
平成１４年２月２８日

国連アフガニスタン特別ミッションへの政務官の派遣について

１．わが国政府は、高橋博史在ウズベキスタン大使館公使を国連アフガニスタン特

別ミッション（ＵＮＳＭＡ：United Nations Special Mission to Afghanistan）

に政務官として、２月２８日（木）から７月３１日（水）まで派遣する。派遣先

のポストは政務班長の予定である。

２．高橋公使は、アフガニスタン情勢に精通し、現地語にも堪能であり、ＵＮＳＭ

Ａへの政務官としての派遣は２度目（前回：１９９６年１０月から１９９８年６

月）になる。

３．わが国は、かねてより中立的な立場から、アフガニスタンおよび周辺諸国の平

和と安定、経済的発展を追求し、国連と協調してアフガニスタン問題の解決に積

極的な貢献を行ってきている。今回の派遣は、国連の和平努力支援の一環として

行うものである。

わが国としては、これまでにも、１９９６年から１９９８年まで高橋博史政務

官を、１９９９年６月から２００１年１０月まで田中浩一郎政務官をＵＮＳＭＡ

に派遣しており、こうした政務官の派遣は具体的な国際社会への貢献として国連

はもとより国際社会からも高く評価されている。



平成１４年２月２８日

ジンバブエ大統領選挙への選挙監視団の派遣について

１．わが国政府は、３月９日（土）、１０日（日）の両日に行われるジンバブエ大

統領選挙に際し、瀬崎克己元南アフリカ大使（団長）、青木一能日本大学教授ほ

か３名の選挙監視要員を３月３日（日）から１４日（木）までジンバブエ共和国

に派遣することとした。

２．わが国選挙監視要員は、ジンバブエ滞在中、英連邦諸国、ＳＡＤＣ（南部アフ

リカ開発共同体）加盟国等から派遣される選挙監視団と協力しつつ、大統領選挙

の準備、投票、開票作業等の監視を行う予定である。

３．今回の大統領選挙は、２０年以上政権の座にあるムガベ大統領が進める土地改

革問題等に起因する政治的・経済的な困難の中で行われるものであり、今次選挙

が自由かつ公平に行われるか否かは、ジンバブエにおける民主主義のあり方を占

う上で重要な意義を有するものである。



平成１４年２月２８日

ナイジェリアに対する無償資金協力（ノンプロジェクト無償資金協力）について

１．わが国政府は、ナイジェリア連邦共和国政府に対し、１０億円を限度とする額

の無償資金協力（ノンプロジェクト無償資金協力）を行うこととし、このための

書簡の交換が２月２８日、アブジャにおいて、わが方松井啓在ナイジェリア大使

と先方マグナス・クパコル大統領首席経済顧問（Dr. Magnus Kpakol, Chief

Economic Adviser to the President of the Federal Republic of Nigeria）と

の間で行われた。

２．ナイジェリアは、かつては西アフリカ有数の農業国（コーヒー、ココア、パー

ム油等が主たる産品）であったが、原油輸出が活発化した結果、原油に依存する

経済構造になった。７０年代にはオイル・ブームで急速な経済成長を遂げたが８

０年代の石油価格下落以降は、慢性的な財政赤字、巨額の累積債務、多くの未完

成大型プロジェクト等が残され、放漫財政、経済構造の歪みといった経済の脆弱

性を露呈した。

オバサンジョ現政権下では、政府の透明性確保、公営企業の民営化、原油生産

地域の諸問題等が依然として大きな課題となり、経済構造改善に向けた努力を継

続しており、１９９９年２月から国際通貨基金（ＩＭＦ）によるナイジェリアが

取り組んでいる経済構造改善計画のモニターが行われた（スタッフ・モニタード

・プログラムプログラム：ＳＭＰ）。その結果、２０００年８月には、ＩＭＦか

らの新借入れ取決め（スタンドバイ取決め：ＳＢＡ）が合意され、このプログラ

ムの下での経済構造改善努力が進められてきた。インフレ等の影響により、ＳＢ

Ａの継続には至らなかったが、再度のＳＭＰを経て、新たなこのプログラムの実

施、次期経済改革プログラムが検討されている。

今回のノンプロジェクト無償資金協力は、同国の構造調整計画の実施を支援す

るもので、ナイジェリア政府が経済構造改善の推進に必要な商品を購入する代金

の支払いのために使用される。



平成１４年２月２８日

アタラ・ハマッド・バシール政府間開発機構（ＩＧＡＤ）事務局長の来日について

１．アタラ・ハマッド・バシール政府間開発機構（ＩＧＡＤ）事務局長は、３月５

日（火）から９日（土）まで、外務省の招待により来日する。

２．バシール事務局長は、滞在中、政府関係者およびＪＩＣＡ（国際協力事業団）

関係者と会談し、ソマリア和平プロセスおよび東部アフリカ地域におけるテロ対

策や和平問題、また、東部アフリカ地域の開発問題について意見交換する予定で

ある。

３．なお、ＩＧＡＤは、本年２月に開催された外相会合において、ソマリア和平問

題について近隣諸国と共に技術委員会を設立し、また、本年４月後半にソマリア

のすべての紛争当事者を集めた全国和解会議を開催予定であるほか、スーダン和

平問題等に関し小委員会を設立する等、東部アフリカ地域の紛争問題等への取り

組みを行っている。

（参考）

ＩＧＡＤは東部アフリカ諸国７カ国（スーダン、エチオピア、ソマリア、ウガ

ンダ、ケニア、ジブチ、エリトリア）で構成される地域国際機関で１９８７年に

設立。域内国の持続可能な経済発展を目標とし、域内経済協力および経済統合の

促進を目指しており、食糧安保および環境保護、インフラ（特に運輸・通信）、

紛争防止・管理・解決等を優先分野として活動を行っている。



平成１４年２月２７日

アフガニスタンの「小児感染症予防計画」のための
ユニセフに対する無償資金協力について

１．わが国政府は、アフガニスタンの「小児感染症予防計画」の実施に資すること
を目的として、国際連合児童基金（ユニセフ）に対し６億６，７００万円を限度
とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月２７日
（水）、カブールにおいて、わが方駒野欽一在アフガニスタン臨時代理大使と先
方アンジェラ・ケアニー在アフガニスタン・ユニセフ代表代理（Ms. Angela
Kearny, Officer-in-Charge, UNICEF Office in Afghanistan)との間で行われた。

２．アフガニスタンでは、４人に１人の子供が５歳までに死亡する等、幼児死亡率
が極めて高く、子供の死因の上位を占める麻疹およびポリオの感染症対策が急務
である。
麻疹については、１人当たりわずか１ドル程度のコストで予防接種が可能であ

るにもかかわらず接種率は３７％にとどまっており、毎年３万５，０００人が死
亡、小児の死因の４０％程度を占めている。
また、ポリオについては、発生数が多いパキスタンと国境を接しており、累次

の紛争のため十分なワクチン接種活動を行うことができなかったことから、依然
１００件以上のポリオ症例が見られ、ユニセフ・ＷＨＯ（世界保健機関）のポリ
オ撲滅重点国となっている。
こうした状況下、ユニセフは、麻疹およびポリオの両感染症対策を進めており、

米国同時テロ多発事件以後もタリバーンと北部同盟の間にワクチン輸送・接種の
期間は戦闘を中断する「静粛の日」を設定し、ポリオワクチンの全国一斉投与
（ＮＩＤ：National Immunization Days）を実施した。
ユニセフは、アフガニスタン暫定政権とも協議の上、「小児感染症予防計画」

を策定し、この計画の麻疹およびポリオの予防接種を実施するために必要なワク
チン、注射器、コールド・チェーン機材等を調達するための資金につき、わが国
政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。

３．この計画の実施により、生後６カ月から１２歳までの子供（約８００万人）に
対する麻疹の予防接種および５歳未満の子供（５００万人以上）に対するポリオ
の予防接種が可能となる。なお、本件協力は、本年１月、アフガニスタン復興支
援国際会議において、わが国政府が支援を表明した向こう２年６カ月で５億ドル
までの復興支援の一環として実施されるものであり、支援表明後、最初の一般プ
ロジェクト無償案件である。



