
2022年  9月　現在

国別開発協力方針　別紙

対ザンビア共和国　事業展開計画

基本方針
（大目標）

　 鉱業への過度の依存から脱却した多角的かつ強靭な経済成長の促進

重点分野１
（中目標）

産業の活性化

【現状と課題】
  2020年11月にユーロ債の一部の利息の支払不能に至り、対外債務が過去最大（2021年末時点で172.7億米ドルを
記録）を更新するなど、債務の持続可能化がザンビアにとっての急務である。IMFからの財政支援獲得に向けたザ
ンビア政府とIMFとの交渉の継続、G20の枠組みでの債権者委員会（CC）開催に向けた調整を経て2022年7月には政
府が債権者委員会構成国から財政保証（FA）を得たことを踏まえ、2022年8月にIMFによる130億ドルに上る拡大信
用ファシリティ（ECF）の供与が決定された。同年9月には第8次国家開発計画（8NDP）が発表されたが、右はIMFと
の合意と表裏一体を成すものである。こうした変化を踏まえ、①持続可能ではない大規模インフラプロジェクトの
中止・縮小、②近年の気候変動の影響を考慮した農業及びエネルギー部門の適正化、が求められている。8NDPにお
いては、ビジネスを重視するヒチレマ大統領の考えに基づいて、経済変革と雇用創出が焦点とされ、①鉱山業、②
農業、③観光、④ものづくりの４部門をキーセクターとし、エネルギー、交通、科学技術、インフラ、技術開発、
水開発がそれを支える重点戦略と位置づけられている。
　このため、第8次国家開発計画において掲げられている経済変革及び雇用創出を支援し、ポスト・コロナにおけ
る健全で力強い経済体制の構築に貢献するため、以上のような課題に的確に対応し、新たな産業の潜在力を発掘す
るとともに、産業の多様化、活性化を図る必要がある。

【開発課題への対応方針】
  産業の多様化・活性化に向けた取組に加えて、国家運営の上で基盤となる健全なマクロ経済運
営及び債務管理に対する支援を行う。さらに、今般の新型コロナウイルスに対するザンビア政府
の新たな経済戦略に対する支援を検討する。
  国内に農業以外に雇用吸収力の高い単一の産業は現時点では見当たらない中、第7次国家開発
計画において企図されていた観光業や情報通信技術などの産業の多角的振興に加え、バリュー
チェーン構築等の新たな課題への対応を検討する。民間セクター開発については、全体の底上げ
も必要であることから、特定の産業に焦点を絞るのではなく、幅広い産業を対象とし、カイゼン
アプローチの導入状況を評価しつつ生産性向上や競争力強化を図るための環境整備を行う。ま
た、投資環境整備や企業家育成を含む産業人材の育成にかかる支援、公益に資する本邦企業の当
国進出に係る支援を行う。
　近年ザンビア政府から、各分野においてICT等経済社会の新たな展開に伴う非従来型ニーズへ
の対応の必要性が指摘されているところ、このうち国別開発協力方針の枠内で対応するに相応し
い分野・事業について柔軟に検討する。

実施期間

2021
年度
以前

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

協力プログラム名 協力プログラム概要 案件名 スキーム
支援額

（億円）
SDGs 備考

マクロ経済政策アドバイザー 個別専門家

品質・生産性向上（カイゼン）展開プロジェクトフェーズ2 技プロ

産業振興及び起業家支援のためのアドバイザー 個別専門家

アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティブ） 国別研修

資源国の行政・研究人材育成 国別研修

建設機械操作の技能訓練を通じた若者雇用促進計画（UNIDO） 無償 4.17 8,9

民間セクター開発分野の課題別研修他 課題別研修他

民間セクター開発分野及び職業訓練分野のJICA海外協力隊の派遣 JOCV

開発課題１－１
（小目標）

産業の多様化・活
性化のための支援

民間セクター開発
プログラム

政府の財政状況改善、民間企業の生産
性の向上や競争力強化のため、民間企
業の経営資源でもある人材に着目した
支援を行う。具体的には、技術協力
（専門家派遣や各種研修プログラムを
含む）を軸に、マクロ経済・債務管
理、民間セクター開発等に携わる行政
官の政策実施能力の強化と、企業向け
ビジネス支援サービス(ポスト・カイ
ゼンアプローチの導入など）を提供す
る支援機関の能力強化を支援する。ま
た、日本からの投資の促進のために
も、政府の債務管理・財政運営安定化
を支援する。



