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１．案件名

国 名： ガーナ共和国

案件名： 和名 ポン灌漑地区における小規模農家市場志向型農業支援・民間セクター

連携強化プロジェクト 

英名 The Project for Enhancing Market-Based Agriculture by Smallholders 
and Private Sector Linkages in Kpong Irrigation Scheme 

２．事業の背景と必要性

（1）当該国における稲作・灌漑セクターの開発実績（現状）と課題 
ガーナ共和国（以下、「ガーナ」）においてコメは主要穀物の一つであり、国産米

生産量は 2004 年から 2013 年の期間で、年間 24 万トンから 57 万トンに倍増した。

しかし、近年の人口増加、都市化、食習慣の変化により、2000年から 2010年の 10

年間で、１人当たりのコメの消費量は年間 15.4kgから 37.5kgに大きく増加し、2013

年のコメの総消費量は百万トンに達しており、生産量は消費量には追い付いていな

い。消費量と国内生産量の差は輸入米で補完しており、食糧安全保障及び外貨確保

の観点から、国内産のコメの生産増加及び安定的供給は、ガーナ政府にとって喫緊

の課題である。 

このためガーナ政府は「アフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African 
Rice Development、以下、「CARD」)に参加し、2009 年 2 月に「国家稲作開発戦

略(National Rice Development Strategy、以下「NRDS」)を策定した。また、ガー

ナ政府は NRDS の実施促進を図るため、食糧農業省（以下、「MoFA」）を中心にタ

スクフォース等の実施体制を整備した。 

NRDS は、開発の目標として、①国産米の年間 10％の増産、②国産米の質の向上

により、国産米の国内消費を増やす、③コメの副産物を活用する、④コメのバリュ

ーチェーンにある関係者の相互の情報共有とリンケージを強化する、の 4点を掲げ

ている。このうち目標の①を達成するには、天水稲作だけでは困難なことから、灌

漑による稲作でも 18万トンの生産量が見込まれている。しかし、2014 年における

灌漑地区での生産量は 76,000 トンと推定され、NRDS の灌漑稲作の生産目標に対

して 42%の達成状況にすぎず、生産性向上および生産面積の拡大が課題である（出

典：NRDS）。
こうした中、同国では、ガーナ灌漑開発公社（以下、「GIDA」）がガーナ国全体の

灌漑開発候補地の調査、施設設計・施工、灌漑（排水）地区の運営維持管理、農民

に対する営農技術の普及を行ってきているものの、GIDA が管理する 22 の灌漑地区



（8,841ha）では、灌漑施設の老朽化や不十分な維持管理等により灌漑率は 60%程

度にとどまっている。また、そのような状況下で農民からの水利費徴収率も 50%程

度にとどまり、徴収金を活用して施設の維持管理を行うこともできず灌漑施設が稼働でき

なくなるといった悪循環に陥っている（出典：Irrigation Service Charge and Recovery of 
Irrigation Project in Ghana, GIDA）。 
灌漑開発のポテンシャルが高いアクラ平原において GIDA は、1982 年にポンダム

を水源とする約 3,000 ha のポン灌漑地区（Kpong Irrigation Scheme、以下「KIS」）
を整備し、入植農家により結成されたオスドク農業組合（Osudoku Agricultural 
Co-operation Society、以下「OACS」）が灌漑施設の共同管理を行いつつコメを栽

培してきたが、上述のとおり、水利費徴収が低迷する中での灌漑設備の非効率な利

用、施設の改修の不備、灌漑農業に係る知識・技術の普及の不足といった問題から、

コメの生産性・生産量が低迷している。 
他方で KIS において近年、肥料・農薬会社が自社製品の販売促進の一環として収

穫米を担保にした契約栽培を進めたり、同地域でのコメをブランド化する事業を進

めたりするなど、民間企業が普及の役割を担う新しい動きがあるものの、いまだ試

行的な段階にとどまっている。 
 

（2）当該国における稲作・灌漑セクターの開発政策と本事業の位置付け 
ガーナ政府は包括的アフリカ農業開発計画（Comprehensive African Agriculture 

Development Program、以下「CAADP」）のフレームの中で、農業分野の中期投資

計画の推進を目指し、MoFA 職員の能力及び組織の強化、適正農業技術の開発・普

及、市場アクセスの改善等を掲げている。 
また、ガーナ国成長の共有と開発アジェンダ 2010-2013（Ghana Shared Growth 

and Development Agenda、以下「GSGDA」）において、代表的な灌漑事業として、

アクラ平原の段階的灌漑開発事業を挙げ、具体的にはアクラ平原ポンプ灌漑事業

（Accra Plain Irrigation Project（Study for Pump Irrigation））、アクラ平原灌漑事業

プレ開発調査（Pre-Feasibility Study of Accra Plain Irrigation Development Project）、
また、官民連携によるアクラ平原プレ開発調査（Pre-Feasibility Study for Accra Plain 
Public Private Partnership (PPP) Project）を実施してきた。 
この他、中期農業セクター投入計画 2011-2015（Medium Term Agriculture Sector 

