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 JICA 筑波国際センターの芳賀です。今日は、このよ

うな機会をいただき本当にどうもありがとうございます。 

 今日は、JICA の国際協力のいろいろな取り組みの中

で、特に私ども JICA 筑波国際センターが取り組んでい

る事例をご紹介したいと思います。今日のタイトルは、

「日本の農村部の生活改善運動の経験を活用した中南米

地域に対する持続的農村開発のための国際協力について」

とちょっと長いですが、日本の経験を国際協力に生かし

た事例をご紹介したいと思います。 

 ただ、日本の経験といっても、一昔前の経験です。第

二次大戦後間もない時期、特に農村部は非常に貧しい状

況でしたが、当時、政府が取り組んだ事業として生活改

善運動というのがあります。これをどのように日本国内

で実施し、後の国際協力に活用したかというお話をいた

します。 

 第二次大戦後、日本は一時期 GHQ の統治下に入りま

す。1952 年に日本として独立するわけですが、GHQ 統

治下の 1948 年に生活改善普及事業がスタートしました。

この事業は、農民が自ら気づき、考え、学び、判断する

という主体性を持って、すでにあるモノや状態を、高度

な技術や資金をかけずに改善するということを基本方針

として、農民の生活改善に取り組んだものです。 

 具体的には、各地域に生活改善普及員を配置しました。

そして普及員の活動を通じて住居、台所の改善、栄養改

善、衛生環境改善など、特に衣食住にかかわる改善運動

を展開するとともに、農村住民の組織化、農村リーダー

の育成、農村住民の主体性を生かした課題解決を促進し

ました。 

 JICA は、このような経験を中南米地域の農村開発で

活用してきました。ちょうど 10 年前の 2005 年度から

JICA 筑波国際センターではこの分野の研修コースを開

始し、日本の経験や成果を中南米地域の国々の農村開発

を担当する実務者に紹介し、また、各地で行われ始めた

具体的な取り組みを日本から支援してきました。その活

動についてこれからご説明したいと思います。 

 

生活改善運動の歴史と概要 

 ①政策・制度 

 まず日本の過去の経験、特に戦後の農村がどんな状況

だったかというのは、言葉でご説明してもなかなかわか

りにくいと思います。JICAではこの分野の 10分間程度

のビデオをつくっておりますので、それをご覧いただき

たいと思います。 

（ビデオ上映） 

 日本の戦後の状況というのは皆さんにはなかなか想像

できず、水汲みをしているご婦人だけでもかなり驚かれ

たのではないでしょうか。特に農村部での貧困は非常に

切実な問題だったと思います。いまの農村部と比較して

も相当な違いがあるのですが、資料映像をご覧になって、

どんな状況だったかご理解いただけたと思います。 

 映像をおさらいしますと、まず 1948 年に生活改善普

及事業が開始されます。当時の普及員の方々は、生活改

良普及員、短縮して生改さんと呼ばれていました。この

制度は、1991 年に廃止されましたが、そのあとも各都

道府県で活動が継続されていた地域もあります。時代に

合わせて政策はどんどん変化しており、戦後間もないこ

ろは貧困からの脱却が政策の主眼でしたが、いまでもい

ろいろな地域で様々な取り組みがなされております。中

にはいま話題になっているように、地域の活性化のため

に特産品をつくるという運動を継続しているところもあ

ります。 

 

 ②生活改善運動の目標 

 生活改善運動には二つの目標があります。一つは「考

える農民の育成」で、いろいろな支援を待つだけではな

く、自ら主体的にいろいろな問題を発見し、それを改善

する取り組みをする。そして二つ目は「農家生活の向上」

です。 

 

 ③生活改善運動の基本コンセプト 

 それから、生活改善運動の二つの基本コンセプトとし

て、「主体性」と「改善」が挙げられます。1 点目の主

体性というのは、住民あるいは農民が自ら気づき、考え、

学び、判断する、そしてそれを重視することです。2 点

目の改善については、すでにあるモノをいろいろな工夫

をして改善することです。 

 

 ④手法 

 具体的な手法としては、先ほどのビデオに座談会のよ

うなものが映っていましたが、生活改良普及員の方々が
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各農家を訪問してこの運動のファシリテーター役を務め、

