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事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

2009 年 12 月 17 日 

国際協力機構農村開発部 

担当グループ：畑作地帯ｸﾞﾙｰﾌﾟ畑作地帯第二課 

 

１．案件名  

国 名： エジプト国 

案件名： 農産物流通改善を通じた上エジプト農村振興プロジェクト 

Project for the Master Plan Study for Rural Development through Improving Marketing of 

Agricultural Produce for Small Scale Farmers in Upper Egypt 

２．協力概要 

(1) 事業の目的 

(ア) 上エジプト地域においてパイロットプロジェクトによる検証に基づき、小規模農家の農産物流通改善

を通じた農村振興に係る計画（マスタープラン）を策定する。 

(イ) マスタープランの作成及び実証調査の実施を通じて、カウンターパートの計画策定・事業実施にか

かる能力が向上する。 

 

(2) 調査期間 

2010年3月～2012年8月（30ヶ月） 

 

(3) 総調査費用 

3.3億円 

 

(4) 協力相手先機関 

 農業土地開拓省 サービスフォローアップ局 

（Agricultural Services and Follow up Sector, Ministry of Agriculture and Land Reclamation（MALR）） 

 

(5) 計画の対象（対象分野、対象規模等） 

（ア） 対象分野：農産物（畜産物及び水産物を除く）の加工・流通 

（イ） 対象地域：上エジプト地域（アシュート県、ミニア県） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

１ （１）現状及び問題点 

エジプト（以下「エ」国）では近年、経済成長率が約 7％と高位で推移し、マクロ経済状況には改善が見

られる。一方、依然として人口の約 43％（3000 万人以上）の国民が１日 2 ドル以下（2007 年 UNDP 人間

開発報告）の生活をしており、政府が経済改革を推し進めていく上での社会的な安定性の確保の観点か

らも、貧困削減や低所得者の生活水準の向上が重要な課題となっている。こうした所得格差に加えて地

域間の公平性の確保も「エ」国政府にとって優先度の高い課題である。とりわけ上エジプト地域は、国内

で最も貧困層の占める比率が高く、全貧困人口の約 60％は同地域の居住者であり、また約 50％が同地

域農村部に集中している（2004 年 UNDP エジプト人間開発報告）。「エ」国政府は、第 6 次国家社会経済

開発計画（2007-12）にて地方公共投資の 42％を上エジプト地域の開発に配分するなど、同地域の発展

を重視して様々な投資を行っている。 

上エジプト地域の就労人口の約 53％は農業関連分野であり、農民を中心とした農業従事者の所得向

上や生活改善が「エ」国の貧困状況の改善に与える影響は大きい。ナイル川上流部に位置するこの地域

は、土壌や農業用水の質に恵まれ、単位面積あたりの生産性は高い。主たる作物である小麦・メイズの

他、古くからアロマ・薬用植物が栽培されており、ハーブ・野菜・果実等の農産物の中にはその生産量が

全国の大半を占めるものもある。しかし、同地域の農家の 85％程度は 3 フェダン（1.26ha）以下の土地を

所有する小規模農民であり、市場のニーズや取引価格について十分な情報が提供されないほか、農民
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グループや農業協同組合等も発達してないため、市場情報に基づいた農産品・品種の導入・出荷、加工

