
新 ODA 中期政策に関する懇談会（東京）記録 

■日時：2004 年１１月１８日（木） １５：００～１７：３０ 

■会場：東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクエア ５０４会議室 

 

■配布資料： 

・議事次第、出席者名簿（ＪＡＮＩＣ事務局） 

・新ＯＤＡ中期政策に関する意見・提案について：（特活）開発教育協会 

・政府開発援助に関する中期政策(案)についての意見：（財）オイスカ 

・「政府開発援助に関する中期政策」事務局案に対する意見：ＯＤＡ改革ネットワーク東京 

・新ＯＤＡ中期政策への意見・提案（ＷＥ21 ジャパン、チェチェンの子どもを支援する会） 

・＜新ＯＤＡ中期政策に関する懇談会＞提言：（財）ジョイセフ 

・政府開発援助に関する中期政策（案）に対しての私見：（特活）シャプラニール＝市民に

よる海外協力の会 

・新ＯＤＡ中期政策の策定 参考資料：外務省調査計画課 

 

■事前資料：新ＯＤＡ中期政策に関する資料（外務省ＨＰ） 

「政府開発援助に関する新中期政策の策定について」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/chuuki/new_houshin.html 

「新ＯＤＡ中期政策の策定（論点整理）」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/chuuki/new_ronten.html 

「政府開発援助に関する中期政策（案）」（11 月８日付） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/kondankai/senryaku/18_shir

yo/shiryo_2.html 

 

■議事次第： 

１、 自己紹介 

２、 外務省より新ＯＤＡ中期政策に関する説明 

３、 協議事項 

  （１）中期政策の位置付けについて 

（２） 「人間の安全保障」（基本方針）の考え方とアプローチについて 

   （３） 重点課題（政策）について 

a. 貧困削減 b. 持続的成長 c. 地球規模の問題への取り組み d. 平和の構築 

（４） 効率的・効果的な援助の実施体制について 

（５） 公聴会の開催について 

４、閉会 



■出席者名簿（敬称略） 

・ＯＤＡ総合戦略会議委員：４名 

荒木光彌 （株）国際開発ジャーナル社代表取締役・主幹 
磯田厚子 （特活）日本国際ボランティアセンター副代表、女子栄養大学教授 
草野 厚 慶應義塾大学総合政策学部教授 
小島朋之 慶應義塾大学総合政策学部長 

 

・外務省：２名 

 岡庭 健（経済協力局開発計画課長） 

  清原 剛（経済協力局開発計画課事務官） 

 
・ＮＧＯ：２２名 
大屋直久 （特活）難民を助ける会（コーディネーター） 
石井澄江 （財）ジョイセフ（事務局長） 
石黒早苗 （特活）燈台（事務局長） 
石田恭子 （特活）「環境・持続社会」研究センター（プログラムスタッフ） 
伊藤文美 ＯＤＡ改革ネットワーク東京 
河内伸介 アフリカ日本協議会（政策提言担当） 
林 郁慧 （特活）BHNテレコム支援協議会 
鈴木瑛子 チェチェンの子供を支援する会（ボランティア） 
高橋清貴 （特活）日本国際ボランティアセンター（調査・提言担当）  
高松知文 （特活）HANDS （オペレーションズ・オフィサー） 
筒井哲朗 （特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会（事務局次長） 
森田真人 エクアドルの子どものための友人の会（運営委員） 
永岡宏昌 教育協力 NGOネットワーク（副代表） 
長瀬理英 ＯＤＡ改革ネットワーク東京 
廣瀬道男 （財）オイスカ（事務局長） 
宮川俊彦 日本リザルツ（事務局長） 
山中悦子 草の根援助運動（共同代表） 
山梨昭三 エル・エンジェル国際ボランティア協会（事務局長） 
湯本浩之 （特活）開発教育協会（事務局長） 
綱川晶子 国際協力ＮＧＯセンター（『地球市民』担当）  
高橋良輔 国際協力ＮＧＯセンター（事務局） 
 

