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まえがき

本調査は,社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会の補助金を得て､システム料

学コンサルタンツ(秩)が行なったもので､インドネシア共和国のスマトラおよびカ

リマンタンにおける種子生産配布体制の強化を通じた農村開発計画のための開発調査,

マレイシア国のASEAN各国の青少年を対象とした,農業環境保全の重要性を啓蒙する

主目的の訓練研究センター設立計画､並びにフィリピン共和国の港瀧水利組合内の農

村生活改善モデル事業開発のための調査に対する､基礎調査を各国農業省の協力の下

に行なったものである｡

インドネシアはジャワ,バリ島に比べ､スマトラおよびカリマンタン地域の生活水

準､特に農村部の水準には大きな格差が有り､政府は格差是正のための多くの政策を

施行中であるが､その一策として,農業生産性を向上させるための､優良種子の増産

配布の強化を計画しており,種子法の制定､全国の優良種子生産配布体制の見直し､

外部機関からの援助事業のインドネシア種子生産配布体制における位置づけと見直し,

並びに種子の生産配布体制の民営化に関する可能性調査の｢未開発地域農村開発計画+

があり,本調査はこの開発調査のための基本調査である｡

マレイシア政府は自国も含めたアセアン諸国の農業が農業を取り巻く環境に各種の

影響を及ぼしてきており､農業環境保全に関する認識の啓蒙は急務であるとして､

ASEAN農業環境保全教育計画を有しており､同計画0)根幹となる｢農業環境保全セン

ター計画+を策定中である｡本計画は日本政府に対する無償資金協力案件としてマレ

イシア政府内で要請準備中であり,本調査において要請書の入手及び今後の手続き等

について,マレイシア政府と協議を行った｡

フィリピンセントラルルソン平野は港叔施設が比較的整備されているが,港故事業

が目論んだ事業の効果が十分に現われていない事業が少なくなく,特に中小農家の生



清水準は事業効果で期待された水準より低い所にあるのが現状である｡本計画は当該

地方の水利組合を核とした農村生活水準向上の農村主婦を中心とした公共事業省国家

藩政庁の下での農村生活改善運動の可能性を調査する｢水利組合地域生活改善計画+

である｡

本調査は上記3案件に対する基礎調査を実施したものであり,今後プロジェクトの

具体化には現地政府の本邦への要請手続きを必要とするが, TOR等不十分な転が見

受けられ,今後も継続的な支援を必要としている｡

最後に本調査にご協力を頂いた各国駐在大使館貞, ∫I CA職員,各国政府職貞の

方々並びに調査団派遣に際してお世話になった海外農業開発コンサルタンツ協会関係

者各位に大便,紙面をかりて謝意を表するものである｡

平成4年1月

システム科学コンサルタンツ株式会社

代表取締役 草野 干夫
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Ⅰ.･インドネシア共和国未開発地域農村開発計画
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2.地区の概要

