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第 1 回ＯＤＡ改革パブリックフォーラム報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：  2008 年 9 月 30 日 13:30～21:00 

会場：  国立オリンピック記念青少年総合センター 

主催：  特定非営利活動法人 国際協力ＮＧＯセンター 

     特定非営利活動法人 関西ＮＧＯ協議会 

     特定非営利活動法人 名古屋ＮＧＯセンター 

     ＯＤＡ改革ネットワーク 
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第一部 オープニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． セッションのねらい 

主催者による趣旨説明では、なぜこの時期に、パブリックフォーラムという形態でODA改革を議

論するのかを説明した。2006 年に本フォーラム主催団体である 4 つのネットワーク NGO によって

まとめた提言書の内容を振り返ることで、JBIC・JICA の統合など一連の ODA 改革が改革の終わ

りではなく始まりに過ぎないことを示すことをねらいとした。 

基調講演では、ODA・NGO 双方に詳しく、かつ現場の住民の視点とグローバル社会の視点とい

う複眼的な視点を持つ中村氏から、ODA を相対的に位置づけなおしていただくとともに、市民社

会の役割を再提起していただくことを期待した。 

 

２． 発表概要と討議内容 

【趣旨説明】 

 JANIC 副理事長から以下のような趣旨説明があった。 

新 ODA 大綱の策定や海外経済協力会議を設置など一連の ODA 改革の最後に新 JICA 発足

が位置づけられている。この間 NGO は本フォーラムを主催する４つの国際協力ネットワーク組織

が提言書を作成して改革のあり方を申し入れてきたが、この声は反映されているとは言い難い。 

 ４ネットの提言では、ODA の基本認識、国際協力のあり方、実施体制について提言している。特

に今後も幅広い議論を要する課題として、実施体制のあり方に関し、政策立案・実施体制の透明

性と市民参加の強化、国際協力省(仮称)の設置、過去の経験を踏まえた援助政策についての合

意作り、ODA 基本法の制定の 4 つの課題を取り上げた。 

 援助効果に関する「パリ宣言」やそのフォローアップとして採択された「アクラ行動課題」で示され

るように、国際社会では援助の在り方を見直す動きが進んでいる。注目すべきは、援助政策決定

のプロセスとして途上国とドナー国双方の市民の参加および双方への説明責任が不可欠である

という認識が定着していきていることである。 

日本における本当のODA改革はこれからがスタートだといえる。立場を超えた様々な人が参加

し ODA について議論することが必要だと考え、今回 ODA 改革パブリックフォーラムを開いた。これ

は 1 回では終わるものではなく、今後もますます議論を深めていきたい。 

【基調講演】 

まず中村氏は、「20 世紀の 100 年間は国家による開発援助の時代だった」という。それは「国境

日時：  2008 年 9 月 30 日 13:30～14：30 

会場：  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟  

 

主催者挨拶・趣旨説明： 谷山博史（国際協力ＮＧＯセンター（JANIC）副理事長） 

基調講演：  中村尚司氏 （龍谷大学研究フェロー） 

総合司会：  山中 悦子氏（草の根援助運動共同代表） 
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なきプロレタリアートを標榜する路線が敗北し、レーニンなどが国家単位の開発をする状況になっ

