
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２グループ第５チーム 

１．案件名                           

国 名： ガーナ国 

案件名： 和名 天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ２ 

   英名 The Project for the Sustainable Development of Rain-fed  

Lowland Rice Production Phase 2 (“Tensui 2”) 

 

２．事業の背景と必要性                    

（1）当該国における稲作セクターの開発実績（現状）と課題 

ガーナ国（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（出

典：食糧農業省年次報告書 2013）。 

ガーナではコメ生産全体の 84％が天水を利用した稲作であるため、収穫は天候に大

きく影響を受け、生産性も低い。国産米生産量は年々増加しているものの、コメ栽培

農家の多くは、1ha 以下の零細・小規模農家であり、農家の栄養改善や収入向上のた

めには、単収の増加が大きな課題となっている（出典：食糧農業省年次報告書 2013）。 

また、コメはガーナ国において比較的新しい穀物であることから、コメのバリュー

チェーンについても十分整備されておらず、輸入米と競合できる品質・量の確保が必

須である。 

こうした様々な課題にもかかわらず、天水稲作の生産性向上を通じた国産米増産へ

のポテンシャルは高く、天水に依存する農民への支援を通じた貧困削減への期待が大

きいことから、ガーナ政府より要請された技術協力プロジェクト「天水稲作持続的開

発プロジェクト」（2009 年～2014 年）では、コメ生産の中心地である中部のアシャン

ティ州及び北部のノーザン州の９郡をパイロット的に選定し、小規模農家が適用可能

な天水稲作に係る営農、普及の改良を目指し、デモ圃場での実証等を通じ適正技術を

選定し、州・郡のカウンターパートを研修トレーナーとして育成した。また、普及員

（Agricultural Extension Agents: AEAs）や農家への技術普及及びモニタリングシステ

ムを構築し、それを「普及ガイドライン」としてとりまとめた。この結果、州・郡の

カウンターパートの研修実施能力やオーナーシップが強化され、技術を導入した農家



においては肥料・農薬の資材投入なしに 1 トン／ha 以下にあった収量が 2.5 トン／ha

以上、農家によっては 3 トン／ha にまで上がり収入も向上するなど、目覚ましい成果

があった。食糧農業省（以下、「MoFA」）は、同プロジェクトのこうした成果を高く

評価し、引き続き「普及ガイドライン」の実施促進及び普及の質の維持と向上、また

地域拡大による「普及ガイドライン」の改善等を行うことでコメ生産増を目指す、「天

水稲作持続的開発プロジェクト」のフェーズ２を要請した。 

 

（2）当該国における稲作セクターの開発政策と本事業の位置付け 

2008 年 6 月に策定された第二期食糧農業セクター開発政策 2009-2015（The Food 

and Agriculture Sector Development Policy II（以下「FASDEP II」）は穀物及び畜産分

野の年平均成長率 6%を目指し、コメを含む主要穀物に対し優先的に開発事業を行っ

ていくとしている。政策目標として①生産性の向上、②持続的な農地管理、③生産拡

大とマーケット／貿易インフラの整備、④品質管理に係る基準整備、⑤民間セクター

との連携の 5 つをあげ、これらの達成のために、改良種子生産、新しい栽培技術の普

及、農業資機材の開発、都市型農業における情報アクセスの向上等の戦略を実施して

いくとしている。 

FASDEPII 達成に向け策定された活動・投資計画である中期農業セクター投入計画

（Medium Term Agriculture Sector Investment Plan 2011-2015（以下「METASIP」））

では、生産性の向上を成果 1 に掲げ、「小規模農家の農業技術改善を通して主要穀物

の面積あたりの平均収量を増加させるとし、コメについては 2015 年までに 50%増加

させる」との目標を掲げていることから、本事業は、こうした計画の実現を支援する

ことを目指すものである。 

  なお、各郡は、毎年開発対象穀物を 2 種類選定し MoFA 及び州農業局（Regional 

Agriculture Department: RAD）からの支援を受けるが、稲栽培がさかんな本事業対象

郡では、継続的にコメが選定され、アシャンティ、ノーザン両州の州レベルでも、中

央政府レベルの計画に沿ってコメの開発・普及計画が策定されていることから、本事

業は、地方自治体の開発政策にも合致している。 

 

（3）稲作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、2012 年に策定した「対ガーナ共和国国別援助方針」において「農業（稲