(1)経緯･背景

上位計画

インドネシア政府は現在第5次国家開発計画(1988-1993)を実施中であるが､

動計画に下づき農業省が計画策走した｢総合農業地域開発に関する協力のためのマ

スタープログラム+よると,貧困県に於ける総合農業開発に重点がおかれている｡

本基礎調査の対象となっている､トラスマ､カリマンタンはこれら貧困県に属して

おり､計画は同マスタープログラムの一環として実施される予定であるが､計画本

体は種子生産開発並びに種子品質管理計画として要請される｡

関連計画

インドネシアに対してはいかに示すような種子関連の援助事業が諸外国および由

際機関によって行なわれた｡

1)世界銀行

･ SEED PROJECT I

･ SEED PROJECT I I

2) EEC

1971‾1978

1982‾1989

･大豆および畑作物生産計画1979-1983

･畑作物種子生産配付強化計画1990‾1995

3) FAO/UNDP

･畑作物種子検定強化計画1987-1990

また,本邦からの種子関連事業として以下の技術協力および資金協力が実施され

た｡

1)技術協力

･種子生産配付計画1982

･種子生産配付計画第2次1987

･優良種子の増殖配布計画1987

(大豆､馬鈴薯)
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2)無償資金協力

･馬鈴薯種子増殖配布計画1991

3)食料増産援助1980‾1988

4)円借款

･種子処理センター建設計画1985‾

以上､各種の関連計画が実施されてきたが,各々の計画のインドネシア作物種子

生産体制に対する位置づけが明確になっておらず,各計画が独自で実施されて来た｡

このため,インドネシアに於ける種子の生産配布体制には作物によって整備に格差

が生じている｡特に外領の種子生産配布体制はジャワ島内の体制に比較すると大幅

に遅れており,充奏した種子増産配布体制の確立にとって問題となっている｡

目的

インドネシア政府は､ジャワ,バリ島以外の未開発地域である外領の農村部の開

発を促進する事業計画の一環として､当該地域の農業生産性を向上させるために地

域に赦した各種作物の優良種子の増産配布体制の整備が重要であるとの認識から､

特にスマトラ､カリマンタン島の体制の整備を行なうための開発計画を策定中であ

るが､本計画はこの開発計画のための開発調査を目的としている｡

実施機関

本計画は,.インドネシア政府農業省,食用作物総局､稲畑作物生産局により計画

され､要請されているもので,実施についても同局が中心となる予定である｡

(2)地区概要

位置,面積,人口,地形､気候

スマトラ,カリマンタンは赤道を鉄む南北5度前後､東経95-119度に位置する

島々で､面積がスマトラ,約47万平方キロメートル,カリマンタン､約54万平方キ

ロメートルとインドネシアの最大と第2位の外領のである｡これに対し人口はスマ

-4-



トラが約3,300万人でジャワ島の約3分の1､カリマンタンが約800万人で同じくジ

ャワ島の約12分の1である｡スマトラにはアチェからランボンに至る長い山脈が縦

断しており,山脈の西側は切りたった地形で,インド洋にまで肉博している｡一方､

東側は緩やかな丘陵が続き更に数十キロの幅の湿地帯がマレイシアとのこっきょう

であるマラッカ海峡に至るまで続いている｡ほとんどの河川は山脈から東に向かっ

て流れ,南シナ海に流れ込んでいる｡

一般および農業地区概況

1)スマトラ

スマトラはアチェ､北スマトラ､西スマトラ, リアウ､ジャンビ,南スマト

ラ､ブンクルおよびランボンの8叩からなり､インドネシア最大の石油産地であ

るが､産業の中心は農業である｡農業はエステート(公社経営の大農園)とジャ

ワ､バリ島からの移民による稲作農業に特徴付けられる｡スマトラは全国の米の

生産領の約20%を生産しているが､移民の入植地域は澄渡施設が未整備であり,

ほとんどの地域では天水依存の農業を行なっている｡従らて,入植地の生産性は

低く､農家の生活水準は低く,貧困の水準にある農家の割合が半分以上を占めて

いる｡一方､エステートの農業はパームオイルや､ゴムが多くジ､ヤワ島のお茶な

どの作物は少ない｡

2)カリマン

カリマγタンは西カリマンタン,中部カリマンタン,南カリマンタンおよび東

カリマンタンの4州からなり,インドネシア第2の産油地域であると共にジャワ,

バリ島の移民の入植対象地域でもあるo農業の状況は米の生産が全国生産量の約5

%であり,全国土の約28%の面積を占めているにもかかわらず極めて低い開発皮

であるといえる｡米の作付け面積は凡そ81万ヘクタールで全国の栽培面積の約8

%を占めており,これに次ぐ作物としては約4.5万ヘクタールのカッサバ, 3.1万ヘ

クタールのトウモロコシ等がある｡また､面積は約1万ヘクタールと少ないが､

全国生産量の約3.5%を占めているさつまいももカリマンタンの農産物として上げ
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られる｡水稲の生産は主に南カリマンタンで行なわれており,西カリマンタンは

エステート作物であるパームオイルやゴムの生産が行なわれている｡

3.計画の概要

(1)構想

計画は農業の生産性の向上を通じた､農村生活水準を計る農村開発計画のための､

優良種子の生産配布体制の確立のための開発調査を目的としており､､調査は以下の

4項目についてのスマトラ､カリマンタンを対象として調査を実施する計画である｡

1)実施された種子関連各種事業の未開発地域開発に対する位置づけ調査

2)種子法の制定のための指針設定の可能性調査

3)上位種子の生産普及体制と優良種子の審査･認定体制の確立の可能性調査

4)普及種子の生産･検定体制の民営化の促進の可能性調査

(2)目標

上記調査計画の各項目の実施目標として各々以下が上げられる｡

1)関連事業の位置づけ調査

インドネシアの優良種子生産配布に関する事業が世界銀行､ EEC､ FAO〃NDP

および本邦からの技術協力､無償資金協力､食料増産援助､円借款等により実

施されたが,各プロジェクト間にはタイムラグが合ったり､プロジェクト間の

調整が不十分であったり､今後のインドネシアの優良種子生産配布体制の確立

には､各プロクト同志の関連性や本計画の対象地域に於ける各プロジェクトの

位置づけを明確にする必要性がある｡本調査を通じて同体制の確立に講ずるべ

き手投､プロジェクトの形成とそれらの実施可能性を検討する｡

2)種子法の制定のための指針設定

現在インドネシアには種子法が制定されておらず,農業省の方針によって種子

生産･配布の方法が決定されている｡しかしながら､現在の農業省の方針によ

ると稲作の場合で100%の更新率を基本としている等､農業省の基本方針の見直

しが必要となっている｡本調査を通じて､インドネシアの実情に合致した種子
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法の制定の基礎的指針の設定を検討する｡

3)上位種子の生産普及体制と優良種子の審査･認定体制の確立

現在,インドネシアの上位種子のうち育種家種子は殆どが国立の研究機関で開

発されているが､その下位種子である原原種､原種種子は殆どが各州の種子農

場で増殖されている｡しかしながら,国立の研究所は各作物毎に1箇所前後が

設置されているに過ぎなく､広大なインドネシアの全国に最適な品種の開発は

十分には進んでいない｡従って､対象のスマトラ,カリマンタンに赦した品種

の開発および適性種への改良を目的とした､国立の新品種開発試験場の増設が

必要とされており,本調査を通じて,その設立可能性を検討する｡

4)普及種子の生産･検定体制の民営化の促進

上位種子については,主に国および州の責任において生産･検定･配布されて

いるが､普及種子については種子公社および種子農家によって生産され､検定

は国の手によってなされている｡しかしながら,実際には国の検定官の数が少

ないことや検定に時間と費用がかかる上､検定の費用を払わなくとも種子は適

切な値段で販売できることから,種子農家が検定を受けたがらない傾向がある｡

国家予算に限りがあり､現在の検定制度を持続していっても,完全な国家によ

る種子検定制皮の確立は困簸である｡従って､普及種子の洗通を民間に委ねる

のであれば､検定業務も民間主導で行なうのが現実的である｡以上の観点から

本調査を通じて普及種子の生産､流通体制の見直しを行なうと共に､今後の種

子検定制度の民営化の可能性を検討する｡

4.捻合所見

技術的可能性

計画の構想で記した各項目とも調査実施上技術的に困難な要素は殆どないが､各

種国際機関との連係作業を必要とし,事前の根回しが重要な要素となろう｡また､

特に法制度や組織改善､淀通システムの改善に関する部分については内政干渉にな

る部分も含まれることが危慎され,慎重な対応が必要となろう｡
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社会･経済的可能性

社会経済的には,本調査のアウトプットによるが､優良種子の普及による農村の

社会経済的効果は十分期待でき､農村の生活水準向上,農村の産業活性化に貢献す

ろプロジェクトの提案が期待される｡

現地政府等の対応

現地政府農業省は昨年も本調査案件を本邦に要請しようとしていたが, mRが不

明確との理由で要請がまだ出ていない｡しかしながら､本調査に対する要請は未だ

に琴く現地政府の協力は十分に得られる｡また､具体的な事業としては国立の新品

種開発試験場の増設が主となるため,地域住民等に対する悪影響を懸念する必要は

全くなく,逆に事業による農村開発の効果が期待される｡
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Ⅱ.マレイシア農業環境保全センター
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2.地区の概要

