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マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト作成作成作成作成にあたってにあたってにあたってにあたって 

 

「「「「30 のののの提言提言提言提言」」」」一覧表一覧表一覧表一覧表 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

１１１１．「．「．「．「理念理念理念理念とととと戦略戦略戦略戦略をををを明確明確明確明確にするにするにするにする」」」」 

２２２２．．．．「「「「途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応ええええ、、、、現地体制現地体制現地体制現地体制をををを強化強化強化強化するするするする」」」」 

３３３３．「．「．「．「世界世界世界世界のののの援助潮流援助潮流援助潮流援助潮流ををををリードリードリードリードするするするする」」」」 

４４４４．「．「．「．「国民国民国民国民のののの理解理解理解理解とととと参加参加参加参加をををを促進促進促進促進するするするする」」」」 

５５５５．「．「．「．「実施体制実施体制実施体制実施体制をををを再構築再構築再構築再構築、、、、強化強化強化強化するするするする」」」」 

６６６６．「．「．「．「各種制度各種制度各種制度各種制度をををを改革改革改革改革、、、、強化強化強化強化するするするする」」」」 

７７７７．「ＯＤＡ．「ＯＤＡ．「ＯＤＡ．「ＯＤＡ予算予算予算予算をををを増加増加増加増加しししし、、、、財源面財源面財源面財源面のののの制度改革制度改革制度改革制度改革をををを行行行行うううう」」」」 

８８８８．「．「．「．「キャキャキャキャリアパスリアパスリアパスリアパスをををを確立確立確立確立しししし、、、、人材育成制度人材育成制度人材育成制度人材育成制度をををを整備整備整備整備するするするする｣｣｣｣ 

９９９９．「．「．「．「民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターとのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、官民同盟官民同盟官民同盟官民同盟をををを構築構築構築構築するするするする｣｣｣｣  

１０１０１０１０．「．「．「．「メリハリメリハリメリハリメリハリのののの利利利利いたいたいたいたアフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援をををを行行行行うううう」」」」 

 

マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト総表総表総表総表 

 

参考資料参考資料参考資料参考資料（（（（別冊別冊別冊別冊）））） 

    「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」をををを語語語語るるるる会会会会    開催経緯開催経緯開催経緯開催経緯、、、、参加者参加者参加者参加者、、、、議事録議事録議事録議事録 
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マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト作成作成作成作成にあたってにあたってにあたってにあたって 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの現状現状現状現状をををを憂憂憂憂いていていていて集集集集まったまったまったまった有志有志有志有志メンバーメンバーメンバーメンバーですですですです。。。。日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ

がおかれているがおかれているがおかれているがおかれている現状現状現状現状にににに強強強強いいいい危機感危機感危機感危機感をもちをもちをもちをもち、、、、一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」をををを再構再構再構再構

築築築築しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと願願願願うううう者者者者たちたちたちたちがががが、、、、半半半半ばばばば自然発生的自然発生的自然発生的自然発生的にににに集集集集いいいい、、、、語語語語りりりり合合合合ってきたってきたってきたってきた会会会会でででで

すすすす。。。。メンバーメンバーメンバーメンバーはははは政界政界政界政界、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ、、、、産業界産業界産業界産業界、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、学界学界学界学界、、、、官界官界官界官界、、、、援助実施機関援助実施機関援助実施機関援助実施機関などなどなどなどとととと

多彩多彩多彩多彩ですがですがですがですが、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも長年長年長年長年、、、、援助現場援助現場援助現場援助現場のののの視点視点視点視点やややや国民国民国民国民のののの視点視点視点視点からからからから、、、、日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを見見見見つつつつ

めめめめ続続続続けてきけてきけてきけてきましたましたましたました。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、共通共通共通共通のののの問題意識問題意識問題意識問題意識のもとのもとのもとのもと、、、、日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの何何何何がががが問題問題問題問題なのなのなのなの

かかかか、、、、何何何何をををを変変変変えればよいのかえればよいのかえればよいのかえればよいのか、、、、今今今今どのようなどのようなどのようなどのような行動行動行動行動をををを起起起起こせばよいのかこせばよいのかこせばよいのかこせばよいのか、、、、などなどなどなどについてについてについてについて本本本本

音音音音でででで語語語語りりりり合合合合いましたいましたいましたいました。。。。 

昨年昨年昨年昨年 7 月月月月からからからから 10 回以上回以上回以上回以上のののの議論議論議論議論をををを重重重重ねてきましたがねてきましたがねてきましたがねてきましたが、、、、このたびこのたびこのたびこのたび、、、、具体的具体的具体的具体的なななな政策提言政策提言政策提言政策提言

（（（（マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト））））ををををととととりまとめることができましたりまとめることができましたりまとめることができましたりまとめることができました。。。。ここにここにここにここに、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡにににに関心関心関心関心のあるのあるのあるのある多多多多

くのくのくのくの人人人人々々々々にににに、、、、またまたまたまた立法府及立法府及立法府及立法府及びびびび行政府行政府行政府行政府のののの関関関関係者係者係者係者にににに、、、、私私私私たちのたちのたちのたちのマニフェストマニフェストマニフェストマニフェストをををを示示示示しししし、「、「、「、「新新新新

しいしいしいしい日本日本日本日本ののののＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて行動行動行動行動したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

 

このこのこのこのマニフェストマニフェストマニフェストマニフェストはははは、、、、各界各界各界各界をををを代表代表代表代表するするするする形形形形でででで巻末巻末巻末巻末ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが問題提起問題提起問題提起問題提起しししし、、、、全員参加全員参加全員参加全員参加

のののの意見交換意見交換意見交換意見交換をををを得得得得てててて、、、、参加者参加者参加者参加者のののの意見意見意見意見のののの最大公約数最大公約数最大公約数最大公約数（（（（多数意見多数意見多数意見多数意見のののの集約集約集約集約））））ををををまとまとまとまとめたものでめたものでめたものでめたもので

すすすす。。。。 

これまでこれまでこれまでこれまで総勢総勢総勢総勢 120 名名名名をををを超超超超えるえるえるえるメンバーメンバーメンバーメンバー（（（（政界政界政界政界 15 名名名名、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ 11 名名名名、、、、産業界産業界産業界産業界 5 名名名名、、、、

ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ12 名名名名、、、、学界学界学界学界 14 名名名名、、、、官界官界官界官界 28 名名名名、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関 35 名名名名））））がががが議論議論議論議論にににに参加参加参加参加しししし、、、、外務省外務省外務省外務省、、、、

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省、、、、財務省財務省財務省財務省、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、さらにはさらにはさらにはさらには国際協力機構国際協力機構国際協力機構国際協力機構（（（（ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ））））、、、、国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行（（（（ＪＪＪＪ

ＢＩＣＢＩＣＢＩＣＢＩＣ））））、、、、国際機関国際機関国際機関国際機関などなどなどなどからからからから組織組織組織組織のののの枠枠枠枠をををを超超超超えてえてえてえてオールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンのののの視点視点視点視点でででで議論議論議論議論にににに参加参加参加参加しししし

ましたましたましたました。。。。 

議論議論議論議論のののの過程過程過程過程はははは、、、、随時随時随時随時ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト（（（（http://www.grips.ac.jp/forum/oda_salon/    

index.htm））））でででで公開公開公開公開するとともにするとともにするとともにするとともに開発援助関係者開発援助関係者開発援助関係者開発援助関係者ののののメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリスト「「「「devforum」（」（」（」（ワワワワ

シントンシントンシントンシントンＤＣＤＣＤＣＤＣ開発開発開発開発フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム配信配信配信配信、、、、日本日本日本日本・・・・途上国途上国途上国途上国・・・・国際機関所在地国際機関所在地国際機関所在地国際機関所在地などなどなどなどでででで働働働働くくくく約約約約 900

名名名名がががが参加参加参加参加））））をををを通通通通じてもじてもじてもじても公開公開公開公開しししし、、、、そのそのそのその過程過程過程過程でだされたでだされたでだされたでだされた意見意見意見意見やややや提言提言提言提言もももも取取取取りりりり入入入入れましたれましたれましたれました。。。。まままま

たたたた、、、、市民市民市民市民マニフェストマニフェストマニフェストマニフェストのののの作成作成作成作成にににに取取取取りりりり組組組組むむむむＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会もももも行行行行いいいいましたましたましたました。。。。 

ここにここにここにここに示示示示すすすすマニフェストマニフェストマニフェストマニフェストはははは、、、、今今今今までのまでのまでのまでの議論議論議論議論をををを通通通通じてじてじてじて明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、

めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき方向方向方向方向をををを検討検討検討検討しししし、、、、30 項目項目項目項目のののの提言提言提言提言としてとしてとしてとしてととととりりりりまとまとまとまとめたものでめたものでめたものでめたものですすすす。。。。 
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「「「「30 のののの提言提言提言提言」」」」一覧表一覧表一覧表一覧表 
 

理念と戦略を明確にする 

提言提言提言提言1    国会国会国会国会はははは、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡのののの基本方針基本方針基本方針基本方針、、、、予算予算予算予算をををを審議審議審議審議すすすす

ることとしることとしることとしることとし、、、、そのためのそのためのそのためのそのための専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会をををを（（（（衆衆衆衆・・・・

参両参両参両参両院院院院にににに））））設置設置設置設置するするするする。。。。 

提言提言提言提言2    司令塔司令塔司令塔司令塔（（（（海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議））））のののの諮問機関諮問機関諮問機関諮問機関とととと

してしてしてして、、、、官民官民官民官民からからからから構成構成構成構成されるされるされるされる「「「「国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略

会議会議会議会議｣｣｣｣をををを設置設置設置設置するするするする。。。。 

提言提言提言提言3    司令塔司令塔司令塔司令塔はははは、「、「、「、「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中｣｣｣｣をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、国別国別国別国別・・・・

地域別援助方針地域別援助方針地域別援助方針地域別援助方針、、、、重点重点重点重点イシューイシューイシューイシューなどなどなどなどのののの骨格骨格骨格骨格

をををを決定決定決定決定しししし、、、、外務省外務省外務省外務省にににに策定作業策定作業策定作業策定作業をををを指示指示指示指示するするするする。。。。 

途上国のニーズに応え、現地体

制を強化する 

提言提言提言提言4    現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースのののの権限権限権限権限をををを明確明確明確明確にににに

しししし、、、、オールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンによるによるによるによる体制体制体制体制をををを強化強化強化強化するするするする。。。。 

提言提言提言提言5    新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースのののの事事事事

務局機能務局機能務局機能務局機能をををを担担担担いいいい、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを主導主導主導主導するするするする。。。。 

世界の援助潮流をリードする 

提言提言提言提言6    国際的国際的国際的国際的にににに開開開開かれたかれたかれたかれた、、、、新新新新しいしいしいしい「「「「国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略シシシシ

ンクタンクンクタンクンクタンクンクタンク」」」」をををを設立設立設立設立しししし、、、、国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略とととと援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略

のののの両方両方両方両方におけるにおけるにおけるにおける政策提言政策提言政策提言政策提言とととと研究活動研究活動研究活動研究活動・・・・発信発信発信発信をををを

行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言7    日本日本日本日本ががががアジアアジアアジアアジアでででで実践実践実践実践してきたしてきたしてきたしてきた自助努力支援自助努力支援自助努力支援自助努力支援をををを

「「「「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」というというというという基本基本基本基本メッセージメッセージメッセージメッセージ

としてとしてとしてとして内外内外内外内外にににに発信発信発信発信するするするする。。。。 

国民の理解と参加を促進する 

提言提言提言提言8    政府政府政府政府によるによるによるによるＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの広報広報広報広報をををを革新革新革新革新するするするする。。。。「「「「ＯＤＯＤＯＤＯＤ

ＡＡＡＡ」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「国際協力国際協力国際協力国際協力」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いいいい、、、、

政府政府政府政府やややや実施機関実施機関実施機関実施機関ではなくではなくではなくではなく、、、、途上国途上国途上国途上国のののの人人人人々々々々とととと一一一一

緒緒緒緒にににになってなってなってなって現場現場現場現場でででで活躍活躍活躍活躍するするするする日本人日本人日本人日本人（（（（企業企業企業企業、、、、大大大大

学学学学、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなど））））をををを主体主体主体主体としたとしたとしたとした広報広報広報広報にににに転換転換転換転換すすすす

るるるる。。。。 

提言提言提言提言9    市民社会市民社会市民社会市民社会とととと連携連携連携連携しつつしつつしつつしつつ、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力についてについてについてについて協協協協

同発信同発信同発信同発信するするするする。。。。 

提言提言提言提言10    司令塔司令塔司令塔司令塔のののの指示指示指示指示のもとのもとのもとのもと、、、、政府政府政府政府およびおよびおよびおよび新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ

はははは、、、、国民各層国民各層国民各層国民各層にあわせにあわせにあわせにあわせたたたたメッセージメッセージメッセージメッセージをををを適切適切適切適切なななな 

メディアメディアメディアメディアをををを通通通通じじじじてててて発信発信発信発信するするするする。。。。 

実施体制を再構築、強化する 

提言提言提言提言11    外務省外務省外務省外務省はははは、、、、司令塔司令塔司令塔司令塔のののの戦略戦略戦略戦略ををををふふふふまえまえまえまえ、、、、地域別地域別地域別地域別・・・・

国別援助方針国別援助方針国別援助方針国別援助方針、、、、重点重点重点重点イシューイシューイシューイシュー方針方針方針方針およおよおよおよびびびび国別国別国別国別

援助額援助額援助額援助額をををを策定策定策定策定するするするする。。。。 

提言提言提言提言12    新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは上記方針上記方針上記方針上記方針とととと国別援助額国別援助額国別援助額国別援助額ををををふふふふまえまえまえまえ

てててて、、、、協力協力協力協力プログラムプログラムプログラムプログラムのののの立案立案立案立案からからからから実施実施実施実施までをまでをまでをまでを一一一一

元的元的元的元的にににに行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言13    援助形態援助形態援助形態援助形態別別別別のののの予算編成予算編成予算編成予算編成からからからから国別国別国別国別、、、、イシューイシューイシューイシュー別別別別

のののの予算編成予算編成予算編成予算編成へへへへ再編再編再編再編するするするする。。。。 

各種制度を改革、強化する 

提言提言提言提言14    細分化細分化細分化細分化されたされたされたされた各種各種各種各種のののの援助形態援助形態援助形態援助形態をををを統廃合統廃合統廃合統廃合しししし、、、、簡簡簡簡

素化素化素化素化するするするする。。。。 

提言提言提言提言15    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ事業事業事業事業についてのについてのについてのについての国際約束国際約束国際約束国際約束をををを個個個個々々々々ののののプロプロプロプロ



 

 iv 

ジェクトジェクトジェクトジェクト単位単位単位単位ではなくではなくではなくではなく、、、、よりよりよりより包括的包括的包括的包括的にににに締結締結締結締結すすすす

るるるる。。。。 

提言提言提言提言16    協力期間協力期間協力期間協力期間のののの柔軟化柔軟化柔軟化柔軟化やややや予算単年度主義予算単年度主義予算単年度主義予算単年度主義のののの弊害弊害弊害弊害をををを

撤廃撤廃撤廃撤廃するするするするとともにとともにとともにとともに、、、、新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡのののの調達手続調達手続調達手続調達手続きききき

をををを効果重視効果重視効果重視効果重視とととと迅速化迅速化迅速化迅速化のののの視点視点視点視点からからからから抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直

すすすす。。。。 

ＯＤＡ予算を増加し、財源面の

制度改革を行う 

提言提言提言提言17    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算をををを増加増加増加増加させさせさせさせ、、、、国民所得国民所得国民所得国民所得にふさわしにふさわしにふさわしにふさわし

いいいい水準水準水準水準をををを実現実現実現実現しししし、、、、国際国際国際国際公約公約公約公約をををを守守守守るるるる。。。。 

提言提言提言提言18    借款借款借款借款とととと贈与贈与贈与贈与のののの比率比率比率比率をををを見直見直見直見直しししし、、、、贈与贈与贈与贈与をををを増増増増やすやすやすやす。。。。 

