
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：モロッコ王国 

案件名：緑のモロッコ計画（農業セクター改革）支援プログラム 

L/A 調印日：2016 年 3 月 4 日 

承諾金額：16,347 百万円 

借入人：モロッコ王国政府（The Government of the Kingdom of Morocco） 

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 

モロッコの農業セクターは GDP の 13％、輸出の 11％（トマト、柑橘類及びオ

リーブ（加工品）等）、就業労働人口の 25%（約 300 万人）を占め、特に地方農村

部（人口の約 4 割超）では大半の住民が生活を農業に依存している。主要農作物は

麦類、テンサイであり、雨期の天水に依存した栽培が主流である。一方で、モロッ

コ政府は欧州、米国等と自由貿易協定を締結して農産物の輸出拡大を図っており、

近年では高付加価値作物（メロン、イチゴ等）の栽培や希少な地元特産品（アルガ

ン、サボテン等）の商品化も進んでいる。また、堅調な経済成長に支えられた国内

市場の成熟もあり、今後の農業セクターの市場拡大の可能性は高い。 

しかしながら、モロッコは気候・地形上の特性から気候変動の影響を受けやすい

国とされ、農業セクターは天候（旱魃や豪雨の発生等）によって生産高が増減し、

旱魃時には収穫量が通常の 50%程度に落ち込むことも珍しくなく、これが GDP 成

長率にも多大な影響を与えている。そのため、水資源の脆弱性への適応は喫緊の課

題となっている。 

また、モロッコの国別貧困ラインに基づく貧困率は、都市部では 4.8％であるが、

地方部では 14.4％と高く、都市部と地方部に格差が存在する。人口の約 4 割超が

住む地方農村部（農業従事者の割合は約 8 割）には、貧困層の 4 分の 3 が存在し、

地方農村部住民の平均世帯収入は都市部住民の約 7 割に留まる。農民の多くが小規

模農家であり、天候により生産高が左右される天水に依存した自給的農業を行って

いることに加え、農産物が低品質・低付加価値であるため農家が貧困から抜け出せ

ないという問題を抱えている。地域の安定という観点からも、農村部での雇用創出

を含むインクルーシブな開発が必要であり、小規模農家の能力強化や組織化（水利

組合等）、民間連携（契約栽培）や政府支援（補助金、災害補償制度等）を通じた

高付加価値作物の栽培や地元特産品の商品化（バリューチェーン構築）等を推進さ

せ、あらゆる農業従事者を包摂しつつ農業を振興していくことが課題である。 

(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 

モロッコ政府は、前述の課題に対して、2008 年に、2020 年を目標年とする農業

を経済成長の原動力にインクルーシブな開発を通じた貧困の削減を目指す「緑のモ

ロッコ計画（Plan Maroc Vert: PMV）」を策定した。農業の近代化を目指す PMV は、

農業分野を包括する同国の長期開発計画である。モロッコ政府は、GDP の成長、

就業機会の拡大、貧困削減を目指し、（I）主に民間投資を通じた農業の近代化によ

円借款用 



る高付加価値・高生産性農業の育成、（Ⅱ）主にドナー支援を含む公的投資を通じ

た小規模農家の経済システムへの参加促進を PMV の政策目標に掲げ、5 つの軸（①

農地改革、②水資源の有効活用、③国内市場の活性化・輸出振興、④農産加工拠点

整備、⑤ビジネス環境整備）を据えて改革を進めている。 

本事業は、PMV の政策目標（Ⅱ）の達成を支援するものであり、市場志向型の

農業推進と強靭な農業セクターの構築を目指し「①農業セクターの持続可能な開

発」及び「②農業セクターのバリューチェーン強化とインクルーシブな開発」のコ

ンポーネントの下、各種政策アクションの実施を支援するものである。 

(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 

 我が国の対モロッコ王国国別援助方針（2012 年 5 月）では、「経済競争力の強化・

持続的な経済成長」及び「地域的・社会的格差の是正」を援助重点分野の一つとし

ており、対モロッコ王国 JICA 国別分析ペーパー（2014 年 11 月最終更新）におい

ても「農水産業の安定・高付加価値化」を重点課題としている。本事業は、これら

の対モロッコ協力方針・分析に合致している他、TICADⅤの主要テーマである「包

摂的で強靭な社会」の下、重点分野である「農業従事者を成長の主人公に」にも合

致している。 

(4) 他の援助機関の対応 

PMV の下、世界銀行（WB）、アフリカ開発銀行（AfDB）、欧州連合、フランス

開発庁等 17 ドナーが支援を実施している。WB は開発政策借款を供与、AfDB は開

