
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 17 年度第１回国際小委員会議事録 

  日時：平成 17 年９月２日（金） 10：00～12：00 

場所：日本郵政公社２階 共用会議室Ｂ～Ｄ 

○角田事業計画課長 

 おはようございます。時間になりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中、委員の皆

様におかれましては、ご出席いただきましてまことに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 17 年度第１回国際小委員会を開催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申し上げます。 

○川村農村振興局長 

 おはようございます。農村振興局長の川村でございます。本日は、農業農村整備部会の平成 17 年

度の第１回国際小委員会ということでございます。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中ご

出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 この国際小委員会でございますけれども、平成 15 年度からＯＤＡ大綱の改定などを踏まえまして、

「農業農村開発協力の展開方向」の見直しにつきましてご審議をいただいておるところでございます。

本日は、昨年ご審議いただきました「展開方向の見直しの基本方針」に基づきまして、農業農村開発

協力の新たな視点と展開方向について、具体的にどういった施策の方向とすべきかについてご審議を

お願いし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協力の方向につきまして、平成 13 年度から昨年

度まで東南アジア、アフリカ、南西アジア等を対象にご審議をいただいたところでございますが、本日

は、この地域別協力方向の仕上げといたしまして、中南米地域を対象とした協力の取り組み方向のご

審議をお願いしたいと思っております。 

 また、この 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、来年３月に世界

水フォーラムがメキシコで開催されます。これに向けましてアジア・モンスーン地域の持続的かつ環境

保全的なかんがい排水システムについて、国際的な水議論の場でどのように連携して発信していくか

につきまして、今月 10 日より中国の北京で開催されます「国際かんがい排水委員会第 19 回総会、第

56 回国際執行理事会」及び 11 月に韓国で開催されます「国際水田・水環境ネットワーク」の第２回運

営会議の対応方針という形でご報告を申し上げたい思っております。 

 いろいろ議題も多いわけでございますし時間の制約も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。どうぞよろしくお願いいたします。 

 そして、まことに恐縮でございますが、私、これからちょっと出張しなくてはいけないということでここで

中座させていただきますけれども、よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 それでは、本日第１回の小委員会でございますので、まず委員の皆様をご紹介させていただきたい

と思います。お手元に小委員会の委員名簿もございますので、ご参照いただければと思います。 

 下村恭民委員でございます。 

○下村専門委員 

 法政大学の下村でございます。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 



 河野泰之委員でございます。 

○河野専門委員 

 河野でございます。 

○角田事業計画課長 

 端憲二委員でございます。 

○端専門委員 

 端でございます。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 

 目黒依子委員でございます。 

○目黒専門委員 

 よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 

 続きまして、このたび新たに小委員会の専門委員にご就任いただきました方々をご紹介申し上げま

す。 

 まず長谷川周一委員でございます。 

○長谷川専門委員 

 長谷川です。よろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 畑武志委員でございます。 

○畑専門委員 

 畑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○角田事業計画課長 

 なお、稲永忍委員及び弓削昭子委員におかれましては、本日、所用によりご欠席とのご連絡をいた

だいております。 

 次に、小委員長の選任についてでございます。高橋小委員長の辞任に伴いまして、このたび下村委

員に小委員長をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○下村小委員長 

 下村でございます。ご指名をいただいて、座る場所も数メートル移動いたしましたが、引き続き素人

なりに一生懸命勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。 

 中條農村振興局次長でございます。 

○中條農村振興局次長 

 中條でございます。よろしくどうぞお願いします。 

○角田事業計画課長 



 宮本計画部長でございます。 

○宮本計画部長 

 宮本でございます。 

○角田事業計画課長 

 岩村水利整備課長でございます。 

○岩村水利整備課長 

 岩村でございます。 

○角田事業計画課長 

 大平海外土地改良技術室長でございます。 

○大平海外土地改良技術室長 

 大平です。よろしくお願いします。 

○角田事業計画課長 

 最後に、私は事業計画課長の角田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、今回初めてご出席いただく委員の方々もいらっしゃいますので、資

料―１をお開きいただきまして、この農業農村整備部会国際小委員会の概要と今年度の議論のテー

マについてご説明したいと思います。資料―１でございます。 

 農業農村整備部会国際小委員会の所掌事務でございますけれども、食料・農業・農村政策審議会

令の第７条に基づきまして、農村振興分科会によってこの会が設置されております。 

 調査審議事項としては、国際かんがい排水委員会に関する事項とかんがい排水の改良発達に関す

る重要事項という規定になっておりますけれども、具体的にはこの審議会規則の第10条の規定により

まして、この部会に企画小委員会、国際小委員会、技術小委員会の３つの小委員会が設置されてお

り、この中で企画小委員会が農業農村整備の推進に関する基本的な施策に関する事項、国際小委員

会が国際かんがい排水委員会の活動に関する事項と農業農村整備分野の国際協力の推進に関する

事項を審議していただくことになっております。技術小委員会の方で土地改良事業の計画設計基準等

について審議していただくことになっております。 

 次のページに政策審議会の組織図がございますのでご参照いただきたいのですけれども、農水省

で政策審議会一本に統合されておりまして、この統合された政策審議会の中に各局に分科会がそれ

ぞれ設置されております。農村振興局関係では農村振興分科会が置かれて、その分科会の中に農業

農村整備部会と３つの小委員会が位置づけられている、こういう構図になっております。 

 それでは１ページに戻っていただきまして、この国際小委員会での調査審議事項の経緯でございま

す。 

 ここ数年ということで13年度からの検討テーマについて整理しておりますけれども、基本的には農業

農村開発協力の方向についてのご審議と世界水フォーラムへの対応でありますとかＩＣＩＤ、15 年度か

らは国際水田・水環境ネットワーク（ＩＮＷＥＰＦ）への対応といった事柄について審議をお願いしており

ます。昨年度の 16 年度は「農業農村開発協力の展開方向」、以前策定した基本的な展開方向の見直

しについてのご議論をいただいておりまして、今年度は、そのまとめをしていただくということになって

おります。それから、地域別の協力方法の在り方ということで、16 年度は南西アジア・中東・中国にお

ける協力の方向のご議論をいただきました。 

 ３ページに「17 年度における検討課題」ということでございます。 

 ３つございまして、「農業農村開発分野の国際協力」につきましては、16 年度から議論いただいてお

ります展開方向の見直しについて引き続きご議論いただいき、まとめをしていただくということと、地域

別の協力方向については中南米地域における協力についてご検討いただくということでございます。 



 そして「国際かんがい排水委員会」関係につきましては、今月 10 日から北京におきまして第 19 回の

総会及び第56回の執行理事会がございますので、その対応方針についてご検討いただければと思っ

ております。 

 そして「国際水田・水環境ネットワーク及び第４回世界水フォーラム」についての対応方針についても

ご報告申し上げたいと思っております。 検討スケジュールとしては、本日第１回でございますけれども、

第２回目を年明けの１月に予定しておりまして、その時点で展開方向についてのとりまとめ等を行って

いただきたいと考えているところでございます。 

 以上が国際小委員会についての概要ということでございます。 

 それでは、以降の議事進行につきましては下村委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○下村小委員長 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

