
食料・農業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会 

平成 16 年度第１回国際小委員会議事録  

日 時：平成 16 年 8 月 26 日（木） 10：00～12：00 

場 所：農林水産省４階 第２特別会議室  

○角田事業計画課長  本日は、お忙しい中、委員の皆様方におかれましては、ご出席いた

だきましてありがとうございます。 

 ただいまから、農業農村整備部会平成 16 年度第１回国際小委員会を始めさせていただき

ます。 

 開会に当たりまして、川村農村振興局長からごあいさつを申し上げます。  

○川村農村振興局長  ７月２日付で農村振興局長を拝命いたしました川村でございます。

この国際小委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、大変お暑い中、またご多忙の中、お集まりをいただきまし

て、本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。 

 ご存じのことと思いますけれども、国際関係では、先般、スイスのジュネーブにおきまし

て、ＷＴＯの関係での一般理事会が開催されまして、今後の農業分野のモダリティ交渉の基

礎となります「枠組み」につきまして合意ができました。その具体的な中身、あるいは数字

とかそういうものはまだまだ今後の交渉ということでございますけれども、我が国の主張を

十分に反映して、輸出国、輸入国、バランスのとれた、より現実的な内容となるように今後

とも努力していくということを思っているところでございます。 

 本年度のこの国際小委員会でございますが、昨年８月に改定されましたＯＤＡの大綱等を

踏まえまして、「農業農村開発協力の展開方向」について見直しを行うということでござい

まして、これにつきましてのご審議をまずお願いしたいと思います。 

この見直しに当たりましては、農業農村開発分野の協力を効果的、あるいは効率的に推進す

るということで、「農業農村開発協力の展開方向」を、今後５年程度を念頭に置きまして、

「協力の意義・目的」、また「具体的な施策の方向」、こういったものを明記した指針」に

ついてご審議をいただきたいと思っているところでございます。 

 また、これとあわせまして、地域別の農業農村開発分野の協力の方向につきまして、本年

度は、南西アジア、中央アジア、中東、中国、この４地域を対象にご意見を伺ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 また、21 世紀は「水と環境の世紀」といわれているわけでございますけれども、昨年、

第３回の世界水フォーラムが開かれましたし、それを契機に、かんがいの重要性、あるいは

多様性に対します国際的な認識が高まっていると考えます。我が国といたしましても、この

大臣会議で採択されました大臣勧告の趣旨を踏まえまして、水田かんがい技術の経験を生か

した研究、それから対話を推進いたします「国際水田・水環境ネットワーク」というものを

創設することにいたしまして、この 11 月に第１回の運営会議を日本で開催する予定として



おるところでございまして、これまで各国の対応がどうなっているかということをご報告申

し上げたいと思っておるところでございます。 

 また、さらに、来月５日からロシア・モスクワにおきまして開催が予定されております国

際かんがい排水委員会第 55 回国際執行理事会に参加いたしますけれども、これの対応方針

につきましてもご審議をいただきたいと思っているところでございます。 

 いろいろ議題も多うございますけれども、委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意

見を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でございますが、開催に当たってのごあい

さつとさせていただきます。 

 また、今ちょうど来年度の概算要求に向けての手続等をやっておりまして、失礼とは思い

ますが、ここで退席させていただきます。よろしくお願いいたします。  

○角田事業計画課長  本日は、端委員、それから水谷委員におかれましては、所用により

ご欠席とのご連絡をいただいております。 

 また、事務局側で人事異動がございましたので、紹介させていただきます。 

 農村振興局次長の中條でございます。それから整備部長の南部でございます。それから、

私、事業計画課長の角田でございます。事務局を仰せつかっております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては、高橋小委員長にお願いいたします。  