(1)経緯･背景

上位計画

マレイシアは1986年から1990年まで,第5次5カ年計画のを実施してきたが､第

6次5カ年計画の策定が大幅に遅れたため､本計画は第5次5カ年計画の下で計画

されている｡第5次5カ年計画では､農業に関連して,農業部門の活性化に重点が

おかれており､その一環として耕作面積の拡大とそれに伴う自然環境の破壊を防止

する農業保全のプロジェクトの重要性を指摘している｡

ヨti且
月見

マレイシアは1971年からの新経済政策の下に,第1次産品の輸出国から工業国へ

の脱皮を計ると同時に農業の振興も推し進めてきたが､この政策の施行に伴い農地

の高海抜化が進み､自然環境の破壊も進んできている｡一方,農業の集約化も進み

農薬等の使用も額繁になり､農薬の土壌､農産物への残留が問題視されてきている｡

こうした状況を重く見たマレイシア政府は,農業の環境保全の重要性は青少年の教

育から初めねばならないとして､農業環境保全センターの設立計画を策定した｡し

かしながら､農業環境の悪化は一人マレイシアのみならず全世界的なものであり,

ASEANのリーダーを自認しているマレイシアは､全ASEANの各国を対象として､す

でに開設している同国首都近隣の農業公園の中に同センターを建設する計画を策定

した｡

旦塾

計画は､広く仝ASEAN各地を対象として､環境保全関連の研究､訓練を行なうこ

とを目的としている｡特に,訓練事業として,対象各国から農業関連の青少年を招

待して､農業環境保全の重要性を訓練啓蒙することを目的とする｡

実施機関

本計画はマレイシア政府農業省農業大臣の直轄下におかれるが､同省の研究機関
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であるマレイシア農業調査開発研究所が直接実施機関となる｡

(2)地区概要

位置･面積･人口･地形･気候

マレイシアはマレイシア半島とボルネオ島にあるサバ､サラワク州の3地域から

なり､マレイシア半島は北緯1-6度､東経100-104皮付近に位置し手いる｡一方､

サバ,サラワク州は北緯0-7度付近のボルネオ島の北部に位置している｡

面積はマレイシア半島が約13.1万平方キロメートル,サバ州が約7.6万平方キロメ

ートル､サラワク州が約12.3万平方キロメートルの合計約33.0万平方キロメートル

なっている｡

人口は全人口約1,700万人の内, 83%の約1,400万人がマレイシア半島部に集中し

ており､サバ､サラワク州は全国土の60%以上を占める面積に残りの17%の約300万

人がすんでいるにすぎない｡

地形はマレイシア半島部は中央部を南北に山脈が走っており､約42%が20度以上

が傾斜地である｡一方,サバ州やサラワク州は全体に1,000メートルの山脈が複雑に

走り､全体に川の多い複雑な地形をしており, 70%以上が30度以上の傾斜地である

と同時に森林地帯となっている｡マレイシア全体でも60%以上の地域が森林地域と

なっており､森林資源に恵まれている国である｡

気候的にはアジア季節風の影響を受け,高温多湿であり､雨の多い北東モンスー

ンと比較的雨の少ない南西モンスーンと乾季に分けられる｡

農業公園概要

センターは既開設の農業公園の中に建設する予定であるが,以下に農業公園の概

要を示す｡

当農業公園は1986年に創設された､恐らく世界で唯一の農林公園であり､総敷地

面積約1,300ヘクタールの､ -般大衆を対象とした公園である.公園創設の目的は,

国家の農業資産の貴重さ､重要性当を啓蒙することにある｡公園は水田園､ココア

園,･漁業湖園､田園村落園,畜産園､観葉植物園,きのこ園,香辛植物園､蘭園､
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スンガイアイルクニングダム,新スンガイダム､文化村､芸術公園,サブタンガン

丘,植物園､農林地公園､自然保護園,その他の施設から構成されており､可能な

限り自然を保存して開発された公園である｡

3.計画概要

(1)構想･目標

本計画は前期のごとく,既存の農業公園の中に自然環境保護と共存しうる農業を

研究し,その成東をASEAN諸国の青少年を対象に教育訓練するための農業環境保全

センターを設立し､ ASEAN諸国に農業環境保全の重要性を啓蒙し､更には農業環境

保全事業推進を計ろうという計画である｡

具体的には以下に示す目的を掲げている｡

1 )環境関連の基礎および適応技術の研究を実施

2 ) ASEAN各国の青少年対象の環境関連研修および実地訓練の実施

3 )現在の環境関連開発情報の供給

4 )環境管理と保全のための共同組合の推進および同目的のASEAN諸国支援

5)環境保全関連の特殊分野についてのコンサルタントおよびアドバイス業務

6 )研究訓練目的の共通分析法および研究実験室の設立

(.2)主要施設諸元.

本センターは9つのブロックの施設で構成されており､各ブロックの概要は以下

の通りである｡

1)本部管理ブロック

･展示場

･受付

･所長室

･各部署長室

･管理室

･会議室
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･情報普及部門室

2)宿泊施設ブロック

･収容能力50人以下の1又は2階建

3)図書館ブロック(2階建)

･図書館

･出版室

･コンサルタント･アドバイス部門室

4)研修ブロック(2階建)

･

3セミナー室(30人収容)

･

2教室(80人収容および50人収容)

･共用室

5)圃場施設ブロック

･作業場(殺虫剤､肥料､農薬,工具･ガスシリンダーの各貯蔵室)

･農機具用車庫

･実験圃場

･ガラスハウス

･ネ.i'トハウス

6)研修･研究実験室ブロック

･研究実験室(総合病虫害管理､植物土壌水分析･動植物生態学各実験室)

