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中間評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：パプア・ニューギニア 案件名：小規模稲作振興計画 
分野：農業開発 援助形態：技術協力 
所轄部署：農村開発部第一グループ水田第三

チーム 

協力金額（評価時点）：0.74 億円 
（2006 年 6 月時点、人件費除く） 

(R/D): 2003 年 12 月～2008 年 12 月 先方関係機関：農業畜産省 
(延長): 日本国側協力機関：無し 
(F/U) : 他の関連協力： 

 

協力

期間 

(E/N)（無償）   
１－１ 協力の背景と概要 

近年パプア・ニューギニア独立国（以下、「PNG」）ではコメの消費が伸びており、コメは主食の一つとな

るに至ったが、現状では供給のほとんどを海外に依存し、毎年の輸入量は約 15 万 t に達している。この様

な事情の下で、国家食糧安全保障計画（2000 年～2010 年）や国内稲作開発政策（2004 年～2014 年）に見ら

れる様に、食糧安全保障とコメの国産化は同国の主要政策の一つとなり、またこれらの政策に沿って、農業

畜産省食糧安全保障課が中心となり、稲作振興に係る計画が策定・実施されてきた。以上の状況にあって、

2002 年に日本国政府に対し、小規模稲作の自立発展を目指すための技術協力が要請された。 
 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：対象州において食料安全保障状況が改善される 

(2) プロジェクト目標： 

モデル農家支援システムを開発適用することにより、自給稲作が小規模農家により営まれる 

(3) 成果 

成果 1：モデル農家が自給稲作技術を取得し他の農家に普及する 
成果 2：モデル農家支援システム及び市場志向的な精米・種子配布サービスが、地方政府により開発・

実施される 
成果 3：農業畜産省の政策実施能力と稲作振興モデルを他州に普及する能力が計画省との連携により強

化される 

(4) 投入（2006 年 6 月時点） 

日本国側： 

長期専門家派遣 延べ 3 名、58.7 人月 機材供与 1,436 万円 
短期専門家派遣 延べ 9 名、20.2 人月 ローカルコスト負担 5,934 万円 
研修員受入   計 9 名 

 

相手国側： 

カウンターパート（以下、「C/P」）配置 41 名   機材 什器備品類 
土地・施設提供 専門家執務室     ローカルコスト負担   278 万円 

 

２．評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名職位） 
田和 正裕  総括   JICA 農村開発部第一グループ水田第三チーム長 
寺尾 豊光  評価分析 水産エンジニアリング（株） 
村田久美子  計画管理 JICA 農村開発部第一グループ水田第三チーム 

調査期間  2006 年 6 月 21 日～2006 年 7 月 13 日 評価種類：中間評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) モデル農家の育成 

2005 年までに合計 76 名（マダン州 60 名、東セピック州マプリック郡 16 名）のモデル農家が育成

された。活動を継続しているモデル農家をこの内 80％（サンプリングによる推測率）とすると、60
名が稲作技術の普及に従事していることになり、旧指標（115 名）の 52％が達成されたこととなる。

但し、プロジェクト終了時になおこの推測率が有効であるか疑問が残るため、見直しを行うこととな

った。 

(2) モデル農家支援システムの構築 

プロジェクト前半では、ワークショップやモデル農家とのコンサルテーションを通じて、郡政府を

含む関係者が協議を重ねてきた結果、現実的な支援システムの基礎が構築され、2006 年 7 月現在、「モ

デル農家支援システムガイドライン」がマダン州で策定・運用が開始されている。東セピック州マプ

リック郡でも同様のガイドラインを策定中である。 

(3) モデル農家による普及活動 

モデル農家より指導を受けた小規模農家は、前項(1)に沿った推計を行うと約 2,400 名（達成率 55％）

になるが、同様な理由によりこれも見直しを行う。 

(4) 研修教材の作成 

当初計画されていた 7 つの内、6 つの研修教材とテキスト等が作成されている（一部作成中を含む）。

但し、これは稲作に係る基礎的な研修教材やテキスト等ができ上がっただけであり、本成果の活動が

終わるものではない。 

(5) 広報資料の作成 

計画された 4 点の内、3 点が作成済みである。プロジェクト成果ビデオは、プロジェクト終了年に

作成予定であるが、現時点までの成果と課題を紹介するものが作られている。完成品も対象者別に理

解を促進するために一部改訂を行っている。 

(6) 精米機運営 

維持管理に問題があったため、供与を予定していた精米機 14 台に代えて、既存精米所の機能を最

大限活用する方針に変更された。選定された郡に設けた「モデル精米所」のマネージャーとオペレー

ターに対し、基礎的な精米所運営管理研修が JOCV 農業機械隊員も協力の上で、今年度実施されてい

る。今後は、同様の研修を増やし、将来的には各精米所の自主運営を目指す。 

(7) 種子配布 

2006 年 5 月時点では、8 人のモデル農家によって 114 名の非稲作農家に対し 123kg の種子が配布さ

れた。品種は TCS10、IR10、IR64 及びローカル品種。プロジェクトでは種子生産を活性化するために、

先進なモデル農家に種子を生産してもらい、それを州・郡政府が購入・配布することを計画している。

 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高い。国家食料安全保障プログラム（2000 年～2010 年）と国内稲作開