伊藤道雄 国際協力ＮＧＯセンター（理事） ＊ファシリテーター 

 



■説明・協議内容メモ 
外務省より新ＯＤＡ中期政策に関する説明 
○「政府開発援助に関する中期政策（案）」（11月８日付）の概要説明。 

○策定経緯について説明。 

・今夏：新ＯＤＡ中期政策論点整理タスクフォースにより「新ＯＤＡ中期政策の策定

（論点整理）」（平成 16 年 9 月）を検討 

・11 月８日、ＯＤＡ総合戦略会議で「政府開発援助に関する中期政策（案）」を協議。 

・12 月３日、ＯＤＡ総合戦略会議で再度協議のうえ、その場で了承予定。 

・12 月第２週～、パブリック・コメントを予定。期間は１ヶ月を想定。 

・12 月下旬、東京および大阪で公聴会を予定。 

・なお今般の非公式懇談会の性格上、意見交換の結果は次回ＯＤＡ総合戦略会議で議

論される中期政策案に反映されるものではない。 

 

＜策定のタイムスケジュールについて＞ 

ＮＧＯ：策定には議論のための時間が必要。なぜ現在のスケジュールなのか？ 

→外務省：来年度予算に間に合わせるためにこのスケジュールになっている。 

中期政策、特に実施体制については、単に考え方を示すものではなく、具体

的予算編成にも関連するものと考えている。 

＜援助の優先順位＞ 

ＮＧＯ：中期政策は選択と集中を明らかにする必要がある。大綱は広範な範囲にわたって

いるので、この３－５年はどういった人々・分野に集中するのか明確に示して欲しい。 

 

意見交換の論点 

（以下、ＮＧＯはＮＧＯ側出席者、外務省は開発計画課、委員はＯＤＡ総合戦略会議委員） 

（１）中期政策の位置付けについて 

＜具体的政策について＞ 

ＮＧＯ：2002 年ヨハネスブルグサミットの小泉演説では、「持続可能な開発のための教育の

１０年」が提唱され、その後の国連総会で採択された他、教育援助２５億ドルという具体

的数値などが盛り込まれたが、新中期政策案では、日本のＯＤＡ政策とも密接に関連する

同「教育の１０年」や教育援助に関する方針や具体的な政策への言及がみられない。 

→委 員： ＭＤＧｓへの言及があるので、小泉プロポーザルもそれに基づき実施して

いく。中期政策は、可能な限り簡潔にまとめるべきだと考えている。 

→外務省： 今回は全てを網羅的に記載できないという制約があった。地球規模の問題

については日本がどのようなアプローチをとっているかに基づき整理し

ている。 

 



（２） 「人間の安全保障」（基本方針）の考え方とアプローチについて 

・日本政府首脳が国際社会に対して初めて「人間の安全保障」について言及した小渕

首相（当時）演説で「社会的弱者」が強調されたように、「最も脆弱な人びと」を最優先す

ることを明確に示さなくてはならない。 

・文案では「恐怖」と「欠乏」からの自由や保護が強調されているが、これは正しく

日本国憲法前文にある「平和的生存権」の具体化であり、「保護」の対象としてだけ

でなく「権利」を認めることを明記し、国際社会にアピールすべきである。 

→委 員： 

・ 援助を受ける人々が、対象ではなく主体であることは視野にいれているが、記

述は不十分かもしれない。 

・ 言っていることは最もである。ただ、「政府」と「恵まれない人々」という対

抗的な記述は避けたいと考えている。ＮＧＯと企業の人々が逆向きの視点で考

えているので対立関係にならないような記述を行った。最も脆弱な人々を優先

するという考えは明示されていなくても随所に表れている。むしろ最も貧しい

人々のみに焦点をあてると開発全般がだめだとなりかねない。 

・ 何をもって最も脆弱な人々と見るか基準が曖昧だが、そういった人々への言及

は盛り込まれている。また生存権は当然の前提として共有されており、あらた

めて言及する必要があるのか疑問がある。 

・ 最も脆弱な人々に対する優先は、援助計画などにも反映されると考えている。 

→外務省： 人間の安全保障はアプローチを示すものであり、具体的なアクションにつ

いては重点項目の貧困削減や平和構築の箇所で言及している。 

 