 まず資料―２「農業農村開発協力の展開方向」につきまして事務局からご説明いただきたいと思い

ます。 

○大平海外土地改良技術室長 

 それでは、農業農村開発協力の方向、今回は協力の実績の評価、協力の意義・目的及び具体的な

施策の方向について、資料をもって説明したいと思います。お手元の資料―２ということでよろしくお願

いいたします。 

 目次をめくっていただいて１ページ目なのですが、16 年度国際小委員会までの検討経緯ということで、

そこに図式で述べております。今までは、一番下の左の方にあります 98年に作成した「21世紀におけ

る農業農村開発協力の展開方向」に基づいていたのですが、その後ＯＤＡの大綱の改定ということで

見直しの必要性、一方では、下の緑の枠のところに書いてありますが、東南アジア、アフリカ等の検討

をやっておりました。これらをあわせて昨年度第１回目は基本方針の作成、２回目に現状分析、実績

の整理ということで推移しております。その間にＯＤＡの基本政策、中期政策の決定とか、食料・農業・

農村基本計画の策定という情勢の変化もございまして、今回、基本方針に基づく検討ということで「展

開方向」の見直しというところに至っているところでございます。 

 ２ページ目をお開きいただきまして、左には全体のＯＤＡの流れのことを水色の枠取りで書いてあり

ます。右側は農村振興局が行う農業農村開発分野の協力に関するＯＤＡ政策ということで、見直し後

の「展開方向」なのですが、今後５年を念頭に「意義・目的」とか「具体的な施策の方向」を整理した上

でいろいろな場面においてそういうことを積極的に発信してまいりたいというような考え方にしておりま

す。 

 次をお開きいただいて、３ページで「見直しの基本方針の概要」ということです。16 年度の第１回目で

左側にあります「基本方針（概要）」というところをご審議いただいたわけでございますが、それに基づ

いて見直し後の「展開方向」目次案ということを右側の方向に書いております。 

 前回までの検討で「開発途上国の農業農村を巡る状況の変化」、２番目の「農業農村開発協力の実

績」のところを検討していただきまして、本日は３番目以降の「農業セクターにおける成果の評価」、あ

と基本方針とは若干ダブってしまいますが、「農業農村開発協力の新たな視点」、５番目の「農業農村

開発協力の新たな展開方向」というところを前回までの指摘を踏まえてご説明したいと思います。 

 では、早速４ページに移ります。「農業セクターにおける成果の評価」というところで、農業農村開発

分野における国際協力では外務省、ＪＩＣＡなどによる協力もございますが、それに加えて農村振興局

が独自に緑資源機構――我々は J-Green と呼んでいますが、あとは日本農業土木総合研究所（ＪＩＩ

Ｄ）を通じて協力に必要な技術や手法の開発を推進してまいっておるところでございます。そういうとこ

ろの技術、代表的なものでございますと、○の二つ目に書いてありますが、砂漠化防止、土壌侵食防

止、村づくり、参加型灌漑管理ということがございます。こういうところを開発したわけですが、開発され

た技術基準や手法の適用状況などを視点として相手国からみた評価を踏まえて農業セクターにおけ

る協力成果の波及状況、こういうものを評価していこうと考えております。その下に技術・手法とか人、

制度、参加という点について、右側に書いてあります。そういう動きを評価していきたいと考えておりま

す。 



 左下のところに書いていますが、「農村振興局による協力」ということで、先ほど砂漠化防止等々述

べましたが、基本的には基礎調査、実証調査、応用、改良などのための調査がどのように波及してき

たか、あるいは自立への動きにつながっていったか。例えばＪＩＣＡのプロジェクト、国際機関へのプロ

ジェクト、途上国自身が行うプロジェクト、政策とかそういうところにどのように波及していったかという

視点で評価していこうと考えております。 

 １ページお開きいただいて、そういうことで先ほど説明しましたが、砂漠化防止が１つございます。こ

れについては左側の下の図を使って説明したいと思います。砂漠化防止などの地球的規模のことで

ございますが、一番最初はそういうことがございまして、農林水産省の補助事業、これは西アフリカの

ニジェールを対象にしたもので、ここで基礎調査（ベースライン調査みたいなもの）を実施して、次はそ

れらをもとにその技術を試行していかなければならないので実証調査、技術開発マニュアル等の作成

というような考え方で技術開発を行い、これをＪＩＣＡの開発調査につなげていったわけでございます。 

 １つはニジェールで行った砂漠化防止計画、もう１つはニジェールの近くのマリで行った砂漠化防止

計画、これにつなげてまいり、もう１つは農林水産省委託事業、これはブルキナファソで、どちらかとい

うとソフト傾向の調査なのですが、そこの推進体制。そういうものを適用して西アフリカ地域の乾燥地

域の砂漠化防止対策の実践ということがございますし、またそういう調査結果、開発した技術を応用し

て今後は東アフリカ。西アフリカでは経験があるのですが、東アフリカは気候も状況も若干違いますの

で、エチオピア、あるいはアジアの乾燥地域ということで中国西部、アジア地域で 2001 年から検討調

査を行っている黄砂の発生とか遊牧民を対象とした過放牧の軽減対策、そういうものにつなげていく

ようになっております。 

 １ページお開きになっていただくき、写真は、水資源開発の様子。弾性波探査は通常の技術でござ

いますが、こういうものとかワジの氾濫原を利用して乾期の野菜栽培につなげるとか、農地保全、半

月堤というのですか、こういうものを使って侵食を防止して植生の回復を試みる。その下の段にいきま

すと野菜栽培とかパルカージュ、植林では防護柵というようなことを砂漠化防止の中で技術開発を行

ってきたわけでございます。 

 これについて「相手国から見た評価」ということで７ページをお開きになると、これは緑資源機構が行

ったわけでございますが、最初の○印のところで「普及を試みた各技術に対する住民の意識調査」、こ

れはプロジェクトが終了してから２年後に行ったわけです。ニジェールで行ったプロジェクトに対して終

了２年後に実施したわけでございますが、知っているのか、あるいはその技術を使っているのか、その

ような感じでアンケート調査を行ったわけでございます。約 80％の人が他地域に普及の可能性がある

とか有効性というのを高く評価しているというような調査結果が出ております。 

 次の８ページをお開きになると、次は２番目の「土壌侵食防止」でございます。先ほどもいいましたが、

まずは農水省の補助事業で、ボリビアの山岳部の土壌侵食が深刻化しているということで、そこで基

礎調査、実証調査、技術指針作成という流れでやりました。ボリビアというのはどちらかというと山岳部

の厳しいところでございますが、ここで開発した技術を、１つはパラグアイの傾斜地とか平野部、パラグ

アイも土壌侵食が厳しいところがございますので、そういうところで実証調査を行ってまいりたいという

ことです。 

 もう１つは、先ほどボリビアの話がありますが、ボリビア政府自身が開発手法ガイドブックを省のマニ

ュアルに採択していくとか、大学教育の中ではカリキュラムに取り入れていくというところで、開発途上

国自身の取り組みが行われたわけでございまして、それがＪＩＣＡの技術協力プロジェクト・ボリビアとい

うところにつながっておりまして、行く行くは南米全体で土壌侵食防止対策の実践へとつながっていく

のではないかと考えております。 

 次のページを開いていただきますと、土壌侵食ということで表土の流出を防ぐというところが非常に

大事でございまして、石を並べて表土の流出を防いでいくのですが、これもインセンティブをもたせるた

めにコンクール方式といって、ある意味では住民の間で競わせて実績を上げていくようなやり方。 

 ２番目はベンチテラスとありますけれども、これは日本でもよくみられるようなやり方でございまして、

傾斜を緩くして侵食を防止していく。 

 ３番目は、現地にある地域資源と考えてもいいと思いますが、白い看板の間のところにみえると思う

のですが、そういう粗朶をつくって侵食防止をしていこうというところでございます。 

 右側には「南米における土壌侵食の現状」ということで、ボリビア、パラグアイ等の写真を示しており

ます。 



 そういう技術の「相手国から見た評価」なのですが、ボリビアを中心にした評価を行っておりまして、

持続可能性とか活用の可能性について「十分妥当である」とか「概ね妥当である」という評価をいただ

いております。ということで現地への定着状況なんかはよいのではないかと考えております。 

 ３番目の「村づくり」でございます。次の11ページでございます。これも海外村づくり基礎調査というこ

とで 98 年から 23 カ国、中南米、アジア、アフリカ等で実施しております。そういうことでベースライン調

査をしまして、どちらかというと農民の参加を促しながら自発的に自助努力を誘発するやり方でやって

おりまして、波及としてはＪＩＣＡの技術協力プロジェクト、これはインドネシアの南東スラウェシ、もう１つ

はパラグアイにおけるピラール南部地域、ラオスのヴィエンチャン、チリの参加型というところにつなが

ってまいりました。 

 これはＪＩＣＡのプロジェクトにもつながったのですが、そのほかに途上国自身の取り組みとしてインド

ネシア自身がそういうのを自国予算で実施してまいりましたし、あるいは国際機関関係ですとＦＡＯの

プロジェクトで取り入れられておりますし、世銀の融資プロジェクトの中でもこういう考え方がとられてお

ります。最後には復興支援を必要とするような国でもこういう村づくりのやり方を応用できないかなと現

在考えております。 

 12 ページに「協力手法の概要」ということで考えていますが、端的にいえば日本人専門家がダイレク

トに農村に入っていくというようなやり方をとっております。下の赤い枠でありますが、「『村づくり』協力

による農業農村開発（イメージ）」ということで、農民、政府職員が参加した地域将来計画の策定や水

管理組織の育成、プロジェクト提供資材を利用した水路の建設、農民による用水路の建設。下に写真

があります。あるいはキャベツの栽培の実証試験の様子が書いてありますが、地方政府職員等と共

同でいろいろ推進していく。こういうダイレクトなことで、これによって波及の効果を隅々まで行き渡らせ

る、促進させる、誘発させるというところをとっております。その波及効果というのは、先ほど説明したＪＩ

ＣＡ、世銀、途上国自身、そういうことになってつながっております。 

 「相手国から見た評価」なのですが、これは14ページでございます。ラオスの「モデル５村における米

の自給率の推移」というところでみてみると、右側の赤い方がプロジェクトを実施した後ですが、そのよ

うに高い米の自給率になっておりますし、相手国の農民からみたところでは稲作技術、かんがい技術、

村落給水等、特にいろいろ改善されて効果が高い。非常によいと考えるというようなところがございま

す。 

 次、もう１つのテーマでございます「参加型灌漑管理」でございます。これは最初は「アジア・モンスー

ン地域の農業農村の現状と直面する課題」というところで、「持続可能な水利用の実現」ということもご

ざいますが、一方では「負のサイクル」というふうに左のところで書いてありますが、施設の適切な維持

管理ができないためにかんがい効率が低下してしまう。その結果、施設が老朽化、施設更新の早期

化、政府予算の圧迫ということで負のサイクル、そういうところがあって十分な水が届かないということ

になりますと、当然途中で農民が水をとってしまうというようなこともございます。 

 そういうこと全体をソフト面の取り組みと一体になって行っていくというところがございまして、これも

現況調査を2001年から実施しておりまして、実証調査をカンボジア、ミャンマー、タイの南部、タイの東

北部でしております。ガイドラインをとりまとめて、行く行くは末端整備の計画ガイドラインに波及させて

いこうということで、これは現在実施中でございまして、まだ現在進行形というところで事業に波及して

いくことを期待できていると考えております。 

 次の 16 ページに「末端整備手法の概要」ということで、カンボジアの場合は田越しですので、田越し

かんがいから農民が建設した小用水路のかんがいという段階。 

 ミャンマーは田越しなのですが、農民水利組織を活性化して最適な末端水路施設の配置をどのよう

にやるかというような分析を農民参加のもとにやっていくというところです。 

 タイになりますと、今度はＵ字溝を使って土水路とＵ字溝をどのように配置したらより効果的になるか、

あるいは農民管理もどの程度まで農民管理にした方が一番効率的か、一方では政府の方で大規模な

水路が来ておりますので、そこら辺との兼ね合いの問題があります。 

 タイの東北部、これは水の大変逼迫したところでございます。そこでパイプラインを導入したわけです

が、こういうところを農民自身の選択によって水利費賦課方式の導入とか話し合いの状況、そのように

書いてあります。写真だけみると日本なのかタイなのか区別できないくらい似通っていますが、タイの

現地でこのようにしてやっていこうというところでございます。 



 「相手国から見た評価」というところでカンボジアの例を若干引いております。普及の見込みについて

も肯定的な回答がありますが、「農民水管理組織の設立」というところは、普及の見込みというと必ず

しも水が公平に行き渡るわけではないようなところで若干そういう回答が出たところです。全般的にみ

ると肯定的な回答が高いと考えております。 

 そういうことでプロジェクトの評価というところを我々が今まで開催したところでみてきたわけでござい

ます。 

 18ページに進ませていただきますと、ここでは３番目の「農業農村開発協力の新たな視点（協力の意

義・目的）」ということで、右側に「見直し後の『視点』」というふうに入れております。これは基本方針の

ところでも一度説明しましたので若干ダブりますが、極度の貧困と飢餓の撲滅、地球環境の保全、復

興支援、人間の安全保障の実現、人づくりの推進というところをキーワードになって進めていかなけれ

ばならないと考えております。 

 次の 19 ページの「極度の貧困と飢餓の撲滅」というところは、真ん中の「国際的な議論」というところ

で、これには特に2000年の「ミレニアム開発目標策定」というところがございますが、こういうターゲット

が仕組まれております。右の黄色い枠の下の３番目の○、太い字でございますが、「国際社会に共通

の開発目標である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』に資する農業農村の持続可能な開発を実現することが第一の視点」としており