○高橋小委員長  それでは、お手元に本日の議題一覧が配付されていると思いますが、そ

の議事の１、「『農業農村開発協力の展開方向』見直しの基本方針」、これについて事務局

からのご説明をいただきたいと思います。  

○國安海外土地改良技術室長  それでは、「『農業農村開発協力の展開方向』見直しの基

本方針」につきまして、ご説明いたします。お手元の資料－３を見ていただきたいと思いま

す。 

 まず、表紙をめくっていただきますと目次がございますけれども、この資料に基づきまし

て、昨年度３月に行われました国際小委員会の検討経緯についてご紹介した後、ＯＤＡ大綱

の改定の概念を簡単に紹介いたしまして、これからご検討いただきます「展開方向」の位置

づけ、それから見直しの基本方針の概要及び内容という順序でご説明したいと思っておりま

す。 

 まず１ページでございます。本年の３月にこの小委員会でご議論いただきましたけれど

も、2003 年にＯＤＡ大綱が改定されるなど、国内外の情勢が大きく変化しているというこ

とで、それを受けまして、お手元に置いておりますけれども、1998 年に、本委員会の前身

でございます国際部会でご検討いただきました「21 世紀における農業農村開発協力の展開

方向」を見直していこうということでご議論がまとまっていると理解しております。 

 見直しに当たりましては、範囲が広範多岐にわたるということから、まず、見直しの基本

方針を作成して、小委員会で検討されている各地域における協力方向の検討とあわせて「展

開方向」を見直していくということで、下の図にありますピンクの部分が今回ご議論いただ



く部分になります。このピンクの基本方針を作成して、それに基づきましてさらなる検討を

進めていただきたいと思っております。 

 続いて２ページでございます。ＯＤＡ大綱の改定された内容でございます。これは前回も

ご報告しておりますけれども、簡単に整理をさせていただきたいと思います。 

 まず、目的の中で「我が国の安全と繁栄の確保」が明記されているということ。それから

内容の方では、人間の安全保障、平和の構築、分野や対象の重点化、政策協議の強化、国民

参加の拡大といった新たな概念が追加されております。 

 これらを踏まえて「展開方向」を見直していくわけでございますけれども、３ページに、

まず、「展開方向」とはどういうものなのか、確認のために書いております。見直し後の「展

開方向」につきましては、農業農村開発協力を効果的・効率的に進めるために、今後５年程

度を念頭に置きまして、協力の意義・目的、具体的な施策の方向を整理した指針と位置づけ

たいと思っております。 

 これは農村振興局がまとめるものでございますけれども、これだけでＯＤＡを進めるわけ

ではなく、左側の青い部分にございますようなＯＤＡ大綱であるとか中期政策等のＯＤＡの

基本政策とあわせて、個別のプロジェクト、あるいは後ほどご説明いたしますけれども、現

地ＯＤＡタスクフォースへ向けての対応というものを行っていきたいと思っております。

 続きまして４ページでございます。見直しの基本方針、この資料の概要でございますけれ

ども、「展開方向」の見直しに際しましては、まず開発途上国の現状分析を行い、課題を明

確化する。それから現行の「展開方向」に基づいて行ってきた協力実績等を評価する。それ

から、それらを受けるとともに、新たなＯＤＡ大綱で追加された概念を踏まえまして、今後

の協力の意義・目的を新たな視点として整理します。その整理した視点に基づいて、具体的

な施策の方向を「展開方向」として取りまとめていくということで、これらの４つの段階を

踏まえて検討していくということを基本方針としたいと思っております。 

 それら４段階を具体的にご紹介いたします。５ページでございます。まず状況の変化の整

理でございますけれども、これにつきましては２つの柱で行っていきたいと思っておりまし

て、開発途上国の農業農村に関する現状分析についてということで、これは今地域別にいろ

いろご議論いただいている内容でございます。それから砂漠化防止、土壌侵食防止というよ

うな農業農村開発分野に関する国際的議論の潮流というものを分析いたしまして、協力課題

を整理するという作業を考えております。 

下の方に、それぞれのキーワードごとに国際的な議論が 1990 年代及び 2000 年代にどのよう

な流れになっているのかを整理しております。特に右側の赤い点線で囲っております 2000

年代の議論を今回の見直しの中で踏まえていきたいと考えております。 

 続きまして６ページ、協力実績と効果の評価に係る部分でございます。この作業におきま

しては、技術協力プロジェクト、あるいは資金協力等の協力形態別にまず実績を整理したい。

それから現行の「展開方向」に基づき、農村振興局のＯＤＡ予算等を活用しまして「砂漠化

防止」「村づくり」といったものを進めてきたわけでございますけれども、そういった代表

的な協力手法の成果を評価する。さらに現在行われております各地域におけるご検討の結果

を踏まえまして、代表的な国について、協力の成果が農業セクターにどのような波及効果を



もたらしたのかということを抽出して評価したいと思っております。 

 続きまして、それらを受けて行われる新たな視点の整理の仕方でございますけれども、Ｏ

ＤＡ大綱の中では、新たに「人間の安全保障」であるとか「平和の構築」というような概念

が追加されておりますし、現状分析により協力課題がはっきりしてきますので、それらに基

づきまして、協力実績の整理・評価の結果も踏まえて、今後５年程度を念頭に置いた農業農

村開発協力の意義・目的というものを５つの視点から整理していったらどうかと考えており

ます。 

 １番として、極度の貧困と飢餓の撲滅、２番、地球環境の保全、３番、人間の安全保障の

実現、４番、平和の構築、５番、「人づくり」の推進ということで、５番につきましては、

１番から４番を実施するための基礎となる国内外の人材づくり、あるいはネットワークづく

りというものを考えております。 

 それから具体的な施策の対応ということで、「展開方向」でございますけれども、８ペー

ジでございます。新たな協力の意義・目的を達成するための具体的な施策ということで、５

点をご提案しております。 

 １点目が、「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」というこ

とで、これまで「村づくり」協力を途上国の農村開発を中心にやってきたわけでございます

けれども、その手法が他の分野にも使えるのではないかというご提案でございます。この１）

から５）に関します部分につきましては次のページ以降で詳しく述べております。２番とし

て、「貧困・飢餓の撲滅や人間の安全保障の実現にも資するかんがい開発の推進」というこ

とで、特にかんがい排水分野の開発の推進を述べております。それから３番、「持続循環型

の農業農村へ向けた技術開発」、４番として、「地域の特性に応じ重点化した協力」、５番

として、「効果的・効率的な協力の推進」というように整理したいと思っております。 

 まず、この１から５番の紹介でございますけれども、１番としまして、次のページに「村

づくり」協力の推進に関する部分を書いております。「村づくり」協力につきましては、こ

れまでインドネシアを初めとして実施してきたものでございますけれども、農民の参加によ

る土地利用計画の策定なり水管理農民組織の育成というようなソフト部門、それからドナー

が提供した資材を利用して、農民自ら水路や道路を作っていくというようなハードの部門、

それら両面の取り組みを同時に行っていく。さらに、日本人専門家が直接農村に入って支援

していくというような特徴を有しておりまして、協力の効果が直接農家に届いて、中央政府

や農民の自助努力を誘発・促進させるというような評価がなされております。これらの協力

手法をより活用していきたいということで、２点整理しております。 

 １つは、単にそういう農村開発ということだけではなくて、それらを広げまして、復興支

援や砂漠化防止、土壌侵食防止といった課題の解決につきましても、これらの「村づくり」

協力の手法が応用できるのではないか。それから、そのような協力の手法を活用して事業が

進められた地区を拠点としまして、現地政府、国際機関とも連携して、成果をその周辺に拡

大していこうという２点のご提案でございます。 

 次のページに事例としてインドネシアの「村づくり」の例を書いております。左側が既に

行った事業でございまして、Ｊ―Ｇｒｅｅｎ（緑資源機構）がＪＩＣＡ（国際協力機構）の



プロジェクトとして、南東スラウェシで行った事業でございます。地図の真ん中の緑色の部

分でございますが、これらの成果が周辺の青い部分、これは世界銀行の融資プロジェクトで

ございますけれども、これらに同じような手法が浸透してきているということで、地域の拡

大がなされているのではないかと思っております。これらを幅広く活用して、右上にござい

ますが、例えば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にも応用できる

のではないかと。このような取り組みを今年度から開始したところでございます。 

 続きまして、かんがい開発の推進に関する部分でございます。貧困や飢餓の撲滅には経済

成長が必要で、そのためにはかんがい開発等のインフラ整備というものが引き続き必要でご

ざいます。インフラ整備につきましては、いろいろ議論があるわけですけれども、最低限の

部分はどうしても整備する必要があると考えております。その際、特に農業用水につきまし

ては、物理的な水利システムのほかに、水管理組織等の組織の問題、それから水利権や予算

というような制度の問題という３つの要素が相互に関係しつつ形成するということで、そう

いうことを踏まえて考えていかなければいけない。それからもう一つの観点として、人づく

りを通じた農民の「能力強化」と制度の整備による農民の「保護」を通じまして、人間の安

全保障の実現にも貢献していけるという観点を踏まえまして、２点、ご提案しております。

 まずは、計画段階から農民を参加させ、補修が容易であり、かつ、農民が自ら持続的に維

持管理しやすい末端整備。これまで基幹水利施設を中心に整備されてきたわけでございます

けれども、末端かんがい施設にも注目して整備を考えていこうと。 

 もう一点は、整備したそれらの施設を持続的に機能させるために水管理組織を育成する。

あわせて、先ほどもいいましたけれども、法律、あるいは予算というような制度を整備する

ための協力というものも考えていきたいと思っております。 

 それから持続的な水利用を実現する観点からは、農家の方以外にも多様な関係者の参加と

いうことで水資源開発を推進していけたらと思っております。 

 その関係を模式的に示したものが 12 ページにございます。上の図の左側にありますよう

なソフト面の取り組みということで、水管理組織の育成、あるいは法律・制度の整備という

ような取り組み、それとあわせて、右側にありますようなハード面の取り組みということで、

農民が自ら持続的に維持管理しやすい末端かんがい施設の整備を、それぞれ計画段階から農

民に参加していただいて進めていこうということがご提案でございます。 

 続きまして、13 ページに技術開発に関する部分を書いております。貧困・飢餓の撲滅、

地球環境の保全がキーワードとして出てきているわけですけれども、それらを実現するため

に、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

移行する必要があるということで、これまで培ってきております技術開発の成果を汎用化す

ることにより、例えば中南米の山岳部農地でこれまで実証されてきた土壌侵食防止の技術を

平野部農地、例えばパラグアイ等の国にも適用可能な技術として汎用化する。または、補修

が容易、少ない労力で計画どおりの水配分が可能な、農民が自ら持続的に管理できるような

末端かんがい施設の整備手法というものを、国内でいろいろ対応しているわけでございます

けれども、海外でも活用できるような技術として汎用化していきたいと思っております。

 それから新たな課題に対応するということで、これまで西アフリカの砂漠化防止対策等で



いろいろな技術開発をしてきた成果を改良することによりまして、水、下草、ふん尿の循環

により、農業・森林・牧畜を連携させた、地域資源を利活用する循環型の砂漠化防止対策技

術であるとか、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というもの

も視野に入れて開発していきたいと思っております。 

 14 ページがその模式図でございまして、左上は山岳部の技術を平野部の方にも汎用化し

ていくイメージ、それから下の方は、これまで西アフリカで行っておりました活動の成果を

アジアの乾燥地の黄砂発生予防に改良していったり、東アフリカの若干降雨の多い地域に対

しまして、地域資源循環を重視した農業農村開発ということで改良していったりというよう

なことをご提案しております。 

 続きまして 15 ページでございます。「地域の特性に応じ重点化した協力」ということで

テーマづけしておりますけれども、新たなＯＤＡ大綱におきましては、「地域別の協力につ

いては分野や対象を重点化する」ということがうたわれております。この趣旨を踏まえまし

て、農業農村開発に関しましても、共通の特徴を有する地域というのがございますけれども、

その地域内においてもさまざまな課題が、国ごと、地方ごとに違いますので、それらの課題

や発展段階に応じまして重点化した協力の方向を取りまとめるということで、13 年度以降、

この小委員会でご検討していただいております地域別の協力方向の検討を踏まえて、それら

を集大成した形で「展開方向」の中に盛り込んでいきたいと思っております。 

 続いて 16 ページでございます。５つ目の最後の柱でございますけれども、「効果的・効

率的な協力の推進」ということで、これもＯＤＡ大綱の中では「政策協議の強化」と「国民

参加の拡大」というような概念として述べられておりますけれども、これらの考え方も取り

入れまして効果的・効率的な協力を図るということで、特に農業農村開発の分野におきまし

ては、約 80 名ほど、長期の専門家として海外で勤務しておりますけれども、それらによる

情報提供や、コンサルタントの団体であります海外農業開発コンサルタンツ協会（ＡＤＣＡ）

の案件形成調査の結果等を提供するということを通じまして、海外の現地で、大使館、ＪＩ

ＣＡ事務所、ＪＢＩＣ事務所が主体となって取り組んでおります現地ＯＤＡタスクフォース

へ積極的に関与していく。タスクフォースにつきましては後ほどご説明いたします。 

 ２番目として、技術協力への参加の拡大を通じました、ＮＧＯ等国内外の関係機関との連

