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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 

１．案件名                                                 

 国 名： セネガル共和国 

 案件名： 和名 セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト 

 英名 Project for Improvement of Irrigated Rice Productivity in the  

Senegal River Valley (PAPRIZ 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現状と課題 

セネガル共和国（以下、「セネガル」）では、GDP 全体に占める農業生産の割合は

13％1 と低いものの、全労働人口の約 7 割が農業に従事しており、農業は同国経済

及び雇用確保の面から重要な産業である。しかし 、主要な食糧（コメ、小麦、メイズな

ど）の多くを輸入に頼っており、食糧安全保障上、また国際収支の安定のために食糧

自給率の向上は極めて緊急性が高い課題である。 

特にセネガルは西アフリカの中でも有数のコメ消費国であり、一人当りの年間コメ

消費量は 97.5 kg（2014 年）に達しているが、コメの国産米による自給は 39％3に留ま

っている。そのため、セネガルにおいては、国家計画「セネガル農業推進加速プログ

ラム（2014年～2018年）」の中で掲げられている 2017年までのコメ自給達成へ向けて

国産米の増産が喫緊の課題であり、セネガルの稲作の中心地であるセネガル川流

域を中心として、稲作セクター全体のバリューチェーン強化とその面的な拡大の実行

が求められている。 

このような状況下、JICA では主食であるコメに重点を置き、セネガルの稲作振興を

支援してきている。2004 年には開発調査「稲作再編計画調査」（2004 年～2006 年）を

実施し、セネガルの稲作振興にかかるマスタープランが策定され、11 の優先プログラ

ムが提案された。それらプログラムの実行を支援するため、2009 年より技術協力プロ

ジェクト「セネガル川流域灌漑地区生産性向上プロジェクト（PAPRIZ）」（2009 年～

2014 年）を実施し、稲作技術向上や流通改善支援を行い、セネガル川流域でも特に

稲作が盛んなダガナ県及びポドール県のパイロット地区にて灌漑稲作の単収が約

17％向上し、農家の収益性改善を実現するとともに、精米機やコメ選別機が導入され

精米業者の流通量が約 20％増加するなど、精米品質改善と流通量増加を達成した。

今後、パイロット地区での成果を他の灌漑地区へ普及していくためには、政府機関、

民間セクター、農家のさらなる能力強化や効果的連携が求められている。 

こうした背景のもと、セネガル政府は国家政策目標の実現に向け、PAPRIZ による
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パイロット地区での成果を元に、両県の他の灌漑地区への面的拡大を図るため、ダ