提言提言提言提言19    新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源（（（（国際航空税国際航空税国際航空税国際航空税やややや消費税消費税消費税消費税のののの１１１１％％％％などなどなどなど））））

をををを確保確保確保確保するするするする方策方策方策方策やややや、、、、贈与贈与贈与贈与をををを増増増増やすやすやすやす財源財源財源財源としてとしてとしてとして

円借款円借款円借款円借款のののの出資金出資金出資金出資金をををを使使使使うううう可能性可能性可能性可能性などをなどをなどをなどを検討検討検討検討すすすす

るるるる。。。。 

提言提言提言提言20    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算にににに環境枠環境枠環境枠環境枠ややややアフリカアフリカアフリカアフリカ枠枠枠枠などなどなどなどのののの特別特別特別特別

予算枠予算枠予算枠予算枠をををを設設設設けるけるけるける。。。。 

キャリアパスを確立し、人材育

成制度を整備する 

提言提言提言提言21    国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野のののの「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成センターセンターセンターセンター」」」」をををを設立設立設立設立

しししし、、、、人材登録人材登録人材登録人材登録、、、、内外内外内外内外のののの開発援助機関開発援助機関開発援助機関開発援助機関とのとのとのとのネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク構築構築構築構築、、、、教育機関教育機関教育機関教育機関などなどなどなどとのとのとのとの連携連携連携連携をををを行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言22    国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野におけるにおけるにおけるにおける就職機会就職機会就職機会就職機会をををを拡大拡大拡大拡大すすすするるるるとととと

同時同時同時同時にににに、、、、組織組織組織組織をををを超超超超えたえたえたえた人材人材人材人材のののの流動性流動性流動性流動性をををを高高高高めるめるめるめる。。。。 

民間セクターとの連携を強化

し、官民同盟を構築する 

提言提言提言提言23    司令塔司令塔司令塔司令塔のののの「「「「国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議｣｣｣｣にににに民間企業民間企業民間企業民間企業、Ｎ、Ｎ、Ｎ、Ｎ

ＧＯＧＯＧＯＧＯなどなどなどなどのののの委員委員委員委員をををを入入入入れるれるれるれる。。。。 

提言提言提言提言24    「「「「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会｣｣｣｣をををを組織組織組織組織しししし、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力のののの推推推推

進進進進にむけてにむけてにむけてにむけて政府政府政府政府、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関、、、、企業企業企業企業、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、

大学大学大学大学などなどなどなどとのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする。。。。 

提言提言提言提言25    現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースとととと民間企業民間企業民間企業民間企業、ＮＧ、ＮＧ、ＮＧ、ＮＧ

Ｏ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、研究者研究者研究者研究者などなどなどなどとのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを

構築構築構築構築するするするする。。。。 

提言提言提言提言26    官民官民官民官民パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ（（（（ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ））））をををを推進推進推進推進しししし、、、、

民間民間民間民間のののの資金資金資金資金ややややノウハウノウハウノウハウノウハウをををを包括的包括的包括的包括的にににに取取取取りりりり込込込込むたむたむたむた

めのめのめのめの制度設計制度設計制度設計制度設計をををを行行行行うううう。。。。 

メリハリの利いたアフリカ支

援を行う 

提言提言提言提言27    予算予算予算予算・・・・財源面財源面財源面財源面のののの制度改革制度改革制度改革制度改革をををを断行断行断行断行しししし、、、、2008 年以年以年以年以

降降降降もももも対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを贈与贈与贈与贈与をををを中心中心中心中心にににに拡充拡充拡充拡充すすすす

るるるる。。。。 

提言提言提言提言28    「「「「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会」」」」ののののなかなかなかなかにににに、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ支支支支

援援援援にににに特化特化特化特化したしたしたした専門部会専門部会専門部会専門部会をををを立立立立ちちちちああああげるげるげるげる。。。。 

提言提言提言提言29    「「「「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」をををを具体化具体化具体化具体化するするするするモデルモデルモデルモデル国国国国

をををを選選選選びびびび、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援のののの増額増額増額増額をををを配分配分配分配分するするするする。。。。人人人人

材材材材とととと資源資源資源資源をををを集中投入集中投入集中投入集中投入するするするする。。。。 

提言提言提言提言30    アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・リスクリスクリスクリスクをををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、民間投資民間投資民間投資民間投資をををを促進促進促進促進

することすることすることすることをををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした特別特別特別特別のののの制度制度制度制度設計設計設計設計をををを行行行行

うううう。。。。 
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第一層第一層第一層第一層

第二層第二層第二層第二層

民間民間民間民間・・・・国民国民国民国民

外務省外務省外務省外務省（（（（財務省財務省財務省財務省、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省などなどなどなど））））
•国別援助計画
•分野別イニシャティブ

関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議関係省庁連絡会議

司令塔司令塔司令塔司令塔（（（（海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議））））

政治政治政治政治のののの関与関与関与関与
•参議院ODA特別委員会

•政党内の委員会

実施機関実施機関実施機関実施機関
•国別事業実施計画（JICA）
•国別業務実施方針（JBIC)

第三層第三層第三層第三層

理念、戦略性が不明確

現在現在現在現在のののの課題課題課題課題
1. 理念理念理念理念とととと戦略戦略戦略戦略をををを明確化明確化明確化明確化にするにするにするにする
2. 途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応ええええ、、、、現地現地現地現地

体制体制体制体制をををを強化強化強化強化するするするする
3. 世界世界世界世界のののの援助潮流援助潮流援助潮流援助潮流ををををリードリードリードリードするするするする
4. 国民国民国民国民のののの理解理解理解理解とととと参加参加参加参加をををを促進促進促進促進するするするする
5. 実施体制実施体制実施体制実施体制のののの再構築再構築再構築再構築、、、、強化強化強化強化するするするする
6. 各種制度各種制度各種制度各種制度をををを改革改革改革改革、、、、強化強化強化強化するするするする
7. ODA予算予算予算予算をををを増加増加増加増加しししし、、、、財源面財源面財源面財源面のののの

制度改革制度改革制度改革制度改革をををを行行行行うううう
8. キャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパスをををを確立確立確立確立しししし、、、、人材育人材育人材育人材育

成制度成制度成制度成制度をををを整備整備整備整備するするするする
9. 民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターとのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、

官民同盟官民同盟官民同盟官民同盟をををを構築構築構築構築するするするする
10. メリハリメリハリメリハリメリハリのののの利利利利いたいたいたいたアフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援

をををを行行行行うううう

タテ割り行政、重複、権限委譲が不十分

連携が不十分

現在現在現在現在のののの日本日本日本日本ののののODA

～「～「～「～「三層構造三層構造三層構造三層構造」」」」によるによるによるによる政策立案政策立案政策立案政策立案・・・・実施実施実施実施～～～～

弱い関与

 
 

第一層第一層第一層第一層

第二層第二層第二層第二層

第四層第四層第四層第四層
（（（（民間民間民間民間・・・・国民国民国民国民））））

外務省外務省外務省外務省（（（（財務省財務省財務省財務省、、、、経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省などなどなどなど））））
•地域別・国別援助方針
•重点イシュー方針
•国別援助額
•二国間と多国間援助政策の調整

政治政治政治政治のののの関与関与関与関与
•国会に専門委員会の設置（ODA
基本方針と予算の審議）

•政党内の委員会

「「「「国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク」」」」
•戦略・政策提言

人材育成人材育成人材育成人材育成
•「人材育成センター」

実施機関実施機関実施機関実施機関（（（（新新新新JICA)
•国別援助実施計画
•重点イシュー実施計画

第三層第三層第三層第三層
「「「「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会」」」」
（（（（官民官民官民官民のののの連携連携連携連携・・・・同盟同盟同盟同盟））））
•企業、市民社会、NGO、大学と

の連携
•アフリカ専門部会の設置

「「「「連携連携連携連携のののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ」」」」
（（（（国民参加国民参加国民参加国民参加、、、、広報広報広報広報））））

「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののODA」」」」

～「～「～「～「四層構造四層構造四層構造四層構造」」」」、、、、オールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンによるによるによるによる国際協力国際協力国際協力国際協力～～～～

ODA行政改革行政改革行政改革行政改革
•タテ割り行政の一本化
•予算編成、各種制度･手続き
•現地への権限委譲

司令塔司令塔司令塔司令塔（（（（「「「「海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議」」」」））））
「「「「国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議」」」」
（（（（諮問機関諮問機関諮問機関諮問機関、、、、官民官民官民官民でででで構成構成構成構成））））
•理念、戦略
•重点地域・国、重点イシュー

提言提言提言提言 2, 3, 7, 17, 18, 19, 20, 23, 27

提言提言提言提言 1, 6,  21, 22

提言提言提言提言 4, 5, 12, 24, 25

提言提言提言提言 11, 29, 30

提言提言提言提言 8, 9, 10, 26, 28

提言提言提言提言 13, 14, 15, 16
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ははははじめにじめにじめにじめに 

     

    日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは、、、、今今今今、「、「、「、「崖崖崖崖っぷちっぷちっぷちっぷち」」」」にににに立立立立っていますっていますっていますっています。。。。 

欧米欧米欧米欧米のののの主要主要主要主要援助国援助国援助国援助国がががが 2001 年年年年のののの 9.11 同時多発同時多発同時多発同時多発テロテロテロテロ事件事件事件事件以降以降以降以降、、、、ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの増額増額増額増額にににに転転転転じじじじたたたた

のとはのとはのとはのとは対照的対照的対照的対照的にににに、、、、日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは急激急激急激急激にににに縮小縮小縮小縮小していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、日本日本日本日本はははは 90 年代年代年代年代

にににに世界世界世界世界第第第第 1 位位位位のののの援助援助援助援助大国大国大国大国をををを誇誇誇誇ったもののったもののったもののったものの、、、、2001 年年年年にはにはにはにはアメリカアメリカアメリカアメリカにににに 1 位位位位のののの座座座座をををを譲譲譲譲りりりり、、、、

2006 年年年年にはにはにはにはイギリスイギリスイギリスイギリスにににに抜抜抜抜かれてかれてかれてかれて 3 位位位位へへへへ順位順位順位順位をををを下下下下げましたげましたげましたげました。。。。このままではこのままではこのままではこのままでは間間間間ももももなくなくなくなくドドドド

イツイツイツイツ、、、、フランスフランスフランスフランスのののの後塵後塵後塵後塵をををを拝拝拝拝することになるでしょうすることになるでしょうすることになるでしょうすることになるでしょう。。。。2005 年年年年ににににイギリスイギリスイギリスイギリスでででで開催開催開催開催されされされされ

たたたた G8 サミットサミットサミットサミットでででで日本日本日本日本がががが謳謳謳謳ったったったった国際公約国際公約国際公約国際公約をををを守守守守ることることることることもももも難難難難しくなしくなしくなしくなるでしょうるでしょうるでしょうるでしょう。。。。またまたまたまた、、、、中中中中

国国国国などなどなどなどのののの新興新興新興新興ドナードナードナードナーがががが台頭台頭台頭台頭しししし、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカをををを含含含含むむむむ世界各国世界各国世界各国世界各国でででで資源資源資源資源・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー外交外交外交外交をををを積積積積

極的極的極的極的にににに展開展開展開展開するするするするなかなかなかなか、、、、日本日本日本日本のののの存在感存在感存在感存在感はははは急速急速急速急速にににに地盤沈下地盤沈下地盤沈下地盤沈下していますしていますしていますしています。。。。 

国内国内国内国内にににに目目目目をををを向向向向けけけければればればれば、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況でででであるとはいえあるとはいえあるとはいえあるとはいえ、、、、このこのこのこの 10 年間年間年間年間ででででＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算

はははは約約約約 40％％％％削減削減削減削減されされされされ、、、、公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの削減比率削減比率削減比率削減比率 20％％％％とととと比較比較比較比較してもしてもしてもしても突出突出突出突出していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、

国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献といえばといえばといえばといえばＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡよりよりよりより自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ののののイメージイメージイメージイメージがががが強強強強くなってきておりくなってきておりくなってきておりくなってきており、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミなどなどなどなど

のののの関心関心関心関心もももも薄薄薄薄くくくく、、、、国内政治国内政治国内政治国内政治のののの焦点焦点焦点焦点になることもになることもになることもになることも少少少少ないないないない状況状況状況状況がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。 

 

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況ののののもとでもとでもとでもとで、、、、政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関のののの再編再編再編再編にににに端端端端をををを発発発発したとはいえしたとはいえしたとはいえしたとはいえ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡのののの

実施体制実施体制実施体制実施体制がががが抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。内閣内閣内閣内閣のののの司令塔機能強化司令塔機能強化司令塔機能強化司令塔機能強化のためにのためにのためにのために

「「「「海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議」」」」がががが設置設置設置設置されたされたされたされたほかほかほかほか、、、、2008 年年年年ににににはははは国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行（ＪＢＩＣ、（ＪＢＩＣ、（ＪＢＩＣ、（ＪＢＩＣ、旧旧旧旧

ＯＥＣＦＯＥＣＦＯＥＣＦＯＥＣＦ(海外経済協力基金海外経済協力基金海外経済協力基金海外経済協力基金)））））とととと国際協力機構国際協力機構国際協力機構国際協力機構（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）（ＪＩＣＡ）のののの統合統合統合統合がががが予定予定予定予定されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。またまたまたまた 2008 年年年年にはにはにはには、、、、日本日本日本日本でででで第四回第四回第四回第四回アフリカアフリカアフリカアフリカ開発会議開発会議開発会議開発会議（ＴＩＣＡＤ（ＴＩＣＡＤ（ＴＩＣＡＤ（ＴＩＣＡＤⅣⅣⅣⅣ））））およびおよびおよびおよびＧＧＧＧ8

サミットサミットサミットサミットがががが開催開催開催開催されされされされ、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ開発開発開発開発やややや途上国途上国途上国途上国のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題、、、、環境環境環境環境・・・・気候変動気候変動気候変動気候変動にににに関関関関わるわるわるわる問問問問

題題題題がががが主要主要主要主要テーマテーマテーマテーマとしてとしてとしてとして議論議論議論議論されるされるされるされる予定予定予定予定ですですですです。。。。そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、現在現在現在現在はははは「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののＯＤＯＤＯＤＯＤ

Ａ」Ａ」Ａ」Ａ」をををを構築構築構築構築しししし、、、、内外内外内外内外にににに発信発信発信発信していくしていくしていくしていく千載一遇千載一遇千載一遇千載一遇ののののチャンスチャンスチャンスチャンスですですですです。。。。 

2006 年年年年にににに最終報告最終報告最終報告最終報告がががが出出出出されたされたされたされた「「「「海外経済協力海外経済協力海外経済協力海外経済協力にににに関関関関するするするする検討会検討会検討会検討会」（」（」（」（安倍官房長官安倍官房長官安倍官房長官安倍官房長官(当当当当

時時時時)のののの諮問機関諮問機関諮問機関諮問機関））））ではではではでは、、、、政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに議論議論議論議論がががが集中集中集中集中したこともありしたこともありしたこともありしたこともあり、Ｏ、Ｏ、Ｏ、Ｏ

ＤＡＤＡＤＡＤＡのののの基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略やややや方向性方向性方向性方向性についてについてについてについてはははは議論議論議論議論されずされずされずされず、、、、またまたまたまた実施体制実施体制実施体制実施体制、、、、運営方法運営方法運営方法運営方法などなどなどなどについについについについ

ててててもももも詳細詳細詳細詳細なななな検討検討検討検討はなされませんはなされませんはなされませんはなされませんでしたでしたでしたでした。。。。日本日本日本日本にとってにとってにとってにとって「「「「開発開発開発開発のののの年年年年」」」」となるとなるとなるとなる 2008 年年年年にににに

向向向向けてけてけてけて、、、、国民各層国民各層国民各層国民各層がががが参加参加参加参加したしたしたした議論議論議論議論がががが必要必要必要必要となってきていますとなってきていますとなってきていますとなってきています。。。。 

オールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンのののの有志有志有志有志であるであるであるである私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、今今今今まさにまさにまさにまさに「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」ＯＤＡ」のののの骨格骨格骨格骨格がががが

決定決定決定決定されるされるされるされる過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、昨年昨年昨年昨年 7 月月月月からのからのからのからの議論議論議論議論にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく提言提言提言提言をここにをここにをここにをここに示示示示しししし、、、、そのそのそのその実実実実

現現現現にににに向向向向けてけてけてけて行動行動行動行動していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。日本日本日本日本はははは最初最初最初最初にににに先進国先進国先進国先進国のののの仲間入仲間入仲間入仲間入りをしたりをしたりをしたりをした

非西洋国家非西洋国家非西洋国家非西洋国家でありでありでありであり、、、、またまたまたまた自助努力自助努力自助努力自助努力によってによってによってによって援助援助援助援助をををを卒業卒業卒業卒業したしたしたした東東東東アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国とととと一緒一緒一緒一緒にににに歩歩歩歩んんんん

できたできたできたできた援助国援助国援助国援助国でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。日本日本日本日本がががが、、、、東東東東アジアアジアアジアアジアのののの経験経験経験経験をををを糧糧糧糧にしてにしてにしてにして世界世界世界世界にににに残残残残されたされたされたされた開発開発開発開発

課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組むことはむことはむことはむことは、、、、途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えるえるえるえる意味意味意味意味でもでもでもでも、、、、日本日本日本日本にとってもにとってもにとってもにとっても重要重要重要重要であであであであ

るとるとるとると信信信信じますじますじますじます。。。。 
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１１１１．．．．理念理念理念理念とととと戦略戦略戦略戦略をををを明確明確明確明確にするにするにするにする 

 

提言提言提言提言 1：：：：国会国会国会国会はははは、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡのののの基本方針基本方針基本方針基本方針、、、、予算予算予算予算をををを審議審議審議審議することとしすることとしすることとしすることとし、、、、そのためのそのためのそのためのそのための専門委員専門委員専門委員専門委員

会会会会をををを（（（（衆衆衆衆・・・・参両院参両院参両院参両院にににに））））設置設置設置設置するするするする。。。。 

提言提言提言提言 2：：：：司令塔司令塔司令塔司令塔（（（（海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議））））のののの諮問機関諮問機関諮問機関諮問機関としてとしてとしてとして、、、、官民官民官民官民からからからから構成構成構成構成されるされるされるされる「「「「国際国際国際国際

協力戦略会議協力戦略会議協力戦略会議協力戦略会議｣｣｣｣をををを設置設置設置設置するするするする。。。。 

提言提言提言提言 3：：：：司令塔司令塔司令塔司令塔はははは、「、「、「、「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中｣｣｣｣をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、国別国別国別国別・・・・地域別援助方針地域別援助方針地域別援助方針地域別援助方針、、、、重点重点重点重点イシューイシューイシューイシューなななな

どどどどのののの骨格骨格骨格骨格をををを決定決定決定決定しししし、、、、外務省外務省外務省外務省にににに策定作業策定作業策定作業策定作業をををを指示指示指示指示するするするする。。。。 

 
 

    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは政策政策政策政策をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための手段手段手段手段なのかなのかなのかなのか、、、、それともそれともそれともそれとも政策政策政策政策そのものなのかそのものなのかそのものなのかそのものなのか。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ

のののの理念理念理念理念やややや戦略戦略戦略戦略についてについてについてについて語語語語るときるときるときるとき、、、、このこのこのこの両者両者両者両者がががが錯綜錯綜錯綜錯綜・・・・混乱混乱混乱混乱してしてしてして議論議論議論議論されているされているされているされている傾向傾向傾向傾向があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、狭狭狭狭いいいい意味意味意味意味でのでのでのでの「「「「国益論国益論国益論国益論」」」」とととと「「「「人道主義論人道主義論人道主義論人道主義論」」」」などなどなどなどがががが二者択一的二者択一的二者択一的二者択一的にににに議論議論議論議論ささささ

れることがれることがれることがれることが多多多多くくくく、、、、このこのこのこの点点点点でもでもでもでも国民的国民的国民的国民的なななな合意合意合意合意をををを得得得得にくいにくいにくいにくい状況状況状況状況をををを作作作作りりりり出出出出していしていしていしていますますますます。。。。さらさらさらさら

にににに、、、、現現現現在在在在ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはそのはそのはそのはその対象国対象国対象国対象国やややや対象分野対象分野対象分野対象分野がががが非常非常非常非常にににに総花的総花的総花的総花的でででで、、、、戦略性戦略性戦略性戦略性がががが欠如欠如欠如欠如しているしているしているしている

ことのことのことのことの現現現現われわれわれわれであるとのであるとのであるとのであるとの批判批判批判批判があがあがあがありますりますりますります。。。。 

 

    私私私私たちはたちはたちはたちは、「、「、「、「国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略」」」」としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡとととと「「「「援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略」」」」としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの二二二二つにつにつにつに分分分分

けてけてけてけて、、、、考考考考ええええ方方方方をををを整理整理整理整理するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええていますていますていますています。。。。前者前者前者前者はははは「「「「何何何何のためにのためにのためにのためにＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを行行行行

うのかうのかうのかうのか｣｣｣｣にににに、、、、後者後者後者後者はははは「「「「どのようにどのようにどのようにどのようにＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを行行行行うのかうのかうのかうのか｣｣｣｣にににに答答答答えるものでえるものでえるものでえるものですすすす。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、前前前前

者者者者はははは日本日本日本日本のののの対外政策対外政策対外政策対外政策（ＰＫＯ（ＰＫＯ（ＰＫＯ（ＰＫＯ（（（（国連平和維持活動国連平和維持活動国連平和維持活動国連平和維持活動））））、、、、輸出振興輸出振興輸出振興輸出振興、、、、経済連携経済連携経済連携経済連携、、、、文化交流文化交流文化交流文化交流

などなどなどなど））））のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとしてＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを位置位置位置位置づけるものでづけるものでづけるものでづけるものですすすすがががが、、、、後者後者後者後者はははは、、、、日本日本日本日本のののの国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略をををを実現実現実現実現

しつつもしつつもしつつもしつつも如何如何如何如何にににに開発途上国開発途上国開発途上国開発途上国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えるかというえるかというえるかというえるかという開発援助開発援助開発援助開発援助のののの戦略戦略戦略戦略でででですすすす。。。。 

「「「「国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略」」」」としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは、、、、外交外交外交外交のののの基盤基盤基盤基盤をををを整備整備整備整備するものでするものでするものでするものですすすすがががが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな目的目的目的目的

としてはとしてはとしてはとしては、、、、日本日本日本日本のののの国民国民国民国民のののの生活生活生活生活をををを守守守守るるるる「「「「国民益国民益国民益国民益」（」（」（」（資源資源資源資源、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、安全保障安全保障安全保障安全保障、、、、

貿易貿易貿易貿易・・・・投資投資投資投資、、、、国連国連国連国連のののの一票一票一票一票などなどなどなど））））をををを追求追求追求追求するものとするものとするものとするものと憲法前文憲法前文憲法前文憲法前文のののの精神精神精神精神をををを具現化具現化具現化具現化するするするする「「「「国際国際国際国際

益益益益｣（｣（｣（｣（戦争戦争戦争戦争、、、、災害災害災害災害、、、、貧困貧困貧困貧困、、、、疾病疾病疾病疾病などなどなどなどのないのないのないのない世界世界世界世界））））をををを追求追求追求追求するものとにするものとにするものとにするものとに分分分分かれかれかれかれますますますます。。。。ここここ

れらはれらはれらはれらは二者択一二者択一二者択一二者択一ではなくてではなくてではなくてではなくて、「、「、「、「国民益国民益国民益国民益｣｣｣｣とととと「「「「国際益国際益国際益国際益」」」」のののの複合体複合体複合体複合体としてとしてとしてとしてＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ政策政策政策政策がががが決定決定決定決定

されるものでされるものでされるものでされるものですすすす。。。。このこのこのこの政策決定政策決定政策決定政策決定ののののプロセスプロセスプロセスプロセスをををを通通通通してしてしてして、、、、援助対象地域援助対象地域援助対象地域援助対象地域・・・・国国国国やややや援助対象分援助対象分援助対象分援助対象分

野野野野、、、、さらにはさらにはさらにはさらには援助額援助額援助額援助額（（（（多国間多国間多国間多国間とととと二国間二国間二国間二国間のののの援助援助援助援助配分配分配分配分もももも含含含含めてめてめてめて））））などなどなどなどがががが決決決決めらめらめらめられるべきでれるべきでれるべきでれるべきで

あるとあるとあるとあると考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ＡＡＡＡ国国国国ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ国国国国とととと日本日本日本日本とのとのとのとの関関関関係係係係のののの度合度合度合度合いいいい（（（（国民国民国民国民

益益益益））））ととととＡＡＡＡ国国国国のののの貧困貧困貧困貧困のののの度合度合度合度合いいいい（（（（国際益国際益国際益国際益））））をかけあわせをかけあわせをかけあわせをかけあわせてててて決決決決めめめめるものでるものでるものでるものでしょうしょうしょうしょう。。。。 

またまたまたまた「「「「援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略」」」」としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発にににに貢献貢献貢献貢献することがすることがすることがすることが目目目目

的的的的でででですすすすがががが、「、「、「、「成長促進成長促進成長促進成長促進｣｣｣｣とととと「「「「貧困削減貧困削減貧困削減貧困削減」」」」支援支援支援支援とをとをとをとを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて実施実施実施実施するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考

えていえていえていえていますますますます。。。。このこのこのこの他他他他にもにもにもにも環境保全環境保全環境保全環境保全やややや平和構築平和構築平和構築平和構築などなどなどなど、、、、対象対象対象対象とするとするとするとする途上途上途上途上国国国国ののののニーズニーズニーズニーズにににに合合合合わわわわ

せてせてせてせて支援分野支援分野支援分野支援分野やややや方法方法方法方法をををを組組組組みみみみ合合合合わせていくことがわせていくことがわせていくことがわせていくことが必要必要必要必要でででですすすす。。。。 

 

それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略」」」」としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡとととと｢｢｢｢援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略｣｣｣｣としてのとしてのとしてのとしてのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをどのようにをどのようにをどのようにをどのように

明確明確明確明確にしていくにしていくにしていくにしていく仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作るのかるのかるのかるのか。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、司令塔司令塔司令塔司令塔（（（（海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議））））がまさしがまさしがまさしがまさし

くそのくそのくそのくその機能機能機能機能をををを果果果果たすべきでありたすべきでありたすべきでありたすべきであり、、、、そのそのそのその政策決定政策決定政策決定政策決定のののの過程過程過程過程にににに政治政治政治政治のののの関与関与関与関与をををを高高高高めることがめることがめることがめることが必必必必

要要要要だとだとだとだと考考考考ええええていますていますていますています。。。。 

 
 



 

 3 

２２２２．．．．途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応ええええ、、、、現地体制現地体制現地体制現地体制をををを強化強化強化強化するするするする 

 

提言提言提言提言 4：：：：現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースのののの権限権限権限権限をををを明確明確明確明確ににににしししし、、、、オールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンによるによるによるによる体制体制体制体制をををを

強化強化強化強化するするするする。。。。 

提言提言提言提言 5：：：：新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースのののの事務局機能事務局機能事務局機能事務局機能をををを担担担担いいいい、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを主主主主

導導導導するするするする。。。。 

 
 

ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡにににに期待期待期待期待されるされるされるされる｢｢｢｢国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略｣｣｣｣へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献はははは、、、、途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えることでえることでえることでえることで実実実実

現現現現されるものでありされるものでありされるものでありされるものであり、、、、途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にしてにしてにしてにして国益国益国益国益のみをのみをのみをのみを追求追求追求追求するようなものではするようなものではするようなものではするようなものでは

ありませんありませんありませんありません。。。。そのそのそのその意味意味意味意味ではではではでは、、、、途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズをををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的にににに援助援助援助援助

をををを実施実施実施実施するするするする体制体制体制体制がががが何何何何よりよりよりより重要重要重要重要でででですすすす。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォタスクフォタスクフォタスクフォ

ースースースースがががが実質的実質的実質的実質的にににに機能機能機能機能していないしていないしていないしていない国国国国がががが少少少少なくありませんなくありませんなくありませんなくありません。。。。現場現場現場現場のののの体制体制体制体制やややや人材人材人材人材がががが脆弱脆弱脆弱脆弱でででで、、、、

専門性専門性専門性専門性をもってをもってをもってをもって開発援助開発援助開発援助開発援助のののの仕事仕事仕事仕事にににに継続的継続的継続的継続的にたずさわにたずさわにたずさわにたずさわるるるる人材人材人材人材がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ

タスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースのののの活動活動活動活動がががが属属属属人的要素人的要素人的要素人的要素にににに左右左右左右左右されやすいされやすいされやすいされやすい傾向傾向傾向傾向があがあがあがありますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、東京東京東京東京かかかか

らららら現地現地現地現地へのへのへのへの権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲がががが進進進進んでおらずんでおらずんでおらずんでおらず、、、、現地現地現地現地がががが東京東京東京東京のののの単単単単なるなるなるなる伝達伝達伝達伝達機能機能機能機能しかしかしかしか負負負負わされていわされていわされていわされてい

ないのがないのがないのがないのが現状現状現状現状でででですすすす。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、パートナーパートナーパートナーパートナーであるであるであるである途上国途上国途上国途上国からどのようにからどのようにからどのようにからどのように評価評価評価評価されていされていされていされているのかというるのかというるのかというるのかという視点視点視点視点もももも

重要重要重要重要でででですすすす。。。。途上国側途上国側途上国側途上国側からからからから、、、、融通融通融通融通がががが利利利利かないかないかないかない、、、、遅遅遅遅いいいい、、、、資料要求資料要求資料要求資料要求がががが多多多多いいいいといったといったといったといった声声声声がががが聞聞聞聞かかかか

れることもれることもれることもれることも多多多多くくくく、、、、途上国途上国途上国途上国のののの政府政府政府政府やややや住民住民住民住民をををを第一第一第一第一にににに考考考考ええええたたたた援助援助援助援助のののの実施実施実施実施がががが急務急務急務急務ですですですです。。。。 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、途上国側途上国側途上国側途上国側からからからから本音本音本音本音レベルレベルレベルレベルのののの情報情報情報情報やややや見解見解見解見解がががが十分十分十分十分にににに引引引引きききき出出出出されされされされ、、、、活活活活かされるかされるかされるかされる

仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。またまたまたまた、、、、現場現場現場現場においてにおいてにおいてにおいて、、、、様様様様々々々々なななな関係者関係者関係者関係者とととと対話対話対話対話をををを

行行行行ったりったりったりったり、、、、他他他他ののののパートナーパートナーパートナーパートナーとのとのとのとの協力協力協力協力やややや連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するためのするためのするためのするための体制体制体制体制がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えていえていえていえてい

ますますますます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、途上国途上国途上国途上国でででで働働働働くくくく日本日本日本日本のののの援助関係者援助関係者援助関係者援助関係者をををを支支支支えるえるえるえる体制体制体制体制をををを強化強化強化強化しししし、、、、彼彼彼彼ららららにににに

権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲をををを進進進進めることめることめることめることがががが不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。現地現地現地現地ＯＤＯＤＯＤＯＤＡＡＡＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースががががオールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパンとととと

してしてしてして機能機能機能機能するためにはするためにはするためにはするためには、、、、適材適所適材適所適材適所適材適所のののの人材配置人材配置人材配置人材配置をををを、、、、大使館大使館大使館大使館、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関のののの区別区別区別区別なくなくなくなく、、、、かつかつかつかつ

民間民間民間民間もももも含含含含めためためためた形形形形でででで強化強化強化強化することがすることがすることがすることが必要必要必要必要でででですすすす。。。。国別援助国別援助国別援助国別援助事業事業事業事業計画計画計画計画のののの作成作成作成作成にあたってもにあたってもにあたってもにあたっても、、、、

現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースがががが主導的主導的主導的主導的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすようなようなようなような仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが必要必要必要必要でででですすすす。。。。 