Investment Plan、以下「METASIP」）では、生産性向上のための優先 5 穀物の一つ

としてコメを挙げ、農業生産性を高める手段として、灌漑農地の拡大を推進すると

ともに、既存の灌漑施設の非効率な運営・維持管理状況の改善にアプローチすべき

とし、大規模灌漑設備の効率性の向上のため、老朽化した施設の改修、住民参加型

の運営・管理システムの導入、市場志向型農業の推進、民間セクターの参画が必要

であるとしている。このため、①アクラ及びボルタ地方の 50 ダムの改修、②住民



参加型事業の実施、③GIDA 職員の能力向上、④参加型灌漑・水管理、流通のため

の普及員の訓練を挙げ、アクラ平原における灌漑農業への投資に取り組んでいるも

のの、現時点では公共灌漑事業を管理するための予算配分は不十分なものにとどま

っている。 
こうした状況のもと、ガーナ政府は、世界銀行と USAID の支援によって実施中

のガーナ商業的農業プロジェクト（以下、「GCAP」）の協力コンポーネントの一つ

として KIS の灌漑施設改修を進めるとともに、JICA に対し、GIDA 及び農民組織で

ある OACS の灌漑維持管理能力向上、灌漑稲作栽培技術の普及、民間投資の促進等

を支援する技術協力を要請した。 
 
（3）稲作・灌漑セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

2008 年 5 月の第４回東京アフリカ開発会議（TICAD IV）において、我が国は小

規模灌漑事業を含む 10 万 ha の灌漑設備の建設と修復を提案するとともに、JICA
は、10 年間でサブサハラアフリカのコメの生産量を倍増する CARD イニシアティ