･研修実験室

7)食堂兼ダイニングブロック

･

50人用施設

8)機材ブロック

･パソコン

･視聴覚機材

･研究機材

9)ガレージブロック
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4.総合所見

(1)技術的可能性

施設建設候補地は国有地であり､農業省の管轄内にあるため土地取得には問題

が無い｡環境保全の技術については､マレイシア農業調査開発研究所が既に多く

の研究成果を有しており､本センター設立後は全面的に協力することになってお

り､研修講師の手当てにも問題は無い｡但し､センター建設時の環境破壊につい

ては十分な注意を必要とする｡

(2)社会･経済的可能性

社会的には国際的に環境保全の重要性が問題になっていることから,当マレイ

シアにおいても感心が高く､設立は当地でも歓迎されるものと考えらる｡

経済的にはマレイシアの国家予算から見て,センターの運営は十分にやって行

けるものと考えらる｡また､経済効果については数十年単位で考える必要があり､

人類の生存の可否にも係わる問題であるから､金銭で換算しきれない効果がある｡

但し,マレイシアのGNPが高く､当国が無償資金協力の対象外になっているため､

要請に際しては特別な手続きを要しよう｡

本件の受益者はASEAN各国の青少年としており､このためASEANプロジェクト

の形をとっているが､ ASEAN各国の同意を必要とするが,現在の所,同意は確認

されていない｡

(3)現地政府の対応

マレイシア政府農業省は,本案件を同国与党副党主の一人である農業大臣が率

先して要請しているため､農業省の対応は極めて良好である｡

5.添付資料

次ページに本件の要請書を添付する｡
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PROJヱC℡ PROPOSAL FOR ℡HE ESTABL=S斑Em OF 弧且TS=A-ASヱAN

AGRエCtn℡ロR且L EⅣⅤ=RO封HヱⅣ℡ PRESERVATエOZ7 RBSZNCZI丘 TRA=N=NG CENTER

エN℡RODtlC℡=0甘

The aim for'the.proposed centre Will
teaching and practical training, as veil

research on current environnental issues

ASEAN cquntries for the region's youth.

早nd researchers ･

be to provide
as, to conduct

confronting the

exte'nsion Workers

The development fund towards the setting up of the

centre, to be sited at.the且gricultural Park in Tanan Sri
cahaya, Shah AlaTA, Will b色prOVided by the Japanese Technical

Assistance Progra7nne With an initial allocation of tJS.$7

million.

OBJEC℡=VEさ

1. To conduct basic and applied･ research on issues'

related. to the environment

2. To conduct relevant and practical training on

environnental issues for youth and extension workers

froTA ASEAN member countries

3. To disseminate information on current development

pertaining to the environment

4. To promote cooperation and to assist ASEAN ne血er

countries on environmental nanagenent and

conservation

5･ To.provide consultancy and advisory services in

speciali2:ed areas of environmental nanagenent

6. To establish connon basic analytical and laboratory

facilities for the purpose of training and research

B℡RtlCTtTRE/ORGAFr弘℡ =甲

The Center shall be mn by a J3oard of Directors With the

Directo-I-General of杜ARD= as the Chairman. The He7hbers of

the Board shall comprise the Heads or the Directors-General

of the Department of the Environment or their eqpivalent
agency fro7n each member country. A representative fron the

Japanese Technical Ass.istance Programe shall attend, a占an

observer/advis甲. every Board Heeting which should be held

every 3 nonths or so. The Director of the.Center, to be
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appointed by ASEÅN-COFAF, shall serve as the Secretary of the

Board.

℡vo proposals for the
･Centre-s organizational structure

●

are 91Ven aS Charts in the appendix.

The Chaiman of the Board shall report to the Chaiman

of ASEAN-COFAF. The Center shall be headed by･ a Direc!tor Who,

preferably, should be an experienced scientist trained and

knovl¢d9eable in many甲peCtS Of environmental science and

management. The Director shall be assisted by a Deputy

Director.

B℡AFF ZNG

Based on the structure proposed, the respective Heads of

Divisions and their teaching staffs shall be personnel on

contract employment or seconded from relevant agencies of

nenber countries. The period of service for divisional heads

should be at least 3 years( or may b声reneVable should the･

Board so decide.

For the旦幽幽the following maコOr

disciplines are to be. included:

I

I

I

I

I

I

★

I

★

Integrated Pest Management (=PM)
Ecology

Forestry

Soil Resources and Conservation

Genetics and Physiology
●

Design and Engineering

Socio-economics
Environmental Chemistry

=nfomation Technology and Data Base

℡YPEB OF COtlR8E8 且ND ℡ZuZF=NG ?ROPO8ED

The types of courses that will be lnade available are

deslgrLed to cater for the needs of two distinct target

grOupS･

1..出道

● Bhort-tezn courses. This kind of training is to cater

to personnel Who are involved in general aspects such as

environnental education and whose duties are to create

public awareness to environmental problem and pollution;
The duration for these courses should not be more than

tbree months.
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★ certificate courses, This training should last about 6

months or longer and Tneant for fresh graduates, Who Want

to advance in their career development on environmental
nanagenent. .The aim will be to provide necessary

technical skills and know-bow on current issues

pertaining to the reg10nTs environment.
●

2.基地出違

★且dvanced cour5e$ On BPeCialisFed fields

courses should be designed for graduate

young scientists or researchers who, nay
informed on current research activities

. These training

students and

want to be kept

and development.

★ post-graduate progranne. A limited nu血ber of students

on z4asters programme related to the field on

Environnental Science and Management registered in

universities of ASIAN countries can carry out their

projects at the Center where facilities and expertise are

available. Vhere certain facilities and expertise may

not become available, relevant part of the project could

be arranged to be conducted in other countries such as

Japan, TIS and others.

FACILITIES

Facilities proposed for the Center shall include the

following :

1. Administration

2. Hostel (dormitory)

3. Library

4. Teaching/Demonstration Laboratories

5. Research Laboratories

6. Teaching Blocks

7. Equibments (for teaching and research)

8. Field facilities to include':
★

Glassbouse/Growth chambers

'Working shed/Store r?on
★ Demonstration plots
★ Researcb trial areas

I sites for disposal and decontamination

(designs ranging from simple technology

coDPlex ones)

9･ Canteen-Gun-Dining Hall
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1.地盤

This should be a地block to house the folloving:

*

★

★

★

★

★

★

*

Display & Exhibition area

Reception area

Directorls office
Deputy Directorls office
Offices for Heads of Divisions
Administrative area

Meeting room

=nformation & Extension section

2. Hostel

A主ニ+堤_地dormitory building is proposed to cater

for not 7nOre than旦旦residents at any one time.

