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事業事前評価表 

国際協力機構 農村開発部農業・農村開発第二グループ 第四チーム 

１．案件名 

国名：マダガスカル共和国  

案件名：和名 コメ生産性向上・流域管理プロジェクトフェーズ２ 

    英名 The Project for Rice Productivity Improvement and Management of  

Watershed and Irrigated Area(PAPRiz Phase 2) 

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 

マダガスカルは約58万7千Km2の国土（日本の約1.6倍）に2,357万の人口を有す

るが、一人当たりの国民総生産（GDP）は440USドルに過ぎない最貧国である。労働

人口に占める農業セクターの割合は約８割に及ぶものの、GDPに占める農業セクタ

ーの割合は26％にとどまる。マダガスカルでは農業開発を通じた貧困削減が求めら

れているが、農業セクターが抱える主要課題の一つが低い農業生産性である。同国

では適正栽培技術の普及の遅れ、農業投入材（優良種子、肥料、農機）の低い導入

率、近代的灌漑施設の未整備などの物理的要因等により農業生産性は低位にとどま

っている。農業生産性の向上による生産量拡大、農家の生計向上が喫緊の課題とな

っている。 

マダガスカルにおいてコメは最も重要な作物である。稲作は全耕地面積の約４

割を占め、コメの総生産量は455万トン/年（2012年）、消費量は約145kg/人/年に

及び、いずれもアフリカ随一である。また、生産量の７割が自家消費されているが、

コメ農家では家計収入の約半分をコメに依存しており、食料安全保障に加え農家経

営上も極めて重要性が高い。しかし、伝統的な灌漑を含め全稲作耕地の約８割が灌

漑されているものの、単収は平均3トン/haに過ぎず灌漑稲作としては低位にとどま

り、コメの自給達成には至っていない。このためJICAは、「中央高地コメ生産性向

上プロジェクト（PAPRiz）」（2009年1月～2015年7月）を通じてコメ生産性向上の

ための技術開発に取り組み、モデルサイトにおいて単収3.7トン/haを実現した。 

コメの生産拡大には技術開発・普及に加え稲作に適した環境の維持が必要とな

るが、同国では長期にわたり森林伐採が行われてきた結果、各地で深刻な土壌流亡

を引き起こしている。このため、灌漑施設・水路への堆砂が進み圃場への給水が低

下し、稲作に大きな影響を与えている。したがって、安定した灌漑稲作のためには、

上流部における流域管理が極めて重要な課題である。 

上記のとおり、生産・消費の両面で非常に重要な作物であるコメの生産拡大を

実現するため、より多くの稲作農家に対する適正栽培技術の普及と、稲作環境の維

持（流域管理）を進めていくことが求められており、農業省を中心とした上記技術

幅広い導入・普及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 

 マダガスカル政府は農業開発、特に稲作振興を国家開発上の重点課題と位置付け

ている。農業分野の基幹政策である「農業・畜産・漁業セクタープログラム（PSAEP1、

2013～2025年）」では、国家の主要課題である貧困削減と経済成長への貢献に向け、

①基幹食料（コメ）の100％自給達成、②貧困層の半減及び貧困層収入の40％増加

を掲げており、稲作の推進を重点政策と位置付けている。また、稲作の推進に向け
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て国家稲作振興戦略（NRDS2）が策定され、2008年の単収3.03トン/haを2018年には

4.65トン/haまで引き上げることを目標としている。 

 さらに、稲作の生産性を低める遠因となっている流域全体の土壌保全に関しては、

2006年にマダガスカル政府により「流域管理・灌漑国家プログラム（PN-BVPI3）」

が策定された。これは、コメ生産基盤機能強化を図るための灌漑整備事業と、その

上流域の植被回復・植林による水源涵養事業を一体的に実施するものであり、世銀、

アフリカ開発銀行、国際農業開発基金（IFAD）などが支援を行っている。 

 本事業は、稲作技術の改善によりコメの生産性向上を図りつつ、流域管理による

稲作環境保全を行うことで、上記プログラムの推進に貢献するものである。 

 