た」ことからからくるとし、国家による開発という事象を歴史的に位置づける。 

しかし 21 世紀の今、人々の暮らしを左右するのは ODA ではなく、国家を超える資金の流れで

あるとする。「巨額の金が世界で動いている。ODA で対抗するにはあまりにも大きな力である。」

軍需産業や宇宙空間の軍事利用が進んでも ODA では対抗できないし、アメリカの経済危機は日

本の政府開発援助予算と桁が違う。一方 EU や ASEANなど国家を超える組織（超国家組織）の影

響力の高まりも、国家による開発や ODA を相対化する例としてあげる。また中村氏は平和のイニ

シアティブが移ってきていることにも触れている。「コミンテルンや国際連盟が第一次世界大戦を

防げなかった教訓を踏まえて国際連合ができたが、これもまた東側陣営と直接戦う軍となっていく

ので、戦争を防ぐ力にはならなかった」。こうした経緯から戦争を防ごうとする NGO の力が強まっ

てきた、と NGO や市民の役割を強調する。 

 まとめとして、国家による開発協力から民際交流へ転換が必要との持論を強調した。同時に

ODA 実施面での課題として、事業の評価はすべてのステークホルダーが参加していかなければ

いけない、と問題提起。援助プロセスにおいて被援助国とドナー国の双方で市民が参加し助け合

うことが必要であり、そのためにこそ双方の市民を繋ぐ NGO と地域住民との対等な関係での協力

が必要であると締めくくった。 

【基調講演に対するコメント】 

ODA に関し、国民の税金であることを考えると政府開発援助という言葉はおかしい、という意見や、

国家による開発援助が終わったのであれば、国家から取り戻す必要があるという意見が寄せられ

た。一方、新興援助諸国の台頭に関し、新興援助国の援助のあり方への懸念とともに、それらと

の国益をかけた競争が誘発されることへの懸念も寄せられた。スリランカの留学生からは、ODA

が直接軍事に使われなくても、開発で浮いた予算を国内の軍事作戦に使うことができる、と ODA

の基準を新ためて問う意見もあった。中村氏のお話に触発されたこれらの貴重な意見は今後の

分科会での議論に繋がるものと期待された。 

 

３．まとめ 

１） 討議の意義・成果 

趣旨説明では NGO の「共同提案」の紹介や、援助効果をめぐる議論を提起することで ODA を

取り巻く課題の見取り図を提示した。また開かれた議論の場作りとしてパブリックフォーラムの

意義を示した。主催者のこの視点は、基調講演で開発と ODA を歴史的に振り返る中で市民主

体の国際協力の位置付けが示されたことにより一層明確になった。 

 

２） 今後の課題（残された論点など） 

 次回のパブリックフォーラムでは今回のフォーラムで話された論点を整理し、より具体的な改革

課題をオープニングセッションで提示する必要がある。 
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第二部分科会 

分科会１ 「ODA の意義と役割」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．セッションのねらい 

第一分科会は、新 JICA 発足に際して ODA の意義と役割を再確認することである。日本の ODA

は、長引く国内の経済不況から、ここ数年、予算の減少を続けている。これに対し、政府は ODA

の必要性や意義を、日本との国益や国民への見返りにつなげることで納税者（直接的には財務

省）の支持を得ようとしている。つまり、政府はこの「国益とのリンケージ」を、長年日本の ODA の

主たる対象地域であったアジアの経済成長をもって説明しようとし、日本の ODA によるインフラ整

備がアジアのサクセス・ストーリーに多大な貢献をしたとして、ODA の「顔」にしようとしている。 

しかし、目を外に転ずれば、国際社会の援助に関する議論は、援助国側の「顔」を消し、いかに

途上国側のオーナーシップを高めるかという方向であり、日本のそれとはまったく逆である。この

コントラストが顕著に現れているのが、援助の調和化や途上国オーナーシップの重要性を謳った

『パリ宣言』（2005 年締結）をめぐる議論である。北欧を中心にドナー国の多くは国際協調の下で、

途上国にとってより使いやすく、効果の上げやすい ODA のあり方を模索する一方、日本では ODA

と納税者の間のギャップに橋をかけようと、一所懸命に国内向けの「顔」を演出しているが、内向

き議論に寄ったものとなっている。 

日本の ODAは重要な岐路に立たされ、新 JICAが発足する今、日本はこれからどこに照準を定

めて ODA の「顔」をつくっていくのか？アジアの経験は、本当にサクセス・ストーリーとして語るだ

けで良いのか？アジアの経験から何を教訓として学び、それを今後の日本の ODA が進むべき方

向に活かすためにはどうすれば良いのか？このセッションでは、こうした問いを市民と共に考える

こととした。 

 

