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第第 22 回回国国際際セセミミナナーー  

「「テテリリトトリリアアルル・・アアププロローーチチをを用用いいたた農農村村開開発発とと農農村村雇雇用用ににつついいてて」」  

2010 年 5 月 24 日～27 日、イタプア県、カアサパ県、首

都アスンシオンで、パラグアイ国農牧省（MAG）、パラ

グアイ農村開発 NGO 協会「Red Rural」との共催で、第

2 回国際セミナー「テリトリアル・アプローチを用いた農

村開発と農村雇用について」1を開催しました。 
前回、2009 年 12 月 3 日～4 日に当地で開催された第 1
回国際セミナーでは、テリトリアル・アプローチを農村

開発に導入する新しい時代の政策について、国内外の有

識者、関係者によって話し合われました。そこでは、専

門家から、①同じようなアプローチを繰り返すのではなく、これまでと少し違った観点から問題を整理

すること、②住民参加型計画・実施を法令化、制度化すること、③改革には意見の相違がつきものであ

るため、対話、交渉のメカニズムを構築すること、④農村開発は農業生産向上だけの単一的なアプロー

チでは解決できず、横断的なアプローチに切り替えることなどの提案がありました。 
 

今回は、1 日目はイタプア県で、2 日目はカアサパ県で、

農村地域のアクターを対象にしたセミナーを開催しまし

た。悪天候にも関わらず、地方政府や開発審議会メンバ

ーのほか、農協、農家、大学の先生、学生、NGO などテ

リトリアル・アプローチに関心を持つ多くの人々が集ま

り、大きな関心があることが分かりました。 

                                                  
1 「テリトリアル・アプローチ」とは、地域開発において住民活動を重視した持続的開発を実践するための手法であり、既存の市町村

などの行政単位に捉われることなく、そこに存在するあらゆる関係者・団体が話し合いにより問題解決をしたり、透明性を重視した地

域開発を効率的に推進したりすることを目指していくという官民連携による開発アプローチのことです。公平性を重視した事業計画、

実施を図ろうとするもので、「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言（2002 年）」を尊重し、近年、中南米各国において取り入

れられている手法です。 
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セミナー受付の様子 

意見交換会 

 
 3 日目のアスンシオン市では、アルゼンチン、チリ、コスタリカからの発表やパラグアイ国内の専門

家らとのやり取りを通じて、テリトリアル・アプローチに対する認識や住民参加を重視する方法等に関

し、各国から紹介された事例やパラグアイ国での経験の中に共通点が多いことが分かりました。 
 4 日目、一般参加者を交え、ラウンドテーブルによる意見交換を行い、農村開発に関し、これまで培