平成１４年２月２７日

東アジア・ラテンアメリカ協力フォーラム（ＦＥＡＬＡＣ）

「経済・社会」ワーキング・グループの開催について

１．東アジア・ラテンアメリカ協力フォーラム（ＦＥＡＬＡＣ）「経済・社会」ワ

ーキング・グループは、３月７日（木）、８日（金）の両日、東京（三田共用会

議所）において開催される。

２．この会合には、中南米側からブラジルを初めとする１５カ国国の国々と東アジ

ア側から中国を初めとする１５カ国の国々の経済、社会分野に精通した有識者等

が出席する。この会合では、日本側は細野神戸大学教授が、ペルー側はフェアリ

ー・カトリカ大学教授が議長を務める予定である。

３．この会合では、経済・社会分野における東アジアと中南米諸国が抱える共通の

課題について分析し、将来に向けていかに両地域が協力関係を強化していけるか

について議論を行う。なお、今回のワーキング・グループにおける成果は、今後

予定されている第２回ワーキング・グループでの議論の結果も含めて２００３年

の第二回外相会合（於：フィリピン）において報告される予定である。

４．この会合は、昨年３月に行われたＦＥＡＬＡＣ第一回外相会合（於：チリ）の

際に設置が合意された３つのワーキング・グループの一つであり、日本とペルー

は共同議長国となることに合意した。



平成１４年２月２７日

アフガニスタン支援調査団の派遣について

１．わが国政府は、アフガニスタン支援調査団を、３月１日（金）から１５日

（金）までアフガニスタンへ派遣する。この調査団は、１月に東京で開催された

アフガニスタン復興支援国際会議を踏まえ、派遣されるものである。

２．この調査団は、外務省員および国際協力事業団（ＪＩＣＡ）の職員を中心とし

て構成される。

３．この調査団は、主に次のことを行う。

（１）教育、保健・医療、メディア・インフラ（テレビ局等）、女性、難民支援・

再定住促進を中心とするわが国の支援計画検討にあたっての短期および中長期の

需要調査

（２）教育、保健・医療、テレビ局等につき早期に実施すべき応急復旧作業の対象

選定

（３）その他、今後のわが国援助実施のための準備作業（援助実施手続の確認、カ

ブールにおける活動拠点の確保等）

４．この調査の結果を踏まえて、わが国として応急的な復旧作業を始めとして、早

期に目に見える支援を実施していきたい。



平成１４年２月２７日

日・パキスタン外務次官級協議の開催について

１．日・パキスタン外務次官級協議は、２月２８日（木）、東京（麻布台別館）に

おいて開催される。

２．この協議には、日本側から高野紀元外務審議官が、パキスタン側からハック外

務次官が出席する。

３．この協議では、日・パキスタン二国間関係に加えて、米国同時多発テロ事件後

の状況を踏まえ、国際社会によるテロとの闘いへの両国の取り組み、アフガニス

タン問題や地域情勢、軍縮・不拡散問題を含むグローバルな問題について幅広い

意見交換が行われる予定である。

４．なお、前回の日・パキスタン外務次官級協議は、２０００年２月、イスラマバ

ードにおいて、加藤良三外務審議官（当時）とアフマド外務次官（当時）との間

で行われた。



平成１４年２月２７日

東チモール大統領選挙への選挙監視団派遣の準備開始について

１．わが国政府は、国連からの要請に基づき、東チモールにおける大統領選挙に対

する選挙監視団の派遣について、政府部内で検討を進めてきたところ、東チモー

ルの独立と国造りに向けて出来る限りの協力を行うとの方針の下、国際平和協力

法に基づき、４月１４日（日）の大統領選挙前後に選挙監視団を派遣する方向で

所要の準備を進めることとした。

２．東チモールでは、２００１年８月３０日にＵＮＴＡＥＴ（国連東チモール暫定

行政機構）により憲法制定議会選挙が平穏裡に実施され、その後東チモール行政

府が組織され本年５月２０日の独立に向けて準備が進められている。

３．わが国は、東チモールに対して、復興開発支援、人道支援を行うなど、独立と

国造りに向けての協力を積極的に行っており、今月１５日には、国際平和協力法

に基づき、道路、橋の維持・補修等の後方支援活動のための自衛隊施設部隊等の

派遣を決定したところである。本件選挙監視団の派遣は、自衛隊施設部隊の派遣

と相まって独立に向けた東チモールへのわが国の協力の主要な柱をなすものであ

る。

（参考）その他、国際平和協力法に基づく東チモールへの貢献としては、１９９９

年８月に実施された東チモール人の独立の民意を問う直接投票の際にＵＮＡＭＥ

Ｔ（国連東チモールミッション）に文民警察官を派遣、同年９月の騒乱後に、人

道的な国際救援活動として、西チモールに所在する東チモール避難民に対し、Ｕ

ＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）が供与する援助物資の自衛隊機による輸

送を行った。また、２００１年８月の憲法制定議会選挙の際に選挙監視団が派遣

された。



平成１４年２月２６日

平成１３年度欧州大使会議の開催について

１．外務省は、平成１３年度欧州大使会議を、２月２７日（水）から３月１日

（金）まで、東京（外務省）において開催する。

２．この会議には、アイルランド、アゼルバイジャン、イタリア、バチカン、ウク

ライナ、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、

クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、

ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポ

ーランド、ポルトガル、ユーゴスラビア、ルーマニア、ルクセンブルグ、連合王

国、ロシア、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）日本政府代表部および欧州連合（Ｅ

Ｕ）日本政府代表部の各大使等が参加する予定であり、本省側から関係幹部が出

席する。

３．この会議では、政治、経済、安全保障の各分野でダイナミックな動きをみせて

いる欧州の地域情勢およびその動向の評価を行うとともに、幅広い意見交換を行

う予定である。



平成１４年２月２６日

カンボジア国内被災民等に対する食糧援助について

１．わが国政府は、内戦・自然災害等の影響により深刻な食糧不足に直面している

カンボジア国内被災民等に対し、世界食糧計画（ＷＦＰ）を通じ、総額２５億円

の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換（３件）が、２月２６日

（火）ローマにおいて、わが方楠田かおる在イタリア臨時代理大使と先方ジャン

-ジャック・グレイスＷＦＰ事務局次長（Mr.Jean-Jacques Graisse, Deputy

Executive Director）との間で行われた。

２．今回の国内被災民等向け食糧援助の内訳は次のとおり（カッコ内は供与穀物と

供与額）。

（１）カンボジア国内被災民 （コメ、１０億円）

（２）スーダン国内被災民 （ソルガム、小麦、７億円）

（３）ケニア干ばつ被災民 （メイズ、小麦粉、８億円）

３．（１）カンボジアは内戦の終結により復興開発の途上にあるが、未だ農業生産

基盤には著しい影響が残存しており、慢性的な食糧不足の状況にある。２０００

年に続いて２００１年にも深刻な洪水災害が発生し、多数の被災者が発生すると

ともに、農地等にも甚大な被害が及んでいる。

（２）スーダンでは、１８年に亘る内戦および干ばつ等の自然災害により多数の

被災民が発生し栄養失調および飢餓に苦しむ等悲惨な状況にある。

（３）ケニアでは、２０００年に続いて２００１年も長雨期に殆ど降雨がなかっ

たため穀物収穫の被害が深刻化していおり、多数の被災民が深刻な食糧不足に直

面している。

これらの国内被災民等は深刻な食糧不足に直面しており、こうした状況を踏ま

え、ＷＦＰは、これら難民等への援助計画を策定するとともに、各国へ援助を要

請している。

４．わが国としては、これら国内被災民等の深刻な食糧不足状況を踏まえて、人道

的見地より、ＷＦＰを通じ、小麦等の穀物を購入するための資金を供与すること

としたものである。



平成１４年２月２６日

ギニアに対する無償資金協力（食糧援助ほか１件）について

１．わが国政府は、ギニア共和国政府に対し、総額５億５，０００万円を限度とす

る額の無償資金協力（食糧援助および食糧増産援助）を行うこととし、このため

の書簡の交換が２月２６日（火）コナクリにおいて、わが方小松久也在ギニア大

MORY KABA, Secrétaire d'Etat à la使と先方モリー・カバ協力庁長官（

）との間で行われた。Coopération

（１）「食糧援助」 供与限度額：３億円

（２）「食糧増産援助」 供与限度額：２億５，０００万円

２．ギニアは農業分野が国内総生産（ＧＤＰ）の約２３％をしめ、総人口の約４５

％が従事する農業国であり、農業開発による食糧の自給が国家の最優先課題とな

っている。

しかしながら、伝統的農法による生産性の低さ、天候不順、雑草・病虫害に対

する防除手段の欠如、農業基盤の未整備等により農産物の生産が伸び悩んでいる

上、シエラレオネ、リベリア、ギニアビサウ等近隣諸国からの難民流入による人

口増加のため、食糧需要は増大しているものの、それに対する供給が著しく不足

している状況にあり、穀物の輸入を余儀なくされている。

このような状況の下、ギニア政府は、食糧不足に伴う米の購入のための資金お

よび食糧増産を図るべく肥料、農薬および農機等の購入に必要な資金につき、わ

が国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。



平成１４年２月２６日

ザンビアのエブリンフォン・カレッジに対する文化無償協力について

１．わが国政府は、ザンビア共和国政府に対し、エブリンフォン・カレッジが楽器

（ピアノ、管楽器、打楽器等）を購入するため（the supply of musical

instruments to the Evelyn Hone College）、２，６９０万円を限度とする額の

文化無償協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月２６日（火）、ルサ

カにおいて、わが方五月女光弘在ザンビア大使と先方エマヌエル・Ｇ．・カソン

デ大蔵国家計画大臣（The Honourable, Emmanuel G. Kasonde, Minister of

Finance and National Planning）との間で行われた。

２．エブリンフォン・カレッジは、１９６３年に設立されたザンビアで第３番目の

規模を誇る芸術・商業系大学であり、ザンビアの芸術教育の中心となっている。

同校はザンビア唯一の音楽教師指導養成機関となっており、その卒業生はザンビ

ア全土に散らばり小中学校で音楽を教えている。しかし、現在授業で使われてい

る楽器は老朽化しており、新たな楽器を購入することを希望しているが、予算上

の制約から困難な状況にある。

このような状況の下、ザンビア政府は、エブリンフォン・カレッジが楽器を購

入するために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を要請してき

たものである。



平成１４年２月２６日

ザンビアに対する無償資金協力（債務救済のための無償援助）について

１．わが国政府は、１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特

別貿易開発理事会（ＴＤＢ）閣僚会議決議にそって、ザンビア共和国政府に対し、

３億１２２万７，０００円の無償資金協力（債務救済のための無償援助）を行う

こととし、このための書簡の交換が、２月２６日（火）、ルサカにおいて、わが

方五月女光弘在ザンビア大使と先方エマヌエル・Ｇ．・カソンデ大蔵国家計画大

臣(The Honourable, Emmanuel G. Kasonde, Minister of Finance and Nationa

Planning）との間で行われた。

２．この無償資金協力は、ザンビア政府が１９８８年４月１日から１９９８年３月

３１日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基

づき負っている債務のうち、平成１３年７月から８月までに返済期限の到来した

元本および約定利息のうちの実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務

救済措置の一つである。

３．この無償資金協力により贈与する資金は、ザンビアの経済の発展と国民福祉の

向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

４．前述の１９７８年のＴＤＢ閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債

務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過

去の二国間政府開発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他同等の

措置を取るよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この

決議に基づき、ザンビアとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、

わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。



平成１４年２月２６日

ザンビアに対する債務救済措置について

１．わが国政府は、ザンビア共和国政府に対する債務救済措置（債務繰延方式）に

関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条

件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が２月２６日（火）、ルサ

カにおいてわが方五月女光弘在ザンビア大使と先方エマヌエル・Ｇ．・カソンデ

大蔵国家計画大臣（The Honourable, Emmanuel G. Kasonde, Minister of

Finance and National Planning）との間で行われた。

２．今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

（１）繰延対象債務

（イ）ザンビア政府が国際協力銀行に負う債務

（ｉ）１９８３年１月１日より前に、ザンビア政府と海外経済協力基金（以下

「旧基金」という。）との間で締結された円借款の供与に関する借款契約、

または、円借款の繰延べに関する債務繰延契約に基づいて支払われるべき

債務のうち、１９９９年４月１日から２０００年１２月３１日までの間に

弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。

（ｉｉ）１９８３年１月１日より前に、ザンビア政府と日本輸出入銀行（以下

「旧輸銀」という。）との間で締結された円借款の供与に関する借款契約、

または、円借款の繰延べに関する債務繰延契約に基づいて支払われるべき

債務のうち、１９９９年４月１日から２０００年１２月３１日までの間に

弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。

（ロ）日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務

ザンビアの債務者と日本国の債権者との間で１９８３年１月１日以前に契

約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を超える商業上の債

務のうち、１９９９年４月１日から２０００年１２月３１日までの間に弁済

期限の到来した未払の元本および契約上の利子。

（２）繰延対象債務総額

（イ）国際協力銀行関係債務

（ｉ）旧基金による円借款分 約６４億５，２０４万円

（ｉｉ）旧輸銀による円借款分 約４７億 ６９９万円

（ロ）商業上の債務 約１６億５，３９１万円



（３）返済方法

（イ）国際協力銀行関係債務

（ｉ）旧基金による円借款分

２０１７年４月１日に始まる４８回の半年賦払

（ｉｉ）旧輸銀による円借款分

２０１７年４月１日に始まる４８回の半年賦払

（ロ）商業上の債務

２００２年４月１日に始まる６４回の半年賦払

（４）繰延金利

（イ）国際協力銀行関係債務

（ｉ）旧基金による円借款分 年１．０％

（ｉｉ）旧輸銀による円借款分 年５．７％

（ロ）商業上の債務

（ｉ）書簡交換日の前日までの間 関係契約において定められた遅延金利率

（ｉｉ）書簡交換日以降

４次リスケ（債務繰延べ）分 年３．２６４６％

５次リスケのうち、１次～３次の再リスケ分等 年４．８２１２％

５次リスケのうち、４次の再リスケ分 年３．２６４６％

３．この債務救済措置は、１９９９年４月１５日から１６日までパリで開催された

ザンビア債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。

４．なお、わが国のザンビアに対する債務救済措置の実施は、今回が７回目である。



平成１４年２月２６日

平成１３年度国連関係国際機関大使会議の開催について

１．外務省は、平成１３年度国連関係国際機関大使会議を３月４日（月）、５日

（火）の両日、東京（外務省）において開催する。

２．この会議には、佐藤行雄国連代表部大使、原口幸市在ジュネーブ代表部大使、
さと う ゆ き お はらぐちこういち

登誠一郎 軍縮代表部大使、高須幸雄在ウィーン代表部大使、高橋文明ユネスコ
のぼるせいいちろう た か す ゆ き お たかはしふみあき

代表部大使が参加する。本省側からは関係幹部が出席する。

３．この会議では、開発、環境、人権・犯罪・麻薬、紛争予防、軍縮等の分野にお

ける国連を中心とした多数国間外交の取り進め方、国際機関の財政・邦人職員増

強問題に対するわが国の取組みなどについて討議を行う予定である。



平成１４年２月２５日

「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ）準備委員会」の設置について

１．外務省および関係省庁は、２月２５日（月）、「持続可能な開発に関する世界

首脳会議（ＷＳＳＤ）準備委員会」（以下「準備委員会」と言う。）を設置する。

２．この準備委員会の構成員は、次のとおりとし、関係省庁の局長レベルをメンバ

ーとする。なお、この準備委員会の事務局は外務省に設置し、環境省が協力する。

委 員 長 ：大島正太郎外務審議官

副 委 員 長：浜中裕徳地球環境審議官

メンバー官庁 ：内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省

３．この準備委員会は、準備連絡委員会を設置することができる。

４．この準備委員会は、本年９月のＷＳＳＤに向けて、持続可能な開発の推進に関

し、わが国の経験と知恵を活かし、国内の有識者、ＮＧＯ（非政府組織）、企業、

自治体等との連携を図り、国内の意見を十分踏まえ、「環境と開発の両立」の実

現を目指した具体的対応策をまとめる。



平成１４年２月２５日

ワークショップ「２１世紀における核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の展望

－２００５年ＮＰＴ運用検討会議に向けて－」の開催について

１．ワークショップ「２１世紀における核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の展望－２０

０５年ＮＰＴ運用検討会議に向けて－」は、２月２６日（火）から２８日（木）

まで、東京（三田共用会議所）において、外務省および（財）国際問題研究所／

軍縮・不拡散促進センターの共催により開催される。

２．このワークショップには、核軍縮・不拡散に深い知見を有する民間シンクタン

ク等の研究者、各国政府関係者等が出席する。わが国からは、登誠一郎軍縮代表

部大使が議長として出席するほか、水野賢一外務大臣政務官が冒頭に挨拶を行う。

３．このワークショップは、４月８日から１９日までニューヨークで開催予定の２

００５年ＮＰＴ運用検討会議第１回準備委員会に向けて、わが国の実質的貢献と

して有益な議論の材料を提供できるよう準備をするためのものである。なお、こ

のワークショップでは、自由な意見交換を行うこととしている。

（参考）このワークショップは、各国政府関係者も個人の資格で自由に発言する

という会合の性質上非公開。概要は別添のとおり。



平成１４年２月２５日

ボツワナに対する無償資金協力（債務救済のための無償援助）について

１．わが国政府は、１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特

別貿易開発理事会（ＴＤＢ）閣僚会議決議にそって、ボツワナ共和国政府に対し、

１億４，９４６万４，０００円の無償資金協力（債務救済のための無償援助、第

四次取りまとめ分７，６１７万７，０００円、第五次取りまとめ分７，３２８万

７，０００円）を行うこととし、このための書簡の交換が、２月２５日（月）、

南アフリカ共和国のプレトリアにおいて、わが方榎泰邦在ボツワナ大使（南アフ

リカにて兼轄）と先方ヌクゴウェ在南アフリカ共和国ボツワナ高等弁務官（Mr.D.

