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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 20 年 10 月 8 日 

担当部・課：農村開発部乾燥畑作地帯第一課  

１．案件名 

マダガスカル国中央高地コメ生産性向上プロジェクト 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトでは、マダガスカル国（以下「マ」国と記す。）中央高地に位置する 5 県を

対象とし、灌漑稲作、天水稲作及び高冷地稲作という中央高地における主要な 3 種の稲作形態

に適した品種に関する生産技術パッケージを開発し、種子増殖・配布体制を改善する。加えて、

コメ生産に関連する機関の連携を強化し、技術パッケージに関する教材等を整備して普及に取

り組み、中央高地におけるコメ生産性の向上を目指す。 

（２） 協力期間 

2009 年 1 月から 5 年間 

（３） 協力総額（日本側） 

6．5 億円 

（４） 協力相手先機関 

プロジェクト実施機関：農業・牧畜・水産省（MAEP）農業総局、アロチャ･マングル県、ブ

ングラバ県、ヴァキナカラチャ県の MAEP 地域農村開発局（DRDR） 

プロジェクト協力機関：アロチャ･マングル県、ブングラバ県、ヴァキナカラチャ県の農村開

発研究センター（FOFIFA）地方支所、アンチラベ農業機械訓練センター

（CFAMA）、アロチャ･マングル県及びブングラバ県の種子増殖センター

（CMS） 

（５） 国内協力機関 

マダガスカル国食糧増産プログラム国内支援委員会（設置予定） 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

直接裨益者：モデルサイト（三箇所）の稲作農民、コメ生産技術パッケージの開発・普及に

携わる人々及び種子検査を担当する人々 

間接裨益者：プロジェクト対象地域 5 県（アナラマンガ県、アロチャ・マングル県、イタシ

県、ヴァキナカラチャ県、ブングラバ県）のコメ生産農家（推定 215 万人） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

「マ」国は約 58 万 7 千 Km2の国土（日本の約 1.6 倍）に 1750 万人が住む、世界で 4 番目に大

きい島である。コメを主食とし、日本人と比べ約 2 倍にあたる、年間国民一人当たり約 120kg

を消費する。コメの生産面積は 140 万 ha、コメ生産量は毎年 300 万 t 前後であるが、サイクロ

ン等の影響により年間生産量の変動が大きく、コメ消費量の約 10%を輸入に頼っている。「マ」

国では、全人口の約 75%が農業に従事し、そのうち約 85%が貧困層に属している。「マ」国の国

家開発計画であるマダガスカル・アクション・プラン（MAP：2007－2012 年）において、計画

達成上、最も重要な改革イニシアチブ1の１つとして、「緑の革命の始動」により、コメの生産量

を 2005 年の 342 万 t から 2012 年までに倍増させることを目標としている。「マ」国におけるコ

                                                  
1 重要な改革イニシアチブ（Breakthrough Reform Initiatives）は６つ挙げられている。 
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メの収量は 1ha あたり平均 1.8～2.6t とされており、単位収量向上の余地があり、コメ生産性を