ってきた知識経験をどうやって活用していくのか、関連機関がどうやってこれを支援していくのかにつ

いて協議しました。また、ここでは地方公共団体の組織能力強化および官民連携（PPP）強化の重要性

について改めて認識されました。 
この 4 日間のイタプア県、カアサパ県、アスンシオン市で開催されたセミナーを通じて、パラグアイ

国でもコミュニティレベルをベースに住民参加型計画のプロジェクトが実施されていることやすべて

の地域住民を対象とした能力強化のプログラムが計画されているなど、テリトリアル・アプローチを活

用した農村開発に向かって進んでいる実例が確認できました。 
また、パラグアイ政府は、社会、経済、政策、環境などの視点を含めたマルチセクターによる開発計

画を政策作りや法令化に取り入れていくことの重要性をはっき

りと認識するなど、テリトリアル・アプローチに向けた大きな足

がかりを得たと言えます。この会合の中で、発表されたパラグア

イ国内の経験、また中南米地域における経験を関係者間で共有す

ることにより、パラグアイ国が新たな農業農村開発手法を取り入

れるという意味においても大きく前進しました。  
 閉会式の中で、Red Rural のガルシア会長は、パラグアイ政府

に対して、テリトリアル・アプローチによる農村開発手法を単なるプロジェクトや事業計画としてだけ

でなく、国家の政策中に取り入れるよう要求しました。 
また、北中事務所長は、パラグアイ政府が、テリトリアル・アプローチ

を用いた農村開発を取り入れ、農村開発を農業分野のセクター別ア

プローチとしてではなく、セクター横断的に扱う手法を取り入れるとい

う決意を高く評価し、JICA も一緒になってこれに協力していくことを約

束しました。 

これを受けて、カルドソ農牧大臣は、政府を代表して、このセミ

ナーの成果をパラグアイ国の農村開発に活用していくと約束し、

会場に集まった国際機関、ドナー、NGO に対して、農村における貧困削減、生産性の向上に向けた開

発戦略策定に参画して欲しいと呼びかけました。 
 農村開発をテーマとして、パラグアイ国でこれまで無かった省庁間の協調、官民連携、地方行政の支

援、住民の意思を重視した「テリトリアル・アプローチ」が始まっています。 

（企画調整員・近藤愼一） 
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～ 国際フォーラム開催～ 

大蔵省と JICA の共催事業として 5 月 20 日～21 日にかけて開催された国際フォ

ーラム「行政管理」は、大成功に終わりました。  

フォーラム開催日の前日、5月19日に行われた記者会見には3名の国際パネラ

ー（アルゼンティン、ウルグアイ、コロンビア）も出席し、翌日から2日間にかけて

行われたフォーラムにはテレビ局やラジオ局の記者らが大勢取材に駆け付け、

テレビやラジオでも広く報道されました。  

また、2 日間で各公共機関の法務室関係者、企画関係者、地方自治体の関係者

や法学部の学生等、実に約 700 名が参加しました。本セミナーでは、国際的に有名な専門家達によって

行政管理及び民主主義、公共サービスの委譲、財政管理、地方分権等に関する幅広いテーマに関する

議論が繰り広げられました。 

当セミナーには、行政管理や民法の博士号を有する国際的に有名な各博士（ウルグアイ共和国マジョー

ル大学より Carlos E. Delpiazzo 博士、同国オリエンタル大学より Felipe Rotondo Tornaría 博士、ブラジ

ルよりサン・パウロ カトリック大学卒業 Romeu Felipe Bacellar Filho 博士、コロンビアより Carmenza 
Mejía Martínez 博士）による講演を聞くことが出来きました。この種（レベル）のフォーラムの開催はパラグ

アイで初めてであるとのこともあり、参加者から多くの質問があり、活発な意見交換となる場面もありまし

た。地方分権を実施するには、中央政府（特に大蔵省）と地方自治体の連携が必要であり、多くの参加者

から、本フォーラムを通じて同連携が強化された旨評価されたことは大変喜ばしく思います。 

また、同フォーラムでは、当事務所がこれまで係わってきた地方分権に関する調査資料が配布さ

れました。        

 （業務第 2 班・ミウリエル ベッカ）
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「「パパララググアアイイににおおけけるる農農産産物物利利活活用用支支援援ププロロググララムム」」  

ラ・コルメナ市での草の根技術協力 ～地域提案型～  

  