C.M.Nkgowe,High Commissioner of the Republic of Botswana to the Republic

of South Africa)との間で行われた。

２．この無償資金協力は、ボツワナ政府が１９８８年３月３１日までにわが国政府

と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のう

ち、平成１３年７月から８月（第四次取りまとめ分）および９月から１０月（第

五次取りまとめ分）に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの実際の返

済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

３．この無償資金協力により贈与する資金は、ボツワナの経済の発展と国民福祉の

向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

４．前述のＴＤＢ閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に

直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政

府開発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他同等の措置を取るよ

う努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に基づき、

ボツワナとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資

金協力の一環として実施するものである。



平成１４年２月２５日

パキスタンに対する無償資金協力
（セクタープログラム無償資金協力）について

１．わが国政府は、パキスタン・イスラム共和国政府に対し、５０億円を限度とす
る額の無償資金協力（セクタープログラム無償資金協力）を行うこととし、この
ための書簡の交換が２月２５日（月）イスラマバードにおいて、わが方篠塚保在
パキスタン臨時代理大使と先方ナヴィード・エヘサン経済省次官（Mr.Nawid
Ahsan, Secretary, Ministry of Finance and Economic Affairs Division）と
の間で行われた。

２．パキスタンは、１９９８年５月の核実験以降、ＩＭＦ（国際通貨基金）等の国
際金融機関からの融資停止および主要援助国からの援助停止等の措置を受け、国
内経済が危機的な状況に陥った。２０００年１１月、国際収支支援のためのＩＭ
Ｆ融資が承認されたことなどにより、一時の危機的な状況を脱したが、依然とし
て慢性的な経済困難に直面している。とりわけ昨年９月の米国同時多発テロ事件
発生以降、経済活動の大幅な落ち込みや財政負担の増大など経済的困難の深刻化
に直面している。なお、パキスタンでは、２００１年１２月には暫定版・貧困削
減戦略ペーパー（Ｉ－ＰＲＳＰ）がＩＭＦ理事会により承認され、現在では２０
０２年内に完全版ＰＲＳＰを策定するべく、マクロ経済の安定化、開発重点セク
ター（農業および工業分野）の成長、保健・教育分野に重点を置いた貧困削減の
実施に取り組んでいる。

３．今回のセクタープログラム無償資金協力は、パキスタンの構造調整計画の実施
を支援するもので、パキスタン政府が経済構造改善の推進に必要な商品を輸入す
る代金の支払いのために使用される。また、現地通貨ルピーで積み立てられる見
返り資金は、教育分野の支援のために使用される。

４．今般、わが国政府は、パキスタンの平和構築への努力を支持するとともに、隣
国アフガニスタンの恒久的平和と安定を実現するためには周辺諸国の協力が不可
欠であるとの観点から、テロとの闘いに取り組む中で困難に直面している同国に
対する支援として、１月１８日に表明した５０億円の支援を実施すべく、同国の
要請に応じ、経済構造改善および貧困削減の実施に取り組んでいるパキスタンに
対してセクタープログラム無償資金協力を供与することとしたものである。なお、
本件は、昨年１１月１６日に発表したパキスタンに対する追加的経済支援（今後
２年程度で３億ドル）の一環として実施するものである。



平成１４年２月２２日

杉浦外務副大臣のインドネシアおよびブルネイ訪問について

１．杉浦正健外務副大臣は、２月２４日（日）から２６日（火）までブルネイを、

２６日（火）から２８日（木）までインドネシアを訪問する。

２．杉浦副大臣は、インドネシアにおいて、インドネシアおよび豪州の主催にて開

催される「人の密輸・不正取引および関連の国境を越える犯罪に関する地域閣僚

会議」に日本代表として出席する。また、ブルネイにおいて、同国の第１８回独

立記念日式典に出席するほか、アリ外務副大臣と会談する予定である。

３．本年１月、小泉純一郎総理大臣は、東南アジアの５カ国歴訪の際の政策スピー

チにおいて、「国境を越える問題」に日本、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）

を含む地域全体が共に取り組む必要があると強調しており、わが国としては、こ

の会議で取り上げられる人の密輸・不法移民の問題をその一つとして重視してい

る。この会議は、この問題についての地域協力の推進を目的としており、わが国

としてもこの問題への積極的な姿勢を示すために、この会議に杉浦外務副大臣を

派遣することとした。

４．ブルネイは、現在ＡＳＥＡＮ議長国である。また、先般の小泉総理の東南アジ

ア５カ国歴訪で訪問できなかったこともあり、今回の杉浦外務副大臣の訪問を通

じて両国間の友好的関係を増進することが期待される。



平成１４年２月２２日

ボリビアにおける集中豪雨被害に対する緊急援助について

１．わが国政府は２月２２日（金）、集中豪雨による被害を受けたボリビア共和国

政府に対し、緊急援助物資として毛布、プラスチックシートおよびテント（計約

７００万円相当）の供与を行うことを決定した。

２．ボリビアでは、２月１９日午後（現地時間）、首都ラパス市において集中豪雨

が発生したことにより、家屋損壊をはじめ甚大な被害が生じた。ラパス市発表お

よび現地報道によれば、２１日（現地時間）現在、死者７７名、負傷者約２００

名、行方不明者５０名以上、被災者総数約３，０００名の人的被害が生じた他、

ラパス市内の道路、橋梁等の交通インフラにも大きな被害が出た。

このため、ボリビア政府は大統領府を中心とする関係省庁等による対策本部を

設置し救援および復旧作業にあたるとともに、わが国政府に対して緊急援助を要

請した。

３．わが国としては、今次災害の深刻さおよび日本・ボリビア両国の友好関係に鑑

み、人道上の観点から緊急援助を行うこととしたものである。



平成１４年２月２２日

ギニアに対する無償資金協力

（ノンプロジェクト無償資金協力ほか１件）について

１．わが国政府は、ギニア共和国政府に対し、総額４億１，２０２万５，０００円

の無償資金協力（ノンプロジェクト無償資金協力および債務救済のための無償援

助）を行うこととし、このための書簡の交換が２月２２日（金）コナクリにおい

て、わが方小松久也在ギニア大使と先方モリー・カバ協力庁長官（MORY KABA,

Secr taire d'Etat la Coop ration）との間で行われた。È Èà

（１）「ノンプロジェクト無償資金協力」

供与額：３億円

（２）「債務救済のための無償援助」

供与額：１億１，２０２万５，０００円

２．（１）「ノンプロジェクト無償資金協力」

ギニア経済は農業等の第一次産業とボーキサイトおよびダイヤモンド生産が基

盤である。前政権のもとでギニア経済は殆ど壊滅状態であったが、１９８４年に

政権についたコンテ大統領は社会主義体制から自由主義体制への移行を推進し民

主化に努めてきた。しかしながら失業の増加やインフレにより、依然として経済

の効率化と国民生活の安定の両立が課題とされている。

ギニアは１９８５年以降、世界銀行・国際通貨基金（ＩＭＦ）との協調のもと

で構造調整計画を実施し、高い経済成長率の確保、インフレ抑制、国際収支の改

善、財政赤字の削減等を目指してきた。税制、公共分野の減少、貿易の自由化に

おいては一定の改善が見られたものの、構造調製計画の実施には遅れも生じてお

り、更なる努力が必要とされている。

今回のノンプロジェクト無償資金協力は、ギニアの構造調整計画の実施を支援

するもので、ギニア政府が経済構造改善の推進に必要な商品を輸入する代金の支

払いのために使用される。

（２）「債務救済のための無償援助」

この無償資金協力は、ギニア政府が１９９８年３月３１日までにわが国政府と

行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、

２００１年９月から１０月に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返

済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

この無償資金協力により贈与する資金は、ギニアの経済の発展と国民福祉の向



上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特別貿易開発理事

会（ＴＤＢ）閣僚会議では、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面して

いることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発

援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他の同等の措置をとるよう努

力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に鑑み、ギニ

アとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力

の一環として実施するものである。



平成１４年２月２２日

モンゴル国立医科大学に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、モンゴル国政府に対し、モンゴル国立医科大学が印刷および視

