


本日の話題

・JICAの気候変動対策の協力方針と取組事例

・パリ協定に対応した支援

・農業保険分野におけるJICAの取り組み

事例１ インドネシア損害補填型農業保険

事例２ エティオピア天候インデックス保険

事例３ インドネシア天候インデックス保険



JICAの気候変動対策の協力方針と取組事例
•パリ協定（第4～6条、第7条、第11条、第13条）：緩和策（NDC、REDD+、協力的取
組）、適応策（レジリエンス強化）、能力開発、透明性（国家インベントリ）

•持続可能な開発目標（SDGs）ゴール13： 気候レジリエンス・適応能力を強化（13.1）、気
候変動対策を各国政策・戦略・計画へ反映（13.2）

•仙台防災枠組2015–2030：気候変動への適応に関連した開発援助プログラムに、災害リスク削
減の取組を統合

• JICA気候変動対策の重点課題

① 低炭素かつ気候レジリエンスな都市開発・インフラ投資推進

② 総合的な気候リスク管理の強化

③ 途上国の気候変動政策・制度改善

④ 森林・自然生態系の保全管理強化

• JICA気候変動対策の協力アプローチ

① 開発と気候変動対策の統合的実施：気候変動対策支援ツール（JICA Climate-FIT）を用
いた気候変動主流化の促進

② 多様なステークホルダーとのパートナーシップ：緑の気候基金（GCF）、世界大都市気候先導
グループ（C40）、世界資源研究所（WRI）

③ 日本の強みを活かした協力：横浜市－バンコク都の都市間協力、

②バングラデシュ多目的
サイクロンシェルター（無償）

③インドネシア気候変動対策
プログラムローン＋能力強化技プロ

④ミャンマー沿岸防災
マングローブ植林（無償）

①キリバス ニッポン・
コーズウェイ改修（無償）
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•美しい星への行動2.0（ACE 2.0）：2020年までに官民で年間1.3兆円の支援
国
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パリ協定に対応した支援

○国家GHGインベントリの作成・更新に係る能力強化・体制整備
・ベトナム、インドネシア、モンゴル、パプアニューギニア

○NDCの具体性・実効性の強化

・ベトナム（国内法整備、緩和技術
評価）
○緩和に関する国内措置の支援

・省エネ、再生可能エネルギーの
推進等
○森林等吸収源
・東南アジア・アフリカ等（REDD+支
援）

○市場メカニズムに係る体制整備
（JCM含む）
・インドネシア（JCM運営整備）

○国家適応計画の立案・体
制整備

・インドネシア（国家適応行
動計画策定、実施、モニタリ
ング）

○適応に係る行動支援

・風水害対策、食糧安全保
障、水資源、生態系保全、
塩害対策、海岸保全等

緩和策（パリ協定4-6条）
非政府主体／
広域能力開発

透明性（同13条）

○自治体の能力
強化
・バンコク都（気
候変動MP策定）
・ホーチミン市
（気候変動行動
計画）

○広域連携協力
・タイ気候変動国
際研修センター
（CITC）
・太平洋地域環
境計画事務局
（SPREP)

適応策（同7条）

能力開発（同11条）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin_-HGk9HaAhUBRZQKHY1UDwIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.wwf.or.jp/activities/2015/08/1280031.html&psig=AOvVaw1iQYVm7u_khxsfIqKaTgXB&ust=1524598863981674
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin_-HGk9HaAhUBRZQKHY1UDwIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.wwf.or.jp/activities/2015/08/1280031.html&psig=AOvVaw1iQYVm7u_khxsfIqKaTgXB&ust=1524598863981674


農業保険分野におけるJICAの取り組み

Indonesia
・Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia (2010-2015)
・Preparatory survey in Indonesia for the introduction of the Weather Index Insurance for the 

agricultural workers (2015-2017)
・Project of Capacity Development for the Implementation of Agricultural Insurance(2017-2022)
・Project for Development and Implementation of New Damage Assessment Process in Agricultural 

Insurance as Adaptation to Climate Change for Food Security (2017-2022)

Myanmar
・Preparatory survey on BOP business on weather index insurance(2014-2015)

Paraguay
・Policy and Market Analysis of Agricultural Insurance (2016)

Ethiopia
・Rural Resilience Enhancement Project (2012-2015)
・Index-based Crop Insurance Promotion Project for Rural Resilience Enhancement (2018-2023)

Technical Cooperation Project
Preparatory survey on BOP business
Data Collection Survey 



農業保険分野におけるJICA協力実績
国 事業名 期間 事業内容 対象保険

複合作物保険 インデックス

インドネシア
気候変動対策能力強化プロジェクト 2010-2015 パイロット事業実施支援 ●

農業者向け天候インデックス保険事業
準備調査

2015-2017 民間連携（損保ジャパン） ●

農業保険実施能力向上プロジェクト 2017-2022
農業保険実施に関する実施機関
のキャパシティビルディング

● ●

食料安全保障を目指した気候変動適応
策としての農業保険における損害評価
手法の構築と社会実装

2017-2022
衛星データを活用した損害評価
手法の開発と実装

●

ミャンマー 天候指標保険事業準備調査 2014-2015
BOPビジネス推進（三井住友海上
火災保険）

●

エチオピア 農村地域における対応能力強化緊急
開発計画策定プロジェクト

2012-2016 パイロット事業実施支援 ●

農村レジリエンス強化のためのインデッ
クス型農業保険促進プロジェクト

2018-2023 保険普及体制の整備 ●

パラグアイ 農業保険政策・市場分析調査 2016 情報収集調査 ●
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天候インデックス保険と損害補てん型保険の特徴
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インドネシア国「農業保険実施能力向上プロジェクト」
The Project of Capacity Development for the Implementation of Agricultural Insurance
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気候変動の影響
• 2050年インドネシア国内食料生産量は、

