
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：タンザニア連合共和国 

案件名：小規模灌漑開発事業 

L/A 調印日：2013 年 5 月 30 日 

承諾金額：3,443 百万円 

借入人：タンザニア連合共和国政府（The Government of the United Republic of Tanzania） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における農業セクターの開発実績（現状）と課題 

タンザニア連合共和国農業セクターは、GDP の約 4 分の 1、輸出額の約 2 割を占め、人口の 3 分の 2

の生計を支えるとともに、貧困層の 4 分の 3 以上が従事する。タンザニアでは全国各地で多様な作物が

生産され、農業生産が盛んであるが、膨大な未利用地が残されているだけでなく、サブサハラ・アフリ

カ諸国の中では比較的豊富な水資源を有しており、高い農業開発ポテンシャルがある。しかしながら、

タンザニアは資金不足により高い農業・灌漑開発ポテンシャルを活かせておらず、灌漑面積は開発ポテ

ンシャル（2,940 万 ha）の約 1%強（2011/12 年：37 万 ha）にとどまっている。現在も天水依存型の自

給自足的農業（Subsistence Agriculture）が主流を占め、不規則かつ不安定な降雨の影響を受けて、脆

弱で生産性の低い農業が行われている。タンザニア政府は、農業の近代化及び商業化を通じて自給自足

的農業から収益を生む農業への転換を図っており、特に灌漑開発による十分かつ安定的な水の供給を実

現し、優良種子及び肥料の投入と適正栽培技術の導入を組み合わせることにより、農業生産性の飛躍的

向上を目指している。タンザニアでは、灌漑開発ポテンシャルのうち、高位ポテンシャル域が約 210 万

ha1とされている。灌漑開発が可能であるものの未実施の地区が多数存在しており、これら地区の灌漑

開発の実施が喫緊の課題となっている。 

(2) 当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

タンザニアの「成長と貧困削減のための国家戦略 II（スワヒリ語で「MKUKUTA II」（2010～14 年））」

では、農業を貧困削減及び食料安全保障の強化の中心と位置づけ、天水依存の自給自足的農業からの脱

却のための灌漑開発の推進（3 万 ha/年の増）を掲げている。また、セクターワイドアプローチ（SWAp）

に基づく支援枠組みとして、我が国主導の下、農業の生産性や農家所得の向上等を目的とした「農業セ

クター開発プログラム」（ASDP：2006～13 年）が策定されており、事業実施（農家の能力向上、農業

サービス（研究・普及）の改善、灌漑等のインフラ事業の改善、マーケティングの改善等）のためのバ

スケットファンドが設置されている。さらに、タンザニアはアフリカでのコメ生産倍増を目指す「アフ

リカ稲作振興のための共同体」（CARD）の第一グループ（12 か国）の一つに選定され、2009 年に「コ

メ開発戦略」（National Rice Development Strategy: NRDS）を策定した。同戦略では、2018 年までの

10 年間でコメの生産量を倍増（年間 89.9 万トン（2008 年）から 196.3 万トン（2018 年）への増産）

する目標を掲げ、灌漑開発を推進しており、これらタンザニアの開発政策に合致する本事業に高い優先

度を付している。 

(3) 農業セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は、2008 年 TICAD IV「横浜行動計画」において、優先課題の 1 つとして「農業及び農村開発」