聴覚機材を購入するため(the supply of printing and audio-visual equipment

to the National Medical University of Mongolia）、３，８８０万円を限度と

する額の文化無償協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月２２日

（金）、ウランバートルにおいて、わが方花田麿公在モンゴル大使と先方ロブサ

ンギーン・エルデネチョローン外務大臣（H. E. Mr. Luvsangiin Erdenechuluun,

Minister for Foreign Affairs）との間で行われた。

２．モンゴル国立医科大学は、１９４２年に設立されたモンゴル大学医学部を前身

とし、１９６１年に同大学より分離独立したモンゴル唯一の国立医科大学である。

同大学は、付属病院、看護カレッジ（大学）および医科図書館、研究所等を有し、

同国における医学教育の中心的存在であるとともに、国民に対する健康的な生活

のための啓蒙活動にも力を入れており、また、医学教材および医療知識普及のた

めの資料の製作とともに、視聴覚システムを用いた近代的教授法を取り入れるべ

く努めている。しかし、同国政府は厳しい財政事情の下、こうした取組みに必要

な機材の購入が困難な状況となっている。

このような状況の下、モンゴル政府は、モンゴル国立医科大学が印刷機材およ

び視聴覚機材を購入するために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償

協力を要請してきたものである。



平成１４年２月２１日

「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ）」に向けた

省内準備本部の設立について

１．外務省は、２月２１日（木）、「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳ

ＳＤ）」に向けた省内準備本部を立ち上げる。

２．この準備本部は、植竹繁雄外務副大臣を本部長に、大島正太郎外務審議官を副

本部長として、高橋恒一国際社会協力部長、北島信一経済局長、西田恒夫経済協

力局長および総合外交政策局、文化交流部、外務報道官組織、アフリカ審議官組

織、アジア大洋州局の関係者をメンバーとして構成され、必要に応じ、他の部局

からの参加を得る。また、川口順子外務大臣から随時指示を仰ぐと共に、杉浦正

健外務副大臣、今村雅弘、松浪健四郎、水野賢一３外務大臣政務官と緊密な連絡

をとる。

３．この準備本部は、次の諸事項を任務とする。

●ＷＳＳＤにおいて表明すべきわが国の政策をとりまとめる。

●ＷＳＳＤに向けた一連の開発関連会議の戦略を策定する。

●ＷＳＳＤに関連する広報を行う。

●他省庁、ＮＧＯ（非政府組織）、有識者、企業等との連携を諮る。

４．なお、この準備本部の事務局業務は、国際社会協力部地球環境課が行う。



平成１３年２月２０日

アジア・エネルギー安全保障セミナーの開催について

１．アジア・エネルギー安全保障セミナーは、３月４日（月）、東京（赤坂プリン

スホテル）において外務省の主催により開催される。

２．このセミナーには、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）と日中韓の計１３カ国

の代表がパネリストとして参加する。また、内外のエネルギー関係者ほか約２０

０名が出席する予定である。セミナーの進行役は田中明彦東京大学教授が務める。

このセミナーにおいて、プリドル国際エネルギー機関（ＩＥＡ）事務局長、ケン

パー・エネルギー憲章事務局長、中山太郎衆議院議員（元外務大臣、自由民主党

外交調査会長、アジア・エネルギー推進議員連盟会長）や、各国のエネルギー専

門家ほか約１５名がスピーチを行い、パネリスト等との間で議論を行う予定であ

る。

３．このセミナーでは、アジアにおけるエネルギー安全保障を強化するとの観点か

ら、アジアにおけるエネルギー事情についての理解を深める機会を参加者に提供

するとともに、ＡＳＥＡＮ＋３の枠組みにおけるエネルギー分野での協力の可能

性を検討する予定である。

４．なお、このセミナーは、昨年１１月５日のＡＳＥＡＮ＋３首脳会議において、

小泉純一郎総理大臣より、エネルギー安全保障の強化についてＡＳＥＡＮ＋３諸

国での協力を進めるとの観点から、本年３月に日本で「アジア・エネルギー安全

保障セミナー」を開催する旨提案し、各国首脳の賛同を得たことを受けて、開催

するものである。



平成１４年２月２０日

マケドニアに対する無償資金協力（食糧増産援助）について

１．わが国政府は、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国政府に対し、２億７，００

０万円を限度とする額の無償資金協力（食糧増産援助）を行うこととし、このた

めの書簡の交換が、２月２０日（水）、オーストリア共和国のウィーンにおいて、

わが方伊集院明夫在マケドニア大使（オーストリアにて兼轄）と先方オグネン・

マレスキー在オーストリア・マケドニア大使との間で行われた。

２．マケドニアは、国土の約半分が農耕地・牧草地域の穀倉地帯であり、農産物供

給の中心的役割を担っていたが、旧ユーゴスラビアの崩壊、その後の独立に伴う

混乱等により、同国の経済状態は低迷を続けている。農業分野も農機の老朽化、

農民の資金力の脆弱化、土地の細分化等の理由から生産性が大きく低下し、その

ような状況が依然続いている。同国の主食は小麦、トウモロコシであるが、生産

量、単位面積当りの収穫量ともに低い状態が続いており、小麦は国内消費量の約

２５％を輸入に依存する状況にある。

また、マケドニアは、１９９９年３月のコソボ紛争の激化および２００１年２

月の国内アルバニア系武装勢力との武力衝突により、多数の難民・避難民が発生

し、紛争終結後現在に至るも難民・避難民受け入れの負担や、ユーゴスラビアを

経由する道路交通・経済交流の寸断の影響が、同国の経済に多大な困難をもたら

している。

このような状況の下、マケドニア政府は、主要穀物である小麦、トウモロコシ、

ライ麦の農業生産性を向上させることを目的に、農業機械を購入するために必要

な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。



平成１４年２月２０日

マラウイに対する無償資金協力（債務救済のための無償援助）について

１．わが国政府は、１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特

別貿易開発理事会（ＴＤＢ）閣僚会議決議にそって、マラウイ共和国政府に対し、

総額１３億３，５３５万７，０００円の無償資金協力（債務救済のための無償援

助）を行うこととし、このための書簡の交換が、２月２０日（水）、ザンビア共

和国のルサカにおいて、わが方五月女光弘在マラウイ大使（ザンビアにて兼轄）

と先方カニエンガンベタ高等弁務官代理（Protassi Dider Abel Kanyengambeta,

Malawi's Acting High Commissioner to the Republic of Zambia)との間で行わ

れた。

２．この無償資金協力は、マラウイ政府が１９９８年３月３１日までにわが国政府

と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のう

ち、平成１３年１月から１０月に返済期限の到来した元本および約定利息のうち

の実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

３．この無償資金協力により贈与する資金は、マラウイの経済の発展と国民福祉の

向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

４．前述の１９７８年のＴＤＢ閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債

務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過

去の二国間政府開発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他同等の

措置を取るよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この

決議に基づき、マラウイとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、

わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。



平成１４年２月２０日

人間の安全保障基金によるインドネシアの国内避難民に対する支援について

１．わが国政府および国連は、２月１４日（木）、北マルク、マルク、アチェ３州

におけるインドネシア国内避難民の帰還定住に向けた支援を行う国連開発計画

（ＵＮＤＰ）および国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）のプロジェクトに対し、人間

の安全保障基金を通じ、総額２４３万７，１５９ドルの支援を行うことを決定し

た。

２．この支援対象となる各プロジェクトの内容および支援額は以下の通りである。

（１）ＵＮＤＰ「北マルク・トベロ・ガレロ地域振興イニシアティブ」

（１４２万９，６８４ドル）

北マルク州において、帰還民を労働力とした道路の補修等の小規模なイン

フラ整備事業の実施、帰還民に対する農業・漁業等の分野における支援など

を通して、社会経済的側面から帰還民再定住の基礎作りを行う。

（２）ＵＮＩＣＥＦ「子どもおよびコミュニティの能力強化のための学校および授

業改善プロジェクト」（１００万７，４７５ドル）

北マルク、マルクおよびアチェ３州の帰還民の子ども達が教育を受けられ

るように教科書等の教材を提供するほか、紛争の過酷な体験からくる子ども

たちの精神的外傷の緩和のためのセラピー（遊戯療法）や心理社会的支援に

ついて教師の研修を行う。また学校のカリキュラムに紛争予防を目的として

平和教育を取り入れる。

３．この支援は、昨年１１月末に国連が発出したインドネシア国内避難民に関する

２００２年国際機関・ＮＧＯ（非政府組織）統一アピールに応えるものであり、

先般インドネシアを訪問した小泉純一郎総理大臣よりメガワティ大統領に対して、

直接支援を表明し、先方より高い期待と謝意の表明があったインドネシアにおけ

る国内避難民に対する総額約１，０００万ドルの支援パッケージの一部である。

（参考）

人間の安全保障基金とは、１９９９年３月にわが国が国連に設置した信託基金

であり、現在までに総額１８９億円を拠出している。これまでも、人間の生存、

生活、尊厳に対する多様な脅威に対して人間の安全保障の視点から取組む国連関

係国際機関のプロジェクトを多数支援してきている。



平成１４年２月１９日

水野外務大臣政務官のモンゴル訪問について

１．水野賢一外務大臣政務官は、２月２１日（木）から２３日（土）までモンゴル

を訪問する。

２．水野大臣政務官は、訪問中、モンゴル外務省と在モンゴル日本大使館共催の日

本モンゴル外交関係樹立３０周年記念式典に参加し、３０周年記念事業の推進に

対する日本側の積極的姿勢を示すこととしている。また、エルデネチョローン外

務大臣、バトボルド外務副大臣と会談し、二国間関係、特に３０周年記念事業の

取り進め方等について意見交換を行い、両国間の協力関係と信頼関係の一層の強

化を図る予定である。



平成１４年２月１９日

ヨルダン・エジプト・パレスチナ女性９名の来日

（第８回日本・ヨルダン・エジプト・パレスチナ女性交流）について

１．ヨルダン・エジプト・パレスチナ女性９名（それぞれ３名ずつ）は、２月２５

日（月）から３月３日（日）まで、第８回日本・ヨルダン・エジプト・パレスチ

ナ女性交流に参加するため外務省の招待により来日する。

２．一行は、東京および神奈川等を訪問し、日本側参加者と「女性と法律」をテー

マとした意見交換を行うほか、国連ＮＧＯ（非政府組織）国内婦人委員会等との

交流を通じてわが国の女性と交流を深める予定である。

３．この女性交流は、１９９３年にバスマ・ヨルダン王女の来日、１９９５年のハ

ッサン・ヨルダン皇太子の公式実務訪日を踏まえ、１９９６年に「日本・ヨルダ

ン女性交流」として開始された。その後、１９９８年にエジプトを、さらに２０

００年にパレスチナを対象に加え、「日本・ヨルダン・エジプト・パレスチナ女

性交流」として現在に至るものである。

）



平成１４年２月１９日

在アフガニスタン日本国大使館の再開について

１．わが国政府は、２月１９日（火）、アフガニスタンのカブールにある在アフガ

ニスタン大使館を再開することとし、この旨アフガニスタン暫定政権に正式に通

報を行うこととした。

２．これに伴い、在アフガニスタン大使館に発令された駒野欽一臨時代理大使は、

本日、パキスタンよりアフガニスタン（カブール）に移動し、本格的な活動を開

始する。

３．今後、駒野臨時代理大使の下、在アフガニスタン大使館がアフガニスタン復興

支援国際会議のフォローアップ等に鋭意取り組むこととなる。このような体制整

備によりアフガニスタン和平および復興プロセスにわが国として積極的に取り組

んでいきたい。



平成１４年２月１８日

気候変動に関する日米政府間協議に関する

３つの事務レベル協議の開催について

１．気候変動に関する日米政府間協議に関する３つの事務レベル協議は、２月下旬

から３月上旬にかけてそれぞれ次の日程で開催される。これらの協議は、第１回

日米政府間ハイレベル協議の結果を踏まえ設置されたものである。

２．科学技術に関する事務レベル協議は、２月２５日（月）、２６日（火）の両日、

東京において開催される。日本側から山田範保環境省大臣官房審議官、岡庭健外

務省気候変動枠組条約室長のほか、経済産業省、内閣府、総務省、文部科学省、

国土交通省、農林水産省等の関係者が、米側からワトソン国務省上級気候交渉官

および特別代表ほかが出席する予定である。この協議では、気候モデルの高度化、

地球観測の推進、温室効果ガスの発生防止・緩和技術の研究開発等の気候変動に

係る特定の領域における日米両国の協力、推進について意見交換する予定である。

３．途上国問題に関する事務レベル協議は、２月２７日（水）、東京において開催

される。日本側から森元誠二外務省国際社会協力部参事官のほか、環境省、経済

産業省、農林水産省、国土交通省の関係者が、米側からワトソン国務省上級気候

交渉官および特別代表ほかが出席する予定である。この協議では、気候変動問題

における途上国参加問題、地球温暖化関連の途上国支援等について意見交換する

予定である。

４．市場メカニズムに関する事務レベル協議は、３月１日（金）、ワシントンＤ．

Ｃ．において開催される。日本側から大井篤経済産業省大臣官房審議官、森元誠

二外務省国際社会協力部参事官ほか環境省の関係者が、米側からハバード大統領

経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長、コノートン環境評議会（ＣＥＱ）議長ほかが

出席する予定である。この協議では、米国の気候変動政策を踏まえた国内対策の

意見交換等を行う予定である。

５．なお、気候変動に関する日米政府間ハイレベル協議は、３月下旬にも開催する

方向で調整している。この協議は、昨年７月、ワシントンにおいて開催された第

１回日米政府間ハイレベル協議に続き、第２回目の開催となる。



平成１４年２月１８日

トルコのチャナッカレ３月１８日大学に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、トルコ共和国政府に対し、チャナッカレ３月１８日大学が日本

語学習機材を購入するため(the supply of Japanese language laboratory

equipment to Canakkale Onsekiz Mart University )、４，５２０万円を限度と

する額の文化無償協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月１８日

（月）、アンカラにおいて、わが方 在トルコ大使と先方センジャル・オ竹中繁雄

ズソイ外務次官補（H.E.Ambassador Sencar OZSOY ,Deputy Undersecretary,

Ministry of Foreign Affairs）の間で行われた。

２．チャナッカレ３月１８日大学は、日本語学科を擁する大学の１つであり、これ

まで多くの優秀な人材を社会に輩出している。特に、同大学日本語学科は、トル

コ唯一の日本語教員の育成コースを有しており、トルコの日本語教育の核となっ

ている。しかしながら、教育用機材の老朽化および欠如が著しいにもかかわらず、

予算不足によりこれら機材の拡充が困難となっている。

このような状況の下、トルコ政府は、チャナッカレ３月１８日大学が日本語学

習機材を購入するために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を

要請してきたものである。



平成１４年２月１８日

南アフリカ国立視聴覚公文書館に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、南アフリカ共和国政府に対し、国立視聴覚公文書館が視聴覚機

材（映写機、フィルム編集機等）を購入するため（the supply of audio-visual

equipment to the National Film, Video and Sound Archives）、４，８６０万

円を限度とする額の文化無償協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月

１８日（月）、プレトリアにおいて、わが方榎泰邦在南アフリカ大使と先方ベン

・ヌグバネ芸術文化科学技術大臣 (Ben S. Ngubane, Minister of Arts,

Culture, Science and Technology）との間で行われた。

２．南アフリカ国立視聴覚公文書館は、１９８５年に設立され、南アフリカに関す

る歴史的な視聴覚資料の発掘、管理、保存を行っており、国民に対し資料閲覧サ

ービスを提供している。同館では、南アフリカの歴史を記録したフィルムやテー

プ、レコードといった貴重な資料を多数収集・保存しており、研究者のみならず

国民に広く南アフリカの歴史を知ってもらうよう積極的な活動を展開することを

計画している。しかし、既存の機材は老朽化しており、新たな機材を購入するこ

とを希望しているが、予算上の制約から困難な状況にある。

このような状況の下、南アフリカ政府は、国立視聴覚公文書館が視聴覚機材を

購入するために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を要請して

きたものである。



平成１４年２月１８日

ウズベキスタンに対する無償資金協力

（ノンプロジェクト無償資金協力）について

１．わが国政府は、ウズベキスタン共和国政府に対し、９億５，０００万円を限度

とする額の無償資金協力（ノンプロジェクト無償資金協力）を行うこととし、こ

のための書簡の交換が２月１８日（月）タシケントにおいて、わが方中山恭子在

ウズベキスタン大使と先方ガニエフ・エリヤル・マジドヴィチ対外経済関係大臣

（Mr.Ganiev El'yar Madzjidovich, Minister of Foreign Economic Relations)