【現状と課題】
　農林水産畜産業従事者は労働人口の5割を占め、第8次国家開発計画でも優先度の高い分野とされているが、気候
変動等の影響を受けた不安定かつ低い生産性、農産物の付加価値の低さ、さらに未発達なバリューチェーンという
課題を抱えている。
   一方で、ザンビアは国内に未開発な土地・水資源を豊富に有していることから、これらの有効活用を図りつつ、
灌漑システム等の基盤整備といった農業関連投資を促進することで、小規模農家の作物多様化・付加価値化を進め
ることが重要である。
　また、畜産分野においては、獣医学の発展を通じた動物・家畜への医療提供体制強化と、そのための基盤整備が
重要である。

【開発課題への対応方針】
　過去の支援の成果やサブサハラ・アフリカ全体に対する我が国の支援方針を踏まえ、将来的な
作物の輸出も見据えつつ、作物多様化の一環としての換金作物であるコメの普及支援、乾期に野
菜等の高付加価値作物の栽培を可能とするための小規模灌漑の導入支援、フードバリューチェー
ンの構築支援を中心とした支援を行う。これらを通じて、農家所得の向上を目指す。畜産分野で
は、ザンビア大学の能力強化を通して、南部アフリカ地域への裨益も視野に含めた協力を行う。
これら協力については、既存の関係省庁に加え、接続性の要素を一層考慮に入れ大学や研究機関
と連携しつつ実施することとする。

実施期間

協力プログラム名 協力プログラム概要 案件名 スキーム
支援額

（億円）
SDGs 備考2021

年度
以前

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

市場志向型稲作振興プロジェクト 技プロ 7.67 1,2

稲種子生産ほ場及び研修施設整備計画協力準備調査 協準

地域密着型灌漑開発の展開プロジェクト 技プロ 7.70 1,2

農業開発アドバイザー 個別専門家

ザンビア大学獣医学部臨床教育強化プロジェクト 技プロ

南部アフリカ農業バリューチェーン強化事業 有償 1,2
21年3月16日民間企
業ETC Group（ETG）と
融資契約締結済。

水産・養殖セクター能力強化 国別研修

小規模農家における市場志向型営農普及プロジェクト 草の根技協 0.75 1,2

食料安全保障のための農学ネットワーク（Agri-Net） 国別研修

農業分野の課題別研修他 課題別研修他

農業分野のJICA海外協力隊派遣 JOCV

効率的水利用・水管理分析対策事業（Efficient Agricultural Water Use and
Management Enhancement in Paddy Fields）

マルチ 1.40 6,13
農林水産省国際連合食糧農業
機関（FAO）拠出事業
複数国対象案件のため累計額
を記載

開発課題１－２
（小目標）

農業の強靭化と生
産性・付加価値向

上

農業分野
プログラム

農家の所得向上を目指し、小規模コメ
農家の生産拡大や生産性向上、品質向
上を図る。また、これまで技術協力に
より支援してきた小規模灌漑技術の普
及拡大も継続しつつ、バリューチェー
ン構築を含む市場指向型農業の導入に
も取り組む。