 
 

３３３３．．．．世界世界世界世界のののの援助潮流援助潮流援助潮流援助潮流ををををリードリードリードリードするするするする 

 

提言提言提言提言 6：：：：国際的国際的国際的国際的にににに開開開開かれたかれたかれたかれた、、、、新新新新しいしいしいしい「「「「国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク」」」」をををを設立設立設立設立しししし、、、、国家戦国家戦国家戦国家戦

略略略略とととと援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略のののの両方両方両方両方におけるにおけるにおけるにおける政策提言政策提言政策提言政策提言とととと研究活動研究活動研究活動研究活動・・・・発信発信発信発信をををを行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言 7：：：：日本日本日本日本ががががアジアアジアアジアアジアでででで実践実践実践実践してきたしてきたしてきたしてきた自助努力支援自助努力支援自助努力支援自助努力支援をををを「「「「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」というというというという基基基基

本本本本メメメメッセージッセージッセージッセージとしてとしてとしてとして内外内外内外内外にににに発信発信発信発信するするするする。。。。 

 
 

日本日本日本日本のののの援助援助援助援助はははは東東東東アジアアジアアジアアジアではではではでは民間民間民間民間のののの貿易貿易貿易貿易・・・・投資活動投資活動投資活動投資活動をををを底支底支底支底支えしえしえしえし、「、「、「、「東東東東アジアアジアアジアアジアのののの奇跡奇跡奇跡奇跡」」」」

にににに寄与寄与寄与寄与してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。東東東東アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国においてにおいてにおいてにおいて、、、、日本日本日本日本ははははインフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備とととと人材育成人材育成人材育成人材育成をををを同時同時同時同時

にににに行行行行いいいい、、、、多様多様多様多様なななな援助形態援助形態援助形態援助形態（（（（有償有償有償有償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、無償無償無償無償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、技術協力技術協力技術協力技術協力））））をををを活用活用活用活用してしてしてして官民官民官民官民

連携連携連携連携をををを促進促進促進促進しししし、、、、さらにさらにさらにさらに現場重視現場重視現場重視現場重視・・・・ボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップ型型型型のののの方法方法方法方法にににによっよっよっよってててて、、、、これらこれらこれらこれら諸国諸国諸国諸国がががが援助援助援助援助

からからからから卒業卒業卒業卒業することすることすることすることをををを支援支援支援支援してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの開発援助開発援助開発援助開発援助のののの成功体験成功体験成功体験成功体験はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも
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途上国途上国途上国途上国やややや国際社会国際社会国際社会国際社会がががが活用活用活用活用しやすいしやすいしやすいしやすい形形形形でででで整理整理整理整理・・・・体系化体系化体系化体系化されていませんされていませんされていませんされていません。。。。またまたまたまた、、、、主体的主体的主体的主体的にににに

国際援助潮流国際援助潮流国際援助潮流国際援助潮流をををを形成形成形成形成してしてしてしていくといういくといういくといういくという意識意識意識意識がががが希薄希薄希薄希薄であったためであったためであったためであったため、、、、日本日本日本日本はははは国際社会国際社会国際社会国際社会でででで有効有効有効有効

にににに発信発信発信発信すべきすべきすべきすべき多多多多くくくくのののの機会機会機会機会をををを逃逃逃逃してしてしてしてきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの援助援助援助援助はははは、、、、多国間多国間多国間多国間援助援助援助援助をををを活活活活用用用用

するするするする方針方針方針方針がががが明確明確明確明確でなくでなくでなくでなく、、、、国際機関国際機関国際機関国際機関がががが援助援助援助援助戦略戦略戦略戦略をををを形成形成形成形成するするするするプロセスプロセスプロセスプロセスへのへのへのへの関与関与関与関与がががが非常非常非常非常にににに小小小小

さいというさいというさいというさいという問題問題問題問題ももももあああありますりますりますります。。。。 

 

日本日本日本日本はははは自自自自らのらのらのらの開発援助開発援助開発援助開発援助のののの経験経験経験経験をををを通通通通じてじてじてじて培培培培ったったったった理念理念理念理念をををを普遍的価値普遍的価値普遍的価値普遍的価値としてとしてとしてとして国際社会国際社会国際社会国際社会にににに

発信発信発信発信しししし、、、、途上国途上国途上国途上国でそのでそのでそのでその実現実現実現実現をををを支援支援支援支援していくことをしていくことをしていくことをしていくことを内外内外内外内外にににに謳謳謳謳うべきでうべきでうべきでうべきですすすす。。。。またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの

強強強強みをみをみをみを活活活活かしたかしたかしたかした途上国支援途上国支援途上国支援途上国支援をををを実施実施実施実施するためにはするためにはするためにはするためには、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経験経験経験経験・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの理論化理論化理論化理論化

とととと日本日本日本日本のののの開発援助戦略開発援助戦略開発援助戦略開発援助戦略のののの発信力発信力発信力発信力をををを強化強化強化強化することすることすることすることがががが不可欠不可欠不可欠不可欠でででで、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、オールジャオールジャオールジャオールジャ

パンパンパンパンによるによるによるによる「「「「国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略国際協力戦略シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク｣｣｣｣をををを設立設立設立設立することすることすることすることはははは急務急務急務急務ですですですです。。。。途上国途上国途上国途上国のののの現場現場現場現場・・・・

日本日本日本日本・・・・国際的国際的国際的国際的なななな援助援助援助援助コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの中心地中心地中心地中心地をををを結結結結ぶぶぶぶネットワークネットワークネットワークネットワークをををを構築構築構築構築するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

国際援助潮流国際援助潮流国際援助潮流国際援助潮流やややや国際国際国際国際機関機関機関機関にににに積極的積極的積極的積極的にににに関与関与関与関与していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略としてのとしてのとしてのとしての

ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡについてについてについてについて、、、、国内国内国内国内のののの議論議論議論議論をををを喚起喚起喚起喚起していくこともしていくこともしていくこともしていくことも必要必要必要必要ですですですです。。。。 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、「「「「日本日本日本日本らしいらしいらしいらしい援助援助援助援助」」」」とはとはとはとは「「「「途上国途上国途上国途上国ののののニーズニーズニーズニーズ」」」」やややや「「「「世界世界世界世界ののののベストプラクテベストプラクテベストプラクテベストプラクテ

ィスィスィスィス」」」」とととと背反背反背反背反するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、それらとそれらとそれらとそれらと「「「「日本日本日本日本のののの内内内内にあるにあるにあるにある知恵知恵知恵知恵」」」」ととととがががが互互互互いにいにいにいに高高高高めあめあめあめあ

いながらいながらいながらいながら、、、、「「「「日本日本日本日本がががが考考考考えるえるえるえる正正正正しいしいしいしい道道道道」」」」をををを途上国途上国途上国途上国のののの現場現場現場現場でででで実践実践実践実践しししし、、、、世界世界世界世界にににに向向向向けてけてけてけて発信発信発信発信しししし

ていくていくていくていくことだことだことだことだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、日本日本日本日本ががががアジアアジアアジアアジアでででで実践実践実践実践してきたしてきたしてきたしてきた自助努力支援自助努力支援自助努力支援自助努力支援をををを今日的今日的今日的今日的なななな意味意味意味意味をををを込込込込めてめてめてめて、「、「、「、「卒卒卒卒

業業業業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」とととと呼呼呼呼びびびび、、、、日本日本日本日本のののの援助援助援助援助のののの基本基本基本基本メメメメッセージッセージッセージッセージにできないかとにできないかとにできないかとにできないかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

「「「「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助｣｣｣｣とはとはとはとは、「、「、「、「援助援助援助援助はははは、、、、やめるためにやめるためにやめるためにやめるために援助援助援助援助するするするする」」」」というというというという基本基本基本基本スタンススタンススタンススタンスのののの

再確認再確認再確認再確認であるとともにであるとともにであるとともにであるとともに、、、、成長支援成長支援成長支援成長支援とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて、、、、成長成長成長成長のののの過程過程過程過程でででで生生生生じるじるじるじる問題問題問題問題（（（（環境問題環境問題環境問題環境問題やややや

格差格差格差格差などなどなどなど））））にににに対対対対してしてしてして補完的支援補完的支援補完的支援補完的支援をををを実施実施実施実施するというするというするというするという援助戦略援助戦略援助戦略援助戦略でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。新新新新しいしいしいしい「「「「国国国国

際協力戦略際協力戦略際協力戦略際協力戦略シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク」」」」はははは、、、、内外内外内外内外にににに開開開開かれたかれたかれたかれた知的知的知的知的対話対話対話対話をををを通通通通じてじてじてじて、、、、「「「「日本日本日本日本らしいらしいらしいらしい援助援助援助援助」」」」

のののの理論化理論化理論化理論化・・・・体系化体系化体系化体系化、、、、そしてそしてそしてそして発信発信発信発信をををを担担担担うことがうことがうことがうことが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。 

 
 

４４４４．．．．国民国民国民国民のののの理解理解理解理解とととと参加参加参加参加をををを促進促進促進促進するするするする 

     

提言提言提言提言 8：：：：政府政府政府政府によるによるによるによるＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの広報広報広報広報をををを革新革新革新革新するするするする。。。。「「「「ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ」」」」ででででははははなくなくなくなく「「「「国際協力国際協力国際協力国際協力」」」」といといといとい

うううう言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いいいい、、、、政府政府政府政府やややや実施機関実施機関実施機関実施機関ではなくではなくではなくではなく、、、、途上国途上国途上国途上国のののの人人人人々々々々とととと一緒一緒一緒一緒にににになってなってなってなって現場現場現場現場

でででで活躍活躍活躍活躍するするするする日本人日本人日本人日本人（（（（企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなど））））をををを主体主体主体主体としたとしたとしたとした広報広報広報広報にににに転換転換転換転換するするするする。。。。 

提言提言提言提言 9：：：：市民社会市民社会市民社会市民社会とととと連携連携連携連携しつつしつつしつつしつつ、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力についてについてについてについて協同発信協同発信協同発信協同発信するするするする。。。。 

提言提言提言提言 10：：：：司令塔司令塔司令塔司令塔のののの指示指示指示指示のもとのもとのもとのもと、、、、政府政府政府政府およびおよびおよびおよび新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは、、、、国民各層国民各層国民各層国民各層にあわせにあわせにあわせにあわせたたたたメッメッメッメッ

セージセージセージセージをををを適切適切適切適切ななななメディアメディアメディアメディアをををを通通通通じてじてじてじて発信発信発信発信するするするする。。。。 

 
 

    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡがががが国民国民国民国民（（（（納税者納税者納税者納税者））））のののの理解理解理解理解とととと参加参加参加参加のののの上上上上にににに成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている事実事実事実事実をををを直視直視直視直視しなけれしなけれしなけれしなければばばば

なりませんなりませんなりませんなりません。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ予算予算予算予算がががが大大大大きくきくきくきく削減削減削減削減されてきていることはされてきていることはされてきていることはされてきていることは、、、、国民国民国民国民のののの意識意識意識意識とととと無関係無関係無関係無関係でででで

はありませんはありませんはありませんはありません。。。。世論調査世論調査世論調査世論調査ではではではでは、「、「、「、「不透明不透明不透明不透明」、「」、「」、「」、「非効率非効率非効率非効率」、「」、「」、「」、「相手国相手国相手国相手国にににに感謝感謝感謝感謝されていないされていないされていないされていない」、」、」、」、

「「「「国内情勢国内情勢国内情勢国内情勢がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで何故援助何故援助何故援助何故援助するのかするのかするのかするのか」」」」といったといったといったといった意見意見意見意見がががが依然依然依然依然とととと多多多多いですがいですがいですがいですが、、、、日本日本日本日本

ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの真真真真のののの姿姿姿姿がががが国民国民国民国民にににに十分伝十分伝十分伝十分伝わっておらずわっておらずわっておらずわっておらず、、、、またまたまたまた政府側政府側政府側政府側もももも国民国民国民国民にににに対対対対するするするするアピールアピールアピールアピール

がががが十分十分十分十分でなかったというでなかったというでなかったというでなかったという問題問題問題問題がありましたがありましたがありましたがありました。。。。政府政府政府政府ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ広報広報広報広報はははは、、、、そのそのそのその予算規模予算規模予算規模予算規模がががが非非非非

常常常常にににに小小小小さいさいさいさいだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、どのようなどのようなどのようなどのような層層層層にどのようなにどのようなにどのようなにどのようなメッセージメッセージメッセージメッセージをををを伝伝伝伝えていくのかといえていくのかといえていくのかといえていくのかとい
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うううう広報戦略広報戦略広報戦略広報戦略がががが欠如欠如欠如欠如していましたしていましたしていましたしていました。。。。またまたまたまた、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミからはからはからはからは依然依然依然依然としてとしてとしてとして批判的批判的批判的批判的・・・・断片的断片的断片的断片的なななな

報道報道報道報道がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。 

    一般一般一般一般的的的的にににに「ＯＤＡ「ＯＤＡ「ＯＤＡ「ＯＤＡはははは票票票票にならないにならないにならないにならない」」」」とととと言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、国民国民国民国民のののの関心関心関心関心のののの低低低低ささささこそこそこそこそがががが、、、、

ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡにににに対対対対するするするする政治的政治的政治的政治的イニシアティブイニシアティブイニシアティブイニシアティブのののの欠如欠如欠如欠如ややややＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ戦略戦略戦略戦略のののの不在不在不在不在などなどなどなどのののの悪循環悪循環悪循環悪循環をををを引引引引

きききき起起起起こしていこしていこしていこしているとるとるとると考考考考えますえますえますえます。。。。 

 

    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの「ＯＤＡ「ＯＤＡ「ＯＤＡ「ＯＤＡのののの広報広報広報広報」」」」からからからから脱却脱却脱却脱却しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡというというというという言葉言葉言葉言葉はははは会計用語会計用語会計用語会計用語であってであってであってであって、、、、国民国民国民国民にににに対対対対してしてしてして途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発やややや貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題をををを

訴訴訴訴えるえるえるえる言葉言葉言葉言葉ではありませではありませではありませではありませんんんん。。。。またまたまたまたＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの実施主体実施主体実施主体実施主体としてとしてとしてとして外務省外務省外務省外務省やややや実施機関実施機関実施機関実施機関ののののみみみみにににに焦焦焦焦

点点点点をををを当当当当てるのではなくててるのではなくててるのではなくててるのではなくて、、、、現場現場現場現場でででで活躍活躍活躍活躍するするするする日本人日本人日本人日本人（（（（企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学、、、、ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯなどなどなどなど））））にににに焦点焦点焦点焦点

をををを当当当当てててててててて、、、、広報活動広報活動広報活動広報活動をををを行行行行うううう必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。またまたまたまた、、、、現場現場現場現場ののののメディアメディアメディアメディアにもにもにもにも働働働働

きかけきかけきかけきかけ、、、、現場現場現場現場からからからから発信発信発信発信するするするするＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの広報広報広報広報にににに力力力力をををを入入入入れるれるれるれる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

    最近最近最近最近、、、、市民社会市民社会市民社会市民社会（（（（企業企業企業企業、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、セレブセレブセレブセレブをををを含含含含むむむむ））））もももも国際協力国際協力国際協力国際協力のののの分野分野分野分野でででで積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信

するようになってきていますがするようになってきていますがするようになってきていますがするようになってきていますが、、、、彼彼彼彼らとらとらとらと連携連携連携連携しつつしつつしつつしつつ協同発信協同発信協同発信協同発信することもすることもすることもすることも大切大切大切大切ですですですです。。。。 

    さらにさらにさらにさらに守守守守りからりからりからりから攻攻攻攻めのめのめのめの広報広報広報広報へへへへ転換転換転換転換するためにはするためにはするためにはするためには、、、、国民各層国民各層国民各層国民各層のののの関心関心関心関心にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて何何何何のたのたのたのた

めのめのめのめのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡかかかかをををを明快明快明快明快にににに訴訴訴訴えるえるえるえるメッセージメッセージメッセージメッセージをををを考考考考ええええ、、、、適切適切適切適切ななななメディアメディアメディアメディアをををを通通通通じてじてじてじて発信発信発信発信するするするするなななな