ガナ県、ポドール県において、国産米の生産量増加と質の向上を目的とした技術協

力プロジェクトを我が国に対し要請した。 

（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づけ 

セネガル政府の国家経済成長戦略である「セネガル新興計画」（2014 年～2018

年）の中で、農業セクターは「農業の改造は経済構造の改造の先駆的な役割を担い、

かつ経済構造の改造によりもたらされる経済社会的な効果を強化するもの」としてそ

の重要性が示され、コメなど穀類の国内生産量増加による貿易収支赤字の是正が挙

げられている。また、セネガル新興計画の下、具体的な計画として策定された「セネガ

ル農業推進加速プログラム」（2014 年-2018 年）の中で、2017 年までのコメ自給達成

が目標として掲げられており、「セネガル川流域での集約的な灌漑稲作の実施」を行

うとされている。 

本事業は、セネガル川流域のコメの生産量と質の向上を図ることで、上記プログラ

ムの推進に貢献するものである。 

（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 

我が国の対セネガル国別援助方針（2013 年）において、重点分野「持続的経済成

長の後押し」の開発課題の一つとして「第一次産業振興」を掲げている。また「農村経

済向上支援プログラム」の中で、農村経済の向上のための方策として主食であるコメ

に重点を置き、生産性向上、流通促進、農家経営改善等を行い、国産米の振興を図

るとされている。 

JICA 国別分析ペーパーにおいては、農業・農村開発分野は重点協力分野に位置

づけられており、稲作振興は食糧安全保障の確保、第一次産業従事者の生計向上

の観点から重要な課題とされている。 

また、我が国は「アフリカ稲作振興のための共同体（Coalition for African Rice 

Development：CARD）」の立上げを主導し、2018 年までにサブサハラアフリカにおける

コメ生産量を倍増させる取り組みに協力している。セネガルは CARD 対象国であり、

稲作振興に対し積極的な取り組みを行っている。JICA は、専門家「農業技術アドバイ

ザー」（2012 年～2016 年）を派遣し、稲作振興のための政策的助言を行っている。 

（4）他の援助機関の対応 

セネガル川流域の稲作セクターの支援に関しては、フランス開発庁（AFD）が「デル

タ稲作連携促進プログラム」（2011 年～2015 年）、「ポドール県灌漑農業と農村地域

経済発展プロジェクト」（2014 年～2019 年）、「マタム州食料安全及び流通支援プロジ

ェクト」（2013 年～2018 年）を実施・予定しており、灌漑インフラ整備、灌漑施設のリハ

ビリ、農業道路整備などを中心に広域に展開している。 

世界銀行は、2013年にサヘル灌漑イニシアチブの下、サヘル地域での灌漑面積を

現状の 400,000 ha から 1,000,000 ha に拡大する目標を掲げ、セネガルではサンルイ

州での民間セクターの進出を促進するための灌漑整備を含む「持続的・包括的農業
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ビジネスプロジェクト」（2013 年～2019 年）を実施中の他、 新規水資源開発を目的と

するセネガル川流域多目的水資源開発プロジェクトを実施している。 

スペイン国際開発協力庁（AECID）は、ダガナ県で籾倉庫建設を支援し、フェーズ 2

の協力も計画している。 

米国開発庁（USAID）は、Feed the Future イニシアチブの元、セネガル川流域の稲

作振興を支援する「Naatal Mbayプロジェクト」（2015年～2019年）を開始し、農民組織

を通じた稲作技術普及、能力強化、精米所の精米品質向上にかかる能力向上等を

通じ、コメバリューチェーン改善の支援を行っている。 

米国ミレニアムチャレンジアカウント（MCA）は、農業道路整備、ポドール県で新規

灌漑開発プロジェクトを実施している。 

このように、他の援助機関は稲作セクターにかかわるインフラ整備を中心とする支

援を行っており、ソフト型支援を中心に行う本事業との役割分担がなされている。また、

AFD や USAID によるプロジェクトのコンポーネントの一部の技術普及では、PAPRIZ

で作成された普及ガイドが活用され始めており、本事業とも引き続き連携が期待でき

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） 

本事業は、①セネガル川流域の稲作セクターの中長期的な開発計画策定を推進し、

②特に稲作が盛んなダガナ県、ポドール県において、栽培技術、灌漑インフラ維持管

理、農業サービスプロバイダーのサービスを改善することにより、コメの生産量と質の

向上を図り、もってセネガル川流域のコメの生産量と質の向上、および国内流通量の

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 

セネガル川流域のサンルイ州ダガナ県、ポドール県 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：農業・農村施設省職員（約 5名）、セネガル川デルタ・セネガル川ファレメ

流域整備開発公社（SAED）職員・普及員（約 30 名）、対象地域のコメ生産者・生産者

組合、精米・流通・販売業者、農業機械サービス業者・技術者 

最終受益者：セネガル川流域のコメ生産者・生産者組合、精米・流通・販売業者、農

業機械サービス業者・技術者 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2016 年 3 月～2021 年 2 月を予定（計 60 か月） 

（5）総事業費（日本側） 

約 8 億円 

（6）相手国側実施機関 

責任機関：農業・農村施設省 
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実施機関：セネガル川デルタ・セネガル川ファレメ流域整備開発公社（SAED） 

