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要約 

 本稿の目的は、日本の ODA と NGO の連携による、ミャンマーの貧困削減に向けた技

術協力支援を提言することである。現在、日本の ODA は、予算が減少傾向にあるなか、

MDGs の達成と日本の国益向上のために、見直しが必要とされている。またミャンマーで

は、高い貧困率と深刻な飢餓が問題となっており、2015 年までの MDGs の目標達成は難

しいと考えられている。 

 本稿の結論は、日本の ODA と NGO の連携を用いて、有機農業・SRI をミャンマーの

農村部に普及させることである。ODA は、広範囲かつ大規模な支援が可能であり、NGO

は、地域に根ざした草の根レベルの支援が可能である。本稿では、これらを補完的に用い

ることが、効率的な ODA の活用方法だと考える。またミャンマーの貧困問題は、農村部

において特に深刻であり、この原因は、農作物の生産量が低いことであると考える。本稿

では、稲作の生産量を増加させる、有機農業と SRI の技術を農村部で普及させることに

よって、貧困問題の解決を目指す。 

 有機農業・SRI の普及に際しての課題としては、①認知における課題、②実践における

課題 がある。②実践における課題 については、⑴技術的課題、⑵経済的課題、⑶組織的

課題とさらに細かく分類できる。これら４つの課題を、日本の ODA と NGO の連携に

よって解決する。 

 ①認知における課題 については、有機農業・SRI の技術が多くの農家に認知されるた

めに、スマートフォンアプリゲームを通じた告知活動を行う。②実践における課題 につ

いては、以下のように解決を考える。⑴技術的課題については、農業研修センターを支援

対象の村に建設し、村の農家から選んだ農家を対象に農業研修センターで研修を行う。⑵

経済的課題については、有機農業・SRI を実践する農家に対して低金利での資金の貸し付

けを行う。⑶組織的課題については、有機農業・SRI の技術を他の農家に伝えた農家の有

機作物に限って、市場価格以上での買い取りを行う。これらの提言を実行することで、

ミャンマーの農村部における有機農業と SRI の普及を目指す。 

 以下、本稿の構成について述べる。 

 第１章では、ミャンマーにおける ODA の投下と経済成長、技術協力援助と技術進歩の

関係性を、実証分析を行うことで、明らかにする。 

 第２章では、ミャンマーの貧困問題における日本の ODA・NGO の取り組みの現状につ

いて述べる。 

 第３章では、ミャンマーの貧困問題の現状を明らかにする。貧困問題は、農村部におい

て深刻であり、原因は土地あたり生産量の低下にあると考えられる。 

 第４章では、ミャンマーの農村部における貧困問題削減のための政策提言の内容につい

て述べる。ミャンマー農村部における土地生産性を上げるためには、有機農業・SRI の技

術が普及されることが有効であると考える。本章では、その技術普及のための、４つのア

プローチを提言する。 

 

キーワード：ODA、ミャンマー、技術協力 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

3 

 

 

 

図表 1 政策提言の概要 
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はじめに 

 本稿の目的は、日本の ODA と NGO の連携による、ミャンマーの貧困削減に向けた技

術協力支援を提言することである。今日の社会において、世界の貧困問題は人類が克服す

べき課題のひとつとして注目されている。グローバル化が進み、国を越えての相互依存が

重要となってきているため、人間の安全保障の観点からも、その課題解決は途上国のみな

らず世界全体で取り組まなくてはならない重要な課題であると言われている。そういった

情勢を受け、2000 年 9 月、国連において国連ミレニアム宣言が採択され、ミレニアム開

発目標(Millennium Development Goals：MDGs)が設定された。国連ミレニアム宣言の採

択から 14 年が経過しようとしているが、世界には目標値を達成していない国・地域が未

だに数多く存在する。我々は途上国の経済発展のためには貧困層のボトムアップが必要だ

と考え、MDGs の中でも特に貧困問題に着目した。 

 しかし、日本は慢性的な財政赤字である上、2011 年に発生した東日本大震災の復興支援

や 2020 年開催予定である東京オリンピック関連の予算も必要な状況であり、ODA の予算

額は年々減少している。日本を取り巻く国際環境の改善を行うためにも、また日本の国益

を増大させるためにも、ODA の見直しは喫緊の課題である。 

 ミャンマーは世界的に見ても貧困問題が深刻であり、後発発展途上国(Least developed 

country：LDC)に設定されている。近年「アジア最後のフロンティア」と称され、企業進

出として注目されているミャンマーであるが、都市と農村における格差は非常に大きい。

長らく敷かれた軍事体制・社会主義体制による制度的な問題は今なお残っており、農村部

における貧困問題が取り残されたまま都市部のみ発展するという状況が進行している。ま

た、ミャンマーは国際社会の舞台において日本に理解を示すなど、両国の関係は良好であ

る。仏教国である点、天然資源が豊富な点から見ても、ミャンマーへ支援を行うことは日

本の国益に繋がるものである。 

 続いて、ミャンマーに支援する日本の ODA と NGO の関係を見ていく。ODA はその豊

富な資金力からミャンマー全土で大規模かつ広範囲な支援を行っている。一方で NGO は

現地に赴き、支援を必要とする住民のニーズに沿った細やかな支援を行っている。この両

者は補完関係にあり、両者の連携を深めることは支援の有効性向上に繋がると考えられ

る。 

 以上の点から、我々は ODA と NGO の連携による効率的な支援でミャンマーの貧困問

題を解決し、経済発展に繋げることを題材とした。 

 本稿では、日本の ODA と NGO が連携することでミャンマーの農村部における貧困問

題を解決するための政策を提言する。 
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第 1 章 ODA と技術移転の理論・                                  

分析 

第 1 節 先行研究と本稿の位置づけ 

 

1-1 本章の目的 

 本稿では、ミャンマーの長期的経済成長のために日本がどのような支援をすべきかにつ

いて述べる。本章では、ミャンマーの長期的な経済成長がどのように行われ、ODA が被

援助国の経済成長にどのように有効であるか検証する。 

 本章の目的は、本稿の政策提言がミャンマーの長期経済成長に役立つことを示すことで

ある。第 2 節では ODA の投下がミャンマーの経済成長に有効であるかを実証し、3 節で

は技術協力支援がミャンマーの技術進歩に有効であるかを実証する。 

 

1-2 先行研究について 

 本稿において先行研究は２つある。ひとつ目は、Burnside and Dollar(2000)の”Aids, 

Politics, and Growth”2である。ここでは ODA の投下と経済成長における関係性を分析

し、被援助国で良い政策が行われている場合のみ、援助と被援助国の経済成長に正の相関

がみられることが述べられている。 

 ふたつ目は澤田康幸・松田絢子・木村秀美(2007)の「国際技術移転における技術協力援

助の枠組みの役割」3である。ここでは、技術協力援助が先進国から開発途上国への国際的

な技術移転に貢献していることが述べられている。 

 

1-3 先行研究に対する本稿の位置づけ 

 ODA の投下とミャンマーの経済成長における関係性については、Burnside and 

Dollar(2000)のモデルを用いて、実証分析を行う。技術協力援助とミャンマーの技術進歩

における関係性については、「澤田ら(2007)」のモデルを単純化したものを使い、実証分

析を行う。 

                                                     
2 Craig Burnside; David Dollar “Aid, Policies, and Growth” The American Economics Review, Vol.90, 

No 4(Sep.,2000),p 847-868 
3 澤田康幸、松田絢子、木村秀美「国際技術移転における技術協力援助の役割」  “REITI Discussion 

Paper Series 07-J-032(2007 年 6 月)” 
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第 2 節 ODA と経済成長の理論・分析 

 

2-1 ODA と経済成長の理論 

 近年、経済成長の促進に対する開発援助の有効性について様々な議論がなされている。

この分野で最も影響力の大きい研究の 1 つは Burnside and Dollar(2000)である。この研

究では、被援助国の経済成長が経済政策の健全性に影響をうけていること、経済援助の経

済成長への影響力が被援助国で行われている経済政策の健全性によって決まることが述べ

られている。しかし、この「経済と経済成長の条件付き相関関係」には疑問を呈している

研究も多い(Easterly et al 2004) 4。 

 

2-2 計量モデルとデータ 

 Robert Solo の新古典派成長理論5と Burnside and Dollar(2000)で紹介されている変数の

選定方法をもとに、以下のモデル式が得られる。Burnside and Dollar(2000)では、他に経

済成長を説明できる変数として外生変数を検討しているが、分析の中で外生変数は経済成

長に寄与しないことが述べられている。したがってモデル式に外生変数は組み込まない。 

 
𝑔𝑡 = 𝑦𝑡𝛽𝑦 + 𝑎𝑡𝛽𝑎 + 𝑝`𝑡𝛽𝑝 + 𝜀𝑔

𝑡 

変数 

𝑡：時間 

𝑔：一人当たり実質 GDP(購買力平価)の成長率 

𝑦：一人当たり実質 GDP(購買力平価) 

𝑎：(ODA の額)/(実質 GDP) 

𝑝`：政策変数 

𝜀：誤差項 

 

