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事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 26年 4月 10日 

担当部署：農村開発部 

１．案件名 

（和文） 北部農業開発マスタープラン策定調査 

（英文） Northern Crop and Livestock Development Master Plan Study 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

     本調査を通じて、ナミビア共和国（以下、「ナミビア」と記す）北部の小規模農家の生計向上に貢献す

る農業・畜産の技術や課題対応策がマスタープランとして提案される。また本調査は、そうした技術や

課題対応策の検証・実証活動およびマスタープラン策定を通じて、カウンターパートの計画策定・事業

実施にかかる能力向上に寄与する。 

 

（２）調査期間：2014年 8月から 2017年 7月（計 36か月間）を予定 

   ※ただし、調査の進展如何で期間の見直しを行う。 

 

（３）総調査費用：3億 1,000万円 

 

（４）協力相手先機関  

農業・水・森林省（Ministry of Agriculture, Water and Forestry：MAWF） 

同省出先機関（普及・エンジニアリングサービス局北中部支所、農業開発センター、畜産局州

事務所、及び試験場） 

 

（５） 計画の対象（対象分野、対象規模等） 

１） 対象分野：乾燥地農業・畜産 

２） 対象地域：北部 4州（オシコト、オハングウェナ、オシャナ、オムサティ） 

84,589km21、165,105世帯、人口約 85万人（ナミビア中央統計局、2011 年） 

３） 直接裨益者：対象地域の普及員約 60人 

４） 間接裨益者：対象地域の小規模農家約 48,313戸 2 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

ナミビア共和国（以下、ナミビア）は南部アフリカに位置し、国土面積は約 82 万 km2、人口は約

220 万人である。産業の中心はウラン、ダイヤモンド等の鉱業である。一人当たり GNI は 5,670 米ド

ル（2012 年、世銀）であり中進国に位置づけられるものの、ジニ係数も 0.636（2012 年、世銀）と高

く、国内における経済格差は世界各国と比較しても際立って大きい。中でも人口の約 60％が居住する

北部 7州には自給自足型の小規模農家が多く、貧困率 3が平均約 46.8％に上る（国内全体の貧困率は

28％）（2006 年ナミビア中央統計局世帯調査）。北部 7州においては、大半の農家が自給自足的農業に

従事しているが、農業では十分に生計を賄うことができず、その結果、多くの小規模農家が職を求め

て首都やその他の都市へ流入している。しかしながら、都市においても彼らを受け入れる基盤が整っ

ていないため、都市における雇用問題や経済格差がナミビア全体の大きな開発課題となっている。そ

のため、北部地域の小規模農家支援は、ナミビア全体の安定に非常に重要な役割を果たすと考えられ、

                                                   
1 北海道の面積よりも少し大きい規模。 
2 “ A REVIEW OF POVERTY AND INEQUALITY IN NAMIBIA”（ナミビア中央統計局、2008 年）による。この中で”Upper 
bound poverty line” として位置付けられている月間 N$262.45 以下で生活している人々の対象 4 州における世帯数。

N$262.45 は、約 US$24.4。 
3 ここでは国内の平均所得の半分以下で生活する人々の割合を指す。 
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政府も優先課題として認識している。第 4 次国家開発計画（NDP4:2012-13～2016/17）においては、