（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  

 2008年に開催された第四回アフリカ開発会議（TICAD IV）では、JICAが「アフリ

カ緑の革命のための同盟（AGRA）」とともに、サブサハラ・アフリカのコメ生産を

向こう10年間で倍増することを目標とする「アフリカ稲作振興のための共同体

（CARD）」を発表した。マダガスカルはCARD支援対象国の第１グループ4に属して

おり、CARDの推進に向けてJICAは主に適正栽培技術の開発・普及と流域管理（土壌

保全）の両面から協力を展開してきた。 

上述のPAPRizでは、ア）改良技術（技術パッケージ）の開発、イ）関連機関の連

携強化、ウ）技術普及教材の整備、等により、コメ生産性の向上に取り組んできた。

ア）については、モデルサイト農家の平均単収が、2.2トン/haから3.7トン/haとな

り、大幅な増加を実現した。ウ）については、技術普及・広報に関し映画・テレビ・

ラジオなどを活用することで圧倒的多数の国民5に対する情報伝達を実現し、約２

万世帯の農家の技術採用等、大きな成果を挙げた。また、「ムララノクロム総合環

境保全・農村開発促進手法開発プロジェクト（PRODAIRE6）」（協力期間 2012年2

月～2017年2月）では、約15万本の苗木が住民により植えられた他、薪節約のため

の改良かまどの作成も約2700個に上っている。 

前記PAPRizプロジェクトの後継案件である本事業では、こうした成果を受け、よ

り多くの稲作農家への技術普及を図るため、PAPRizで開発された技術パッケージと

PRODAIREで取り組んできた住民による土壌保全（流域管理）技術を組み合わせ、そ

の実施体制の強化を行う。なお、本事業ではこれまで協力を行ってきた中央高地を

中心としつつも、コメの生産ポテンシャルを有する他地域への面的拡大を図る計画

である。 

 

（4）他の援助機関の対応 

各援助機関は、前記２．(2)に記載の「流域管理・灌漑国家プログラム（PN-BVPI）」

への支援を中心に実施している。JICAの協力は稲作・流域管理（土壌保全）を推進

に焦点を当てたものであり、他の援助機関の支援との親和性が高いことから、可能

な範囲で連携・情報共有を図ることとする。特に他ドナーの協力と異なり、JICA

                                                   
2 National Rice Development Strategy 
3 Programme National de Gestion des Bassins Versants et des Périmètres Irrigués 
4 CARDでは支援対象国を第 1グループ国と第 2グループに分けており、それぞれ 10カ国程度のメンバーから構成

されている 
5 映画上映あわせた短編教材は１千万人程度の目に触れていると言われている。また映画ＤＶＤの販売枚数は 10

万部に至るとされている。 
6 Projet de Développement de l’ Approche Intégrée pour la Restauration Environnementale et le 

Développement Rural dans l’Alaotra 
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の協力は稲作の技術改善を通じた生産向上に注力しており、他の援助機関とはこの

点で連携を図ることが期待される。 

 

１） 世界銀行 

「食料安全保障・社会保障緊急プロジェクト」及び日本政府からの拠出金

（Policy and Human Resource Development基金）による「PHRD流域管理・灌

漑整備プロジェクト」が2014年9月より開始されている。前者の対象地域は中

央高地を含む10県であり、後者の対象地域はサバ県、ブエニ県、イタシ県、ア

ロチャ・マングル県等である。後者支援には稲の優良種子と肥料の配布も含ま

れている。 

 

２） アフリカ開発銀行 

「南西部農業施設改修プロジェクト」を実施中である(実施期間：2013-2018年)。 

  灌漑施設整備および流域管理（土壌保全）に加え、農業バリューチェーンの開

発に向けた活動が含まれている。 

 

３） 国際農業開発基金（IFAD） 

「メナベ県・メラキ県開発支援プロジェクト」を実施中である。土地に関する

政策・制度・法律の構築の支援と、持続的な天然資源の活用と保護の支援を行

うもので、その内容は灌漑施設の整備と営農技術の支援などからなる。対象地

域はメナベ県、メラキ県である。本プロジェクトは2015年12月に終了するが後

続フェーズの実施が決定している。 

 

