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事業事前評価表 

 

農村開発部・第 5 チーム 

１．案件名                                                 

 国 名： フィリピン共和国 

 案件名： 和名 アフリカにおける食糧安全保障（稲作分野） 

 英名 Extension Capacity Development for Rice Food Security in Africa 

 

２．事業の背景と必要性                                       

（1）サブサハラ・アフリカにおける稲作セクターの開発実績（現状）と課題 

近年、サブサハラ・アフリカ（Sub-Saharan Africa：以下「SSA」）諸国ではコメの消費

量が増えているが、生産量の増加がこれに追いつかず、コメの輸入量は拡大してい

る。この状況は食料安全保障上の課題であると共に、不均衡な経常収支の要因とも

なっている。一方、かかる状況を SSA 諸国のコメ生産拡大を通した持続的農業農村

開発の好機ととらえ、10年間（2008年～2018年）での域内生産倍増（1,400万トン/年

から 2,800 万トン/年へ）を目標とする「アフリカ稲作振興のための共同体（Coalition 

for African Rice Development：以下「CARD」）」イニシアチブが 2008 年に開催された

TICAD IV を契機に立ち上がり、2018 年の目標達成に向けて各国での取り組みが行

われている。 

コメの自給率を向上させるために、輸入米に対抗しうる品質の国産米の生産を振

興する上では、コメ栽培・収穫後処理技術の向上が欠かせず、政府の研究・普及機

関が果たす役割は大きい。しかし、CARD の支援対象 23 ヵ国1の多くでは、政府機関

のコメの研究・普及に関する知見・経験は限られており、当該分野の人材育成の必要

性が認識されている。 

加えて、2008 年以降、SSA におけるコメの生産量は平均年率 8％増加し、2013 年

までの 5年間で 59％の増産（2,223万トン/年2）を達成したものの、増産要因は主に栽

培面積の拡大によるものとされており、持続可能な形でさらなるコメ生産量の増加を

図る上では、生産性の向上が不可欠である。コメの生産性向上に資するべく、コメ種

子の品質向上、農業機械化の重要性も認識されており、当該分野の研究・開発や普

及を担う人材の育成も必要とされている。 

かかる状況下、JICAは研究・普及人材の育成に特化した第三国研修「稲作農業普

及研修」（2011 年～2015 年）を、フィリピンにある国際稲研究所（International Rice 

Research Institute：IRRI、CARD 運営委員会参加機関の一つ）および長年 JICA との

協力で経験を積むフィリピン稲研究所（以下「PhilRice」）の 2 機関の協力を受けて実

                                                   
1 ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガーナ、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボアール、コンゴ

民、ザンビア、シエラレオネ、セネガル、タンザニア、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ブルキナ

ファソ、ベナン、マダガスカル、マリ、モザンビーク、リベリア、ルワンダ 
2 第 6回 CARD総会（2015）CARD事務局報告（http://www.riceforafrica.net/） 
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施した。本事業は、第三国研修「稲作農業普及研修」の実施を通して得られた、習得

技術の自国環境での適用および組織としての活用に関する課題も踏まえ、IRRI によ

る補完的な現地国内研修を盛り込むこと等により、CARD支援対象各国のより効果的

な人材育成を行うものである。 

 

（2）CARD支援対象各国における稲作セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

CARD の支援対象 23 カ国では、各国の農業政策とも整合する国家稲作振興戦略

（National Rice Development Strategies：以下「NRDS」）を策定し、同戦略に則って稲

作振興を進めている。各国 NRDS では、稲作に関わる人材（研究・普及等）が不足し

ていることを踏まえ、人材育成を重要課題として取り上げている。本事業は、稲作に

関わる研究・普及等の人材育成を通じ NRDS に貢献するものであり、各国稲作セクタ

ーの開発政策に合致している。 

 

（3）CARD 支援対象各国の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 TICAD V支援策において CARDの取り組みを継続し、「2018年までにサ

