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１．農村振興局による農業農村開発協力 
 
 
 
 
 
 
 

○ わが国の農業農村開発分野における国際協力では、①外務省・JICA などによる協力、②国際機関を通じた協力に加え、③農村

振興局が農林水産省補助事業・委託事業により、独自に協力に必要な技術や手法の開発などを推進 
 

○ 「農業農村開発協力の展開方向」で整理した「具体的な施策」を実現するため、これまでに蓄積した国内外における経験と知見

を適用・応用・汎用化するとともに、必要に応じて新たな知見を導入するなどして、効果的・効率的な施策の実現方法を検討す

る必要

 -2-

技術協力、資金協力 

① 外務省・JICA などに 
よる協力（二国間協力） 

国際専門機関、国際開発金融機関等 

② 国際機関を通じた協力 
（多国間協力）

連携、成果

の活用等

 

施策の実現へ 

各地域における 
農業農村開発協力の方向の検討 

 

・2001～2002 年度 東南アジア 
・2003 年度 アフリカ 
・2004 年度 南西アジア・中東・中国など

・2005 年度 中南米 

③農村振興局による協力 

 

効果的・効率的に施策を実現 

2004～2005 年度 
 

「農業農村開発協力の展開方向」見直し
 

→「協力の意義・目的」と 
「具体的な施策の方向」を整理 

2003 年 8 月 
 

「ODA 大綱」改定 

施策の実現方法の検討 
 

これまでに蓄積した国内外における経験と知見を適用・応

用・汎用化するとともに、必要に応じて新たな知見を導入

するなどして、効果的・効率的な施策の実現方法を検討 

 

○ 農林水産省 ODA 予算による補助事業・委託事業により、協力

に必要な技術や手法を開発 
○ 専門家・調査団員の派遣、研修員の受入れ支援等 

これまでの取り組み 



 
 
 
 
 

２．農村振興局 ODA 予算による協力の実績 
○ 農村振興局 ODA 予算は 1977 年度から開始 

これまでに、①プロジェクト形成や情報整備、②砂漠化防止や土壌侵食防止などの地球環境保全対策、③村づくり協力手法の開

発と復興支援への応用、④参加型灌漑管理に関する現況調査や水資源の開発戦略構築、を実施 
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① プロジェクト形成、情報整備（1977～） 

2000 年代 

② 地球環境保全対策（1985～） 

③ 村づくり（1988～2004） 
海外村づくり基礎調査（1988～2004） 

西アフリカ（砂漠化防止） 

砂漠化防止対策実証

調査（1990～1995） 

砂漠化防止対策技術

開発調査（1996～2000）

東アフリカ（砂漠化防止） 
基礎調査（1991～1995）

アジア（砂漠化防止） 
基礎調査（1993～1999） 

中南米（土壌侵食防止） 
 

砂漠化防止対策基礎

調査（1985～1990） 
JICA 開発調査

JICA 技術協力プロジェクト

1970 年代 1980 年代 1990 年代 

プロジェクトファインディング基礎調査（1977～1993） 

海外農業開発技術情報整備（1982～1999） 

アジア（熱帯林保全） 
        熱帯林保全農業・

農村開発実証調

査（1993～1998）

熱帯林保全農業・農村開

発基礎調査（1992～1995）

現在

復興支援（2004～） 

地域資源利活用農業農

村開発基礎調査（2005～）

自立支援型黄砂発生源対

策検討調査（2005～） 

JICA 技術協力プロジェクト

農地・土壌侵食防止対策

実証調査（1999～2003）

農地・土壌侵食防止対

策基礎調査（1995～1999）

④ 参加型灌漑管理（1996～） 
海外水管理農民組織

状況調査（1996～2000）

砂漠化防止対策推進体

制検討調査（2001～） 

アジア地域砂漠化防 
止対策調査（2001～） 

プロジェクト事前調査（1994～） 

同左（汎用化）

（2004～） 

地域資源利活用砂漠化

防止対策調査（2004～）

参加型農業農村復興支援対策

調査（2004～） 

水資源開発戦略構築調査 
（2001～） 



３．今後の検討事項 

 
 
 
 
 

農村振興局が有する主な経験と知見、展開方向及び施策の実現方法（案） 

国外における主な経験と知見 展開方向 施策の実現方法（案） 

○ プロジェクト形成 

 

○ 情報整備 

 

○ 現地 ODA ﾀｽｸﾌｫｰｽへの積極的な関与 

 

○ 農業農村開発協力体制の整備 

  

○  現地 ODA ﾀｽｸﾌｫｰｽとの意見交換を通 

じたプロジェクト形成 

○ 蓄積した情報のIT化とその情報の活用

体制の整備 

 

○ 地球環境保全対策（砂漠化防止対策、

土壌侵食防止対策、熱帯林保全など）

 