＜ＮＧＯの活用・連携＞ 

ＮＧＯ：人間の安全保障ではボトムアップを支援する必要がある。 

・ ＮＧＯが秀でているキャパシティ・ビルディング、コミュニティ支援などの分

野において、ＮＧＯと連携し、ＮＧＯを活用する旨の記述をいれたい。 

・ 「現地の人々を中心に」という記述は大きな前進と考える。さらにプロジェク

トの蒙る地域の人々や住民参加の視点を盛り込んで欲しい。 

 →委員： 

・ 大綱―中期政策―国別援助計画という区分けのなかで、国別援助計画は詳細に

わたり、大綱も膨大な分量がある。中期政策では選択と集中を重視しているが、

大綱の内容を無視するものではない。具体策は国別援助計画にいれていきたい。 

・ 人間の安全保障という視点から、被援助者の主体性やＮＧＯとの連携を明記し

たことは大きな前進。これに依然として違和感をもつ人もいるのが現状である。 

・ 例えば「民間」という表現はあっても「企業」という言葉は記載されていない。 

→外務省： 住民参加については、個別箇所でそれぞれ盛り込んだと考えている。 



（３） 重点課題について 

a.貧困削減 

＜取り組みの姿勢＞ 
ＮＧＯ：先進国のこれまでの取り組みにおけるマイナス効果の評価が記載されていない。

貧困削減の取り組みのレビューが必要。 
・ グローバルファンド等の成果そのものを日本政府がチェックするべきである。

日本政府がその成果をどう評価するかに関心がある。 
・ 選択と集中で焦点を定めるべきは、慢性的貧困の部分。その状態が放置されて

いる人々こそ人間の安全保障のターゲットとして集中的に援助する必要があ

る。そこから援助の効果を広げていくという観点が重要である。 
→委 員： 貧富の格差はひらいており、生活の質という面で見ると改善していない。 
→外務省： 世銀の統計８１－０１年によると、貧困人口、乳幼児死亡率などは下がっ

ている。それらの統計は膨大になるため分量の関係で記載しなかった。ま

た各国際機関等への拠出については日本のやっていることとの連携や成

果の報告に取り組んでいる。それをやらないと予算がとれない。それぞれ

の機関のＨＰには記載されているが、それを日本政府がどのように評価し

ているかについては公表されていないのが現状である。 
 

b.持続的成長 

＜持続的成長への言及の必要性＞ 
ＮＧＯ：国家安全保障ではなく、人間の安全保障であるからには、恣意性を避けなければ

ならない。それゆえ慢性的貧困の削減に記述を集中し、持続的成長の記述は削っても良い。 
→委 員： 日本の立場は、世界的な持続的成長のなかで貧困削減を進めていくこと。