４） フランス（AFD） 

「アロチャ湖周辺流域保全及び農業生態系保全プロジェクト」に続き「マダガ

スカル農業生産性向上プロジェクト」が2015年から実施予定である。前者はア

ロチャ・マングル県のPC15灌漑地区において、施設の改修や水利組合能力強化

等の支援を行ってきたが、後者はアロチャ・マングル県に加え、ヴァキナカラ

チャ県、ヴァトヴァヴィー・フィトヴィナニ県、アチモ・アチナナナ県を対象

に実施される予定である。 

 

５） ドイツ 

「土壌保全プログラム」を実施中である。植林や土壌流出防止などの土壌保全

のコンポーネントが中心であり、2014年7月より第3フェーズ（2014年～2018年）

が開始されている。プロジェクト目標は稲作地帯における持続可能な流域保全

（土壌流出防止）であり、対象地域はブエニ県、ディアナ県である。 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

対象地域においてコメの生産性向上を図り、コメの増産を通じて農家の生計向上を

図る。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 
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中央高地５県7及び他のコメ生産県（6県程度） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：農業省及び環境省職員（100名8）普及関係者（1,000名9） 

最終受益者：対象地域における稲作農家（27,000名） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2015年8月～2020年7月を予定（合計60か月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

5.8億円 

 

（6）相手国側実施機関 

主たる実施機関：農業省生産局及び県農村開発局（MinAgri10） 

協力機関：環境・生態・海洋・森林省（MEEMF11）（流域管理分野） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

ア）長期専門家派遣 

①「チーフアドバイザー/普及体制」、②「研修管理/業務調整」、③「灌漑稲

作」、④「流域管理/普及」 

イ）短期専門家 

必要に応じて派遣（種子、農業機械、ジェンダー等） 

ウ）研修 

カウンターパート研修（本邦/第三国研修）「農業普及」等 

エ）機材供与 

車両、研修・普及資機材など  

オ）その他プロジェクトに必要な現地活動費 

 

2）マダガスカル国側 

ア）カウンターパート人員の配置 

プロジェクト・ディレクター：農業省次官 

プロジェクト・マネージャー：農業省農業総局長 

カウンターパート（農業省、環境・生態・海洋・森林省から任命） 

イ）プロジェクト活動に必要な建物、執務室、施設の提供 

ウ）ローカルコスト負担（活動事業費、光熱費、出張旅費など） 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1)環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類（A，B，Cを記載）：C 

                                                   
7 都市部を擁する人口集中地域である中央高地 5県を主要な対象地域としている。 
8 首都及び県配属の本省職員、本省傘下の機関職員等。 
9 地方の普及母体関係者（NGO、教会、他ドナー事業関係者、中核農家等）。 
10 Ministère de l’Agriculture 
11 Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts 
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②カテゴリ分類の根拠： 

 本事業は「国際協力機構社会配慮ガイドライン」（2010年4月公布）上、環境へ

の望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

マダガスカル国では、稲作作業及び営農は農家世帯内の男女の役割分担・協働と意

思決定によりなされていることから、本事業の実施プロセスにおいてジェンダー視

点に立った工夫を組み込む方針である。12  

本事業では、貧困世帯を含む小規模農家に対し営農改善の方策を含む農業普及を行

うことを想定していることから、貧困削減に寄与する案件である。 

 

3)その他 

本事業では農家世帯の稲作の収益性向上の観点からSHEPアプローチ13を実施プロ

セスに組みこむ方針である。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

技術協力プロジェクト「ムララノクロム総合環境保全・農村開発促進手法開発プロ

ジェクト（2012.2～2017.2） 

技術協力プロジェクト「中央高地コメ生産性向上プロジェクト（2009.1～2015.7） 

 

2）他ドナー等の援助活動 

上記のとおり、アロチャ湖周辺で、世銀、AFD等が流域管理（土壌保全）・灌漑事

業を実施中。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

※指標数値については、プロジェクト開始後に実施予定のベースライン調査を経て決

定する予定。 

１）上位目標 

対象地域においてコメの総生産量が増加する。 

指標 対象県においてコメの生産量がｘｘトン増加する。 

 