 一人当たり実質 GDP、ODA の量についてのデータは The World Bank の World 

Development Indicator によっている。政策変数の構築するうえで用いた政府余剰のデー

タは UNCTAD6によっている。対外開放度7とインフレ率については The World Bank の

World Development Indicator より得る。サンプル期間は 1998 年から 2006 年までの 9 年

とする。 

 

2-3 推計結果 

 図表 2 は推計結果をまとめたものである。  

                                                     
4 William Easterly, Ross Levine and David Roodman “Aid, Policies, and Growth: Comment” The 

American Economics Review, Vol. 94, No. 3(Jun., 2004), p.774-780 
5 チャールズ・I・ジョーンズ 香西泰（1993） 「経済成長理論入門」 日本経済新聞社 
6 UNCTAD “UNCTAD stat”(最終アクセス 2014/11/01) 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

7 対外開放度＝
（輸出額+輸入額）

実質𝐺𝐷𝑃
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図表 2 ミャンマーへの ODA の投下と経済成長の関係性 

被説明変数：2010 年の経済成長率 

説明変数 回帰係数 標準誤差 

定数項 -1.876086 1.427423 

一人当たり GDP 1.831682*** 0.389936 

ODA 1.111292** 0.296107 

政策変数 -0.625165** 0.285555 

※*の数は有意水準を表す。*が 10%水準、**が 5%水準、***が 1%水準 

出所)筆者作成 

 

2-4 考察 

 推計の結果では、ミャンマーへの ODA の投下が経済成長を促進させることが得られて

おり、一人当たり GDP についても、経済成長率と正の相関あるという結果が得られる。

政策変数は経済成長と負の相関を持っているという結果も得られる。これはミャンマーの

過去の軍事政権による政策の歪みから生じた問題だと推測される。 

 

 

第 3 節 技術協力と技術進歩の理論・分析 

 

3-1 技術協力と技術進歩の理論 

近年では経済成長の促進について多くの議論がなされているが、これらの議論の多くは

「無償資金協力」や「有償資金協力」について述べてられている。技術協力援助の有効性

は、数量的にほとんど分析されていないのが現状である8。しかし技術協力援助は多様なセ

クターにおいて、人的知的資本ストックの増加や、既存の要素資源をより有効に用いるた

めの技術の受容能力の増加などの役割を果たしている。そのため、技術協力援助は被援助

国の経済成長を説明する上では無視することはできない(澤田ら(2007))。 

 

3-2 計量モデルとデータ 

 澤田ら(2007)で紹介されている手順に従い、Benhabib and Spiegel(2002)9の国際技術移

転に関する標準的なモデルに、技術協力援助、対外直接投資と対外開放度を加えて拡張

し、単純化することで以下の式が得られる。「澤田ら(2007)」では、技協力援助が、技術

移転に貢献するか以前に、技術キャッチアップがロジスティック関数に従うのか、もしく

は指数関数に従うのかの議論が行われている。本稿はミャンマーへの技術協力援助と技術

移転における関係性を確かめることが目的である。したがってこの議論は行わずに「澤田

ら(2007)」のモデルを単純化して実証を行う。 

 
1

𝑇
 (𝑙𝑜𝑔𝐴𝑇 − 𝑙𝑜𝑔𝐴0) = 𝐶 + ℎ + 𝑏4𝑇𝐶 + 𝑑1𝐹𝐷𝐼 + 𝑂𝑃𝐸𝑁 

変数 

𝑇：時間 

                                                     
8 Burnside and Dollar は Chang et al(1998)が構築した EDA(Effective Development Assistance)という
援助変数を分析に用いているが、それは借款の利子補助に相当する部分と無償援助との合計であり、技
術協力援助はのぞいている。その理由として彼らは「技術協力の最終的な金銭的便益を受けるのが、被
援助国よりも援助国であること」をあげている。 

9 Jess Benhabib and Mark M. Spiegel “Human capital and technology diffusion” FRBSF Working 

Paper #2003-02 
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𝐴：全要素生産性 

ℎ：人的資本 

𝑇𝐶：技術協力援助 

𝐹𝐷𝐼：対外直接投資 

𝑂𝑃𝐸𝑁：対外開放度 

 

 GDP、投資、人口および対外開放度のデータは、The World Bank の“World 

Development Indicators”10と Penn world Table Version7.111によっている。人的資本の

データは、Barro and Lee(2003)12からとった 25 歳以上の人口の平均就学年数によってい

る。投資に関して、ミャンマーにおけるデータは見つけることが出来なかった。代わりに

経済状態の似ているスリランカの投資データを用いる。TC、OPEN、FDI に関するデータ

は The World Bank の World Development Indicator から得られる。サンプル期間 は 

1970 年から 2004 年までの 34 年とする。 

 

3-3 推計結果 
図表 3 は、推計結果をまとめたものである。 

 

図表 3 ミャンマーへの技術協力と技術進歩における関係性 

被説明変数 
1

𝑇
(𝑙𝑜𝑔𝑡 − 𝑙𝑜𝑔0) 

説明変数 回帰係数 標準偏差 

TEC 2.477148* 1.73 

FDI 2.18139 2.09 

OPEN -0.016616 0.022652 

Education -0.0075** 0.003655 

※ *の数は有意水準を表す。*が 10%水準、**が 5%水準、***が 1%水準  

出所)筆者作成 

 

3-4 考察 

 推計から、ミャンマーへの技術協力援助は技術移転に貢献しているという考察が得られ

る。またミャンマーへの対外直接投資、対外開放度は技術移転において関係性を持たない

という考察も得られる。対外直接投資が技術移転と相関を持たない理由としては、ミャン

マーにおいて先進技術を吸収する受容能力が弱いからだと推測される(Borensztein et al. 

199813)。対外開放度が、技術進歩と相関を持たない理由については、ミャンマーにおいて

は、国際貿易を通じて学習効果の向上が期待できるような、技術伝播の仕組みが確立され

ていないため、だと考えられる(Keller 2004)14。人的資本が経済成長と負の相関関係を

もっていることに関しては、ミャンマーにおける教育の仕組みが未発達であるからだと考

えられる。 

 

                                                     
10 World Bank “World Development Indicators” (最終アクセス 2014/11/01) 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
11 Penn World Table 7.1 “query for pwt71 date” (最終アクセス 2014/11/01) 

https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt71/pwt71_form.php 
12  Barro and Lee” Educational Attainment for Population Aged 25 and Over”(最終アクセス 

2014/11/01) 

http://www.barrolee.com/data/BL_v2.0/BL2013_MF2599_v2.0.xls 
13 E. Borensztein, J. De Gregorio , J-W. Lee “How does foreign direct investment affect growth?” 

Journal of International Economics 45 (1998) 115–135 
14 Wolfgang Kellerm “International Technology Diffusion” 

 Journal of Economic Literature Vol. XLII (September 2004) pp.752-782 
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第 2 章 ミャンマーの貧困問題に

対する日本の ODA と NGO の現状 

ODA は先進国から直接的に、或いは国際機関を通じて間接的に途上国政府機関に資金

や技術を提供する。一方 NGO は、地域に根ざした草の根レベルの支援を行う。2 つの援

助は、大規模で広範囲な援助と現地の住民のニーズに合わせた援助と異なる性質を持ち、

両者は補完関係にある。また、ODA はミャンマーへの支援方針として、貧困問題を重要

課題としてあげている。ミャンマーの貧困問題に対する ODA と NGO の現状を明らかに

するにあたり、第 1 節で日本の ODA と NGO、第 2 節でミャンマーに対する日本の ODA

と NGO、第 3 章でミャンマーの貧困支援に対する日本の ODA と NGO の順に見ていく。 

第 1 節 日本の ODA と NGO 
  

1-1 日本の ODA  

(1)概要 

ODA は、Official Development Assistance(政府開発援助)の略称であり、「政府または

政府の実施機関によって開発途上国または国際機関に給与されるもので、開発途上国の経

済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による公的資金を用いた

協力のこと」である15。 

日本の ODA には、開発途上国を直接支援する二国間援助と、国際機関を通じて支援す

る多国間援助がある。詳しくは図表 4 のように分類される。無償資金協力とは、「開発途

上国が経済社会開発のために必要な資機材、設備及びサービスを購入するために必要な資

金を贈与する援助形態」である16。技術協力とは、「開発途上国の社会・経済の開発の担

い手となる人材を育成するため、日本の技術や技能、知識を開発途上国に移転、あるいは

その国の実情にあった適切な技術などの開発や改良を支援するとともに、技術水準の向

上、制度や組織の確立や整備などに寄与する援助形態」である17。有償資金協力とは、通

常「円借款」と呼ばれ、「開発途上国に対し低金利で返済期間の長い緩やかな条件で開発

資金を貸付ける援助形態」である18。多国間援助には、国連児童基金(UNICEF)や国連開

発計画(UNDP)への拠出等がある。 

 

                                                     
15 外務省(2014)「 ODA とは」(最終アクセス 2014/11/01) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html  
16 外務省(2014)「援助形態別の概要・取組 無償資金協力とは」(最終アクセス 2014/11/01) 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/keitai/musho/about.html 
17 外務省(2014)「援助形態別の概要・取組 技術協力とは」(最終アクセス 2014/11/01) 