ます。 

 第二の視点は、次の 20ページにございます。「地球環境の保全」というところで、これも「国際的議論」

の中で持続可能な開発に関する世界の首脳会議、あるいはジュネーブの砂漠化対処条約の締結、あ

るいは 2003 年に行われました第３回世界水フォーラム、あとは 2005 年の京都議定書発効というよう

な議論がございまして、そういう中で農業農村の持続可能な開発を行うことにより地域を保全するとい

うのを我々の開発の第二の視点ということにしてまいりたいと思っております。 

 第三の視点は「復興支援」でございます。次のページの 21 ページでございます。復興支援ということ

で、「国際的議論」の中でもアフガニスタンの復興支援とか東ティモールの会議とか、2004年12月のス

マトラ沖の大地震とかインド洋津波の被害がございます。こういうところにも農業農村整備の開発協力

として貢献できる点があるのではないかと考えておりまして、そういうところを第三の視点としてまいり

たいと思っております。 

 次は「人間の安全保障」です。そこのところを第四の視点ということで、これは人間の安全保障委員

会の報告書公表が 2003 年に行われていますので、そういうところ。その中で右側の黒い太字のところ

に書いてありますが、ジェンダー平等の視点を含め、貧困、飢餓、紛争、災害といった種々の困難から

「人間の安全保障」に貢献することを農業農村開発協力の中でも推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 ５番目が、これは当然ですが、「人づくり」でございます。途上国の農民や技術者の自助努力と我が

国技術者が支援するということで、「国際的議論」の中では2002年の持続可能な開発に関する世界首

脳会議、あるいは2003年の人間の安全保障委員会でプロテクションとエンパワーメントという話がござ

いますが、そういう視点を取り込んでいきたいと考えております。 

 そういうことで５つの視点を整理してまいってございます。 

 これに基づいて、４番目として「農業農村開発協力の新たな展開方向」ということで、左側の下の黄

色い枠組みの中に先ほど説明した５つの視点を書いております。右側では「見直し後の展開方向」と

いうことで、１つ目は「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」、２番目は

「復興支援や地球環境の保全にも資する『村づくり』」、３番目は「持続循環型の農業農村へ向けた技

術開発」、４番目は「地域の特性に応じ重点化した協力」、５番目は「効果的・効率的な協力の推進」と

いうことを挙げてございます。真ん中のところは、98 年に作成しました「現行の展開方向」を挙げさせて

いただいております。 次のページをめくっていただきますと、１番目の「貧困・飢餓の撲滅、人間の安

全保障の実現にも資する灌漑開発」というところで、上の○印でございますが、２行目に「持続可能な

水利用を実現するため灌漑用水の効率的な利用を促進する」というところを前の基本方針の文章につ

け加えております。①、②、③は、農民みずから持続的に整備するとか、農民水管理組織を育成する

とともに制度を整備する、多様な関係者の参加による水資源開発ということです。その次の○でござい

ますが、そういうところでも中央アジア、アラブ海とかがございますけれども、「不適切な灌漑開発が招



く塩害などマイナスの効果にも十分配慮する必要がある」というところを前の指針の指摘を踏まえて文

章に入れ込みをさせていただいております。 

 「展開方向」のところ、今述べた農民自ら末端の整備、人間の安全保障の実現にも資する組織の育

成、エンパワーメントです。農民のエンパワーメントと制度とか法律によるプロテクションというところ。２

つ目の「土地改良区を参考にしつつ」というところでございます。あと３番目の多様な参加者というとこ

ろを展開方向の中で進めていきたいと思っております。 

 次の 26 ページは今のところを図式したものでございます。ハード面とソフト面、それぞれが車の両輪

になってかんがい開発を推進してまいりたいというふうにしております。 

 27ページをお開きいただきますと、「復興支援や地球環境の保全にも資する『村づくり』協力」というと

ころで「『村づくり』協力は、成果が直接農民に届き、中央政府や農民の自助努力を誘発・促進させる

協力手法」ということで、右側の枠の中でございますが、そういう手法を使って「各地域の主要課題の

解決に『村づくり』協力の手法を応用」してまいりたいというようなところでございまして、協力の成果を

地域的に拡大していきたい。そのときには現地政府、国際機関、ＮＧＯとの連携した活動を地域的に

拡大してまいりたいというところがございます。 

 また、その上には、ちょっと申し述べるのを忘れましたが、４つ目の○のところに「発展段階が一定水

準に達した農村では、当該農村の一層の発展のため、農業農村開発分野以外の分野との連携も強

化する」という一文をつけ加えさせていただいております。 

 28 ページは、インドネシアのところをアフガニスタンに応用したらこうなるのではないかというようなこ

とを模式図で書かせていただいております。４つの分野が上のところにつながってやっていけるのでは

ないかなと考えております。 

 次に 29 ページ、「持続循環型の農業農村へ向けた技術開発」というところで、最初の○のところに書

いていますが、持続型の農業農村へ移行するため、「わが国の経験と知見を活用するとともに、現地

適応可能性が高いと考えられる伝統的な土着の技術を発掘・活用・改良することにより、相手国の開

発段階に合わせた所要の技術を開発」というところで①、②、③、④と書かせていただいております。 

 東アフリカでは、農業・森林・牧畜を地域の状況に応じ連携させ、地域資源を活用する循環型の砂漠

化防止技術。中国、モンゴルでは、植生の回復や水資源管理により草地の裸地化を防止するなどの

黄砂発生抑制技術。そういうところを書かせていただいております。 

 30 ページ、これは「砂漠化防止対策技術の改良のイメージ」を載せております。あるいはそれを使っ

て成果を改良して「地域資源利活用型の砂漠化防止技術のイメージ」を絵でかかせていただいており

ます。 

 31 ページに進ませていただきます。４番目の「地域の特性に応じ重点化した協力」ということで、これ

は今まで東南アジア、サブ・サハラアフリカ、南西アジアをご審議していただいておりまして、今回は中

南米を検討して頂きたいというところでございます。 

 32 ページは、今までの協力の方向というところを一枚紙で、東南アジアの場合は開発段階に応じて

それぞれ特徴があるので、貧困削減から都市と農村の格差、あるいはタイみたいに持続可能な開発

まで協力の方向があるのではないかというのを色枠の中で書かせてもらっております。 

 33 ページにまいりますと「サブ・サハラアフリカにおける協力の方向」。ここでは土壌資源の保全の必

要性が高い低い、あるいは水資源開発に対する有益性というところで区別してまいっております。そう

いうところで、あとは自立発展がある程度見込める国というようなことで一枚紙にまとめさせていただ

いております。 

 34 ページは南西アジア・中東・中国。これは前にご審議していただいた米・麦を主食とする国とか米

を主食とする国のような農業のところで分類して、持続的成長の支援とか地球環境問題について分類

をさせていただきました。 

 35 ページは中南米で、後ほど説明させていただくことになりますので、これは省略させていただきま

す。 

 ５番目は「効果的・効率的な協力の推進」ということで、右側の方に赤い文字で書かせていただいて

いますが、ＮＧＯとか国内外の関係機関との連携強化、南南協力・広域協力、そういうときにも「当該

各国間の関係も十分考慮して推進」というところを入れさせていただいております。あと現地ＯＤＡタス

クフォースへの積極的関与、農業農村開発協力体制の整備、外部の視点を入れたところの評価という

ような５点にまとめさせていただいております。 



 それについてのポンチ絵のイメージ図を37ページ以降書いております。従来の協力から今後の協力。

一番上です。その下に「相手国のＮＧＯとの連携強化」というところで、写真の左側はブルキナファソの

例なのですが、普及員が植林の啓発をしているところ、右側は野菜栽培の指導をしているところです。 

 右側は「わが国土地改良区との連携強化の方向」ということで、直接向こうに出向いてみたり、右側

の写真にありますけれども、研修員を受け入れて水管理組織などを指導しているようなところの写真

も載せてございます。 

 38 ページには「南南協力・広域協力のイメージ」というところで、事例として右側はタンザニアにおけ

る水牛を使った耕起法なのですが、インドネシアから来た人にいろいろ指導していただくということで、

水牛を引っ張っている人は多分タンザニア人だと思います。その右側にちょっとみえる緑の帽子をか

ぶった人がインドネシア人ということでございます。広域協力は、例えばタイという場合には周りから研

修生を集めるようなイメージで考えております。 

 39 ページには情報発信ということで、現地ＯＤＡタスクフォースへの積極的関与とか農業農村の体制

の整備。右側に体制の整備ということがございます。ＩＴ化も進んだことですので、そういう面も念頭に

入れた体制整備を考えていかなければいけないということです。 

 あと「外部の視点を加えた評価の事例」を載せております。 

 最後に 40 ページでございます。見直し後の「展開方向」ということで、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと挙げたとこ

ろが改定後のＯＤＡのところとどのように関連性があるのかというのを矢印で関連づけさせておりま

す。 

 41 ページは「ＤＡＣ主要国のＯＤＡ実績」で、ご参考までに 0.7 ％目標の達成状況、そういう面のとこ

ろを若干載せさせていただいております。 

 以上でございます。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。非常に多岐にわたる膨大な情報なので、なかなかつかみにくいところもある