高めることにより、農業に従事する貧困層の生計向上に貢献することが期待される。 

 コメ増産に取り組むにあたり、首都アンタナナリボと第三の都市アンチラベを擁する人口集

中地域である中央高地においてコメを増産し、食糧を安定的に供給することが課題となってい

る。中央高地に位置する本プロジェクトの対象地域 5 県の標高は約 600ｍから 1,700ｍ2に亘り、

多様な自然・生態環境の下、灌漑稲作、谷地田における天水稲作及び高冷地における稲作が主

な稲作形態である。コメ生産性向上のためには、稲作形態に適し、且つ市場と農家の評価を踏

まえた推奨品種の選定、その種子普及、及び品種に適した栽培技術の確立とその普及が欠かせ

ないものとなっている。「マ」国においては、農村開発研究センター（FOFIFA）がコメの品種改

良と推奨品種の選定を行っており、中央高地では、アロチャ･マングル県、ブングラバ県、ヴァ

キナカラチャ県に支所を配置している。それぞれの地域には FOFIFA による推奨品種はあるもの

の、種子増殖センター（CMS）のみでは種子増産の体制が十分でないことに加え、品種に応じ

た栽培技術に関する情報が十分でないこと等の理由から、農民の推奨品種導入はあまり進んで

いない。 

また、FOFIFA は 1980 年代後半から国民教育科学研究省傘下に置かれたことから、MAEP との

連携が十分に取れない状況にあった。「マ」国は、農業開発における農業研究機関の重要性を鑑

み、2008 年 2 月に FOFIFA を MAEP へ移管することを決定した。コメ生産性向上においては、

推奨品種の選定や栽培技術といった研究面、種子増殖・配布体制及び普及の連携が欠かせない

ものであり、今後、農業技術の開発と普及において FOFIFA との連携強化を図る方向性を示して

いる。 

「マ」国の農業技術普及体制に対しては、以前、世界銀行が支援したものの、協力終了後は

その体制を維持することができず、結果的に公的普及サービスは大幅に縮小した。MAEP 地域農

村開発局に所属する農村開発アドバイザー3が、農民に対する情報提供や各種サービスの窓口と

なっているが、数が少なく担当地域において全面的に普及活動を展開することが難しい状況で

ある。このような状況下においては、既存の農村開発アドバイザーの普及に対するモチベーシ

ョンを上げるべく、農業技術のアップデートや向上を図る研修の機会を与えるとともに、農業

分野で活動する NGO、農民団体などの民間セクターとの連携強化、ラジオ、テレビ等のメディ

アや視聴覚教材等を活用した農民に対する情報提供等を併せて行うことが効果的だと考えられ

る。 

 以上のことから、「マ」国中央高地の主要な稲作形態に対応した技術パッケージの開発と普及

支援を行うとともに、稲作関連機関の連携強化を図る必要性が認められる。 

 

（２） 相手国の政策上の位置付け 

「マ」国の国家開発計画であるマダガスカル・アクション・プラン（MAP：2007－2012 年）

において、計画達成上、最も重要な改革イニシアチブの１つとして、「緑の革命」によるコメ生

産量の倍増を掲げている。こうした国家戦略を実現させるため、種子及び肥料供給体制の強化、

研修の実施等を挙げている。本プロジェクトでは、種子増殖体制を改善し、研修にも活用でき

る技術パッケージの教材開発を行うこととしており、「マ」国の改革イニシアチブの実現を支援

するものといえる。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

マダガスカルに対する国別援助計画は、現在、新規作成中である。それに先立ち、日本・マ

ダガスカル・パートナーシップ・ワーキンググループ4においては、2006 年に、農業・農村開発

                                                                                                                                                            
2 アンカラチ山地を除く。 
3 世界銀行のプロジェクトにおいて各郡に配置され農業普及を担ったが、新規補充は必ずしも行われておらず、

現在は各郡に配置されているとは限らない。 
4 2005 年に設置された、「マ」国関係者、在マダガスカル日本大使館、JICA マダガスカル事務所による作業部会。

現在は MAP 推進のためのドナー会合に収斂されている。 
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を優先協力分野として定め、技術協力の実施を最優先課題の１つとしていることから、我が国

援助政策との整合性は高い。2007 年に実施した農業分野プログラム整理調査では、「食糧増産プ

ログラム」と「農業多様化プログラム」を立ち上げ、コメの自給を支援する「食糧増産プログ

ラム」を先行実施することとして、現地 ODA タスクと合意した。「食糧増産プログラム」には、

無償資金協力「アンチラベ農業機械訓練センター（CFAMA）拡張・機材整備計画（2007 年 11 月

交換公文締結）」、無償資金協力「アロチャ湖南西部地域灌漑施設改修計画（2008 年 9 月に基本

設計調査実施予定）」等が含まれ、本プロジェクトはプログラムの中心的な案件として位置付け

られる。 

また、2008 年 5 月に実施された TICAD (アフリカ開発会議：Tokyo International Conference on 

African Development) IV で示された横浜行動計画において、アフリカ諸国におけるコメ生産を今

後 10 年間で倍増することを支援する方向性が示され、これを実現するために、JICA は「アフリ

カ稲作振興のための共同体（Coalition for African Rice Development：CARD）」をアフリカ緑の革

命連合（Alliance for Green Revolution in Africa：AGRA）と共同で設立した。「マ」国は、今後正

式に決定される CARD のパイロット国の一つとなることが想定されており、本プロジェクトは

CARD の目標達成に大きく寄与することが期待される。 

 

