めているという状況にございます。 

 南南協力につきましては、タイのカンボジア支援という事例がございます。 

 

○島崎海外技術班長  カンボジアにおきまして三角協力というテーマで今実施しておりまし

て、直接農業農村開発ではないのですけれども、農業関係の案件をやっております。そこに日

本からも専門家が行きまして、ＵＮＤＰに対するわが国からの拠出金を活用して派遣されるＡ



ＳＥＡＮの専門家と協力してカンボジアの支援を行っているというのが進められている状況で

ございます。 

○谷山専門委員  第１点の件なのですが、これは非常に難しい話だと思うのです。個人的な

感想としては、開発案件が目に見える程度に野菜の輸入圧力にならないという感じもします。

それよりも排水改良というのは、まさしく単に生産物の増強だけではなくて、貧困対策にもな

るし農村開発にもなるし、環境問題の改善にもなるわけであります。もう少し大局的な視点で

見るべきで、たまたま中国のネギのように、今度は排水改良でハノイ周辺でもネギをつくられ

たら困る、というような判断はいかがなものかなという感じを持ったのです。私は基本的にＯ

ＤＡは日本の国益を考えるべきだとは思いますが、このケースは大変難しい問題であって、単

純に結論付けるのは控えたいと思います。 

○高橋小委員長  河野委員、いかがですか。 

○河野専門委員  １つは、東南アジアの農村に行ってみると、農業というのは結局、田んぼ

や畑で作物をつくるだけではなくて、鶏を飼うとか、家畜飼育であるとか、内水面漁業である

とか、農産物のちょっとした加工であるとか、かなり広い幅を持った経済活動を含めて向こう

の人は農業として捉えていますので、こういう中でもそういうのを含めて考えていくのが現実

的な協力の方向を模索する上では有効ではないかと思います。それが１つ。 

 もう１つは、このレベルの国別で大きな協力の方向性についての議論というのは非常に大切

だと思うのです。大変美しく整理されましたように、この８つの国の中でもかなり違う。非常

に詳しい資料をまとめられて、その努力に対しては敬意を表したいと思います。 

 ところが、例えば今外務省とかＪＩＣＡが音頭をとって、僕も正式な名前は忘れましたけれ

ども、ミャンマーについては経済構造調整政策支援という名前です。ベトナムを対象としたそ

のプログラムは２年程前に終わったはずです。ラオスは、今年の３月頃に最終報告書を出して

います。ミャンマーについては、つい２～３日前にヤンゴンで最終のワークショップをやって

います。例えばミャンマーについては、そのプログラムの中に農業農村部会というのがありま

して、ミャンマーの農業あるいは農村をこれからどのようにするべきかみたいなプロポーザル

が、日本側とミャンマー側のジョイントチームでプロポーズされています。そういうのとの整

合性をもう少しとっていくべきではないかと思うのです。これは多分農水省が主になってまと

められていますから、技術者のセンスでまとめられているのだと思うのです。それは確かに大

切です。 

 でも、一方、外務省は外交あるいは外交政策全体でのセンスがありますから、それをとにか

く出来るだけ早い段階ですり合わせるような仕組み、あるいはルート、そこも大切なことだと

思うのです。具体的にどういうことなのかは分かりませんけれども、今、傍から見ていますと、

まさにデュプリケーションの作業を両方で勝手にやっていると見えなくもないと思うのです。

その辺をもう少し改善していった方がいいのではないかと思います。 

○高橋小委員長  ありがとうございます。――それでは稲永委員、どうぞ。 

○稲永専門委員  今河野さんが言われたことが前提なのですが、もう少し細かくして、例え

ばこのＯＤＡ案件、技術協力、農林水産省としてどういうメリットがあるのかということは当

然検討されていると思うのです。抽象論ではなくて具体論で例えば５つほど挙げるということ

でもしお聞かせ願えれば大変ありがたいです。 

○高橋小委員長  今のご質問に対しては今回答なされますか。 

○水見海外土地改良技術室長  具体的に５つすぐには今挙げられなくて誠に申し訳ございま

せんけれども、特にＯＤＡの協力の効果なり、そういうものをきちっと明確に国民に示すべき

だという意見が出ております。従いまして、これに併せて私どももどのようなメリットがあっ



てどういうことが出来るかということをこれから整理していかなければならないということで

ありまして、今後よくその辺を検討してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○高橋小委員長  一通り先生方にご発言いただいたのですが、ちょっと時間があるので、私

も先程松本委員がおっしゃった評価の件、どのようにこれが役立っているのかということにつ

いての意見を一言申したいと思います。 

 実は日本のＯＤＡが地域の社会にどういう影響を与えているかというのは、その前になると

余りやっていなかったと思いますが、この 10 年は随分やるようになったと思います。私自身も

外務省に頼まれてそういうのをやったりしたこともあるし、今でもこれから３月ぐらいにかけ

てはいろいろとそういう評価の報告書もいただくのですが、１つ気になるのは、殊に農業分野

の場合には向こうの農業関係のお役所や自治体なんかがどう受け取ったのかということ迄は大

抵調査に入っているのです。しかし、農民が日本の援助をどう見ているのかというところ迄は

まだ触れていない報告書が多うございまして、これは農水省ご自体というよりは、あるいはＪ

ＩＣＡ等に出ている方々、ＪＩＣＡそのもの、今の開発銀行等の仕事なのでしょうけれども、

農水省としてももっとこういう農業関係のいろいろなプロジェクト、援助が農民の一人一人に

どういうインパクトを与えたのかということをもっと追われるべきではないのかなということ

を実は感じていたものですから、先程のご質問の時にそれをまた強く思いまして、付け加えさ

せていただいたわけでございます。 

 大体予定どおりの時間で進んでまいりました。また議題の方も一通り済ませることが出来ま

したので、この辺で事務局の方に進行をお任せしたいと存じます。――まだございますか。 

○稲永専門委員  一言だけ。その他とのところに入ったと勝手に了解をして、すみません。

この間ご提案のあったアフガニスタン支援、その後の農水省サイドでの検討状況はどうなので

しょうか。かなりいろいろなところが動いていると思うのです。もしあるならば差し支えない

範囲でお教えいただきたい。 

○水見海外土地改良技術室長  その後でございますけれども、まず８月から９月にかけまし

て政府調査団が派遣されました。私どもの島崎補佐が参団をしております。それを受けまして

今度は短期専門家という形で、これも先日帰ってきたばかりですが、１カ月から２カ月くらい

かけまして、２人が向こうのかんがい環境省の方に行っております。向こうの状況把握をし、

なおかつ我が方からどのような支援が可能か、相手国も我が方の支援のスキームをご存知ない

ものですから、その辺をご説明してきたという状況であります。それを持ち帰って、どんな支

援が来年以降可能かということをこれから検討してまいりたいと思います。 

 緑資源公団の方でも村づくりという手法を持っておりますので、その経験等を踏まえてどの

ような協力が出来るかということで、これも先般行って帰ってきたばかりということでありま

すし、なおかつＪＩＣＡは緊急開発調査ということで、これも先般行って戻ってこられたばか

りということでございます。来年度に向けまして今後検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○高橋小委員長  それでは林田課長、どうぞ。 

○林田事業計画課長  本日は、誠にお忙しい中ご出席いただきまして、熱心なご討議を誠に

ありがとうございました。 

 これをもちまして、平成 14 年度第２回国際小委員会を閉会させていただきます。ありがとう

ございました。 

――了―― 

 