農業が重点課題 4つのうちの一つとされ、かつ各種農業プログラムが北部地域を重点対象としている

ことからも、政府内の優先度の高さが見て取れる 4。 

既述のとおり、これら小規模農家の多くは自給自足的な農業を営んでいるが、北部においては農業

が産業として確立されておらず、また、これら小規模農家の家計・営農収支に対する意識の低さも指

摘されている。したがって、家計・営農収支に対する問題意識を身につけ、農業活動への投入を増や

し、産業としての農業を促進することは、ナミビア北部の小規模農家の収入向上に貢献するのみなら

ず、ナミビア全体の貧困層の削減に繋がると期待される。加えて、ナミビアの穀物全体の自給率は約

33.6%5であり、北部地域の自給自足的な小規模農家支援は、自給率の底上げにも寄与することが考え

られる。なお、2013 年 6月に開催された TICAD V において、日本政府は SHEP アプローチのアフリカ

諸国での協力拡大を打ち上げた。本調査においても、対象地域小規模農家の収入向上のため、SHEP

アプローチの導入を図る。 

またナミビア北部は近年の気候変動の大きな影響を受けており、干ばつと洪水が繰り返される厳し

い自然環境が、安定した農業収入を得るための大きな阻害要因となっている。JICA は気候変動対策案

件としてナミビア北部で地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）「半乾燥地の水環境保全を目

指した洪水－干ばつ対応農法の提案」を 2012 年 2 月より実施している。これまで SATREPS 案件はプ

ログラム化の文脈での整理があまり進んでいなかったが、本案件の実施により、実施機関として想定

されている MAWF が所管する普及事業の面において、SATREPS 案件との効果的な連携が図られ、先進事

例となることが期待される。 

本案件は上述の状況を踏まえ、ナミビア北部の現状に合致した農業開発方針を策定することを目的

にナミビア政府より要請されたものである 6。北部 7 州のうち、アンゴラ内戦の影響で地雷や不発弾

の危険性が残る 2 州（カバンゴ、カプリビ）、および乾燥が激しく農業に適さない 1 州（クネネ）を

除く 4州を対象として実施する。ジニ係数の大きさで知られるナミビアであるが、経済格差を是正す

るためには、その格差の原因を正しく分析し、最適な対応策を大局的に探る必要がある。本案件実施

の際には、小規模貧困農家など脆弱者の参画を含む「Inclusive な開発」の観点を重視するよう心掛

ける。加えて、マスタープランの作成に向けた一連の活動を行う際には、「途上国における女性の地

位向上と社会進出支援」の視点の重要性に鑑み、本案件で作成されるマスタープランがナミビアの農

村社会におけるジェンダー推進に資するよう考慮する。 

また、中進国に位置付けられているナミビアは、ある程度の予算を有するものの、それを活用する

ための経験や技術に乏しい。今後アフリカ地域においては貧困層を抱えながら中進国入りする国々が

増えると予想され、本案件はそうした国々への支援モデルの構築も視野に入れている。加えて、本案

件は乾燥地農業開発支援の観点より、気候変動（適応策）案件の１つとして実施する。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

ナミビア政府の長期国家開発フレームワークである「ビジョン 2030（2004～2030）」において、農

業関連の内容は、「自然資本の開発と持続的利用」の中の「土地・農業生産サブ・ビジョン（Land and 

Agricultural Production Sub-Vision）」に示されている。同サブ・ビジョンは、土地生産性を維持・

改善しつつ、世帯及び国家レベルの食糧安全保障に貢献し、持続的で公平な経済成長を支えるために、

土地資源を適切かつ公平に利用することを目指している。また、持続的経済成長と雇用創出、収入格

差の是正を目標に掲げる現行の NDP4 において、農業は経済開発の優先 4 分野の一つに位置づけられ

                                                   
4 他にも、ナミビア食肉協会、ナミビア MeatCo 社、農業・水・森林省は、北部地域の伝統的家畜飼養農家を商業的

な農家へ移行することを目標に「農民メンターシップ・プログラム」を実施している。 
5 FAOSTAT（2009 年） 
6 2008 年には、ナミビア大統領が JICA 理事長と面談し、ナミビアにおける技術協力事業の実施を直接要請した。 
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ており、平均 4％の実質成長率を達成することが目標として明示されている。その目標達成のために、

さらに 4つの戦略が掲げられているが、本案件は特にそのうちの 2つ；①疾病遮断境界線（Veterinary 

Cordon Fence: VCF）以北地域の、家畜のための市場アクセス改善、及び②旱魃に対応できる作物・

家畜の開発との関係が深い。このように、本協力の枠組みはナミビア政府の開発計画・農業セクター

計画の方向性に合致している。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

 現在、本協力の対象地域で実施されている他国機関の援助事業は特にないが、国連開発計画（UNDP）

と地球環境ファシリティ（GEF）（国際的資金メカニズムの1つ）との協調支援により一部の地域で2012

年まで実施されていた、気候変動への適応をめざした農業プロジェクトにおいて、保全型農業、堆肥

やバイオ炭及び輪作による農地改良、イネ、飼料作物、キノコ等による作物多様化などにかかる技術

実証や展示が行われていた。本協力の実施にあたっては、実施機関であった現地NGO等から情報収集

を行い、それらの技術実証の結果や農民の技術受容度等について確認し、マスタープランにおいて提

案すべき技術・対応策の候補として検討することにより、効率的な事業実施が可能になると思われる。 

 