との間で行われた。

２．ウズベキスタンは、１９９１年に独立国家となり、「漸進主義」（市場経済へ

の段階的移行）による改革を実施しつつ、世銀・ＩＭＦ（国際通貨基金）との協

調および貧困削減努力などの取組みを進めている。しかし、同国は主要輸出産品

（綿花）の国際価格の下落やアフガニスタン問題による支出の急増に伴い、厳し

い経済状況にある。

今般、わが国政府は、ウズベキスタンの平和構築への努力を支持するとともに、

隣国アフガニスタンの恒久的平和と安定を実現するためには周辺諸国の協力が不

可欠であるとの観点から、テロとの闘いに取り組む中で困難に直面している同国

に対する支援として、また１月１８日に表明した１０億円の支援の一環として、

市場経済化および貧困削減努力の一層の推進に取り組んでいるウズベキスタン政

府に対してノンプロジェクト無償資金協力を供与することとしたものである｡



平成１４年２月１５日

タジキスタンに対する無償資金協力
（セクタープログラム無償資金協力）について

１．わが国政府は、タジキスタン共和国政府に対し、９億５，０００万円を限度と
する額の無償資金協力（セクタープログラム無償資金協力）を行うこととし、こ
のための書簡の交換が２月１５日（金）、ドゥシャンベにおいて、わが方中山恭
子在タジキスタン大使と先方ビクトル・ボルトフ経済貿易省第一次官(Mr.Viktor
Boltov, First Deputy Minister of Economy and Trade)との間で行われた。

２．タジキスタンは１９９１年１２月に独立国家となったが、独立後の経済体制の
変化、内戦の継続等により経済インフラは大きな打撃を受け、国内産業の生産力
は大幅に低下した。その後１９９６年１２月に政府・反政府間で「和平協定」が
署名され、翌年６月には国民和解のための最終合意が得られたが、この合意に従
った和平プロセスは２０００年２月、３月の議会選挙の実施をもって完了した。
その間にも同国は、１９９６年にＩＭＦ（国際通貨基金）との協調の下、マク

ロ経済の安定化と構造改革に取り組んできた。その結果として１９９７年には独
立後はじめてＧＤＰ（国内総生産）がプラス成長を達成し、現在まで一応の経済
成長を続けてきているが依然として一人当たりのＧＮＰ（国民総生産）は２９０
ドルと旧ソ連邦構成国の中で最も貧しい国である。
また、同国は現在、世銀・ＩＭＦと連携、協調しつつ、経済構造改善および貧

困削減に積極的に取り組んでいる。
今回のセクタープログラム無償資金協力は、同国の経済構造改善計画の実施を

支援するもので、タジキスタン政府が経済構造改善の推進に必要な商品および商
品に付随する役務を輸入する代金の支払いのために使用される。また、現地通貨
ソモニで積み立てられる見返り資金は、保健および教育分野といった国民の基礎
的生活分野の支援のために使用される。

３．今般、わが国政府は、タジキスタンの平和構築への努力を支持するとともに、
隣国アフガニスタンの恒久的平和と安定を実現するためには周辺諸国の協力が不
可欠であるとの観点から、テロとの闘いに取り組む中で困難に直面している同国
に対する支援として、１月１８日に表明した１０億円の支援の一環として、本件
資金協力に係る同国の要請に応じ、経済構造改善および貧困削減の実施に取り組
んでいるタジキスタンに対してセクタープログラム無償資金協力を供与すること
としたものである。



平成１４年２月１５日

「旅券の日」キャンペーンについて

１．外務省は、２月２０日の「旅券の日」を中心に、旅券の重要性に関する国民の

理解の向上を図ることを目的としたキャンペーンを都道府県旅券事務所の協力を

得て行う。なお、「旅券の日」は平成１０年２月２０日が「海外旅券規則」制定

１２０年目の節目に当たったことに因んで定めたものである。

２．２００２年の「旅券の日」キャンペーンでは、近年海外においてわが国旅券の

紛失・盗難件数が多いことなどを特に勘案して、旅券の紛失・盗難、さらには旅

券の自己管理の大切さにつき意識啓発を行うこととした。

３．今回の「旅券の日」のポスターは、幅広い世代に支持を得ている女優の「米倉

涼子」さんを起用し、旅券の大切さをアピールするもので、全国にある各都道府

県の旅券事務所を中心に様々な場所に掲示される。



平成１４年２月１５日

東チモールＰＫＯへの自衛隊施設部隊等の派遣について

１．わが国政府は２月１５日（金）、国連からの要請を踏まえ、陸上自衛隊施設部

隊（施設群）６８０名、司令部要員１０名の東チモール国際平和協力隊員を国際

平和協力法に基づき「国連東チモール暫定行政機構」（ＵＮＴＡＥＴ）に派遣す
ア ン タ エ ト

ることを決定した。これら国際平和協力隊員は、２月から４月にかけて順次派遣

される。また、部隊長を含む施設部隊先発隊は３月４日ディリ着予定である。

（政府は、国連関係者および東チモール指導者からのわが国の協力に対して強い

期待の表明があったことを踏まえ、昨年１１月に官房長官準備発言を行い、ＵＮ

ＴＡＥＴへの要員派遣に向けて所要の準備を進めてきたものである。）

２．陸上自衛隊施設部隊の要員は、東チモールの中部・西部地域とオクシ（西チモ

ールにある飛び地）に配置され、道路、橋の維持・補修等の後方支援活動を行う。

また、司令部要員は、ＵＮＴＡＥＴ司令部において、施設部隊の行う業務の企画

調整等を行う。なお、施設部隊は、このような業務の他、東チモール住民よりの

要望に応じ、ＵＮＴＡＥＴからの指示を受けて、その能力・装備を活かして各種

民生支援事業に関与することが見込まれている。

３．今回の自衛隊部隊等のＵＮＴＡＥＴへの派遣は、ＰＫＯ（国連平和維持活動）

協力としてはこれまでで最大規模のものであり、国連を中心とした国際社会の平

和と安全を求める努力に対するわが国の積極的な貢献として重要な意義を持つ。

これに加えて、本件協力は次の観点からも意義がある。

（１）東チモールは５月２０日に独立を予定しているが、その国造りのプロセスは

決して容易ではなく、東チモール人による努力に加え、国際社会が全体として

積極的に支援することが必要である。今回の派遣決定は、東チモールの安定お

よびアジア地域全体の平和と安全に寄与すると共に、わが国の東チモールへの

協力をより多面的なものとし、東チモールとの緊密な関係の構築にも資する。

（２）韓国歩兵部隊が駐在するオクシにおける自衛隊部隊の活動は、主として、韓

国部隊を始めとする国連ＰＫＯ要員の円滑な移動を確保することなどを目的と

しており、これは国連ＰＫＯの下で日韓両国の部隊が現場で協力する初めての

ケースとなる。

（３）ＰＫＯの分野における女性の一層の役割拡大については、従来より国連の場

でも重要性が指摘されてきたものであるが、今般、部隊要員として初めて女性

隊員（７名）が派遣されることは、ＰＫＯを巡る国際的潮流にも適うものであ

る。



平成１４年２月１４日

ニジェールの「マラリア・呼吸器疾患・下痢症疾患対策強化計画」ほか１件

に対する無償資金協力について

１．わが国政府は、ニジェール共和国政府に対し、「マラリア・呼吸器疾患・下痢

症疾患対策強化計画」の実施に資することおよび「債務救済のための無償援助」

として総額４億９，７７２万７，０００円を限度とする額の無償資金協力を行う

こととし、このための書簡の交換が、２月１３日（日本時間１４日）ニアメにお

いて、わが方黒川祐次在ニジェール大使と先方アイシャトゥ・ミンダウドゥ外務

Madame Aichatou MINDAOUDOU,Ministre des・協力・アフリカ統合大臣（

との間でAffaires Etrangeres, de la Coopération et de l'Intégration Africaine)
行われた。

（１）「マラリア・呼吸器疾患・下痢症疾患対策強化計画」

Projet de renforcement en médicaments et matériels pour la lutte contre（

)le paludisme et les maladies respiratoires et diarrhéiques
供与限度額：４億１,３００万円

（２）「債務救済のための無償援助」

供与額：８,４７２万７，０００円

２．（１）「マラリア・呼吸器疾患・下痢症疾患対策強化計画」

後発開発途上国であるニジェールの保健医療事情は、５歳未満児の死亡率が

１０００人あたり２７５人と世界で３番目に高く（サハラ以南のアフリカの平均

１７３人）、乳児死亡率も１０００人あたり１６２人（同平均１０７人）と極め

て劣悪な状況にある。その乳幼児の主要死亡原因は、マラリア、下痢症、呼吸器

疾患（特に肺疾患）、栄養失調などが挙げられるが、特にマラリアは乳幼児およ

び妊産婦に最も多大な被害を与えている。また、５歳未満児では下痢症が罹患率

の１位となっており、次いで呼吸器疾患が多い状況にある。

このような状況を改善するため、ニジェール政府はマラリア・急性呼吸器疾患

・下痢症対策における国家計画を策定した。同政府は特にマラリア対策について

は「マラリア対策国家計画（２００１－２００５）」を重点課題と位置付け、ま

たＷＨＯ（世界保健機関）およびユニセフ（国際児童基金）と共同でマラリア、

急性呼吸器疾患、下痢症，麻疹、栄養不良を対象とした「小児疾患統合対策」を

実施中である。しかしながら、ニジェールの財政事情の逼迫から必要な資機材の

不足、老朽化が顕著であることから、マラリア・呼吸器疾患・下痢症に起因する

罹患率および死亡率はなお極めて高い状況にある。

このような状況の下、ニジェール政府は、マラリア、下痢症および呼吸器疾患

を中心とした保健医療体制強化を目的とする「マラリア・呼吸器疾患・下痢症疾



患対策強化計画」を策定し、この計画の実施に必要な医薬品および医療関係資機

材を購入するための資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきた

ものである。

（２）「債務救済のための無償援助」

この無償資金協力はニジェール政府が１９８８年３月３１日までにわが国政府

と行った円借款取り決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務の

うち、平成１３年度７月～８月までに返済が到来した元本および約定利息のうち

の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

この無償資金協力により贈与する資金はニジェールの経済の発展と国民福祉向

上のために必要な生産物などの購入のために使用される。

１９７８年国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特別貿易開発理事会（Ｔ

ＤＢ）閣僚会議が開催され、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面して

いることから、先進諸国が、これらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開

発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努

力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力はこの決議に鑑み、ニジェ

ールとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協

力の一環として実施するものである。



平成１４年２月１２日

インドに対する無償資金協力（債務救済のための無償援助）について

１．わが国政府は、１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特

別貿易開発理事会（ＴＤＢ）閣僚会議決議にそって、インド政府に対し、６，４

１５万２，０００円の無償資金協力（債務救済のための無償援助）を行うことと

し、このための書簡の交換が２月１２日（火）、ニューデリーにおいて、わが方

平林博在インド大使と先方チャンダー・モハン・ヴァスデーヴァ大蔵省経済担当

次官（Mr.Chander Mohan Vasudev, Secretary, Ministry of Finance）との間で

行われた。

２．この無償資金協力は、インド政府が１９７８年３月３１日までにわが国政府と

行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、

これまでに返済期限が到来し、かつ、実際に返済された債務の約定利息と、より

緩和された円借款供与条件に基づく利息の差額に相当する額を供与するもので、

債務救済措置の一つである。

３．この無償資金協力により贈与する資金は、インドの経済の発展と国民福祉の向

上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

４．前述のＴＤＢ閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に

直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間

政府開発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、またはその他同様の措置をとる

よう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、かかる決議に鑑

み、インドとわが国の友好関係を強化することを目的として、わが国の無償資金

協力の一環として実施するものである。



平成１３年２月１２日

インドに対する円借款の供与について

１．わが国政府は、インド政府に対し、継続案件である「シマドリ石炭火力発電所
建設計画（Ⅲ）」および「デリー高速輸送システム建設計画（Ⅲ）」について、
総額５６１億３，２００万円までの円借款を供与することとし、このための書簡
の交換が、２月１２日（火）、ニューデリーにおいて、わが方平林博在インド大
使と先方ヴァスデヴ大蔵省経済担当次官(Mr.Chander Mohan Vasudev, Secretary
(Economic Affairs), Ministry of Finance）との間で行われた。