住民主体のプロセスを促進し、課題を解決していきまし

た。また、農水省と都道府県の協働体制が基本だったの

ですが、栄養や保健医療の部分が入ってきたときには、

当時の厚生省など複数の省が国のレベルで絡んでいたと

言われています。それから、リーダーを育成し、この運

動を通じて個々の家庭の取り組みから地域の社会活動に

発展させていった、地域住民の組織化という点も大きく、

かつ重要な特徴です。 

 

 ⑤考え方 

 考え方としては、特に生活に焦点を当てた生活自体の

改善を目指す。健康的な農村生活を営む。日常生活のレ

ベルでいつでもどこでもできることから始める。 

 新たに資金等を投入するのではなく現在の状況を基本

として、いろいろな地域資源を有効活用していくという

手法でした。 

 

 ⑥活動事例 

 具体的な活動事例としては、住居の改善、台所の改善、

料理講習会や家庭菜園等を通じた栄養改善、身の回りの

清掃、衛生状態の改善、環境改善、作業着の改善等です。 

 ここにお示ししている「1・8・8 で健康家族－毎日と

ろうこれだけは－」というポスターには、牛乳・卵、野

菜、睡眠と書いてありますが、こういうことさえも当時

の農村の方々は十分できていなかったという証左です。 

 

JICAによる生活改善の取り組みの経緯 

 JICA は、このような日本の経験を活用した研修や海

外のプロジェクトを実施してきました。1980～1990 年

代は農村女性の生計向上という観点から、様々なプロ

ジェクトを特にアジア地域で展開しています。事例とし

ては、フィリピンでは農村生活改善研修強化計画、マ

レーシアではサバ州での農村女性地位向上計画などがあ

ります。 

 また日本では、文字どおり生活改善普及という研修

コースを行っていましたが、まだまったく体系化されて

いませんでした。そして、2002年から 2005年に具体的

な研究会を立ち上げ、いま皆さんにビデオでご紹介した

ようなさまざまな資料から経験を整理してきて、国際協

力への活用可能性を検討し始めました。また、2005～

2006 年にはマルチメディア教材「日本の生活改善の経

験」を作成しました。先ほど皆さんにご覧いただいたビ

デオはこのときにつくったものです。 

 さらに、一つの節目は2011年で、「途上国開発におけ

る生活改善アプローチの適用可能性の検討」というプロ

ジェクト研究を行い、このときに日本の経験の体系化を

ベースに、どう途上国での国際協力に活用できるのか、

その際にどういう課題があるのかを JICA の中で議論し

ました。 

 その議論の中で、まず、生活改善アプローチという概

念が JICA の中でも必ずしも十分に理解されていないし

こと。ましてや JICA の外では全然理解されていない。

また、海外での技術協力全体の中で生活改善アプローチ

はどういう位置づけになるのかが明確ではないこと。そ

して、そもそもこの分野の専門家が JICA にいるのかと

いう、三つの課題が明らかになりました。 

 私どもは、具体的には農業開発、農村開発という括り

で農業の分野における国際協力に取り組んでいますが、

開発の目標としては、持続可能な農業生産、安定した食

料供給、活力ある農村の振興の三つを掲げています。す

なわち、農業開発の延長線上に農村開発はなく、農村開

発の延長線上に農業開発はないということです。経済的

に豊かになれば自然と生活も豊かになるのではないかと

思われる方が多いと思いますが、意図してしっかりと生

活向上に対する具体的な施策を取っていかないと、生産

性や収入の向上が必ずしも生活の向上につながらないと

いうことが、私どもの経験則としてわかってきました。 

 