２．発表概要と討議内容 

議論は、二つの切り口で行われた。一つは、これまで日本がODAで行ってきたことを振り返りな

がら、教訓を導き出すこと。日本は、2008 年、TICADⅣの開催に合わせてアフリカ支援を重視する

方針を打ち出した。そこで意識しているのが「アジアの経験」を活かすことであるが、「アジアの経

験」とは何か明確ではない。政府はその要因として日本 ODA によるインフラ整備を指摘するが、

「アジアの経験」には「光」だけでなく「影」の部分もあり、そこに ODA が果たしたこともあるはずで

ある。これらの論点と情報を整理するためには包括的なレビューが必要である。もうひとつの切り

口は、国際社会の援助議論から見て、日本 ODA を批判的に検証することである。その題材として

「援助効果向上」のための『パリ宣言』があるが、そこへの日本政府の向き合い方を批評した。 

まず一つの論点に関して、アジア太平洋資料センター理事であり、フィリピンの ODA問題に詳し

い長瀬理英氏と、朝日新聞記者として、長年アジアに取材を続けてきた竹内幸史氏から問題提起

をしてもらった。長瀬氏は、両者には一定の相関関係が見られるものの、明白な因果関係はない

ことを示し、日本政府の言う「アジアへの経済インフラ支援が貧困削減につながった」という言い方

への疑問を投げかけた。また、9.11 以降、アジアでのイスラム原理主義者の台頭に対し、アメリカ

が「対テロ戦争」という軍事ドクトリンを強く打ち出している中で、同盟国である日本への期待に応

 日時： 2008 年 9 月 30 日 14:45～16:40 

会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 404 研修室 

 

リソースパーソン：岡 村 邦 夫 氏 （国 際 協 力 銀 行 （JBIC）開発業務部長） 

竹 内 幸 史 氏 （朝 日 新 聞 編 集 委 員 ） 

長 瀬 理 英 氏 （フィリピン開 発 問 題 研 究 家 ） 

熊 岡 路 矢 （国 際 協 力 NGO センター（JANIC）理 事 ） 

コーディネーター：高 橋 清 貴 （ODA 改 革 ネットワーク東 京 ） 
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えるために ODA が活用されたことを指摘し、ミンダナオの事例から ODAと軍事の一体化の問題を

指摘。これらを踏まえ、結局誰のための援助なのかという視点が曖昧であり、キメの細かい評価フ

ォロアップがなされていないのではないか、という指摘がなされた。 

竹内氏は、同氏が書いた二つの新聞記事（｢日本の ODA 緒方貞子さんに聞く｣（2008 年 9 月 30

日）、「新 JICA 実るか」（2008 年 9 月 24 日）、両方とも朝日新聞）を紹介しながら、新 JICA への期

待を語った。竹内氏は、ラオスの都市労働を担う山岳民族のストリートチルドレン支援やインドの

養蚕産業育成などアジアでの日本の ODA の成功事例を見てきた。失敗 ODA も多いと述べ、特に

外交と結びついた ODA には失敗やムダが多いと指摘した。外交というベールの中で成功と失敗

の境界が曖昧にされるという点に加え、外交にはもっと多様なツールがあるはずだが、ODA に過

剰に依存すれば、そのしわ寄せは新JICAに及び、結局JICAが外務省が焼け太りした結果となる

ことが心配であると述べた。 

続く討議では、フロアから、ODA は国単位で対応できないグローバルな課題に応えるものであ

り、その点で日本は出遅れているという指摘や、開発省を設置して外交から離すべきであるという

提言、そして何をやったかではなく、何をやらなかったか（不作為の作為）に対する言及がないこと

への指摘が出された。 

後半は、「国際援助潮流の中での日本」について議論した。元 JBIC の開発業務部部長で、新

JICA の企画部部長となる岡村氏と JANIC 理事の熊岡氏が発題した。岡村氏は、「すべての人々

が恩恵を受けるダイナミックな開発」という新 JICA のキャッチフレーズを紹介しながら、新しさと可

能性を強調し、その実現に向けた抱負を語った。特に、昨今の金融不安問題を引き合いに出しな

がら、これまで開発を開発としてだけ議論してきたが、これからは関連するグローバルな政策動向

にも注意して開発政策を決めるダイナミックさが必要だと述べた。熊岡氏は、9 月上旬にガーナで

行われた「援助効果向上」に関する国際会議に参加したことを踏まえ「援助効果」よりも「開発効

果」という広い視野からの結果を見ることの重要性、そしてその意味でアジアのODAのレビューが

十分ではなかったことを指摘した。 

討議では、開発政策の議論で往々にして抜け落ちる弱者の視点を再確認するために、パブリッ

クで ODA を協議することの重要性が確認された。 

 