（４）他ドナー事業との関連 

 本プロジェクトの対象地域であり、「マ」国の代表的な稲作地帯であるアロチャ湖周辺におい

て、対象地域住民の組織化に取り組みつつ流域管理・灌漑整備を行う「灌漑・流域管理プロジ

ェクト」を世界銀行が実施している。また、現在、本プロジェクトの対象地域において、灌漑

施設改修、流域管理を活動内容とする世界銀行との協調融資（円借款）が検討されている。こ

れらプロジェクトと協力、連携することにより、本プロジェクトで開発する技術パッケージの

普及に繋がることが期待される。  

 フランス援助庁は稲作研究に対する支援を行っており、本プロジェクトの協力機関である

FOFIFA 研究者も参加し、FOFIFA の貴重な知的及び財源的リソースとなっている。加えて、アロ

チャ湖周辺に位置する PC15 灌漑地区を中心として、農民組織化、農業技術移転、マイクロファ

イナンス、環境保全等に総合的に取り組む「アロチャ湖流域開発保全プロジェクト」を実施し

ている。右プロジェクトによる長期的な取り組みにより、PC15 灌漑地区の水利組合は活発に活

動しており成功例とされていることから、水利組合の能力向上について右プロジェクトと積極

的に情報交換を行い、協力関係を築く方向としている。 

AGRA はマダガスカルにおいて、コメ増産に対する支援を検討していることから、CARD の文

脈で協調して事業を行う方向性であり、JICA－AGRA の連携案件としても期待できる。 

 

４．協力の枠組み 

本プロジェクトでは、「マ」国中央高地に位置する 5 県を対象とし、中央高地における主要

な 3 種の稲作形態、すなわち灌漑稲作、天水稲作、及び高冷地稲作の技術パッケージを開発す

ることにより、中央高地のコメ生産性向上に貢献することを目指す。5 県の中でも農業研究機関

である農村開発研究センター（FOFIFA）地方支所が位置する 3 県を重点県とし、アロチャ･マン

グル県では灌漑稲作、ブングラバ県では天水稲作、ヴァキナカラチャ県では高冷地稲作の技術

パッケージ開発を行い、重点 3 県からモデルサイトを 1 箇所ずつ選定し、技術パッケージの普

及を行う。技術パッケージには、推奨品種の種子増殖・普及体制の改善、品種に適した栽培基

準の確立及び稲作技術普及のための教材等の整備が含まれる。種子増殖センター（CMS）、ア

ンチラベ農業機械訓練センター（CFAMA）に加え、種子生産農家グループ等に対して技術指導を

行い種子増殖体制を整備するとともに、種子選定、種子認定等に係る技術の向上を支援して、

推奨品種の利用を技術パッケージの一部として支援し、生産性の向上を図る。また、中央高地

全体で活用することを念頭に、技術パッケージに関する技術教材、普及資料を整備する。技術

パッケージの開発、普及に際しては、重点 3 県それぞれの地域農村開発局（DRDR）を中心とし

て、農業研究機関である FOFIFA 地方支所、種子増殖センター（CMS）、アンチラベ農業機械訓

練センター（CFAMA）の連携強化を図り、現場に根ざした稲作技術開発と普及を、円滑に進める

体制を構築する。公的機関で対応しきれない普及部分については、NGO、農民団体等の民間セク
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ターを活用する体制とすることも検討する。 

 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 
モデルサイトにおいて、コメ生産性が向上する 

＜指標＞ 

・ モデルサイトにおける参加農民のコメの平均単位収量 

・ モデルサイトにおける参加農民の稲作技術習得状況及び営農改善状況 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 
中央高地において、コメ生産量が増加する 