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/keitai/gijyutsu/about.html 
18 外務省(2014)「援助形態別の概要・取組 有償資金協力とは」(最終アクセス 2014/11/01)  

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/keitai/enshakan/about.html 
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図表 4 日本の ODA の援助形態 

                              

ODA    二国間援助      贈与           無償資金協力  

                            一般プロジェクト 

                            草の根・人間の安全保障 

                            日本 NGO 連携無償 

                            NGO 事業補助金 

                            草の根技術協力 

      多国間援助                            草の根文化無償 

                           政府貸付 

                        

                                

 

技術協力 

                       研修員受け入れ 

                     専門家派遣 

                     調査団派遣 

                    機材供与 

                     留学生受入 

                     協力隊派遣 

                              その他ボランティア  

   

 

 

                          有償資金協力 

                           プロジェクト借款 

                          ノン・プロジェクト借款     

 

 

出所)外務省(2014)「ODA の形態19」より筆者作成 

 

(2)支援額の推移 

1960 年代の高度経済成長期以降、日本は援助額を増加し続け、1989 年にはアメリカを

抜き世界１位の ODA 拠出国となる。しかし、1997 年をピークに援助額は年々減少し、現

在に至っている。今日では他国が支出純額を伸ばしてきたことにより、アメリカ、イギリ

ス、ドイツ、フランスに続いて世界第 5 位の ODA 拠出国となっている。図表は 5、ODA

の一般会計当初予算の推移を表すグラフであるが、2014 年度予算はピーク時の約半分にま

で落ち込んでいることがわかる20。 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     
19 外務省(2014)「ODA の形態」(最終アクセス 2014/11/01) 

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda_keitai.html 
20 外務省(2014)「ODA 予算」(最終アクセス 2014/11/01)  

  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html 
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          図表 5 ODA 一般会計当初予算の推移          (単位：億円) 

 

 
出所)外務省(2014)「ODA 予算」より筆者作成 

 

1-2 日本の NGO  

(1)概要 

NGO は、Non-Govemmental Organization(非政府組織)の略称であり、国際協力を行う

非営利の市民団体を指す。400 を超える日本の NGO 団体のうち、207 団体が海外で活動

を行っている21。NGO は、途上国の地域社会・住民に密着した草の根レベルのきめ細かい

援助や、迅速・柔軟な緊急人道支援活動が可能であると言う点で国際社会において重要な

役割を果たし、その活躍は高く評価されている。 

(2)特徴 

 日本の NGO の特徴として①アジアで活動する団体が多いこと、②人材分野への支援が

多いことが挙げられる。 

①アジアで活動する団体が多い。 

 海外で活動を行っている 207 団体のうち約 80％がアジアに展開している22。また、国別

では、フィリピンが 28.3％と最も多い。 

②人材分野への支援が多い。 

2011 年までに NGO 団体が行った 223 事業のうち、人材分野が 70％と高い割合を示して

いる。人材分野の内容としては、教育、職業訓練等があげられる23。 

                                                     
21 外務省「NGO データブック 2011 数字で見る日本の NGO」『NGO の定義』p10(最終アクセス

2014/11/01) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/pdfs/databook_10.pdf#search= 

'NGO% E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF'  
22 外務省「NGO データブック 2011 数字で見る日本の NGO」『海外活動地域』p30 (最終アクセス

2014/11/01) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/pdfs/databook_10.pdf#search= 

NGO% E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF' 
23  外務省「NGO データブック 2011 数字で見る日本の NGO」『事業分野』p37 (最終アクセス

2014/11/01) 

0
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1-3 日本の ODA と NGO の連携 

(1)ODAとNGOの連携の制度 

ODAとNGOの連携制度には「資金協力」、「活動環境整備」、「対話」の3種類があ

る。「資金協力」は、日本のNGOが海外での事業等の活動の際に必要とする資金を提供す

るものであり、さらに①NGO連携無償資金協力、②NGO事業補助金、③草の根・人間安

全保障資金協力、④草の根技術協力事業に分類される。以下、ミャンマーへの取り組みが

積極的に行われている資金協力について詳しく述べる。 

(2)NGO連携無償資金協力 

NGOが開発途上国で行う事業に外務省が資金協力を行う制度である。支払限度額は事業

によって1,000万～1億円まで様々だが、基本的に開発協力事業は5,000万円を限度とす

る。対象となるNGOは、2年以上の活動実績がある日本の特定非営利活動法人または公益

法人などである。対象となる事業は、開発協力事業、NGOパートナーシップ事業、リサイ

クル物資輸送事業、緊急人道支援事業である24。 

(3)NGO事業補助金 

NGOの事業促進に値する活動を支援するものであり、NGOの事業実施能力や専門性の

向上が目的である。補助金は、総事業費の2分の1、かつ200万円を上限とする。対象とな

る事業は、プロジェクト調査事業、国内における国際協力関連事業、海外における国際協

力関連事業である25。 

(4)草の根・人間安全保障無償資金協力 

これは、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関、途上国において活動している国

際及びローカルNGO等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト（原則1,000

万円以下の案件）に対し、当該国の諸事情に精通している日本の在外公館が中心となって

資金協力を行うものである。対象となる事業は、草の根レベルに対する裨益効果が高い事

業，小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する事業、人道上機動的な支援が必要

な事業等が中心である26。 

(5)JICA草の根技術協力事業 

国際協力を行う意志を持つ日本のNGO、大学、地方自治体、公益法人、一般社団・財団

法人などの団体が行う開発途上国(対象国は80カ国以上)の地域住民の生活向上に貢献する

活動を、JICAがODAの一環として促進し助長することを目的に実施する草の根レベルの

事業である。草の根技術協力事業には3つの事業形態があり、地方自治体には「地域提案

型」、国際協力の経験が少ないNGO等非営利団体や大学、公益法人、一般社団/財団法人

には「草の根協力支援型」、国際協力の経験が豊富なNGO等非営利団体や大学、公益法人、

一般社団・財団法人には「草の根パートナー型」とし、事業期間や支援総額など支援対象

にあった協力形態をとっている27。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/pdfs/databook_10.pdf#search='

NGO% E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF' 
24 外務省(2014)「国際協力と NGO 日本 NGO 連携無償資金協力」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/j_ngo_musho.html 
25 外務省(2014)「国際協力と NGO  NGO 事業補助金」(最終アクセス 2014/11/01) 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/hojyokin_g.html 
26 外務省(2014)「国際協力と NGO 草の根・人間安全保障無償資金協力」(最終アクセス 2014/11/01) 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html 
27 JICA「草の根技術協力事業って何？」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

15 

 

第 2 節 ミャンマーに対する日本の ODA と NGO 

 

2-1 ミャンマーに対する日本の ODA 

(1) ミャンマーに対する日本の ODA の概略28 

 ミャンマーに対する日本の経済協力は、1954 年の「日本・ビルマ平和条約及び賠償・経

済協力協定」に始まった。その後、国軍による政権の掌握、アウン・サン・スー・チー氏

が自宅軟禁となる状況等を受け、原則として経済協力を停止した。しかし、新政権の民主

化への取組みを受け、2012 年 4 月、ミャンマーに対する経済協力の方針を見直し、本格

的な支援の再開を表明した。2013 年には、現職総理の訪問としては 36 年ぶりとなる安倍

総理のミャンマー訪問に際して、円借款 510 億円、無償資金・技術協力 400 億円の合計

910 億円を同年度末までに順目進める旨が表明され、本格的な経済協力が再開した。 

 ミャンマーに支援を行う意義として、①中国とインドの間に位置する地政学的に重要で

あること、②親日的で歴史的な友好関係にあること、③天然ガス等の資源が豊富であるこ

と、④民主化に向けた動きが活発化していることが挙げられる。 

(2) 支援方針29  

基本方針としては、ミャンマーの民主化および国民和解、持続的発展に向けて急速に進

む同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため、引き続き改革努力を見守りつ

つ、 民主化と国民和解、経済改革の配当を広範な国民が実感できるよう取り組むことを

掲げている。 取り組むにあたっての重点分野は、以下の 3 つである。 

①国民生活向上のための支援(少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む)  

医療・保険、防災、農業などを中心に少数民族や貧困層支援、農業開発、地域開発への支

援を推進。 

②経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援(民主化推進のための支援

を含む)  

留学生・研修生の受け入れ、教育支援などの人材育成、制度整備・運用能力の向上支援。 

③持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備などの支援  

円借款も活用した、エネルギーや交通網の整備といったインフラ整備などを促進 。 

(3)支援実績30 

 2002 年度から 2012 年度までの支援累計額は、無償資金協力が 2.3 億ドル、技術協力が

2.6 億ドル、政府貸し付けは、1987 年以降新規供与は行っていない。2012 年度だけでみ

ると、政府貸し付けがなく、無償資金協力が 5482 万ドル、技術協力が 3796 万ドルとなっ

ている(図表 6 参照)。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
28 外務省(2014)「国別データブック ミャンマー」『ODA の概略』p82 (最終アクセス 2014/11/01) 

      http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/13_databook/pdfs/01-09.pdf 
29 外務省(2014)「国別データブック ミャンマー」『重点分野』p83(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/13_databook/pdfs/01-09.pdf 
30 外務省(2014)「ODA 実績検索 ミャンマー」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/index.php 
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        図表 6 対ミャンマーODA 形態別実績              (単位：百万ドル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所)外務省(2014)「ODA 実績検索」より筆者作成 