による付加価値の向上、共同出荷や収穫後の品質管理が図られていない。これら農民は、仲買人等の

流通業者による買付けに農産品の流通を委ねており、農業生産を通じて自らの所得を向上させる方策を

見出せない状況にある。 

具体的には、現行の農産物流通は以下のような問題点を抱えており、その改善を通じた小規模農家

の収入向上のための取り組みの必要性が高い。 

① 農産物の出荷価格が低い 

産地レベルで小規模農家が利用できる貯蔵施設がほとんどなく、価格の変動に関わらず出荷せざる

をえない。また、市場のニーズや取引価格についての情報が十分提供されないため、これら農家は流通

業者の意向に沿った栽培スケジュールや価格で生産・出荷せざるを得ない。このため、貯蔵施設の整備

や農家への市場情報の提供による出荷時期の調整、これによる価格決定時の農家の交渉力の向上を

通じ、小規模農家の収入向上が期待できる。 

② 収穫後の損失の多さ 

カファスによる常温での梱包・輸送が行なわれ、農産物の傷み（破損）や損失が大きい。このため、産

地レベルでの損失を減らし、農産物の質の向上による取引価格（卸売業者→小売業者、仲介業者→卸

売業者、農家→仲介業者）やその流通量を増やすことで、農家の収入向上が期待できる。また、余剰農

産物の多くが破棄されていることから、これら余剰物を加工して販売することで、農家の収入向上に結び

つけることができる。 

③ 農家に対して適切な知識・技術が普及されていない 

普及員等による普及活動の対象は、主に農業生産にかかる技術であり、加工・流通の改善やそのた

めの農民の組織化に関しての関与は少ない。このため、市場のニーズや価格の動向を考慮した作物や

出荷時期の決定に必要な情報を農家が得ることが困難な状況にある。これら普及員の能力強化を通じ、

農家に対する適切な指導が行なわれることで、農家の価格決定力の強化と収入向上に結びつけること

ができる。 

④ 輸出が大規模農場に限られる 

限られた期間に均質な農産物の大量確保が求められることや、小規模農家の技術的能力や資金の

不足により、輸出向け農産物において小規模農家が関与できる余地がない。共同出荷できるような体制

や組織の整備とともに、これら農産物の生産に取り組めるだけの能力を技術的・資金的に小規模農家が

持ちあわせることで、農産物の輸出による農家の収入向上を実現できる可能性がある。 

 

（2）相手国政府国家政策上の位置づけ 

社会経済開発長期ビジョン（2002/03～2021/22 年）における第 6 次 5 か年計画（2007/08～2011/12 年）

では、社会の各層・各地域間、農村と都市間の格差是正を目指し、具体的に上エジプト地域を挙げて他

地域との格差是正を政策目標に掲げている。また 2003 年に策定された長期農業開発戦略では、農産物

の輸出拡大、農村部の就業機会の拡大が挙げられている。本協力で策定する計画には、上記 5 か年計

画が掲げる農家の収入向上による都市部との格差の是正、農業開発戦略が掲げる農産物の輸出拡大

や農村部の就業機会の拡大に資する事業が含まれると考えられ、これら政策との整合性は高い。 

 

（3）他国機関の関連事業との整合性 

上エジプト地域の農産物流通関連分野における他機関の支援状況は以下のとおりである。これら機関

の支援との重複を避けつつも、同支援を通じて作られた施設や組織を活用することも想定した計画の策

定が可能であり、本協力との整合性が確保される。 

 

１） 米国国際開発庁（United States Agency for International Development: USAID） 

USAID は、2003 年から 2007 年に上エジプト地域を対象に AERI（The Agriculture Exports and Rural 

Incomes）プロジェクトを実施した。このプロジェクトは NGO に資金援助することによって実施した。資金

援助された NGO はその実践組織として社会連帯省所管の NGO である農民組合（FA）を組織する方

針をとり、上エジプトには 103 の農民組合（加入農民は 12,874 人）が組織された。 
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2)  ドイツ技術協力公社(German Agency for Technical Cooperation: GTZ) 

ドイツが行なっている農業分野での支援プロジェクトは、｢潅漑農業における水管理プロジェクト｣のみ

で、｢中小規模の事業支援プロジェクト｣が 2008 年まで実施されていた。また、GTZ の直接の支援では

ないが、農業省農業協同組合部（CAAC）に置かれた「農協改革委員会」にはドイツからのアドバイザ

ーが加わっている。 

 

3）アフリカ開発銀行(African Development Bank: AfDB) 

2010 年 3 月よりアフリカ開発銀行が上エジプト地域（アシュート県、ミニア県、ソハグ県）に対し、約 1 年

間の｢価値連鎖分析｣を行い、その結果に基づいて小規模農家の生計向上を目的とした技術協力を 2

年間実施する予定である。市場において需要の高い農産物（園芸作物を想定）や関連商品を分析した

後、これら産物や商品の生産・加工・販売を行なう既存の農民組織を強化し、大規模民間業者と連携

して輸出に結びつけることを想定しており、各農家を対象とした取り組みが主体となる。 

一方、本プロジェクトでは、流通・貯蔵施設等の整備、地方市場の整備やこれら市場による農家への

価格情報の提供、輸送方法の改善、農産物の品質基準の策定、収益性の高い作物や農産加工の導

入等に関して農家への指導を行なう普及員の育成、これら普及員による共同出荷組織の設立支援、

小規模農家による融資制度へのアクセス改善といった、農産物流通に関連した公的機関による取り組

みを中心にマスタープランを策定する。アフリカ開発銀行の技術協力とは、小規模農家の生計向上を

目的とする点で共通しているが、そのために想定される取り組み方法が異なる。 

なお、アフリカ開発銀行プロジェクトの｢エ｣側窓口は、本プロジェクトとは異なり、大臣顧問レベルの委

員会である。本プロジェクトの実施にあたり、両プロジェクト関係者で構成されるワーキンググループを

設立してプロジェクトの進捗状況を共有することで、プロジェクト開始後のパイロットプロジェクトの選定

等に際しても、サイトや対象者等の重複の回避とともに両プロジェクトによる協力効果の効率的な発現

を考慮した活動を進めることが可能である。 

 