＜指標＞ 

・ 2018 年までに、中央高地におけるコメの生産量が○%5増加する 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

本プロジェクトの開始にあたり、課題を整理して「マ」国側と共有するため、最初の活動を

「活動 0」として、次のように明記したうえで、活動１から活動４までを整理した。 

0-1 重点県においてモデルサイトを決定する 

0-2 中央高地の稲作農民の課題と問題点を把握する（ベースライン調査の実施を含む） 

 

成果１：コメ生産性向上のための「技術パッケージ」がプロジェクトにより開発される 

＜活動＞ 

1-1 既存の技術情報や資料等をレビューする 

1-2 各地域の特性に合わせた実証研究、栽培試験の計画を策定し実施する 

1-3 栽培技術（土壌、水管理、病害虫、除草管理、施肥等）に関し、試験・研究を行う 

1-4 ポストハーベスト技術改善に関する試験・研究を行う 

1-5 農業機械の開発、改良及び推進を行う 

＜指標＞ 

・ 技術パッケージの種類と数 

 

成果２：種子増殖・配布体制の整備が推進される 

＜活動＞ 

2-1 種子の遺伝資源管理に関する研修を行う 

2-2 種子認証技術に関する研修を行う 

2-3 重点 3県において種子生産機関及び種子生産農家の技術改善を指導する 

2-4 種子配布体制について改善案を提案する 

＜指標＞ 

・ モデルサイト周辺で生産された推奨品種の種子の品質及び量 

・ 研修を受けた種子検査官の数 

 

成果３：重点県において、関係機関の連携によるコメ生産技術の指導体制が整備される 

＜活動＞ 

3-1 関係者間の定期的な会合を開催する  

3-2 研修講師に必要とされる研修を実施する 

3-3 技術パッケージのデモンストレーションを行う 

3-4 農民組織に対してセミナー/ワークショップを実施する 

3-5 必要なスタディ・ツアー/交換訪問を実施する 

＜指標＞ 

                                                  
5 数値は中間評価において特定することとする。 
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・ 関係者会合で決定され実行に移された事項数 

・ 研修、デモンストレーション、セミナー等の企画及び実施に際して持たれた会合の数と

その参加者及び所属機関 

 

成果４：技術パッケージ波及のための教材が整備される 

＜活動＞ 

4-1 既存の教材や普及資料の収集と整理分析を行う 

4-2 有効な技術教材、普及資料（冊子、ポスター、技術シート等）を開発する 

4-3 メディア（テレビ・ラジオ番組）を技術波及に活用する 

＜指標＞ 

・ 作成された技術教材、普及資料の種類、数 

 

（３）投入（インプット） 

① 日本側（総額 6.5 億円） 

1．長期専門家：4名（チーフアドバイザー/農業開発、業務調整/普及、稲作、営農） 

2．短期専門家：農業機械、農民組織強化、ポストハーベスト技術、IEC、農業経済/マーケ

ティング等必要に応じて派遣 

3．機材供与：プロジェクト活動に必要な機材（車輌、研修機材、事務機器等） 

4．在外事業強化経費：普及資料、視聴覚教材等の作成、研修実施に係る費用等 

5．調査団派遣：運営指導調査、終了時評価調査 

② マダガスカル国側 

1. カウンターパート及び事務要員の配置 

2．プロジェクト活動に必要な圃場、施設、機材等の提供 

3．MAEP 本省及び重点 3県におけるプロジェクトオフィスの提供 

4. ローカルコスト負担 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件  

1. マダガスカルの治安及び経済的安定が保たれる 

2. プロジェクトに対する MAEP 及び関連機関（DRDR、FOFIFA、CFAMA、 CMS 等）の協力が確

保され、各機関の業務分担が明確になる  

3. コメの種子増殖に係る政策が変更されない 

② 成果(アウトプット)達成のための外部条件 

・プロジェクトのカウンターパートが頻繁に離職や異動をしない 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