３．まとめ 

１）討議の意義・成果 

ひとつは、誰のためのODAかの議論が必要であること。特に、政府が主張する経済成長を通じ

た貧困削減というアプローチと、NGO が考える社会的に排除されている者や弱者に焦点を当てた

ターゲット・アプローチのバランスである。2点目、ODAの一元化の問題。外交から切り離すために、

機構的に開発省の必要性を訴える NGO に対して、ODA を担っている側は枠組みよりも開発政策

の強化で実質的な「開発援助主導」の道筋をつけることの重要性を指摘した。3点目は、検証の重

要性である。事実に基づき、負の側面や関わらなかった課題も含めながら合理的なレビューを行

うことが、次の援助政策を決めていく上で何より重要ということである。最後は、説明責任、対話の

場の必要性である。レビューを行っても、それが次に活かされていくためには、情報公開し、説明

責任を果たしながら、開発政策の見直しを開かれた対話を通じて継続していくことである。 

 

２）今後の課題（残された論点など） 

質問も多く、活発な議論が交わされ、たくさんの論点が提示されたが、十分に話し合うことがで

きなかった。ODA に強い関心を持つ NGO 関係者から大学生まで多様な参加者がいる中で、基本

知識レベルのギャップを埋めながらどうやって建設的な対話の場をつくっていくかは今後の大きな

課題である。「ひも付き援助」の問題を日本とイギリスで比較するという専門的討議もあれば、

「ODA のイメージ」といった比較的一般の市民が議論しやすい論点もある。今回は「ODA の理念・

ビジョン」という大きなくくりで議論の場を作ったが、今後は参加者を想定しながら論点を整理して

分科会を構成するなどして、パブリック性を保ちながら、全ての参加者が参加意識を持てるような

議論の場造りの工夫が必要であろう。 
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分科会 2 「新生 JICA はどのように生まれ変わるのか？～NGO の視点から考える」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．セッションのねらい 

2008 年 10 月 1 日、新 JICA がスタートし、日本に世界有数の援助機関が誕生する。統合では、

ODA の 3 つのスキーム（無償、技協、円借款）の統合、無償部門の外務省から JICA への移行が

主要な変化である。この生まれ変わる JICA に対して NGO の立場から、統合後に戦略的組織とし

て自立できるかどうかを含む、あるべき姿と課題を整理していく。 

論点： ＊無償支援、技術協力、円借款の 3 つのスキームの運用はどうなるのか 

＊JICA・JBIC の環境社会配慮ガイドライン統合はどうなるか 

＊柔軟な NGO 連携は生まれるのか 

 