3.出地

The block should preferably be a地building to

house the姐丑地and地主幽
sections. The ground floor be allocated to Publications and

Advisory a consultancy and the first floor should contain the

Library and Audio-visual unit.

4.也

The proposed teaching block should be a separate地
building adjacent to the Administration Block to house three

幽星匙坦塾む⊥each with a seating capacity of 30) and two

& & (one.with a seating capacity of 80 and the

other 50). The Seminar Rooms should be ldcated on the ground-

floor and the IJeCture Halls on the first floor. A general

Purpose room Should also be provided.

5.王皇地主星

The facilities shall include najOr Structures for research
■

and storage purposes, and these are:

a･ Working Shed
-

the proposed structure will include:

★ 1

★ 1

★ 1

★ 1

* a

room

room

rO Om

rO On

Space

for

for

for

for

fo

storage

storage

storage

storage

of

of

of

of
ど machinery

pesticides
fertilizers

chemicals

cylinder gas and tools

and parking of･ office vehicles

b･ Glasshouses - th'ree units are proposed

c･ Znsectaries - two units will be required in the field.
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6.空地

The laboratories should be differentiated, one for

research and the other for teaching and training purposes･
Rooms for visiting researchers should also, where suitable,

be set aside in the teaching laboratories.

A. Research Laboratories

●

Adequate laboratory space should be given tO the

following areas/disciplines where research are to be

conducted

'
.

1.

2.

Integrated Pest Xanagement ■Laboratory (1 unit)
･ The

laboratory is identified for:

★

★

★

★

★

*

工nsect.▲ animal reference collection and museum

plant herbarium

Biological control studies
●

Resistance Tnanagement Studies
pesticide and toxicology studies
Disposal and decontamination of pesticides studies

The proposed si2;e Of the laboratory is 601軍30.

plant-Boil-Water Analysis/LISA/Plant i Aninal

physiology Laboratory (1 unit) ･

The･proposed size is 36I x 30I･

3. Pollution AssFeSSment & Control Laboratory (1 unit)

This laboratory will cater for studies

po11ution and agricultural wastes･

The proposed size is 361 Ⅹ 30I･

4. Forestry A Ecology Laboratory (1 unit)

The proposed si21e is 361 Ⅹ 30l･

in industrial

B. Teaching Laboratory

The proposed size of the laboratory is 60 Ⅹ 30l･

7.地主

The building should be able to accommodate a maximum of貞旦

persons. official functions could also be held here･
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EQtlエP泣EN℡

The Centet should be complete with:

★ ?ersonal conputerさ(6 units, hard disc) with

sufficient printers including at least 1 Laser

printer.

★
Audio-visual ■eqTlipnent

★ Re5earCh eqvipment5.

The main items for research eqpipments required are as･

follows;

★ Gas-1iqpid chronatographs (glc)く3 units)･ for training
●

purposes, equipped with F=D. ECD, FPD. ÅF=D

★
High-Perfoman?e iiqvid Chromato9raPhs

･
(hplc) (3

units) for training purposes equipped With variable
ロⅤ-wavelength detectors, post-coltlmn derivatising unit
and fluorescent detectors.

★ Gas-1iqTlid chromatograph-Mass spectrophotoneter unit
(1 unit) for research purposes.

★ High-Performance LiqTlid Chronatographs-Mass

Spectrophoto7beter unit ( 1 unit) for research

purpOSeS ･

★
Atomic Absorption spectrdphotoneter ( 1 unit) for

training purposes

* Atomic Absorption Spectrophotoneter ( i unit) for

research purpo畠es

* Electrophoresis set-up L (1 unit)

★ High Resolution Microscope (1 unit)

* Student microscopes consisting of several types. The

nunber would correspond to the number of trainees.

* Liquid Scintillation counter (, 1
unit)

* Sample Oxidizer for radioisotope training and research

★ 工neubators

★ Grdwth chambers

*
Mobile Analytical & Demonstratioh unit for Poユ1utants

(1unit)
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GAmGE

Ade‾quate provision for garage facilities should be. made

･a寸ailable
in the working shed area1 0r nearbyt for all

vehicles belonging tO the Center･ Parking.shed for staff
●

vehicles may also be necessary･

CtlRRZ CtlLtlX

Below are the proposed courses and curriculum for

teaching and training.

1 ･ 払vironnent =nprovenent

★

★

★

★

I

Social and technical approaches
Environmental degradation

Environmental laws and regulations

Risk assessment

Legal and economic issues in practice: case histories

2. Exploitation of Global Re50uice5

2.1 星9il and Aqriculttlre

★

★

★

★

★

★

plant nutrients

Soil structure
The basic techniques of agriculture. Future techniques

-=PZ4 and LISA.

Soil erosion
Chemical fertilization and loss of
the soil ∵ 'organic farming
Agricultural disruption caused by

organic matter in

improper irrigation

2･2 里辿
●

* I･and use planning
* Urbanisation. and urban land use

★ Consequences of urbanisation
★ Environm?ntal crisis in the citi甲: Case histories

2.3 Land tlse

*

★

★

☆

I

★

★

i

℡roplCal rain forest

Forestry in 'developed countries
Coastlines and marine estuaries
Freshwater wetlands

Government lands and the conservation movement

National parks

Park nanagenent

Reafforestation
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3.0 Resources

3･1 呈出j延皇!坦

* Environmental problems caused by niningp and drilling
* Environmental problems caused by production of

★

★

★

★

synfuels

Environmental conseqTlenCeS Of using renewable
resources

Electricity and tbemal pollution
℡he politics and economics of an energy transition
Socio-economic problems associated with energy

transition

3.2 旦蔓圭_er Resource5 and Their t15e5

★

★

★

★

★

Groundwater

Dams

Desalination
Cloud seeding

℡也e future of water resources

4. ChemicalB in the Environment

4.1 Wnnent and r[unan Health

*

*

★

★

I

★

I

★

4.2

★

I

★

Environmental hazards to health

Definition of poison/toxic substance

Testing of toxic Substances
Sources of ha2:ardous chemicals

Disposal of toxic chemicals

Chemical accidents ln industry

Chemicals in foods

Noise

Pest Control

Problems
･with pesticides

Other methods of pest control

Economics and social choices of pest control

4.3 yater Pollution

★

★

★

★

*

★

★

★

工mpurities in water
pollution of inland waters

Industrial Wastes in water
Groundwater pollution
Marine and coastal pollution
Effects of water pollution on human health