かと思いますけれども、今ご説明いただいた内容についてお気づきの点、あるいはコメント、質問、何

でも結構ですから、ご自由にご発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

○河野専門委員 

 膨大な情報で大変だと思います。非常にうまくとりまとめられていると思います。個別具体的なことに

はコメントはできないのですけれども、もうちょっと大きなことで２つコメントさせていただきたいと思いま

す。 

 １つは、こういう国際協力の基本的な計画は５年とか10年というタイムスパンで見直しがされていくも

のだと思うのです。一方、そういう協力の現場で実際に使える技術をつくるためには、日本人の技術者

が行って現地で基礎調査をしたり実証調査をしたりするためにそれなりの時間が必要だと思うのです。

ここの砂漠化防止だとか土壌侵食防止だと、外に出せるまでに 10 年ぐらいは現地で何らかの経験を

積んでいるわけですよね。使える技術をつくるのはそのくらいの期間はどうしてもかかるものだと思う

のです。そういうのを蓄積することは実のある協力を展開していくためには非常に必要だと思います。

ところが、大枠の方がころころもっと短い時間単位で変わっていく中でそういう技術をきっちり蓄積する

体制をいかにつくっていくかというのは、ちゃんとこういう計画の中に埋め込まれているとは思うのです

けれども、そういうのをきっちりと前面に出して必要性をきっちりと出してもいいと思います。それが１つ

です。 

 もう１つはこれとは逆の面なのですが、パブリシティーについても大事で、今回の報告の中で国際協

力の対象国の人たちがどう評価しているか。農民だとか関係者だとかという具体的な数字とともに示さ

れて、それは非常に有効だと思うのですけれども、もう１つ国際的なパブリシティーにも気をつける必

要がある。そのときにああいう数字を対象国の人たちだけを対象にするのではなくて、同じ現場で、あ

るいは国際的な社会でどう評価されているかということも出していくことによって、同じことをしながらよ

り高い評価を受ける措置をつくれるのではないかと思いました。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 



 それでは、何人かの方にお話しいただいてからまとめてリスポンスしていただくということにしたいと

思いますが、いかがでしょうか。目黒さん。 

○目黒専門委員 

 今回の報告もまたおまとめになるのが本当に大変だったと思いますし、実際にいろいろな地域で活

動されている方々の大変さもよく理解できるようなものになっていると思います。 

 先ほどコメントがありました住民の評価に関することで、なかなか難しいと思うのですが、例えば７ペ

ージに 184 戸の住民のアンケート調査というのがあります。これは戸になっていますが、その具体的

な対象者がだれかということで、もしかしたら評価内容が違うかもしれないという気がします。世帯主に

やったのか、実際に農業をやっている人たちにやったのか。特に私のものすごく限られた情報ですと、

アフリカのいろいろな地域では実際に農業をやるのは女性たちという地域が多いことがありますので、

こういう点はもう少し明確にしていただきたいと思います。 

 それから、10 ページは相手の住民が 15 人で、それはやむを得ないことかもしれませんが、それでパ

ーセンテージを出しても余り意味のないことで、「十分成果があった」とか「概ねあり」とか「余りない」、

その内容が問題だと思うのです。ですから、どういう点がよかったとか、どういう点が困難かというふう

なことが浮かび上がってくるともっと説得力があるかと思います。 

 それから、22 ページの真ん中にグリーンの枠で「国際的議論」がありますが、これは人間の安全保

障のところで、いろいろなところでジェンダー平等というのが重要視されていて、これはＯＤＡ大綱の書

き方が問題で、ともかく人間の安全保障という基本的な考え方のところに入れたということで、あらゆる

領域にこれが貫かれるんだ、そういう理解なんだとＯＤＡ大綱をつくったところではいっているわけです。

こういう形で出てきた場合、国際的な議論は、この 2000 年会議というのはもう古いのです。2005 年に

北京プラステンがありました。第４回世界女性会議が北京で開かれて、これは 95 年なのです。プラス

テンが今年ありました。これは世界会議でも国連の特別総会でも何でもなくて、第 49 回国連婦人の地

位委員会、これは閣僚級というふうにハイレベルにした国連婦人の地位委員会だったのですが、そこ

で採択された宣言というのがあります。これが95年の北京会議及び2000年の特総を全部網羅してい

ますので、むしろ重要性はそちらにあると思います。以上が気付いた点です。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今のお二人の委員のご発言について何かリスポンスがありましたら。 

○大平海外土地改良技術室長 

 一番最初の河野委員から５年ごとにというところの見直しですが、技術の蓄積という観点からみれば

もうちょっと長い、例えば砂漠化防止には 10 年ぐらいかかっているのではないかと。特に農業関係は

そういうところが顕著であるということは認識しております。98 年の最初に展開方向をつくったとき、あ

るいは今回のところも項目をみると共通している問題、底流に流れているところは同じかなと認識して

いますが、やはり技術の蓄積というのは時間のかかるものだということは我々は十分認識しておりまし

て、いろいろな場でそういうものは努めて発言してまいりたいと考えております。 

 ２番目のパブリシティーの問題ですが、我々もそういう面は苦手なところがございまして、実際協力し

た相手がどう思ってくれているのかなというところまでは何となくやらなければいけないなというところ

は認識して、今回こういう中でやってきたわけですが、確かに国際機関の人はどう思ってるのと。例え

ばＦＡＯも現地の人たちはどう思っているのか、ほかのＮＧＯの人はどう思っているのか、そういうとこ

ろの視点も入れていきながら、今後そういうパブリシティーのところも改良していくようなことを考えなけ

ればいけないなという認識はもっております。 

 目黒委員のところですが、確かにアフリカは女性が働いているんですね。男は何をやっているか。政

治をやっていて、要するに農業をしていないわけです。確かにそういう面がございます。対象はだれか

といった場合にだれが答えるかというのは実際に作業をしている人なのか、あるいはその家の戸主の

人。男ですけれども、答えたのかというのは、確かに意見がいろいろ分かれている。逆にいうとこういう

ところを女性に聞いたらもうちょっと評価が高まったかもしれない。そういうところも若干あるかもしれな



いので、そういう面を含めて、資料がそこまで十分あるかどうかというのも含めて若干検討させていた

だきたいと思います。 

 次の 10 ページのところ、確かに 15 人というのは数的にはちょっと少ないものですから、どういう点と

いうところが分かればそういう点も書き込みながら、もうちょっと記述を直せるところがありましたら直し

ていきたいと思っております。 

 22 ページのジェンダーのところでございますが、2005 年の話、ちょっと私は知らなかったものですか

ら勉強させていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○下村小委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○畑専門委員 

 初めて参加させていただきまして様子が分かっておりませんけれども、一、二お伺いしたく存じます。 

 この見直しの視点ということで５つ挙がっておりましてさまざまな事業の展開が考えられておりますが、

相互に非常に関連しているところも多いかと思います。こういう事業といいますか、今後の展開として、

最近の市民の参加の時代で、この中にも参加型村づくりであるとかいろいろございますけれども、実

際のそれぞれの事業の中に、日本からもそうですし、南南協力といいますか、そういう関係国で関心

のある方を呼んで一緒に事業展開の一部に参加してもらうとか、そのようなことは可能なのかお聞きし

たいと思います。 

 そういうことがもしできますと、平和というのが復興支援というところで３番目に挙がっておりますけれ

ども、こういう平和の問題というのは結局お互いが知り合うということが基本になってくるかと思います

ので、農業のこういう事業というのはまさにそういう面で出会いの場になるところですし、大学の学生に

も海外に実際に出かけていって飢餓の困難な状況をみて何とかできないかというような思いで帰って

きまして、これから海外で活動したいというような学生もみられるところです。そういう刺激材ということ

になってきますと、農水省しかできない、文科省ではできない教育の場にもなってくるかと思うのです

けれども、日本からのそういう派遣だけではなくて、南南国の間でのそういう関係というのは国際平和

につながっていくところではないか。そういう点をお聞きできればと思います。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。それではどうぞ。 

○端専門委員 

 これはむしろ質問ということになろうかと思います。例えば９ページのところでストーンライン、ベンチ

テラス、粗朶が出てきたり、個別ではあるけれども極めて重要であるというような技術がいろいろ出て

きている。このあたりどういう出てき方、あるいは適用のされ方をしたのかということについての体系立

った整理みたいなのはされているのかどうかということにちょっと私は関心をもちました。29 ページに

「伝統的な土着の技術を応用」というような表現がありまして、こういう表現ぶりを拝見しますと、現地

でのということもあろうかと思いますが、そういうものがどういう経緯で見出されてどのようにうまく適用

されていったのか。 

 もう１つは、新しいものを例えば日本から適用していく。それは専門家の方が独自に考案されるとい

う場合もあるでしょうし、中には我が国の土着のといっていいか、そういった個別の技術もあるのでは

ないかなと思うのです。 

 例えば私はつい先日知り合いの方に聞いたのですが、お米をアフリカで栽培するようになった。そう

するとモミ殻をどうしたらいいかというようなことが問題として出てきて、その専門家の方がモミ殻の利

用方法というか処理方法、そのようなものはないかということを尋ねられた方が実は民俗学を専門にさ

れている方で、その方が日本に昔からある技術をいろいろ調べられて、こんなやり方があるよと。燻炭

にすると、なるほどこれはいいなというようなことで使われた。 

 ただ、それが使われ始めるということになりますとそこで終わるのではなくて、それがその社会にどの

ように定着して、大げさな言い方をすればやがては文化になっていったり、あるいはだめならば消えて



いくということになろうかと思いますけれども、そういう生まれた背景ということと普及の過程で社会に

どういう影響を及ぼしていくのかというのはもう少し距離を置いて観察する目というのでしょうか、そう

いうことがあっていいのではないかということでちょっと質問させていただいた次第です。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

 長谷川委員。 

○長谷川専門委員 

 初めてこの資料をみて理解するのが非常に大変だったのですけれども、非常に努力をされてよく練

って考えられたことに対しては非常に評価したいと思います。 

 私は質問なのですけれども、海外の協力、日本の農村振興局も、その専門を生かして海外協力をず

っとやってきているわけですけれども、特にアジア以外の地域ですと諸外国、先進国もかなり協力して

いると思うのです。今までにいくつかの地域について検討してきましたね。今回は中南米ということな

のですけれども、海外で国際協力をやるというときに外国の研究の動向というのはかなり参考にされ

ているのでしょうかというのがちょっとお聞きしたいところです。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