携強化。 

 ３番として、技術やノウハウを有する海外の大学、これはインドネシアであるとかケニア

等に農業工学系の大学等もございますし、あるいはかんがい技術センターということで、長

年、日本から協力を続けております途上国自身の施設もございますので、それらを核にした

南南協力・広域協力の推進。 

 それから４番として、農村振興局が行う主要なＯＤＡの実績について、外部の視点を含め

て評価していくということを考えております。 

 その具体的なご紹介が 17 ページ、最後のページでございます。先ほどご紹介しましたけ

れども、大使館、ＪＩＣＡ事務所、ＪＢＩＣ事務所が主体となって現地ＯＤＡタスクフォー

スを形成して、それにＪＩＣＡ専門家やＪＥＴＲＯ、民間企業、ボランティア、現地援助コ

ミュニティ等がいろいろ関係してくるというような図式になっております。 



 それから下の方には「ＮＧＯ等との連携強化のイメージ」ということで、かんがい施設の

維持管理を例にとりますと、今までは左下の黒い点線の部分が中心で、我が国の政府機関職

員が相手国政府機関職員に援助、技術協力をして、相手国の政府機関の職員がその国の農民

に指導していくというような図式でございましたけれども、これからは、これまでも若干は

やっておりますが、そのほかの関係者、ステークホルダーを一つの枠組みの中に一緒に活動

していこうということが要点でございまして、右側の赤い点線のように、日本の中でいいま

すと、土地改良区、大学など、あるいはいろいろな援助関係機関がございますので、それら

と連携強化する。さらに、国外の国際的な援助関係機関もございますので、それらとも連携

強化して、相手国の政府機関職員だけではなくて、直接農民、大学、民間団体等に働きかけ

をしていくというようなことも考えていきたいということでございます。 

 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。ただいま、「『農業農村開発協力の展開方向』

見直しの基本方針」についてのご説明をいただいたわけでございますけれども、この内容に

ついてのご質問なりご意見なり、どうぞご自由にお出しください。 

 稲永先生、どうぞ。  

○稲永専門委員  大変な力作だと思って、勉強させていただいたところです。私、たまた

ま、技術会議の方の今後の国際農業研究の方向の見直しというので、昨年の９月、審議会の

方で答申が出たわけですが、その国際農業研究もＯＤＡ大綱を受けて方向を見直したのです

ね。それらとの農林省内での他のこういう方針との連携、それぞれすみ分け、農林省本体と

しての全体の方向性との関係がちょっとこれだけだとわかりにくいので、ご説明を補足して

いただければありがたいと思います。  

○國安海外土地改良事業室長  今ご指摘の点につきましては、確かにこの資料の中ではち

ょっと述べておりませんけれども、具体的な作業としましては、農水省全体は官房の国際部

にございます国際協力課というところでいろいろな議論の中で対応しておりまして、一番の

基本となるものは、食料・農業・農村基本計画の中で我々の進むべき道ということで書いて

おります。それを受けまして、今おっしゃられた技術研究の部分につきましては、技術会議

の国際研究課が中心となってまとめておりまして、その内容につきましては、我々にも話が

来ておりますし、こちらの方から、特に農業農村開発部門におきましては農業工学研究所と

いうのがございますので、それらとも連携して、齟齬のないような対応をしております。

 それから我々の協力につきましても、今ご紹介しました農業工学研究所のご指導もいただ

いておりますし、専門家としていろいろ派遣をしております。具体的な分野につきましては、

協議、調整しながら進めているということでございます。  

○稲永専門委員  よくわかりました。ただ、やはり農林水産省として１つまとめたものが

あって、この部会での「展開方向」がどこに位置づけられているのかということを明確にし

ていただいた方が国民に対してわかりやすいのではないかと思います。 



 といいますのは、どうしてもかんがいというものが中心になりますと、それではかんがい

だけで事が済むのかと。全くそういうことではありません。やはり貧困を撲滅するためには、

そこに住んでいる人たちが経済的にも精神的にも裕福にならなければいけない。その一つの

攻め方としてかんがいというものが大事で、私も、先週、タクラマカン砂漠から戻ってきて、

ますますその念を強くしたわけです。水がないところは全く緑がない。ですから、どういう

位置づけにあるのかというのを明確にしていただければ、この非常によく検討されたことが

より生かされるのではないかと、そういう意味でございます。よろしくお願いします。  

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 どうぞ、下村委員。  

○下村専門委員  今の稲永先生のご提言にも関連するのですが、８ページの「農業農村開

発協力の新たな展開方向」について、ちょっとコメントさせていただきたいと思います。

 ここに示されている見直しの基本方針というのは全くもっともで賛同いたしますが、農業

農村開発協力ということで、農村開発という言葉が入って、今のご発言のように、貧困緩和

ということを進めていく上では、ある一定段階の水準に達した農村の場合、やはり農業から

の脱却といいますか、非農業の収入源、非農業の就業機会の増加ということが非常に重要に

なるのではないかと思います。 

 例えば、私、先週１週間、インドの農村におりましたが、今雨季ですから、非常に水田は

青々としてきれいですが、やはり農業だけですと、幾ら生産しても農民にとって限界がある

ということで、少しでも農業以外の就業機会、雇用機会をつくり、農業でも、米とか小麦で

なくて、金銭的に収入のふえる花とか果実とか鶏とか魚とか、多角化していくことが必要だ

と思いますが、そういう問題意識がこの見直しの基本方針に、農業固有の問題からもう少し

広げて、あるいは例えば「村づくり」のところとか何かに少し入ってくるといいのかなと思

います。  

○國安海外土地改良技術室長  現在の点につきましては、ご指摘のとおり、農業農村開発

協力ということで進めたいと思っておりますので、単に農業だけではなくて、農村のコミュ

ニティづくりのために必要なものにつきましては、例えば非農業的な雇用の確保も含めて検

討していきたいと思います。かんがい開発というのは穀物生産の部分が中心のイメージにな

っておりますけれども、それ以外の野菜、果物であるとか、ほかの副収入も含めて総合的に

地域開発ということで検討していきたいと思っております。  

○高橋小委員長  どうぞ、弓削委員。  

○弓削専門委員  ありがとうございます。先ほどの最初のコメントとちょっと関連するの

ですが、６ページの右下の「農業セクターにおける波及効果の評価」の一番下のところです

ね。何を指標としてこういう評価を行うのかという一つの例だと思うのですが、「改善され

た制度などを指標とする」とあります。人間中心の開発という概念、それから人間の安全保



障の概念では、人々の生活がどのように改善されたかということが重要になります。人々へ

のインパクトという意味では、この「改善された制度」と同時に、その制度がどのように人々

に実際に変化をもたらしたのかというところまでみてみないと、人々の生活への影響はわか

らないのではないかなと思いました。これは非常に難しいと思うのですが、どのようにこの

点をお考えなのかということを教えていただければというのが第１点です。 

 あと２点ほどあるのですが、よろしいですか。  

○高橋小委員長  どうぞ。  

○弓削専門委員  ２点目は、９ページの下の「協力の成果を地域的に拡大」というところ

で、成功例を広げる重要性について触れていますが、後の方でも南南協力の重要性が述べら

れております。私は、南南協力は非常に重要で、もっともっと推進される可能性もあるし、

もっともっと推進されるべきだと感じておりますので、この形の協力を強調していただい

て、成功例がどんどん広まっていくことについては非常にうれしく感じます。 

 地区を拠点としてその途上国内の地域に拡大する、ある途上国内でうまくいった事業を国

の政策としてかかげ、国中に広げていく、それからほかの途上国に広げる。また、最近アジ

ア、アフリカ協力ということが盛んにいわれておりますように、ほかの地域にも広げること

も重要である。これらの活動のための連携に関しては、国際機関、現地政府と同時にＮＧＯ

の可能性をもっと探ることも必要だと思います。ＮＧＯも南南協力で活躍しておりますの

で。 

 それから３点目は少し大きな動きについてですが、先ほども国際的議論の潮流というお話

がありましたので、その観点から申しますと、2004 年、2005 年、2006 年は日本にとって非

常に重要な年であります。国際社会が、日本がどのように行動するのか、どのような政策・

戦略を打ち出すのかということに注目する、ある意味では非常にいい時期であり、重要な時

期であると感じます。 

 2005 年の秋には、2000 年に採択され国連ミレニアム宣言の５年後のレビューが首脳級で

行われるということがもう決まっております。日本を含め、各国がこのサミット会合に向け

ていろいろと準備を進めていると思うのですが、その際に、日本はミレニアム開発目標達成

のためにどのように今まで貢献してきて、どのような成果があったのか、また、今後、ミレ

ニアム開発目標達成のために日本はどういうアプローチをとるのかということが注目され

ると思います。 

 それから、来年は、Ｇ８サミットがイギリスで行われるので、開発の課題が大きく取り上

げられ、イギリスが力を入れているアフリカ開発にも焦点があてられます。 

 それからもう一つは、国連改革に向けての議論が徐々に深まってきています。来年は国連

の役割、それから国連における日本の立場、役割ということにも注目が高まる時期です。そ

うしますと、平和構築、紛争後の復興開発や紛争予防、それから経済社会開発という国連の

活動の非常に重要な部分で、日本がどのようなリーダーシップを今までとってきて、今後ど

のような方向性をもって活動を進めていくのかということについても国際社会は注目する



と思います。2005 年は国連の 60 周年、2006 年は日本の国連加盟 50 周年ということで、2006

年も引き続き日本に関しての関心が高まるということではないかと思います。 

 最後に、こういう流れの中で、ことしは日本のＯＤＡ50 周年です。最近、先進国のＯＤ

Ａが増えている中、日本は数年間減少しているので、どのようにＯＤＡを位置づけていくの

かということは、世界の関心事です。ですから、そういう意味で、この３年、ことし、来年、

再来年は非常に重要な時期で、日本が世界に向かってアピールできる時期でもあるのと同時

に日本が注目されているということを踏まえて行動をとらなくてはなりません。今、議論さ

れている基本方針ですとか方向性はこのような潮流の中で行われているということを認識

する必要があるのではないでしょうか。 

 ちょっと長くなって済みません。ありがとうございます。  

○高橋小委員長  何かございますか。  

○國安海外土地改良技術室長  今３点、非常に貴重な意見をご紹介していただきまして、

ありがとうございます。 

 まず評価の面でございますけれども、これにつきましては、我々もどのような評価を進め

ていくのかということで、今非常に苦慮しているところでございまして、先生ご指摘のよう

なことができればいいのですけれども、データ的なものとか、なかなか整ったものがなくて、

どこまで作業ができるかというのは現段階ではちょっと言えない状況です。これから資料を

集めて、そういう作業がどの程度できるのかということを、また個別に委員の先生方ともご

相談しながら進めていきたいと思っております。 

 それから２番目の成果の拡大の部分につきましては、ページによってＮＧＯが抜けていた

り入っていたりする部分がございまして整合がとれてないのですけれども、当然のことなが

らＮＧＯも含めて考えておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。また、

成果の拡大につきましては、今おっしゃられたように、国内の拡大はもとより、南南協力等

を活用して、そのほかの周辺国、あるいはアジアからアフリカということも十分頭に入れて

考えたいと思います。 

 最後の国際的な議論の潮流のことにつきましては、当方も理解しておりまして、この委員

会の中でいただいたご議論の成果等も踏まえて、議論の結果を、外務省であるとか、ＪＩＣ

Ａであるとか、いろんなところに伝えていって意見交流して日本の議論の中に入れていって

いただければと思いますので、我々としても働きかけていきたいと思っております。  

○高橋小委員長  どうぞ、谷山委員。  

○谷山専門委員  ２点お話ししたいのですけれども、11 ページで、「貧困・飢餓の撲滅

や人間の安全保障の実現にも資するかんがい開発の推進」ということがありますが、貧困と

か飢餓の撲滅というのは目標としてはいうまでもないことでありますけれども、そのために

かんがいが必要だということ、これも当然のことだと考えていますが、今かんがいが世界で

問題になっているのは、どのように水を有効に利用するかということ、英語では more crop 



less drop とか、more crop per drop とか、言われているわけでありまして、そういう観点

からすると、例えば「見直しの基本方針」の２）の中に、①の「持続的に維持管理しやすい

末端かんがい施設の整備」だけで、いいのかなあと。例えば、かんがい効率の向上といった

観点も表現されたらよろしいのではないのかと考えます。 

 というのは、2006 年に、メキシコで、４回水フォーラムが開催されますが、多分、そこ

では水の有効利用というようなことが大きなテーマになってくるのではないかと考えるか

らです。先ほど弓削委員がお話しになったように、この 2006 年までの間というのは極めて

重要な期間で、水に関しては、2006 年のメキシコの水フォーラムが一つの目標になるので

はないでしょうか。 

 それからもう一点、16 ページと 17 ページに関係することですけれども、日本のＯＤＡで

は二国間ベースの技術協力が中心のような気がいたしまして、ヨーロッパの国々は、国際機

関とか国際学会にお金をぼんと出し、それぞれ自由にやらせるとか、それから、表現は悪い

けれども、裏にまわって立ち回るといった、そういう動きが非常に多いようですね。 

 日本の場合は、ほとんど日本主体、相手国に対して援助してやるという形で、表に日本が

出てくる協力関係だと私は思うのです。そういう点、17 ページに、"国外の援助関係機関"