 

2-2 ミャンマーに対する日本の NGO 

2014 年 10 月現在、ミャンマーで活動する NGO 団体は我々の調べる限り 34 団体あ

る 。各団体の支援内容は貧困削減、農業、教育支援などを中心に多岐にわたる。 

 

2-3 ミャンマーに対する日本の ODA と NGO の連携 

 2002 年～2014 年の期間、ミャンマーにおいて ODA と NGO の連携支援は 349 件実施

された。内訳は、NGO 連携無償資金協力が 88 件、NGO 事業補助金が 12 件、草の根・人

間安全保障無償資金協力が 232 件、草の根技術協力事業が 17 件である31。 

 

 

第 3 節 ミャンマーの貧困問題に対する日本の 

ODA と NGO 
 
3-1 ミャンマーの貧困問題に対する日本の ODA 

 2000 年から 2014 年の間にミャンマーの貧困問題に対して行われた支援件数は 15 件で

ある。うち無償資金協力は 4 件、技術協力は 10 件、有償資金協力は 1 件である(付録 1 参

照)32。 

                                                     
31 外務省(2014)「日本 NGO 連携無償資金協力実績一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/jngo_j.html 

  外務省(2014)「NGO1 事業補助金実績一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/jh_j.html 

   JICA ナレッジサイト「ミャンマースキーム別案件一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjDoc030.nsf/VW02040102?OpenView&RestrictToCategory=%u 

30DF%u30E3%u30F3%u30DE%u30FC 
32 JICA ナレッジサイト「ミャンマースキーム別案件一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjDoc030.nsf/VW02040102?OpenView&RestrictToCategory=%u 

30DF%u30E3%u30F3%u30DE%u30FC  
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3-2 ミャンマーの貧困問題に対する日本の NGO 

ミャンマーに支援を行う国内 NGO は我々の知る限り 31 団体ある。そのうち貧困削減の

ための支援を行っている NGO 団体は、6 団体存在する(付録 2 参照)。 

ここでは、我々が 7 月、9 月、10 月にヒアリング調査を行った公益財団法人オイスカと

公益財団法人 PHD 協会の支援内容を紹介する。 

(1)公益財団法人オイスカへのヒアリング調査 33 

2014 年 7 月 1 日に実施した公益財団法人オイスカ本部、9 月 5 日に実施したオイスカの

ミャンマー農林業研修センター(以下センター)へのヒアリング調査内容をまとめる。 

①団体概要 

公益財団法人オイスカ(以下オイスカ)は、主にアジア・太平洋地域で農村開発や環境保

全活動を展開しており、特に人材育成に力を入れ、青年に対して研修指導を行っている

NGO である。ミャンマーでは、中央乾燥地域に位置するマグウェー管区・イェサジョ郡

にセンターを設け、環境に配慮した持続可能な農業として有機農業の指導、さらに種から

収穫までの一貫した管理を構築することを目的に、厳しい乾燥地に適したオイスカ米とダ

ポック方式を有機農業と組み合わせて導入している。以下、有機農業、オイスカ米、ダ

ポック方式の研修内容についてまとめる。  

②有機農業  

有機農業はセンターで展開される活動の中で代表的なものであり、化学肥料や農薬に頼

らない、持続可能な循環型農業の確立を目標に掲げている。有機肥料としてはボカシが用

いられている。これは鶏、豚、牛の糞尿、米ぬか、ゴマ、油粕、トウモロコシなどを混ぜ

て発酵したものである。これらは村内で調達することができるため、環境に優しいだけで

なく、コストも低く済むという利点がある。また、センターでは実践を重視しており、独

自のカリキュラムを組んで有機農業の技術を教えている。また、センターでは研修を行う

だけでなく、ボカシを 30 ㎏＝3000 チャット(約 300 円)にて販売しており、周辺地域の農

家の評判や信頼も高く、コメの生産時期にはよく売れている。  

③オイスカ米  

オイスカ米は、オイスカのネットワークを通じてフィリピンから乾燥地域の条件に合う

よう持ち込まれ、栽培と採種を繰り返すことにより改良されたコメの品種である。ミャン

マーの農業灌漑省にも認証を得ており、その栽培はミャンマー全土に広がりつつある。水

のコントロールとダポック方式を導入することで収量を増やすことができ、また、従来の

品種よりも味がよいと定評がある。センターの研修では、効果的に収量を増やすために、

有機農業やダポック方式と組み合わせて取り入れている。ミャンマーにおけるコメの収量

は、平均 3,900kg/ha であるが、オイスカ米の収量は 5,000kg/ha を超えるといわれてい

る。実際、オイスカ米導入前は 1,575kg/ha の収量であった貧困農家が、導入後、収量が

4,200～5,250kg/ha まで増加したという成果も見られた。センターでは、研修以外でもオ

イスカ米の種籾を 21kg =8500 チャットにて販売している。信頼と評判の高さから周辺地

域に大変人気で、収穫と同時に 2,3 日で売り切れている。  

④ダポック方式  

ダポック方式は、従来のコメ作りに必要な水のおよそ 80％の水量で行うことができる乾

燥に適した省水育苗方式である。オイスカでは、ミャンマーのサイクロンの被害が多いこ

とから、フィリピンで慣行されているダポック方式による苗づくりに改良を加えている。

方法としては、ビニールシート、バナナの幹の皮、新聞紙など身近にある材料を敷き、そ

の上に砂とボカシと薫炭を混ぜたもので苗床を作り、籾を蒔く。目に、土の代わりに燻炭

                                                     
33 公益財団法人オイスカ(2013)「農林業研修センター」(最終アクセス 2011/11/01) 

    http://www.oisca.org/project/myanma/index.html#my1 

   神戸大学経済学部石黒馨研究会(2014)「オイスカヒアリング報告書」7 月 3 日 

  神戸大学経済学部石黒馨研究会(2014)「オイスカ農林業研修センターヒアリング報告」9 月 10 日 
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で覆い、こまめに散水して発芽させる。この方式により、通常の苗づくりには 1 カ月かか

るところ、約 15 日間でマット状の稚苗となる。その後、出来た稚苗で田植えを行う。 

また、ダポック方式を行う際、成長に差が出ないよう田んぼの水の深さを均一にしなけ

ればならない。レベリングの際には大型のトラクターが必要となるが、オイスカはダポッ

ク方式を取り入れている農家に対して、トラクターの貸し出しを無償で行っている。 

(2)公益財団法人 PHD 協会へのヒアリング調査 34 

2014 年 7 月 18 日と、10 月 24 日に実施した公益財団法人 PHD 協会へのヒアリング調

査内容をまとめる。  

①団体概要 

PHD 協会では、「物」「金」中心の一時的援助を超えた草の根レベルの人材交流・育

成を提唱し、アジア・南太平洋の村の青年を研修生として日本に招き、農業などの研修を

行い、帰国後もフォローアップを行うことで、村づくりと生活向上を目指している。ミャ

ンマーではこれまでに 14 人の村の青年を日本に招き、研修を行ってきた。ここでは、現

在研修を行っているサントゥンウーさん(22)と彼が行っている研修内容をまとめる。 

②サントゥンウーさん 

 マンダレー管区タダインシェ村(人口 2,700 人)出身の青年で、今年の 4 月に来日し、現

在研修を行っている。ミャンマーでは、家族で農業を営むとともに、ボランティアとして

僧院で講師もしている。また、彼の父親は、かつて PHD 協会の研修生であったトゥン

ティ―さんから新しい農法を教わっていた。サントゥンウーさんの家の土地は、水田 3

エーカー、畑 1 エーカーを保持している。収穫量の半分を消費、残りを販売し生計を立て

ている。 

③研修内容 

 サントゥンウーさんは、現在 PHD 協会で有機農業の研修を受けている。彼は、村で牛

や鶏を飼育しているため、研修では牛糞や鶏糞を用いた有機肥料について学んでいる。

ミャンマー帰国後は、現地の土地にあった有機農業を行えるよう研修内容を自身で応用

し、村の人々に有機農業を普及させようと考えている。また、PHD 協会は、研修生自身

がメリット、デメリットに気付けるよう、現場での実践を重視している。 

 

3-3 ミャンマーの貧困問題に対する日本の ODA と NGO 
 2002 年から 2014 年の間に行われた貧困問題に対する ODA と NGO の連携支援の件数

は 14 件である。うち NGO 連携無償無償資金協力が 12 件、草の根パートナー型支援が 2

件であった(付録 3 参照)35。 

 
 

                                                     
34 公益財団法人 PHD 協会(2002) http://www.phd-kobe.org/ (最終アクセス 2014/11/01) 

  神戸大学経済学部石黒馨研究会(2014)「PHD 協会ヒアリング報告書」7 月 18 日 

 神戸大学経済学部石黒馨研究会(2014)「PHD 協会ヒアリング報告」10 月 24 日 
35 外務省(2014)「日本 NGO 連携無償資金協力実績一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

     http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/jngo_j.html 

  JICA ナレッジサイト「ミャンマースキーム別案件一覧」(最終アクセス 2014/11/01) 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjDoc030.nsf/VW02040102?OpenView&RestrictToCategory=%u 