（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 

我が国の対ナミビア共和国国別援助方針においては、「地方農村部における貧困削減・生活水準改

善への貢献」が援助重点分野の一つに掲げられており、北部地方の貧困層が抱える貧困・低所得を改

善するためにナミビア政府が取り組んでいる農業振興の効果・効率的な実施に向けて、政策実施を担

う関係人材の育成を図ることが謳われている。また、事業展開計画において本案件は、「生計手段創

出・基礎生活分野の向上」という開発課題に対応するための「気候変動対応型農業開発プログラム」

の一環として位置づけられるものであり、我が国援助政策との整合性は確保されている。 

４．協力の枠組み 

本案件は 3フェーズの活動から構成される。第一フェーズではまず対象地域の自然・社会経済的環

境、小規模農家の営農状況等に関する総合的な実態調査を行い、課題の特定と既存の試験研究や支援

の方策を含め、解決策のオプションを検討する。第二フェーズではパイロットサイトを選定し、パイ

ロット活動の実施を通じて各々の地域特性に応じた技術の実証や対応策の検証を行った後、パイロッ

ト活動の結果を分析し、課題解決に資する技術・対応策の一覧と、それらが適応可能となる地域の自

然・社会条件を特定するとともに効果的な実践・普及手法についても明確化してマスタープラン（案）

を策定する。第三フェーズにおいては、関係者との協議のもと、第二フェーズで整理した一覧から、

各地の実情に合わせて導入すべき技術・対応策と普及手法を選択して実施計画を策定し、試行的に実

施してその過程をモニタリングする。1作期の試行の後、州単位での計画見直しを行い、MAWF本省関

係者も含めた最終ワークショップを開催して、MAWF主導による実施計画を最終マスタープランとして

取りまとめる。 

上記活動の実施に際しては、小規模農家の生計向上を念頭に、マーケティングや民間連携の視点を

含む市場志向型のアプローチをとることとする。 

 

（１）調査項目 

【フェーズ１：対象農家の営農実態確認調査】 

1-1 関連農業開発計画、既存試験研究結果等からの有用技術の抽出 

1-2 対象地域現況調査（質問票調査及び農民へのヒアリングを通じた情報の収集と分析）（以下は案） 

・自然環境・気候条件 

・社会・経済状況 

・農業・農業経済 
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・市場状況 

・乾燥地農業 

・畜産業 

・営農 

・農業支援制度 

1-3 調査結果の分析に基づく北部小規模農家の生産改善に資する技術・対応策（乾燥地農業、畜産）

及びそれらの適用条件、適切な普及方法の提案 

 

【フェーズ２：各分野の技術検討と実証】 

2-1 パイロット活動の実施を通じた対象地域の小規模農家の農業生産・畜産・営農の改善に資する

技術・対応策の検討及び実証（各分野で検討・実証する技術・対応策の例は以下の通り） 

(1) 乾燥地農業 

・市場志向型園芸作物栽培 

・土壌肥沃度回復のための適切な施肥方法 

・マメ科作物を利用した混作・輪作方法 

・園芸作物生産の導入・振興 

・ウォーターハーベスティング 

(2) 畜産 

・市場志向型小型家畜生産 

・飼料（牧草）生産 

・小家畜販売による収入向上 

・家畜衛生 

・コミュニティによる共同放牧地の管理 

・コミュニティにおける家畜の水飲み場の設置・管理 

(3） 営農改善 

・市場調査 

・家計改善のための研修実施 

・営農記録の導入 

2-2 実証・検証結果に基づくマスタープラン案の策定 

 

【フェーズ３：マスタープランの取りまとめ】 

3-1 普及員及び関係技術職員を対象として、フェーズ２の結果を通じて提案されたマスタープラン

（案）及び個別技術・対応策に関する研修を行う。 

3-2 普及所単位で導入すべき技術・対応策を選択し、州単位で実施計画を策定する。 

3-3 実施計画に基づいて各州でマスタープラン案を試行し、その過程をモニタリングする。 

3-4 一作期の試行の結果をレビューし、問題点や解決策を検討する。 

3-5 各州単位の実施計画の見直しを行い、北部全体での MAWF主導による実施計画を最終マスタープラ

ンとして取りまとめる。 

 