発政策借款「緑のモロッコ計画支援プログラム、フェーズ 1（PAPMV-1）」を供与

し、技術協力及び灌漑プロジェクト型借款と合わせて包括的な支援を行っている。

本事業は、AfDB の同フェーズ 2 との協調融資である。 

(5) 事業の必要性 

モロッコの開発課題・政策、我が国の国際公約及び援助方針、また JICA 国別分

析ペーパーに合致しており、JICA が本事業実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

３．事業概要 

(1) 事業の目的 

本事業は、モロッコ政府が進める農業セクター改革「緑のモロッコ計画」への

支援を通じ、同セクターにおける持続可能かつ地方農村部の小規模農家を含めたイ

ンクルーシブな農業振興を図り、もって同国の持続的な経済成長及び社会的安定の

実現に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

モロッコ全土 

(3) 事業概要 

本事業は、2020 年までにモロッコ政府が PMV を達成するために必要とされる

政策アクションを設定し、その政策アクションの達成状況を評価した上で一般財政

支援（国内公共支出対象型）の形態で資金供与を行うもの。また、「アフリカの民

間セクター開発のための共同イニシアティブ」に基づく AfDB とのジョイント協調

融資スキーム（Accelerated Co-Financing Facility for Africa：ACFA）にて実施する

ものである。 



本事業では、PMV の政策目標（Ⅱ）を推進すべく、市場志向型の農業推進と強

靭な農業セクターの構築のために「①農業セクターの持続可能な開発」及び「②農

業セクターのバリューチェーン強化とインクルーシブな開発」の二つのコンポーネ

ント毎に、2015 年及び 2016 年を期限とする全 33 項目の政策アクションを設定し

た（別紙参照）。 

(4) 円借款対象額：16,347 百万円 

(5) 事業実施スケジュール 

本事業の政策アクション支援対象期間は 2015 年 1 月～2016 年 12 月。財政支援

開始は 2015 年 1 月とする。政策アクションの達成目標は 2015 年 12 月及び 2016

年 12 月とし、貸付完了（2016 年 12 月を予定）をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1）借入人：モロッコ王国政府（The Government of the Kingdom of Morocco） 

 2) 事業実施機関：農業・海洋漁業省農業部門（Ministry of Agriculture and Fisheries, 

Department of Agriculture） 

3) 操業・運営／維持・管理体制：経済・財政省（予算局）及び農業・海洋漁業省

（農業部門戦略・統計局及び灌漑・農地整備局）、農業開発庁及びエネルギー・

鉱山・水利・環境省（環境部門計画・予測局及び水利部門計画・水管理局）か

ら成る関係機関調整メカニズムを設置。本メカニズムが、PMV の実施及びモ

ニタリングを行う予定である。また、経済・財政省（予算局）をヘッドとする

横断的モニタリング会合を実施予定である。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類:C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「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

れるため。 

2) 貧困削減促進：モロッコ政府は PMV の政策目標（Ⅱ）を貧困対策プログラムと

位置付け、その多くが貧困層である小規模農家の能力強化等の施策を政策アク

ションに盛り込んでいることから、本事業は貧困対策案件に該当する。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：農業・海洋漁業省の 2015 年予算におけるジェンダー項目の追加、農

業開発事業におけるジェンダー主流化戦略策定調査の完了等が政策アクション

に含まれていることから、本事業はジェンダー活動統合案件に分類される。 

(8) 他ドナー等との連携： 

  政策マトリックスは AfDB と共通のもの。政策マトリックスの策定は、AfDB と

連携し行っており、政策の達成状況のモニタリングは AfDB との合同中間レビュー

等を通じて密接に連携を取りながら実施する。 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1)アウトカム（運用・効果指標） 



指標名 
基準値 

（2014 年実績値） 

目標値(2016 年) 