30DF%u30E3%u30F3%u30DE%u30FC 
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第 3 章 ミャンマーにおける貧困問

題の現状と課題                               

 

第 1 節 ミレニアム開発目標から見るミャンマー 

         の貧困問題 
 

1－1 国連ミレニアム開発目標(MDGs)36 

国連ミレニアム開発目標(以下 MDGs)とは、2000 年に日本を含む 189 カ国が採択した

「国連ミレニアム宣言」を基にまとめられたもので、2015 年までに達成すべき 8 つの目

標を掲げている。また、それらの目標の下には、より具体的な 21 のターゲットと、目標

達成に向けた 60 の指標が設定されている。本稿では、MDGs の目標のうち目標 1「極度

の貧困と飢餓の撲滅」に着目した。目標 1 では、ターゲット 1「2015 年までに 1 日 1.25

ドル未満で生活する人口の割合を 1990 年の水準の半数に減少させる」、ターゲット 2

「女性、若者を含むすべての人々に完全かつ生産的な雇用、そしてディーセント・ワーク

の提供を実現する」、ターゲット 3「2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を 1990 年の

水準の半数に減少させる」という 3 つのターゲットを設定している。本稿では、この 3 つ

のターゲットに着目し、ミャンマーの貧困問題の現状を明らかにする。 

 

1－2 ターゲット 1 

 ターゲット 1「2015 年までに 1 日 1.25 ドル未満で生活する人口の割合を 1990 年の水準

の半数に減少させる」において設定されている指標は、①1 日 1.25 ドル(購買力平価)未満

で生活する人口の割合、②貧困ギャップ比率、③国内消費全体のうち最も貧しい 5 分の 1

の人口が占める割合、の 3 つである37。図表 7 は、3 つの指標を総合して考慮したミャン

マーにおける貧困率を ASEAN 諸国、世界の平均値と比較したグラフ、及びミャンマーの

都市部と地方部の貧困率を比較したグラフである。ミャンマーの貧困は 32％と、ASEAN

諸国等と比べ、非常に高い割合を占めており、貧困率が高いことが分かる。また、都市部

と地方部の貧困率を比較したグラフでは、地方部の貧困率が高い割合を占めていることが

分かる。 

 

 

 
 

 

 

                                                     
36 外務省(2014)「ミレニアム開発目標(MDGs)とは」(最終アクセス 2014/11/01) 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html 
37 外務省(2014)「ミレニアム開発目標(MDGs)とは」(最終アクセス 2014/11/01) 

   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html 
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貧困率 

ミャンマー 26.00%

ASEAN諸国 14.91%

世界 21.10%
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図表 7 ターゲット 1 達成状況および都市と地方部の貧困率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) United Nations “Millennium Development Goals Indicators38”、UNDP 

   “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)39 ” 

より筆者作成 

 

1－3 ターゲット 2 

 ターゲット 2「女性、若者を含むすべての人々に完全かつ生産的な雇用、そしてディー

セント・ワークの提供を実現する」において設定されている指標は、①就業者 1 人あたり

の GDP 成長率、②労働年齢人口に占める就業者の割合、③1 日 1 ドル(購買力平均)未満で

生活する就業者の割合、④総就業者に占める自営業者と家族労働者の割合の４つである
40。図表 8 は、4 つの指標を考慮したミャンマーにおける完全かつ生産的な雇用の割合を

ASEAN 諸国、世界の平均値と比較したグラフ、及びミャンマーの都市部と農村部の完全

かつ生産的な雇用の割合を示したグラフである。ミャンマーの雇用率は、54.3％と、他国

と比較すると低い。また、都市部と地方部の雇用率を比較すると、都市部の方が低い。こ

れは、仕事を求めて都市に人が流れた結果、労働力が飽和していることが背景にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
38 United Nations “Millennium Development Goals Indicator” 

   http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
39 UNDP “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)”（最終アクセス

2014/11/1） 

http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/PovRedu/MMR_FA1_IA2

_MDGDataReport_Eng.pdf 
40 外務省(2014)「ミレニアム開発目標(MDGs)とは」(最終アクセス 2014/11/01)  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html 
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図表 8 完全かつ生産的な雇用の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) United Nations “Millennium Development Goals Indicators41”,UNDP “Integrated 

   Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)42”より筆者作成 

 

1－4 ターゲット 343 
 ターゲット 3「2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を 1990 年の水準の半数に減少さ

せる」で設定されている指標は、①低体重の 5 歳未満児の割合 ②カロリー消費が必要最

低限のレベル未満の人口の割合 の２つである。図表 9 は、この 2 つの指標を考慮した

ミャンマーにおける飢餓の割合を ASEAN 諸国、世界の平均値と比較したグラフ、及び

ミャンマーの都市部と地方部の飢餓の割合を比較したグラフである。ミャンマーにおける

飢餓の割合は 32％と、他国に比べ非常に高い。また、都市部と地方部の飢餓の割合を比較

すると、地方部において飢餓の割合が高くなっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
41 United Nations “Millennium Development Goals Indicators” (最終アクセス 2014/11/01) 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
42 UNDP “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)”（最終アクセス 

14/11/01)  

http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/PovRedu/MMR_FA1_I

A2_MDGDataReport_Eng.pdf 
43 外務省(2014)「ミレニアム開発目標(MDGs)とは」(最終アクセス 2014/11/01)  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html 

完全かつ生産的な

雇用の割合 

ミャンマー 54.30%

ASEAN諸国 65.60%

世界 61.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

完全雇用率 

都市部 49.70%

地方部 59.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

22 

 

図表 9 飢餓の割合 

 
出所) United Nations “Millennium Development Goals Indicators44”, UNDP “Integrated 

Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)45 ”より筆者作成 

 

 

第 2 節 ミャンマーの農村部における貧困問題 

 

第 1 節より、MDGs の 3 つのターゲットに関してミャンマーは、指標を達成していない

ことが明らかになった。そのうち、ターゲット 1「1990 年と比較して 1 日の収入が 1 ドル

未満の人口比率を 2015 年までに半減させる。」と、ターゲット 3「1990 年と比較して飢

餓に苦しむ人口の割合を 2015 年までに半減させる。」の 2 点は特に達成率が悪く、政府

が問題視している。また、両者とも都市部に比べ、農村部において深刻な状況であること

が明らかになっている。 また、貧困の指標として、1997 年と 2001 年、2005 年、2009

年に “Households Income and Expenditure Survey46”によって貧困率の調査が行われ

た。貧困率の推移は、図表 9 のようになっている。 

 

図表 10 貧困人口率の推移 

出所) “Ministry of National Planning and Economic Development”(2001),(2007)，(2011)

より筆者作成。 

  

                                                     
44 United Nations “Millennium Development Goals Indicators” (最終アクセス 2014/11/01) 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx 
45 UNDP “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar(2009-2010)”  

http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/PovRedu/MMR_FA1_I

A2_MDGDataReport_Eng.pdf（最終アクセス 14/11/01) 
46 Statistics Breau(1996) “Households Income and Expenditure Survey” (最終アクセス 2014/11/01) 

       http://www.stat.go.jp/english/data/kakei/ 
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図表 10 によると、1997 年に全国の世帯貧困率が 22.9％であったのに対し、2005 年は

32.0％に上昇している。都市部では、1997 年の 23.9％から 2005 年には 22.0％に低下し

たが、農村部では 1997 年の 22.4％から 2005 年は 36.0％まで上昇した。また、2009 年

の調査を 2005 年のそれと比較すると、全国、農村部、都市部のすべてにおいて全体的に

低下したものの、都市部を除いて 1997 年時点より上昇している。特に、農村部の世帯貧

困率は、全国及び都市部よりも高く深刻である。 ミャンマーの貧困率は、ASEAN 諸国の

中でも高く、早急な対策が必要である。 

ミャンマーは、農業が最大の経済セクターであり、GDP の約 60％を占める47。また、

2008 年の都市人口は 32.6％、農村人口は 67.4％と、７割近くの国民が農村部に居住して

いる。2004 年の総就労人口 2,741 万人のうち 1,890 万(68.9％)が農業就労人口であり、

1990 年で 56.4％、1995 年では 67.8％と増加傾向であることから、多くの就労者は農業部

門に吸収されている。ミャンマーの貧困問題解決を解決する上で農村部への支援が重要で

あり、ひいてはこれが発展することは、国の経済成長に結びつくといえる。 

 

 

第 3 節 ミャンマーの農村部における貧困問題の課題 

 