どどどど、、、、きめきめきめきめ細細細細やかやかやかやかにににに国際協力国際協力国際協力国際協力のののの広報広報広報広報戦略戦略戦略戦略ををををつくつくつくつくるるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。「。「。「。「国民益国民益国民益国民益」」」」をををを重視重視重視重視すすすす

るるるる人人人人々々々々にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発やややや環境問題環境問題環境問題環境問題へのへのへのへの協力協力協力協力がががが日本人日本人日本人日本人のののの生活生活生活生活にどのようににどのようににどのようににどのように関関関関

っっっってきているのかてきているのかてきているのかてきているのかをををを、、、、またまたまたまた「「「「国際益国際益国際益国際益」」」」をををを重視重視重視重視するするするする人人人人々々々々にはにはにはには、、、、世界世界世界世界のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題にどのよにどのよにどのよにどのよ

うにうにうにうに貢献貢献貢献貢献してきているのかをしてきているのかをしてきているのかをしてきているのかを、、、、身近身近身近身近なななな話題話題話題話題でででで説明説明説明説明することがすることがすることがすることが必要必要必要必要でででですすすす。。。。国民国民国民国民にににに訴訴訴訴えるえるえるえる

ためにはためにはためにはためには、、、、如何如何如何如何にににに「「「「ヒューマンヒューマンヒューマンヒューマン・・・・ファクターファクターファクターファクター」」」」をををを取取取取りりりり込込込込みみみみ、、、、如何如何如何如何にににに「「「「ストーリーストーリーストーリーストーリー」」」」性性性性

をををを与与与与えるかがえるかがえるかがえるかが重要重要重要重要ですですですです。。。。 

 
 

５５５５．．．．実施体制実施体制実施体制実施体制をををを再構築再構築再構築再構築、、、、強化強化強化強化するするするする 

 

提言提言提言提言 11：：：：外務省外務省外務省外務省はははは、、、、司令塔司令塔司令塔司令塔のののの戦略戦略戦略戦略ををををふふふふまえまえまえまえ、、、、地域別地域別地域別地域別・・・・国別援助方針国別援助方針国別援助方針国別援助方針、、、、重点重点重点重点イシューイシューイシューイシュー

方針方針方針方針およおよおよおよびびびび国別援助額国別援助額国別援助額国別援助額をををを策定策定策定策定するするするする。。。。 

提言提言提言提言 12：：：：新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは上記方針上記方針上記方針上記方針とととと国別援助額国別援助額国別援助額国別援助額ををををふふふふまえてまえてまえてまえて、、、、協力協力協力協力プログラムプログラムプログラムプログラムのののの立案立案立案立案かかかか

らららら実施実施実施実施までをまでをまでをまでを一元的一元的一元的一元的にににに行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言 13：：：：援助形態援助形態援助形態援助形態別別別別のののの予算編成予算編成予算編成予算編成からからからから国別国別国別国別、、、、イシューイシューイシューイシュー別別別別のののの予算予算予算予算編成編成編成編成へへへへ再編再編再編再編するするするする。。。。 

 
 

    ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの実施体制実施体制実施体制実施体制としてとしてとしてとしてはははは、、、、2008 年年年年 10 月月月月からからからから「「「「海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議」、「」、「」、「」、「外務省外務省外務省外務省」、」、」、」、

「「「「新新新新ＪＩＣＡ」ＪＩＣＡ」ＪＩＣＡ」ＪＩＣＡ」というというというという三層構造三層構造三層構造三層構造ができることになができることになができることになができることになりますりますりますりますがががが、、、、それそれそれそれそれそれそれそれのののの役割分担役割分担役割分担役割分担はいはいはいはい

まだにまだにまだにまだに不明確不明確不明確不明確でででですすすす。。。。海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議海外経済協力会議ははははＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの司令塔司令塔司令塔司令塔としてとしてとしてとして基本方針基本方針基本方針基本方針やややや戦略戦略戦略戦略をををを議論議論議論議論

するするするする場場場場でででですすすすがががが、、、、5 閣僚閣僚閣僚閣僚のみののみののみののみの閉鎖的閉鎖的閉鎖的閉鎖的なななな会議会議会議会議でありでありでありであり、、、、議題議題議題議題のののの設定設定設定設定やややや議論議論議論議論のののの内容内容内容内容がががが不透明不透明不透明不透明

でででで国民国民国民国民にににに対対対対するするするする発信力発信力発信力発信力がががが弱弱弱弱いいいいとととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。またまたまたまた新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡのののの設立設立設立設立によってによってによってによって縦割縦割縦割縦割りのりのりのりの

弊害弊害弊害弊害がががが改善改善改善改善されることがされることがされることがされることが期待期待期待期待されていされていされていされていますますますますがががが、、、、外務省外務省外務省外務省とととと新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡとのとのとのとの間間間間ではではではでは業務業務業務業務にににに

重複重複重複重複がががが多多多多いといういといういといういという問題問題問題問題もあもあもあもありますりますりますります。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、援助援助援助援助のののの前線前線前線前線をををを担担担担っているっているっているっている民間民間民間民間（（（（企業企業企業企業、、、、

大学大学大学大学、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなど））））のののの存在存在存在存在がががが見見見見えてこずえてこずえてこずえてこず、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが民間民間民間民間をををを含含含含めためためためた「「「「国際協力国際協力国際協力国際協力」」」」へのへのへのへの

広広広広がりをがりをがりをがりを閉閉閉閉ざしているざしているざしているざしている結果結果結果結果になっていになっていになっていになっていますますますます。。。。 

 

    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、新実施体制新実施体制新実施体制新実施体制をををを「ＯＤＡ」「ＯＤＡ」「ＯＤＡ」「ＯＤＡ」をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした三層構造三層構造三層構造三層構造でででで捉捉捉捉えるのではなくえるのではなくえるのではなくえるのではなく、「、「、「、「国国国国



 

 6 

際協力際協力際協力際協力｣｣｣｣というというというという発想発想発想発想でででで、、、、企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、自治体自治体自治体自治体、、、、国民国民国民国民をををを含含含含むむむむ「「「「四層構造四層構造四層構造四層構造」」」」のののの視視視視

点点点点でででで再構築再構築再構築再構築すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ改革改革改革改革はははは主主主主にににに第二層第二層第二層第二層とととと三層三層三層三層

のののの改革改革改革改革にににに重点重点重点重点がががが置置置置かれかれかれかれるるるる傾向傾向傾向傾向がありましがありましがありましがありましたたたたがががが、、、、戦略性戦略性戦略性戦略性のののの強化強化強化強化やややや国民参加国民参加国民参加国民参加のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決

するするするするにはにはにはには、、、、第一層第一層第一層第一層とととと四層四層四層四層へのへのへのへの働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが何何何何よりよりよりより重要重要重要重要でででですすすす。。。。 

    司令塔司令塔司令塔司令塔はははは、、、、国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略のののの観点観点観点観点からからからからＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ全体全体全体全体のののの規模規模規模規模、、、、重点地域重点地域重点地域重点地域・・・・国国国国、、、、重点重点重点重点イシューイシューイシューイシューなななな

どどどどをををを決定決定決定決定しししし、、、、外務省外務省外務省外務省はははは国別援助方針国別援助方針国別援助方針国別援助方針やややや重点重点重点重点イシューイシューイシューイシュー方針方針方針方針をををを策定策定策定策定するとするとするとするとともともともともにににに国別国別国別国別のののの予予予予

算配分算配分算配分算配分（（（（有償有償有償有償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、無償資金協力無償資金協力無償資金協力無償資金協力、、、、技術協力技術協力技術協力技術協力をををを統合統合統合統合したしたしたした上限額上限額上限額上限額））））やややや二国間二国間二国間二国間・・・・多国多国多国多国

間間間間のののの援助政策援助政策援助政策援助政策のののの調整調整調整調整をををを行行行行うことをうことをうことをうことを主主主主なななな機能機能機能機能にすべきでにすべきでにすべきでにすべきですすすす。。。。またまたまたまた、、、、新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡはははは総合的総合的総合的総合的

なななな開発援助機関開発援助機関開発援助機関開発援助機関としてとしてとしてとして、、、、上記政策上記政策上記政策上記政策とととと予算予算予算予算のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで、、、、協力協力協力協力プログラムプログラムプログラムプログラムのののの策定策定策定策定からからからから実施実施実施実施

までをまでをまでをまでを一元的一元的一元的一元的にににに実施実施実施実施すべきですべきですべきですべきですすすす。。。。 

 
 

６６６６．．．．各種制度各種制度各種制度各種制度をををを改革改革改革改革、、、、強化強化強化強化するするするする 

 

提言提言提言提言 14：：：：細分化細分化細分化細分化されたされたされたされた各種各種各種各種のののの援助形態援助形態援助形態援助形態をををを統廃合統廃合統廃合統廃合しししし、、、、簡素化簡素化簡素化簡素化するするするする。。。。 

提言提言提言提言 15：：：：ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ事業事業事業事業についてのについてのについてのについての国際約束国際約束国際約束国際約束をををを個個個個々々々々ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト単位単位単位単位ででででははははなくなくなくなく、、、、よりよりよりより

包括的包括的包括的包括的にににに締結締結締結締結するするするする。。。。 

提言提言提言提言 16：：：：協力期間協力期間協力期間協力期間のののの柔軟化柔軟化柔軟化柔軟化やややや予算単年度主義予算単年度主義予算単年度主義予算単年度主義のののの弊害弊害弊害弊害をををを撤廃撤廃撤廃撤廃するするするするとともにとともにとともにとともに、、、、新新新新ＪＩＣＪＩＣＪＩＣＪＩＣ

ＡＡＡＡのののの調達手続調達手続調達手続調達手続きをきをきをきを効果重視効果重視効果重視効果重視とととと迅速化迅速化迅速化迅速化のののの視点視点視点視点からからからから抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直すすすす。。。。 

 
 

日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは、、、、各種各種各種各種のののの援助形態援助形態援助形態援助形態（（（（スキームスキームスキームスキームとととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、大別大別大別大別するとするとするとすると有償有償有償有償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、

無償無償無償無償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、技術協力技術協力技術協力技術協力））））とととと縦割縦割縦割縦割りりりり行政行政行政行政（（（（13 省庁体制省庁体制省庁体制省庁体制））））でででで分断分断分断分断されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその複複複複

雑雑雑雑なななな制度制度制度制度とととと煩雑煩雑煩雑煩雑なななな手続手続手続手続きがきがきがきが、、、、途上国途上国途上国途上国やややや援助関係者援助関係者援助関係者援助関係者（（（（企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなど））））にとっにとっにとっにとっ

てててて大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担となっていとなっていとなっていとなっていますますますます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、無償資金協力無償資金協力無償資金協力無償資金協力はははは、、、、一般一般一般一般プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト無償無償無償無償、、、、ノノノノ

ンンンン・・・・プロプロプロプロジェクトジェクトジェクトジェクト無償無償無償無償、、、、水産無償水産無償水産無償水産無償、、、、草草草草のののの根根根根・・・・人間人間人間人間のののの安全保障安全保障安全保障安全保障無償無償無償無償、、、、日本日本日本日本ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ支援無支援無支援無支援無

償償償償などなどなどなどののののサブスキームサブスキームサブスキームサブスキームにににに細分化細分化細分化細分化されていされていされていされていますますますますがががが、、、、予算予算予算予算やややや業務業務業務業務のののの流流流流れれれれがががが硬直的硬直的硬直的硬直的でででで、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟

性性性性がありがありがありがあり効果的効果的効果的効果的なななな援助援助援助援助のののの実施実施実施実施をををを阻害阻害阻害阻害していしていしていしていますますますます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、調達調達調達調達にににに関関関関するするするする各種制度各種制度各種制度各種制度がががが、、、、

単年度主義単年度主義単年度主義単年度主義というというというという予算予算予算予算制度制度制度制度のののの制約制約制約制約ののののもともともともとでででで日本国内日本国内日本国内日本国内のののの公共事業公共事業公共事業公共事業ををををモデルモデルモデルモデルにつくられにつくられにつくられにつくられ

ているものがているものがているものがているものが多多多多いためいためいためいため、、、、よりよりよりより困難困難困難困難なななな状況状況状況状況におかれたにおかれたにおかれたにおかれた途上国途上国途上国途上国でのでのでのでのＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ事業事業事業事業はははは、、、、コンサコンサコンサコンサ

ルタントルタントルタントルタントやややや企業企業企業企業にとってにとってにとってにとってリスクリスクリスクリスクがががが大大大大きくきくきくきく魅力魅力魅力魅力がががが少少少少ないものになっていないものになっていないものになっていないものになっていますますますます。。。。またまたまたまた、、、、円円円円

借款借款借款借款のののの計画計画計画計画からからからから実施実施実施実施にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの期間期間期間期間がががが 7 年年年年をををを要要要要するなどするなどするなどするなど、、、、内部内部内部内部のののの検討過程検討過程検討過程検討過程がががが長長長長いたいたいたいた

めにめにめにめに実施実施実施実施にかかるにかかるにかかるにかかるススススピードピードピードピードがががが遅遅遅遅すぎるというすぎるというすぎるというすぎるという問題問題問題問題もありますもありますもありますもあります。。。。 

 

新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡのののの設立設立設立設立によってによってによってによって有償有償有償有償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、無償無償無償無償資金協力資金協力資金協力資金協力、、、、技技技技術術術術協協協協力力力力のののの 3 つのつのつのつの援助形援助形援助形援助形

態態態態のののの一体的運用一体的運用一体的運用一体的運用がががが可能可能可能可能になるとすればになるとすればになるとすればになるとすれば、、、、各形態各形態各形態各形態のののの垣根垣根垣根垣根をとをとをとをとらねばなりませんらねばなりませんらねばなりませんらねばなりません。。。。途上国途上国途上国途上国

のののの課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために 3 つのつのつのつの援助形態援助形態援助形態援助形態をををを組組組組みみみみ合合合合わせるのであってわせるのであってわせるのであってわせるのであって、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「スキスキスキスキ

ームームームームありきありきありきありき」」」」でででで途上国支援途上国支援途上国支援途上国支援をををを行行行行うのでうのでうのでうのではありませんはありませんはありませんはありません。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには予算予算予算予算とととと制度制度制度制度をををを柔軟柔軟柔軟柔軟

にしにしにしにし、、、、細分化細分化細分化細分化されたされたされたされたサブスキームサブスキームサブスキームサブスキームはははは統合統合統合統合・・・・簡素化簡素化簡素化簡素化するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、国際約国際約国際約国際約

束束束束としてとしてとしてとしてのののの交換公文交換公文交換公文交換公文（（（（ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ事業事業事業事業についてのについてのについてのについての相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府とのとのとのとの取取取取りりりり決決決決めめめめ））））をををを締結締結締結締結するとするとするとすると

ききききはははは、、、、現現現現在在在在のようにのようにのようにのようにプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトごとにごとにごとにごとに細分化細分化細分化細分化されたものからされたものからされたものからされたものから、、、、よりよりよりより包括的包括的包括的包括的なものになものになものになものに

転換転換転換転換するするするすることでことでことでことで、、、、援助援助援助援助のののの効率性効率性効率性効率性をををを高高高高めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

さらにさらにさらにさらに円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速なななな実施実施実施実施のののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因となっているとなっているとなっているとなっている各種予算各種予算各種予算各種予算制度制度制度制度やややや手続手続手続手続きをきをきをきを抜本抜本抜本抜本

的的的的にににに改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。特特特特にににに単年度予算単年度予算単年度予算単年度予算のののの弊害弊害弊害弊害はははは早急早急早急早急にににに改改改改めるべきでめるべきでめるべきでめるべきですすすす。。。。 
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７７７７．Ｏ．Ｏ．Ｏ．ＯＤＡＤＡＤＡＤＡ予算予算予算予算をををを増加増加増加増加しししし、、、、財源面財源面財源面財源面のののの制度改革制度改革制度改革制度改革をををを行行行行うううう 

 