重点分野２
（中目標）

経済活動を支えるインフラ整備・社会サービスの向上

【現状と課題】
　内陸国ザンビアにとり、海への出口を含む回廊の多様化及び国境を越えた物流の迅速化が重要であり、現状にお
ける流通コストの高さが国際競争力向上の阻害要因でもあることから、これらインフラの整備が必要である。
　また、産業振興や経済の多様化のためには、安定した電力供給や、道路橋梁網等のインフラ整備が重要である。
電力供給に関しては、水力発電を中心とするオングリッドに依存してきたが、水力キャパシティの拡充や豊富な太
陽光を利用した再生可能エネルギーの強化、アンゴラからの天然ガスパイプラインの敷設等を通じたエネルギー源
の多様化が図られている。なお、国営電力公社（ZESCO）の債務はIMF及びG20の枠内で整理されるべき対外公的債
務の一部として把えられていること、すなわちZESCOの持続的経営能力の推移については注意を要する。
　加えて、2000年代以降の経済発展による、出生・人口増や地方から都市部への人口流入等により、首都ルサカ等
の都市圏の開発は計画的に行われてきたとは言い難い状況下にあることを踏まえ、2022年国勢調査の結果も参考に
し、国際回廊の結節点に位置する都市圏が南部アフリカのハブ機能を果たしながら、持続的に発展しうるための計
画的な都市開発を検討する必要がある。

【開発課題への対応方針】
　ザンビアの経済社会開発を中核に置きつつも、南部アフリカ地域の中長期的な発展に資するよ
う、質の高いインフラ投資を通じた連結性と統合の強化のため、自由で開かれたインド太平洋
（FOIP）の実現につながる回廊（ナカラ回廊、南北回廊等）開発を支援する。
  電力セクターに関しては当面は人材育成を中心とした支援を継続する。都市開発や都市交通に
関しては、産業が集積し複数の回廊の結節点であるルサカの将来を見据えた持続可能かつ秩序
だった開発をDXやICTを活用して支援し、国内産業の流通・生産コストの低減及び生産性の向上
に貢献する。
　また、産学官民連携の促進・深化を念頭に置きつつ、強靭な社会基盤の整備及び維持管理とイ
ンフラ整備に携わる人材の育成を支援する。

協力プログラム名 協力プログラム概要 案件名 スキーム
支援額

（億円）
SDGs 備考

橋梁維持管理能力向上プロジェクト フェーズⅡ 技プロ 7.01 3,8,9

実施期間

2021
年度
以前

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

ルアングワ橋建設計画準備調査 協準

カズングラ橋建設事業 有償 28.77 3,8,9

南北回廊における円滑なOSBP運営管理能力強化プロジェクト 技プロ

ルサカ都市交通に係る情報収集・確認調査 情報収集調査

ルサカ都市圏総合開発マスタープラン策定プロジェクト 技プロ 3.58

電力アクセス向上事業 有償 55.11 7,13

道路アセットマネジメント技術の中核人材育成 国別研修

運輸及びエネルギー分野の課題別研修他 課題別研修他

開発課題２－１
（小目標）

経済活動を支える
質の高いインフラ

の整備・強化

インフラ整備
プログラム

経済活動の基礎となるインフラ整備を
支援する。第一に、ICTにも配慮した
都市交通及び地域間交通の効率化、並
びに経済効率に即した持続可能な電力
供給により、産業の生産コストを低減
し、生産性の向上を図る。第二に、国
際・地域間交通の効率化により、国内
産業の市場アクセスの拡大を支援す
る。



【現状と課題】
　ザンビアは人口のほぼ半数が18歳未満の若い国であり、これらの世代が民間セクターへの良質な労働力として育
成されることが、持続的な経済成長のための基礎となる。教育分野においては2021年8月に発足した新政権の公約
に基づく公教育の授業料無償化（私学には補助金）により就学者数の著しい増加が見られたが、教室数の不足、授
業時間数の不足も顕在化した。また同公約に基づく教員の新規採用（約30,000人）も、教員養成、質とサービスの
維持向上の必要性を顕著にしつつある。教室の他、トイレ等の衛生施設の不備不足、寮の不足、市街地からのアク
セスの劣悪さ、給水・配電の不備不足等、学校間格差、地域間格差、ジェンダー配慮の不備等も指摘されている。
JICAをはじめとする協力を受けた学校、教員その児童生徒に焦点を当てれば一定の授業の質向上、学力伸長も見ら
れるが国全体として見た場合、依然として学力不足が課題として指摘されている。また、保健分野においては、5
歳児未満死亡率、乳児死亡率や妊産婦死亡率などの指標は改善傾向にあるものの、SDGsの指標は未達成であり、
さらなる改善が必要である。さらに、近年の世界的な感染症の流行を踏まえ、感染症の早期発見、対応のための体
制整備が急務となっている。また、都市部の未計画居住区を中心に劣悪な衛生環境等によりコレラなどの水因性疾
患が多発し、今般の新型コロナウイルスの感染者も多数確認されていることから給水アクセス向上や下水システ
ム・廃棄物管理の改善が必要である。