1. 深刻な自然災害が生じない（例：サイクロン、旱魃、雹等） 

2. 農業投入財（例：肥料、農薬等）の価格が大幅に上昇しない   

④ 上位目標達成のための外部条件 

1. コメの市場価格が大幅に下落しない 

2. コメ増産に係る政策が維持され、コメ増産に係る予算配分及び支出がなされる 

3. 農民が必要な融資サービスを受けることができる 

 
５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 

１）「マ」国の国家開発計画であるマダガスカル・アクション・プランにおいて、「緑の革命

の開始」として、コメ増産は重要な戦略の一つと位置付けられている。これを受け、県レベル

においても「緑の革命」のための事業計画を作成しており、各地域の特性に応じた稲作振興が
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コメ増産に向けての課題となっている。本プロジェクトは、中央高地の主要な自然・生態環境

に即した稲作技術パッケージの開発・普及をとおしてコメ生産性の向上を目指すものであり、

「マ」国の稲作振興戦略に合致しており、妥当性が高い。 

 

２）「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」において、「マ」国はパイロット国の候補の

一つであり、コメ生産量の倍増という目標達成のためには、アフリカにおいてナイジェリアに

次ぐコメ生産量を誇る「マ」国におけるコメ増産は必須であり、本協力の意義は高い。 

 

３）マダガスカルに対する国別援助計画は、現在、新規作成中である。それに先立ち日本・

マダガスカル・パートナーシップ・ワーキンググループにおいては、2006 年に、農業・農村開

発を優先協力分野として定め、技術協力の実施を最優先課題としていることから、我が国援助

政策との整合性は高い。加えて、我が国は、2008 年 5 月に行われた TICAD IV において、アフリ

カのコメ生産倍増への支援を表明している。「マ」国はアフリカで有数のコメ生産国であり、コ

メ生産性向上を目指す本プロジェクトは我が国 ODA の方向性と合致しており、実施の意義は高

い。 

４）2006 年度に策定された JICA 国別事業実施計画においては、重点課題「持続可能な農漁村

開発」に対応するプログラムの一つとして「持続可能な農業開発の推進プログラム」が設置さ

れ、その下に稲作技術の向上が位置付けられていた。2007 年に実施した農業分野プログラム整

理調査では、「持続可能な農漁村開発」に対応するものとして「食糧増産プログラム」と「村落

生活改善・収入源多様化プログラム」を立ち上げることとし、「食糧増産プログラム」の技術協

力の実施を優先するとしており、整合性は非常に高い。 

 

５）我が国はコメを主食としてコメ自給率 100%を達成していることから、稲作分野における

協力は比較優位を有しているといえる。JICA はサブサハラ・アフリカ地域において、タンザニ

ア、ガーナ、ケニアなどで稲作技術向上、普及等に対して協力を行っており、それらの協力の

成果や教訓を本プロジェクトに活かすことができる。 

 

（２） 有効性 

 本プロジェクトは以下の理由から、高い有効性が認められる。 

 

コメの生産性向上には、自然・生態環境に適した品種の導入と、その品種に適した栽培技術

の適用が欠かせない。本プロジェクトでは、FOFIFA により選定された推奨品種の種子増殖・普

及体制整備を推進するとともに、推奨品種導入の効果を最大のものとするよう、品種に適した

栽培技術を技術パッケージとして取りまとめ、それを指導するための研修教材を整備する計画

である。本プロジェクト対象地域では、単位当たり収量が比較的少ない在来品種を栽培してい

る農家が少なくないため、推奨品種と技術パッケージを併せて導入することにより、モデルサ

イトの単位当たり収量を増加させるというプロジェクト目標は達成可能であると判断される。

 

（３） 効率性 

 本プロジェクトは以下の理由から、効率的な協力の実施が見込まれる。 

 