○大平海外土地改良技術室長 

 ちょっと難しいところもありますが、答えてみたいと思います。 

 最初に、事業に関心がある市民とか学生が現地でやっているところに参加できるかどうかというふう

なことだと思いますけれども、工夫次第ではできるかなと思います。その辺は感動していただくのも重

要な視点かなと思っております。ですからちょっと工夫が要るかどうか今直ちには分からないのですが、

積極的に我々と話していただけば何かできるのかなという気はいたします。確信ある答えではないの

ですが、そう思っております。 

 次に、ストーンラインとか、そういうところの出た経緯はどうかということは、これは J-Green がやって

おりまして、それに対する詳細な資料がございます。多分そういう経緯を検討した上でこの技術をやれ

ば定着できるんだろうということがありますので、先生の視点のどの辺まで記述されているかちょっと

分からないのですが、その辺を我々の方でもう一度調べてみたいと思っております。 

 それとアジア以外での研修の件ですが、例えばアフリカですと旧宗主国であるイギリスとかフランス

の力もございますし、そういうところで海外の研究の動向というところで、我々、やるときはどういうのが

あるのかというのは事前に資料収集を基礎調査の中で進めておりますので、収集できるところは我々

一生懸命やっているつもりでございます。ただ、もう一段高いレベルの研究とか、どの程度のところま

での収集を行っているか、ちょっと私は現在資料を持ち合わせておりませんので答えられませんが、

基礎調査とか実情調査のところで参考にできるところは努めて参考にしていくというような態度で行っ

ております。 

 以上でございます。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

○畑専門委員 

 ありがとうございます。私申し上げたいのは、参加できるかどうかもさることながら、学生や一般市民

の中の関心のある人を呼び込みながら事業の展開というのは考えられないか。それはこういう事業、

ＯＤＡとかそういうところに誤解とかいろいろあろうかと思うのですけれども、誤解を解くためにも、ＮＧＯ

とかＮＰＯの参加を考えてはおられるようなのですが、より積極的な一般の人の参加を導入すれば、

むしろ農水省が主体となってＮＰＯをつくっていくようなきっかけになるのではないかと思われるのです。



そういうことで参加した人には帰ってからそういう経験談を例えば新聞の「声」の欄に必ず投稿すると

か、そのような効果も考えた取り組みはできないのかなということです。 

○下村小委員長 

 今ご指摘の点につきましては、ＯＤＡと大学の連携、あるいは地方自治体との連携、ＮＰＯとの連携、

まだ遅々としてでありますけれども、いろいろ試みられているようですので、今ご指摘の点は非常に重

要な点だと思いますから、農水省の領域でもご努力いただくということでお願いしたいと思います。いろ

いろ貴重なご指摘をいただきましたので、これをまた参考にしていただいて、さらにいいものにしてい

ただければと思います。 

 それでは、今年度の課題であります中南米の地域における協力の方向ということにつきまして、資料

―３に沿って事務局からご説明いただきたいと思います。 

○大平海外土地改良技術室長 

 それでは、資料に沿って説明してまいりたいと思います。 

 １ページお開きになると目次がございます。検討の経緯、位置づけ、対象国の限定、分類、開発課題

の検討ということで７項目、開発課題の整理、協力方法の検討ということで４項目というようなところで

説明してまいりたいと思っております。 

 １ページお開きになっていただきます。検討経緯ということで、この地域は何年度から検討していると

いうことで、13、14 はアジア、15 はアフリカ、16 は南西アジアと中国、中東が検討の対象になっており

ました。今年度は中南米が検討対象でございます。地域的にはこれで大体カバーするかなと思ってお

ります。 

 次の２ページに「我が国ＯＤＡにおける中南米地域の位置づけ」というところで大綱、白書でどのよう

に書かれているかというところを抜き書きいたしました。大綱の方では、中南米は域内及び国内の格

差が生じていることに配慮した協力を行う、白書の方でも格差の是正とか貧困問題の緩和、域内経済

の安定的な発展のためには基礎生活分野における取り組みが課題というようなことが書いてあります。

ＯＤＡの実績については、96 年度が約 12％でピークだったのですが、2003 年度においては 7.7 ％に

減少になっているというところでございます。 

 次、お開きいただきまして、農業農村開発協力の中で対象とする国はということで分類をしました。全

体32カ国があるのですが、その中でＧＤＰに占める農業の割合と、過去に開発協力の実績のある国と

いうところから大体拾い上げてまいりました。緑色のところはＧＤＰに占める農業割合が多いところ、赤

の部分は国際協力を検討した実績があるところで、中米・カリブの国、南米の国をそれぞれ拾い上げ

てございます。拾えなかったところはどちらかというと主産業が観光とか水産の関係のところでござい

まして、全体で 22 カ国に検討対象を絞りました。 

 次の４ページがそういう対象国の農業人口の割合とか１人当たりの農業利用面積のところをご参考

までにどういう状況になっているかということをお示しいたしました。左側が中米・カリブ、右側が南米

になっております。 

 次、５ページが「検討対象国の分類」ということで、いろいろパラメーターがあるのかなと考えましたが、

農業農村開発協力というところで、１つは地球環境問題、中南米ですと頭に浮かぶのは土壌劣化で、

赤が南米、青の濃いのが中米・カリブということで分類したのが土壌劣化の図でございます。世界平

均 142 になるのですが、大体その付近から中米・カリブ、南米と土壌劣化が進行しているというところ

でございます。もう１つ、右側は主要穀物、米、麦、大豆の農民１人当たりの生産量というところで分類

して、南米平均と中米・カリブ平均は結構差がございまして、こういうことで中米・カリブと南米をそれぞ

れ１グループずつにして検討を行ったところでございます。 

 ６ページは、そういうところで分類した中米・カリブ 12 カ国、南米 10 カ国というところでございます。 

 ７ページが「開発課題の検討」でございまして、３つの視点に対する７つの指標について地域ごとに

開発課題を検討するということで、これは前から行っているところでございます。農業農村開発の視点

ということで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・自然災害ということで、指

標としては栄養不足、貧困人口、穀物の自給、ジェンダー、水資源・灌漑、土壌劣化、自然災害という

ところで開発課題の検討を行ったところでございます。 



 ８ページにいきまして、まず１番目に「栄養不足人口」ということで、栄養不足人口の割合と穀物自給

関係をグラフにしてまいりました。中米・カリブ、青い方ですが、栄養不足人口の割合の途上国平均が

17％に対し、これを上回っている国が多い。南米ではボリビアを除き、その下側にあるというところでご

ざいます。 

 右側のグラフでみると、途上国人口に占める中南米人口を上に書いております。栄養不足人口の中

南米の割合を下に書いてあります。途上国人口に比して栄養不足人口の割合が世界的にみてそんな

に高くない状況がそこに書いてあります。人口に比べて低いというふうになっております。 

 次のパラメーターの「貧困人口」でございます。左側に中米・カリブ、南米とも貧困人口の割合がきれ

いに分かれるということでなくて混在しているよう状況で書かれておりますけれども、そのようにしてメ

キシコから始まってコロンビアまで並べてみました。もう１つは１人当たりのＧＮＩを入れてみますと、パ

ラグアイのように、ＧＮＩも低いのですが、貧困人口割合もそんなに高くないというような国もあるのでご

ざいます。大体逆相関のような形になっております。 

 右側が「都市部と農村部の貧困人口割合」ということで、縦軸の方に都市部と農村の貧困人口比が

ございまして、１より大きければ農村部の貧困人口が多い。右側は農村部の中でも貧困人口の割合と

いうことで、半分以上は貧困だというところでございます。中南米全体の課題になっているというところ

でございます。 

 次のところが「穀物自給」でございます。アルゼンチンなどは輸出国のようなところでございますが、

それを除くと自給率 100 ％以下のところに集まっている。穀物自給率、１人当たりの輸入量ということ

で真ん中のグラフでございますが、中米・カリブ、南米とも、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイを除