甘ater purification
Legal and economic strategies in water pollution

control
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4.4 Air pollution

★

I

★

★

★

★

I

★

I

The atmosphere and meteorology
Sources of air pollution
Effects of

lair
pollution and global temperature

02:One in the stratosphere

Acid rain
Nuclear warfare and the atmosphere

Control of air pollution
ェndoor air
Public policy aspects of air pollution control

4.5 8olid Wastes

*

★

★

★

★

Disposal
_on

land and in the ocean

Energy from refuse

Conservation
Recycling

Solid waste nanagenent

5･O Decontaminationt Di声pOSal and =nc!ineration Technologies

6･O Po11ution王:nglneering - Designs and Efficiency
●

REQtl=RE比EN℡B FOR EXPER℡=SZ;

For the Centre the following core group of experts should
be enlisted･ For certain fields more than one may be

necessary ･

1. EntomologisLt (=hsect Ecologist)

Personnel should have adequate knowledge and experience
in the following areas:

●

* Biological control of insects using natural
★ Environmental manlpulations to overcome pest

problens

Personnel should Work with toxicologist, forest

agronomist and plant pathologist wherever needed.

2･ Entonologi5t (Toxicologist)

enemleS

Personnel should have adequate knowledge and experience
in the following areas:

* Pesticide toxicology
* netabolisn and fate of pesticides
* Pesticide behaviour in the agricultural systems
★ Analysis of environmental saTnples for pesticides
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★

★

★

I

★

★

Radioisotope techniques in the study of pesticides in

the environment.
pesticide resistance and related mecbanlsms.
Use of analytical instruments to confirm resistance
Pesticide registration procedures

FÅo/WHO凹RLs and standards for pesticides

Pesticide decontamination and disposal techniqTleS

Personnel should work closely with other entomologist,
weed agrononistr plant pathologist( forest agrononist,

●

engineer and economist.

3.甘eed且gronomist/Eerbologist

Personnel should have knowledge and experience in the

following :

★

★

I

I

I

Herbarium collection and identification of Weed

species
Use of microbes against weeds

Resistence of weeds to herbicides
Zero tillage
Weed control practices wltb emphasis on I｡工SA

●

strategies
★ Microbes-herbicide synerglS7n

●

* =ntegrated Weed nanagenent

4･ Plant Pathologist

Personnel should have experience and knowledge in the

folloving areas:

★

*

Identification.and control of crop diseases (fungal,
viral and bacterial).
Genetic engineering of microbes that have potential

■

for use in controlling insects and weeds.
* Enhanced pesticide degradation by nicrobes

-

isolatiorl, identification and utili2:ation.

Personnel will need to work closely with toxicologist,

weed agrononist and engineer.

5. Soil ConsBerVationisLt

Personnel should have experience and knowledge in the

following areas:

★ soll
★ Soll
★

soil
* L=SA

reSく)urCeS

erosion processes

nanagen&nt

strategies
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The personnel should work closely With the forest

agronomist

6･ Forest Agrononiさt

Personnel should have knowledge and experience in the

following areas:

* Forest nanagenent and reafforestation
★ Forest ecology and wildlife conservation

Personnel should work closely with entomologists, plant

pathologist and soil conservationist.

7 ｡ I)feeder/Geneticist

Personnel should have knowledge and experience in the

following areas:

* Global vaming and its effects on agriculture, animal

★

★

★

husbandry and forestry

Water nanagenent

Crop, animal and timber production

Testing of varieties to different environmental

conditions
★ Development of new varieties adapatable七o global

wiming
* Review of integrated farming systems to nininise

emissions of greenhouse gases

Personnel will need to work closely with weed

agrononist, forest agrononist and entomologist.

8. Agricultural Engineer

Personnel should have knowledge and experience in the

following areas:

★ Anti-pollution designs and their operation
* Agricultural waste management

Personnel will need to work closely with toxicologist

and plant pathologist

9 ･ Environmental ZliologisLt

Personnel should have experience and knowledge in the

following areas:
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* Biological studies in industrial pollution
●

10. Environnental Chemist

Personnel should have experience and knowledge in the
following areas:

★ Analysis of industrial and other pollutants
* Operation of a range of analytical instruments

The personnel will need to work closely with ･englneer
●

and biologist.

ll. Economist

Personnel should have knowledge and experience in the

following areas:

*
Cost/benefit analysis of environmental projects

* Price elasticity of connodities (agricultural)
★ Economics of pollution
★ pollution laws

Economist is required to work closely with the rest of
the personnel in the Center･.

12･ 8ystem且nalyst

Personnel should have training and experience in the

following:

★ Expert systems for environmental applications in:
･ sampling, analysis and data validation
. prediction of toxicity
. performing risk assessTnentS
･ costing of remedial action using model
. other related fields

★

★

★

★

★

Data collection
Data processing

Data retrieval
Progrann i ng

Simulation

Personnel will need to work closely with the other

researchers.
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ÅLTERNA℡=VE N且XEB FOR THE CENTRE

l･ Malaysian-ASIAN Youth Centre for Environmental Management
2. Malaysian-ASIAN Youth Centre for Environmental

Conservation

CONCLtlB ION

bur hea⊥th, natural environment and quality of life Would
be threatened by environmental pollution if we do. not change

●

our strategleS'in exploiting natural resources. Environmental

pollution arises primarily from a coTnnOn Cause, Our ambition
to build increasingly sophisticated, large-scale agriculttlral
and industrial.1nfrastructures.工n the past two decades. the

public has become nope aware of environmental and potential
health problems associated With modern taming,

industriali2:ation and urban development. People have become

concerned that surface and under9rOund water supplies are

being polluted with an increasing number of contaminants from

agricultural production. They have also become increasingly
aware of pesticide residues in food. The substitution of
manure with synthetic fertilizers have resulted in the need
for disposal of large volumes of manure on agricultural
areas･ =nproper nanagenent of soils has resulted in soil

erosion and compaction which in return have 91Ven rise to
●

many agrononic problems. The public are increasingly more

critical of the air. 甘ater and waste pollution that were

introduced by industrialization and urban development.