生活改善アプローチの位置付け 

 この課題における生活改善アプローチとはどういうも

のかをご説明します。 

 まず農業開発、農村開発という二つの軸の根っこのと

ころに栄養改善の問題がありますが、かつての日本と同

じように、労働が厳しいため、それ以外のものが犠牲に

なるという実態がありました。したがって、生産性や経

済的な向上だけでアプローチするのではなく、農村の

人々の生活改善、生活向上のアプローチも具体的なプロ

グラムとして走らせる。そうしなければ、持続的な発展

やバランスの取れた開発にはつながらないというのが私

どもの結論です。 

 生活改善アプローチをもう少し概念化すると、農民の

方々が主体的に問題を把握し、計画し、実施し、成果を

評価するというサイクルを身につけていただくために、

個人、家族、コミュニティーのレベルでいろいろな計画

を立てる。そして身近にある地域資源を有効活用してい

き、主体的なかかわり、考えを促進すべく、地域に派遣

された普及員の方々がファシリテーターとして地域住民

の取り組みをサポートしていく。特に衣食住の改善、あ

るいは仕事をする上で労働負担の軽減になるように作業

服を改善するなど、身近な取り組みから問題を解決する

運動を展開していくというコンセプトです。 
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中南米で生活改善が求められる背景 

 この 10年、JICA筑波国際センターでは中南米地域で

このアプローチを推進してきました。 

 中南米で生活改善が求められる背景ですが、まず開発

課題として格差是正があります。中南米地域は、他の地

域に比べて所得水準が高い国が多いものの、都市部と農

村部の経済的格差は依然として大きく、格差是正がこの

地域の政策の優先課題になっています。また、各国の政

府は、格差是正のための具体的な政策をいま実施してお

り、この問題への関心が非常に高まっています。 

 他方、私どもの過去の国際協力プロジェクトの反省と

して、従来から農業生産の向上に協力している事例が

多々ありますが、地域での農民の生計向上の度合いを分

析してみると、経済の発展と正比例して生計が向上して

いないことがわかりました。また、受益者の気づきと主

体性およびグループによる社会運動が伴わなければ、プ

ロジェクトが継続しないという問題も過去の事例から明

らかになっています。 

 別の言い方をすると、何かを受けるだけの受益者とい

う意識ですと、プロジェクトが終わってしまうとすべて

止まってしまいます。ところが逆に、プロジェクトを

やっている期間内に意識を変えてもらって、自らが開発

のアクターであり、主体となって改善していくという意

識が生まれると、プロジェクトが終わってもずっと営み

が続いていく。そういう事例もあったので、意識改革が

ものすごく大事だというのが私どもの教訓になりました。 

 そして、3 点目として、住民の主体性の形成のために

は、自らが主体的に気づき、考え、学び、判断するとい

う考え方を定着させる。そして、いまあるものを最大限

に活用するという意識をますます高めてもらうことが重

要だということです。 

 