２．発表概要と討議内容 

まず、山田氏、加藤氏から JICA・JBIC 統合の進捗について説明がされた。 

新組織は、地域部を中心としたスキーム横断的な体制をつくり、無償・技術協力・円借款の３つの

スキームを組み合わせた実施が可能な組み立てとなっていることが強調された。３スキームを組

み合わせたローリングプランが作成される。 

NGO との対話については、一元化して定期的に実施し、評価のあり方の議論や手法について

も NGO の協力への期待が述べられた。また、これまで JBIC では円借款で草の根と直接結びつい

た案件が十分出来なかったが、今後は NGO との連携した草の根レベルの支援活動と円借款を効

果的に組み合わせたいという。さらに、市民参加に関する「課題別指針」を策定し、JICA 組織全体

で NGO との連携を共有していることも紹介された。 

山口氏、田辺氏からは、NGO の立場からこれまでの JICA との対話・連携についての説明と問

題提起がされた。山口氏からは、これまで定期協議会などを通じ、対話や NGO の知見の提供を

行ってきた経緯を説明した上で、NGO への資金は ODA の内１～２％程度であるが、ODA 全体予

算が削減される中で NGO への支援は微増しており、今後も NGO が援助の担い手として積極的に

関わりつつ、緊張感のあるパートナーという関係でありたいとの考えが述べられた。 

田辺氏からは、住民移転、環境破壊など、ODA の負の側面も多くあったことにも触れ、JBIC・

JICA が統合することでこの環境社会配慮ガイドラインの改訂が議論されているが、今後負の影響

が考えられる事業については環境アセスメントを充分に行い、現地の住民と対話をして環境アセ

スメントを作成し、それを公開すべきであるとした。具体的には調査予定案件の事前公開や、ODA

の迅速化の反面、環境社会面の影響の充分な調査とプロジェクト設計への反映や、プロジェクト

実施地域住民の意見を反映するプロセスも確保することが重要な課題であると指摘された。 

 日時：  2008 年 9 月 30 日 14:45～16:40 

会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 413 研修室 

 

リソースパーソン：加藤宏氏 国際協力機構(JICA)開発研究所準備室長 

田辺有輝氏 「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 

山口誠史氏 シェア＝国際保健協力市民の会事務局長 

山田順一氏 国際協力銀行（JBIC）連携担当審議役 

コーディネーター：下澤嶽 国際協力ＮＧＯセンター（JANIC）事務局長 
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続いて、参加者を交えた意見交換では、JICA と連携事業を行う際の委託契約という形態の制

約や、JICA 事業へ NGO の強みを活かす形での参加促進を目指すものの、なかなか NGO の参加

に結びついていない状況に関し、NGO がより参加しやすいスキーム改善や、案件形成の段階で

NGOが意見を述べられる場の必要が指摘された。他方、これまで日本のNGOの参加機会が少な

かった円借款が新 JICA へ移行することで、NGO との連携事業の可能性がどのように変わるか、

さらに実際のスキームの中で NGO がどのように参画できるか、といった質問が出され、円借款事

業への NGO の関与のあり方への関心もうかがわれた。これに対し、従来の円借款でも教育案件

の事例や、マイクロファイナンスで一部ローカル NGO との連携があるが、日本の NGO との連携も

検討したいとの考えや、新 JICA では、返済が可能な国では有償で、無償はアフリカのような地域

で、というようなことも考えられるとの説明がされた。 

また、これまでも NGO からの関心の高かった JICA 寄附金事業のあり方について、「世界の

人々のための JICA 基金」へゆうちょボランティア貯金からの資金が入り大規模化する可能性に対

して、NGO への影響を懸念する声や、NGO が議論に参加する機会の要望などが聞かれた。 

その他、JICA における NGO の予算は全体の 2％で、2％に関わる JICA 職員の方は非常に良く

NGO のことを理解しているが、それ以外の 98％の JICA 職員にどのようにアプローチしていくべき

かといったことや、援助効果など広い視野に立った議論を新しい NGO-JICA 協議会でも取り上げ

たいといった意見が出された。 

 

３．まとめ 

１） 討議の意義・成果 

NGO が主催する場で、JBIC と JICA 統合の課題が話される場が少なかったことからも、場をつく

った意義は大きかった。また統合に際して注意を払った点なども詳しく知ることができ、双方の理

解促進につながった。地域部を中心とした編成の意義、研究所の刷新と可能性、円借款の新たな

活用方法についての議論など、多彩な話が出される結果となった。 

 

２）今後の課題（残された論点など） 

 今回の統合は、あくまでも組織の統廃合の中で偶発的に出てきたもので、ODA の戦略化を促進

するといったものではなかった。そのため、中身の議論はこれからといった印象が残った。また、こ

れらのプロセスに市民社会や NGO が十分参加できなかった印象があり、これからはそういった制

約を乗り越えて、対等なパートナーとしての対話の場をさらに重ねていく必要がある。また NGO と

の連携がこの統合でどう高まるのかといったビジョンは明確にはまだ出ておらず、今後も継続して

議論していくポイントになるだろう。 
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分科会３「開発の主役は誰か？ ～「住民」参加と「市民」参加」 

 

 

 

 

 

 

 

１．分科会のねらい 

 ODA をめぐる２つの「参加」、すなわち受益国の側での住民参加、日本の側での市民参加に焦

点をあて、ODA への「参加」をめぐる諸問題や「受け手」と「ドナー」の間に生じる市民・住民レベル

での意識の格差、温度差も問題にしつつ、ODA をめぐる住民参加・市民参加をどう進めるか、ひ

いては、開発の主役は誰なのかを改めて考えてみたい。 

 