２．対象案件
今回円借款を供与する２案件はいずれも１９９６年度に第Ⅰ期分として、２０

０１年度に第Ⅱ期分として供与した円借款資金により既に工事が実施されている
継続案件である。第Ⅰ期分および第Ⅱ期分の資金のみでは近日中に資金不足によ
り工事が中断し、これまで行ってきた工事等（わが国からの借款供与）が無駄に
なり、これら計画に関与している企業等にも大きな損害を与えるおそれがあるこ
とから、本計画を完成させるため、今般円借款を継続実施することとしたもので
ある。円借款供与限度額と供与条件は次のとおり。

（１）対象案件の円借款供与限度額
シマドリ石炭火力発電所建設計画（Ⅲ） ２７４億７，３００万円
デリー高速輸送システム建設計画（Ⅲ） ２８６億５，９００万円
（合計） ５６１億３，２００万円

（２）供与条件
（イ）金 利：年１．８％
（ロ）償還期間：３０年（１０年の据置期間を含む）
（ハ）調達条件：一般アンタイド

３．本件継続案件に対する円借款供与にあたっての基本的考え方
（１）平成１０年５月のインドによる核実験実施以降、わが国はＯＤＡ（政府開発
援助）大綱に基づく対インド経済措置（注）の一部として新規円借款を停止した
が、核実験実施以前の日印政府間の合意取決めにより既に実施中の継続案件につ
いては、経済措置の対象としておらず、追加的資金需要が生じる場合には、「ケ
ース・バイ・ケースかつ限定的に円借款実施の可否を判断する」こととしていた。

（２）これら継続案件である「シマドリ石炭火力発電所建設計画」および「デリー
高速輸送システム建設計画」については、既に追加的資金需要が発生していると
ころ、これらに対する円借款を継続実施しなければ、これまで供与された円借款
により行われてきた工事等が無駄になり、ひいてはこれらの計画に関与している
本邦企業等にも大きな損害を与えるおそれがあることにかんがみ、これらの計画
の継続実施のため、早急に第Ⅲ期分の追加的円借款を供与する必要性が生じてい
る。

（３）今回の円借款供与は、昨年１２月の日印首脳会談において、小泉純一郎総理
大臣より、「シマドリ石炭火力発電所建設計画」および「デリー高速輸送システ
ム建設計画」の追加的資金供与を決定した旨表明したことによるものである。

（注）同措置については、昨年１０月２６日、官房長官談話を発表し停止している
が、インドに対する具体的な援助については今後検討されていくこととなってい
る。



対象案件の概要

１．シマドリ石炭火力発電所建設計画（Ⅲ）(供与限度額２７４億７，３００万円)

アンドラ・プラデシュ州の深刻な電力不足を解消するため、ビシャカパトナム
近郊に、総設備出力１，０００ＭＷ（５００ＭＷ×２基）の石炭火力発電所を建
設するもの。
第１期分については、１９９７年１月にＥ／Ｎ締結（供与限度額１９８．１７

億円）し、同年２月にＬ／Ａ締結。
第２期分については、２００１年３月にＥ／Ｎ締結（供与限度額１２１．９４

億円）し、同年３月にＬ／Ａ締結。

２．デリー高速輸送システム建設計画（Ⅲ）(供与限度額２８６億５，９００万円)

デリーでは、交通渋滞、大気汚染等の問題が深刻化しつつあるところ、これら
に対応するために総合的な高速大量輸送システムを建設するもの。本計画は、地
下鉄１路線（約１１ｋｍ）及び地上・高架鉄道２路線（約４１ｋｍ）の建設およ
びエンジニアリング・サービスを行うもの。
第１期分については、１９９７年１月にＥ／Ｎ締結（供与限度額１４７．６０

億円）し、同年２月にＬ／Ａ締結。
第２期分については、２００１年３月にＥ／Ｎ締結（供与限度額６７．３２億

円）し、同年３月にＬ／Ａ締結。



平成１４年２月１２日

スリランカのタワーホール劇場に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、スリランカ民主社会主義共和国政府に対し、タワーホール劇場