 

 

 

 

○ 村づくり 

○ 復興支援 

 

○ ＮＧＯ等との連携強化 

 

 

○ 地球温暖化防止対策 

 

○ 汎用化した農地・土壌侵食防止対策技術

 

○ 地域資源を利活用した循環型の砂漠化

防止対策技術 

○ 村づくり協力手法の応用 

○ 南南協力・広域協力の推進 

○ ＮＧＯ、大学、既存の農民組織等と広

範に連携した農民の自助努力を向上させ

る総合的な農業農村開発 

○ 地域資源を利活用した CDM（ｸﾘｰﾝ開発ﾒ

ｶﾆｽﾞﾑ）事業手法の開発 

○ 農業農村開発協力体制の整備 

○ 緩傾斜部及び平野部農地にも適用可能

な土壌侵食防止対策技術の開発(ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ) 

○ 半乾燥地域における砂漠化防止対策技

術の開発（東アフリカ） 

○ 砂漠化防止や土壌侵食防止等の地球環

境保全対策への村づくり手法の適用 

 

○ 参加型灌漑管理 

○ 持続的に維持管理し易い末端灌漑施設

整備 

○ 農民水管理組織の育成 

○ 施設の計画段階から農民を参加させ、

農民水管理組織設立や施設の維持管理に

対するモチベーションの向上 

○ 南南協力・広域協力の推進 ○ 成功事例・先行事例を有する国や灌漑

技術センターなどの拠点を有する国と協

力して、開発の遅れた周辺国に協力 

○ 農業農村開発協力体制の整備 

 

① 農村振興局が有する国内外における経験と知見の整理 

② 効果的・効率的な施策の実現方法の検討 

○ 「展開方向」で整理した「具体的な施策」を実現するため、 
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           注）「参加型灌漑管理とは、灌漑用水利用者が水管理におけるあらゆるレベル、あらゆる側面に関わることをいう。」（世界銀行） 
参考： 農村振興局による参加型灌漑管理の実現方法案 
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関係機関と連携した南南協力・広域協力の推進 

エジプト、ドミ共等での

ＪＩＣＡ技プロ 

その他 

フィリピン 
・水利組織の設立・育成

（JICA 技プロ） 

・水利組織の設立・育成

（JICA 技プロ） 

インドネシア 

タイ 
・水利組織の設立・育成（JICA 技プロ）

・U 字溝建設と土水路建設を組み合わせ

た低コスト用排兼用水路の検討（JIID

調査） 

・新規管水路灌漑地区における計画段

階から農民が参加した事業推進（ＪＩＩＤ

調査） 
・水利組織の設立・育成

（JICA 技プロ） 

・整備水準毎の効用把握

による最適な末端水路

配置の分析（JIID 調査）

ミャンマー 
・計画段階から農民が参

加した農民による土水

路の建設（JIID 調査） 

カンボジア 

ベトナム 

ラオス 
・タイ・ラオス二国間協

力による貧困農民の

ための農村総合開発

国内における農業農村整備の経験と知見 

 

 

 

 農村振興局による取り組み 

ＰＩＭ導入支援に

関する国内外の

経験と知見の蓄

積 

国 内 外

における

経験と知

見 を 活

用 

農水省補助事

業・委託事業に

よる取り組み 

成功要因のコア部分の抽出

各国の取り組み事例の収集

成功要因の分析 

○ 1990 年代末、わが国も土地改良区を参考に PIM、IMT への協力を本格化 

  →幾つもの取り組みがなされてきたことから、その経験と知見を蓄積する

とともに、成功要因を分析する必要 

○ 不適切な維持管理に起因する灌漑効率の低下など「負のサイクル」が発生 

→ 持続可能な水利用の実現が課題 

○ 1990 年代、国際金融機関により参加型灌漑管理(PIM)、灌漑管理移管（IMT）

の導入が本格化→ 十分に成功しているとは言えない状況 

 

 

・専門家や土地改良

区職員による指導 

・研修（第三国研修等） 

コア部分の各国への応用 

成功要因のコア部分の共有

  → 効果的・効率的な協力の推進 

○ 成功事例・先行事例を有する国や、わが国協力により整備

した灌漑技術センターなどの拠点を有する国と協力して、当

該各国間の関係も十分考慮して開発の遅れた周辺国に協力 

○ 計画段階から女性が参画し、その意見が反映されるような

枠組みや体制づくりの促進 

人間の安全保障の実現にも資する 
組織の育成と制度の整備 

研修（人づくり） 

法律・制度の整備

農民の「保護」

農民の「能力強化」

農民（住民）の

リーダー

地方政府の 
事業実施担当者 

開発の遅れた CLMV 諸国

中央政府の 
政策立案担当者 

貧困農民の水の確保

 