というのが表示はされているのですけれども、必ずしも国連だけではなくＮＧＯとしての国

際機関、例えばＩＣＩＤのようなものをもつと活用することが重要なのではないかと私は考

えます。  

○高橋小委員長  ありがとうございます。  

○國安海外土地改良技術室長  ２点、ご指摘いただいたと思います。 

 まず１点目のかんがい開発の部分につきましては、確かにいきなり末端かんがい施設の説

明に入っていますので、その前段がやはり必要なのだと思いまして、谷山委員と我々も共通

の認識でございます。いかにかんがい効率を高めて有効に水資源を活用できるかということ

がそもそもの発想の初めでございまして、これまで、いろいろな政府開発援助等で、基幹水

利施設、幹線水路ぐらいまではできていたのですけれども、その後の圃場内水路であるとか、

そういう末端施設ができてないことによって有効に活用できなかった部分がある。幹線水路

のすぐそばの農家の方は水を潤沢に使えるのだけれども、ちょっと離れると全然使えない。

あるいは、末端水路を作ったのだけれども、末端水路の上の方の人が勝手に水路を崩して自

分のそばだけ水を使って、それより後のところには、水路はあるけれども水が流れないとい

うようないろいろな問題があります。また、幹線水路につきましては政府が管理するけれど

も、末端部分については農家の管理に任せてしまっているので、政府の手が届かない部分が

出てきて、それがうまくいってないというような話がございます。そういう観点から、末端

水利施設により着目してかんがい効率の向上に役立てたらどうかというものが趣旨でござ

います。これを具体化といいますか、もうちょっと肉づけしていく段階ではその辺のそもそ

も論も含めて述べていきたいと思っております。 

 それからもう一つの、いろいろな関係機関、国際機関であるとか、ＮＧＯだとか、そうい



うところを活用するという面につきましては、当然のことながら、いろいろな主体を活用し

ていきたいと思っておりまして、やはり国、あるいは課題によって日本のコンサルタントが

得意な部分、あるいは現地のコンサルタントが得意の部分、ＮＧＯが得意な部分、国際機関

が得意な部分、それぞれ得手不得手があると思いますので、それらを融合して、うまく組み

合わせていきたいと思っております。 

 一例でございますけれども、例えば南米の農業普及のプロジェクト等におきましては、政

府予算の削減によって農業普及員が全然いない。ではだれが普及員になるのかというと、Ｎ

ＧＯと呼ばれる、実際はコンサルタント的な方々らしいのですけれども、そういう人を雇わ

ないことには普及員すら確保できないというような現状もございまして、必然的に使わなけ

ればいけない地域もあるわけでございます。今のは極端な例でございますけれども、そのよ

うないろいろな主体を多様に組み合わせていきたいと思っております。 

 以上です。  

○高橋小委員長  どうぞ、目黒委員。  

○目黒専門委員  幾つかございますが、まず、先ほど谷山委員からコメントがありまして

お答えもいただいた点、日本のＯＤＡが二国間中心ということでもなくて、実は国際機関に

大量の資金をつぎ込んでいるということはありまして、ただ、谷山委員がおっしゃったこと

を私が勝手に推察しますと、例えばＣＧＩＡＲというネットワークがあるわけですが、ここ

への援助が最近とみに、ＯＤＡ削減によって多大な被害が出るぐらい削減されているという

ことがありますので、これは 16 の研究機関ですので、地球環境とか、あるいはコミュニテ

ィ開発という観点からみますと、こういうところとの連携というのは、この小委員会のタス

クから考えるともっと見直していいのではないかと私自身は感じます。  

○高橋小委員長  今の、ＣＧＩＡＲと略語でおっしゃったのは何でございますか。  

○目黒専門委員  これは Consultative Group on International Agricultural Research

の頭文字で、農業中心の国際研究機関のネットワークなのですが、日本はかなりこれまで援

助してきた経過があります。特に比較的最近になってこのグループに参加した森林関係の研

究機関がありまして、私、たまたまその森林のところの理事を何年かやったので、専門では

ないのですが多少認識があるわけですけれども、本当にもう半分ぐらいに減ったのですね。

 それで、森林の方は日本が最大の援助国で、日本がかなり影響力をもっていたのですが、

余り口は出さないで、本当に研究所に任せて自由に研究するということで、大変活発な研究

が進んできた段階でガタッと援助が減ったという状況になっているわけです。ですから、地

球環境保全とか、それから人と森、あるいは人と砂漠、半砂漠地域の研究とか、農業とか、

そういったことを考えたときに、やはりこれは包括的なコミュニティ開発の問題ですので、

そういう意味で大変重要な役割を担っているのではないかと思っておりました。 

 この点はよろしゅうございますが、それで次にもっといいたかったことは、今回、ＯＤＡ

にジェンダー平等の観点ということが基本方針の中にも入りました。ただ、今回のこの基本



方針について私は大変よかったなあと思うのは、言葉として、ジェンダー平等、女性のエン

パワーメントという表現が出ております。ＯＤＡの方は男女平等参画という言葉にすりかえ

られてしまったのですが、これは意味が違いますので、ジェンダー平等という言葉を、表現

をここに出していただくことは大変に重要なことで、大変うれしく思っておりますので、こ

れはぜひ維持していただきたいと思います。 

 ただ、そのプレースメントが大変難しくて、例えば７ページも、「人間の安全保障の実現」

のところに出てきているわけで、この書きぶりをみますと、地域紛争とか環境の悪化、飢餓

といった、そういう困難な状況にある人々を守るとか、農業農村開発協力を推進するという

ことの中での位置づけがちょっと部分的な感じがしますので、これをどのように入れるか難

しいというのは重々承知ですが、認識として、例えば貧困と飢餓の撲滅とか、地球環境の保

全とか、平和の構築とか、すべてのところにジェンダー平等、女性のエンパワーメントがか

かわっている。つまり、地域の担い手は男性も女性も対等であると。特に地域の担い手にな

っているのが女性たちでありながら、十分な位置づけがされていなかったというのがこれま

での状況なので、そこをしっかり意識した上で計画を展開してほしいというのが私の要望で

す。 

 ちなみに、11 ページに、上の枠の中に○のポイントとして①、②とある中の①に、「計

画段階から農民を参加させ」とありますが、こういう書き方をしますと、これまでですと、

農民というと男性しか念頭になかった。女性を対象にしたものは、例えば菜園づくり、家計

補助みたいな、そういう観点からのものしかなかったのですね。ですから、ここでモデルケ

ースになっているようなスラウェシの農村開発のあのプロジェクトでもそうでした。したが

って、ここのところはしっかりとそういうことを認識した上で細かい計画を立てていくとい

うことを切に要望したいと思います。 

 それからもう一点、スラウェシプロジェクトが手法として代表的なものであるということ

で、アフガンに適用したいということがお話の中にありましたけれども、この２つの地域は

状況はかなり違うわけですね。アフガンの場合には、当然のことながら、長年の紛争を経た

平和構築の段階にあるわけですので、直接これをどうやって転用するかということについて

は細かな配慮が随分たくさん必要ですが、私は大変重要だと思います。女性が男性とかかわ

っていく、そのかかわり方がどうかというところが最大の問題になると思いますので、この

ことについても、今現在余り詳しいことはわからないかもしれませんが、将来的に今のよう

な点をよく考慮していただきたいと思います。  

○高橋小委員長  今３点ございましたけれども……。  

○國安海外土地改良技術室長  まずＣＧＩＡＲの関係といいますか、国際研究機関との協

力の関係ですけれども、我々としても、一つの主体として非常に重要なものだと思っており

まして、関係強化に努めております。代表的な例でいいますと、アフリカのＷＡＲＤＡが開

発したネリカ米というのがありますけれども、これまでもこの委員会で紹介しております。

知名度は高いのですけれども、現地でどこまで普及できるかという問題はあるやに聞いてお



ります。特に今、農水省関係のＪＩＲＣＡＳという研究所が単に陸稲のネリカだけではなく

て、天水田等でも活用できるような新しいアフリカの米をつくっていきたいと精力的に研究

しておりますので、それらとも歩調をあわせて考えていきたい。 

 あるいは、後ほど出てくる国際水田・水環境ネットワークの中で出てくると思いますけれ

ども、スリランカに、ＩＷＭＩという国際水管理研究所というのがあります。それもＣＧＩ

ＡＲの一つの機関ですが、そこは当然のことながら、先ほど谷山委員からご紹介ありました

ようなかんがい用水の効率化ということも研究して、非常に我々と近い分野でございますの

で、ケース・バイ・ケースになると思いますけれども、そういう国際研究所とも十分連携を

とってやっていきたいと思っております。 

 それから女性の問題につきましては、我々も単に一つの分野でとらえるということではな

くて、全体に係ることだと思いますので、そういう観点では、念頭に置いてやっております。

至らない部分がありましたら、また逐次ご指摘いただき、これから文章に具体化していく中

で教えていただければと思っております。 

 最後のアフガニスタンの関係ですけれども、ちょっと言葉足らずでしたが、今年、16 年

度から、緑資源機構に補助金を出しておりまして、５年間かけて、実際インドネシアでやっ

てきたような手法がアフガニスタンで活用できるのかどうなのか、あるいは活用するために

はどのようなことをやっていったらいいのかということで、機構の職員に現地にある程度長

期にわたって滞在してもらって、現地の関係機関と一緒になって具体策を構築するという調

査も行っておりますので、それらの調査も踏まえて具体的なことは考えていきたいと思って

おります。  

○高橋小委員長  ほかに。――では河野委員からどうぞ。  

○河野専門委員  １つだけ。農業農村開発というのは、最終的には農民だとか地域住民だ

とかの協力を得なければ成功はないと。そういう意味で、この基本方針の中に、住民参加だ

とか、ジェンダーの問題だとかが恐らく前のバージョンに比べてかなりたくさん取り入れら

れた、これは非常に評価できると思います。 

 ただ、やはりベースになっている考えは、ある技術というものがあって、それを現地に、

地域に適用する過程で農民の人に参加してもらう。よりスムーズにそれがそれぞれの場所で

応用されるという考えがあると思うのです。ところが、広い意味での技術だとか、あるいは