ミャンマーの農村における貧困の原因として、土地当たりの農作物の生産量が低下して

いることが挙げられる(図表 11 参照)。また、生産量の低下の要因として、人口増加による

無計画な農作がある。無計画な農作により、①森林伐採が行われ、②化学肥料の使用量が

増加している。 

①森林伐採 

 ミャンマーでは、輸出用チーク材の伐採、農地拡大、農村住民の非日常的な薪燃料使用

のために、世界や東南アジアの平均よりも速い速度で森林減少が起きている48。 

②化学肥料の使用量の増加  

 化学肥料の使用量は年々、増加しており、これが土地の劣化をもたらしている。また、

ミャンマーで使用されている化学肥料は、中国やインドなどの周辺諸国から輸入した安価

なものが主流である。それらは、使用法の記載が外国語表記であるため、ミャンマーの農

民は使用法を理解することができず、誤った方法で使用しているため、土地のさらなる劣

化につながっている49。 

こういった要因により、農地の疲弊、保水力の低下、環境破壊などが引き起こされ、土

地当たりの生産量低下をもたらしている。 

 
 

 

 

 

 

 

                                                     
47 室屋有宏(2012)「ミャンマーの稲作農業―コメ輸出大国の可能性と課題」(最終アクセス 2014/11/01)  

http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1208re3.pdf#search='%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83

%B3%E3%83%9E%E3%83%BCGDP%E3%81%AE57%EF%BC%85%E3%81%8C%E8%BE%B

2%E6%A5%AD' 
48 重富真一・岡本郁子(2012)「アジア農村における地域社会の組織形成メカニズム」『第 5 章 ミャン
マーのコミュニティ・フォレストリーと地域社会の組織化メカニズム』p2 (最終アクセス 2014/11/01) 

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/413_ch5.pdf#search='%E3

%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%A3%AE%E6%9E%97%E

4%BC%90%E6%8E%A1' 
49 JETRO(2013)「ミャンマーの農業機械・資材市場調査」(最終アクセス 2011/11/01) 

    http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001516/07001516.pdf 
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図表 11  米の生産量と作付け面積の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所)久保公二・塚田和也(2011)「東南アジア移行経済の経済政策と経済構造」『第 2 章コ

メ政策価格政策と公共投資』 50より筆者作成 

 

 

                                                     
50 久保公二・塚田和也(2011)「東南アジア移行経済の経済政策と経済構造」 『第 2 章コメ政策価格政策
と公共投資』p49 (最終アクセス 2014/11/01)  

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/pdf/2010_424_02.pdf#search='

E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E5%8D%98%E4%BD%8D

%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8A%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%87%8F' 
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第 4 章ミャンマーの農村部における

貧困問題の政策提言 

本章ではミャンマー農村部の貧困問題を解決する政策を提言する。 

 本章の流れとして、第 1 節では、ミャンマーの農村部の貧困問題解決に向けて、農産物

の生産量を増加できる有機農業技術の有効性を述べる。そして我々は、さらなる生産量の

向上を期待できる SRI を有機農業と組み合わせ、ミャンマーに技術の普及活動を行う政策

提言を行う。第 2 節では、有機農業・SRI の技術の普及を目的とした政策提言の流れをま

とめ、この提言を行う背景を説明する。第 3 節では、政策提言の内容を詳しく見ていく。

第 4 節では、提言を実行する際に必要な費用を計算し、ODA の技術協力の予算内で実現

可能か述べる。 

 

 

第 1 節 政策提言の方向性 
 

第 3 章より、ミャンマーは農村部における貧困問題が深刻であり、農地の疲弊や保水力

の低下、そして環境破壊による土地あたりの生産量の低下が貧困の原因であることを明ら

かにした。そこで我々は、ミャンマーの貧困問題を解決するべく、土地あたりの生産量の

低下にアプローチする。 

現在、土地あたりの生産量を上げる取り組みとして、日本の NGO は、第 2 章で述べた

環境に配慮した循環型有機農業の技術指導を行っている。各農地でのワークショップや、

研修センターまた日本の農家での技術研修を通して、ミャンマーに有機農業が伝えられて

いる。各 NGO は、この技術協力支援を通して、ミャンマーの農民が有機農業の有効性を

理解し、正しく技術内容を教わることで、実際に有機農業を導入することを期待してい

る。そして有機農業を取り入れた農民が発信源として周囲の農民に技術を普及し、ミャン

マーの農業が発展を遂げることを見込んでいる。 

我々は、有機農業がミャンマーの農作物生産量を高めることができる、大変有効的な技

術であるとみて、より効率的な普及が可能な政策を提言する。 

また、有機農業を単独で行うよりも、有機農業と組み合わせることでさらなる生産量の

向上を期待できる SRI という技術がある。日本の ODA はラオスにおいて SRI の技術普及

活動に取り組んでおり、実際に単位収量の増加に成功している。そこで我々は、ミャン

マーで SRI を有機農業と組み合わせて普及を図り、効率的に生産量の問題にアプローチを

行う政策提言を行う。 

 

 

第 2 節 政策提言の概要 

 

 我々は、ODA の技術協力を用いて有機農業・SRI の普及活動を行う。その際、ODA に

は莫大な資金があり、大規模な支援を行うことができるが、草の根レベルの支援は難し



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

26 

 

スマートフォン
アプリゲーム 

認知が低い 

研修センター 技術的課題 

買い取り 組織的課題 

奨学金 経済的課題 

い。そこで、が地域に根差した支援を得意とする NGO を用いることでより効果的かつ効

率的な普及活動を行う。 

図表 12 は、政策提言の大枠を表している。ミャンマーの農家に有機農業・SRI を普及

させる際、まず有機農業・SRI の存在を認知させる必要がある。その後の普及において、

①技術的課題、②経済的課題、③組織的課題があると考えられる。①の技術的課題とは、

ミャンマーでは多くの農民が有機農業に関する知識を持っていないという現状を示す。②

の経済的課題とは、農民が有機農業に取り組む意欲がありながらも、貧困により資金確保

が難しく、技術の導入をあきらめてしまう現状を示す。③の組織的課題とは、ミャンマー

は歴史的背景からコミュニティが存在しないため、農業に取り組む人々の間に情報を共有

するといった、普及への関心が低い現状を示す。そこで我々は、認知の面と、普及を行う

上での①技術的課題、②経済的課題、③組織的課題の 3 つの課題に着目した提言を行う。 

 

図表 12 政策提言の流れ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所) 筆者作成 

 

 第 3 節では、認知に対する提言を行う。有機農業・SRI の認知向上をめざし、これらの

技術を用いる農業シミュレーション型スマートフォンアプリゲームの配信を行う。現在、

ミャンマーではスマートフォンの普及が進んでおり、今後さらに普及すると考えられる背

景を考慮し、個々にアプローチできるスマートフォンアプリを用いる。 

 第 4 節では、普及における 3 つの課題に対する提言をそれぞれ行う。①技術的課題に対

しては、選ばれた研修生を対象に研修センターでの研修を行う。②経済的課題に対して

は、有機農業・SRI を実践するインセンティブを与えるために、奨学金制度を行う。③組

認知 

普及 
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織的課題に対しては、技術を伝えるインセンティブを与えるために、買い取り制度を設け

る。図表 13 は以上の内容を図示したものである。 

これらの提言を行うことで、有機農業・SRI の普及を図り、単位当たり生産性を向上さ

せ貧困問題を解決する。提言を行う際、大規模な支援が可能である ODA と、草の根レベ

ルでの支援が可能な NGO を連携させることで効率的な支援を行う。また、この政策は、

実践の成功までに 3 年、普及までに 10 年、計 13 年かかると判断し、2015 年から 2027 年

までの期間実行する。  

図表 13 政策提言の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出所)筆者作成 

 

 

 

第 3 節 政策提言の内容 
 

3-1 認知に対する取り組み 

ここでは、有機農業・SRI の認知を高めることを目的とした、スマートフォンアプリ

ゲームについて述べる。 

(1)目的 

③ 
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 現在、ミャンマーでの有機農業・SRI の認知度は大変低い。ヒアリング調査より、現在

有機農業の研修を受けている生徒は、研修生募集の告知を聞いて初めて技術の存在を知っ

たと述べている51。有機農業・SRI の技術を普及させるためには、技術の認知向上をめざ

し、興味を持っていない農民を普及活動に取り込むことが重要であると考え、政策提言を

行う。 

(2)内容 

 有機農業・SRI の技術を用いるスマートフォンアプリゲームの配信を行う。ミャンマー

では近年、海外企業によるモバイル事業のライセンスの獲得や、政府による携帯電話普及

率を 80％へ引き上げる宣言がされており、インターネット事情が急成長している。そこ

で、高まるスマートフォン需要率に着目し、スマートフォンアプリのゲームによって有機

農業・SRI の技術を知らない農家にアプローチする。 

ユーザーがゲーム内で農家となり、有機農業・SRI を組み合わせた農業を行い、収量向

上を目指す。シミュレーション形式のゲームで、ユーザーは自然の中で田畑を耕し、ゲー

ム内で自分の農場を作り上げる。ゲーム内に季節や天候、害虫による被害など現実的なイ

ベント要素を盛り込み、ストーリー性を持たせることで、年間を通しての農業の流れやト

ラブルへの対処法を学ぶことが出来る。様々な農法を実践出来る条件下で慣行農法や化学

農法も実践出来るため、様々な農法との比較の中で有機農業による収量の増加を実感で

き、有機農業の有効性を内発的に認識出来るよう促す。 

目に、このアプリ開発、運営に必要な費用を計算する。アプリの開発は、機能や内容、

開発会社によって金額は様々であり、一概にはいえないが、開発平均費用を参考に計算す

る。 

 