貧困削減だけに特化すると、中進国であるアジア諸国が漏れてしまう。政

策上のバランスも必要。内部干渉はあまりできない。 
 
→外務省： 持続的成長の最初の部分でも貧困削減に言及したことは大綱にない成果

と考えている。 
 
＜慢性的貧困と持続的成長の区別＞ 
ＮＧＯ：慢性的貧困層と成長可能性がある人々は、それぞれ対応する政策が違うのではな

いか。その区別を明確にする必要がある。 
→委 員： 

・ 選択と集中で、まず貧困削減を重視している点が第一歩である。持続的成長と

貧困削減をつなげる考え方の是非は考えなければいけないが、アジアで成果が

あったことは否めない。 



・ 「発展段階に応じた」という言及により、慢性的貧困層と成長可能性のある

人々との区別は視野に入っている。東アジアにおける成長と貧困削減の組み合

わせは成果を上げており、企業側はそれを評価している。基本的にはこの記述

でよいと考えている。 
 
＜持続的成長の意味＞ 
ＮＧＯ：持続的成長の意味は経済的成長だけを指すのか。社会的側面の記述が不十分であ

るように思われるが、どのような意味か？ 
・ これまでのＯＤＡは大型プロジェクトが多い。大企業支援ばかりではなく、中

小企業や地方の貧困削減につながるように展開して欲しい。 
→委 員： 

・ 総合戦略会議においては、社会的な成長も念頭においていた。 
・ 貧困削減をするために、政府がしっかりとした政策を行うことを念頭において

いるが、単純に経済だけでなく、包括的に考えている。 
・ 持続的成長は経済成長を考えている。社会的発展は経済成長に伴うと認識する。 
・ 経済成長は社会発展の必要条件と考えている。 
・ ここでは貧困削減に寄与する経済成長を支援すると明記している。 