提言提言提言提言 17：ＯＤＡ：ＯＤＡ：ＯＤＡ：ＯＤＡ予算予算予算予算をををを増加増加増加増加させさせさせさせ、、、、国民所得国民所得国民所得国民所得にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい水準水準水準水準をををを実現実現実現実現しししし、、、、国際公約国際公約国際公約国際公約をををを

守守守守るるるる。。。。 

提言提言提言提言 18：：：：借款借款借款借款とととと贈与贈与贈与贈与のののの比率比率比率比率をををを見直見直見直見直しししし、、、、贈与贈与贈与贈与をををを増増増増ややややすすすす。。。。 

提言提言提言提言 19：：：：新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源（（（（国際航空税国際航空税国際航空税国際航空税やややや消費税消費税消費税消費税のののの１１１１％％％％などなどなどなど））））をををを確保確保確保確保するするするする方方方方策策策策やややや、、、、贈与贈与贈与贈与をををを

増増増増やすやすやすやす財源財源財源財源としてとしてとしてとして円借款円借款円借款円借款のののの出資金出資金出資金出資金をををを使使使使うううう可能性可能性可能性可能性などなどなどなどをををを検討検討検討検討するするするする。。。。 

提言提言提言提言 20：ＯＤＡ：ＯＤＡ：ＯＤＡ：ＯＤＡ予算予算予算予算にににに環境枠環境枠環境枠環境枠ややややアフリカアフリカアフリカアフリカ枠枠枠枠などなどなどなどのののの特別予算枠特別予算枠特別予算枠特別予算枠をををを設設設設けるけるけるける。。。。 

 
 

日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算はこはこはこはこのののの 10 年間減額年間減額年間減額年間減額のののの一途一途一途一途をたどっていますをたどっていますをたどっていますをたどっています。。。。このままではこのままではこのままではこのままでは先進先進先進先進

国国国国のなかでのなかでのなかでのなかで 5 位位位位にににに転落転落転落転落するするするする日日日日もももも近近近近いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。2007 年度年度年度年度ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算はははは 1997 年年年年とととと

比較比較比較比較すればすればすればすれば 38％％％％のののの削減削減削減削減になっておりになっておりになっておりになっており、、、、このこのこのこの間間間間にににに日本日本日本日本のののの無償援助無償援助無償援助無償援助をををを 50％％％％以上削減以上削減以上削減以上削減されされされされ

たたたた国国国国はははは 142 かかかか国中国中国中国中 59 カカカカ国国国国をををを数数数数えますえますえますえます。。。。またまたまたまた国際機関国際機関国際機関国際機関にににに対対対対するするするする拠出金拠出金拠出金拠出金もももも激減激減激減激減しししし、、、、国連国連国連国連

開発計画開発計画開発計画開発計画ではではではでは 1 位位位位からからからから 6 位位位位にににに、、、、国連人口基金国連人口基金国連人口基金国連人口基金ではではではでは 1 位位位位からからからから 5 位位位位にににに、、、、国連難民高等弁国連難民高等弁国連難民高等弁国連難民高等弁

務官事務所務官事務所務官事務所務官事務所ではではではでは 2 位位位位からからからから 4 位位位位にににに転落転落転落転落していますしていますしていますしています。。。。 

このこのこのこの傾向傾向傾向傾向がががが続続続続けばけばけばけば、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが 2005 年年年年のののの G8 サミットサミットサミットサミットでででで公約公約公約公約したしたしたした 100 億億億億ドルドルドルドルののののＯＯＯＯ

ＤＡＤＡＤＡＤＡのののの積積積積みみみみ増増増増しやしやしやしや対対対対アフリアフリアフリアフリカカカカ支援支援支援支援のののの倍増倍増倍増倍増もももも達成達成達成達成できないできないできないできない可能性可能性可能性可能性さえありますさえありますさえありますさえあります。。。。国際社国際社国際社国際社

会会会会のののの責任責任責任責任あるあるあるある一員一員一員一員としてとしてとしてとして、、、、日本日本日本日本はははは何何何何としてもとしてもとしてもとしても国際公約国際公約国際公約国際公約をををを守守守守るるるる義務義務義務義務がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、日本日本日本日本がががが置置置置かれたかれたかれたかれた立場立場立場立場（（（（世界第二位世界第二位世界第二位世界第二位のののの経済大国経済大国経済大国経済大国、、、、資源小国資源小国資源小国資源小国・・・・貿易立国貿易立国貿易立国貿易立国、、、、途途途途

上国上国上国上国にににに依存依存依存依存したしたしたした豊豊豊豊かさのかさのかさのかさの享受享受享受享受、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をををを始始始始めとするめとするめとするめとする環境問題環境問題環境問題環境問題のののの影響影響影響影響などなどなどなど））））をををを考慮考慮考慮考慮

するとするとするとすると、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ予算予算予算予算ををををこれこれこれこれ以上削減以上削減以上削減以上削減してはならないとしてはならないとしてはならないとしてはならないと考考考考えますえますえますえます。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡ。ＯＤＡのののの質質質質やややや戦略性戦略性戦略性戦略性

をををを高高高高めるめるめるめる努力努力努力努力はははは継続継続継続継続するもののするもののするもののするものの、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡのののの絶対量絶対量絶対量絶対量をををを確保確保確保確保することすることすることすることはははは国際社会国際社会国際社会国際社会におけるにおけるにおけるにおける

日本日本日本日本のののの存在感存在感存在感存在感をををを確保確保確保確保するするするするためにもためにもためにもためにも必須必須必須必須ですですですです。。。。自自自自らのらのらのらの国民所得国民所得国民所得国民所得にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい水準水準水準水準ののののＯＤＯＤＯＤＯＤ

ＡＡＡＡをををを実現実現実現実現することはすることはすることはすることは、、、、途上国途上国途上国途上国ののののみならずみならずみならずみならず日本日本日本日本のためにものためにものためにものためにも重要重要重要重要ですですですです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ＯＯＯＯ

ＤＡＤＡＤＡＤＡ一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる削減削減削減削減にににに歯止歯止歯止歯止めをかけるとともにめをかけるとともにめをかけるとともにめをかけるとともに、、、、新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源をををを導入導入導入導入するするするする

可能性可能性可能性可能性をををを早急早急早急早急にににに検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。またまたまたまた、、、、東東東東アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国のののの一部一部一部一部はははは円借款円借款円借款円借款からからからから卒卒卒卒

業業業業しつつあるしつつあるしつつあるしつつある一方一方一方一方でででで、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全ややややアフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援などなどなどなど、、、、譲許性譲許性譲許性譲許性がきわめてがきわめてがきわめてがきわめて高高高高いいいい資金資金資金資金へのへのへのへの

需要需要需要需要はははは今後今後今後今後もももも増増増増えるとえるとえるとえると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視野視野視野視野にたってにたってにたってにたって、、、、日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算とととと

贈与贈与贈与贈与のののの比率比率比率比率をををを増増増増やすやすやすやす仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。2008 年年年年にはにはにはには日本日本日本日本ででででＧＧＧＧ8 サミサミサミサミ

ットットットットややややＴＩＣＡＤＴＩＣＡＤＴＩＣＡＤＴＩＣＡＤⅣⅣⅣⅣがががが開催開催開催開催されされされされ、、、、気候変動気候変動気候変動気候変動・・・・環境問題環境問題環境問題環境問題ややややアフリカアフリカアフリカアフリカ開発開発開発開発にににに対対対対するするするする国際的国際的国際的国際的

なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが議論議論議論議論されされされされますますますます。。。。2008 年年年年ににににＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ予算予算予算予算をををを底打底打底打底打ちさせちさせちさせちさせてててて増加増加増加増加にににに転転転転じじじじ、、、、こうこうこうこう

いったいったいったいった課題課題課題課題にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいくことがことがことがことが、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会にににに対対対対するするするする強強強強いいいいメッセージメッセージメッセージメッセージになになになにな

るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。 

 
 

８８８８．．．．キャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパスをををを確立確立確立確立しししし、、、、人材育成制度人材育成制度人材育成制度人材育成制度をををを整備整備整備整備するするするする 

 

提言提言提言提言 21：：：：国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野のののの「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成センターセンターセンターセンター」」」」をををを設立設立設立設立しししし、、、、人材登録人材登録人材登録人材登録、、、、内外内外内外内外のののの開発援開発援開発援開発援

助機関助機関助機関助機関とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築、、、、教育機関教育機関教育機関教育機関などなどなどなどとのとのとのとの連携連携連携連携をををを行行行行うううう。。。。 

提言提言提言提言 22：：：：国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野におけるにおけるにおけるにおける就職機会就職機会就職機会就職機会をををを拡大拡大拡大拡大するとするとするとすると同時同時同時同時にににに、、、、組織組織組織組織をををを超超超超ええええたたたた人材人材人材人材のののの

流動性流動性流動性流動性をををを高高高高めるめるめるめる。。。。 
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日本日本日本日本のののの国際協力国際協力国際協力国際協力のののの弱点弱点弱点弱点はははは、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力にににに従事従事従事従事すすすするるるる人材人材人材人材のののの層層層層がががが薄薄薄薄いこといこといこといこと、、、、またまたまたまた、、、、あるあるあるある程程程程

度度度度のののの経験経験経験経験をもつをもつをもつをもつ人材人材人材人材にとってもにとってもにとってもにとっても受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる職場職場職場職場がががが少少少少ないことないことないことないことでででですすすす。。。。国際機関国際機関国際機関国際機関でででで働働働働くくくく

日本人日本人日本人日本人がががが少少少少ないばかりかないばかりかないばかりかないばかりか、、、、専門性専門性専門性専門性をもってをもってをもってをもってＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡににににたずさたずさたずさたずさわるわるわるわる人材人材人材人材もももも絶対的絶対的絶対的絶対的にににに不足不足不足不足しししし

ていていていていますますますます。。。。援助援助援助援助のののの現場現場現場現場でででで経験経験経験経験ををををももももつつつつ人材人材人材人材がががが正当正当正当正当にににに評価評価評価評価・・・・活用活用活用活用されずされずされずされず、、、、人的蓄積人的蓄積人的蓄積人的蓄積がががが行行行行わわわわ

れていれていれていれていませんませんませんません。。。。またまたまたまた仮仮仮仮にににに人材育成制度人材育成制度人材育成制度人材育成制度をををを整整整整えてもえてもえてもえても、、、、育成育成育成育成されたされたされたされた人材人材人材人材がががが活躍活躍活躍活躍するするするする場場場場がががが提提提提

供供供供されなければされなければされなければされなければ優秀優秀優秀優秀なななな人材人材人材人材がががが逃避逃避逃避逃避するするするする結果結果結果結果になになになになりますりますりますります。。。。そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野でででで

ののののキャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパスがががが整備整備整備整備されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、長期的長期的長期的長期的なななな視野視野視野視野にたったにたったにたったにたった人材育成人材育成人材育成人材育成のためののためののためののための予算措予算措予算措予算措

置置置置やややや制度制度制度制度もももも脆弱脆弱脆弱脆弱というというというという問問問問題題題題がありまがありまがありまがありますすすす。。。。このことがこのことがこのことがこのことが援助現場援助現場援助現場援助現場でのでのでのでの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力をををを低下低下低下低下ささささ

せせせせ、、、、日本日本日本日本のののの存在感存在感存在感存在感がががが希薄希薄希薄希薄にににになるなるなるなる結果結果結果結果をををを招招招招いていいていいていいていますますますます。。。。 

 

国際協力人材国際協力人材国際協力人材国際協力人材のののの絶対量絶対量絶対量絶対量とととと質質質質をををを向上向上向上向上させさせさせさせるためるためるためるため、、、、能力能力能力能力にににに応応応応じてじてじてじてキャリアキャリアキャリアキャリア形成形成形成形成できるできるできるできる人人人人

材育成制度材育成制度材育成制度材育成制度のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。国内国内国内国内とととと海外海外海外海外をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ国際協力国際協力国際協力国際協力のののの人材人材人材人材プールプールプールプールづくづくづくづくりがりがりがりが必必必必

要要要要でででで、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには国内国内国内国内ののののＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体、、、、大学大学大学大学、、、、企業企業企業企業、、、、省庁省庁省庁省庁、、、、新新新新ＪＩＣＡ、ＪＩＣＡ、ＪＩＣＡ、ＪＩＣＡ、警察警察警察警察、、、、

自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊などなどなどなどとととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、海外海外海外海外のののの国連機関国連機関国連機関国連機関やややや援助機関援助機関援助機関援助機関とととともももも交流交流交流交流をををを行行行行うううう、、、、「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成

センターセンターセンターセンター」」」」のののの整備整備整備整備がががが焦眉焦眉焦眉焦眉のののの急急急急でででですすすす。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯやややや研究機関研究機関研究機関研究機関、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業からからからから外務省外務省外務省外務省、、、、

在外公館在外公館在外公館在外公館、、、、新新新新ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡなどなどなどなどへのへのへのへの採用採用採用採用・・・・人事交流人事交流人事交流人事交流（（（（インターンインターンインターンインターン含含含含むむむむ））））をををを大幅大幅大幅大幅にににに増増増増やしてやしてやしてやして

国際協力分野国際協力分野国際協力分野国際協力分野におけるにおけるにおけるにおける就職機会就職機会就職機会就職機会をををを拡大拡大拡大拡大すすすするとるとるとるとともにともにともにともに、、、、組織組織組織組織をををを超超超超えてえてえてえて人材人材人材人材のののの流動性流動性流動性流動性をををを高高高高

めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

 
 

９９９９．．．．民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターとのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化、、、、官民同盟官民同盟官民同盟官民同盟をををを構築構築構築構築するするするする 

 

提言提言提言提言 23：：：：司令塔司令塔司令塔司令塔のののの「「「「国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議国際協力戦略会議｣｣｣｣にににに民間企業民間企業民間企業民間企業、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなどのののの委員委員委員委員をををを入入入入れるれるれるれる。。。。 

提言提言提言提言 24：「：「：「：「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会｣｣｣｣をををを組織組織組織組織しししし、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力のののの推進推進推進推進にむけてにむけてにむけてにむけて政府政府政府政府、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関、、、、

企業企業企業企業、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、大学大学大学大学などなどなどなどとのとのとのとの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする。。。。 

提言提言提言提言 25：：：：現地現地現地現地ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡタスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォースとととと民間企業民間企業民間企業民間企業、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、、ＮＧＯ、研究者研究者研究者研究者などなどなどなどとのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有

ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを構築構築構築構築するするするする。。。。 

提提提提言言言言 26：：：：官民官民官民官民パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ））））をををを推進推進推進推進しししし、、、、民間民間民間民間のののの資金資金資金資金ややややノウハウノウハウノウハウノウハウをををを包括包括包括包括

的的的的にににに取取取取りりりり込込込込むためのむためのむためのむための制度設計制度設計制度設計制度設計をををを行行行行うううう。。。。 

 
 

ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡとととと民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターとのとのとのとの連携連携連携連携のののの重要性重要性重要性重要性についてはこれまでもについてはこれまでもについてはこれまでもについてはこれまでも幾度幾度幾度幾度となくとなくとなくとなく強調強調強調強調されされされされ

てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡのひとつののひとつののひとつののひとつの‘‘‘‘パーツパーツパーツパーツ’’’’としてとしてとしてとして民間民間民間民間をををを活用活用活用活用するというするというするというするという姿勢姿勢姿勢姿勢がががが強強強強くくくく、、、、

民間民間民間民間とのとのとのとの真真真真ののののパートナーパートナーパートナーパートナーのののの構築構築構築構築にはにはにはには至至至至っていませんっていませんっていませんっていません。。。。 

    またまたまたまた、、、、ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの現場現場現場現場でででで活躍活躍活躍活躍しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、民間民間民間民間セクターセクターセクターセクター（（（（企業企業企業企業、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯ、ＮＧＯなどなどなどなど））））ですですですです

がががが、、、、例例例例えばえばえばえば「「「「商社商社商社商社ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡはははは汚汚汚汚いいいい」」」」というようなというようなというようなというような印象印象印象印象がががが先行先行先行先行しししし、、、、民間民間民間民間のののの知見知見知見知見やややや経験経験経験経験をををを