きますとそういうところに入ってございます。「土地生産性と労働生産性」と書いておきましたが、中米・

カリブは労働生産性が余り高くないところで固まっているというところでございます。 

 次、ジェンダーの視点でございます。左側のグラフですが、「人間開発指数（ＨＤＩ）とジェンダー開発

指数（ＧＤＩ）から見た格差」ということで、ＨＤＩを横軸、ＧＤＩを縦軸にとって相関をみてみると、きれいに

45 度線上に乗ってくるということでございまして、数字上は余り格差がないのかなというところがござい

ます。 

 右側に農業経済人口に占める女性の割合とか非農業経済人口に占める女性の割合ということで、

非農業部門における女性の割合が農業部門における女性の割合よりも高くなっているという現状がご

ざいます。 

 次の５番目の「水資源・灌漑」のところでございます。中米・カリブでは、特にカリブ諸国を中心に１人

当たり水資源の利用可能量が世界平均を下回った国がございますが、南米に行きますとアンデス山

脈のところで雪とか氷ということで水資源が貯蔵されていますので、１人当たりの水資源可能量からみ

ると世界平均を上回っているというようなところがございます。 

 「灌漑整備率」でございますが、その右側の方に中米・カリブと南米の灌漑整備率を書いております。

世界平均 18％あるのですが、21 カ国中 13 カ国が世界平均を下回っている状態になっております。 

 ６番目の「土壌劣化」の状況でございます。分類したときの図と同じ図なのですが、その中に傾斜割

合８度以上の割合がどのくらいかというのをあわせて載せてみると、劣化の高いところは傾斜もきつい

ところというような感じになっておりまして、傾斜割合は世界平均 46％ですが、特に中米ですと 46％よ

り高いところがございます。また、農業活動が原因で土壌劣化を引き起こしている割合というのもそう

いう国で、世界平均 35％ですが、そういう国では農業活動による土壌劣化を招いている国も、中米と

南米できれいに分かれないのですけれども、そういう状況になっております。 

 土壌劣化は国全体でみると以上の通りですが、極度に激しくなっている割合のデータがもう１つござ

いまして、それをみてみますと、中米・カリブではコスタリカあたりのところが極度に土壌劣化が進んで

いる割合が高いというようなことがございますし、メキシコが劣化面積が大きい。南米に移りますとエク

アドル、ボリビア、パラグアイ、チリあたりが極度の割合が大きいというデータがございますし、ブラジ

ルが劣化面積でみると大きい国になっております。あと塩類集積ですが、パラグアイとかアルゼンチン

で塩類集積の問題もございます。 

 ７番目の「自然災害」の点ですが、中米・カリブは毎年のようにハリケーンが発生しております。ハリ

ケーンは中米・カリブの特に大きな問題かなということで、2004年のハリケーンの進路状況とか発生状

況とか上陸状況を載せております。 



 以上のところをまとめたのが５番目の「開発課題の整理」ということで、中米・カリブ、南米それぞれに

分けて栄養不足人口の割合とか、特に貧困状況ですね。中米・カリブですと農村部、河川周辺や都市

近郊の傾斜地における貧困問題、南米ですと山岳部や都市近郊の傾斜地における貧困問題、あるい

は穀物自給、中米なんかは輸入量が多い国ですし、土壌劣化というところでは中米・カリブは「農業活

動」による土壌劣化が著しい。南米も同じでございます。また、そのほかに塩類集積の問題がございま

す。自然災害は中米・カリブの特徴的なところで、農村生活環境、灌漑施設への影響が大きいと課題

の整理を行っております。 

 次の 17 ページです。６番目の「協力方向の検討の考え方」ということで、パラメーターを２つ考えまし

て、土壌劣化と貧困、栄養不足の度合いを踏まえることが必要なのではないかということで、土壌劣化

指数と１人当たりの国民所得ＧＮＩを指標として中南米を分類してみますと、グループⅠからグループ

Ⅱ、グループⅢ、グループⅣ、大体４グループに分かれるのではないかと考えております。 

 そのグループごとの色分けを右の方にしております。このグループごとに協力の方向を検討してまい

りたいと考えております。 

 「地域毎の開発課題と協力の方向」ということで 18 ページ、これは全体の鳥瞰図でございますので、

４グループについてそれぞれ、１つは貧困問題です。貧困や栄養不足の削減と地球環境、土壌侵食、

そういうところでどういうものがあるのかなというのを若干述べていますが、後のページで説明してまい

りたいと思います。 

 次の19ページでございますが、協力の方向としては貧困・栄養不足の削減と地球環境の保全、復興

支援、持続可能な農業生産の支援ということで頭の整理をいたしまして、それに対応するグループは、

右側の方に書いてありますが、こういうグループがそういう協力の方向に該当していくのではないかと

考えております。 

 協力の手法としては、そのほかに国際機関やＮＧＯとの連携等というところを掲げさせていただいて

おります。 

 １番目の「貧困や栄養不足の削減」ということで、削減に向けた協力の方向というのを左側の水色の

ところに書いてありますが、１つは灌漑施設、農道等の基礎インフラの整備とか、実績がございますが、

「村づくり協力」による総合的な農業農村開発、それと貧困問題ということで、貧困削減に直接裨益す

る農業農村開発事業の実施というところを掲げさせていただいております。 

 次の 21 ページが「地球環境の保全」という協力の方向、２番目でございます。土壌侵食防止対策技

術の開発、塩類集積を抑制するための用排水管理への支援、地球温暖化防止技術の開発、住民参

加型環境保全での支援が考えられるのではないかと考えておりまして、右側には先ほど１番目で説明

したボリビアとかパラグアイ、あるいはアルゼンチンの塩類集積したところの写真を載せさせていただ

いております。 

 22 ページにまいりますと「復興支援（自然災害）」ということで中米・カリブ、今回もハリケーンがアメリ

カのルイジアナの方を襲いましたけれども、中米・カリブはそういうところでございますので、調査団の

派遣とか農村社会の再構築。村の中の機能もやられてしまいますので、そういう農村社会の再構築、

あとはインフラの再建の支援と防災専門家の育成というところを協力の方向として考えたいと考えてお

ります。 

 次は「持続可能な農業生産への支援」ということで、中南米の都市と農村の格差とか水資源の有効

活用がこういうところでは主要課題になるであろうと考えておりまして、輸送のインフラの整備とか水利

組合の育成強化、農業用水の水質改善というのが南米の特徴でございますので、そういうところを掲

げさせていただいています。 

 24 ページは先ほどの協力の手法ということで、ＦＡＯとＮＧＯの連携ということで、ＦＡＯ等の国際機関

との連携というのは伝統がございまして、ＦＡＯのチリのサンチャゴ事務所と連携がございますし、ある

いは中南米に在住する日系人の現地での豊富な経験の活用というところもございます。あるいはメキ

シコ、チリ等を拠点にした南南協力・広域協力。先ほどボリビアのところでご紹介しました住民参加の

促進というのがございます。そういうところをまとめた表が 18 ページのⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳにした「貧困、土

壌劣化ともに激しい国」、「土壌劣化が進行中の貧困国」、「自助努力が相当程度期待できる国」、「開

発程度が比較的高い国」とまとめさせていただきました。 

 25 ページに参考といたしまして「中南米における土壌侵食防止の取り組み」ということで緑資源公団

がやった 95 年からの調査とか、住民参加型保全事業のＪＩＣＡのチリ、ＪＩＣＡでやりましたボリビアの持



続的農村参加型の実践的計画というところをイメージできるように写真を載せております。左下の方に

は「中南米の土壌劣化の現状」ということで色が濃いほど土壌劣化が厳しいというふうになっておりま

す。 

 26 ページにはブラジルのセラードがございますので、若干違うのですが、セラード開発事業の例を参

考として載せてまいりました。 

 以上でございます。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、中南米のこれからの議論のベースとして今ご説明いただいた内容についていろいろご意

見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○長谷川専門委員 

 これも非常によく考えてまとめられていると思うのですけれども、視点としては我々が協力できるもの

はどのよう事項があるかというような考え方に立っていると私は感じたのですけれども、実際には南米

なり中米で具体的にこれから展開するべき農法なりが明らかにならないと我々の協力がうまく機能し

ないような感じがします。というのは、我々はどっちかというとかごに乗る人ではなくてわらじをつくる人

というような分類になると思うので、その辺の中米なり南米で将来どういう農法が適当かというようなこ

とというのはどの程度考慮されて書かれているのかなというのが質問です。 

○下村小委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では今の件についていかがでしょうか。 

○大平海外土地改良技術室長 

 先生の指摘されるところは若干弱いかなという認識はもっています。例えば農法といわれたとき、わ

らじをつくる人というところで、25 ページの「中南米における土壌侵食の取り組み」で、例えばチリで

2007 年２月まで予定しているのですが、土壌侵食が著しい畑作地域において持続的農業改善を目的

とした土壌保全、総合技術の実証と技術移転を住民参加で行って小流域農業の振興を図っていくよう

なところで、現在オンゴーイングなものですから、どこまで成果が上がるかよくみえない部分もあるので

すが、そういうところで我々の技術がどのように発展していけるのかなというところを今模索していると

ころでございます。 

○下村小委員長 

 ほかにいかがですか。どうぞ。 

○畑専門委員 

 すみません。中南米のことは全然分からなくて申し上げるのもなんなのですけれども、農村部の貧困

人口の割合が非常に高いところがありますし、一方でまた国としては平均収入の高い国もみられまし

て、貧富の差が大きいということがあろうかと思います。技術援助の方向としまして貧しい方々のところ

にもう少し視点を置いて全体的な平均値を上げるということを考えるならば、セラードの開発の話が出

ておりますけれども、こういう広大な可能性のある土地が一方であるということで、そういうところに貧し

い方で何とか自分でも農業をやりたいというようなことを考えている人も多くみられるのではないかと

思うのですけれども、そういう人を誘導するような村づくりといいますか、小規模のかんがいで水路網

を新たにつくるというのではなくて、集水型の農業というような、降水を生かしたアフリカ等で期待をさ

れているウオーター・ハーベスティングのような形で何とか自活できるような収入を上げる、そういう事

業の展開というのは考えられないものか、その点教えてください。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。ほかにご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 



○目黒専門委員 

 先ほどのご質問とはちょっと違いますけれども、よろしいですか。 

○下村小委員長 

 はい、どうぞ。 

○目黒専門委員 

 例えば 13 ページ、土壌劣化の原因として幾つかオレンジの字で挙がっています。例えば過剰採取と

か過放牧というようなのが出ていますけれども、こういうことが原因になっている地域というのは中南

米以外にもあるわけですね。これらの地域とほかの地域で同じような問題を抱えている地域で、例え

ば日本がかかわる場合にその方法とか技法などに関して共有されているのか。つまり地域別にこうい

う報告をみますと、それだけで完結しているわけです。横のつながりでどれだけ何が共有されているか。

つまり日本がこれまで蓄積してきたものがどれだけ普及し、活用されているかというところがみえませ

んので、それについて教えていただきたいと思います。 

○下村小委員長 

 それでは今のお二人の委員のご指摘についていかがでしょうか。 

○大平海外土地改良技術室長 

 最初のウオーター・ハーベスティングで自活できるような農業というところでございますが、我々が今

までやった取り組みの中では、自活できる農業をやっていくためには、例えばボリビアですと傾斜地が

きついとか、そういう問題があるので、自活できるようにするときにはある程度土壌保全的なことをどう

しても考えなければいけないというところで、ただ斜面に小麦を植えつけてあとはほったらかしではなく

て、そういう面を考えたところを志向してきたというのが今までの技術開発というのですか、土壌劣化

の対策というのですか、そういうところの視点で行ってきたつもりでございます。 

 南米というと農業形態としては、粗っぽく分類してしまえば商業農業と追いやられている土壌条件の

厳しいところでの農業の２つあると思いますので、我々はどちらかというと商業のところはそれはそれ

として、そういう厳しいところで自活できるようなことを何かできないかと模索しているところでございま

す。 

 目黒委員の中南米ではこうだけれどもほかの地域も、まさにそういうところが技術蓄積のストック、そ

れの応用化、汎用化というのは我々のテーマでございまして、中南米で蓄積した技術のここへの適用

がうまくいくというところのデータ整理なり前提条件の整理なり、そういうところは我々がこれから真剣

に取り組んでいかなければいけない分野だと考えております。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

○端専門委員 

 私の先ほどの質問もまさにそのようなことであったのです。つまり技術が生まれる背景、なぜこれが

生まれたのか、あるいは途中でしぼんでしまったのか、そういうことを体系立って整理していくというこ

とが将来につながるだろう、そういう方向でのまとめ方みたいなもの、それが重要ではないか。 

 具体の中南米の話ですが、我々の協力の仕方というのでしょうか、全体に拝見していますと手取り

足取りといいますか、何かそういう印象をちょっと受けるのです。私、1990年代の半ばごろから５年間、

メキシコとの汚水処理の共同研究におつき合いした経験がありますが、すごくプライドが高い。むしろ

自由な発想で、もちろん限界はありますけれども、そういうところで主体的にいろいろ考えていただい

て、しかし結果責任は伴う、結果で評価しますよみたいな協力のあり方というのでしょうか、例えば水

利組合をこうやってつくるとか、汚水処理を我々のもっているものはこうで、使ってみてどうですかとい

うのではなくて、そのあたりの方向といいますか、協力のスタンスといいますか、それはいかがなもの

なのでしょうか。 



○大平海外土地改良技術室長 

 先生のメキシコの件でございますが、どちらかといえば我々は今ある技術がどうの、これでどうです

かというわけではなくて、結局やってきたことは地べたに這いつくばって、ここの侵食をとめるにはどう

したらいいかというようなことを考えてきたわけでございまして、今後も地べたというか、その場所のと

ころから学びつつ、我々のもっている技術的な背景もミックスさせながら進めていくのがある意味では

一番いいのかなと考えてございます。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。いろいろご意見もあると思いますけれども、時間の関係で次の議題に移ら