（4）我が国援助政策との関連、ＪＩＣＡ国別事業実施計画上の位置づけ 

我が国が掲げる対エジプト国援助重点分野「貧困削減・生活の質の向上」で挙げられる開発課題「農業・

農村振興」の中の「上エジプトの農業基盤・農村構造の改善プログラム」の一環として位置づけられる。 

なお、これまでに実施された上エジプト地域を対象とする我が国の協力は農業生産性の向上及び水の

効率的な利用を主な目的として実施されている。 

 

４．協力の枠組み 

本調査によって策定されるマスタープランでは、上エジプト地域の 2 県を対象に、市場の情報・ニーズに

基づく農産品・品種の導入・出荷、収穫後の品質管理、加工による付加価値の向上を通じて農村振興を

図ることを目指し、短期的及び中・長期的な活動計画を取りまとめて提言する。 

 

本調査は、2 つのフェーズから構成され、フェーズ 1 では、マスタープラン（案）及びパイロットプロジェクト

の選定基準の作成、フェーズ 2 ではパイロットプロジェクトを実施し､マスタープランの最終版を策定する｡

 

調査に当たっては、「エ」国の行政機関の能力が十分でないこと、既存の普及システム、農業共同組合

のシステムが機能しているとは言いがたいこと、行政サービスと上エジプト地域の住民との関係が希薄

であること、他ドナーによる類似案件からの教訓の活用等に留意して進める。 

  

（1） 調査項目 

フェーズ１ （12 ヶ月） 

1) 既存データの収集及び現状分析 

（ア）社会・経済開発プログラム、関係機関・組織を含む農業・地域開発に係る既存情報を再確認する。 

（イ）以下の項目について、追加資料を収集する。 

・ 自然・社会・経済状況 

・ 営農システム・土地所有状況・農産物 
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・ 小規模農家の家計所得 

・ 農民組織と普及サービス 

・ 農業における女性の役割 

・ ポストハーベストと収穫後処理システム 

・ 農産物のマーケティング 

・ 農業金融 

・ その他 

2) 対象地域の開発を達成するために有効と考えられるアプローチの検証 

・ 市場システムの強化 

・ ポストハーベストシステムの強化（選別、梱包、貯蔵、加工、品質管理等） 

・ 収益性のある作物の栽培普及強化 

・ 農民組織の設立支援 

・ 農民による農業金融システムへのアクセス改善 

・ その他 

3) ｢農産物流通改善を通じた上エジプト農村振興計画（マスタープラン）｣（案）の策定 

（ア） 上記 2）を通じて提示されるポテンシャルと阻害要因に合致した戦略を策定する。 

（イ） 短期的及び中長期的活動計画を策定する。 

4) パイロットプロジェクトの選定と計画 

（ア） 調査を通じて検討された選定基準に基づき、パイロットプロジェクトを選定する。 

（イ） パイロットプロジェクトを設計する。 

 

フェーズ２ （18 ヶ月） 

1) パイロットプロジェクトの実施 

（ア） 機材、設備などパイロットプロジェクトの実施に必要な準備を行なう。 

（イ） 関係組織の能力向上と併せてパイロットプロジェクトを実施する。 

（ウ） パイロットプロジェクト実施に係る評価・モニタリングを行なう。 

※パイロットプロジェクトの内容としては、貯蔵施設の整備、地方市場による農家への価格情報の提

供、輸送方法の改善、関連技術にかかる普及員への研修、共同出荷組織の設立支援等が想定

される。 

2) マスタープランの策定 

 

(2) アウトプット（成果） 

･ エ国における農産物の流通改善を通じた農村振興を図るためのマスタープランが策定される。 

･ マスタープランの策定及びパイロットプロジェクトの実施を通じ、カウンターパートの事業計画策定及び

事業実施能力が向上する。 

 