ブサハラ・アフリカでのコメの生産を 2,800万トンに増加」することを謳っている。 

JICA では、CARD 事務局への支援を行うと共に、CARD 支援対象各国において稲

作振興に係る支援を実施してきている。 

JICA の稲作振興支援では、栽培環境に応じた適正品種の選定、栽培技術の改善

及び必要な投入（水、肥料等）の促進を目指して事業を実施している。また、人材育

成に関しては、稲作振興に携わる研究者、普及員、中核農家等の育成・能力強化を、

専門家派遣・本邦研修・第三国研修等を通じて実施してきている。特に、アジアの有

する稲作の知見や技術の活用を図る観点からは、フィリピンやタイでの第三国研修

や第三国専門家派遣を通じた南南協力も推進している。 

 

 

（4）他の援助機関の対応 

CARD には、JICA ほかアフリカ緑の革命のための同盟（AGRA）、世界銀行、国連

食糧農業機構（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）他、計 11 機関が運営委員会メンバ

ーとして参画しており、各機関が稲作支援を行っている。CARD では、定期的に運営

委員会を開催し各機関の協力内容を共有するほか、2 年毎の総会では、CARD 支援

対象 23 ヵ国での目標達成に向けた進捗・課題等も発表・協議している。係るプロセス

及び現場レベルでの情報共有・調整を通し、各援助機関が事業の重複を避けるべく

調整すると共に、相乗効果を発揮すべく連携して事業を実施している。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 
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本事業は、CARD 支援対象 23 ヵ国の政府系機関に属する研究員と普及員を対象

とした、稲作技術とその普及に関する能力強化、種子バリューチェーン（Seed Value 

Chain、以下、「SVC」）開発に係る第三国研修及び現地国内研修の実施を通し、

CARD支援対象各国の研究・普及人材の育成及び研修実施機関の能力向上を図り、

もって CARDの目標達成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 

第三国研修： フィリピン（IRRI（ルソン島ロスバニョス市）、PhiｌRice（同ムニョス市）

および近隣農家の圃場） 

現地国内研修： CARD 支援対象国（4 カ国を選定）でのワークショップ共同開催（第

三国研修の約 6 カ月後、帰国後活動の状況等から国を選定） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者： 第三国研修に参加する CARD 支援対象 23 カ国の政府系機関に属

する研究員と普及員（約 130名）、及び 4カ国での現地国内研修に参

加する研究員・普及員・農業省オフィサー等（約 80人） 

最終受益者： 第三国研修に参加する上述の研究員と普及員（約 130 名）から指導

を受ける、研究員・普及員・農業省オフィサー等（約 150人）及び生産

者（約 2,300人）。 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2016年 3月～2019年 2月を予定（計 36 カ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 3.4億円 

 

（6）相手国側実施機関 

事業実施： 国際稲研究所（IRRI）（第三国研修の実施、現地国内研修の実施） 

実施協力： フィリピン稲研究所（PhilRice）（第三国研修の実施協力） 

SSA諸国： 現地国内研修を実施する 4か国の研究・普及担当部局等 

 

（7）投入（インプット） 

1)日本側： 研修員受入れ（第三国研修）、IRRI 専門家の SSA 派遣（現地国内研

修）、CARD関連の技術情報支援等 

2）IRRI／PhilRice：稲作専門家、研修圃場・施設、稲作関連の技術・研究情報等 

3）SSA側： 研究・普及を担当する技術職員の第三国研修への派遣、稲作関係機

関の職員の現地国内研修への参画及び実施経費等 
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（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：本事業は、稲作研究所及び近隣農家での研修であり、環