知恵なんていうものは、もちろん、研究者とかそういう人たちがつくるものもありますけれ

ども、恐らく、多くの技術、多くの知恵はそれぞれの地域にあるのです。今まで、これがほ

とんどみえない形で私たちはいろんな発展途上国で活動をしてきた可能性が大きいと思う

のです。 

 というのは、要するに研究者とか政府がもっている技術とか知恵というのは非常にみえや

すいメニューになっているわけです。そこからパッとそれぞれの地域に合うのを選んでパッ

と適用できる体制が準備されています。だけれども、地域だとか現地で実際に行っているの

だけれども、外からみえにくい。眠っているものというのはみえないわけですね。メニュー



が用意されてない。だけれども、これからそういう、実際に行われているけれども、外部の

人たちには目にみえてない知識や技術を掘り起こして、それをほかのところでも応用できる

ような形でちょっとスケールアップする。あるいはそれをちょっと改良してより汎用性の高

いものにするとか、そういう視点が恐らくこれから私たちがやっていかないといけない一つ

の方向だと思います。それをもうちょっと書き加えていただければと思います。  

○高橋小委員長  私、今の点は大変自分でも考えていることでございますけれども、これ

は急にはご返事しにくいかと思いますが、何かおありになれば。  

○國安海外土地改良技術室長  非常に重要な課題だと思っております。本来であれば、技

術開発のところで今ご指摘のようなことは当然書かなければいけない部分だと思いますの

で、次回の資料からは反映させていただきたいと思っています。 

 具体的な調査としては、今、農村振興局の行っている調査の中でもそのような現地におけ

る技術をいろいろ発展させていくなり応用していくなりということは念頭に置いて具体的

には調査を進めておりますので、外向けに対してもぜひ説明していきたいと思います。  

○高橋小委員長  どうぞ。  

○稲永専門委員  ２つ簡単に。 

 １つは、13 ページに、細かい問題で申しわけないですが、上の囲みの中の③、④、これ

は水、下草、ふん尿の循環によるとか、このように決めつけない方がいいと思います。いろ

んなパターンがあるので。それから④の遊牧民の定住促進、余計なお世話だと現地の人にい

われる（笑声）。それから森林がないところもありますしね。ですから、どうするんだ、下

草がないところではとか、ありますので、この辺は余り限定しないで書かれた方がいいと思

います。これを書くと、定住促進をすれば黄砂発生が抑えられるなんてとんでもない話で、

大きなお世話だといわれる。 

 それからもう一点は、私、いつも申し上げているのですけれども、これをやることによっ

て日本にどんなメリットがあるか。非常に外にはいいにくいあれですが、日本人のこういう

のにかかわるキャパシティビルディングですね。何か日本に専門家がいっぱいいるみたいな

ことを背景にこういうのが出ていますけれども、私がみるところ、ほとんどいないのではな

いか。南南協力だってなかなかできない。先ほど目黒委員もおっしゃったように、国際機関

との連携をもっと強めて、そういう中に日本の旗を掲げる。私も一つのＩＣＡＲＤＡという

国際乾燥地域農業研究センターの理事をしていますけれども、今努力しているのは、そうい

うところに日本の旗をみせながら、日本人のトレーニングもしていく。ですから、ここの中

でも、日本人をどうやって育てていくのか。それが効果的な支援につながっていく一つの道

だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。  

○國安海外土地改良技術室長  １点目は十分理解いたしました。 

 ２点目でございますけれども、現在、我が方としても、国際機関との連携、十分考えよう



としておりまして、分野ごとにそれぞれありますが、当方の関連の深い部分としては、先ほ

どいいましたスリランカのＩＷＭＩという国際機関ですけれども、そこには農業工学系の農

水省の職員を１人、研究員として派遣しておりまして、そういう人材確保にも役立てて、我々

の考え方と現地の国際機関との考え方のいろんな議論の窓口にもなっていただいていると

思っております。 

 援助要員といいますか、担う人材の育成につきましては、例えば７ページの視点の意義・

目的の中で、５番目に「人づくり」とございますけれども、途上国の人づくりだけではなく

て、それを支える日本人の人づくりもあわせてやっていきたいと、双方の人づくりは考えて

いきたいと思います。  

○齋藤設計課長  ちょっと補足させていただきますと、国際機関と連携というのも、彼が

説明したようなのですが、私ども思っているのは、新たな試みとして、これまで例えばタイ

とかフィリピンとかインドネシアでかんがい技術センターをやっているわけですね。一つの

例を挙げますと、タイはバーツ経済圏でラオスとかカンボジアとか、彼らは彼ら自身でやっ

ているわけですね。 

 私どもの思いというのは、例えば日本がつくったＯＤＡの施設、かんがい技術センター、

そこで、我々、ミャンマーとか何かもやってますが、アジア地域とか、アジアモンスーンと

か、例えばタイとかフィリピンとかインドネシアを拠点にして、日本人の専門家も入り、そ

れからタイとかフィリピンとか、そういう技術者も入り、それを一緒に農家の方とか地方政

府の職員とか、そのようなこともイメージしておりまして、国際機関もそうですし、従来に

ない、広域というのは、東南アジアとか、南西アジアとか、そういう広がりをもった、ただ

単に二国間だけではなくて、開発途上国の職員とか何かと一緒にそのようなことも、ちょっ

と言葉足らずですが、模索していきたいと、そういう思いもあります。次回はそういったも

のも広く披露してご意見を賜りたいと、このように思っております。  

○高橋小委員長  ありがとうございました。 

 先ほどもちょっといいかけたことですけれども、私は、技術移転というのは、外から新し

い技術を、北側の技術をもっていくことだけではなくて、地域の中に内在しているものをこ

ちらが学び取るという相互作用が必要だということをいつも考えておるわけでございます

けれども、先ほど河野委員からもご発言あった点でございますが、そんな点、今後もちょっ

とお考えおきいただければと思っております。 

 では、時間も詰まってまいりましたので、議題の１に関してはこのぐらいにさせていただ

いて、議題の２にまいりたいと存じます。「南西アジア・中東・中国等における農業農村開

発分野の協力の方向～現状と課題～」についてのご報告を事務局からいただきたいと存じま

す。  

○國安海外土地改良技術室長  それでは、「南西アジア・中東・中国等における農業農村

開発分野の協力の方向～現状と課題～」について資料－４を基にご説明いたします。 

 まず表紙をめくっていただきますと目次がございますけれども、これまでの検討経緯を簡



単にご紹介した後、今回ご検討いただく地域のＯＤＡ大綱等におきます位置づけをご紹介し

ます。それから検討対象国が多うございますので、それをある程度グループ分けして考えよ

うということで、それの分類の方法。その後、各分類した地域ごとに課題の検討を７項目に

ついて行っております。それらの課題を整理して、４つのグループごとに課題の分析という

作業をしております。 

 まず１ページをお開きいただきたいと思います。地域別の協力方向の検討につきまして

は、これまで平成 13 年から検討を開始しておりまして、東南アジア、サブ・サハラアフリ

カの検討を実施いたしました。今回は、地図にあります赤い部分、面積は広いのですけれど

も、南西アジア、中央アジア、中東、中国の 31 ヵ国を対象として検討を実施したいと思っ

ております。 

 続きまして、それらの地域のＯＤＡにおける位置づけでございますけれども、２ページで

ございます。ＯＤＡ大綱におきましては、今回検討する地域のうち南西アジアについては、

大きな貧困人口の存在に配慮、それから中央アジアは民主化や市場経済化への支援、中東は

社会的安定と平和の定着に向けた支援を行うと記述されております。それから中国につきま

しては、東アジアの中で書かれていると理解しております。 

 それから我が国のＯＤＡの実績におけるこれらの地域に対する支出というのは、ＯＤＡ全

体が、先ほど委員の方からも紹介ございましたように、減っている中で、この地域も連動し

て漸減傾向ということでございます。ただ、割合的には南西アジア 13％、中国 12％、中東

７％、中央アジア５％というようにかなり比重の高い地域だと思っております。 

 それから検討の対象国の分類についてでございますけれども、３ページでございます。先

ほど言いましたように、対象国が 31 ヵ国ということで広範に及びますことから、ある程度

グループ分けしようということで、農業農村開発協力のご検討をいただくということもござ

いまして、まずは農業形態、これは小麦を主体としているか米を主体しているか、あるいは

降雨量ということで分けてみたいと思っております。 

 左下のグラフでございますけれども、赤い折れ線グラフと緑の折れ線グラフが下の方にあ

りますけれども、赤の部分が総カロリー供給量に占める小麦の割合、緑の部分は米の割合で

ございます。インドとパキスタンの間あたりに縦に青い一点鎖線を引いておりますけれど

も、この辺を境にして、西側は小麦中心の国々、東側は米中心の国々という形で分けられる

のではないかということで、いろいろグループ分けの仕方というのはあるわけでございます

けれども、この資料におきましては、インドとパキスタンの間で線を引かせていただいてい

る。それからパキスタン、キルギス以西の国々につきましても、中東地域と旧ソ連邦の中央

アジアの地域というのをグループ分けして考えようということで分けております。 

 ただ、中国につきましては、検討対象国の 27％を占める広大な国土ということで、単独

で検討しております。中国の中でも北と南、内陸と沿岸でかなり違う部分があるのですけれ

ども、これ以上分けると煩雑になるということもございまして、中国は１ヵ国としておりま

す。 

 それを図にしたものが次の４ページで、南西アジアが５ヵ国、中央アジアが９ヵ国、中東

が 16 ヵ国、中国は１ヵ国ということでございます。パキスタンは、この資料では、先ほど



いいましたように、黄色い国々、中東として取り扱っております。 

 それからグループ別に検討する課題でございますけれども、いろいろな国際社会において

重視されている課題を踏まえまして、農業農村開発の視点ということで３つの視点、極度の

貧困と飢餓の撲滅、ジェンダーの平等、天然資源・環境というような視点から７つの指標を

抽出して、それに対して検討しているということでございます。 