(3) インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（ア） コンサルタント（分野/人数） 

総括、ジェンダー、普及/農民組織、営農、流通、ポストハーベスト/収穫後処理施設、地域コミュニティ/

経済、農業金融  8 分野/各 1 名 全 79M/M 

（イ） その他 

・ 研修員受入  

（ウ） エジプト側投入 

･ カウンターパート人員の配置 

･ 事務所スペースの提供 

 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

(1) 提案計画の活用目標 

・ 策定されたマスタープランが｢エ｣国の農産物の流通改善の施策として活用される 
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・ マスタープランの中で計画される短期的、中・長期的活動計画が、｢エ｣国もしくは他ドナーにより実施

（事業化）される。 

(2) 活用による達成目標 

・ 普及サービスの強化、収穫後処理施設の整備を通じた農産物付加価値の向上 

・ 農家の農産物流通に関する市場情報とニーズの把握能力の向上 

・ 農民による共同出荷体制の整備 

 

６．外部要因 

(1) 協力相手国の事情 

（a） 政策的要因：開発政策の変更による提案事業の優先度の低下 

（b） 行政的要因：MALR 及び関係機関の組織・人員体制の急激な変化（異勤・退職等）、予算減 

（c） 経済的要因：農産物価格の急激な変化 

（d） 社会的要因：｢エ｣国における治安の急速な悪化 

（e） 自然的要因：天候不順、大規模な病虫害、自然災害などの発生 

(2) 関連プロジェクトの遅れ 

特になし 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（貧困） 

対象地域における農家の約 85％は小規模農民で、市場のニーズや価格についての情報が不足してい

るほか、農民グループや農業協同組合も未発達であることから、仲買人による買い付けに農産物の流通

を委ねざるをえず、農業生産によって自らの所得を向上させる方策がない状況にある。本案件で策定す

る計画は、農産物付加価値の向上、流通システムの改善等に寄与し、農民の生計の復興・安定に貢献

するものであるが、とくに貧困層の多くを占める小規模農家に対して生計向上等の直接的なインパクトが

発現するように留意する。 

（ジェンダー） 

対象地域における青年・壮年層の男性は湾岸諸国や近隣のアラブ諸国へ出稼ぎに行くものが多く、農村

部には女性や子供、高齢者が残されている。女性が農村振興において果たし得る役割は大きいと考えら

れ、農村女性を対象とした能力強化研修や普及活動も行なわれており、職業訓練のための施設も存在

している。本案件では、それらの実態を把握したうえで、パイロットプロジェクトの計画及び実施において

も積極的・主体的に女性が参加できるよう配慮する。パイロットプロジェクトの実施に際してはとくに、女性

も労働の機会が得られるよう留意し、ジェンダーによる役割分担の相違やニーズの違いをふまえた活動

を行なう。 

  

８． 過去の類似案件からの教訓の活用 

USAID が実施した Agricultural Exports and Rural Income (AERI)プロジェクトで上エジプト地域に作られ

た収穫後処理センターでは、同プロジェクトで併せて設立した農民組合（FA）にその運営が引き渡された

が、施設の機能が十分に活用されているとは言い難い。このため、収穫後処理・加工技術やそのための

設備の導入にあたっては、①加工品の販売の可能性（ニーズ確認）、②施設の運営主体の経営能力、③

適正技術レベルの国内産機械類の導入（故障対策と部品供給が現地で可能）、④ビジネス開発支援

（Business Development Service）の有無 等を十分に確認する。 

また、本調査の実施にあたっては、これまでの協力事業を通じて把握している「エ」国農村地域の状況

や農民組織化の際の経験の蓄積をふまえて効率的に調査を進める。 

 

９．今後の評価計画 

(1) 事後評価に用いる指標 

(a) 活用の進捗度 

・ 策定されたマスタープランを活用した農産物加工・流通の改善に係る施策の策定状況 

・ 策定された活動計画の実施に向けた｢エ｣国もしくは他ドナーによる事業化の状況 
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(b) 活用による達成目標の指標 

・ 農家からの農作物の出荷価格が向上する 

・ 収穫後の農産物のロスが減少する 

・ 共同出荷を行なう農家の数が増える 

・ 農家の所得が向上する 

 

(2) 上記（a）及び（b）を評価する方法及び時期 

(a) 方法 

・ 計画終了時及びフォローアップ調査によるモニタリング  

(b) 時期 

・ 必要に応じて本案件終了後 3～5 年目に調査を行なう。 

 

 