１）本プロジェクトは JICA「食糧増産プログラム」の中心的案件となる予定である。「食糧増

産プログラム」には、無償資金協力「アンチラベ農業機械訓練センター（CFAMA）拡張・機材整

備計画（2007 年 11 月交換公文締結）」、無償資金協力「アロチャ湖南西部地域灌漑施設改修計画

（2008 年 3 月に予備調査実施）」等が含まれる。CFAMA は本プロジェクト協力機関であり、農業

機械の開発、種子増殖に携わる計画であり、無償資金協力で整備された資機材が本プロジェク

トでさらに活用されることが期待される。加えて、本プロジェクトのモデルサイトとする方向

で「マ」国側と合意しているアロチャ湖南西部地域灌漑施設では、無償資金協力による改修が
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計画されており、その過程で水利組織の強化が見込まれる。他案件との有機的な連携を促進す

るために、プログラム全体に対してアドバイス、支援等を行う「食糧増産プログラム国内支援

委員会」を設置する計画であり、他案件との効果的な連携を行う体制となっている。以上のこ

とから、プログラム内の他案件の成果を活用して本プロジェクトの実施を効率的に進めること

が期待される。 

２）プロジェクト対象地域の 2 県（アナラマンガ県、イタシ県）では、重点 3 県で開発され

た技術パッケージを、プロジェクトで作成した普及教材やラジオ・テレビ番組等を用いて、そ

れぞれの県の地域農村開発局（DRDR）が中心となって普及することを想定している。そのため、

専門家の投入量、活動費用を抑えつつ、一定の効果を見込むことができる。 

 

（４） インパクト 

 本プロジェクトの実施により、以下のインパクトが期待される。 

 

１）本プロジェクトでは、中央高地の主要な稲作形態である、灌漑稲作、天水稲作及び高冷

地稲作それぞれに適した技術パッケージの開発と、その技術パッケージを普及するためのラジ

オ・テレビ番組と普及教材等の作成が行われる計画である。これらの教材や番組により、技術

パッケージが農民に伝わる機会を増やし、長期的に中央高地全体のコメ生産が増加することが

期待される。 

２）本プロジェクトでは、種子認証技術の向上に取り組む計画であり、これらの活動は種子

検査を担当する本省職員を対象として行われることから、対象以外の地域においても、種子認

証技術向上の恩恵を受けることが期待される。 

 

（５） 自立発展性 

自立発展性につき以下の 3 つの側面から評価を行った結果、本プロジェクトの効果はプロジ

ェクト終了後も継続されるものと見込まれる。 

 

1) 政策・制度面 

「マ」国は国家開発計画においてコメ生産倍増を重要な政策と位置付けており、強いコミッ

トメントを示している。「マ」国では、過去にコメ不足のために幾度かの暴動を経験している。

また、アフリカではコメ消費量が伸びており、現在はアジアからの輸入に頼っているが、「マ」

国は将来、アフリカ各国へのコメ輸出国となる可能性を秘めている。以上のことから、「マ」

国においてはコメ生産増加の政策が長期に亘り維持される可能性が高い。持続的な稲作振興の

ためには、技術開発・普及に加えて、予算措置や職員の雇用制度、融資制度や土地制度の整備

が必要であり、それらについても政策を堅持・強化する必要がある。 

2) 組織・財政面 

コメ生産倍増を重要な政策と位置付けていることから、稲作振興に係る予算は増加している。

本プロジェクトの実施により稲作に関わる関連機関の実施能力が向上し、連携が強化された後

には、プロジェクトの成果を継続し、自立発展していくことが期待できる。しかしながら、「マ」

国の財政事情を鑑みると、稲作振興に係る予算の動向を注視して、本プロジェクト終了後には

「マ」国政府が本プロジェクトの成果を継続し発展させるための予算措置を行うよう、働きか

けを怠らないことが肝要である。さらに、ドナーや NGO 等の支援を活用して、本プロジェクト

で開発された技術パッケージの普及を行うことも考えられる。 

3) 技術面 

技術パッケージ開発の際には、稲作農民が導入しやすい技術、即ち、農家が受容できる範囲

の経済的、労働的投入を用いた、分かりやすい技術に絞って行う予定である。技術パッケージ

を導入した農家の生産性が向上すれば、周囲の農民の導入意欲が高まり、それが導入しやすい

ものである場合は技術パッケージの利用が広がる可能性がある。「農民の導入しやすい」技術パ
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ッケージとするよう、開発の際には稲作農家の意見を踏まえて行う必要がある。 