発政策（2004 年～2014 年）は農業畜産省により策定され、後に内閣や首相によって承認された。こ

の 2 つの基本政策は、農業畜産省が全国の小規模農家、関連組織（教育機関と刑務所）及び準企業経

営体による稲作を促進するに際して、明確な政策基盤を与えている。 

(2) 有効性 

本プロジェクトの有効性は中程度または高いと見込まれる。プロジェクト目標の達成は、特にモデ

ル農家支援システムが十分な水準に達する等、指標計測の対象となる 3 郡の完遂の度合いに依ること

になる。これら 3 郡及び支援システムを導入しようとしている他の郡の C/P はプロジェクト業務に努

力を傾注しているので、終了までに解決すべき最大の障害は、国及び州政府の予算不足と考えられる。
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(3) 効率性 
実施前半期間で見ると、本プロジェクトの効率性は中程度であった。農業畜産省及び州政府による

運営予算が不足がちであったことを除くと、要員と機材等の投入は概ね予定通りなされたが、モニタ

リングに見られるモデル農家の追跡状況に示される様に、郡レベルの C/P 31 名がプロジェクトに関与

し得た度合いには見過ごせない相違がある。おそらくこの相違は、モデル農家へのアクセスが制約さ

れていることに起因しているものと考えられる。もし日帰りあるいは一泊旅行を可能とする旅費があ

ってこの問題に対応できるのであれば、遠隔の村落であっても C/P を送ることができたはずである。

予算措置が C/P の村落への浸透の程度を決め、またこれがプロジェクトの成否に直接影響することを

関係実施機関は認識すべきである。 

(4) インパクト 

本プロジェクトのインパクトは中程度または高いと見込まれる。プロジェクト目標の場合と同様に、

上位目標の達成はモデル農家支援システムが 3 郡以外の残りの 9 郡により受容されるかどうかに大き

く依存することになる。支援システムが無い限り、モデル農家アプローチが首尾良く働かないことは、

プロジェクト・チームの農業畜産省 C/P 及び JICA 専門家が強く認識するところとなっている。本プ

ロジェクトの正のインパクトとして、プロジェクトの成功と教訓が PNG の国内稲作開発に係る政策

と方向性を決定する上で有用なものとなること、またプロジェクト目標と上位目標の達成は、輸入米

に対抗し得る国産米の増産につながること等が挙げられる。 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は中程度と見込まれる。プロジェクト終了後の段階で便益を維持拡張

するためには、農業畜産省が本プロジェクトを一連の国家稲作プログラムに吸収する必要があること

は関係要員により認識されている。農家もまた政府支援を継続することの重要性を強く主張してい

る。農業畜産省と州政府一次産業局がプロジェクトにより用いられた実施戦略を採用することが重要

と考える。そのためには、農業畜産省は食糧安全保障課に国家稲作プログラムを調整・実施するセク

ションを設けることで主導的役割を担うことになる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

プロジェクト活動の中核部分に対するアプローチとして、本計画に採用された小規模稲作振興モデ

ルは計画の実施を如実に促進したと考えられる。 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト業務を遂行する上で C/P の意志は高く、本計画を促進するための有利な条件となって

いる。加えて、ほとんどのモデル農家は本計画における自らの立場と役割をよく理解しており、また

村落共同体の生計を改善することに意欲を持っている。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
2003 年の事前調査の結果として、プロジェクト活動事項は決められたが、プロジェクト対象地域は

郡レベルではなく州レベルで選定され、また移転すべき稲作技術が現状を反映する実施可能なプラン

としては特定されなかった。これらは実施段階で計画されることとなったので、プロジェクト・チー

ムが直ちに適切な実施体制に入ることは困難であった。 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 自治政府としての年数がまだ浅いため、当初の段階では、地方政府には農業普及に取り組むための

適切かつ十分な予算や要員等のリソース及び手段が無かった。郡行政府によっては未だに無い所もあ

る。また、農家の大多数がアクセスの困難な遠隔地に居住していることから状況は一層困難なものと

なっている。 
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2) プロジェクトが普及すべき稲作は投入を低く抑えることが前提となる技術分野のものである。即

ち、農業機械はもとより農薬や肥料の調達を前提とすることができない稲作技術が普及の対象とな

っている。焼畑稲作技術はほとんどの国で今や行われていないので、灌漑稲作技術の様に技術情報

が整理された形で存在しないこともプロジェクト実施上の制約となっている。 
 
３－５ 結論 

農家対農家普及に基づく小規模稲作振興モデルの構築強化に向けた本プロジェクトの諸活動を高く評

価する。本モデルが有効となるためには、農家支援システムが機能し、かつ各レベルの政府機関が現実に

適合したリソース投入を全面的に措置することが条件となる。 
 
３－６ 提言 

州政府は食料安全保障政策を採用すること、また政策実施にあたっては、農業畜産省と連携を保ち、か

つ地域社会経済条件に適合した内容で投入リソースを配分すること。 

農業畜産省は国内稲作開発政策の下で本プロジェクトを有効に実施するために、国家計画モニタリング

省との調整を一層強化し、また州レベルでの同政策の実施促進を行うため、対象州との連携を強めること。

モロベ州のプロジェクト対象地域からの除外、提示した PDM 修正案について今後検討すること。 

 

３－７ 教訓 

該当無し 

 

３－８ フォローアップ状況 

該当無し 

 

 

 

 