を掲げ、食料増産及び農業生産性向上に焦点を当て、対タンザニア国別援助方針（2012 年 6 月策定）

では「貧困削減にむけた経済成長」を援助重点分野としている。この方針の下、JICA は農業セクター

において、ASDP を推進するための組織・人材面の能力強化を行う協力プログラム「ASDP 推進支援プ

                                                  
1 出典: JICA 報告書「タンザニア国全国灌漑マスタープラン調査マスタープラン（2002）」 

円借款用 



ログラム」及び CARD の推進、特に NRDS で掲げるコメ生産大幅増の達成に向けた協力プログラム「コ

メ生産能力強化プログラム」（2011～2018 年）を支援の軸としており、本事業は後者に属するもので

ある。「コメ生産能力強化プログラム」は、タンザニアにおけるコメ生産増（89.9 万ｔ（2008 年）か

ら 196.3 万ｔへ（2018 年 NRDS の目標値）の達成2への貢献を目指すプログラムであり、資金協力（無

償・有償）と技術協力を組み合わせながら、①灌漑開発の推進及び灌漑人材の育成による「灌漑面積の

拡大」、②灌漑稲作技術の普及による「灌漑稲作の生産性向上」を通じたコメ生産能力の強化を図るも

のである。①として、現場レベルでの灌漑開発を推進するため、全国 7 か所にあるゾーン灌漑技術サー

ビスユニット（以下、「ゾーン灌漑事務所」という。）の実施体制強化を通じて、地方の灌漑事業実施主

体である県レベルの灌漑技術者の案件形成、事業実施、灌漑システムの運営及び施設の維持管理に係る

能力向上を目指す技プロ「DADPs 灌漑事業推進のための能力強化計画プロジェクト（以下、「灌漑技プ

ロ」という。）」（2010～2014 年）を実施している。また、新規灌漑技術者養成のため、アルーシャ工科

短期大学に対して専門家を派遣し、技術者育成機関の体制強化を図っている（個別専門家派遣、2011～

2014 年）。②としては、キリマンジャロ農業技術者訓練センターを含む全国 7 か所の農業研修所を拠点

として、灌漑稲作等に係る研修を通じて稲作生産性の向上とコメ産業のバリューチェーンを強化する技

プロ「コメ振興支援計画プロジェクト（以下、「コメ振興技プロ」という。）」（2012～2018 年）、貧困農

民支援無償（2KR）による農業投入財調達のための資金供与（2010 年、2013 年）を行っている。本事

業は①の灌漑面積の拡大に資するものである。 

また、ASDP の枠組み強化、とりわけ ASDP の重要なコンポーネントである県農業開発計画（DADP）

の質の向上に向けた技プロ「よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクトフェー

ズ２」（2012 年～2016 年）、モニタリング・評価の強化を支援する「ASDP 事業実施監理能力強化計画

プロジェクトフェーズ２」（2011 年～2015 年）を実施中である。これらに加え、JICA はタンザニア政

府及び農業セクター支援ドナーとの政策対話への参画を通じて、制度改革等を推進している。 

(4) 他の援助機関の対応 

タンザニア農業セクターの SWAp である ASDP は、タンザニア農業開発の中心に位置づけられてい

る。ASDP バスケットファンドへ拠出しているドナーは、世銀、IFAD、AfDB、Irish Aid 及び JICA の 5

機関であり、世銀が最大の拠出機関である。世銀は、国別援助戦略において農業の商業化と生産性向上

を重点分野とし、ASDPに対する支援として2006年より合計で155百万ドルの借款供与を行っている。 

(5) 事業の必要性 

本事業は、農業開発、とりわけ灌漑面積の拡大を図るものであり、タンザニアの課題及び開発政策、

我が国及び JICA の援助方針とも合致することから、本事業の実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要 
 

(1) 事業の目的 

本事業は、タンザニア本土において、新規の灌漑施設の建設、既存施設の改修及び関連機材の調達を

実施することにより、コメを中心とする農業生産性の向上を図り、もって小規模農家の生計向上及び貧

困削減に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

タンザニア本土（事業対象地となる灌漑地区は、タンザニア全国各地で 70 か所程度の予定（総灌漑

面積：52,800ha、裨益農家人口：132 千人を想定）であり、サブプロジェクト決定後に確定する）。 

 

                                                  
2 他ドナーによる支援とともに達成される目標。 



(3) 事業概要 

本事業は、県灌漑開発基金委員会3により審査・承認された小規模灌漑開発事業の中から、本事業の選

定クライテリア（経済的収益率、環境影響等）に合致するサブプロジェクトを選定し、JICA の事前同

意により、対象事業を確定する（セクターローン）。主な構成要素は以下のとおり。 

1) 土木工事（灌漑施設の新設・改修、頭首工（堰長 20m 以下）、幹線用水路、2 次用水路等の新設、

改修等） 

  2) 機材調達（ゾーン灌漑事務所及び県に対する設計用機材、施工監理用機材（車両購入）等） 

  3) コンサルティングサービス（ゾーン灌漑事務所及び県に対する灌漑施設の設計・施工監理支援等） 

(4) 総事業費 

3,785 百万円（うち、円借款対象額：3,443 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2013 年 5 月～2017 年 3 月を予定（計 47 ヶ月）。施設供用開始時（2017 年 3 月）をもって事業完成

とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：タンザニア連合共和国政府（The Government of the United Republic of Tanzania） 

 2) 保証人：なし 

3) 事業実施機関／実施体制： 

農業・食料安全保障・協同組合省（Ministry of Agriculture, Food Security and Cooperatives、以下、

「農業省」という。）。 

4) 操業・運営／維持・管理体制： 

灌漑施設の維持管理は、施設完成後に地方自治体（県）より水利組合4に対して移管がなされる。 

 (7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：FI 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）