ブを、アフリカ緑の革命のための同盟（AGRA）と共に立ち上げた。 
CARD 支援対象国となったガーナに対して、JICA は協力重点プログラムとして

「稲作振興・農業開発プログラム」を掲げ、具体的には「天水稲作持続的開発プロ

ジェクト」（2009 年から 2014 年）で天水稲作の栽培技術・営農・普及の方法を「普

及ガイドライン」としてまとめたほか、2014 年からは「農業民間投資に向けたアグ

リビジネス能力強化支援」及び「小規模農家機械化促進」でコメの生産から流通ま

での能力を支援するため、中長期的な計画策定及び事業実施を行っている。 
灌漑サブ・セクターについては、1988 年より継続的に支援を続け、GIDA 職員の

人材育成、アシャマン灌漑地区の管理・運営能力強化および営農改善普及を支援し

てきており、GIDA 全体としての資金管理能力の問題により同地区の施設更新は不

十分であるものの、同灌漑地区の農業生産は活発で一定の成果を上げたと言える。

さらに 2012 年には、より大きな灌漑可能面積があるアクラ平原において灌漑開発

事業協力準備調査を実施し、灌漑技術及び灌漑施設の運営・維持管理の観点から、

同地域においては重力灌漑による開発の妥当性があると結論づけ、灌漑開発の具体

化について検討してきた。 
 

（4）他の援助機関の対応 
現在、世界銀行と USAID の支援により実施されている GCAP では、官民、小規

模農家との連携を通じ、アクラ平原約 150,000 ha の活用促進、農業インフラ整備、

直接投資の奨励を進めている。具体的には、企業と out-grower 契約を結べる中核農

家（Nucleus farmer）の 育成を図ることを目的として、小規模農家の人材育成、農

業投入（農地整備、農業投入財）、改良種子、肥料等への支援が計画・実施されて



いる。 
また、JICA が 2012 年に実施した協力準備調査を基に、世界銀行は灌漑サブ・セ

クターの調査を同年実施し、KIS の灌漑施設改修の精査を行い、GCAP の中で、施

設改修事業を開始している。 
さらに、GCAP では、官民連携（PPP）のコンセプトに沿った市場志向型農業開

発や民間セクターの開発、施設運営維持管理への参画を促す観点から、GIDA に対

して灌漑地区の所有者として政策や法制度の整備に専念するため組織を改編する

とともに、灌漑地区管理組織（Scheme Management Entity、以下 SME）の導入を

通じて灌漑施設の運営・維持管理を民間に委託することを提言し、この政策的支援

も実施している。 
 
３．事業概要                           
（1）事業目的（協力プログラムにおける位置付けを含む） 

本事業は、ポン灌漑地区（KIS）において、民間セクターとの連携、ガーナ灌漑

開発公社（GIDA）による施設運営・維持管理能力向上、オスドク農業組合（OACS）
による水管理や営農管理能力の強化、同地区の稲の生産性及び収益性向上を行うこ

とにより、KIS の開発を図り、もってガーナにおける農業生産の増加に寄与するも

のである。本事業の中で、GIDA の組織改編と KIS 灌漑施設改修、灌漑施設管理の

民間委託等の支援に取り組んでいる GCAP プロジェクトと連携し、上記事業目的の

達成をはかる。 
 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 
ポン灌漑地区 (KIS) 約 3,000ha 
 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
直接受益者：GIDA 職員、OACS（加盟農民数約 2,700 名） 
最終受益者：KIS の農家、民間セクター（対象者数・団体数はプロジェクト実施

段階で確認） 
 

（4）事業スケジュール（協力期間） 
2015 年 10 月～2020 年 9 月を予定（計 60 カ月） 
 

（5）総事業費（日本側） 
6 億円 
 

（6）相手国側実施機関 



ガーナ灌漑開発公社（GIDA） 
 

（7）投入（インプット） 
1）日本側 

• 専門家：総括、組織強化／灌漑事業管理、市場志向型農業、水利組合育成、

営農、プログラム運営 1、業務調整、その他必要な技術分野 計 200MM 
• 必要資機材（車両、事務機器、技術移転用機材等） 
• 研修：本邦及び第三国研修（灌漑・水管理、稲作技術、市場志向型農業等（年

間 3 名程度） 
• プロジェクト活動費（研修実施経費等） 

2）ガーナ国側 
• カウンターパート（プロジェクトマネージャー：GIDA-KIS 担当部局長、プ

ロジェクトスタッフ：GIDA-KIS 担当部局スタッフ（約 20 名）） 
• KIS における事務所スペース 
• プロジェクト活動費（カウンターパート・ファンド） 
 

（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 
② カテゴリ分類の根拠 

本事業の対象地域は、すでに灌漑整備地区となっているため、本事業の実施

に際して特に付加される環境影響は少ない。 
  

2）ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 
参加型灌漑水管理では女性農民を含めた共同作業や組織運営が求められ、市場志

向型農業の実施に際しても、野菜栽培や加工、流通などの面で女性の参画が多くな

るものと思われるが、現状農業組合活動等への女性の参加は少なく、今後の労働負

荷にも配慮の上、ジェンダーの視点を考慮した取り組みが求められる。 
 

（9）関連する援助活動 
1）我が国の援助活動 

                                            
1 本事業では、NRDS 貢献を目指して、プログラム運営専門家を派遣し、他のプロジェクトと総合的・一

体的運営を目指す。具体的には、世界銀行が KIS 灌漑施設の改修を行う予定であり、本プロジェクトでは

改修後の施設の運営維持管理を見据えた農民組織の体制整備等を行う。また、機械化の促進や収穫後処理、

アグリビジネスとも連携する。 



  2009 年から 2014 年まで実施されたガーナ「天水稲作持続的開発プロジェクト」

では天水稲作の栽培技術や営農手法の普及を行うとともに、2014 年から開始された

「農業民間投資に向けたアグリビジネス能力強化支援」専門家派遣及び「小規模農

家機械化促進」専門家派遣ではコメの生産から流通までの能力を支援するため、中

長期的な計画策定及び事業実施を行っており、これらの成果を効果的に活用する。 
2）他ドナー等の援助活動 

世界銀行及び米国開発庁（USAID）の支援により実施中の GCAP では、KIS 灌漑

施設のリハビリや小規模農家の能力強化といった活動が先行的に行われているた

め、こうしたハード面を主とした支援と、JICA による灌漑・水管理能力強化、稲作

技術普及、市場志向型農業振興（SHEP）アプローチを用いた農家支援を相互補完

的に実施することで、本案件における連携を積極的に図っていく。また、GCAP に

よる GIDA の組織改編に係る状況に留意しつつ GIDA の能力向上を図っていく。 
 

４．協力の枠組み                       
（1）協力概要 

1）上位目標 
ガーナ国の灌漑地区における農業生産量が増加する。 
指標：ガーナ国における灌漑農業生産量が 2015 年の XX 万トンから 2025 年には

XX 万トンに増加する。 
2）プロジェクト目標 
ポン灌漑地区（KIS）において農業生産が増加する。 
指標：KIS における水利費徴収率が 2015 年の XX％から 2020 年には XX％まで向上