（２）アウトプット（成果） 

・対象小規模農家の営農実態及び能力が明らかにされる。 

・環境に適応した農業生産・畜産及び営農改善のための技術・方策が現地実証を通じて検証される。 

・検証された技術・対応策が地域特性を勘案したマスタープラン案としてまとめられる。 

・マスタープラン案が北部地域で試行検証され、MAWF による実施スケジュールを含め最終化される。 
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（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

① コンサルタント（分野／人数） 

総括、乾燥地農業、畜産／家畜衛生、営農／普及／研修等 

（7 分野、計 4名、合計 70 人月を予定） 

 

② その他 研修員受入れ 

車両、調査・研修用資機材の供与 

研修員受入 

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  

MAWF普及・エンジニアリングサービス局の地方組織及びその他関連機関により、北部地域でマ

スタープランが継続実施される。 

 

（２）活用による達成目標 

北部地域の小規模自給農民の生産活動と生計が改善される。 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

1) 政策的要因：開発政策の変更による提案事業の優先度低下 

2) 行政的要因：MAWF、特に対象地域の関連組織・人員体制の大幅な変化、予算減 

3) 社会的要因：ナミビア国、特に対象地域における治安の急激な悪化 

4) 自然的要因：天候不順、大規模な病虫害、自然災害等の発生 

 

（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 

・ナミビア国北部地域は自給自足的な農業を営む小規模農家が多く、貧困率は全国平均の倍近い

46.8％に達している。技術実証及び対応策の検証にあたっては、それらの実践に必要とされるコス

トを確認し、対象農家世帯が負担できる投入規模を勘案することが不可欠である。 

 

・対象 4州はいずれも女性世帯主の割合が全国平均を上回り 50％を超えている 7。また、同地域にお

いて、作物生産・畜産に女性が果たす役割は大きく、調査実施過程においても女性の参画を十分に

確保することが重要である。 

８． 過去の類似案件からの教訓の活用 

 ケニア国「小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト」（SHEP、2006年～2009 年） 

SHEPでは、農民組織が市場に対応した園芸栽培に自発的に取り組むよう支援し、結果として約 2000

農家の平均園芸所得が約 2 倍以上に増加した。SHEP で開発された各手法（SHEP 手法）を導入するこ

とで、より市場の状況に基づいた持続的な営農を導入することが可能となる。本プロジェクトにおい

ては、SHEP 手法のうち、半乾燥地域においても適用可能な方法を、農民参加型小規模灌漑事業実施時

に考慮すべき点として積極的に取り入れてゆくこととする。 

 ケニア国「中南部持続的小規模灌漑開発管理プロジェクト」（SIDEMAN、2005年～2010年） 

本プロジェクトにおいて、ケニアの小規模灌漑施設、特に水路に代表される単純構造物の建設を各

州灌漑省職員の指揮下にて、農民参加型で行うことが、農民の施設に対するオーナーシップ意識を高

めることが確認された。また、農民参加型での作業を通じ、農民が建設・補修技術を習得することで

小規模灌漑施設建設後のメンテナンスを行えるようにすることが最も有効な手段であることが提唱

され、SIDEMAN手法（ガイドラインやマニュアル、研修教材）として整理された。 

                                                   
7
 国家計画委員会（NPC）「ナミビア世帯収入支出調査（NHIES）2009-2010 provisional figures」 
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本調査においては家畜のための共有放牧地の管理等、コミュニティ単位での活動が組み込まれるこ

とが想定されている。その際、ケニアのプロジェクトからの農民参加およびオーナーシップ醸成にか

かる教訓を活用することとする。 

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 

 ・対象地域の農業開発センターにおいて 計画されたマスタープランの活動が実施される。 

 ・対象地域の小規模農民が、マスタープラン実施により導入された技術・対応策を適用する。 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・導入された技術・対応策により、対象地域の小規模農民の面積当たりの平均生産量が向上すると

共に、家計の収支がプラスに転化する。（具体的な数値はベースライン調査で確認） 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

 ・フォローアップ調査によるモニタリング 

・必要に応じ、事業終了後 3～5年後に事後評価を実施 

（注）調査にあたっての配慮事項 