境への負荷は殆どない。よって環境に対する影響は最小限と考えられる 

2) ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減：本事業では、CARD 支援対象国か

ら技術研修参加者を招聘するが、女性の参加促進のため、女性枠を設ける。 

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 

JICA の CARD 支援では、ウガンダ、ガーナ、カメルーン等、多くの国で稲作支援の

技術協力を実施しており、本事業の研修参加者は、これらと連携して生産者支援や

稲作研究の質向上を図る。 

この他、CARD 支援の一環として JICA は名古屋大学/IRRI と新品種開発に係る研

究協力を実施しており、同協力で開発される品種のSSA各国での試験栽培や導入に

際し、本事業の研修参加者との連携が期待される。また、国際農林水産業研究セン

ター（JIRCAS）は IRRIと共同でコメ生産者支援ツールを開発しており、開発されるツー

ルを第三国研修に取り入れるといった形での連携を図る。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

CARD 運営委員会メンバー機関は、SSA 各国で稲作を含む農業協力（灌漑事業、

収穫後処理技術の改良等）を実施しており、本事業の研修参加者がこれらとの連携

を図ることが期待される。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

CARD 支援対象国のコメ SVC 改善を通じ、対象国において生産されるコメの質が

改善する。 

 

指標 1：CARD 支援対象国の生産者が適切な稲作技術を導入しコメを生産する例

数の増加（CARD関連の情報等による） 

指標 2：CARD 支援対象国の生産者が適切な種子を導入しコメを生産する例数の

増加（CARD関連の情報等による） 

 

2）プロジェクト目標： 

研修参加者（研究員・普及員等）の稲作技術とコメ SVC改善能力が向上する。 
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指標 1：研修参加者（普及コース）の xx％以上が栽培、水管理、病虫害管理、収

穫後処理等に関しする適切な指導を農家に対して行える（IRRI による評

価） 

指標 2：研修参加者（コメ SVC コース）の xx％以上がコメ SVC の改善策に関し、

関係者へ適切に説明出来る（IRRIによる評価） 

指標 3：研修参加者が帰国後、各国機関や国際機関等と共に研修成果を研修会、

農民学校等を通して xx回以上報告する（IRRIによる評価） 

 

3）成果： 

1：研修参加者（普及コース）が稲作技術・普及に関する基礎知識と技術を習得す

る。 

2：研修参加者（SVC コース）が SVCに関する基礎知識と技術を習得する。 

3：上記2コースの参加者が自国内外の稲作支援機関（CARD関連事業実施機関

を含む）と連携関係を構築する。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件 

・CARD 支援対象 23 か国が、NRDS に基づいて研修参加者を選定・派遣し、帰国

後活動に必要な予算を確保する。 

（2）外部条件 

・CARD イニシアチブが 2018年まで継続される。 

・CARD 支援対象国で、事業実施に影響が出るような治安悪化や政情不安等が起

きない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、CARD 支援対象国の開発政策、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 

2011 年～2015 年に実施した「稲作農業普及研修（第三国研修）」の終了時評価で

は、研修参加各国における政策面での持続性は高いが、習得技術の自国環境への

適用と個人力から組織力への進展を課題とした。 

（2）本事業への教訓 

習得技術の自国環境への適用と個人力から組織力への進展を促すため、本事業

では、各国 NRDS 関係者への支援を継続してきた CARD 事務局による支援の下、

IRRIが各国NRDS関係者、JICA事務所、JICA技術協力プロジェクト関係者と連携し、
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研修参加者の選考段階で各国 NRDS関係者及び JICA関係者の関与を高める。この

ほか、IRRI が実施する現地国内研修では、研修参加国側機関への働きかけを行い、

関係するＪＩＣＡやその他ドナーによるプロジェクトとも協力することで、帰国研修員が

ワークショップ開催や現地状況に合った普及活動等を行えるよう促進する。 

 

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 

事業開始時  ベースライン調査（各研修の開始時に参加者の初期レベル

を測定する） 

事業終了 3年後  事後評価 

 

（3）実施中モニタリング計画 

JICA 及び IRRI 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。 

 

以上 