 まず１つ目の指標の栄養不足人口でございますけれども、６ページ左下のグラフを主に見

ていただきたいと思います。南西アジア、青い点でございますが、これらの国につきまして

は、スリランカを除いて穀物自給率が高いにもかかわらず、栄養不足人口の割合が世界平均

と比べ高い国が存在しているということで、グラフでいいますと黒い点線で囲った部分でご

ざいますが、特にバングラデシュという国は栄養不足人口が高いのですけれども、右下のグ

ラフで見ますと、かなり穀物にカロリー摂取を依存しているという状況がございます。 

 また、この地域では世界の栄養不足人口の 32％に当たる２億 7,000 万人が南西アジアに

栄養不足人口として存在しているということでございます。中東は栄養不足人口は少ない、

中国は、割合は少ないけれども、人口が多いので、 1.4 億人も栄養不足人口が存在してい

るということでございます。 

 続いて７ページの貧困人口でございますけれども、貧困人口に関しましては、南西アジア

がちょっと浮き出た形で高くなっておりまして、30％以上になっております。それから中央

アジアでは貧困人口の割合は少ないものの、栄養不足人口の割合が高い国が存在していると

いうことでございます。中東では、貧困人口、栄養不足人口とも低く、左下の方に偏ってい

る。中国では、そういう割合は少ないのですけれども、右側のグラフにあります赤い点でご

ざいますけれども、都市部と農村部の貧困人口の割合というのが２倍以上開いているという

ことで、貧困の格差があると感じております。 

 続きまして８ページ、穀物自給の関係でございます。南西アジア、青い点の部分でござい

ます。先ほどいいましたように、穀物自給率はほぼ 100％達成しておりますけれども、水田

の国々ということもあると思いますが、一人当たり耕地面積は、一番大きなインドでも 0.4

ヘクタール未満ということで、小さい面積で農業をしているということでございます。 

 それから中央アジアでは、栄養不足人口の高い国では、一人当たり輸入量が増加する傾向

ということで、真ん中のグラフでございますが、若干右上がりという傾向がございます。

 それから中東、黄色い国々でございますけれども、栄養不足人口の割合の低い国において

一人当たり輸入量が多い国が存在しているということで、これも横にベタッと広がったよう

な分布になっております。 

 それから、それぞれの国とも、カザフスタンを除いては、一人当たりの耕地面積が 1.3

ヘクタール未満と小さいこともございまして、一番右のグラフでございますけれども労働生

産性を伸ばすというよりも、土地生産性、単位当たり面積の収量を伸ばす方向に、傾向とし

て動いているということでございます。 

 それから９ページ、ジェンダーの関係でございます。これは人間開発指数とジェンダー開

発指数の差等を活用してみたわけでございますけれども、特に言えそうなのが、緑色の中央

アジアの国々ではジェンダー開発指数が比較的高くて、男女間の格差が小さいということ



で、下に寄っている。女性の経済活動人口というのが右側の図でございますけれども、右上

に寄っているということで、活動人口が大きくて、特に非農業部門において進出されている

と思われます。 

 逆に、中東では男女間の格差というのが他のグループと比べて大きく、左側の図でいきま

すと上に寄っている。右側の図でいきますと、一部を除き、女性の労働人口は農業に集中し

ている、左上になっているという形でございます。 

 それから水資源・かんがいの部分を２ページ載せておりますけれども、10 ページでは、

特に中央アジアでは水資源可能量が少ないほどかんがい率が高くなる傾向ということで、左

上から右下に向かっているという状況になっております。 

 それから中東では水資源可能量というのが下に分布しておりまして、世界平均のおおむね

２分の１以下ということになっております。中国でも、一人当たり水利用の可能量が世界平

均のおおむね４分の１程度ということで、極めて限定的でございます。 

 それから次のページで農業用水の割合を見てみますと、どの国も 60％以上の水は農業用

水として使われているということでございます。特に一人当たり水資源可能量の小さい国、

下側の国ですけれども、そういう国は農業用水の利用割合が高いということでございます。

それから地下水と地表水の利用の分布につきましては、中央アジアの国がわりと地表水依存

ということでグラフ上確認できると思います。 

 続きまして 12 ページでございます。土壌劣化に関しまして、中央アジアの緑色の国々で

は、比較的土壌劣化の程度は軽度でございますけれども、右側のグラフを見ていただきます

と、カザフスタンを除くすべての国々で農業活動が土壌劣化の主原因ということで、右側に

集中しているという状況になっております。 

 一方、中東の国々では、土壌劣化の程度というのは重度の国が多いのですけれども、右側

のグラフでは、上の方に分布してなくて、逆に下の方になっているということで、過放牧や

自然植生の伐採状況などの農業活動以外を土壌劣化の主原因としている国々が多いという

ことがいえると思います。 

 続きまして 13 ページでございます。環境の面でございますけれども、データの都合で、

塩類集積と黄砂を今回は取り上げております。左側のグラフでいきますと、中央アジア、中

東では厳しい気象、土壌条件下における不適切なかんがい排水等により塩類集積が発生して

いるということでございます。 

 それから右側でございますけれども、中国西部やモンゴルで発生した黄砂が日本や韓国な

どに影響を及ぼしておりまして、特に 2000 年以降、その頻度が増加しているということで

ございます。 

 これらを取りまとめておりますのが 14 ページでございまして、４つの地域と７つの指標

に基づいてそれぞれマトリックス的に書いております。南西アジアでは、栄養不足人口の問

題、貧困人口、穀物自給等の課題が大きい。中央アジアでは、栄養不足人口が高いことに加

えまして、土壌劣化であるとか、環境、塩類集積の問題が課題として残っている。それから

中東では、ジェンダーの問題、水資源、土壌劣化、そういう天然資源の課題が大きいと思わ

れます。中国では、貧困人口、特に都市部・農村部の格差の問題、それから水資源が極めて



少ない問題と黄砂の問題があるのではないかということで、４地域につきまして具体的な分

析をしております。 

 まず南西アジアでございます。この地域は栄養不足人口が高いということが特徴ですけれ

ども、特にバングラデシュ、ネパールでは、左上のグラフにありますように、穀物に偏った

農業生産がされている。それからバングラデシュ、スリランカ等では、その主要穀物の中で

も特に米に偏っているということで、今後、先ほど下村委員からございました非農業的な収

入とあわせて非穀物的な収入も考えるということになりますと、米の単収を増加させて作物

の多様化を図ることが１つ課題ではないかと思われます。 

 それから栄養不足人口が特に高いバングラデシュでは 0.4 ヘクタール以下の小農が多い

ということで、全体の３分の２を占めているということです。それから右下にありますよう

に、地域別の米の生産量にかなり格差がありまして、食料供給のアンバランスが存在するの

ではないかと思われます。 

 続きまして中央アジアでございますけれども、ここでは旧ソ連からの独立後、市場経済が

うまくいかなかったということが言われておりますけれども、特に紛争を抱えておりますタ

ジキスタン、アルメニアでは極めて高い栄養不足人口が継続しております。それから栄養不

足人口の高い４ヵ国のうちアルメニアとグルジアでは、国内生産量、特に小麦の生産量に改

善がみられず、輸入量が増加しているということでございます。 

 あと、塩類集積の代表的な例としてアラル海の問題をコラム的に書いております。 

 それから 17 ページ、中東でございますけれども、中東におきましては、水資源が非常に

限られているということが課題でございますが、これにつきましては、農業用水がほとんど

の部分を占めているということから、既耕地における農業用水の効率的な利用というのが水

資源の有効活用のためには重要である。このために、いろいろな方法が考えられると思いま

すが、対応の例として、伝統的に利用されてきたカナートやハッターラ、国によって呼び名

が違うらしいですが、それの適切な維持管理や更新。これは現地の適正技術ということにも

通じると思いますけれども、そういうことや、新たな技術として地下ダムや地下水涵養ダム

も考えてはどうかと思っております。 

 それから女性の課題が多い地域なのですけれども、意思決定の段階から女性が参加できる

機会をつくっていくことが必要ではないかということで、これは１つ事例としてエジプトの

例を書いておりますけれども、女性が参加するには、男性がレクチャーするようなところに

は配偶者が行かせないこともあるということで、女性をモデレーターにした女性だけのワー

クショップに参加していくということもＪＩＣＡプロジェクトとして行われております。こ

のようなこともきめ細かい対応として考えていくべきかと思っております。 

 それから最後でございますけれども、中国に関しましては、米、小麦の耕地面積、生産量

というのが近年減少傾向にある。それから人口も増加予測があるということで、これらが相

まって、栄養不足人口の増加が懸念されております。それから南北間の水資源量の格差であ

るとか、都市部と農村部の所得の格差という国内格差の問題が大きい。中国北部等における

植生劣化等を原因として発生する黄砂の日本への影響に対する対応も考えられると思って

おります。 



 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。非常にたくさんの国、広い範囲にわたって多

様な国を整理していただいた、大変ご苦労な作業だったと思いますが、これをごらんになっ

て、説明を伺い、何かご意見、あるいはご感想などあれば委員の先生方からお出しいただき

たいと存じますが。 

 どうぞ、谷山委員。  

○谷山専門委員  13 ページの塩類集積の問題ですけれども、こういう中央アジアとか中

東の乾燥地域における塩類集積の対策としては排水が必要なのではないかと思うのですが、

先ほどの見直しの基本方針のところではかんがいだけが書いてありまして、排水が欠けてい

るのですね。それで、もしも中央アジアのような乾燥地域の国をＯＤＡの対象として考える

ならば、排水も何らかの格好で取り上げないと、成果が得られないのではないかと思うので

すが。  

○高橋小委員長  では稲永委員、お願いします。  

○稲永専門委員  非常に貴重な資料、それから検討・分析、ありがとうございました。た

だ、中央アジアについては、私も余りあれですが、入ってないのですけれども、もう一つこ