２．発表概要と討議内容 

 冒頭、コーディネーターである加藤より「分科会のねらい」が示され、今回は ODA 改革パブリック

フォーラムは初回でもあり、無理に結論をまとめるのではなく、さまざまな視点や意見の存在を知

り、マッピングを試みるオープンエンドな議論の場としたい、とのコメントがあった。 

 続いて、コメンテーターである山中氏、草野氏、加藤から発題が行われた。 

 山中氏は、横浜の地域の市民運動を基盤とする NGO の立場から発題された。全くの初心者で

あった市民が途上国の人々の ODA に対する声を聞き、ODA アドボカシーや途上国を支援する活

動に歩みだしていった経験をもとに、日本の市民参加においては NGO・市民活動の基盤を支え、

政府政策への監視や対案提示を進める市民力を付けること、途上国の住民参加においては開発

のプロセスに関わるのは当然として、真に住民の意志と主体性から開発プロジェクトが立ち上がっ

ていくこと、その過程を根気よく支えることで、住民参加が彼ら自身の意識を自己変革していくプロ

セスとなるように進めていく必要を語られた。 

 草野氏は、政府系援助機関で長く農村開発に携わってこられた立場から発題された。途上国の

住民参加について、一口に住民参加といっても、それぞれの地域社会にさまざまな社会構造があ

り、多様な立場や利害関係をもつ住民がいること、また、多くの場合その地域に合意形成や物事

を進めていく上で参加概念につながるような潜在的な文化がない場合も多く、そこでの住民参加

をどう進めるかは難しいと述べられた。また、外部の専門家が「望ましいプロセス」「あるべき住民

参加」を導入しようとして、むしろ地域社会の潜在性を踏みにじることも多く、そこに住む人々の知

恵や現場に学ぶ謙虚な姿勢が外部者には求められることを指摘された。一方、日本の市民参加

については、相手への思慮なき善意やプチボランティア的な発想や行動の危険性について指摘さ

れ、むしろ、日本の地域社会での市民参加の充実や蓄積、それに基づく市民社会のパワーアップ

を通じて、途上国の住民や地域社会への対等な相互理解に基づいたパートナーシップの意識が

求められているのではないかと述べられた。 

 日時：  2008 年 9 月 30 日 14:45～16:40 

会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 508 研修室 

 

リソースパーソン：草野 孝久氏（国際協力機構ＪＩＣＡ地球ひろば所長）  

山中 悦子氏（草の根援助運動共同代表） 

コーディネーター：加藤 良太 （関西ＮＧＯ協議会提言専門委員） 
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 加藤は、ネットワーク NGO でアドボカシーを担当する立場から発題した。NGO が ODA に関する

アドボカシー、特に政策レベルでの活動を展開していく上で、政府と市民・住民との間に立ってど

んな役割を果たすことができるのかについてコメントした。また、世界と日本の「わたしたち」の課

題や問題意識を通じた「つながり」の側面から、ODA・国際協力への新たな関心と参加の展望を

開けないかとの指摘を行った。 

 その後、参加者による討論が行われ、日本でも途上国でも「政治的・社会的な関心を持ち、自ら

変革のために動き出せる人々や社会」が創出されていくべきこと、ODA・NGO に関わらず、そのこ

とにどのように関わっていけるのか、あるいは、日本の人々が本当に途上国の人々をサポートし、

ODA をハンドリングしていけるような「市民社会」を形成できているのか、そのために長期的な展

望が必要なのではないか、などの議論が行われ、加藤より「今後もこうした論点について、継続的

にさまざまな場で議論を進めたい」とのコメントをもって終了した。 

 

３．まとめ 

１）討議の結果・成果 

 比較的 NGO 関係者やボランティア、インターン経験のある学生などが多く参加したこともあり、

住民参加・市民参加について、政府政策としての ODA の改革や実施の改善の問題だけでなく、

NGO 自身のあり方についての議論も多くなされた。また、「住民参加」「市民参加」の構造化やさま

ざま議論の存在についても認識することができた。 

 