せていただきます。きょういろいろご指摘いただいた点も含めて、引き続きこの研究会で検討していき

たいと思います。 

 それでは資料―４、国際かんがい排水委員会の資料についてご説明いただきたいと思います。 

○角田事業計画課長 

 それでは、私の方から国際かんがい排水委員会の対応方針についてご説明させていただきます。

資料―４をお開きください。 

 今度の第19回総会及び第56回国際執行理事会でございますが、 9月 10日から 18日にかけて北

京で開催されます。日本からはＩＣＩＤの国内委員会の中村委員長、谷山委員、そしてきょう新たにこの

国際小委員会の委員にご就任されました神戸大学の畑委員もこの国内委員会に所属されておりまし

て、畑委員にもご出席していただくことになっております。それから、事務局の私が出席ということで、

全体では 10 名程度の出席になろうかと思っております。 

 この国際執行理事会における対応方針についてご説明いたします。 

 まず、事務局長から基本的な報告がされる予定になっておりまして、昨年開かれましたモスクワでの

執行理事会の経過報告がなされる予定でございます。そしてＩＣＩＤの現在の状況についての報告がな

される予定でございますが、現在加盟国 104 カ国ということになっております。 

 そして世界水会議、来年の３月にメキシコで開催される予定になっております。第４回世界フォーラム

でございますけれども、これに対してＩＣＩＤとしても積極的に関与していくということでタスクフォースが

立ち上がったということについての報告がある予定でございます。 

 以上のような事務局長報告が行われました後、今度は各委員会なり部会からの報告ということでご

ざいます。 

 評議会、これはＩＣＩＤの重要事項についての審議をする会長なり副会長経験者で構成される会議で

ございます。 

 そして戦略計画・組織委員会というのがございますが、この委員会の下にアジア、アメリカ、ヨーロッ

パ等の地域部会がございまして、それぞれの地域における活動状況がこの委員会を通じて報告され

ることになっております。 

 そして技術活動委員会でございますけれども、ここはかんがい排水に係る技術的な諸問題について

のワーキンググループなりタスクフォースがございまして、それぞれの部会での審議状況が報告され

るということになっております。 

 そして財務委員会、これはＩＣＩＤの経済財政運営についての委員会でございまして、そういったことに

ついての報告がなされることになっております。このあたりはそれぞれの評議会及び委員会からの報

告内容を聴取して対応してまいりたいと思っております。 

 次のページにまいりましてＩＣＩＤの憲章、規約の改正案についての審議がございます。これは昨年の

モスクワ会議でも議題になって、昨年の小委員会でもその対応方針についてご説明したところでござ

いますけれども、昨年はこれについての結論が出ずに、特別委員会を別途設置して、この１年間かけ

てこの規約改正についての審議をしてきたという経緯がございます。 

 この資料の８ページに小委員会での報告結果がございまして、谷山さんもこのメンバーに入って審議

してきたという経緯がございます。 

 基本的には４点ございまして、加盟国、活動の活発でないところ、あるいは会費を納めていないとこ

ろは脱退とみなすという規定があるのですけれども、そこを適切な表現にすべきではないかとか、副会

長の序列についての表現の修正でありますとか、ＩＣＩＤとしても戦略テーマの機動的なテーマ設定とそ



れの活動をしていくための規定の整備でございますとか、ＩＣＩＤの著作権についての規約の改正という

ことについてのそれぞれ提案がございますので、ここにつきましては基本的に支持していく方向で現

地の状況によって対応してまいりたいと思っております。 

 ４番目に新たな提案として、ＩＣＩＤの名称変更が今回提案されております。これにつきましては、12 ペ

ージをお開きいただきたいと思います。この名称変更の問題は、昨年のモスクワ会議でケイズール会

長から、環境面が非常に重要になってきているので、かんがい排水委員会ということではなくて、「環

境」をつけて Irrigaton,Drainage and Environment と表現にしてはどうかという提案があり、それについ

て各国の意見をこれまで事務局の方で整理してきているということでございます。 

 各国からいろいろ意見が出ておりますけれども、７カ国から返信があったという報告がございまして、

かなり反対をしている国が多いということでございます。ＩＣＩＤの名称は戦後 60 年近くにわたって普及・

定着しているので、あえてその名称を変える必要はないというようなこととか、環境について取り組む

ということはそもそも既に取り組まれている話であるから、あえてそのようなことで名称を変更する必要

はないというような意見が多いわけですけれども、我が国としてはこの問題については国内委員会で

議論して後報告するということで保留をしてまいりました。 

 国内委員会でいろいろ議論した結果について対応方針を13ページの下のところに書いておりますけ

れども、名称変更自体は適当ではないと考えたいという意見表明をしたいと思っております。しかしな

がら、環境面での配慮ということは非常に重要なことでありますし、現に日本におきましても土地改良

法を改正して事業の実施に際しての環境との調和への配慮ということを義務づけて行っているという

事実もございます。しかし、かんがい排水事業というのは食料増産なり農業生産の向上という目的達

成に対して配慮していくという性格でございますので、かんがい排水、環境を同列に並べると環境が

突出する印象があるのではないか。したがいまして、名称変更ということではなくて、今後、ＩＣＩＤの憲

章の改正によって環境を重視するという方向を打ち出してはどうかという提案をしたいと思っておりま

す。 

 14ページに具体的な憲章の変更についての案を事務局に出していければと思っておりますけれども、

この憲章の使命とその行動の範囲というところにおいて、使命の部分については「環境に調和をしつ

つ」というワーディングを入れるということと行動の範囲の中に「環境と調和したかんがい、排水、洪水

調節システムの促進」という活動項目を入れてはどうかという提案をしていきたいと思っております。 

 また２ページに戻っていただきまして５でございます。今後の会議の開催予定、これは来年マレーシ

アのクアラルンプールで次の執行理事会が開かれるということと、その後アメリカ・サクラメント、イラ

ン・テヘラン等々、2009 年まではスケジュールが決まっているという状況でございます。 

 ３ページにまいりまして、会長、副会長の選出というのがございます。これにつきましては15ページを

お開きいただきたいと思います。まず、これまで 3年間会長を務められたマレーシアのケイズールさん

が交代ということで、イギリス及びカナダの方からそれぞれ立候補されております。いずれも副会長経

験者ということでございますので、ＩＣＩＤへの貢献度、日本との関係の深さということを勘案しながら投

票していきたいと思っております。現地で最終的には決めていきたいと思っております。 

 それから副会長でございますけれども、全体９名のうち今回３人が交代ということで、中国、ナイジェ

リア、スイスの副会長が交代になります。それに対してイタリア、アメリカ、中国、南アフリカの４カ国か

ら立候補されておりまして、このうち３名を選挙で選ぶということになっております。これにつきましては、

地域バランス等を勘案しつつ、また現地でいろいろな情報収集もしながら対応していきたいと思ってお

ります。 

 以上が基本的な方向でございますけれども、今回ご報告事項として 16 ページをお開きいただきたい

と思います。今回のＩＣＩＤの総会の中で、日本としてワークショップをアジア諸国と協調して主催してま

いりたいと思っております。これは 2003 年に開かれました第３回世界水フォーラムのフォローアップと

いたしまして、世界のかんがいの多様性なり多面的な機能に関する情報の収集あるいは発信を行うと

いうワークチームを設立することを日本として提案し、承認されたという経緯がございます。これに基づ

きまして今回北京でのＩＣＩＤの会合の中でワークショップを開きまして、各国からのいろいろな議論を踏

まえてメキシコで開かれる世界水フォーラムに向けてのポジションペーパーを作成していきたいと思っ

ております。17 ページにございますとおり、１日かけてワークショップを行いますけれども、かなりの数

の論文の提出がなされているという状況でございます。 



 それから、アジア地域部会がこの会合の中であるわけですけれども、ここに中條農村振興局次長が

出席いたしまして、メキシコでの世界水フォーラムに向けた日本としての水関係の問題についての取り

組み姿勢をプレゼンテーションしてまいりたいと思っております。 18 ページ以降ございますような資料

で前回の水フォーラム以降の日本の取り組み、ＩＮＷＥＰＦの問題、あるいはＰＡＷＥＥＳという水田関係

についての国際学会も設立されておりますけれども、そういった取り組みについての説明をしつつ、ＩＮ

ＷＥＰＦの会議の状況とＩＣＩＤのワークショップなどを踏まえてメキシコの水フォーラムに向けて臨みた

いという一連の取り組みを説明してまいりたいと考えております。 

 さらには、日本として今取り組んでいる新しい施策、農地、農業用水を守る、資源保全施策について

もご紹介してきたいと。このようなことで今回のＩＣＩＤに臨みたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。今ご説明いただいた内容について何かご意見ありますでしょうか。 

 よろしいですか。それでは、特段ご意見がないようでしたら……。 

○長谷川専門委員 

 関係ないことでもよろしいですか。でも時間のこともあるんですね。 

○下村小委員長 

 どうぞ。 

○長谷川専門委員 

 ＩＣＩＤというのは昔から名前は知っているのですが、具体的な活動はよく分からないのです。ＩＣＩＤの

中でアジアというのは水問題では虐げられている方なのですか、それとも……。ヨーロッパだったら水

田は水を使い過ぎるとアジアの農業を批判しそうです。今度のシンポジウムはその辺のことも考えて

いるのだと思うのですけれども、全体的な風潮はどうなのでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 今ＩＣＩＤの活動として活発なのはアジアとヨーロッパです。ヨーロッパは畑地かんがいということもござ