去る 5 月 15 日（土）、首都アスンシオンから約 130 キロ離れたラ・コ

ルメナ市に於いて、草の根技術協力 香川らしい国際協力プロジェクト

「パラグアイにおける農産物利活用支援プログラム」のミニッツがカバ

ジェーロ・ラコルメナ市長及び北中 JICA パラグアイ事務所長との間で

署名されました。 

 この署名式はパラグアイ共和国独立記念日、ラ・コルメナ日系移住

地設立記念日、母の日という３大イベントを祝うセレモニーの中で行わ

れ、当日は同イベントを祝う為にラ・コルメナ市だけでなく近辺の村からも大勢の住民が駆け付け、プロジェ

クトについて地域住民に広く認識してもらう最適の場となりました。 

 このプロジェクトは、草の根技術協力事業（地域提案型）の新規案件形成の可能性を検討するため、昨年

6 月に香川県庁がパラグアイ香川県人会に照会を行ったことがきっかけとなり始まりました。アスンシオンか

らのアクセスが良好であり、香川県と似た農業生産状況でもあり、信頼できるカウンターパート機関（市役所、

ラ・コルメナ市パラグアイ日本文化協会、農協等）の存在する日系移住地ラ･コルメナ市2を対象地域として調

整が開始されました。 

ラ・コルメナ市は、パラグアイ国内において「果物の都」とも呼ばれるほど果物や野菜の生産が盛んなこと

で知られています。しかし、生産が計画的でない、加工技術やマーケットへのアクセスが不十分など、様々

な課題を抱えており、現状ではこれら農産物が生産者の現金収入へとうまく結びついていません。 

一方、香川県では、温暖な気候により多品目の農産物の生産をしているものの、県土面積が最も狭く他

産地に比べ生産規模が小さいため、量に依存した有利販売には限界があり、特色ある農産物の生産を推

進し、消費者ニーズの的確な把握に基づくブランド化が推

進されています。食品産業等と地域農業の連携を強化し、

県産農産物を加工利用した新製品の開発やその販路拡大

を進めており、それらの取組み事例は 

ラ・コルメナ市の課題解決に寄与することができると考え

られ、同プロジェクトは日本における案件検討の結果採択さ

れました。 

 今後３年間にわたり、ラ・コルメナ市農業者の生産や販売

等を考慮した加工に関する知識・技術の向上を目標に、

ラ・コルメナ農業者の日本における研修や香川県からの専門家派遣が行われる予定です。 

 冒頭のミニッツ署名式の中で、カバジェーロ市長からは本件への高い期待が表明され、また北中所

                                                  
2 パラグアイ 初の日本人移住地（1936 年）。人口約 5234 人内、日系人は 100 戸程。主にサトウキビ、果物

（葡萄、スモモ、マンゴー等）、野菜を生産。 
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長からは当プロジェクトの成果がラ・コルメナ市の発展へ繫がり、今後も両国の交流が更に深まるこ

とを期待する旨、言及がありました。JICA パラグアイ事務所としては、パラグアイ国内において高

い技術力で確固たる地位を築いた日系社会を開発のパート

ナーと位置づけ、パラグアイ社会を支援するための様々な試

みを協働しています。このような意味から、このプロジェク

トは大きな重要性を持っており、日系社会をパートナーとし

たパラグアイ独自の開発モデルへの期待が高まっています。 

 

（NGO―JICA ジャパンデスクコーディネーター・高橋ナルミ） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

～～中中南南米米地地域域  地地域域資資源源をを活活かかししたた内内発発的的地地域域経経済済開開発発～～  

私、Jazmin Escobar は現在、観光庁の社会・教育観光局

の局長を勤めています。当局では、観光に関する国の政策

を実施することを目的としています。 今年、私は中南米

のリソースを使った地域経済開発に関する研修コースに

参加することが出来ました。同研修は、内発的地域開発を

対象とした地元産業や産物プロモーションコースで得た

知識や能力を共有するためアクションプラン（案）を作成

することを目的としていました。コースは３ステージに分

かれていました。最初に国の紹介や、目標、私の現在の活

動状況等のプレゼンテーションでした。次に、大阪、名古屋、東京や愛知県での研修、そして最後にこ

の９月に発表するアクションプランの作成に取り組みました。 

当研修には、中南米の各地域（アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、

ペルー）の公的機関から私を含め１１名が参加しました。日本での研修では、内発的開発の明確なビジ

ョンの他、日本や他の国の人々の知識や経験の共有を通じて外発的開発も理解することが出来ました。 

また、研修の担当者とも会合するチャンスが与えられ、研修で得た知識の内容のフィードバックを行う

ことが出来ました。この研修を通して日本の内発的な発展に必要だったプロセスを知ることが出来まし

た。また、発展のためには内発的及び外発的な開発が必要であることも理解することができました。上

から下へ、下から上への発展、特に人材やリソースをうまく利用することの大切さに気付かされました。

採択、適応、改善は、持続的な発展に必要な三つのキーワードです。これは、今あるリソースを良く知

り、現地の環境、文化、習慣等に合わせ適切な技術や想像力を適用しさらなる改善を図ることを示して

います。 

握手を交わす北中所長とカバジェーロ市長 
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私は、ある一定の地域を対象としながら日本で得た知識をなるべく取り入れたアクションプラン（案）