Consequences such as global warming, toxic wastes and acid

rain are now publicly debated.

●

Developlng countries nleed to progress rapidly to keep pace

with the standard of living experienced by developed

economies. ℡he process nomally taken by countries to reach
higher economic status unfortunitely are also linked to

processes that contributed towards environmental pollution.
●

For economy to advance, foreign investment and loans are

needed･. Very often'nowadays, lending agencies for

developing countries are
reqTl与red

to integrate environmental
interest into their lending policies･･ This integration is

peeded to ensure economic growth in the region Without
●

further deteriorating the environment. These agencies must

establish effective environmental safeguards for their

activities and must actively contribute to the environmental
restoration of the region. The developing economies,
therefore, must initiate progrannes to restore their

environment before these loans can be approved･
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Against this backdrop, the Center is expected to contribute
in a big Way to reverse the serious environmental danage･ that

is nov occurring in the region. =t will serve as a focal

point for collecting and collating data on the state of the

environment throughout the region( and will provide advice to

governments and agencies on how best to cope With such
problens･ =t will hold meetings and courses on environmental
topics and encourage work and study by visiting scientists

and students.

Znitially, the center will target its efforts on these

important areas:

*
reducing the health impacts of environmental degradation

★
encouraglng甲Ore cost-effective pollution prevention

and less reliance on pollution control
facilitating adoption of energy policies to support
lowering pollution levels.

reconnending realistic goals for waste ninini2:ation,
reduction of emissions and spills. and reduction of
large inventories of toxic chemicals.

I

I

Finally1 Only through many of the activities from such a

Proposed Centre, ･wi11
there be a meaningful and concerted

●

effort on a regional basis to address the connon issues and

problems of the environment Which is increasingly afflicting
us･ =t is indeed timely and appropriate that such a centre
be launched in this last decade of the present century.

AC ⅣOWLEDGE比EN℡B

W早WOuld like to place on record here and acknowledge

valuable comments

Soetikno of ASEAN

draft proposal.

prepared by

Ahned Anvar =smail

Ghulan Hohd I(ashim
Ong 8早ng Ⅱock

10 April 1991

and inputs generously offered by Dr S･

PI･ANTZ towards the preparation of this
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ⅡⅠ.フィリピン共和国水利組合地域生活改善計画
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1.位置図
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2.地区の概要

(1)経緯･背景

上位計画

.7イリピン政府は現在中期フィリピン開発計画(1987-1992)を実施中であるが,

この計画の中で1)貧困の軽減､ 2)平等と社会的公平の実現を目指している｡本

計画はこの上位計画の一環としての港敵地域農村の平等､社会的公平の実現のため､

農村の生活の改善■事業の可能性を検討する調査を計画中である｡

匪蓮鼓塑

当計画関連の計画としては以下に示す各計画がある｡

1)アッパーパンパンガ河プロジェクト

当計画は1970年代に計画実施されたプロジェクトで､中部ルソン平野の北部ヌ

エバエシハ県の約8万ヘクタールの受益面積を持つ落款事業で､農業藩政のみ成

らず発電､洪水制御,上水･工業用水僕給,魚類保護等の多目的事業である｡本

計画はその後のフィリピンの多くの港耽事業の模範的事業となり､ほとんどの港

激辛業で本計画の例を設計基準においている｡当計画との開運としては,本計画

の藩政地域の水利組合(サマハンナヨン)の生活改善事業である｡

2)国家港瀧システム改善計画ⅠおよびⅠⅠ

当計画は全国の合計約12万ヘクタールにわたる港故地域の港概システムの改善

計画であり,世銀のローンによって1977年から1989年にかけて実施された事業で

ある｡本計画とは､当計画の事業の一部が当該系各地に含まれており,対象とな

る予定の水利組合も含まれる｡

目的

本計画は港敵地域の農村の､経済活動を活性化資､農村の収入の増大を図り､農

村の生活の改善を実現しようという構想のプロジェクトであり,最終的には水利組

合の積極的活動による農村の活性化のモデルケースの展示を行なうことが目的とな
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つている｡

実施機関

本計画は､公共事業省の下部組織である国家港瀧庁,プロジェクト開発部におい

て検討されているもので､未だ公開されたいない計画である｡プロジェクトは当部

によって開発立案されるが､計画の実施は同省の組織開発部,農民支援課が行なう

ものと考えられる｡

(2)地区概要

位置,面積､人口

フィリピンは北緯4度23分から同21度25分､東経116度から126度30分に位置する

南北に細長い,大小約7,100の島々からなる島国である｡この国の最大島である､ル

ソン島の中央部に位置する中部ルソン平野の北部を占める県､ヌエバエシハが本計

画の候補地であり､北緯15度から16皮付近,東経121度前後に位置する県である｡

本県は､フィリピンの全面積約30万平方キロメートルの約1.8%に当たる約5,300平方

キロメートルを占めている｡また,人口は全国の約6,070万に対し,約2.2%に当た

る約130万人と成っている｡ (1990年限在)

