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   農業・農村開発分野における日本の経験 
      国際協力分野での活用事例 

JICA専門家／開発コンサルタント（NTCインターナショナル㈱）  

 服部朋子 

 



 

生活改善アプローチのアフリカでの活用 
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食を考えるワークショップ（エチオピア） 
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お料理講習会（ザンビア） 

ごみ処理（セネガル） 手洗い(ケニア) 



 
生活改善アプローチとは何か！ 

 
• 戦後日本の生活改善運動 

• 農林水産省が主導的に実施した生活改善普及事業 

 
 

• 経験に裏打ちされた技術/暗黙知 

   

  

応用・ローカライズ＝栄養・衛生・生計等の改善 
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日本における戦後の生活改善運動 

      
管轄省庁 事業分野 

農林省 農地改革、農協制度 

普及制度：生活改善普及事業／農業改良普 

       及事業 

＊担い手：農業改良普及所、農業・生活改良
普及員 

厚生省 衛生行政、栄養行政 

＊担い手：保健所、保健婦 

文部省 社会教育、公民館運動 
＊担い手： 公民館、社会教育主事 

労働省 婦人少年対策（労働者保護） 
＊担い手： 県労政部、労政担当 
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農林省／生活改善課 

各県農林部（47） 

農業改良普及所 

普及員 

農民 昭和26年 アメリカからの視察団訪問  

出典 千葉県生活改良事業記念誌「こだま」 

米国制度の応用としての普及制度 



普及制度 

農業改良普及所 ▼ 

(出典：スライド『日本の農業・農業開発と人口』） 

農業改良普及員と生活改良普及員 

(出典：スライド『日本の農業・農村開発と人口』） 

▲昭和24年4月第一期採用 
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生活改善普及事業 

目的 

生活をより良くする 

主体的に考える農民の育成 

手段 

生活技術の改善、教育、 

生活改善実行グループの育成     

  （集団思考：ディスカッションの場） 

 

生活改良普 

及員の役割 
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普及事業の特徴 

 

 

 

  

 
 

 

     普及対象者：従来の農業経営主＋農家の主婦、農村の青年 

農民（住民）の 

考え方・態度の変容              

農民（住民）の知識・技術の能
力向上に対する助言・指導 

合理的な思考方法で主体的に考え
る農民（住民）像確立 



技術と生活の繋がり 

“技術と生活は車の両輪” 

高栄養価でバランスのとれた食事 

質が高く十分な睡眠と休養 

衛生的衣服と住居  

健康な心と身体 

技術 

生活向上 生産性向上 

対等・好循環 
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生活改善アプローチの基本的考え方  

• 多くの問題が存在⇒自分達では変えられないと思って
いた 

• 生活改良普及員は、農民が自分達で変えられるというこ
とに気付き、変えることを開始するように励ました 

• 生活改良普及員は、農民と一緒に 考え、協議し、 解決
の糸口やヒントを出した 

• 女性は意見を言えない＆意見を聞いて貰えない &社会

的に弱い立場⇒グループを組織することで、女性の力を
集める⇒農村女性は相互に助け合い、励まし合った  & 
意見を発し、暮らしをよくする何かを始めた 
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住民が課題に気付かない場合：     
• 相手の悩みを知る 
• 解決を共に考える  
• 課題の暗示→技法     「伝えること」 
                   「気付いてもらう」 
 

                                                                教え込む 
                                                 ↓ 
                                       「気付き」へ 
 
  

生活改善アプローチ型ファシリテーション 
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農村女性の話を聞く～あぜ道・庭先で～ 

(出典：スライド『生活改良普及員の一日』） 
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(出典：スライド『生活改良普及員の一日』 ) 

改良カマド 
 

 

 
 

（出典：愛媛、高岡氏提供） 
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台所改善 

(出典：スライド『生活改良普及員の一日』 ) 



保存食・加工品 

(出典：スライド “生活改良普及員の一日”) 
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(出典：スライド “生活改良普及員の一日”) 
 

 

出典: ビデオ" People for tomorrow” 

栄養改善 
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お料理講習会 

 

(出典：スライド “生活改良普及員の一日”)  

（山口・昭和３０年代） 

(山口県 本間明子氏提供） 



栄養改善キャンペーン 

“1-8-8” 

 キャンペーン 
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キッチンカー:栄養改善  

(出典: Japanese eating habits society） 
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養鶏＆卵貯金 

(出典：スライド『日本の農業・農村開発と人口』） 

（出典：スライド『生活改良普及員の一日』）  



山羊銀行 

(出典：スライド『生活改良普及員の一日』） 
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共同出荷 
共同購入 



 家計管理：家計簿  
 

（出典・スライド「生活改良普及員の一日） 
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社会環境に働きかける 
農閑期の展示会（男性の理解） 
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出典: Video" People for tomorrow 

 町内清掃 

蚊とハエのいない運動  



生活改善活動のインパクト 

生活改善の経済的効果  
• 労働効率向上＝睡眠時間・栄養確保 

• 無駄の排除＝食品貯蔵、家計簿記帳（家計状況把握・購入・
節約等） 

• 所得創出、家計収支のよいバランス 

• 生活圏内での改善意識化  

• 薪の消費減 

 

改善の福祉的効果 
• 健康に働く（＝農業生産性向上） 

• 清潔で便利な台所 

• よい食習慣 

• 社会的活動への参加/仲間 
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生活改善アプローチの特徴 
• 農村女性の組織化＝集団思考⇒グループのネットワーク化

⇒女性の参加促進/能力強化 

• 小さな改善から開始＝着手し易い/身の丈に合致 

• 置換ではなくて、改善（創意工夫） 

• 地域資源や地域固有の知識を活用 

• 活動を公に ：メリットを家族やコミュニティに還元 

• 包括的アプローチ→他の組織と連携・協力 ：保健婦、栄養
士、農業改良普及員、農協、学校など 

• 普及員訓練と活動支援：統一方針・普及技術や技能訓練の
徹底、現場事例を政策立案者にフィードバック、事例に基づ
く教材等 

• 濃密指導方式：モデル地域⇒周辺への波及効果を狙う 
• 技術を通じて人を変え、育て、自立を促し、後押しする  

「人づくり」＝主体性の形成 
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• 健康維持など生活改善のために身につけてきた
生活技術や知恵の発展 

 →消費者に大人気 

• 女性起業支援:必要知識･資格の習得支援 

           ブランド育成 

           農産加工設備の整備 

• 所得向上と雇用確保を目指す 

• 女性の役割発揮による地域資源を活かした村づ
くり活動推進 

• 農業と食を結ぶ 

• 地域活性化 

 

 

 

生活の視点⇒ビジネスへ 
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日本の強みを生かした健康な生活環境づくり 

• 付加価値：加工品/保存食技術 

• 普及技術：情報、知識、技術を対象に伝達する仕組み構築 

• 組織運営管理ノウハウ 

• マルチセクトラルな実施体制/他の組織との協力連携 

• 経済活動から入らない活動の視点 

• マーケティングや参加型調査手法等 

            

 

• マルチメディア教材・テキスト作成 

• 人材育成/研修 

• 栄養改善活動など暮らしの向上を目指す事業での応用 

• 学校給食 
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ヨーグルト・バナナチップ販売 
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農家レストラン 
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家庭菜園  



お料理コンテストによる地域資源の再発見  

33 

生活改善セミナーとお料理講習会  



 

 
 

© NTC International Co., Ltd. 34 

ご清聴ありがとうございました！  