本プロジェクトでは、技術パッケージの普及を、研修に加えてメディア（ラジオ・テレビ番組）

を活用して行う計画である。ラジオをとおして農業に関する情報を得ている農民が多いことが

事前調査時に明らかになっている。また、視聴覚教材やパンフレット等の普及教材を整備する

こととしており、これらの番組や教材は、本プロジェクト終了後も「マ」国や他ドナー等によ

り活用される可能性がある。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）貧困 

本プロジェクトは特定の貧困層を対象として実施するものではないが、ベースライン調査に

おいて、土地なし農民、小規模農家等の現状を明らかにし、それらの農民も本プロジェクトで

開発する技術パッケージの情報を得られるよう配慮する。 

（２）ジェンダー 

稲作における女性の役割についてベースライン調査で詳細を把握し、技術パッケージ開発に

おいて農民から意見を聴取する際には、女性農民からも意見を聴取するよう留意する。技術パ

ッケージ普及の際には、女性農民も平等に機会が得られるよう配慮するとともに、女性農民が

参加しやすい環境作り（女性が発言しやすい雰囲気作りや託児サービスの提供等）を検討する。

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

案件名：タンザニア国キリマンジャロ農業技術者訓練センターフェーズ II 計画（2001～2006 年）

 上記案件は、キリマンジャロ農業技術者訓練センターの研修を通じてモデルサイトのコメ生

産性向上を図ることをプロジェクト目標として実施された。上記案件の教訓として、農家に使

いやすい技術、即ち入手可能な資源を用いて金銭負担を最小限に抑えた技術（条植、手押し除

草器、タイムリーな作業の遵守等の、大規模な投入を伴わない、農家の受容できる範囲の技術）

に絞り込んで研修を行い、農民からみて分かりやすい技術をパッケージ化したことが大きな成

功要因とされている。「マ」国は SRI（Le Système de Riziculture Intensif：集約的稲作システム）

発祥の地として知られるが、要求される作業量や作業の緻密さゆえに SRI を採用する農家は多

くない。本プロジェクトで開発する技術パッケージは、農家の受容できる範囲の金銭的・労働

的投入を用いる技術に絞り込むことが有効といえる。 

 また、上記案件は、参加型による農民間普及手法をとっており、中核農家の高いモチベーシ

ョンが研修の効果を高め、農民間普及を促進した。研修実施前には、モデルサイトの農民が集

まり、稲作の課題や中核農家に期待されることを明確にし、中核農家の選定は農民自らが行っ

た。このようなプロセスが中核農家のモチベーションを高め、農民間普及を促進したと考えら

れることから、農家に対して研修を行う際には、研修対象者の選定、稲作の課題と研修に期待

することの明確化等をモデルサイトの稲作農民参加のもと、行っていくことが望ましい。 

 タンザニアでは稲作において女性が重要な役割を担っており、中核農民、中間農民を選定す

る際に女性が半数を占めるよう定め、それにより女性農民へも正確に研修内容が伝わった。「マ」

国においても女性が稲作に携わっており、女性農民に対して技術パッケージが正確に伝わるよ

う配慮することが効果的である。 

 また、サブサハラ・アフリカにおいて実施した案件において、西欧やアジアと異なる社会的

慣習に基づいた土地所有や住民組織等のあり方が、プロジェクト活動や成果に直接的・間接的

に影響を与えたケースが把握されている。本プロジェクトにおいても、直接的・間接的に稲作

や住民組織に影響を及ぼすと思われる社会的慣習を把握することに努め、それらと矛盾しない

活動とすることが望ましい。 

８．今後の評価計画 

定期的なモニタリングの他に以下の調査を実施して、活動の達成度の確認、案件計画の見直

し等を実施する予定である。 
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• 中間評価調査：プロジェクト開始から 2～2.5 年後 

• 終了時評価調査：プロジェクト終了の半年前 

• 事後評価調査：協力終了の 3年後 

 