地形,気候

各島の基本的地形は､第三紀の度重なる造山運動による摺曲や断層のほか様々な

火山活動のもとに形成されており､化成岩や珊瑚､石灰岩の他ほとんど全ての岩石

が見られる｡当ヌエバエシハ県は北東部に山脈をいただき､その山中には同国最大

のパンタバンガンダムが建設され､この地方の水がめとなっている｡

気候は､地形の多様輝から必ずしも一様ではなく､大別すれば北半分の島々には

雨期と乾期があるが､南半分の島々では明瞭な雨期,乾期の区別がない｡本計画の

候補地,ヌエバエシハは前者に該当し､雨期､乾期がはっきりしており､時には数

カ月間全く爾が降らないこともある｡
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産業,その他

当県は,古くから稲作を中心とした農業県である｡ 1970年代以降は潅瀧施設の整

備も進み､年間2-3作の稲作が可能七なった｡県庁はパラヤンにあるが,経済の

中心はカバナトアンとムニヨスであり,特にカバナトアンは市になっており,人口

約17万のこの地方の最大都市となっており､同県の物淀のキーステーションとなっ

ている｡また､当地は1990年のルソン島を襲った大地震の震源地でもあり,カバナ

トアン市は大きな■被害を被った都市の一つである｡

3.計画概要

(1)構想･目標

本計画の目標は農村経済の活性化を促進することによって､農村生活の改善を達

成することにあり､そのための可能性検討の開発調査を実施することにある｡

計画構想としては,

1)農産物涜通の合理化と農民の手による管理

2)農村工業の助成と農民資本による道草

3)農村栄養改善と農村保健の充実

4)農村の家内工業開発による農家の現金収入獲得の推進

等の実現を掲げている｡

(2)主要計画構成要素

本開発調査の結果､可能性のある開発要素としては以下の各事業が考えられる｡

1)水利組合の拡大組織としての地域農産物流通農協の強化と貯蔵施設強化計画

2)農産物加工工場の設置と地域農民の資本参加､農村雇用拡大の促進

3)農村生活改善運動の推進,生活改良普及員の増強及び簡易保健所の設置

4)地域特産物等の利用による家内工業の推進のための訓練施設の充実

以上の各要素は､多くが無償資金協力によって実現可能な事業となるが､-全国的

な普及のためのモデル事業となるべき事業であり､普及のための技術移転のための

専門家による､技術協力の供与の必要性が高くなるものと考えられる0
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4.総合所見

(1)技術的可能性

本開発調査そのものに関して､技術面での問題はほとんどないものと考えるが､

具体的事業の実施に際しては､親戚の再編,施設建設のための土地の取得等の問題

が指摘されよう｡

(2)社会･経済的可能性

計画実施の技術的問題が解決されるとして,事業開始に際しては社会的,経済的

な問題は数多く出てくることが予測される｡例えば､既存の水利組合が農民の営利

を目的としているものではなく､港耽水の利用費の支払､利用調整のための組合で

あるため､このままでは農産物流通の合理化を目的とした農協への最組織を実施す

る場合に､組織農民の合意が得られるのか､最組織の際の資本負担の問題点等,解

決に困難を伴うことが予測される｡開発調査実施に際しては､このような問題点へ

の対応策をある程度準備して臨む必要がある｡

(3)現地政府の対応

フィリピンは､現在アキノ大統領の後継大紋領選挙を間近に控えており､次期大

統領による新政策によって､国家計画そのものの変更がありうるため,各省庁共具

体的政策の立案に積極的ではなく,同省からNEDAへの要請書提出に時間が掛かる

ことが懸念される｡更に､同国からの本邦への開発調査の要請件数は極めて数多く,

NEDA内での優先順位を得るためには,引き続き同省庁のフォローアップは不可欠

である｡また､地方の潅瀧庁支所が,現在地方自治体との統廃合の対象となってい

るため､本件への対応が余り積極的ではない様子が窺われた｡
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艶査旦整盈地盤壁

しJ

＼J⊃

日程表 調査員名並びに経歴

日数 年月日
[Vl発地 到着地 宿泊地 備考 調査員名 経歴

1

H/3/12/1-7土

バンコク ジャカルタ

バンコク 自社業務 大西書久 昭和47年3月帯広畜産大学卒菜

12/8日 ジャカルタ 移動 昭和53年3月北海道大学大学院博士課程修

2

3

12/9月

1210火

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

農業省､大使館､

JICA表敬訪問

ランボンBBI他訪問

昭和53年4月金子農機株式会社入社

昭和56年10月中央開発株式会社入社

昭和62年9月システム科学コン仰クンフ株式会社入社

4 12/11水 ジャカルタ ハ●ンシ●ヤhJ＼●ルーハ◆ンシ●ヤkJ､○ル_t'ヌアンク＋BBI他訪問 平成3年4月-現在同社農産開発部長

5 12/12木 ハーンシーヤルハールージャカルタ ジャカルタ ヨラングBBI他訪問

6

7

12/13金

12/14土

ジャカルタ

ジャカ)i,タ

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

ジャカルタ

農業省､大使館､

JICA報告

マランBBI訪問

8 12/15日 ジャカルタ クアラルンプール クアラbn.-〟 移動

9 12/16月 ク7テルン7o-〟 ケアラルン7o-〟 クア沖ン7o-〟 農業省､MARDl訪問

10 12/17火 ク7沖ン7o-〟 マニラ マニラ 移動

ll

12

12/18水

12/19木

マニラ

マニフ

マニラ

か＼●ナけン

マニラ

か＼●ナトアン

大使館､JICA､

国家藩政庁訪問

NtAl)-シ●ヨン3事務所訪問

13 12r20金 hJ＼○ナけン マニラ マニラ 現地視察,移動

14 12f21土 マニラ マニラ マニラ 資料整理

15 12r22日 マニラ マニラ マニラ 資料室理
16

17

12J23月

12r24火

マニラ

マニラ

マニラ

東京

マニラ 大使館,JICA,

国家港耽庁訪問

帰国


	表紙
	まえがき
	目次
	Ⅰ．インドネシア共和国未開発地域農村開発計画
	1．位置図
	2．地区の概要
	（1）経緯・背景
	（2）地区概要

	3．計画の概要
	（1）構想
	（2）目標

	4．総合所見

	Ⅱ．マレイシア農業環境保全センター
	1．位置図
	2．地区の概要
	（1）経緯・背景
	（2）地区概要

	3．計画の概要
	（1）構想・目標
	（2）主要施設諸元

	4．総合所見
	5．添付資料

	Ⅲ．フィリピン共和国水利組合地域生活改善計画
	1．位置図
	2．地区の概要
	（1）経緯・背景
	（2）地区概要

	3．計画の概要
	（1）構想・目標
	（2）主要計画構成要素

	4．総合所見

	調査日程及び調査員の経歴