活用活用活用活用しながらしながらしながらしながらオールジャパンオールジャパンオールジャパンオールジャパン体制体制体制体制ででででＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを実施実施実施実施するというするというするというするという事例事例事例事例はははは極極極極めてめてめてめて少少少少ないとないとないとないと

いわざるをいわざるをいわざるをいわざるを得得得得ませんませんませんません。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント業界業界業界業界などなどなどなどではではではでは日本日本日本日本のののの援助実施体制援助実施体制援助実施体制援助実施体制のののの矛盾矛盾矛盾矛盾のしわのしわのしわのしわ寄寄寄寄せがせがせがせが大大大大きききき

くくくく、、、、人材人材人材人材のののの逃避逃避逃避逃避やややや高齢化高齢化高齢化高齢化がががが激激激激しいしいしいしい状況状況状況状況がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。またまたまたまた、、、、現在現在現在現在ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡとととと企業企業企業企業とととと

のののの関係関係関係関係はははは、、、、個別案件個別案件個別案件個別案件のののの入札入札入札入札・・・・応札応札応札応札というものにというものにというものにというものに矮小化矮小化矮小化矮小化されておりされておりされておりされており、、、、投資環境整備投資環境整備投資環境整備投資環境整備やややや制制制制

度構築支援度構築支援度構築支援度構築支援などについてなどについてなどについてなどについて民間民間民間民間とととと協働協働協働協働としてとしてとしてとして国際協力国際協力国際協力国際協力をををを推進推進推進推進するするするする視点視点視点視点でででで位置位置位置位置づけづけづけづけらららられれれれ

ていませんていませんていませんていません。。。。企業側企業側企業側企業側ももももＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡにそのにそのにそのにその知見知見知見知見をををを提供提供提供提供しているとしているとしているとしていると同時同時同時同時にににに、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡからからからから中長期中長期中長期中長期
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的的的的なななな恩恵恩恵恩恵恩恵をををを得得得得ているというているというているというているという認識認識認識認識がががが希薄希薄希薄希薄でででで、、、、政府政府政府政府やややや実施機関実施機関実施機関実施機関にににに対対対対するするするする働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが弱弱弱弱かっかっかっかっ

たたたた面面面面もももも否否否否定定定定できませんできませんできませんできません。。。。 

 

民間民間民間民間セクターセクターセクターセクター（（（（企業企業企業企業、、、、ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯなどなどなどなど））））はははは国際協力国際協力国際協力国際協力をををを支支支支えるえるえるえる重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っていまっていまっていまっていますすすす。。。。

このこのこのこの非非非非ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡによるによるによるによる協力協力協力協力こそこそこそこそがががが、、、、二国間関係二国間関係二国間関係二国間関係のののの底流底流底流底流をなすものでありをなすものでありをなすものでありをなすものであり、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡははははそのそのそのその

ううううえにえにえにえに立脚立脚立脚立脚していることをしていることをしていることをしていることを肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じなければいけませんじなければいけませんじなければいけませんじなければいけません。。。。企業企業企業企業のののの投資投資投資投資ややややＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯによるによるによるによる

国際協力国際協力国際協力国際協力、、、、自治体自治体自治体自治体をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした国際交流国際交流国際交流国際交流などなどなどなど、、、、国際協力国際協力国際協力国際協力ののののチャンネルチャンネルチャンネルチャンネルをををを拡大拡大拡大拡大しししし多様多様多様多様にににに

するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、これらこれらこれらこれら民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターによるによるによるによる協力協力協力協力のためののためののためののための条件整備条件整備条件整備条件整備

やややや側面支援側面支援側面支援側面支援をををを行行行行うものとしてうものとしてうものとしてうものとしてＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを位置位置位置位置づけるづけるづけるづける必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 

    またまたまたまたＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの担担担担いいいい手手手手としてのとしてのとしてのとしての民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターのののの役割役割役割役割をををを再認再認再認再認識識識識しししし、、、、民間民間民間民間のののの知見知見知見知見をををを生生生生かすかすかすかす

ためのためのためのための仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが必要必要必要必要ですですですです。。。。すなわちすなわちすなわちすなわちＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ実施体制実施体制実施体制実施体制のののの中中中中にににに第四層第四層第四層第四層（（（（民間民間民間民間））））をきをきをきをき

ちんとちんとちんとちんと位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、四層四層四層四層からからからから他他他他のののの各層各層各層各層にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかけるパイプパイプパイプパイプづくづくづくづくりがりがりがりが必要必要必要必要ですですですです。。。。 

    さらにさらにさらにさらに民間民間民間民間企業企業企業企業によるによるによるによる支援支援支援支援がががが可能可能可能可能なななな国国国国（（（（アジアアジアアジアアジアなどなどなどなど））））やややや環境問題環境問題環境問題環境問題へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（クククク

リーンリーンリーンリーン・・・・ディベロップメントディベロップメントディベロップメントディベロップメント・・・・メカニズムメカニズムメカニズムメカニズムをををを含含含含むむむむ））））においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、官民官民官民官民パートナーシッパートナーシッパートナーシッパートナーシッ

ププププ（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ））））をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために包括的包括的包括的包括的なななな支援支援支援支援のののの仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカでででで

ははははリスクリスクリスクリスク要因要因要因要因がががが大大大大きくきくきくきく自然発生的自然発生的自然発生的自然発生的にににに民間投資民間投資民間投資民間投資がががが起起起起こらないためこらないためこらないためこらないため、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・リスクリスクリスクリスクのののの

緩和緩和緩和緩和をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが必要必要必要必要ですですですです。。。。 

 
 

１０１０１０１０．．．．メリハリメリハリメリハリメリハリのののの利利利利いたいたいたいたアフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援をををを行行行行うううう 

 

提言提言提言提言 27：：：：予算予算予算予算・・・・財源面財源面財源面財源面のののの制度改革制度改革制度改革制度改革をををを断行断行断行断行しししし、、、、2008 年以降年以降年以降年以降もももも対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡをををを贈与贈与贈与贈与

をををを中心中心中心中心にににに拡充拡充拡充拡充するするするする。。。。 

提言提言提言提言 28：「：「：「：「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会」」」」のなかのなかのなかのなかにににに、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援にににに特化特化特化特化したしたしたした専門部会専門部会専門部会専門部会をををを立立立立ちちちちああああ

げるげるげるげる。。。。 

提言提言提言提言 29：「：「：「：「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」をををを具体化具体化具体化具体化するするするするモデルモデルモデルモデル国国国国をををを選選選選びびびび、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援のののの増額増額増額増額をををを

配分配分配分配分するするするする。。。。人材人材人材人材とととと資源資源資源資源をををを集中投入集中投入集中投入集中投入するするするする。。。。 

提言提言提言提言 30：：：：アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・リスクリスクリスクリスクをををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、民間民間民間民間投資投資投資投資をををを促進促進促進促進すすすすることることることることをををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした特別特別特別特別のののの

制度設計制度設計制度設計制度設計をををを行行行行うううう。。。。 

 
 

国際社会国際社会国際社会国際社会のののの共通課題共通課題共通課題共通課題であるであるであるであるアフリカアフリカアフリカアフリカ開発開発開発開発にににに対対対対しししし、、、、多多多多くのくのくのくの援助援助援助援助国国国国・・・・機関機関機関機関がががが援助援助援助援助をををを拡充拡充拡充拡充

していますがしていますがしていますがしていますが、、、、対照的対照的対照的対照的にににに日本日本日本日本ではではではでは、、、、地理的地理的地理的地理的なななな遠遠遠遠ささささ、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的・・・・政治経済的政治経済的政治経済的政治経済的なななな関関関関わりわりわりわりがががが希希希希

薄薄薄薄なことなことなことなこともありもありもありもあり、「、「、「、「何何何何のためにのためにのためにのためにアフリカアフリカアフリカアフリカをををを支援支援支援支援するのかするのかするのかするのか」」」」というというというという根幹根幹根幹根幹のののの考考考考ええええ方方方方についについについについ

てててて明明明明確確確確なななな合意合意合意合意がありませんがありませんがありませんがありません。。。。国民各層国民各層国民各層国民各層によるによるによるによる議論議論議論議論もありませんもありませんもありませんもありません。。。。日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ総額総額総額総額にににに

占占占占めるめるめるめる対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカ支援額支援額支援額支援額のののの比率比率比率比率はははは約約約約 10%とととと安定安定安定安定していますがしていますがしていますがしていますが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、対対対対アフリアフリアフリアフリ

カカカカＯＤＡ（ＯＤＡ（ＯＤＡ（ＯＤＡ（支出純額支出純額支出純額支出純額））））はははは 10 年間年間年間年間でででで半減半減半減半減していますしていますしていますしています。。。。日本政府日本政府日本政府日本政府はははは 2005 年年年年のののの G8 サミサミサミサミ

ットットットットでででで、、、、今後今後今後今後 3 年間年間年間年間でででで対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援をををを倍増倍増倍増倍増することすることすることすることをををを公約公約公約公約しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、2008 年以年以年以年以

降降降降のののの日本日本日本日本のののの対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡのののの予算予算予算予算規模規模規模規模やややや全体全体全体全体におけるにおけるにおけるにおける対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカ支援額支援額支援額支援額のののの配分配分配分配分にににに

ついてのついてのついてのついてのビジョンビジョンビジョンビジョンはははは示示示示されていませんされていませんされていませんされていません。。。。またまたまたまた、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカではではではでは援助協調援助協調援助協調援助協調がががが活発活発活発活発にににに展開展開展開展開しししし

ていますがていますがていますがていますが、、、、他他他他ドナードナードナードナーにににに比比比比べてべてべてべて、、、、日本日本日本日本のののの現地現地現地現地のののの体制体制体制体制・・・・人員人員人員人員はははは脆弱脆弱脆弱脆弱ですですですです。。。。日本日本日本日本ののののＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡ

がががが抱抱抱抱えるえるえるえる問題問題問題問題がががが凝縮凝縮凝縮凝縮されたされたされたされた形形形形でででで現現現現れているのがれているのがれているのがれているのが、、、、対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援といえましょうといえましょうといえましょうといえましょう。。。。 

 

ＯＤＡＯＤＡＯＤＡＯＤＡがががが途上国途上国途上国途上国のののの開発開発開発開発、、、、貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題のののの解決解決解決解決へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献をををを目的目的目的目的とするとするとするとする限限限限りりりり、、、、日本日本日本日本ががががアフリアフリアフリアフリ
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カカカカ開発開発開発開発にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むことはむことはむことはむことは国際社会国際社会国際社会国際社会のののの一員一員一員一員としてのとしてのとしてのとしての責務責務責務責務ですですですです（「（「（「（「国際益国際益国際益国際益」）。」）。」）。」）。同同同同

時時時時にににに、、、、開発開発開発開発ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた援助援助援助援助をををを行行行行いいいい、、、、日本日本日本日本ががががアフリカアフリカアフリカアフリカ諸国諸国諸国諸国とととと長期的長期的長期的長期的なななな信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを構構構構

築築築築・・・・強化強化強化強化ししししてててていくことはいくことはいくことはいくことは、、、、広広広広いいいい意味意味意味意味でででで日本国民日本国民日本国民日本国民にににに様様様様々々々々なななな恩恵恩恵恩恵恩恵をもたらしますをもたらしますをもたらしますをもたらします（「（「（「（「国民国民国民国民

益益益益」）。」）。」）。」）。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル化時代化時代化時代化時代においてにおいてにおいてにおいて「「「「国際益国際益国際益国際益」」」」とととと「「「「国民益国民益国民益国民益」」」」がががが不可分不可分不可分不可分であるであるであるである

ことことことことをををを強強強強くくくく認識認識認識認識しししし、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ支援支援支援支援にににに対対対対するするするする国民国民国民国民のののの理解理解理解理解をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけていくていくていくていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると

考考考考えますえますえますえます。。。。 

従従従従ってってってって、「、「、「、「援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会援助実施者協議会」」」」ののののなかなかなかなかににににアフリカアフリカアフリカアフリカ専門部会専門部会専門部会専門部会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、官民協働官民協働官民協働官民協働でででで、、、、

日本日本日本日本のののの対対対対アフリカアフリカアフリカアフリカ支援戦略支援戦略支援戦略支援戦略やややや支援支援支援支援方法方法方法方法をををを協議協議協議協議することはすることはすることはすることは急務急務急務急務ですですですです。。。。アフリカアフリカアフリカアフリカ諸国諸国諸国諸国ののののなななな

かかかかにはにはにはには、、、、援助援助援助援助からからからから卒業卒業卒業卒業したしたしたした東東東東アジアアジアアジアアジアのののの開発経験開発経験開発経験開発経験にににに強強強強いいいい関心関心関心関心をもちをもちをもちをもち、、、、成長成長成長成長のののの加速化加速化加速化加速化をめをめをめをめ

ざしてざしてざしてざして自助努力自助努力自助努力自助努力をををを始始始始めためためためた国国国国がありますがありますがありますがあります。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、ここここのようのようのようのようなななな国国国国にににに対対対対してしてしてして人材人材人材人材とととと資源資源資源資源

をををを集中集中集中集中させさせさせさせ、、、、日本日本日本日本がががが東東東東アジアアジアアジアアジアでででで実践実践実践実践したしたしたした、「、「、「、「卒業卒業卒業卒業のためののためののためののための援助援助援助援助」」」」をををを具体化具体化具体化具体化するためにするためにするためにするために、、、、

産業産業産業産業やややや農業農業農業農業などのなどのなどのなどの生産生産生産生産セクターセクターセクターセクター支援支援支援支援、、、、官民連携官民連携官民連携官民連携、、、、現場主義現場主義現場主義現場主義といったといったといったといった日本日本日本日本のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かかかか

したしたしたした支援支援支援支援をををを、、、、重点的重点的重点的重点的にににに行行行行うべきであるとうべきであるとうべきであるとうべきであると考考考考えますえますえますえます。。。。 

    同時同時同時同時にににに、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカでのでのでのでの事業実施事業実施事業実施事業実施ははははリスクリスクリスクリスクがががが大大大大きくきくきくきく、、、、自然発生的自然発生的自然発生的自然発生的にににに民間投資民間投資民間投資民間投資がががが起起起起こりこりこりこり

にくいことからにくいことからにくいことからにくいことから、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・リスクリスクリスクリスクをををを緩和緩和緩和緩和しししし、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡ、ＯＤＡをををを活用活用活用活用してしてしてして民間民間民間民間セクターセクターセクターセクター開発開発開発開発をををを

側面支援側面支援側面支援側面支援するするするする特別特別特別特別のののの制度設計制度設計制度設計制度設計がががが必要必要必要必要ですですですです（（（（例例例例：：：：企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）支援支援支援支援、Ｏ、Ｏ、Ｏ、Ｏ

ＤＡＤＡＤＡＤＡによるによるによるによる投融資投融資投融資投融資機能機能機能機能、ＰＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰ、ＰＰＰにおけるにおけるにおけるにおける部分的部分的部分的部分的なななな保証保証保証保証機能機能機能機能）。）。）。）。 

 

以上以上以上以上 
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［［［［問題提起者問題提起者問題提起者問題提起者］］］］ 

    政界政界政界政界 

阿部正俊阿部正俊阿部正俊阿部正俊        参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員（（（（自由民主党副幹事長自由民主党副幹事長自由民主党副幹事長自由民主党副幹事長）））） 

犬塚直史犬塚直史犬塚直史犬塚直史        参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員（（（（民主党民主党民主党民主党）））） 

遠山清彦遠山清彦遠山清彦遠山清彦        外務大臣政務官外務大臣政務官外務大臣政務官外務大臣政務官    参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員 

マスコミマスコミマスコミマスコミ 

荒木光弥荒木光弥荒木光弥荒木光弥        国際開発国際開発国際開発国際開発ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル主幹主幹主幹主幹 