いますし、水資源が非常に逼迫しているという状況、あるいは途上国におけるかんがいによる塩害集

積の問題、そういうことに対して節水の問題でありますとか塩害を中心とした環境問題への配慮といっ

たところを非常に重視し、かつウオータープライシングの問題をかなり強調してきているという印象が

ございます。 

 それに対して日本を中心とするアジア・モンスーン地域としては、かんがいを行うということは、食料

生産に加えて地下水の涵養とか洪水の防止とか、非常に多面的な機能もあるという部分をいろいろな

形で発信しているということでございます。特にかんがいの多様性なり多面的な機能ということについ

ての重要性を発信していこうということで、前回の大津で行われました世界水フォーラムに向けてもそ

ういうスタンスで臨みましたし、今度のメキシコの水フォーラムに向けてもそういうスタンスでいきたいと。

そのための取り組みを行うＩＣＩＤにおいてもアジア地域部会を中心に展開している、こんな状況でござ

います。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。 

○目黒専門委員 

 今のご質問に対するご回答との関連なのですが、日本の場合、アジア地域の中でも中心的な役割を

果たすということを意識されているようでございますが、日本の知識・技能等に関する蓄積というのは、

少なくともこの関係ではかんがいということを中心にした発想で取り組んでおられるのでしょうか。つま

り特にアジア・モンスーン地域といいますと海洋もありますし気候条件等いろいろあるわけですね。水

をいかにコントロールするか、有効に活用するかということも地球規模で今問題になっているわけです



ね。ですからアジアの経験を生かす、あるいは日本の経験を生かすという場合、かんがいというところ

からこの委員会のベースを考えますと、その発想がそこにあるとすればそれは大変もったいないこと

で、日本の研究者もいろいろな蓄積をもっておられるようですので、その辺のところを教えていただき

たいんです。 

○角田事業計画課長 

 的確なお答えになるかどうか分かりませんけれども、日本のかんがい技術というのは 2,000 年の歴

史があると思うのです。河川から水をいかに円滑に取水するか、まずその前提となる水を治めていくと

いう話でございますね。水をコントロールしつつ安定的に供給して農地に水を運び、そして農地にかん

がいする、こういう一連のシステムとして技術体系ができております。したがいまして、かんがいといっ

てもそういう一連のシステム、技術、そして農地を造成していく、例えば干拓でございますとか、そうい

う農地を開き、またそれをマネジメントする技術という総合的な技術体系の中で我が国としては取り組

んでいるということでございます。 

○中條農村振興局次長 

 ちょっと追加させていただきますと、先生ご指摘のようにフラッドコントロールの部分とイリゲーション

の部分は裏腹でありますから、コントロールもフラッドコントロールとして発言をされている。まずこれが

第１点です。 

 世界水フォーラムの第３回を日本でやったときも、実はこれは国土交通省さんが主体的に誘致しよう

ということで、第２回のハーグから相当積極的にとりかかられて呼んでこられたという経緯があります。

ただ、あそこも、私が横で見る限りではフラッドコントロールというのは特殊なエリアという感じがするわ

けです。ヨーロッパでもっておるフラッドコントロールの問題と日本が抱えるこんな急峻な地形ではちょ

っと合わないというところがあって、そこはアジアの特性みたいなものを彼らの方も相当アピールした

いという思いがあると思っております。ですから、そこは私どもも協力しながら進めていくということでお

話を進めています。 

 ただ、その場合に、課長もいいましたように、かんがい一つ取り上げましてもほかの地域と相当違い

まして、どうやってこれをアピールするかというのは非常に難しい面があります。日本だけがこれを主

張しましても非常に小さな意見になりますので、同じスタンスをもっているところがお互いに協調し合っ

て一つの大きな動きとして、固まりとして発言していく必要があるだろうと考えています。 

 ここでいいますＩＮＷＥＰＦとＰＡＷＥＥＳというのは多分にそういうところを意識してつくられてきた経緯

もあります。学会という意味ではＰＡＷＥＥＳの水田とそれを取り巻く環境を一体とした国際学会で水田

の重要性をアピールされますし、ＩＮＷＥＰＦの方はどちらかといいますと行政単位で同じ課題を抱えて

いる国が集まって水田農業の重要性をアピールしている。この両方が国際舞台で自分たちのスタンス

を主張している。 

 ＩＣＩＤは、ご案内のとおりヨーロッパのグループとアジア・モンスーンのグループとありますから、ここ

で例えばＩＣＩＤは全面的にアジア・モンスーンを大事だと一方的にいう立場にはありませんので、ここで

は我々はグループとしての意見を主張させていただいて、ＩＣＩＤの全体の主張の一部として位置づけ

てもらう、まずはそういう運動をしたいと考えているところでございます。 

○目黒専門委員 

 ありがとうございました。かなりはっきりしました。 

 ただ、そういう意味では日本の蓄積が世界にどのくらい理解されるのか、広がりをもてるかというとこ

ろで懸念があるということですと、ＩＣＩＤの名称変更での議論とも絡んでくると思いますが、グローバル

な観点からどういう役割をもつのだといったときに、環境に配慮するということはいっているわけですし、

日本の修正案にも「in consideration of 」というのがありましたよね。でも、とらえ方がすごく小さいとい

うか限られた感じがするわけですね。ですから全体として環境、グローバルにみて人類にとっての環

境との共生ということを考えたときに、水がないと人類は生きられない、しかし災害もあるというふうな

ところで、全体的なまさに宇宙との関係をもった地球の水のコントロールが人類の将来にかかっている、

そのような大きなフレームワークの中で、では食料生産に特化したような日本の経験がどのように汎

用性があるかというふうにもっていくとアピール度が高まるような気がするのです。 



 いろいろな地域でこの問題は起きるわけで、今まで私たちが議論してきた例えば砂漠化防止、そうい

うこともまさに同じ問題なわけですよね。ですから、人類がこれから適切な環境づくりをして生き延びて

いく、しかも人間らしい生活をしていくための地球の環境をつくるためにこれがどのように重要なんだ、

そういう観点から考えて出していただけると日本にとっていいのではないかというふうな印象をもちまし

た。 

○下村小委員長 

 それでは、ぜひその点よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後に資料５ですけれども、ＩＮＷＥＰＦの取り組みということで事務局からご説明いただき

たいと思います。 

○岩村水利整備課長 

 ＩＮＷＥＰＦのことについて若干ご説明をいたします。状況のご報告ということになります。資料―５―

１をごらんください。 

 ＩＮＷＥＰＦというものですけれども、国際水田・水環境ネットワークです。今し方より随分とこれに関連

した議論が出ましたけれども、一昨年京都で行われましたＷＷＷ３（世界水フォーラム）のフォローアッ

プという意味で昨年立ち上げたものでございます。アジアの水田農業国による集まりでありまして、ＩＣＩ

Ｄは研究者の集まりということですけれども、こちらの方は行政組織、国際組織などが参画をしまして

情報交流といいますか、パートナーシップを促進する。一緒になって行動し、シンポジウムをやったり

世論形成をやっていこうと。当面は来年メキシコであるＷＷＷ４に向けてアジアの水田農業の特性と

いいますか、そういったものを打ち出していこうということでできているものでございます。もちろん研究

者の方々に対してもオープンでございます。下の方に枠囲いしてありますが、13 カ国、国際機関 10 個

がメンバーになってございます。 

 若干背景を申し上げますと、ＷＷＷ３のときにウオータープライシング、要するに水に価格をつけて

いくという議論が随分なされました。欧米中心、乾燥地農業中心の議論だろうと思いますが、環境問題

との関係もありまして、市場原理を導入して水の配分を最適化していけば環境への影響も軽減できる

という考え方であります。 

 それはそうなのですが、一方でアジアの水田農業をみますと独特のものがございます。例えば水田

農業の場合には取水した水の７～８割が河川に還流するか、もしくは地下水へ還元されるという特徴

をもっております。例えば日本の経験でも水田面積が減っていった地域では地下水がだんだん資源と

して減少し、上水などに使うわけですけれども、そちらに支障が出ているといったようなデータも幾らか

あるわけであります。そんな形で水田がなければ一気に海に流れ出てしまうものが広く面として水が

循環し、水の有効利用にもつながりますし、地下水涵養、地域の環境をつくったり防火用水とか生活

用水、地域の環境をつくるところに寄与したり、外部経済性が非常に大きいという性格をもっておりま

す。 

 こういったところがあるものですから、先ほどの欧米流のウオータープライシング、それはそれで理屈

なのですけれども、それだけでは律し切れない部分があるというところをアピールしてきております。こ

ういった思いがアジアの水田農業国の中では共有される部分でありまして、そういったことでこういう

集まりをつくってございます。去年第１回目の運営会議を日本で行いました。ことしは 11 月、韓国でや

ることになっております。 

 次の２ページ目をごらんいただきますと、第４回水フォーラムがメキシコで３月にあります。そこに向

けての動きを書いております。先ほど事業計画課長から説明があったＩＣＩＤの中でもアジアワーキング

グループというのがありますが、そことは問題意識を共有できる部分がございます。今回のＷＷＷ４と

いうのはローカルアクションを非常に重視するという流れになっておりますので、下の方に流れ図があ

りますが、まず今月の７日、８日にＰＡＷＥＥＳの研究会がありますけれども、そちらの中にもＩＮＷＥＰＦ

として参画をしていきますし、今度のＩＣＩＤのアジア地域ワーキンググループ、この中の議論も一緒に

議論をし、そこの成果も 11 月に韓国でありますＩＮＷＥＰＦの第２回運営会議の中で発表していただい

たりということで、連携をとりながら最終的に第４回水フォーラムのセッションの中で発表していきたい

といったようなことでございます。こんなことで連携をとりながらやっていきたいと思っております。 

 とりあえず状況の報告だけでございます。以上でございます。 



○下村小委員長 

 ありがとうございました。この点について何かご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかに事務局の方でこれまでの議題以外に何かありますでしょうか。 

○角田事業計画課長 

 ありがとうございました。議事は以上でございまして、次回の国際小委員会につきましては、冒頭ご

説明いたしましたように年明けを予定しております。また日程調整につきましてご連絡させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○下村小委員長 

 ありがとうございました。予定された議題すべて終わりましたので、議事進行を事務局にお返しいた

します。 

○角田事業計画課長 

 本日は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。これをもちまして平成 17

年度第１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―― 

 