【開発課題への対応方針】
  社会サービスを充実させることで、中長期的な経済成長の礎を築くことを目指す。教育・人材
育成分野については、「平和と成長のための学びの戦略」の下、子どもの学びの改善のために
STEM研修センターを中核に据えて、理数科教育の質の向上等に対する支援を行う。また、ザンビ
ア政府が期待する日本のビジネス文化の醸成、若者の日本への関心拡大につながることを目指
し、日本語教育の充実方途を検討する。保健分野については、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジの達成のために、住民が質の高い基礎的保健サービスを受けられるための体制整備（病院整
備、病院運営管理能力の強化）に対する支援を行う。また、One Healthの観点から新型コロナウ
イルスを含む感染症等の公衆衛生危機に対する対応能力強化に必要なサーベイランスシステムの
構築や近隣国とのネットワーク強化、研究者や技術者の育成に対する支援を行う。特に新型コロ
ナウイルス変異株の検知等の対応には、日本とザンビアの既存の大学・研究機関の協力・信頼関
係を活用しつつ、検査実施体制の構築・管理能力を向上させる支援を行う。さらに、地下水の汚
染が広がる中で水因性疾患が引き続き多い現状を踏まえ、特に都市部における安全な水へのアク
セス向上や廃棄物管理の改善に対する支援を行う。

実施期間

2021
年度
以前

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

協力プログラム名 協力プログラム概要 案件名 スキーム
支援額

（億円）
SDGs 備考

初中等理数科教育児童中心型学びの改善プロジェクト 技プロ 5.01 4

初等算数教育改善 個別専門家

STEM中等学校における理数科教育強化 協準

SMASEアフリカにおける理数科教授法強化 第三国研修

子どもの学び改善 国別研修

教育分野の草の根・人間の安全保障無償資金協力 草の根無償 0.08 4

感染症対策アドバイザー 個別専門家

ザンビア国家公衆衛生研究所における新型コロナウイルス対策を含む検査能力
向上プロジェクト

技プロ 2.00 3

感染症対策のためのラボサーベイランス強化プロジェクト 技プロ 6.00 3

アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の疫学に関する研究 科学技術

南部アフリカ地域における新興・再興感染症のPREPAREプログラム 第三国研修

健康危機対応能力強化に向けた感染症対策グローバルリーダー育成 国別研修

ルサカ郡一次レベル病院運営管理能力強化プロジェクト 技プロ 5.41 3

経済社会開発計画 無償 5 3

コッパーベルト州病院整備計画 無償 26.54 3

経済社会開発計画 無償 2 3

保健分野の日本NGO連携無償資金協力 日本NGO 0.88 3

社会開発プログラ
ム

知識・技術を身に着けるための土台と
なる基礎教育（特に理数科教育）の充
実、コロナ感染症対策を含む健康を維
持するための保健・医療サービスの向
上、給水・衛生環境の改善及び廃棄物
管理運営能力の強化を行う。