れに加えて、視点で、旧ソ連の崩壊で、ソ連自体、例えばウズベキスタンとかああいうとこ

ろでは、単作化、綿花の生産基地にさせられていた。それが一つの国として独立して、今度

小麦もつくらなければいけない。そのような、これまでの衛星国といいますか、ソ連邦の中

にあったときはほかから小麦が来ていた。強制的にさせられたわけですね。今度自立してや

るとなると、そういう農業の多様化ということも視点に入れた支援をしないと、例えば小麦

作とか野菜作とか、なかなか成果が上がりにくいのではないかと思いますので、その辺もひ

とつ視点に加えていただければと思います。  

○高橋小委員長  どうぞ、ご質問を先にどんどん出していただいて、まとめてお返事いた

だければと思います。 

 それでは、弓削委員、どうぞ。  

○弓削専門委員  ありがとうございます。先ほどの議題の見直しの基本方針では、これは

前の書類の７ページですけれども、５つの項目に分かれていました。今回の 5ページにある

「開発課題の検討」ですと、３つの視点に対応する７つの指標ということで整理されていま

す。１つ重要なことで、「平和の構築」が見直しの基本方針の中に出ているということと、

今回の対象地域である中東については、２ページの上の方にも書いてありますように、「社

会的安定と平和の定着に向けた支援を行う必要」ということがあります。ほかの地域でも、

紛争を経験している国、また経験した国にとっては、やはり平和構築が非常に大きな課題で

はないかと感じているのですが、この５ページではそういう言葉が出てこないというのがち



ょっと気になるところです。 

 もちろん、一つ一つの指標はこれに関係しているわけですが、平和構築という大きなとら

え方が抜けてしまうことで何かが落ちてしまうのではないかという心配がありますので、そ

の点について教えていただければと思います。  

○高橋小委員長  どうぞほかの先生方、いかがでございますか。――それでは、河野委員

から。  

○河野専門委員  極めて細かい点だけです。 

 15 ページ、南西アジアの課題のところですけれども、上に３つマルがあって、バングラ

デシュの土地所有農家が全体の 66％となっていますが、下のグラフをみると、「全く土地

をもたない農家」とか、「宅地をもつがその他の土地を有しない農家」というのは、これは

土地なし層で、土地所有農家にはならないですよね。農家ではないですよね。だから、これ

を抜かしてその割合を計算しないとおかしくなります。それだけです。  

○高橋小委員長  どうぞ、下村先生。  

○下村専門委員  この資料について１点、それから先ほどの資料について１点、ちょっと

追加で申しわけないですけれども、コメントしたいと思います。 

 かんがいの話が今回かなり重要な問題として出ていますが、土地所有の形態が現状どおり

だと、かんがい網を整備してもなかなか効果が上がらないということも、特にパキスタンに

ついては専門家の意見でそういう意見が強いので、そういう制約条件があるということを頭

に入れておく必要があるかなと思います。 

 それから先ほどの資料の南南協力についてちょっと追加でコメントしたいのですが、南南

協力という構想自体は日本独特の理念でもあるし、非常に効果的な方法だと思いますけれど

も、強い方の南が弱い方の南に対して技術支援をするということについて、弱い方の南がど

のように考えるかということについて、我々は今まで余り考えてこなかったのではないか。

 例えばタイとラオス、カンボジアの場合、経験も似ているし、気象条件等も似ている。社

会構造、社会心理学的にも似通った点があるのではないかと思いますが、そういう意味でタ

イの経験を周辺に移転するというのは非常に効果的ではあるのですが、他方、ラオスとかカ

ンボジアの中で、あるいはミャンマーにもそうだと思いますけれども、タイに対する反感が

極めて強いということがあります。ですから、そういう感情がある中で非常にタイの優位が

くっきりと浮かび出るような形で南南協力が進められることのないように留意していくと

いうことも必要ではないかと思います。  

○高橋小委員長  どうぞ、ほかの先生いかがでございますか。 

 ではよろしければ、事務局から。  

○國安海外土地改良技術室長  順不同になりますけれども、若干コメントさせていただき



ます。 

 まず平和の構築の問題でございますけれども、この資料の５ページの視点につきまして

は、わりと横断的な、各地域を比べられるような視点ということで入れております。平和の

構築については、後ろの方の地域別に分析する段階で、中東において、イラクであるとかア

フガニスタンとか平和の構築の課題が多いと思いますので、中東の箇所では平和の構築を入

れておかないとまずかったのかなという感じがしております。ご指摘を踏まえて今後検討を

さらに進めていきたいと思います。 

 それから、ただいまの南南協力の件ですけれども、私どももいろいろ試行錯誤している段

階でございますけれども、例えば周辺国に集まっていただく時に、なぜこの国の指導者に私

達が教えてもらわなければいけないのだというのは時々出てくる問題です。我々が聞いてい

る中では、日本が教えてくれるのだったら私達は行くよというようなことがあり、例えばＪ

ＩＣＡのセミナーの中にタイ人の講師がいるのですよという言い方をするとわりと周りの

人も来やすいというような、看板のかけ方みたいな話もございまして、いろいろ微妙な問題

にもなってくると思いますので、その辺は十分配慮しながらやっていきたいと思います。

 それからバングラデシュ等の土地所有の問題につきましては、勉強させていただきます。

貴重な意見をありがとうございました。 

 それから中央アジアの農業の多様化につきましては、ご指摘のとおり、またそういう視点

から検討させていただきたいと思います。特に綿花などは水を非常に使うということで、そ

れが不適切なかんがいの一つの原因にもなってきていると思いますので、その辺も踏まえて

いろいろ対応策を考えていきたいと思います。 

 排水の重要性についても十分認識しておりますので、その辺も踏まえて、特に全体的な「展

開方向」の中で取り上げるのか、地域別の検討の中で取り上げるのかというのは、これから

詳細に詰めていく中で考えていきたいと思いますので、またご指導をよろしくお願いいたし

ます。  

○高橋小委員長  ありがとうございました。この２の議題についてはこの辺で次に移って

よろしゅうございますか。 

 それでは、次に３番の議題にまいりたいと思います。ＩＣＩＤの国際執行理事会の対応方

針についての事務局からのご説明をお願いいたしたいと存じます。  

○角田事業計画課長  それでは、説明させていただきます。資料－５をごらんいただきた

いと思います。 

 国際かんがい排水委員会第 55 回国際執行理事会の対応方針についてですが、来月５日か

ら 11 日にかけて、ロシアのモスクワで第 55 回の国際執行理事会が開かれます。５日から

10 日にかけては各委員会なり作業部会の会合が１週間にわたって開かれ、11 日に国際執行

理事会が開かれるという日程でございます。 

 国際執行理事会で今回諮られます主要な課題、議題、その内容についてですけれども、ま

ず事務局長の報告ということで、非常に多種多様なものが報告されますが、その中で主なも



のが３点ございます。 

 １つは、前年度の第 54 回国際執行理事会がフランスのモンペリエで開かれておりますが、

これについての報告でございます。これは基本的にその報告を聞きおくという対応にしたい

と思います。 

 それからＩＣＩＤ加盟国の状況でございますが、現在 104 ヵ国ということで、これにつ

いても報告を聞きおきます。 

 そして３点目に、先ほど谷山委員からもお話しございましたが、世界水フォーラム（WWF）

が 2006 年３月にメキシコで開催されるということで、次回は「 Local Action for a Global 

Challenge（水問題解決に向けた地球規模の挑戦に対する地域の取り組み）」ということが

テーマになると思っております。 

 ＷＷＦに関しましては、ＩＣＩＤも農業用水の問題等を通じて相当な役割を果たしており

ます。今回の会議の中でも、ＩＣＩＤとしていろいろな提案をしていく。その中で、タスク

フォースの設立についても提案される予定です。技術活動委員会でどういうタスクフォース

を設立するか、ということについて今回議論があると思われますので、その報告を受けて現

地で適切に対応していきたいと思っております。私どもとしては、前回日本で開かれました

ＷＷＦ３の成果、農業用水の多様性でありますとか、あるいは多面的な機能の発揮、そうい

ったものが次回のＷＷＦにおいても継続されるということを視野に置いて対応していきた

いと思っております。 

 それから２点目といたしまして、この５日から 10 日、約１週間にわたって、評議会、そ

れから戦略計画・組織委員会、技術活動委員会、財務委員会という３つの委員会がございま

すけれども、この委員会の下にまた多数の作業部会がございます。申しおくれましたけれど

も、今回の理事会には谷山委員を初め 10 名の委員が現地にまいります。この 10 名の委員の

方々がそれぞれの部会で議論を行いますけれども、その結果について、この執行理事会で報

告がございます。どういう報告がなされるかはその状況にもよるわけですけれども、現地で

その報告内容を聞き取り、適宜判断して対応していきたいと思っております。 

 それから３点目に、事務局長の方からＩＣＩＤの憲章なり規約の改訂案が提示される予定

でございます。 

 １つは、加盟国の中で分担金の未払いの国内委員会についての表現を適正化していきたい

ということでございます。（参考資料－１）の３ページをごらんいただきますと、現在、分

担金を未納の状況ですと、ＩＣＩＤから「脱退とみなす」というような規定がございます。

具体的には、３年以上滞納するとＩＣＩＤから脱退したものとみなすというような規定にな

っております。これは非常に厳しいのではないかということで、むしろＩＣＩＤとしては、

未納であっても、分担金をきちっと払えばそのまま加盟国としてとどまってほしいというよ

うな趣旨もございまして、ここは表現を少しやわらかい方向に変えていきたいという提案な

どもなされるということでございます。これについては基本的に支持の方向で、現地の状況

をみながら対応していきたいと思っております。 

 それから２点目は副会長の選出についてでございますけれども、これは資料の５ページで

ございます。副会長の選出を英語で select という表現にしていますが、実際は選挙で選ば



れるので、elect という表現に直すと。こういう修正が提案されるということでございます