が音響・照明機材を購入するため（the supply of sound and lighting

equipment to the Tower Hall Theatre）、４，９９０万円を限度とする額の文

化無償協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月１２日（火）、コロン

ボにおいて、わが方大塚清一郎在スリランカ大使と先方チャリタ・ラトワットゥ

大蔵次官（Mr. Charita Ratwatte, Secretary, Ministry of Finance）との間で

行われた。

２．タワーホール劇場は、１９１１年に設立されたスリランカで最も古い国立劇場

で、９００名の観客が収容可能であり、伝統芸能を中心として演劇、舞踏、音楽

コンサート等の芸術活動がほぼ毎日行われている。また、同劇場付属の演劇学校

では、これまで１万人を越える卒業生を輩出し、同国の芸術活動に重要な役割を

担っている。建設以来９０年を経た同劇場では、機材の老朽化が進み、効果的な

舞台芸術効果を出すことが難しくなりつつあるが、厳しい経済情勢により機材の

更新・整備が困難となっている。

このような状況の下、スリランカ政府は、タワーホール劇場が音響・照明機材

を購入するために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を要請し

てきたものである。



平成１４年２月１２日

スリランカに対する無償資金協力（債務救済のための無償援助）について

１．わが国政府は、１９７８年３月の国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）第９回特

別貿易開発理事会（ＴＤＢ）閣僚会議決議にそって、スリランカ民主社会主義共

和国政府に対し３，９２２万５，０００円の無償資金協力（債務救済のための無

償援助）を行うこととし、このための書簡の交換が２月１２日（火）、コロンボ

において、わが方大塚清一郎在スリランカ大使と先方チャリタ・ラトワットゥ大

蔵次官（Mr.Charita Ratwatte, Secretary,Ministry of Finance）との間で行わ

れた。

２．この無償資金協力は、スリランカ政府が１９７８年３月３１日までにわが国政

府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務の

うち、これまでに返済期限が到来した元本および約定利息に相当する額を供与す

るもので、債務救済措置の一つである。

３．この無償資金協力により贈与する資金は、スリランカの経済の発展と国民福祉

の向上のために必要な生産物の輸入のために使用される。

４．前述のＴＤＢ閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に

直面していることを踏まえ、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二

国間政府開発援助（ＯＤＡ）の条件を調整する措置、または、その他同等の措置

をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議

に基づき、スリランカとわが国との友好協力関係を強化することを目的として、

わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。



平成１４年２月９日

サントメ・プリンシペに対する無償資金協力（食糧援助）について

１．わが国政府は、サントメ・プリンシペ民主共和国政府に対し、１億５，０００

万円を限度とする額の無償資金協力（食糧援助）を行うこととし、このための書

簡の交換が、２月８日（日本時間９日）サントメにおいて、わが方藤原定在サン

トメ・プリンシペ大使と先方マテオス・メイラ・リタ外務・協力・共同体大臣

Mateus MEIRA RITA,Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération（

）との間で行われた。et des Communautés

２．サントメ・プリンシペは、アフリカ大陸の西部、大西洋上に位置する島国であ

る。同国は主要２島から構成されているが、耕作地が限られている上、土地が肥

沃でないことから、農業は数少ない輸出産品であるカカオやコーヒーの栽培が中

心となっており、穀物のほぼ全量を輸入に依存している。しかし、主たる外貨獲

得源であるカカオやコーヒーの国際市場価格が低迷しているため外貨収入が減少

しており、穀物の輸入も十分に行えない状況にある。

このような状況の下、サントメ・プリンシペ政府は、食糧（米）を購入するた

めに必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものであ

る。



平成１４年２月８日

カリブ諸国からの若手指導者の招待について

１．外務省は、平成１３年度青年招聘事業の一環としてカリブ環境保全セミナーを

開催し、このセミナーの参加者としてカリブ諸国（アンティグア・バーブーダ、

ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ハイチ（２名）、ジャマイカ、トリニダード

・トバゴ）において環境行政に携わる若手指導者８名を２月１１日（月）から２

１日（木）まで日本に招待する。

２．一行は、セミナー開催中、環境省、東京都水道局はじめ関係機関・関連企業に

よる環境行政、環境保全をテーマとした講義に出席するほか、関係施設を視察す

る予定である。また、京都を訪問し日本の歴史に触れるとともに、ホームステイ

を通じて日本の文化に親しむ。

３．今回のカリブ環境保全セミナーは、美しい海と自然に恵まれたカリブ諸国にお

ける「持続可能な観光開発」の重要性を認識し、２０００年１１月の日・カリブ

閣僚レベル会議でも環境保全のための協力が打ち出されたことを受けて、カリブ

諸国の環境保全への取組みを支援するためわが国が積極的に協力するものである。

カリブ諸国の環境行政や環境保全活動に携わる各国の若手指導者を招聘し、わが

国の有する環境分野での経験や取組みなどをテーマとした講義や視察を行う予定

である。

４．一行は、研修終了後、修得した知識・経験をそれぞれの国の環境行政・環境保

全活動の政策立案に役立てることが期待される。また本研修を通じて、わが国の

歴史・文化に触れることにより、参加者がわが国への関心を深め、将来、わが国

との交流を促進する役割を果たすことも期待される。



平成１４年２月８日

トルコにおける地震被害に対する緊急援助について

１．わが国政府は２月８日（金）、地震により甚大な被害に見舞われているトルコ

共和国政府に対し、２０万ドルの緊急援助（無償資金協力）を行うことを決定し

た。

２．トルコでは、２月３日、中西部アフヨン県ボルヴァディン郡（アンカラ南西約

３００km）でマグニチュード６の地震が発生し、死者４３名、負傷者３１８名の

他、２，７４０の家屋が全半壊する等の多大な被害が出ている。このため、トル

コ政府は、自ら被災者に対する救援活動にあたるとともに、わが国政府に対し緊

急援助を要請してきた。

３．わが国政府としては、今次被害の深刻さおよび日本・トルコ両国の歴史的な友

好関係に鑑み、人道上の観点から緊急援助を実施することとしたものである。



平成１４年２月７日

カーボベルデに対する無償資金協力（食糧援助）について

１．わが国政府は、カーボベルデ共和国政府に対し、１億５，０００万円を限度と

する額の無償資金協力（食糧援助）を行うこととし、このための書簡の交換が２

月７日（木）セネガル共和国のダカールにおいて、わが方古屋昭彦在カーボベル

デ大使（セネガルにて兼轄）と先方エリアス・アンドラッド在セネガル・カーボ

Monsieur Elias ANDRADE, Chargé d'affaires a.i. duベルデ臨時代理大使（

）との間で行われた。Cap-Vert au Sénégal

２．カーボベルデは、火山岩等に覆われた小群島国であるため耕地面積が少ない。

また、乾燥したサヘル気候に属しているため降雨量が少なく、しばしば旱魃に見

舞われている。そのため食糧自給率が低く、特に穀物自給率は２０％程度に過ぎ

ず、慢性的に食糧不足問題に直面しており、食糧の大半を輸入に依存するという

厳しい状況にある。

このような状況の下、カーボベルデ政府は食糧不足に伴う米の購入に必要な資

金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。



平成１４年２月７日

エチオピアの「遠隔地教育機材整備計画」に対する無償資金協力について

－遠隔教育の改善を目指して－

１．わが国政府は、エチオピア連邦民主共和国政府に対し、「遠隔地教育機材整備

計画」（the project for Consolidation of Educational Television and

Radio Recording Studios）の実施に資することを目的として、２億３，６００

万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が２

月７日（木）、アディスアベバにおいて、わが方庵原宏義在エチオピア大使と先

方ムル・ケツェラ財務・経済開発省国務大臣（Mulu Ketsela, State Minister

of Ministry of Finance and Economic Development）との間で行われた。

２．エチオピアの初等教育就学率は５０．９％、中等教育就学率は１０．３％と低

い値となっており、このような状況を改善するため、エチオピア政府は１９９６

年に「教育分野開発プログラム（ＥＳＤＰ：Education Sector Development

Plan）」を発表した。ＥＳＤＰの中でも遠隔教育は、教師が量的にも質的にも不

十分な状況での側面支援および地域間較差是正の有効手段として重視されている。

また、これまでは教育番組は英語を教授言語として、全国統一プログラムを制作

・放送してきたが、ＥＳＤＰでは地方分権化が打ち出されており、これに併せ遠

隔教育放送についても各州教育局を実施主体として、各州のカリキュラムに基づ

くその地方の言語を使用した番組の制作が必要となっている。

しかしながら、州レベルでのラジオ・テレビ番組制作用スタジオの整備が遅れ

ており、また、メディア庁本部には、全国統一プログラムを制作するためのスタ

ジオがあるが、現有機材は８０年代中頃に整備されたものがほとんどであり、老

朽化による作業効率の低下が問題となっている。

このような状況の下、エチオピア政府は、「遠隔地教育機材整備計画」を策定

し、この計画の実施のためのメディア庁本部およびガンベラ州教育局に対するラ

ジオ・テレビ番組制作用機材の整備に必要な資金につき、わが国政府に対し無償

資金協力を要請したものである。

３．この計画の実施により、遠隔教育を受けているエチオピア全土の視聴者（中学

生、教員資格研修生等）約７０万人、およびガンベラ州で遠隔教育を受けている

小学生約３万人に対して、教育番組の制作本数および使用言語数、科目数の増加、

ならびに、番組の質の向上等の効果が期待される。



平成１４年２月７日

ピーリス・スリランカ憲法問題大臣兼

企業育成・工業政策・投資振興大臣の来日について

１．ガーミニ・ラクシュマン・ピーリス・スリランカ民主社会主義共和国憲法問題

大臣兼企業育成・工業政策・投資振興大臣は、２月１１日（月）から１５日

（金）まで外務省賓客として来日する。

２．ピーリス大臣は、滞在中、杉浦正健外務副大臣ほかわが国政府要人、経済関係

者等と会談し、スリランカの民族問題および経済社会開発問題を中心に意見交換

を行う予定である。

３．２００２年は、日本とスリランカの国交樹立５０周年であり、今回のピーリス

大臣の来日により、両国の友好協力関係が更に強化されることが期待される。

（参考）スリランカでは、政府とタミル過激派「タミル・イーラム解放の虎（ＬＴ

ＴＥ）」との非公式な停戦が昨年１２月末から続いており、和平交渉開始に向け

た動向が注目されている。ピーリス大臣は、スリランカ政府内で本件和平プロセ

スを担当しており、和平交渉実現に向けた実質的な責任者の地位にある。



平成１４年２月７日

パラオの「カヤンゲル州漁業施設改善計画」に対する無償資金協力について

１．わが国政府は、パラオ共和国政府に対し、「カヤンゲル州漁業施設改善計画

(the Project for Improvement of Fishery Infrastructure in Kayangel

State)」の実施に資することを目的として、４億８，７００万円を限度とする額

の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月７日（木）、コロ

ールにおいて、わが方長谷川恵一在パラオ臨時代理大使と先方テミー・シュムー

ル国務大臣（Mr. Temmy E. Shmull, Minister of State）との間で行われた。

２．独立後間もない（１９９４年１０月独立）パラオは、人口が少なく、国土面積

が限られているという状況の下、経済自立を図るため観光資源と水産資源を主要

収入源として掲げ、それらの開発を目指している。カヤンゲル州は、首都から船

で３時間（８３ｋｍ）の同国北部に位置する離島で、同州へのアクセスは海上交

通のみである。同州の主要産業は漁業で、水産物の陸揚げや出荷は、カヤンゲル

島中央部にある唯一の桟橋施設において行われている。この桟橋施設は、物流拠

点としての機能も担っており、海上交通のみに依存するカヤンゲル州にとっての

生命線とも言える。

しかし、本桟橋は、沖だし距離が十分でないことから岸壁の水深が不足し、漁

船等船舶の接岸が潮位に大きく左右されるとともに、施設の老朽化が問題になっ

ており、漁船の出漁や水産物の陸揚げ等の漁港機能および一般船舶の接岸や貨物

の荷役等の活動にも支障をきたしている。また、環礁内に入港するためのアクセ

ス水路は、航路水深の不足によって潮位が低いときは、漁船や一般船舶の航行が

制限されている。

このような状況の下、パラオ政府は、カヤンゲル州において桟橋施設等の改修

を行い、漁船をはじめとする船舶が潮位、時間等に左右されない安全な入出港を

可能とすることを目的とした「カヤンゲル州漁業施設改善計画」を策定し、この

計画の実施のための桟橋施設、航路標識、水路の改修に必要な資金につき、わが

国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。

３．この計画の実施により、カヤンゲル州に関連した漁船をはじめとする船舶が潮

位、時間等に拘らず安全に入出港することが可能となり、岸壁における作業が効

率的になることが期待される。



平成１４年２月６日

フィリピンに対する無償資金協力（食糧増産援助）について

１．わが国政府は、フィリピン共和国政府に対し、１５億円を限度とする額の無償

資金協力（食糧増産援助）を行うこととし、このための書簡の交換が、２月６日

（水）、マニラにおいて、わが方荒義尚在フィリピン大使と先方テオフィスト・

Ｔ・ギンゴナ副大統領兼外務長官（Teofist T. Guingona, Jr., Vice President

and Secretary of Foreign Affairs）との間で行われた。

２．フィリピン政府は、経済開発および経済的自立のための重点施策の一つとして

農業開発計画を掲げ、米、トウモロコシ等の主要食糧の自給自足を達成すべく努

力している。

しかしながら同国の農業は、土地生産性が低く、また台風やエルニーニョの発

生に伴う干ばつや洪水等の自然災害とも相俟って食糧の生産が伸び悩んでいる。

このため同国では安定した主要食糧の生産が依然として重要な課題となっている。

このような状況の下、フィリピン政府は、安定した主要食糧生産体制の確立の

ため「食糧増産計画」を策定し、この計画に必要な肥料の購入のための資金につ

き、わが国政府に対し、無償資金協力を要請してきたものである。

３．この計画の実施により、フィリピンにおける米、トウモロコシの生産性、収益

性の改善が期待される。



平成１４年２月６日

カンボジアの「プノンペン市洪水防御・排水改善計画（詳細設計）」

に対する無償資金協力について

１．わが国政府は、カンボジア王国政府に対し、「プノンペン市洪水防御・排水改

善計画（詳細設計）」（the Project for Flood Protection and Drainage

Improvement in the Municipality of Phnom Penh -Detail Design）の実施に資

することを目的として、６，６００万円を限度とする額の無償資金協力を行うこ

ととし、このための書簡の交換が、２月６日(水)、プノンペンにおいて、わが方

小川郷太郎在カンボジア大使と先方ハオ・ナムホン上級大臣兼外務国際協力大臣

（H.E. Mr. HOR Namhong, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs

and International Cooperation）との間で行われた。

２．カンボジアの首都であるプノンペン市は、メコン川の氾濫原に発達した都市で

あり、排水が困難かつ内水湛水しやすい地形であるため、雨期の集中豪雨により

市内各所で湛水被害が生じている。

フランス植民地時代から整備・維持されてきたプノンペン市内の治水・排水施

設は、２０年に及ぶ内戦以降、殆ど維持管理がなされず放置されてきたため、こ

れら施設の機能は著しく低下しており、被害拡大の原因の一つとなっている。

このような現状を打開するため、プノンペン市はアジア開発銀行（ＡＤＢ）な

どからの資金を導入して排水路の改修、排水機場の増設などを実施しているが、

まだ市内の一部地域に限られている。

このような状況の下、カンボジア政府は、プノンペン市の洪水、内水被害を軽

減し、民生の安定と首都機能の維持を図るため、主にプノンペン市南部における

プノンペン市の外郭堤防の補強、排水路、排水機場の改修・整備を行うことを目

的とした「プノンペン市洪水防御・排水改善計画」を策定し、この計画の実施の

ための詳細設計に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請して

きたものである。

３．この計画の実施により、大規模な洪水が来た場合でも、プノンペン市南側から

の外水の浸入を防ぐとともに、プノンペン市の内水被害を大幅に減少させること

が期待される。



平成１４年２月５日

中国の雲南民族博物館に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、中華人民共和国政府に対し、雲南民族博物館が視聴覚機材を購

入するため（the supply of audio-visual equipment to the Yunnan

Nationalities Museum）、４，４９０万円を限度とする額の文化無償協力を行う

こととし、このための書簡の交換が２月５日（火）、北京において、わが方阿南

惟茂在中国大使と先方李徳洙国家民族事務委員会主任（H. E. Li Dezhu,

Minister,State Ethnic Affairs Commission）との間で行われた。

２．雲南民族博物館は、中国に分布する少数民族が最も多い雲南省において、これ

ら少数民族の有形・無形の伝統的文化財の保護・継承のため１９９５年に設立さ

れた中国最大の民族博物館で、少数民族について理解を深めることのできる総合

文化施設として内外から高い評価を受けている。同博物館は、失われつつある少

数民族固有の文化の保存・記録を作成するため、先進的な設備の充実に努めてい

るが、厳しい財政状況下、予算の確保が困難となっている。

このような状況の下、中国政府は、雲南民族博物館が視聴覚機材を購入するた

めに必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を要請してきたもので

ある。



平成１４年２月５日

東チモールの真実和解委員会に対する緊急援助について

１．わが国政府は２月５日（火）、東チモールにおける和解努力を支援するため、

国連東チモール暫定行政機構（ＵＮＴＡＥＴ）に対し、５３万ドルの緊急援助

（無償資金協力）を行うことを決定した。

２．東チモールでは、現在、国連東チモール暫定統治機構（ＵＮＴＡＥＴ）の下で、

独立と国造りに向けたプロセスが進められているが、１９９９年の騒乱によって

インドネシアの西チモール（東ヌサ・トゥンガラ州）に避難した約２９万人の住

民の東チモールへの帰還が重要な課題の一つとなっている。

３．帰還先の地域住民は、犯罪を犯した者に何らかの処分が下され、正義が貫かれ

ることを期待しているが、司法機関が未だ十分に整っておらず、全ての犯罪を迅

速に裁くことは困難な状況にある。他方、旧統合派の避難民は帰還後の処分に強

い不安感を感じている等の理由により、国連によれば約８万人の難民が依然とし

て帰還していないとされている。このような状況の下、旧統合派と帰還先の地域

住民との和解を促進するため、２００１年６月２０日、国家評議会（ＮＣ）は全

会一致で真実和解委員会の設置を決定し、同年７月１３日、ＵＮＴＡＥＴが同設

置に関する規定を公布した。

４．今回供与するわが国の支援は、「真実和解委員会」の活動を支援するものであ

り、旧統合派と帰還先の地域住民の和解を促進し、東チモール難民問題の包括的

な解決に資するものである。

５．なお、本件支援については、先般わが国を訪問したシャナナ・グスマン前ＣＮ

ＲＴ（チモール抵抗民族評議会）議長に対して小泉純一郎総理大臣より、「真実

和解委員会」に対して、１００万ドル規模の支援を検討する方針を直接伝えてお

り、先方より高い期待と謝意の表明があった。



平成１４年２月５日

西チモ－ルにおける東チモール難民問題解決のための緊急援助について

１．わが国政府は２月５日（火）、インドネシア・西チモール（東ヌサ・トゥンガ
ラ州）における東チモール難民問題の解決を支援するため、インドネシア共和国
政府に対し、総額５３８万６，０００ドルの緊急援助（無償資金協力）を行うこ
とを決定した。

２．今回の支援対象となるインドネシア政府のプロジェクト案件計３件および各プ
ロジェクトに対する支援額は以下の通りであり、インドネシア政府が実施する難
民キャンプ改修や公衆衛生施設改修、各種保健医療サービスの提供、再定住促進
等に充てられる予定である。
（１）難民保健サービス計画 ：３３９万６，０００ドル
（２）キャンプ・メンテナンス計画 ：１３５万ドル
（３）再定住計画 ： ６４万ドル

３．東チモールでは、現在、国連東チモール暫定行政機構（ＵＮＴＡＥＴ）の下で、
独立と国造りに向けたプロセスが進められているが、１９９９年の騒乱によって
約２９万人の住民がインドネシア、西チモール（東ヌサ・トゥンガラ州）に避難
した。その後、多くの難民が東チモールに帰還したものの、約８万人の難民が依
然として劣悪な衛生環境の中でのキャンプ生活を余儀なくされている。インドネ
シア政府は、難民問題発生後から、これらの難民に対して食料、飲料水、諸手当、
保健医療、教育などの諸サービスを提供してきている。しかし、経済の本格的な
回復に取り組んでいる同国政府にとってこれらのサービスの提供は財政上の大き
な負担になっていることから、同国政府は本年１月よりこれらのサービスの提供
を打ち切ることを表明する一方、東チモール難民問題の包括的解決のために国際
機関と協力して、本年中に約６万人を自発的に帰還させ、残る約２万人を東ヌサ
・トゥンガラ州内へ定住させる政策を明らかにした。
こうした状況を受け、昨年１１月末にインドネシア政府と国連は西チモールに