中南米地域対象生活改善関連研修 

 実際に中南米地域で実施した研修コースとして、2005

年から始まった一般研修員向け中米カリブ地域対象研修

は、2013年まで三つのフェーズを行いました。 

 それと同時並行して、2007 年度以降、中南米地域対

象準高級研修員対象セミナーということで、中央政府の

課長クラス以上の幹部研修も行いました。2013 年以降

はこれらを統合し、2013年から 2015年は政策・制度面

への反映を強化した研修、2016年から 2018年は政策・

制度面への反映強化に加え普及手法を強化した研修を

やっています。 

 このプロセスの中で、日本に来て勉強してお国に帰っ

た人たちを帰国研修員と呼んでいますが、その総数は今

年の分も含めると300名を超えています。 

2016年度課題別研修の概要 

 2016 年は、要望調査割り当て希望が多数だったため、

AコースとBコースに分けて2回実施しました。Aコー

スは政策担当者、B コースは現場の普及員を対象に研修

を行いました。日本でのプログラムが終わったあと、エ

ルサルバドルで 11月 13日から 11月 22日まで Bコー

スの在外補完研修というものを行っていたので、私も参

加して状況を見てきました。 

 研修プログラムは結構大変です。まず、事前プログラ

ムという自己学習を来日前にやっていただきます。そし

てインセプションレポートといって、生活改善について

自国、あるいは研修員ご自身の部署での取り組みや、自

分が担当する業務の内容についてレポートを書いてもら

う。 

 本邦プログラムでは、日本における生活改善事業や、

日本および中南米地域の生活改善アプローチ活用事例の

研究、各国への活用方法の検討について勉強します。日

本での約1カ月の研修の間に、テレビ会議で中米カリブ

地域の各国で活躍する帰国研修員の方々との会議も行い

ます。そのうえでコースの在外補完研修では、エルサル

バドルに行って、帰国研修員が取り組んでいる内容につ

いて現場の視察やディスカッションをする。あるいはパ

イロットプログラムの対象になっている農家にお邪魔し

て、生活改善の取り組み状況についてインタビューをし

ています。 

 最後の事後プログラムでは、ご自分の国に帰ったあと

自分の仕事をどう改善しているのかについてレポートを

作成します。こういった非常に手厚いやり方になってい

ます。 

 エルサルバドルでは、農業大臣、保健省の副大臣、生

活改善に深くかかわっている社会投資基金の総裁等にも

出席いただきました。私からは日本での取り組みをプレ

ゼンテーションし、エルサルバドルの関係部署の方々の

取り組みも併せてご紹介いただき、ディスカッションを

行いました。かなりハイレベルな現地セミナーだと思っ

ています。 

 ここで強調したいのは、日本での研修を終えて帰国し

たあと、まったく音信不通ということではなく、帰国研

修員にはどんどん帰国後のことをレポートしていただい

く。研修員と帰国研修員が常に相互に学びのある研修を

つくることで、毎年の研修がさらに活気づくという手法

を取っていることです。そういう意味では、相乗効果が

上がる手法だと思います。 

 

帰国研修員の活動成果 

 さて、こういった研修の成果の一つとして、中米カリ
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ブおよびメキシコ参加型農村開発ネットワーク、スペイ

ン語でRed Centroamérica y del Caribe para el Desarrollo 

Participativo、（REDCAM-drp）という帰国研修員のネッ

トワークが形成されております。この構成メンバーは、

北米はメキシコ、中米は7カ国あるうちベリーズを除く

グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグ

ア、コスタリカ、パナマの6カ国、カリブ地域はドミニ

カ共和国の8カ国です。私どもは、帰国研修員のネット

ワークのご協力を得て、いろいろな各国の情報をいただ

いて研修に生かしています。隣の国の帰国研修員とよく

情報交換をして、帰国研修員同士の連携が取れています。

今後、南米でも同じようなネットワークをつくっていき

たいと思っています。 

 それから2点目として、中央政府、自治体での積極的

な生活改善運動がいま起こりつつあり、中央政府や自治

体が、住居の改善、台所の改善、洗濯場の改善等に強い

関心を持ち始めています。また、住民の意識が変わって

きて、中米カリブ地域でも、いままで手つかずだった女

性の社会進出や地位向上という動きが出てきています。 

 さらに、具体的な手法について普及マニュアル等も各

国で出てきています。 

 帰国研修員、特に普及員が支援している農村の状況を

収めた写真を見ると、ラテンアメリカの農村部でも、住

居や台所、洗濯場の改善が進められているのがわかりま

す。また、料理講習会や家庭菜園を通じた栄養改善や、

作業服の改善といった取り組みもされるようになりまし

た。 

 

具体的な成果事例 

 具体的に各国での取り組み状況をご紹介します。 

 まずドミニカ共和国には農地改革庁というのがあり、

この中の社会開発局内に生活改善局生活改善課

（División de Mejoramiento de Vida）が 2012年に設置さ

れました。ここがパイロットコミュニティーへ普及員を

派遣して、具体的な取り組みをしています。また、ヤマ

サ市という地方都市、あるいはシバオカトリック工科大

学では生活改善ユニットというものを 2013 年に設立し

て、それぞれの組織から研修員が日本に来て学び、帰国

した後、それぞれの部署でパイロットプロジェクトを実

際に手掛け始めているという状況が報告されています。 

 また、コスタリカでは、2015 年から始まった政権の

国家開発計画の一環として、コスタリカの農牧省の戦略

計画の中に、生活改善という固有名詞が掲げられていま

す。具体的には、政府の部局として農牧省の普及総局内

に普及手法開発部生活改善ユニットが設置されました。

そして、すでにパイロットプロジェクトが開始されてい

て、帰国研修員がかなり積極的にかかわって、成果が上

がりつつあるという報告を受けています。 

 次に、先日私が状況を見てきたエルサルバドルでは、

社会投資基金が従来から各地方自治体に資金的な支援を

していましたが、資金をもらっても何ら成果が出ておら

ず、ただもらうだけという非常に深刻な問題があったそ

うです。そういう状況の中で、社会投資基金の担当課長

が私どもの研修コースに参加する機会がありました。資

金が地方の農村で生きるためには、地方自治体でこう

いった取り組みが行われて、その結果として資金要請が

あったほうが絶対に効果的であるという結論を得て帰ら

れました。今回、私がグアロコクティ市のカルロス・

ディアス市長のところへ行き、実際に農村の状況も見て、

社会投資基金を生かしたパイロットプロジェクトが成果

を上げつつあることが確認されました。 

 その他、メキシコ、グアテマラ、コロンビアなどでも

具体的な取り組みが開始されています。 

 