する 2。 
指標：KIS における農業生産量が 2015 年の XX 千トンから 2020 年には X 千トンに

増加する 3。 
3）成果 

1. KIS における灌漑地区管理のため GIDA の能力開発計画が策定される。 
2. オスドク農業組合の管理能力が強化される。 
3. 稲作に係る生産性及び収益性が向上する。 
4. KIS に進出する民間企業が増加する。 

 
５．前提条件・外部条件                          
（1）前提条件 

                                            
2 プロジェクト開始 6 ヶ月以内に指標を設定する。 
3 同上。 



• GCAP の活動内容が大幅に変更されないこと。 
• GIDA が、プロジェクトが開発した灌漑施設管理手法を、国内の他大規模灌

漑地区の施設管理に広く活用させていくこと。 
 

（2）外部条件（リスクコントロール） 
• OACS の法人格（法人としての権利能力）が変更されないこと 4。 
• 国産米の価格が暴落しないこと。 
• KIS 施設の改修が計画通りに実施されること。 
• Scheme Management Entity (SME)が計画通りに機能すること。 

 
６．評価結果                                  
本事業は、ガーナ国の開発政策、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）過去の類似案件の評価結果 

2004 年から 2006 年に実施されたガーナ国「農民参加型灌漑管理体制整備計画」

の終了時評価調査では、同プロジェクトのみならず、1988 年以来協力が行われてき

た同分野の教訓として「戦略的かつ包括的な取り組みの必要性」をあげている。 
 1）我が国の対ガーナ国国別援助計画に則った技術協力と一層のプログラム化 

ガーナ政府の戦略を基盤にプログラム目標を設定し、個々のプロジェクトの上

位目標とリンケージさせることで、プロジェクトの成果が相乗効果をもたらす

ように設計する。 
 2）合同灌漑施設管理体制の整備 

水管理組合の参加農民と GIDA の役割分担及び施設維持管理責任の範囲を明確

にするとともに、受益農民のオーナーシップを高める。 
 3）MoFA、州農業局（RAD）及び郡政府（MMDAs）の農業普及担当者との連携 

GIDA の農業普及担当者は、MoFA や RAD、MMDAs の農業普及担当者と連携

し、農産物生産のみに特化するのではなく、流通改善まで含めた生産体制強化

と品質改善による国産米の振興を図る必要がある。 
   また、インドネシア「水利組合強化計画プロジェクト」等の教訓として、設備ご

との維持管理の役割・責任分担が不明確な場合、必要な維持管理が灌漑システム全

体で進まず、水利組合の組織強化を行ったとしても、末端水路の維持管理もうまく

                                            
4 OACS が水管理組合の機能を有し、農家から水利費徴収を行うには、同組織の法的裏付けが必要である

ため。 



いかなくなるといった問題や、公平な水配分が行われない場合、利用者の水利費支

払いが進まず施設の維持管理が阻害されるといった問題が見られる。 
 
（2）本事業への教訓（活用） 
  上記（1）の教訓を踏まえ、本事業では以下をプロジェクト計画に反映させた。 

1）合同灌漑施設管理体制の整備 
本事業では、GIDA/KIS の灌漑施設管理能力の向上（成果 1）、受益農家で形成

される OACS の機能改善・人材育成（成果 2）に係る活動を含み、受益農民の

灌漑施設管理に対するオーナーシップを醸成しつつ、OACS と GIDA/KIS がそ

れぞれの役割を果たしていけるよう支援を行う。 
 2）MoFA、RAD 及び MMDAs の農業普及担当者との連携 

ガーナ国「天水稲作持続的開発プロジェクト」の教訓を活かしつつ、灌漑稲作

に係る技術普及について、本事業では、MoFA 及び MMDAs の農業普及担当者

との連携強化を図っていく。 
   この他、過去の灌漑分野支援事業の教訓を踏まえ、本事業においては、関係者間

での灌漑システムの維持管理の役割や責任の明確化、農民組合の規模に応じた灌漑

施設管理面積の適切化、公平な水配分を行うための配水計画策定や調整、受益者に

負担可能な水利費の設定といった点に留意する。 
 
 
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 ヶ月後 ベースライン調査 
事業終了 5 年後  事後評価 
 

（3）実施中モニタリング計画 
JICA 及び MoFA は、モニタリングシートを基に、定期的に事業進捗報告書を作

成する。モニタリングシートは 6 カ月ごとに見直しを検討する。 
事業実施に際しては、合同調整委員会（JCC）を設置する。 

 
 