*SAED はセネガル川左岸流域の灌漑農業開発の促進を担う組織であり、本事業の

カウンターパートとなる。 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

①専門家（約１８０M/M）：総括、灌漑施設管理・水管理・組織強化、稲作栽培、農業

機械・起業家育成、研修・普及、収穫後処理・流通・マーケティング、業務調整、他 

②機材供与：車両、農業機械（小型精米機など）ほか 

③研修員受入（本邦／第三国研修） 

④その他プロジェクトに必要な現地活動費 

2）セネガル側 

①カウンターパート人員の配置（SAED 本部、灌漑整備局、農村開発局、維持管理局、

ダガナ支所、ボドール支所） 

②執務室、プロジェクト拠点となる建物、施設 

③カウンターパート予算（活動費、光熱費など） 

（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：C 

②カテゴリ分類の根拠：本事業では大規模な施設整備は計画されておらず、対象

地域は灌漑整備済みの地区であるため、付加される環境影響は見込まれない。

「国際協力機構環境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。 

2)ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減： 

コメの生産・収穫後処理・流通過程には女性が多く従事しており、各作業段階にお

ける男女の役割分担の把握やニーズ調査、それらに基づく男女の役割に配慮した

研修の設定等、ジェンダーに配慮した実施が求められる。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

農業・農村施設省に派遣中の「農業技術アドバイザー」により、本事業を踏まえたコメ

政策への提言、およびドナー会合等での本事業の認知促進が期待される。また、現

在実施中の「天水稲作持続的生産支援プロジェクト（2014-2018）」との知見・経験を

共有しつつ、本事業と合わせコメ自給率向上を支援する。 

2）他ドナー等の援助活動 

本事業は、AFD が実施する「ポドール県灌漑農業と農村地域経済発展プロジェクト」

と連携を図ることで合意されている。AFD による灌漑施設リハビリ後、本事業により農

家への施設維持管理のソフト支援を行うことで、事業効果の拡大が見込まれる。 
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４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標と指標（注 1）： 

セネガル川流域のコメの生産量、質が向上し、国内流通量が増える。 

（指標）プロジェクト完了 3 年後にセネガル川流域で 

1 XX トン以上の精米が生産される。 

2 精米歩留り率が XX%以上になる。 

3 完全米率が XX%以上になる。 

4 大型精米所により加工された精米の割合が XX%から XX%へ増加する。 

5 国産米販売店での精米販売量が XX%から XX%へ増加する。 

2）プロジェクト目標と指標（注 2）： 

ダガナ県、ポドール県における灌漑稲作地域のコメの生産量と質が向上する。 

（指標）プロジェクト終了時までにダガナ県、ポドール県全域において 

1 XX トン以上の精米が生産される。 

2 精米歩留り率が XX%以上になる。 

3 完全米率が XX%以上になる。 

（注 1, 2）具体的な対象地の選定、及び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にて確定する。 

3）成果 

1. セネガル川流域部分のコメ開発戦略/マスタープラン（2018‐2027）に沿って、セネ

ガル川流域の稲作開発が実行される。 

2．灌漑インフラ・関連インフラ整備が適切に運営・維持管理される。 

3. プロジェクト対象地域の水稲の生産性と籾の品質が向上する。 

4. プロジェクト対象地域のサービスプロバイダーのサービスが強化される。（注 3） 

（注 3）精米所や農業機械貸出業者等の事業運営能力や修理サービス等。 

 

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

（1）前提条件 

セネガル及び近隣国の治安が悪化しないこと。 

経済状況が著しく悪化しないこと。 

セネガルの稲作振興政策が大幅に変更されないこと。 

（2）外部条件 

本事業の対象地域に自然災害が発生しない。 

研修を受けた普及員が勤務を継続する。 

輸入米の価格が大幅に下落しない。 

他ドナーが稲作セクターの支援を継続する。 
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６．評価結果                                                

本事業は、セネガル国の開発政策、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 

本事業の前フェーズであるPAPRIZでは、コメのバリューチェーンに関する生産から流

通に関わる公的部門や民間部門が抱える広範囲な問題解決に取組んだ。特に、精

米業者、農業機械サービス業者など民間部門を取り込んだ活動は、バリューチェーン

強化に有効であった。 

(2)本事業への教訓 

コメ自給率の向上のためには、国産米の生産・加工・流通改善に向けた官・民・農の

能力強化が重要であり、構造調整以降、政府機関の役割が縮小する中において、民

間セクター活用や農家の一層の参加を含めた効率的な参加型稲作普及のあり方の

検討が望まれる。 

 

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 

事業開始から 1 年後まで ベースライン調査 

事業終了 3 年後  事後評価 

以 上 