まとめ－日本の国際協力は今後ますます必要 

 まとめますと、JICA は日本でかつて行われた農村部

における生活改善普及事業の経験を、生活改善アプロー

チという概念で整理し、国際協力に活用しています。こ

のアプローチは、考える農民の育成を通じて、農民が衣

食住を中心とした生活環境を主体的に改善し、農業生産

とバランスの取れた持続的な開発を目指すものです。 

 農業開発と農村開発はそれぞれ別のベクトルであると

いう状況の中で、両方向のベクトルにバランスよく取り

組むことが持続的な開発には重要だと考えています。 

 また、中南米地域に対しては、2005 年からこの分野

の研修コースを継続的に実施しています。現在、帰国研

修員は約300名に達しています。中米カリブ地域8カ国

では帰国研修員のネットワークが組織され、活発に活動

しています。そして各国では中央政府、地方自治体の開

発政策、組織体制、事業において具体的な取り組み、成

果が出始めています。 

 日本の開発経験を活用した国際協力はますます重要に

なっていると思います。 

 このあたりで私の講義は終わらせていただきます。ど

うもありがとうございました。（拍手） 

 

質疑応答 

 質問 中南米地域の農村の状況を説明いただきました

が、中南米以外では、フィリピンで農村女性地位向上計

画があるということですが、たとえばミャンマー、カン

ボジアなど、アジアの中でも比較的後進国と言われてい

るところの現状はいかがですか。 
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 芳賀 1980～1990 年代、日本での生活改善の研修に