【事業終了時】 

農業セクターの付加価値 

（10 億ﾓﾛｯｺ･ﾃﾞｨﾙﾊﾑ） 
105 117 

農産物輸出額（10 億ﾓﾛｯｺ･ﾃﾞ

ｨﾙﾊﾑ） 
22.2 24.7 

農業セクターにおける追加

的な節水量 （百万 m3） 
85 125 

点滴灌漑年間増加面積 

（万Ha） 
3.5 5 

【注：AfDB、JICA、実施機関の 3 者で合意した支援対象プログラム全体の指標。】 

(2) 定性的効果 

 モロッコ政府のガバナンス能力向上、地方農村部における雇用促進、小規模農家

の生計向上、官民連携の促進、若年層農業起業家の増加、気候変動対策（緩和・適

応）への貢献。 

(3) 内部収益率 

本事業は多数の政策アクションにより構成されており、すべての項目につき信頼

性の高い内部収益率を算出することは不可能なため、内部収益率は算出しない。 

5. 外部条件・リスクコントロール 

モロッコ王国の政治経済状況の悪化。 

6. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

(1) 類似案件からの教訓 

インドネシアの「開発政策借款」の事後評価等から、「開発政策借款の実施には、

きめ細かい技術協力を現場レベルで実施することで改革促進が図られる、また、

開発政策借款と技術協力は相互補完的で改革プロセスの様々な段階で相乗効果

を発揮することが期待できる」との教訓を得ている。 

(2) 本事業への教訓の活用 

上記教訓を踏まえ、本事業の準備段階では実施中の円借款附帯プロジェクト「ア

ブダ・ドゥカラ灌漑地域における灌漑システム向上プロジェクト」の成果を政策

アクションに反映させた。今後も同プロジェクトの後続案件を実施する予定であ

り、農業セクター改革の定着を図る予定である。AfDB についても「緑のモロッ

コ計画支援プログラム、フェーズ 2」の実施と合わせて技術協力等を実施予定で

あり、ドナー間での支援分野の重複回避・連携等に留意しつつ、改革の定着に向

けた包括的な支援を進める予定である。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標：4．事業効果（1）定量的効果 1）アウトカム（運用・

効果指標）の通り 

(2) 今後の評価のタイミング：事業終了後（2017 年） 

以 上



モロッコ王国「緑のモロッコ計画（農業セクター改革）支援プロフラム」政策マトリクス1            （別紙） 

                                                   
1
 政策アクション全 33 項目（オリジナルは仏語）の内、主な政策アクションのみを抜粋・和文抄訳したもの。 

 政策分野（目標） 
2015-2016 年の主な政策アクション 

(●：（2015 年までに）実施済みのアクション、■：2016 年アクション) 

I. 農業セクターの持続可能な開発 

I.1 法制度の整

備・改善 

水資源・農地の効率的で持続可能

な管理に関する政策文書・法制の

整備・改善 

■「持続可能な開発に係る国家戦略（2015-2020）」の承認 

●「水法」の改正法案の提出 

●農地改革推進法案の提出 

I.2 環境に配慮

した施策の執行 

灌漑分野での設備投資計画の策

定能力の強化、民間セクターの参

入促進 

●新規灌漑事業の優先度付けツールの開発、複数年度の設備投資プログラムの策定 

■灌漑における PPP 候補事業のデータベースの策定 

再生可能資源の活用促進 

■処理済排水の灌漑利用のための複数年度アクションプランの策定 

●環境配慮に係る枠組み協定（オリーブ搾りかすの再利用等）の署名及び廃プラスティックのリサイクルに

係る調査の開始 

I.3 資源（水、農

地等）のモニタリ

ング・評価機能の

強化 

政府の管理能力強化 
●地方政府に「環境及び持続可能な開発に関する地域監視局」を設置 

■農地台帳の活用状況調査の実施 

農業従事者の機能・能力強化 

■環境影響評価法の改正法案の提出（農業・灌漑事業に対する環境評価の強化） 

●水利組合のパフォーマンス評価の開始及び能力強化プログラムの策定 

■水利組合の能力強化に係る 3 つのマニュアルの政府による承認、全国普及セミナーの実施 



 

 政策分野（目標） 
2015-2016 年の主な政策アクション 

(●：（2015 年までに）実施済みのアクション、■：2016 年アクション) 

II. 農業セクターのバリューチェーン強化とインクルーシブな開発 

II.1 バリューチ

ェーン強化 

戦略的ビジョンの策定 
■ 農産加工セクター開発戦略の完成 

● バリューチェーン強化に向けた調査の開始 

小規模農家の経済システムへの参加促進 ● 「契約栽培振興法」（2012 年策定）にかかる適用法令の公布 

農産加工拠点の整備 ● 農産加工拠点（アグロポール）2 か所の設立 

II.2 人材育成及

び研究能力・品

質強化 

農業分野での人材育成・研究機能の強化 

● 畜産分野の開発・人材育成拠点 1 か所の運営開始 

■ 農業教育研究拠点大学（ポール・ポリテクニク）の設立法案の提出及び農業・海洋漁業省と本邦大

学との協力協定の締結 

● 品質研究拠点 1 か所の運営開始 

生産性向上・品質向上に向けた民間セクタ

ーの参入促進 
● 農業技術指導分野への民間参入促進に向けた関連法令の変更 

II.3 インクルー

シブネス強化 

商標・知的財産の保護と活用に向けた制度

的枠組みの構築 

● 名古屋議定書実施のための戦略方針書の承認（植物遺伝資源の公正な利益分配の促進） 

● 産地認証制度の定着（政府公認ブランド「モロッコ特産品」 の商標登録） 

小規模農家のインクルーシブな開発及び

レジリエンスの強化 

● 災害補償制度の適用対象作物・地域の拡大 

● 小規模農家向け融資の貸付上限の倍増 

若年層と女性の経済システムへの参加促

進 

● 若年層起業家支援制度のコンセプト及びガイドブック作成 

● 農業・海洋漁業省の 2015 年予算におけるジェンダー項目の追加 

■ 農業開発事業におけるジェンダー主流化戦略の策定調査の完了 