今里義和今里義和今里義和今里義和        東京新聞論説委員東京新聞論説委員東京新聞論説委員東京新聞論説委員 

脇阪紀行脇阪紀行脇阪紀行脇阪紀行        朝日新聞論説委員朝日新聞論説委員朝日新聞論説委員朝日新聞論説委員 

    産業界産業界産業界産業界 

    林寛爾林寛爾林寛爾林寛爾            日本経済団体連合会国際第二本部国際協力日本経済団体連合会国際第二本部国際協力日本経済団体連合会国際第二本部国際協力日本経済団体連合会国際第二本部国際協力ＧＧＧＧ長長長長 

    吉村隆吉村隆吉村隆吉村隆            日本経済団体連合会国際第二本部主事日本経済団体連合会国際第二本部主事日本経済団体連合会国際第二本部主事日本経済団体連合会国際第二本部主事 

    三科一郎三科一郎三科一郎三科一郎        海外海外海外海外コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング企業企業企業企業協会会員協会会員協会会員協会会員（（（（日本工営常務執行役員日本工営常務執行役員日本工営常務執行役員日本工営常務執行役員）））） 

宮司正毅宮司正毅宮司正毅宮司正毅        三菱商事顧問三菱商事顧問三菱商事顧問三菱商事顧問 

    ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ 

    中島正明中島正明中島正明中島正明        「「「「ほっとけないほっとけないほっとけないほっとけない世界世界世界世界のののの貧貧貧貧しさしさしさしさ」」」」政策担当政策担当政策担当政策担当オフィサーオフィサーオフィサーオフィサー 

高橋清貴高橋清貴高橋清貴高橋清貴        日本国際日本国際日本国際日本国際ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンター（ＪＶＣ）（ＪＶＣ）（ＪＶＣ）（ＪＶＣ） 

学界学界学界学界 

大野健一大野健一大野健一大野健一        政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授 

草野厚草野厚草野厚草野厚            慶応大学教授慶応大学教授慶応大学教授慶応大学教授 

        大野泉大野泉大野泉大野泉            政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授（（（（本会本会本会本会のののの幹事幹事幹事幹事）））） 

        小嶋雅彦小嶋雅彦小嶋雅彦小嶋雅彦        政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授・・・・ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ客員専門員客員専門員客員専門員客員専門員（（（（本会本会本会本会のののの幹事幹事幹事幹事）））） 

    他他他他のののの関係者関係者関係者関係者 

田中辰夫田中辰夫田中辰夫田中辰夫    （（（（財財財財））））国際協力推進協会国際協力推進協会国際協力推進協会国際協力推進協会（ＡＰＩＣ）（ＡＰＩＣ）（ＡＰＩＣ）（ＡＰＩＣ）専務理事専務理事専務理事専務理事 

岡本岳大岡本岳大岡本岳大岡本岳大        博報堂博報堂博報堂博報堂 

 

［［［［取取取取りりりり纏纏纏纏めめめめ］］］］ 

        浅沼信爾浅沼信爾浅沼信爾浅沼信爾    一橋大学客員教授一橋大学客員教授一橋大学客員教授一橋大学客員教授 

荒木光弥荒木光弥荒木光弥荒木光弥    国際開発国際開発国際開発国際開発ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル主幹主幹主幹主幹 

大崎麻子大崎麻子大崎麻子大崎麻子    開発政策開発政策開発政策開発政策コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント（「（「（「（「ほっとけないほっとけないほっとけないほっとけない世界世界世界世界のののの貧貧貧貧しさしさしさしさ」、」、」、」、ＵＮＤＰＵＮＤＰＵＮＤＰＵＮＤＰ）））） 

福井龍福井龍福井龍福井龍        世界銀行東京開発世界銀行東京開発世界銀行東京開発世界銀行東京開発ラーニングセンターマネージャーラーニングセンターマネージャーラーニングセンターマネージャーラーニングセンターマネージャー 

        大野泉大野泉大野泉大野泉        政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授（（（（本会本会本会本会のののの幹事幹事幹事幹事）））） 

        小嶋雅彦小嶋雅彦小嶋雅彦小嶋雅彦    政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授政策研究大学院大学教授・・・・ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ客員専門員客員専門員客員専門員客員専門員（（（（本会本会本会本会のののの幹事幹事幹事幹事）））） 

 

なおなおなおなお、、、、本会合本会合本会合本会合のののの運営運営運営運営はははは、、、、政策研究大学院大学内政策研究大学院大学内政策研究大学院大学内政策研究大学院大学内のののの事務局事務局事務局事務局チームチームチームチーム（（（（幹事幹事幹事幹事、、、、及及及及びびびび鈴木明日鈴木明日鈴木明日鈴木明日

香香香香、、、、尾和潤美尾和潤美尾和潤美尾和潤美））））がががが担当担当担当担当したしたしたした。。。。 
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1 理念と戦略を明確にする

●ODAの理念・戦略の中身が
不明瞭。国民・国際社会に対
する効果的な発信が不可能 。
●現行のODA戦略は総花的。

●国家戦略としてのODAは、「国民益」と「国際益」を追求する
手段。
●援助戦略としてのODAは、途上国の開発に貢献することが
目的。対象国のニーズに合わせ、「成長促進｣と「貧困削減｣支
援を組み合わせる。
●国家戦略としてのODA戦略は、政治が関与して政策決定す
る仕組みをつくる。

●国会は、ODAの基本方針、予算を
審議することとし、そのための専門委
員会を（衆・参両院に）設置する。
●司令塔（海外経済協力会議）の諮
問機関として、官民から構成される
「国際協力戦略会議」を設置する。
●司令塔は、「選択と集中」を徹底
し、国別・地域別援助方針、重点イ
シューなどの骨格を決定し、外務省
に策定作業を指示する。

2
途上国のニーズに応え、現
地体制を強化する

●途上国のニーズに合致した
援助を実施する制度になって
いない。
●現場の体制や人材が脆弱。
現地ODAタスクフォースの活
動が属人的要素に左右されや
すい。

●途上国側から本音レベルの情報・見解が十分に引き出さ
れ、活かされていく仕組みづくりが必要。
●途上国における日本の援助関係者への権限委譲と、現地
ODAタスクフォースのあり方の見直しが必要。
●大使館、実施機関の区別をなくし、かつ、民間も含めた組織
間の垣根を越えた適材適所の人材配置が必要。

●現地ODAタスクフォースの権限を
明確にし、オールジャパンによる体制
を強化する。
●新JICAは現地ODAタスクフォース
の事務局機能を担い、その活動を主
導する。

3
世界の援助潮流をリードす
る

●日本らしい援助が不明瞭な
ため、国際社会に発信できて
いない。
●国際援助潮流の形成に日
本が積極的に貢献していくと
の意識が弱い。
●多国間援助を活用する方針
が明確でないため、国際機関
の援助戦略への関与が少な
い。

●日本が実現してきた価値を世界に示し、普遍的なものにして
いく。東アジアの開発援助において日本が蓄積してきた経験・
ノウハウの理論化と開発援助戦略の発信力を強化する（インフ
ラ整備、人材育成、多様な手法を活用した官民連携の促進、
現場重視など）。
●国際援助潮流や国際機関に積極的に関与していくオール
ジャパンの戦略を立案する。多国間及び二国間援助の使い分
けの戦略を明確にする。
●現場・東京・国際的な援助コミュニティの中心地を結ぶネット
ワーク構築が必要。
●自助努力支援、すなわち「援助は、やめるために援助する」
という日本の基本スタンスを再確認し、「卒業のための援助」と
して発信する（成長支援を促進するととともに、成長の過程で
生じる問題（格差や環境問題など）に対する補完的支援を実施
するもの）。

●国際的に開かれた、新しい「国際
協力戦略シンクタンク」を設立し、国
家戦略と援助戦略の両方における政
策提言と研究活動・発信を行う。
●日本がアジアで実践してきた自助
努力支援を「卒業のための援助」とい
う基本メッセージとして内外に発信す
る。

4
国民の理解と参加を促進
する

●納税者である国民に対する
アピールが不十分。
●ODAは「不透明、非効率、
感謝されない」などのイメージ
がある。
●政府によるODA広報は予算
規模が小さく、かつ広報戦略
が欠如している。

●政府や実施機関を主体とする「ODAの広報」から脱却する。
●国民と援助業界との対話のチャネルが不足している。開発
問題と国内問題が乖離しているので、内政と外交をつなぐ必
要がある。
●「守り」から「攻め」の広報に転換し、国民各層の関心にあわ
せて「何のためのODAか」を訴える明快なメッセージを考え、適
切なメディアを通じて発信するなど、きめ細やかな国際協力の
広報戦略が必要。
●「ヒューマン・ファクター」を取り込み、「ストーリー性」を盛り込
む。
●市民、NGO、企業、政治、メディアなどを巻き込んだ発信の
仕掛けが必要。

●ODA広報を革新する。ODAではな
く国際協力という言葉を使い、政府や
実施機関ではなく途上国の人々と一
緒に現場で活躍する日本人（企業、
大学、NGOなど）を主体にする広報に
転換する。
●市民社会と連携しつつ、国際協力
について協同発信する。
●司令塔の指示のもとで、政府およ
び新JICAは、国民各層にあわせた
メッセージを適切なメディアを通じて
発信する。

5
実施体制を再構築、強化
する

●形式的には「三層構造」が
できたが、司令塔である海外
経済協力会議、行政機関であ
る外務省、実施機関である
JICAとの役割分担が明確でな
く、権限委譲が不十分。
●海外経済協力会議の議論
内容が不透明。
●外務省とJICAの重複が生じ
ており、非効率。

●「三層構造」ではなく、ODAの担い手としての民間セクター
（企業、NGO)を含めた「四層構造」の視点で実施体制を強化す
べき。
●司令塔は、国家戦略の観点からODA全体の規模、重点国・
重点イシューを決定、外務省は国別援助方針・重点イシュー方
針と国別予算配分(有償資金協力、無償資金協力、技術協力
を統合した上限額）を決定、新JICAは援助戦略として国別援
助実施計画と重点イシュー実施計画を策定し、プログラムの策
定から実施までを担う、といった役割分担がなされるべき。
●政府と実施機関（新JICA)、東京と現地、大使館とJICA事務
所などの３レベルにおいて権限委譲を進める。

●外務省は、司令塔の戦略をふま
え、地域別・国別援助方針、重点イ
シュー方針および国別援助額を策定
する。
●新JICAは上記方針と国別援助額
をふまえて、協力プログラムの立案
から実施までを一元的に行う。
●援助形態別の予算編成から国別、
イシュー別の予算編成へ再編する。

6 各種制度を改革、強化する
●ODAの現行制度、手続きが
複雑で、実施に係るスピード
が遅すぎる。

●予算制度や各種手続きに関する阻害要因を改善する（例え
ば、各種の援助形態や縦割り行政による分断、予算や業務の
流れの硬直性、単年度主義を含め途上国のODA事業の特殊
性・困難への配慮が少ない調達制度、事業の計画から実施ま
で援助機関による内部検討期間の長さ）。

●細分化された各種の援助形態を統
廃合し、簡素化する。
●ODA事業についての国際約束を
個々のプロジェクト単位ではなく、より
包括的に締結する。
●協力期間の柔軟化や予算単年度
主義の弊害を撤廃するとともに、新
JICAの調達手続きを効果重視と迅速
化の視点から抜本的に見直す。

「「「「新新新新しいしいしいしい日本日本日本日本ののののODAODAODAODA」」」」マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト総表総表総表総表

2007/9/20
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7
ODA予算を増加し、財源面
の制度改革を行う

●日本のODA予算の削減傾
向に歯止めがかからず、5位
に転落する可能性あり。
●政府の国際的な公約（対ア
フリカ支援額の倍増、100億ド
ル積み増し）が達成できない
可能性がある。

●日本の置かれた立場（世界第2位の経済大国、資源小国・貿
易立国、途上国に依存した豊かさの享受、地球温暖化などの
環境問題の影響など）を考慮したODA予算を考えるべき。
●国際社会の責任ある一員として、国際公約を守る義務があ
る。
●ODAの質や戦略性の向上にむけた努力は継続するものの、
ODAの絶対量の確保は国際社会における日本の存在感を示
すためにも必須。
●贈与（無償資金協力および技術協力）と借款（有償資金協
力）の比率を見直す。

●ODA予算を増加させ、国民所得に
ふさわしい水準を実現し、国際公約を
守る。
●借款と贈与の比率を見直し、贈与
を増やす。
●新たな財源（国際航空税や消費税
の１％など）を確保する方策や、贈与
を増やす財源として円借款の出資金
を使う可能性などを検討する。
●ODA予算に環境枠やアフリカ枠な
どの特別予算枠を設ける。

8
キャリアパスを確立し、人
材育成制度を整備する

●国際協力に従事する人材
の層が薄い。一定の経験をも
つ人材にとっても、受け皿が
少ない。
●国際機関における日本の人
材が少ない。
●日本のODAに携わる人材
育成が脆弱。

●能力があれば国際協力分野でキャリア形成できる、人材育
成制度の整備が必要。
●国内と海外をつなぐ国際協力の人材プールづくりが必要。

●国際協力分野の「人材育成セン
ター」を設立し、人材登録、内外の開
発援助機関とのネットワーク構築、教
育機関などとの連携を行う。
●国際協力分野における就職機会を
拡大すると同時に、組織を超えた人
材の流動性を高める。

9
民間セクターとの連携を強
化し、官民同盟を構築する

●民間セクターとODAの連携
が不十分（但し、両者は透明
性や国民への説明責任の点
で性格が異なる）。
●民間セクター（企業、NGO)
もODAの実施を担っていると
いう認識が薄い。

●民間ベースの協力は、政権交代などの政治的要素に影響さ
れるODAとは異なり一貫性があるため、二国間友好関係の基
盤を整備することが可能。したがって、このようなチャンネル拡
大が必要。
●ODAの担い手としての民間を含めた「四層構造」という視点
で実施体制を強化すべき（上記5に同じ）。
●民間による支援が可能な国（アジアなど）や環境問題への取
り組み（CDMを含む）では、官民パートナーシップ(PPP）を推進
するための包括的な支援の仕組みが必要。他方、アフリカで
はリスク要因が大きく自然発生的に民間投資が起こらないた
め、アフリカ・リスクの緩和を目的とした、特別の制度を設計を
すべき（下記10）。

●司令塔の「国際協力戦略会議｣に
民間企業、NGOなどの委員を入れ
る。
●「援助実施者協議会｣を組織し、政
府、実施機関、企業、NGO、大学など
との連携を強化する。
●現地ODAタスクフォースと民間企
業、NGO、研究者などとの情報共有
ネットワークを構築する。
●官民パートナーシップ（PPP）を推
進し、民間の資金やノウハウを包括
的に取り込むための制度設計を行
う。

10
メリハリの利いたアフリカ支
援を行う

●対アフリカ支援戦略の根幹
となる考え方が不明確。
●対アフリカODA額について、
倍増公約（～2007年）後の戦
略がない（日本のODA総額の
約10%を占めるが、金額的に
は10年間で半減）。

●国際社会の共通課題であるアフリカ開発に、日本が国際社
会の一員として貢献することは責務（「国際益」）。同時に、グ
ローバル化時代において「国際益」と「国民益」は不可分である
点を認識し、国民に対する広報を強化すべき。途上国のニー
ズに応じた援助を通じて長期的な信頼関係を構築。
●アフリカ・リスクを緩和し、ODAを活用して民間セクター開発
を支援するための特別ファシリティを創設すべき（例：CSR支
援、ODAによる投融資機能、PPPにおける部分的な保証機
能）。
●援助協調が特に活発なアフリカで効果的な援助を実施する
ためには、現場・東京・国際的な援助コミュニティの中心地を結
ぶネットワーク強化は急務。

●予算・財源面の制度改革を断行
し、2008年以降も対アフリカODAを贈
与を中心に拡充する。
●「援助実施者協議会」のなかに、ア
フリカ支援に特化した専門部会を立
ちあげる。
●「卒業のための援助」を具体化する
モデル国を選び、アフリカ支援の増額
を配分する。人材と資源を集中投入
する。
●アフリカ・リスクを緩和し、民間投資
を促進することを目的とした特別の制
度設計を行う。