ので、これは支持してまいりたいと思います。 

 それから規約の中に、ＩＣＩＤ作業計画に関連して「戦略テーマ」を追加していくという

ことで、これが６ページでございます。これについても、ＩＣＩＤの活動として戦略的にや

っていくということであれば、それは結構なことだと思っておりますけれども、現地の状況

をみて対応していきたいと思います。 

 それから、非常に多くの作業部会がＩＣＩＤの中にございますが、そこでいろいろな研究

成果を出版したり報告書に取りまとめたりということを行っております。そういった成果品

について規約の中できちっと位置づけていこうということで、７ページでございますけれど

も、この成果物について、ＩＣＩＤとしての著作権と所有権を有するということを規約に位

置づけていこうということで、これも特段問題ないと考えております。 

 次に、今後の会議の開催についてでございます。次回の国際執行理事会、2005 年に中国

の北京で行われるということを初めとして、2009 年、第 60 回の国際執行理事会、ナイジェ

リアのアブジャで開かれるというところまで既に会議の開催が決まっております。 

 未定のものといたしまして、第 61 回の国際執行理事会、これを 2010 年にインドネシアで

開くということ、それとあわせて、インドネシアとしては、第５回のアジア地域会議を開催

したいという表明をしております。一方、インドも、第５回のアジア地域会議をその前年の

2009 年にインドで開催したいという表明がございまして、インドネシアにするのかインド

にするのかということが一つの議決事項になってくるだろうと思っております。これについ

ては、現地にまいりましたらいろんな意味での働きかけが代表団にあろうかと思いますの

で、そういった状況もみながら現地で適宜対応していきたいと思っております。 

 それから最後に副会長の選出ということでございます。８ページをごらんいただきたいと

思いますが、ＩＣＩＤには副会長が９名ございます。現在、谷山委員がＩＣＩＤの副会長と

いうことで、任期の途中でございますけれども、この９名の委員の方々の３名ずつを毎年交

代していくと、任期３年ずつで交代という格好になっております。今回、谷山委員、あとメ

キシコ、イランの副会長の方々がそれぞれ改選になるということでございます。 

 この３名の改選対象の副会長に対しまして、今回立候補を表明しているのが４名と、それ

から会長推薦で１名ということでございます。韓国、ロシア、エジプト、モロッコから立候

補の届け出があり、アメリカについては、北米、南米地域からの席が少ないということでの

会長の推薦であり、合計５名の候補者がいるわけでございます。 

 今回の代表団といたしましては、韓国から支持要請もきているということもございます

し、また、東アジア地域の代表、あるいは水田、農業地域の代表ということで、やはり韓国

が副会長に入るのが妥当だろうと考えておりますので、韓国の Dr. Huh さんを支持してい

きたいと思っております。残る２名につきましては、現地でいろいろな支持要請活動もあろ

うかと思いますので、基本的に状況をみながら対応してまいりたいと思いますけれども、開

催国であるロシアから支持要請が１つあるということと、それから地域バランスからいっ

て、アメリカについては会長推薦ということもございますので、基本的にはロシア、アメリ

カというようなことを基軸にして現地で対応してまいりたいと考えております。以上のよう



な対応方針につきましてご了解いただければということでございます。 

 なお、今回、谷山委員初め 10 名の委員がご出席されるのと、それから事務局から私もま

いって執行理事会で対応してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○高橋小委員長  ただいまのＩＣＩＤについてのご報告、何かご意見などあったらお出し

ください。どうぞご自由に。 

 副会長の選挙のときは何人を日本が投票するのですか。  

○角田事業計画課長  ３名です。改選３名ですので。  

○高橋小委員長  どうぞ、谷山委員から。  

○谷山専門委員  ただいま説明にありましたように、今回モスクワに行くことになりまし

た。今度の会議に関し、私が関心あるものをお話ししますと、１つは、アジア地域会議の中

にかんがいの多面的機能のワークチームを昨年から立ち上げたことです。これは、2003 年

の第３回世界水フォーラムのリコメンデーションを受けて、ＩＣＩＤのタスクとして日本主

導で立ち上げたものでありまして、具体的な打合せをモスクワで行いたいと考えておりま

す。 

 2 つ目として、ＷＷＦ－４に向けてのタスクフォースについて先ほど事業計画課長から説

明がありましたけれども、メキシコ（ＷＷＦ－４）でどのようにＩＣＩＤの考え方を発表し

ていくかということが問題で、その具体的な方法がモスクワで議論されると考えておりま

す。 

 3 つ目としてＩＣＩＤに関する会議開催場所です。すでにインドが 2009 年第５回アジア

地域会議開催を提案しているのと、同時にインドネシアを 2010 年の執行理事会とアジア地

域会議に手を挙げています。今回の会議で 2010 年までの場所は決まると思うのですけれど

も、これから 2011 年以降の会議場所を決めることになります。日本は 1963 年、今から 41

年前に国際執行理事会と総会を同時に開催したのですけれども、それ以来執行理事会、総会

は開催してないのです。多分、2011 年、2012 年になりますと、1963 年は 50 年昔の話にな

りますので、そろそろ日本は、会議を主催する提案をする時期ではないかなと考えます。こ

の小委員会は昔のかん排審議会の流れを受けた委員会だと思いますので、この小委員会の中

で会議誘致の是非の議論をするべきものではないかと考えております。本日は議論する必要

はないと思いますけれども、次回以降考慮していただければありがたいと思います。  

○高橋小委員長  ありがとうございました。ほかに何か、どなたかいらっしゃいますか。

 それでは、先に進ませていただきたいと思います。では、４番目の議題でございます国際

水田水環境ネットワークについてのご報告、どうぞお願いいたします。  

○美濃水利整備課長  水利整備課長の美濃でございます。私の方から、国際水田・水環境

ネットワークの今の状況につきまして報告させていただきたいと思います。資料－６に基づ



いて説明いたします。 

 １ページをおあけいただきたいと思います。まず、２月に行いました国際水田・水環境ネ

ットワーク、ＩＮＷＥＰＦ、イネップとかいろいろな読み方がありますが、稲に関係します

ので、水田と稲をひっかけてイネップと私も呼んでおりますけれども、これはそれぞれネッ

トワークの会員が、各国、あるいは各機関でいろいろ委員会を立ち上げて参加していただく

ということと、バーチャルミーティングの中でいろいろな議論を出していただき、それをま

とめていくという形の中でのバーチャルミーティングへの登録。それから準備チーム、これ

につきましては、本年 11 月に第１回の運営会議ということで、これが正式にこのＩＮＷＥ

ＰＦの立ち上げの会議になるわけでありますが、それについてのいろいろ課題の整理であり

ますとか、そういうものをやります準備チームへの参加の要請、これらを行っております。

 各国の対応状況でありますが、まず国内委員会を設立したと連絡をいただいていますのが

フィリピン、ヴェトナム、ミャンマー、エジプトの４ヵ国、国際機関としましては、ＦＡＯ、

ＩＲＲＩ、ＩＷＭＩ、ＰＡＷＥＥＳという４機関であります。 

 準備中というところが、韓国、あとマレーシア、スリランカ。マレーシアにつきましては、

この運営会議の出席、スリランカについては、これも出席で、国内委員会の立ち上げを準備

している。パキスタンについても出席という連絡を受けております。 

 バーチャルミーティングへの登録でありますが、現在、10 ヵ国、１機関、 113 名から登

録をいただいております。 

 準備中につきましては、韓国については準備中、マレーシア、スリランカでもいろいろ調

整中という状況になっております。 

 次のページに移りたいと思います。準備チームへの参加でありますが、準備チームには一

応タイが参加していただけるということで、タイ、ヴェトナム、フィリピン、ミャンマー、

エジプト、それから国際機関の４機関が今準備中の参加を表明していただいております。さ

らに、準備中ということで、韓国が準備中でございます。マレーシアでも調整中ということ

であります。 

 ３番目といたしまして、第１回運営会議、これが本年 11 月１日から２日ということで東

京の三田共用会議所で実施いたします。運営会議とシンポジウムを予定しております。現在、

中身について検討しているところであります。 

 そして４番目といたしまして、第２回運営会議の開催ということでありますが、実はこの

ＩＮＷＥＰＦにつきましては、公設の事務所、あるいは公設の職員というのを配置して対応

するのではなく、それぞれ会員として参加していただく、各国の委員会がそれぞれ持ち回り

で本部機能を担っていくという形態を考えております。 

 第１回の本年については、我が国が言い出した構想でありますので日本が担うわけであり

ますが、次の２回につきましては日本以外の国で対応していただくということを考えており

まして、実は韓国に要請活動にまいりまして、韓国の方からは、当然、国内委員会の立ち上

げとともに、来年度、韓国が本部機能を担うということを前向きに検討いたしますという意

向をいただいております。この点しっかり詰めて、運営会議の中で、次の本部機能を担う委

員会と運営会議についての議論をしていきたいと考えております。 



 報告は以上であります。  

○高橋小委員長  ありがとうございました。このＩＮＷＥＰＦについてのご報告いただい

てのご意見などありましたら、どうぞご自由にお出しください。――よろしゅうございます

か。 

 それでは、ただいまのご報告を伺って、きょう予定された議題は、これで終わりでござい

ますので、角田課長、よろしくお願いいたします。  

○角田事業計画課長  どうもありがとうございました。 

 次回の国際小委員会につきましては、12 月から１月ごろに開催したいと思っております。

日程調整等につきましては、また追ってご案内させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日は大変お忙しい中ご出席いただきましてまことにありがとうございまし

た。これをもちまして、今年度第１回の国際小委員会を閉会させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

――了――

 