作）」を援助重点分野に設定して、「稲作振興・農業開発プログラム」を実施している。

また、ガーナはアフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African Rice 

Development (CARD)）の第一グループに属し、同国で最も開発ポテンシャルの高い

作物のひとつであるコメ開発推進に取組んでおり、JICA も継続してその活動を支援し

ていく計画である。 

これまでに JICA は開発調査「コメ総合生産・販売計画調査」（2005～08 年）を実



施し、予測されるコメ需要に基づき、支援対象者と栽培条件に応じた国産米振興のた

めの総合開発プログラムを策定した。その中から、同国は天水稲作推進プログラムを

優先的に実施することとし、既述の「天水稲作持続的開発プロジェクト」（2009～14

年）が実施された。また、農業民間投資に向けた「アグリビジネス能力強化支援」（個

別専門家）（2014～16 年）、「小規模農家機械化促進」（個別専門家）（2014～16 年）

が実施中であるとともに、技術協力プロジェクト「ポン灌漑地区における小規模農家

市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェクト」も計画されている。 

 

（4）他の援助機関の対応 

フランス開発庁（AFD）、国連食糧農業機関（FAO）、世界銀行（WAAPP/WASP）、

アフリカ開発銀行（AfDB）などが、南部地域に比べて開発が遅れた北部地域を中心に

稲作分野での協力を展開している。この他、国連世界食糧計画（WFP）がパーチェス・

フォー・プログレス（P4P）と呼ばれる小規模農家からコメなどの食糧援助用の作物

を購入するパイロットプログラムをノーザン州及びアシャンティ州で実施している。 

 

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、アシャンティ州、ノーザン州の合計 35 郡において、州農業局および郡

農業局のコメ普及計画・普及予算の策定、普及計画のモニタリング評価に係る能力を

向上させ、普及ガイドラインにもとづく研修を実施しながら改訂を行うことにより、

稲作栽培技術の普及を図り、もって両州の米生産量増加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 

アシャンティ州、ノーザン州のうち、稲作栽培がさかんな 35 郡を対象とする。プ

ロジェクト対象地域は、アシャンティ州では同州の稲栽培面積の約 80%、AEA 数の

約 68%、稲作農家の約 54%をカバーする 20 郡、ノーザン州では同州の稲栽培面積の

約 89%、AEA 数の約 62%、稲作農家の約 76%をカバーする 15 郡が、両州農業局に

より選定された。 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：対象郡（Metropolitan, Municipal, District Assembly、以下 MMDAs）職

員、州農業局・郡農業局職員 

最終受益者：対象郡の稲作農家（アシャンティ州約 24,000 人、ノーザン州約 39,000

人） 

 

 



（4）事業スケジュール（協力期間） 

2016 年 2 月～2021 年 1 月を予定（計 60 か月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