図表 14 アプリ開発・運営費用 

アプリ開発費

用 

ゲーム作成費 約 1,000 万円 

アプリアイコン作成費 約 3 万円 

Google play Android アプリ登録代

行 

約 1 万円 

App Store iPhone アプリ登録代行 約 2 万円 

iOS Developer Program 登録代行 約 2 万円 

アプリ運営費

用 

開発者ライセンス費 約 19 万円 

アプリ運営人件費 約 7,800 万円 

サーバー代 約 1,560 万円 

総額 約 10,387 万円 

出所)筆者作成52 

 

アプリ開発、運営に必要な費用は ODA の資金を用いる。また、アプリ作成の際に必要

とされる、ミャンマーの土地に対応した有機農業・SRI の技術は NGO が提供する。 

 

3-2 各課題への取り組み 

 第 2 節にて、ミャンマーの農家にとって有機農業・SRI の技術導入の際、①技術的課

題、②経済的課題、③組織的課題の 3 つの課題が壁となっていると述べた。ここでは、各

課題に対して政策提言を行う。 

① 技術的課題 

                                                     
51 神戸大学石黒研究会(2014)「PHD 協会ヒアリング報告書」 
52 本政策提言の実行期間を 13 年としており、このアプリ開発・運営に必要な費用は 13 年間計算にて算
出している。 
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ここでは、技術的課題を解決することを目的とした、有機農業・SRI の研修活動につい

て述べる。 

 

(1) 目的 

ミャンマーにおいて有機農業・SRI は実践により、農民に技術が理解され、身について

いくという技術面からとらえていく必要性がある。そこで、有機農業・SRI の技術を普及

させるためには、農民が技術を身につけることを目指し、実践的な研修活動を行うことが

重要であると考え、政策提言を行う。 

(2) 内容 

有機農業・SRI の技術を、研修を通して伝える。この取り組みは現在 OISCA が行って

いる、循環型有機農業指導の農林業研修センターの活動を参考とする。 

まず、ミャンマー国内に研修センターを建設し、ここで研修を行う。目に、NGO が

ミャンマーの各村にアナウンスを行い、集まった農家に対して有機農業・SRI の技術をレ

クチャーする。そして、有機農業・SRI の技術に興味を持ち、実践意欲だけでなく、普及

意欲も持つ農家に対して研修センターでの技術研修を伝える。本人、家族、そして村長に

直接インタビューを行い、NGO 自身が志望する農家が有機農業に関心があり、今後技術

を普及していくリーダーとしての要素を満たしているか選考にかけ、人選を行う。そし

て、各村で選ばれた研修生は、ミャンマー国内に建設された研修センターに集まり、約 1

年間住込み型の研修に参加してもらう。研修費用や生活費はすべて NGO が負担する。セ

ンターや予算の都合上、1 年間に受け入れる研修生の人数は男女含めた 10 名とする。本政

策提言の実行期限である 13 年の間は、毎年研修生を募集する。 

有機農業・SRI の技術指導や今後の技術の普及活動に向けた指導方法のレクチャー、そ

して住込み型の研修を通通した生活指導を行うことで、より農民に技術が浸透し、村への

普及活動に積極的に取り組ませることを目指す。 

 以下、研修センター初期費用、研修センター管理費用を算出する。 

 

図表 15 研修センター初期費用・管理費用 

研修センター 

初期費用 

研修センター建設し機材

一式 

約 500 万円 

デモファーム関連費用 約 33 万円 

研修用機材一式 約 300 万円 

生活施設 約 800 万円 

研修センター 

管理費用 

(1 年/13 年) 

生活費用 約 360 万円 約 4,680 万円 

施設維持管理費用 約 20 万円 約 260 万円 

施設整備事業費 約 9 万円 約 117 万円 

消耗品 
センターの売り上げによる収入

から出す。 
通信費 

職員給与 

総額（1 年/13 年） 約 2,022 万円 約 6,690 万円 

出所)筆者作成53 

 

研修センターの建設、運営に関しては既存の NGO の取り組みを参考に行う。現地のセ

ンターでの取り組みは NGO に一任し、ODA は初期費用や管理費用の資金を援助する。 

② 経済的課題 

本稿では、経済的課題を解決することを目的とした、資金援助について述べる。 

                                                     
53 オイスカ「事業報告書」平成 15 年度～平成 25 年度参照 
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(1) 目的 

有機農業・SRI は技術の成果が表れると、生産量の増加、ひいては所得の向上を期待で

きる。しかしながら、貧困問題に直面するミャンマーの農民は、有機農業・SRI を導入し

たい場合も、技術導入にかかる初期費用や技術の失敗に対するコストを懸念し、慣行農法

に踏みとどまってしまう保守的な傾向がある。そこで、有機農業・SRI の技術を実施させ

るためには、農民が利用できる資金の供与が重要であると考え、政策提言を行う。 

(2) 内容 

有機農業・SRI による農業を実施する際に資金援助の申告を行った農家に対して、奨学

金の支給を行う。この奨学金は、有機農業・SRI が成功するまで 3 年、普及活動を行う 2

年の通算 5 年間の資金援助とする。借りた資金は低金利である月利 1.5％を 5 年後から返

済していく。ただし、ここで普及のインセンティブ向上のために、普及に取り組んだ農家

の返済は免除することにする。 

奨学金は、有機肥料の金額、また初期投資や雑費を含めて、1 年間で約 200,000K とす

る。この金額を農家は 5 年間、1 年ごとに支給され、総額約 200,000K×5 年間＝

1,000,000K＝10 万円(1K＝10 円)となる。 

奨学金受容者は研修センターでの研修生、そして、研修生や他の有機農家から技術の普

及指導を受ける農家を対象とする。研修生は、2016 年より 1 年ごとに 10 人ずつ輩出さ

れ、この 13 年間の間に 10 人×13 年間＝130 人である。研修生以外の普及活動によって誕

生する有機農家は、普及のインセンティブは奨学金、③の取り組みにより高まり、普及活

動が実施されると想定して計算する。研修生は 3 年間、自身の農地で有機農業・SRI の技

術を実施したのち、毎年 1 人に技術を普及していくと考える。すると、研修 1 期生は終了

期間の 2027 年までにそれぞれ 9 人に普及活動を行い、研修 2 期生はそれぞれ 8 人に普及

活動を行う。これをすべての研修生において計算すると、2027 年までに 450 人に普及活

動が行われる。また、研修性から技術の普及活動を受けた農家も同様に 3 年間の実践後、

普及活動に取り組むと考えると、2027 年までにさらに 350 人の有機農家が誕生する。つ

まり、この活動期間内に 130 人＋450 人＋350 人＝940 人の農家に技術の普及が行われ、

奨学金制度を受ける対象となる。 

この奨学金支援は、ODA の資金援助と現地 NGO が独自で集めた寄付金を組み合わせ

て行う。 

③ 組織的課題 

本稿では、組織的課題を解決することを目的とした、普及のインセンティブを高める取

り組みについて述べる。 

(1) 目的 

有機農業・SRI の技術を普及する際に障壁となっている問題として、農民の普及意欲の

低さがある。ヒアリング調査より、ミャンマーの農民はコミュニティを作らず、独立した

農業体系を営んでおり、情報の共有を自発的に行うことがないことが明らかになった。さ

らに、有用な情報は内密にし、他人に教えることを避ける傾向があるという。そこで、有

機農業・SRI の技術を知った農民が周囲の農民に技術を普及するためには、農民が技術を

教え普及するインセンティブを持たせることが重要であると考え、以下の内容で提言を行

う。 

(2) 内容 

普及活動に取り組んだ有機農家に対して、生産物の買い取りを実施する。ミャンマーで

は有機農産物の市場が確立されておらず、有機の付加価値が反映された価格で取引が行わ

れていない現状がある。そこで、普及活動を実施した農家の有機農産物を、付加価値を反

映させた価格で、NGO が買い取ることで農作物の買い取りが保証されることは、ミャン

マーの農家にとって普及活動を行う大きなインセンティブ付けとなる。 

買い取る農産物は、ミャンマーの総農地面積の約 3 分の 2 を占め、生産量、金額ともに

他の農作物を圧倒する規模であるコメとする。ミャンマーの市場でのコメの販売価格は、
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中級米であるエマタが 1kg あたり約 900K で販売されている。有機米は現在付加価値をつ

けて買い取りしている NGO の活動は現時点で、通常のコメの価格の約 1.5 倍の値段をつ

けているため、1kg あたり約 1,350K で取引を行うとする。ミャンマーのコメ農家の 1 戸

の平均面積は約１ha であり、1 年の平均生産量は約 2.61t/ha である。有機農業・SRI の

導うち入によって収量は約 2 倍に増加すると見込まれるため、生産量は約 5.22t/ha とな

る。 

そこで、普及活動を行った農家はコメの収量(約 5.22t)のうち、自給の分や市場との契約

量を踏まえて、約 2t のコメを１kg あたり約 1,350K で買い取ることとする。１戸当たり

2t(=2,000kg)×約 1,350K＝約 2,700,000K＝約 27 万円を換金する。また、買い取りは普及

活動が行われた年の生産量の分から行われるとする。普及が毎年行われると、毎年高値で

買い取ってもらえるということになり、農家は普及意欲が高まると期待できる。開始時期

は、有機農業・SRI の技術が土地に根付き、成功するまでに約 3 年かかるとみて、技術導

入から 3 年後に普及活動が始まり、買い取りが行われるとみる。また、この取り組みも②

と同様に、研修センターでの研修生、そして、研修生や他の有機農家から技術の普及指導

を受ける農家の 940 人を対象とする。 

この農作物の買い取りは、ODA 資金援助を行い、NGO に一任する。 

 