2）プロジェクト目標 

対象地域におけるコメの生産性が向上する。 

指標１ 先行５県においてコメの生産量がｘｘトン増加する。 

指標２ その他の対象県において普及対象農家の単収がｘｘトン増加する。 

 

3）成果 

１ 農業省による稲作技術普及支援体制が整う。 

２ 先行５県において稲作技術普及活動が日常的に行われる。 

                                                   
12 詳細計画策定調査時にミニッツにて先方と合意済みである。 
13 SHEPアプローチとは、技術協力プロジェクト「ケニア国小規模園芸農民組織強化計画（2006年～2009年）」で生まれた取り

組み。「作ってから売り先を探す」という発想から「売り先を考えてから作る」という発想へ転換を図ることで、所得の向上を

目指す。 
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３ その他の対象県において（改良）技術パッケージの普及体制が整う。 

４ 稲作振興のための周辺環境が整備される。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）前提条件 

農業省および関連機関（MEEMF、FOFIFA、ANCOS、CMS、CFAMA14等）が協力を継続す

る。 

（2）外部条件 

干ばつや洪水などの自然災害がプロジェクト活動に甚大な影響を与えない。 

 

６．評価結果 

 本事業は、マダガスカル国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。  

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

(1)類似案件の評価結果 

 「フィリピン国高生産性稲作技術の地域展開計画（2004年～2009年）」の教訓で

は、地方自治体が農業技術の普及の主要な担い手であったが、プロジェクトの初期

段階において、地方自治体の能力向上に取り組むプロジェクト活動を行った。これ

により、地方自治体のプロジェクトへの明確なコミットメントと参加を通じて、プ

ロジェクトの円滑な実施のみならず、プロジェクト終了後の普及サービスの継続に

つながった。したがって、地方政府組織が普及サービスにおいて重要な役割を果た

す場合、プロジェクト実施の早い段階で、地方政府組織のキャパシティ・ディベロ

ップメントに関するコンポーネントを組み入れることが重要であるとの教訓が得

られた。 

 

また、本事業の先行案件「中央高地コメ生産性向上プロジェクト（2009.1～

2015.7）」の終了時評価（2013年6月実施）の提言において、先方の予算負担（特

にカウンターパートの旅費・傭人費等）が予定どおりなされていないこと、優良種

子の供給体制を強化することについて言及されていることから、これらの点を本事

業の実施に際してどのように取り組むのか検討を加える必要がある。 

 

(2)本事業への教訓 

 本事業においては、県レベルの農業局担当者が普及を担っていくことになるが、

まず県において普及計画を立案し、そのうえで農業省本省から適宜支援を受けつつ

普及を展開していくこととした。これにより、地方レベルの普及関係者に対する能

力強化を図るとともに、県レベルの担当者（機関）の普及事業に対するコミットメ

ントを引き出すような計画としている。 

また、先行案件では先方の予算負担が予定どおりなされていないという指摘が

あったが、本事業においては、実際の技術普及を図るうえで、カウンターパートに

限定されず、NGOや民間企業（種子・肥料業者等）、さらには教会など、既存の情

報伝達経路を効果的に活用することで、先方の予算負担を相対的に減じることが期

                                                   
14 FOFIFA：国立農村開発応用研究センター、ANCOS:国家種子検査機関、CMS：種子増殖センター、CFAMA：農業機械化研修セン

ター 
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待される。また、優良種子の供給に関しても、各農村のおける種子生産農家の能力

強化を図ることで種子の地産地消により供給量の確保を図る計画である。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標  

４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始６ヶ月 ベースライン調査 

事業終了３年後 事後評価 

（3）実施中モニタリング計画 

事業開始６ヶ月   第１回JCCにおける相手国実施機関との合同レビュー 

事業実地中     ６か月ごとに開催するJCCにおける活動進捗の確認 

事業終了６ヶ月前  終了前JCCにおける相手国実施機関との合同レビュー 

 

 

以上 