5 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

食糧農業省（MoFA）作物サービス局 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

 専門家：総括、普及、評価・モニタリングシステム、地方行政、稲作栽培、

業務調整、その他必要な技術分野 計 190MM 等。 

 必要資機材（車輌、バイク、収穫後処理用機材、精米機等、事務機器） 

 研修：本邦及び第三国研修（稲作、農民組織化、収穫後処理） 

2）ガーナ国側 

 カウンターパート 

食糧農業省作物サービス局長（プロジェクトダイレクター）、アシャンティ

州・ノーザン州農業局長（プロジェクトマネージャー）、プロジェクト調整

ユニット、郡農業局（フィールド事業担当者、普及員）  

 アシャンティ州、ノーザン州の事務所スペース 

 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） 

カテゴリ C。 

② カテゴリ分類の根拠 

対象地域は、すでに耕地として長年活用されており、多くの農家は作物の一

つとしてコメの生産を行っていることから、本プロジェクトの実施に際して

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 

天水稲作持続的開発プロジェクト（フェーズ１）の終了時評価調査において

は、ジェンダーの視点から、生産性向上及び各農家の経営改善を図るべきと提

言されている。ガーナのコメの生産・収穫後処理のプロセスにおける女性の役

割は、他のアフリカ諸国と大きな違いは見られず、主として田植え、草取り、



脱穀等を女性が担当することが多い。現在の「普及ガイドライン」は、特に女

性に特化した記述はないが、フェーズ１においても女性の役割に配慮した指導

を行っているものの、今後とも女性がより活用しやすい技術に改良していくこ

とが期待される。また、特に家計管理の改善という観点から、女性の知識・技

術の向上を図る活動・投入を行っていくことも望まれる。 

3）その他 

特になし。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

   本事業では、「稲作振興・農業開発プログラム」に位置付けられる「ポン灌漑

地区における小規模農家市場指向型農業支援・民間セクター連携強化プロジェ

クト」「農業民間投資に向けたアグリビジネス能力強化支援」「小規模農家機械

化促進」とのプログラムアプローチに基づいた連携を行っていく。具体的には、

プロジェクト間で課題を共有しながら、各プロジェクトの活動がコメの生産性

と品質の向上に寄与し、コメのバリューチェーンの改善に向けて、相乗効果が

発揮されるよう実施することが期待される。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

AFD が支援する「Rice Sector Support Project （RSSP） Phase II」の対象地

（ノーザン州 West Mamprusi 郡）や、WFP が実施する P4P プログラムの支援

対象農民に対し、フェーズ１で策定された「普及ガイドライン」を活用した稲

作栽培技術普及研修を実施した。フェーズ２においても引き続き JICA による

農民向け技術支援と他ドナー支援事業の連携が期待される。 

 

４．協力の枠組み                       

（1）協力概要 

1）上位目標 

国産米の生産量が増加する。 

    指標：XX郡の MMDAがコメの生産性向上のため普及ガイドラインを適用する。

ガーナ国における米生産量が X トンから XX トンに増加する。2 

2）プロジェクト目標 

フェーズ1で策定された普及ガイドラインに基づく稲作方法が、アシャンティ、

ノーザン両州の 35 郡に普及する。 

指標：普及ガイドラインにある稲作技術を用いた農家のヘクタール当りの収量

                                            
2
 プロジェクト開始 6 ヶ月以内にベースライン調査を実施の上 JCC にて設定する。 



が適用前と比べて XX%増加する。3 

3）成果 

1. 対象郡（MMDAs）のコメ普及計画策定及び普及予算算定能力が向上する。 

2. 普及ガイドラインを使用した研修が対象 MMDAs において実施される。 

3. 州農業局（RAD）及び郡農業局（DAD）のコメ普及計画に対するモニタリ

ング、評価能力が向上する。 

4.普及ガイドラインが改訂される。 

 

５．前提条件・外部条件                          

（1）前提条件 

 食糧農業省、アシャンティ州及びノーザン州政府、各郡政府がプロジェクト

実施にコミットする。 

 カウンターパートの配置、普及員のプロジェクトへの参加が確保される。 

 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

 北部州をはじめとしたガーナの治安が悪化しないこと。 

 国内の稲作振興政策が変更されないこと。 

 地方分権の政策・制度が変更されないこと。 

 中央政府から郡政府に委譲された権限と責任が維持されること。 

 トレーニングを受けた農民が移住してしまわないこと。 

 国産米の価格が暴落しないこと。 

 気候が急激に変化しないこと。 

 

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）類似案件の評価結果 

「天水稲作持続的開発プロジェクト」フェーズ 1 の中間評価及び終了時評価では、

現地や農家の事情に合った稲作栽培技術が選定され、技術を適用した農家の生産量の

増加、収入向上という目に見える成果が現れたことが高く評価されており、フェーズ

2 でも同様の成果の発現が期待される。 

 

                                            
3
 同上 



（2）本事業への教訓 

本事業においては、フェーズ 1 の教訓から以下の点に対応していく。 

1）「普及ガイドライン」の改良にあたり、地域特性を加味し、視聴覚教材を活用しな

がら、ジェンダーの課題に配慮する。 

2）農家の収益性確保には、農家が消費者ニーズを理解し、競争力のある品質に改善

させることが必要であることから、農家への各種技術研修とともに、加工流通段階

での品質管理のため関係業者に対しても働きかけを行う。 

3）フェーズ１と比べ対象地域が拡大することから、中央から郡レベルまでの情報伝

達を含めた既存のモニタリング・評価システムが十分に機能しているか確認した上

で、人材育成を含めたモニタリング・評価システムの改善に取り組む。 

4）ガーナで進行中の地方分権化に対応しながら普及活動を展開するため、MMDA の

開発計画における稲作の優先度を高め、政策的な正当性及び活動予算の確保に取り組む。 

 

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 及び食料農業省は、合同して定期的にモニタリングシートを用い進捗確認を

行う。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、中央に運営委員会（SC）、地方に技術委員会（TC）を設置

する。 