 

第 4 節 政策提言のまとめ 

 

本章では、我々の提言が ODA 予算内で実現可能であるかを明らかにする。ミャンマー

において 2003 年度から 2012 年度までの 10 年間で実施された ODA の技術協力支援の実

績は 28 件で総額約 228.7 億円である。そのうちミャンマーの貧困問題に対して行われた

支援件数は 9 件と、32％の割合を占めている。つまり、ミャンマーの貧困問題に対する技

術協力は約 228.7 億円×0.32＝約 73.18 億円であり、貧困問題における各技術協力支援の

平均予算は約 73.18 億円÷9 件＝約 8.13 億円である。 

第 3 節で述べた、政策提言実行にかかる費用を隔年ごとに計算し、まとめたものが、図

表 16 である。 

 

図表 16 各年の提言にかかる費用 

 

年 
スマートフォン

アプリゲーム 
研修 奨学金 買い取り 

2015 約 1,729 万円 約 2,022 万円 0 円 0 円 

2016 約 721 万円 約 389 万円 約 20 万円 0 円 

2017 約 721 万円 約 389 万円 約 40 万円 0 円 

2018 約 721 万円 約 389 万円 約 60 万円 約 270 万円 

2019 約 721 万円 約 389 万円 約 80 万円 約 540 万円 

2020 約 721 万円 約 389 万円 約 120 万円 約 810 万円 

2021 約 721 万円 約 389 万円 約 160 万円 約 1,080 万円 

2022 約 721 万円 約 389 万円 約 220 万円 約 1,350 万円 

2023 約 721 万円 約 389 万円 約 300 万円 約 1,620 万円 

2024 約 721 万円 約 389 万円 約 420 万円 約 2,430 万円 

2025 約 721 万円 約 389 万円 約 580 万円 約 3,510 万円 

2026 約 721 万円 約 389 万円 約 800 万円 約 4,860 万円 

2027 約 721 万円 約 389 万円 約 1,100 万円 約 6,750 万円 
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総額 約 1 億 387 万円 約 6,690 万円 約 3,900 万円 約 2 億 3,220 万円 

出所)筆者作成 

 

この政策提言にかかる総費用は、約 4 億 4,197 万円である。この金額は、ミャンマーの

技術協力支援の予算に十分収まると考えられる。 

また、この提言の目的は技術の普及であるため言及していないが、農家から買い取った

有機米は有機農作物の需要がある日本食レストランや外国人労働者に販売することで、費

用を回収することが可能である。 
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おわりに 

本稿の目的は、日本の ODA と NGO の連携による、ミャンマーの貧困削減に向けた技

術協力支援を提言することである。現在、日本の ODA の予算は減少傾向にあり、ミャン

マーの MDGs 達成と日本の国益向上のためにも ODA の見直しは重要な課題である。そこ

で我々は、大規模な支援が可能であるが、草の根レベルの支援が難しい ODA と、草の根

レベルの支援を得意とするが、大規模な支援に必要な資金をもたない NGO の補完的な関

係に着目し、ODA と NGO の連携による政策提言を行う。 

 さらに、貧困問題解決には長期的な視点から見た経済成長が必要であると考え、長期的

経済成長に役立つ技術協力支援を用いて政策提言を行う。 

 

 本稿の結論は、日本の ODA と NGO の連携により、ミャンマーにおいて有機農業と

SRI の技術普及を目指した技術協力支援を行うことである。ミャンマーの貧困問題は、農

村部において深刻であり、年々土地あたりの生産量が減少していることが原因である。こ

の課題に対して、生産量増加に有効的な有機農業と SRI の技術をミャンマーの農村部で普

及させることで、貧困削減を目指す。 

 これらの提言により、ミャンマーの農村部の貧困問題は解決され、ミャンマーの長期的

な経済発展が可能になる。ミャンマーが経済発展することは、日本の国際的な地位が向上

することだけでなく、生産・消費の新たな開拓先としてミャンマーへの企業のミ進出が進

み、日本の経済発展も期待できる。 
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付録 

付録 1 ミャンマーの貧困問題に対する ODA の支援一覧 

 
案件名 実施期間 形態 

貧困農民支援(FAO 経由) 2009.01～2009.07 無償資金協力 

食糧支援(WFP 連携) 2010.04～2010.10 無償資金協力 

少数民族地域を含む貧困地域への食糧支援計画

(WFP 連携) 

2012.05～2012.11 無償資金協力 

貧困農民支援 2014.05～2014.11 無償資金協力 

コーカン特別区麻薬対策・貧困削減プロジェクト 2005.04～2011.03 技術協力 

社会福祉行政官育成プロジェクト 2006.07～2010.12 技術協力 

伝統医療プロジェクト 2006.11～2009.01 技術協力 

中央乾燥地域村落給水技術プロジェクト 2006.12～2009.11 技術協力 

エーヤワディ・デルタ住民参加型マングローブ総

合管理計画プロジェクト 

2007.04～2013.03 技術協力 

農業普及人材育成計画プロジェクト 2008.04～2011.04 技術協力 

リハビリテーション強化 2008.07～2013.07 技術協力 

基礎保健スタッフ強化プロジェクト 2009.05～2014.05 技術協力 

小規模養殖による住民の生計向上事業プロジェク

ト 

2009.06～2013.06 技術協力 

中央乾燥地域における小規模養殖普及による住民

の生計向上プロジェクト 

2014.02～2019.01 技術協力 

貧困削減地方開発事業(フェーズ 1) 2013.06～2016.06 有償資金協力 

出所) JICA ナレッジサイト「国別プロジェクト情報」より筆者作成 

 

 

 

付録 2 貧困問題に対する支援を行う NGO 団体一覧 
 

団体名 支援内容 

OISCA 農林業研修センター 

地球市民の会 循環型農業研修 

セダナー 村落開発事業 

ジャパンハート 医療活動 

ワールドビジョン・ジャパン 地域開発 

PHD 協会 日本での農業、医療研修 
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出所) 各 NGO 団体 HP より筆者作成 

 

付録 3 ミャンマーの貧困問題に対する ODA と NGO の連携支援

一覧 

案件名 被供与団体 締結年 支援形態 

子どもの健康と栄養事業 セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2003.03 NGO 連携無

償資金協力 

ミャンマー中央乾燥地チャウパド

ン・タウンシップにおける井戸建設

による生活改善事業 

ブリッジ・エーシ

ア・ジャパン 

2003.03 NGO 連携無

償連携無償資

金協力 

コーカン特別区ラオカイ市貧困農村

復興支援プロジェクト 

アムダ 2004.07 NGO 連携無

償資金協力 

バゴ西管区における子どもの健康と

栄養事業 

セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2004.12 NGO 連携無

償資金協力 

コーカン特別地区ラオカイ市貧困農

村復興支援プロジェクト (フェーズ

II) 

アムダ 2005.11 NGO 連携無

償資金協力 

テゴン・タウンシップ子どもの健康

と栄養事業 

セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2006.03 NGO 連携無

償資金協力 

中央乾燥地域イェサジョ地域に於け

る食品加工を通じた農村女性の為の

貧困削減・生活改善プロジェクト 

オイスカ 2006.03 NGO 連携無

償資金協力 

ミャンマー連邦エヤワディ管区にお

ける生計支援事業 

難民を助ける会 2009.06  NGO 連携無

償資金協力 

ミャンマーにおける母乳・補助食の

栄養指導と生計向上支援事業(第 1

期) 

セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2010.02 NGO 連携無

償資金協力 

ミャンマー連邦メティラ郡における

生計向上プログラム(フェーズ 1) 

AMDA 社会開発機

構 

2010.05 NGO 連携無

償資金協力 

ミャンマー連邦メティラ郡における

生計向上プログラム(フェーズ 2) 

AMDA 社会開発機

構 

2011.05 NGO 連携無

償資金協力 

母乳・補助食の栄養指導と生計向上

支援事業(第 2 期) 

セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2011.09 NGO 連携無

償資金協力 

マンダレー地域メティラ群における

生計向上プログラム(フェーズ 3) 

AMDA 社会開発機

構 

2012.06 NGO 連携無

償資金協力 

母乳・補助食の栄養指導と生計向上

支援事業(第 3 期)  

セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2012.10 NGO 連携無

償資金協力 

循環型共生社会の創造 地球市民の会 2005.01 草の根パート

ナー 

子どもの健康と栄養事業 セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン 

2006.04 草の根パート

ナー 

出所) JICA ナレッジサイト,外務省「日本 NGO 連携無償資金協力実績一覧」より筆者作成 
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