２）今後の課題（残された論点など） 

 入門的な側面から専門的な問題意識、課題そのものの広がりの広範さもあり、やや拡散した議

論になった部分があったので、住民参加や市民参加について、その問題のレベルや論点を整理

して、専門的な熟議を必要とする点と、平場の議論の継続が必要な部分とに仕分けして議論を進

めていく必要がある。一方で、さまざまな形で日本の「市民社会」のこれからについて構想が語ら

れたので、それをキャッチアップする議論やアクションが後に続くことを期待したい。 
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第三部 全体会 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．セッションのねらい 

このフォーラムの最後、昼間に参加できなかった人たちの参加も念頭に置いたこの全体会では、

この前の三つの分科会で話し合われたことの共有と、ODA に関わる幅広い関係者を集めて、そ

れをより良いものに変えていくためにはどのような視点や考え方が必要なのかということについて、

フロアからの発言者も交えて多角的な意見のシェアを行った。 

 
２．発表概要と討議内容 

一番の論点は、ODA の位置づけや目的であった。外務省の小田氏は当然のことながら外交の

手段であると位置づけ、大野氏は、国民益と国際益に分けて考えることを提案した。これと同様に、

短期的・経済的な国益と、国際人道益とも呼べる長期的な幅広い「国益」に分けるべきと言う考え

方も提案された。こうした考え方に従えば、ODA の位置づけや目的を複数に分け、目的ごとの予

算配分を国会などが議論して決めることになる。 

 次の論点は、ODA を扱う政府組織についてである。現在のように外交の手段であり続ける限り、

JICA は政策官庁である外務省の下の実施機関という位置に留められる。しかし英米やカナダが

そうであるように、外務省と対等の立場にある国際援助専門の省庁があるべきである、新 JICA が

そうなっていくべき、といった意見が出された。これについて国会議員の大塚氏からは、行政改革

の流れの中で新省庁の創設は困難であり、ODA の独自性を確保するための別な工夫が必要、と

いう指摘がなされた。 

 会場からの発言で特に注目を集めたのは、スリランカに供与されている日本のODAが内戦のた

めの費用を助け、紛争解決に役立っていない、という深刻な指摘であった。ODA 供与国が、受け

取り国の問題にどこまで、どのように関与すべきなのかは、「内政不干渉」というお題目を超えた、

現実を踏まえた議論が必要なことは自明である。 

 庄野氏からは、国民にもっと分かりやすい議論を進めていくことが重要という、少々耳の痛い指

 日時：  2008 年 9 月 30 日 18：30～21：00 

 会場：  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 309 研修室 

  

パネリスト：  大塚耕平氏（参議院 ODA 特別委員会筆頭理事） 

小田克起氏（外務省国際協力局審議官） 

大野泉氏（政策研究大学院大学教授） 

金子節志氏（国際協力機構（JICA）理事） 

庄野真代氏（歌手／（特活）国境なき楽団代表理事）） 

コーディネーター：大橋正明（国際協力ＮＧＯセンター（JANIC）理事長） 
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摘がなされた。一方JICAの金子氏は、NGOからのこうした幅広い議論や提起があることを改めて

自覚したといった発言がなされた。 
 
 
 
３．まとめ 
１）  討議の意義・成果 
 主観的な結論を先に述べるなら、ODA に関する主要な論点が、この全体会で俎上に載せられ

たと言えよう。とはいえ、詳細な議論や絞込み、変革のための具体的な道筋や可能性などについ

ては、当然のことながら今後の課題である。 

 

２）  今後の課題 

 また回収されたアンケートでは、狙い通り幅広い議論が聞けて有益だったというコメントがある一

方、議論が表面的、拡散しすぎている、この全体会の目的が不明確といった声もあった。 

今回のフォーラムは、ODAに直接関わる外務省やJICAだけでなく、国会議員、ジャーナリスト、

学者、そして幅広い市民の参画を目指したものである。全体会は、それを凝縮して見せようとした

ものである。そのため、論点を絞らず、かつテーマを盛り込み過ぎたことは否めない。しかし今後

の議論のために、それなりの一石（あるいは複数の石）を投じることが出来たのではないかと自負

するのは、自信過剰であろうか。 
 

 