開発課題２－２
（小目標）

経済活動を支える
持続可能な社会の

整備



その他 その他の分野

実施期間

2021
年度
以前

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

協力プログラム名 協力プログラム概要 案件名 スキーム
支援額

（億円）
SDGs 備考

【凡例】　「協準」（＝全ての協力準備調査）、「詳細設計」（＝詳細設計）、「基礎情報調査」（＝基礎情報収集・確認調査）、「技プロ」（＝技術協力プロジェクト）、「開発計画」（＝開発計画調査型技術協力）、「個別専門家」、「個別機材」、「国別研修」、「課題別研修他」（＝課題別研修及び
青年研修）、「ＪＯＣＶ」（＝JICA海外協力隊）、「第三国専門家」、「第三国研修」、「現地国内研修」、「科学技術」（＝科学技術協力（技プロ型及び個別専門家型））、「草の根技協」（＝草の根技術協力）、「○○省技協」（＝外務省・ＪＩＣＡ以外の省庁及び独立行政法人等が実施している技術協
力）、「民間提案型技協」（＝開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業）、「SDGs調査」（＝途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査）、「無償」（＝以下に特記するサブ・スキームを除く全ての無償資金協力）、「食糧援助」（＝食糧援助）、「一般文化」（＝一般文化無償
資金協力）、「草の根文化」（＝草の根文化無償資金協力）、「緊急無償」（＝緊急無償資金協力）、「日本ＮＧＯ」（＝日本ＮＧＯ連携無償資金協力）、「草の根無償」（＝草の根・人間の安全保障無償資金協力）、「有償」（＝円借款、海外投融資）、「マルチ」（＝国際機関等を通じた多国間協力ス
キーム）、「基礎調査」（＝中小企業・SDGsビジネス支援事業「基礎調査」）、「案件化調査」（＝中小企業・SDGsビジネス支援事業「案件化調査」）、「普及・実証・ビジネス化事業」（＝中小企業・SDGsビジネス支援事業「普及・実証・ビジネス化事業」、実線「―――」（＝実施期間）、破線「- - -
-」（＝実施予定期間）　※この凡例にない略語を使用する場合は凡例に当概略語を記載したうえで使用する。
【SDGsゴールの説明】1「貧困」、2「飢餓」、3「保健」、4「教育」、5「ジェンダー」、6「水・衛生」、7「エネルギー」、8「経済成長と雇用」、9「インフラ、産業化、イノベーション」、10「不平等」、11「持続可能な都市」、12「持続可能な消費と生産」、13「気候変動」14「海洋資源」、15「陸上
資源」、16「平和」、17「実施手段」
【SDGsの詳細】https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf

経済社会開発計画 無償 3 12

ルサカ市きれいな街プロジェクト 技プロ 4.19 12

アフリカのきれいな街のための中核人材育成 国別研修

課題別研修他

教育（日本語教育含む）及び保健分野のJICA海外協力隊派遣 JOCV

ザンビアにおける鉛汚染のメカニズムの解明と健康・経済リスク評価手法及び予防・修
復技術の開発

科学技術 4.58 9

1,2,4,
8

ザンビアにおける新型コロナの影響下にある難民とホストコミュニティに対す
る感染拡大予防支援（UNHCR）

無償 1.13 3,4,5,
6

元難民現地統合支援アドバイザー 個別専門家

16,17

元難民支援分野の日本NGO連携無償資金協力 日本NGO 0.34 16

その他

その他個別案件

SDGsグローバルリーダー 国別研修

住民参加型の地方行政 国別研修

社会開発プログラ
ム

知識・技術を身に着けるための土台と
なる基礎教育（特に理数科教育）の充
実、コロナ感染症対策を含む健康を維
持するための保健・医療サービスの向
上、給水・衛生環境の改善及び廃棄物
管理運営能力の強化を行う。

開発課題２－２
（小目標）

経済活動を支える
持続可能な社会の

整備

元難民支援にかかるJICA海外協力隊派遣 JOCV

元難民の現地統合支援プロジェクト 開発計画 4.79

リビングストン博物館展示企画機材整備計画 協準

ザンビア共和国における難民及びその関係者の保護と多分野にわたる支援（UNHCR） 無償 1.23

アマゾン盆地及び南部アフリカ地域における森林火災に係る基礎情報収集・確認調査 情報情報調査

教育、保健分野及び給水衛生の課題別研修