上、JICA の融資承諾前にサブプロジェクトが特定できず、かつそのようなサブプロジェクトが

環境への影響をもつことが想定されるため。 

③ その他・モニタリング： 

本事業では、実施機関が、タンザニア国内法制度および「国際協力機構環境社会配慮ガイドラ

イン」に基づき、各サブプロジェクトについてカテゴリ分類を行い、該当するカテゴリに必要

な対応策がとられることとなっている。なお、サブプロジェクトにカテゴリ A 案件は含まれな

い。 

2）貧困削減促進 

本事業は、タンザニアの農村人口の約 8 割を占め、貧困層に属する小規模農家を裨益者とし、灌

漑開発の推進を通じて、貧困農家の所得向上を図ることとしており、貧困の視点から十分な配慮

がなされている。 

3）社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等） 

実施中の灌漑技プロでは、ゾーン灌漑事務所及び県灌漑技術者を通じた水利組合の組織強化を

図っており、本事業対象サイトにおいても受益者参加が促進される。 

                                                  
3 灌漑開発の推進を目的に、ASDP 内に大・中規模灌漑開発用の「国家灌漑開発基金（NIDF）」と小規模灌漑開発の「県

灌漑開発基金（DIDF）」が設置されている。DIDF 委員会は農業省に加え、畜産漁業開発省、産業貿易省、地方自治庁、

財務省から構成されており、各県から提出される灌漑開発事業の案件採択を行う委員会。 
4 タンザニア政府の国家灌漑政策（2010 年）に基づき、水利組合が完工後の灌漑施設の運営・維持管理を行う。運営・

維持管理に必要な資金は、組合員から納められる水利費（生産物の 5%）により賄われる。 



(8) 他ドナー等との連携 

本事業は世銀との協調融資（パラレル）である。本事業の円借款資金については、ASDP バスケッ

トファンド口座を経由して各地方自治体（県）の開発口座に資金移転させる仕組みを確保することで、

ASDP バスケットファンドドナーとしての立場を堅持し、灌漑開発をはじめとするタンザニアの農業

開発に係る政策対話において他ドナーとの連携を図っていく。 

(9) その他特記事項 

  本事業を通して、天水農業に依存してきた小規模農家が灌漑用水を利用できるよう施設を整備し、

安定的かつ効率的に農業用水を確保・利用することを可能とし、気候変動に適応する。 

 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2013 年実績値） 

目標値（2020 年） 

【事業完成 3 年後】 

受益面積（ha） 15,800 52,800 

作物別作付面積（ha） 50,688 79,200 

水利費徴収率（%） 15-75 70 

主要農作物別生産高（トン/年） 51,480 242,880 

主要農作物別単収（トン/ha） 2.0 4.0 

戸当たり農業粗収益額（円/年/戸） 30,610 102,700 

注１）基準値・目標値は、現時点のサブプロジェクト候補の情報を基に、合計値又は平均値から推定したもの。サブプロジェクト決定

後に、ベースライン調査にて見直す。 

注２）ベースライン調査は、サブプロジェクト決定後 6 か月以内をめどに、ゾーン灌漑事務所の支援の下、県が水利組合を通じて聞き

取り調査を行う。その結果を農業省灌漑局が取り纏め、Project Status Report を通じて JICA に報告する。 

注３）作物別作付面積については、総作付面積に加え、主要農作物であるコメの作付面積を設定する。 

注４）主要農作物別生産高については、コメ及びベースライン調査で上位を占めた主要農作物を設定する。 

2) 内部収益率 

サブプロジェクトが決定していないため審査時点では算出せず（本事業の経済的内部収益率（EIRR）

はサブプロジェクト決定後に確定されるため、審査時に算出しないものの、サブプロジェクトは

EIRR12.0％以上のものが選定される）。なお、灌漑開発の案件形成・事業管理の指針である「DADPs

包括的灌漑ガイドライン」では、以下の前提に基づき、サブプロジェクト毎に EIRR が算出される。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、維持管理費 

便益：作物増産による収益 

プロジェクトライフ：30 年 

(2) 定性的効果 

貧困削減、生活環境の改善 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1) 類似案件の評価結果 



タンザニアの「ローアモシ農業開発事業」（有償資金協力、1982 年度承諾）の事後評価結果等では、

事業の持続的成功のためには、維持管理を担う農民自身のインセンティブ及び組合活動を通じた財務基

礎強化が重要との教訓が得られている。また、持続的な農業生産性向上へ繋げるには、ハードの側面（水

資源開発、灌漑施設の整備等）とソフトの側面（水利組合の組織化とその機能強化、運営維持管理に関

するトレーニング、営農指導、人材開発等）への支援が必要との評価結果が得られている。 

(2) 本事業への教訓 

事業成果の持続性確保のためには施設完成後の維持管理が重要であることから、上記教訓を踏まえ、

本事業では協力プログラムの下、別途実施中の「灌漑技プロ」及び「コメ振興技プロ」を通じて、農民

に対するコメ栽培技術普及による収穫増というインセンティブを確保し、水利組合の組織強化を通じて

運営・財務基盤の強化を図る。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

受益面積（ha） 

作物別作付面積（ha） 

水利費徴収率（%） 

主要農作物別生産高（トン/年） 

主要農作物別単収（トン/ha） 

戸当たり農業粗収益額（円/年/戸） 

経済的内部収益率（EIRR）% 

(2) 今後の評価のタイミング 

事業完成後 3 年後 

以 上  