→外務省： 端的には経済成長を想定している。だが成長が持続的であるためには経

済的側面以外にも幅広い問題があることは認識している。 
 

c.地球規模の問題への取り組み 

＜地球規模の課題は環境分野だけではない＞ 

ＮＧＯ：選択と集中の必要性は理解するが、記述が環境のみに限定された場合に文言が一

人歩きすることを保健分野のＮＧＯは懸念している。 
→外務省： 網羅的にとりあげられないことは冒頭の位置付けにも記載している。た

だし他の分野を無視するものではなく、ＯＤＡ大綱とも矛盾しない。 
 

d.平和の構築 

＜軍事・政治面の介入の抑制＞ 

ＮＧＯ：平和構築の場合には国家の枠組みが中心であり、国家安全保障との関係がでてく

る。人間の安全保障というアプローチをとる場合との整合性をどう考えるか。軍事介入に

つながる場合があり、市民に被害がでることを危惧している。 
・ 人間の安全保障を根拠に「人道的介入（現在は、「保護する責任」）」を政策と

して打ち出している国もある。そういった方向に行くのか、行かないのかを明

記すべきでないか。実施面でも軍事との境界線を明確にする必要がある。日本

政府が主導した国連人間の安全保障委員会報告書“Human Security Now(邦



題『安全保障の今日的課題』)での指摘、例えば「人道支援の原則（公平性・
中立性・独立性）を侵害しない」といった基本原則の記載を求めたい。 

・ 平和構築において、国家安全保障と人間の安全保障の境界を強調しなければな

らない。この場合、援助する側としての日本政府の恣意性が混入する恐れがあ

る。現在、その境界が曖昧になりつつあるので、明確にしておきたい。 
・ 日本のＯＤＡによって相手国が武器購入等をしないように明記を求める。国内

治安安定の問題は軍事的用途に関わる危険があるので、削除すべきではないか。 
 →委員： 

・ 「人道支援の原則（公平性・中立性・独立性）を侵害しない」といった原則は

必要で明記すべきだ（他の委員からも賛成の意見あり）。 
・ 紛争地域に軍事介入するべきでないと中期政策に明記するのは、ＯＤＡ中期政

策の目的とは適合しないのではないか。 
・ 懸念は理解するが、自衛隊の人道支援はＯＤＡと全く関係ないという法的整理

になっているためややこしい。この中期政策にはイラクの復興支援は含まれて

いない。兵器拡散の防止などには言及をしている。ＯＤＡ大綱における 4原則
の強化という意味では理解する。 

・ 平和構築は周辺国の介入も多く、中立性の確保が難しい。軍事用途との差別化

は検討していく必要がある。 
→外務省： 軍事的介入は、ＯＤＡの範囲ではないので中期政策には記載していない。

それは憲法の問題であり、明確に軍事介入しないと記載されている。ただ

し相手国の意に反する介入がなされないように表現には留意している。ま

た援助実施のために、治安の確保を重視しているが、4原則に抵触しない
ように留意している。治安の重視は、ＯＤＡ大綱にもすでに書かれており、

警察の能力向上の支援等を想定している。 
 

（４） 効率的・効果的な援助の実施体制について 

＜現場の視点から＞ 
ＮＧＯ：現場からみると、実施・運用に関する記述が不十分である。運用に際してより具

体的・踏み込んだ表現が欲しい。 
・ 文言の一人歩きや運用の際に違う解釈がとられることを懸念している。 
・ ＮＧＯ・現地住民の参加について、中期政策にさらに盛り込んで欲しい。 

→外務省： 今回は、現場能力の強化に焦点をあてたつもり。ただ中期政策の性質上、

そういった具体案にはあまり言及していない。 
 

＜「ＯＤＡ大使館」の目的・役割＞ 

ＮＧＯ：現地のＮＧＯにとっては、ＯＤＡ大使館の目的・役割が不明確である。 



・多くのＮＧＯ側が同じ意見をもっている。結局、アリバイづくり、おうかがい

であって、対等な連携になっていないところがある。 
・現場型のＮＧＯも団結して提言をしていく必要がある。 

 →委員： 

・ 日本のＮＧＯに期待していることは間違いない。個々の陳情ではなく政策にし

ていけるような具体的提言が必要。 
・ 詳細にわたる国別援助計画は全ての国にできるわけではない。ＯＤＡ大使館の

役割を確認する必要がある。 
・ 提言型と現場型が協力すればよい 

 

＜現地への情報公開＞ 

ＮＧＯ：現場、現地の人が意見をだすためには、より情報公開が必要。 

・プロジェクトに関して、最低限は英語、できれば現地語での情報公開が必要。 

 

＜評価の必要性＞ 

ＮＧＯ：プロジェクト評価の必要性がある。 

・現場に具体的にどのような影響があるのか、数値などの指標を提示すれば、現

場ＮＧＯや国民も理解しやすい。 

 ・評価やモニタリングをしていくための仕組みを考えていかなければならない。 

・環境アセスメントなどに際して、コンサルのみではなく、現地事情に詳しい有

識者をいれるなどの配慮を求めたい。 

・草の根無償の担当人員がモニタリングも含めて脆弱だと感じる。強化を検討し

て欲しい。 

 →委員： 

・ 説明責任・透明性・評価の三点で考えると、評価が弱いことは否めない。中期

政策は、国別援助計画などにも反映していきたい。 

・ 中期政策の具体的評価も十分ではない。 

→外務省： 評価の重要性は認識している。現地語で国別援助計画・プロジェクトを公

開することは、今後は考えていきたい。中期政策ではそこまで詳細にはい

っていない。具体にはこれから考えていきたい。 

 
（５） 公聴会の開催について 

＜策定プロセス＞ 
ＮＧＯ：パブリックコメントの十分な時間をとり、回答を得たい。 

・ＯＤＡ大綱のときもあまり反映されず、見解を公表することもなかった。コメ

ントに対して個別に回答をして欲しい。 



 ・公聴会は意見を聞きおく場ではなく、諾否を明らかにする場である。 
→外務省： 12月第二週からパブリックコメントを 1ヶ月程度検討している。公聴会

については東京と大阪で開催予定。寄せられた意見については、事後的に、

なぜ、採用したのか、あるいは不採用なのか全て個別に答えることは困難

であるが、出来る限り努力をしたい。ただし、公聴会の際には事務方とし

ての所感は明らかにできても、諾否まで明らかにはできない。各省庁との

調整も必要であり、公聴会の意見交換の場で事務方が諾否を決定すること

はできない。 
（2004年 12月 14日 JANIC事務局作成） 

＊なお本記録は、各発言者の確認を得て、NGO側事務
局が作成した非公式記録です。ご了承ください。 

以上． 