おける東チモール難民問題解決のための共同アピールを発出し、国際社会に対し
て人道支援の要請を行った。

４. 今般のわが国の決定は、このアピールに応え、人道的な観点より、特にインド
ネシア政府の取り組みに対して資金を拠出することとしたものである。本件支援
については、先般インドネシアを訪問した小泉純一郎総理大臣よりメガワティ大
統領に対して、直接支援の方針を伝えており、先方より高い期待と謝意の表明が
あった。

５. なお、わが国はこれまで、東チモール難民に対する援助として、世界食糧計画
（ＷＦＰ)や国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ)、ＮＧＯ（非政府組織）等
を通じて約３，６００万ドルの人道支援を実施してきている。



平成１４年 ２月 ５日

セネガルの「カオラック中央魚市場建設計画」ほか３件に対する

無償資金協力について

１．わが国政府は、セネガル共和国政府に対し、「カオラック中央魚市場建設計

画」、「国立保健医療・社会開発学校整備計画（詳細設計）」、「セクタープロ

グラム無償資金協力」および「食糧援助」として、総額１９億７，９００万円を

限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が２月４日

（日本時間５日）ダカールにおいて、わが方古屋昭彦在セネガル大使と先方アブ

Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministreドゥライ・ディオップ経済・財政大臣（

)との間で行われた。de l'Economie et des Finances

（１）「カオラック中央魚市場建設計画」

（ )Projet de construction du Marché Central au Poisson de Kaolack
供与限度額：７億１，２００万円

（２）「国立保健医療・社会開発学校整備計画（詳細設計）」

Projet de construction d'un bloc scientifique polyvalent et de(

fourniture d'équipement à l'Ecole nationale de développement
)sanitaire et social
供与限度額：６，７００万円

(３）「セクタープログラム無償資金協力」

供与限度額：１０億円

（４）「食糧援助」

供与限度額：２億円

２．（１）「カオラック中央魚市場建設計画」

セネガルでは、漁業は国民への重要な動物性タンパク質の供給源であるのみな

らず、雇用機会の提供等同国経済を支える重要な産業であり、漁業の開発・振興

が国家開発計画の優先項目の一つとなっている。カオラックは、セネガル第二の

都市で、周辺人口を合わせると１１０万人を擁する大消費地となっている。また、

内陸部および隣国ガンビア等への交通の要所となっており、水産物の中継市場と

しても重要な機能を果たしている。

しかし、既存の魚市場には、日中の最高気温が４０度を超すこともある過酷な

気候条件にも拘わらず日除けや施氷といった最小限の鮮度維持手段さえない上、

排水設備は未整備であり、かつ、ハエが大量に発生している等劣悪な衛生状況に

なっている。このような環境の中、水産物の劣化速度は加速され水産物に対する



需要があっても食用に適する鮮魚が住民に行き届かない状況となっている。

このような状況の下、セネガル政府は、同国内陸部およびカオラック州内に流

通する水産物の品質劣化防止、鮮度保持の向上および水産物の安定供給を目的と

する「カオラック中央魚市場建設計画」を策定し、この計画のための水産流通施

設、関係機材の購入に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請

してきたものである。

この計画の実施により、カオラック周辺およびセネガル内陸部に新鮮な水産物

が安定的に供給されることが期待される。

（２）「国立保健医療・社会開発学校整備計画（詳細設計）」

セネガル政府は、経済・財政の健全化をめざして厳しい緊縮財政政策をとって

きているが、保健・医療政策に関しては高い優先度がおかれており、１９９８年

に国家開発政策および保健分野投資計画を策定して、各援助国（ドナー）の支援

を受けつつ、保健・医療環境の改善を推進してきている。わが国も、平成１３年

１１月より５年間の予定で「保健人材開発促進プロジェクト」を開始し、看護士、

助産婦等を派遣してプロジェクト方式技術協力を行っている。

しかしながら、現在、看護士／婦、助産婦、薬剤師、歯科技工士、放射線技師

等の医療従事者の不足が、同国の保健・医療体制上の深刻な問題となっている。

こうした医療従事者を新規養成・研修（再教育）する公的機関としては、唯一

「国立保健医療・社会開発学校(ＥＮＤＳＳ)」が存在するが、１９９２年に設立

された同校には、現在のところ、保健科学基礎、保健科学専門および社会科学の

３分野１４コースが開設されているのみであり、求められている人材養成に必要

な機材も十分に揃っているとはいえず、また、同校が受入可能な生徒数はセネガ

ル全体の需要に追いついていない。そのうえ、現在、医療従事者の約４６．５％

が首都圏（ダカール州）に集中しているため、地方における人材不足が深刻化し

ており、早急な手立てが必要となっている。

このような状況の下、セネガル政府は１９９７年、同国唯一の公的医療従事者

養成・研修機関であり、周辺国からも多数の留学生を受け入れている「国立保健

医療・社会開発学校」を拡充することを目的とした「国立保健医療・社会開発学

校整備計画」を策定し、この計画のための詳細設計に必要な資金につき、わが国

政府に対して、無償資金協力を要請してきたものである。

（３）「セクタープログラム無償資金協力」

セネガルは、１９９４年１月のＣＦＡフラン（西アフリカ諸国共通通貨）切り

下げ以降も世界銀行・ＩＭＦ（国際通貨基金）の支援を受けて緊縮財政政策をと

るとともに、積極的に構造調整に取り組んでいる。

しかしながら、就業人口の７割近くが農業に従事している同国においては、輸

出用農産物の価格の動向が経済を左右し、主要輸出産品である落花生等一次産品

の価格の低迷は、原油価格の高騰と相俟って国際収支赤字の拡大に繋がっており、

財政赤字、国際収支赤字、対外債務問題が恒常化している。



今回のセクタープログラム無償資金協力は、同国政府の経済の再建および政治

的安定を図るため、構造改善努力の推進に必要な商品の輸入代金支払いのために

使用される。なお、商品の民間売却後に現地通貨で積み立てられた見返り資金は、

同国の保健分野の事業の実施のために使用される。

（４）「食糧援助」

セネガルは、サヘル地域に属しており、降雨が不規則な上に降雨量も減少して

いることから近年砂漠化が進行し、耕作地が減少しているため、食糧生産に大き

な影響が出ている。加えて、害虫・害鳥等による被害のため、食糧生産は低迷し

ている。そのため、政府は肥料による生産性の向上、害鳥・害虫等の駆除強化、

農民に対する農業機械の供与等により食糧生産の向上に努めているが、高い人口

増加（約３．０％）により増大する食糧需要に食糧生産が追いつかず、深刻な食

糧不足が続いている。

このような状況の下、セネガル政府は食糧不足に伴う米の購入に必要な資金に

つき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。



平成１４年２月４日

ブルガリアに対する円借款の供与について

１．わが国政府は、ブルガリア共和国政府に対し、「ソフィア地下鉄拡張計画」
(Sofia Metro Extension Project）のために１２８億９，４００万円を限度とす
る円借款を供与することとし、このための書簡の交換が２月４日（月）、ソフィ
アにおいて、わが方市橋康吉在ブルガリア大使と先方ソロモン・パシ外務大臣と
の間で行われた。

２．案件の概要
「ソフィア地下鉄拡張計画」
ソフィア市の既存地下鉄路線（第１から７駅）を延長することにより、交通渋

滞緩和および交通システムの効率化を図るもの。ソフィア市は、第７から１６駅
区間の延長を計画しているところ、うち円借款対象区間は、ソフィア市が経験の
ないシールド工法を必要とする市の中心部に位置し、首都中枢機能が集中する第
７から９駅区間であり、残りの区間については市の負担により建設される予定で
ある。

３．供与条件は次の通り。
（１）金 利 ：年２．２％（コンサルタント部分については１．８％）
（２）償還期間：３０年（１０年の据置期間を含む）
（３）調達条件：一般アンタイド

４．本件円借款の意義
（１）ブルガリアは、わが国との関係を「相互信頼の関係」と位置づけ、わが国を

ＥＵ（欧州連合）諸国や米国とともに重要な国として政治、経済、文化等のあ
らゆる分野において、二国間関係の発展に努めている。

（２）ブルガリアは、南東欧地域の安定なしに繁栄はないとの立場から、コソボ問
題への対応を含め、南東欧地域の平和と安定のために積極的に尽力しており、
同国の発展および安定は、同地域の平和に大きく貢献する。

（３）自動車数の増加による交通渋滞および市内交通システムの老朽化の問題を抱
えるソフィア市は、地下鉄を中核とした市内公共交通システムの再構築を最大
の政策課題としており、本案件は同市の都市機能の充実を図るとともに、地下
鉄事業に係る経営改革支援にも大きく資するものである。

５．今回の円借款の供与により、これまでにわが国がブルガリアに対して供与した
円借款 の総額は、４００億７，４００万円となる。



平成１４年２月４日

ベトナムの国家文書局に対する文化無償協力について

１．わが国政府は、ベトナム社会主義共和国政府に対し、国家文書局が古文書修復

機材を購入するため（the supply of micrographic equipment and equipment

for restoration of historical documents to the State Archives Department

of Vietnam）、４，７２０万円を限度とする額の文化無償協力を行うこととし、

このための書簡の交換が２月４日（月）、ハノイにおいて、わが方山崎隆一郎在

ベトナム大使と先方ドー・クアン・チュン政府組織・人事委員会委員長（H. E.

Mr. Do Quang Trung, Minister, Chairman of Government Committee on

Organization and Personnel）との間で行われた。

２．国家文書局は、１９６２年に設立された政府直属の行政文書保存機関で、１５

世紀からの歴代王朝文書等の貴重な歴史的資料の管理・保存を行うとともに、保

存技術の指導も行っている。同文書局は、ベトナム戦争中に地方都市に避難させ

た歴史的資料の整備に努め、痛みの激しい資料の修復・保存作業を急いでいるが、

機材の不足のために修復作業が需要に追いつかず、また、厳しい財政状況の下、

新規機材の購入が困難な状況にある。

このような状況の下、ベトナム政府は、国家文書局が古文書修復機材を購入す

るために必要な資金につき、わが国政府に対して文化無償協力を要請してきたも

のである。



平成１４年２月４日

日露航空協定の締結に関する第３回交渉について

１．日露航空協定の締結に関する第３回交渉は、２月６日（水）から８日（金）ま

で、モスクワにおいて開催される。

２．この交渉には、日本側から角崎利夫欧州局審議官を団長として、柴田耕介国土

交通省大臣官房審議官ほか外務省および国土交通省の関係者が、ロシア側からＰ．

Ｖ．ロシュコフ・ロシア連邦運輸省民間航空庁次長を団長としてロシア連邦運輸

省民間航空庁および外務省の関係者がそれぞれ出席する予定である。

３．この交渉は、平成１２年４月、東京において行われた第２回交渉に続いて、現

行の日ソ航空協定に代わる新たな協定を締結するために行うものである。

（参考）日ソ航空協定

１９６６年１月２１日署名、１９６７年３月３日発効。両国間の定期航空業務

の開設および運営に係る法的枠組みを設定。



平成１４年２月１日

国際シンポジウム「平和維持から平和構築へ 」の開催について－日本の役割－

１．国際シンポジウム「平和維持から平和構築へ 」は、２月６日－日本の役割－

（水）、７日（木）の両日、東京（日本国際問題研究所および東京全日空ホテ

ル）において、外務省および日本国際問題研究所の共催により開催される。

２．このシンポジウムには、ハーストン国連平和維持活動（ＰＫＯ）局アジア中東

部長代行、横田洋三中央大学法学部教授をはじめとした国際機関、専門家、ＮＧ

Ｏ（非政府組織）、政府関係者ほかが参加する。

３．ＰＫＯと平和構築の有機的連携のあり方は、東チモール、コソボの例にみられ

るように今後のＰＫＯの展開に極めて重要であり、このシンポジウムでは、国連

関係者および国内外の有識者を交えＰＫＯと平和構築のギャップをどのように埋

めていくか議論を行う。また、こうした中で、平和構築における日本のイニシア

チブのあり方についても考える。

４．２０００年８月に国連事務総長に提出された、いわゆる「ブラヒミ報告」以降、

国連においてＰＫＯおよび平和構築を含めた国連平和活動の改革について議論さ

れており、今回のシンポジウムは「ブラヒミ報告」後の展開についても取り上げ

られる。