の作成を考えながら帰国しました。特に国や市役所を代

表する観光庁（SENATUR）に所属する者として、民間企業

や教育機関を巻き込んだアクションプランを考えていま

す。  

最後になりましたが、同研修への参加を可能にしてくだ

さいました JICA 関係者を始め、受け入れて下さった日本

の皆さん、SENATUR 関係者、国連関係者に心からお礼が言

いたいです。ありがとうございました。 

(観光庁、社会・教育観光局長 Jazmin Escobar) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

       「足浴のすすめ」            

寒い日が続いていますね。暑い夏を経験した体には、特に寒さが厳しく感じます。 

こんな寒い日は、あったか～いお風呂につかって、ゆっくり体を癒したいところ。で

も・・・湯船がない！熱いシャワーのお湯が出ないよ！と方々から声が聞こえてきそうです。 

「シャワーを浴びたいけど、寒くて・・・いいや、今日はそのまま寝よう！」と、寒さに震えながら

眠りにつく方も少なくないのではないでしょうか。 

そこで、皆様にお勧めしたいのが「足浴」 

洗面器と少しのお湯。お手軽で、足を温めることによって血行が改善され、体全身の血液循環も 良

くなり、全身を温める入浴と同じ効果が期待できるのです。 

 

1.なぜ体にいいの？ 

血液中には、さまざまな栄養素や酸素などのほかに、エネルギー代謝によって使われた残りカスであ

る老廃物や疲労物質なども混じっています。通常これらは尿などによって外に出されるのですが、血液

の循環が悪かったり、うまく外に出せないと血液中に残り、重力の関係で足にたまりやすくなります。 

 足にたまった老廃物はやがて血行を阻害し、さまざまな病気の元となってしまいます。ですから、足

を温め血液の循環をよくすることによってたまった老廃物などを押し流すことで、心臓の負担を軽減す

るばかりでなく、病気を予防する効果が期待できるのです。 

 

2.足湯には自己免疫を向上させる働きが！ 

足湯は、体を温めてくれるだけではありません。40～ 41 度のお湯の温度で 20 分足湯をしてから、

採血して状態を調べたら、ガン細胞を殺す作用があると言われている「NK 細胞」の濃度が増加してい

ることが確認されました。足湯は自己免疫力を向上させるということなのです。すなわち、風邪を引き

にくくする効果もあると考えられます。 
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3.快眠効果 

通常、眠くなると手足が自然と温かくなります。これは手足の血管が拡張し、眠るための準備を整え

ているからだといわれています。手足に血液を集めることで、そこから体温を逃がし、体の深部体温を

下げているのだと考えられています。足浴はこの状態を意図的につくりだすことができ、安眠効果が期

待できるのです。良く眠ること！これは、明日への活力ですね。 

4.方法 

●足 40～42 度くらいのお湯を大きいバケツかタライに用意します。 

●くるぶしより上、ふくらはぎの下くらいまでお湯に浸します。 

●お湯が冷めないように、タオルで覆ったりするといいでしょう。 

●足し湯を用意しておき、お湯が冷めてきたら継ぎ足します。 

●お湯の温度や室温、個人の体質によって差はありますが、体が芯からポカポカして少し汗ばんでき 

たら終了します。 

●足をよーくタオル等でふき、冷やさないようにしましょう。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

事務所の主な行事 
 

5 月 15 日      草の根技術協力プロジェクト「香川らしい国際協力プロジェクトーパラグアイに於ける農産物利 

活用支援プログラム」 ミニッツ署名式 

5 月 19 日 国際フォーラム（財務管理―Administracion Financiera） 

5 月 24 日 テリトリアル・アプローチ国際セミナー （アスンシオン、イタプア県、カアサパ県） 

6 月 4 日  PG-P14 道路竣工式（Caazapa) 

6 月 15 日 「貧困層の生計向上」ポジションペーパー作成のためのドナー・国際機関実務者会合 

7 月 21 日     2010 年度政策協議 

７月 28 日      アスンシオン大学農学部ゴマ研究ラボ落成式 

（小規模ゴマ栽培農家支援優良種子生産強化計画） 

７月 30 日      日本パラグアイ人造りセンター開所式 

８月６日  安全対策協議 

８月 10 日 看護・助産継続教育強化プロジェクト JCC 開催 

８月 10 日 看護・助産継続教育強化プロジェクト終了時評価 ミニッツ署名 
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