はアジアも含めていろいろな地域から参加していました。

特に開発が遅れているバングラデシュなどの南アジア地

域は、農村部の生活がかなり厳しい状況ですので、今後

ともこういったアプローチも含めて大事なのではないか

と思います。また、特に 2005 年以降アフリカでも行い

ました。 

 一つおもしろい傾向があって、科学的、統計的にまだ

実証されていませんが、私どもの感覚として、1 人当た

りの国内総生産が 1000 ドル以上だと政策レベルでの取

り組みが結構行われています。他方、1000 ドル以下だ

と政府や地域住民の意識がなかなか変わらず、単に受け

るだけの意識が強い。ですから普及員の方をコミュニ

ティーに行かせても、とにかく何かくれという話しか出

てこなくて、意識改革まではいかないという経験があり

ます。このへんが難しいところです。 

 今年 8月に行われたアフリカ開発会議は、日本が第 1

回からずっと会議を主催していて、今回のケニアの会議

が第 6 回ですが、JICA も参加し、ここでもアフリカの

これからの重要な取り組みとして栄養改善が取り上げら

れています。これはコミュニティーベースで取り組まな

ければいけませんが、特に西アフリカあたりはかなり貧

困が厳しいので、うまく根づくかどうか。単にもらうだ

けの状況になってしまうと、結局プロジェクトが終わる

とすべて終わってしまいます。そうではなくて、生活改

善のような一つの運動が起きれば、私どもの協力が終

わったあともずっと維持されていくだろうという気がし

てなりません。 

 いずれにしても、国連の 2000 年から 2015 年までの

15 年の総括として、かなり貧困は解消され、絶対的貧

困は半分ぐらいに減ったと言われていますが、特に西ア

フリカと南アジアはかなり厳しい状況です。農村部の貧

困が改善されれば絶対的貧困も減るはずですので、その

アプローチとしてこれが使えるかどうか、いま私どもも

考えているところです。 

 質問 日本の場合、戦後は日本人の大きな意識の改革

があって、農村の中でも民主化や平等という意識が非常

に強く普及した時代だったと思います。ですから、自分

たちで問題を発見し、解決していこうというのが非常に

新しい取り組みでもあり、特にそれまでずっといろいろ

負担を強いられてきた女性たちが、自分たちも発言して

いいのだと勇気づけられて、積極的に取り組んでいった

のではないかと思います。 

 そういった社会的な背景がある日本では、生活改善運

動は非常に効果を上げたと思いますが、途上国、特に中

南米などでは植民地支配もあって、考えることを長く否

定されてきた人たちがいると思います。特に格差の大き

い中南米ですと、貧困と言われる人たちは、自分たちが

主体的に動くということを抑圧されてきたのではないか

と思いますが、農民の意識を変えるということにはどの

ような難しさ、課題があるのでしょうか。あるいはこう

すればうまくいったということがあれば、ぜひ教えてい

ただきたいと思います。 

 芳賀 大変難しい質問だと思います。たとえば中南米

地域で従来から社会問題になっているのは、マチズモ、

男性優位主義です。非常に男性の力が強く、女性はなか

なか表に出られない社会です。そういう中で、特に最近、

都市と農村部の格差の問題や農村の貧困の問題を、各国

政府が政策や具体的な開発計画の中で非常に強調してい

る背景には、農村部が安定しないと政治が安定しないと

いう問題があるのではないかと思います。 

 また、なぜ生活改善アプローチが注目されるのかとい

う点では、一般的に政府の事業では多額の予算が必要に

なってくるのですが、この運動は特に新しい資金を投入

するのではなく、意識を変えていき、一つのムーブメン

トを起こしていくわけです。もちろん人件費等最小限の

ものは必要ですが、道路や橋をつくるインフラ事業のよ

うな多額の予算は必要とせず、人材育成やコミュニ

ティー運動を盛り上げていくという程度の予算だろうと

思います。ですから、政府から見ても、いままで地方の

開発のためにいろいろな資金を使ってきましたが、結局

受益者は単にそれを受けるだけで、依然としてクレー

マーとして何が欲しい、あれが欲しいと言い続けるもの

ですから、そういった流れを変えていく一つのきっかけ

として、積極的に導入したいと考えているのではないか

と思います。 

 また、農民の方々のインタビューを聞いていると、近

所にいい事例が出てくると自然発生的に自分もやってみ

たいという動きにもつながると思いました。そこは特に

JICA が何か支援しているわけでもなく、いい事例が身

近にあると自分から積極的に興味を持つという動きに

なってくるのがよくわかりました。ですから、いい流れ

が出てくると、どんどん広がっていくのではないかと期

待しています。 

 質問 格差の是正についての質問ですが、本当に貧困

を解決するためには農村部の開発が大切なのか僕はすご

く疑問で、もし本当に貧困を解決するなら、職業を変え

たほうがいいと思いました。単純に利益率を考えたとき

に、農村で農作物を売るよりも、たとえば都市部の仕事

に携わったほうがお金は多くもらえるのではないかと思

うので、そのための政策、活動を JICA ですることはあ

るのでしょうか。 
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 芳賀 私どもは労働移動に対しては、具体的な事業と

してお手伝いしていることはないだろうと思います。 

 マクロの経済で見てみると、日本でも農村はただでさ

え貧しかったのですが、都市部では都市の復興、あるい

は工業がどんどん興ってくる中で、高い賃金を求めて都

市に出稼ぎに行くという労働移動が起きています。ただ、

一国全体の開発という点で見ると、その結果として、都

市に人口が集中して環境問題が出てきましたし、食料の

安定的な生産という点では、輸入すればいいというご意

見もあるかもしれませんが、食料自給率はどんどん下

がっています。 

 ですから、バランスの取れた開発をどういう点で見な

いといけないのかというのは、その国の政策にもよると

思いますが、工業セクターや商業セクターで高い賃金を

得るためには、これらのセクターの労働需要の存在を前

提として、当然それなりの能力、経験がないと難しいで

すし、単に農家出身の人が町に行って農業セクターから

工業セクターに移動すれば、高収入にありつけるという

ことにはならない気がします。そこにはいろいろなこと

が関係してくるのだろうと思います。答えになっている

かどうかわかりませんが。 

 