2015年比で38%低下するとの予測あり（イ
ンドネシア政府発表による）。

既往の取組み
• 食料安全保障及び農家の所得向上を優先

課題に掲げ、2013年農業保険導入・支援
にかかる法整備に着手。

• 2012年より約4年間のパイロット事業（一部
JICAも支援）を経て、2016年より損害補て
ん型農業保険を本格実施。

現状と課題
• 2012年開始したパイロットは2州のみ。

2015年の拡大パイロットは16州を対象にし
たが、1作期のみでの実施。

• 2017年時点、23州、226郡/市で実施中。
• 現行制度の改善点（モニタリング、支払い、

制度枠組み等）が多い。

項目 内容

プロジェクト目標 農業保険事業に関わる省庁、機関、州政府およびその他の関係機関の農業保険実施
に関する能力が強化される。

成果 ①米を対象にした現行農業保険スキームの実施能力が強化される。
②農業保険スキームの分析、改善に関する能力が強化される。

プロジェクトサイト ジャカルタ特別州／東ジャワ州・南スラウェシ州

活動 1. 現行制度（損害補てん型）実施能力向上
①パイロット州において、現行農業保険スキームの実施を推進する。

②パイロット州での客観的なレビューを通じ、現行農業保険スキーム実施における改善
について、提言をとりまとめる。
③中央政府において、現行農業保険スキームの調整・推進を行う。
④ロードマップを確認し、必要に応じて改定を行う。
⑤中央政府において情報共有ならびに研修を行う。
⑥スタディーツアーを実施する。

⑦中央政府での客観的なレビューを通じ、現行農業保険スキーム実施における改善に
ついて、提言をとりまとめる。

2.将来的な制度改善・導入に向けたキャパビル
①天候インデックス型保険に関する現地調査ならびに研修を実施する。

②収量インデックス型保険、他作物の保険適用、リモートセンシング活用等の検討及び
現地調査について課題の優先づけを行ったうえで、優先課題について検討ならびに現
地調査を実施する。

③農業保険に関する金融ならびに財政課題についての政策研究・分析について優先づ
けを行い、優先課題についての調査を実施する。
④2-1～2-3の活動を踏まえ、農業保険スキームの更なる取り組みについての提言をとり
まとめる。

相手国実施機関 国家開発計画庁（BAPPENAS）、農業省、財務省、気象気候地球物理庁（BMKG）、国営
保険会社（Jasindo）

日本側投入 予算：約6億円
投入内容：専門家（長期・短期）、研修員受入、資機材供与（事務機器等）

協力期間 2017年10月～2022年9月（計60ヶ月）

背景

東ジャワ州

南スラウェシ州

ジャカルタ特別州



インドネシア農業保険制度の概要

保険種類 損害補填型

保険加入者 農業者グループ

保険の対象 水田

保険業者 Jasindo (国営保険会社)

補家対象期間 １作期（年 ２回（雨期作、乾期作））

保険の補償 6,000,000 Rp/ha
(Indemnify harvest loss when 75% or greater of the 
planted area is affected)

保険料 180,000 Rp/ha
(80% 国費からの補助, 20% 農業者負担)

損害の対象 洪水、干ばつ、病虫害
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プロジェクト概念図・実施機関相関図
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•金融政策

•天候インデックス

•収量インデックス

•他作物の導入

•リモートセンシング活用

•パイロット州（2か所）での
活動

•中央省庁でのモニタリング
⇒規定等の改訂

成果１

現行制度
（損害補て
ん型）実
施能力の
向上

成果2

将来的な
制度改
善・導入
に 向け
たキャパ
ビル

プロジェクト目標：農業保険実施能力の向上

全機関

BAPPENAS・
農業省・Jasindo

BMKG

財務省・
BAPPENAS

上位目標： 農業保険制度の安定的な継続

食料安全保障 気候変動対策（適応策）

農業省・Jasindo



エチオピア国農村地域における対応能力強化緊急開発計画策定プロジェクト

プロ目：調査と実証事業の実施を通じて、オロミア州及びソマリ州の農村地域の対応能力強化に貢献する

上位目標：オロミア州及びソマリ州において、干ばつ等気候変動に対する農村地域の対応能力が強化される

●協力期間：2012年3月～2016年3月
●C/P機関：農業省（MoA）
●対象地域：オロミア州、ソマリ州、全国（間接的裨益）

成果１ オロミア州及びソマリ州の現行の対応能力強化戦略、プログラム内容が明らかになる
成果２ 牧畜地域における対象牧畜民・農牧民の対応能力が強化される
成果３ 牧畜地域における対象元牧畜民の対応能力が強化される
成果４ 少雨地域における対象農家の対応能力が強化される
成果５ オロミア州及びソマリ州の現行の対応能力強化戦略、

プログラムへの提言がなされる



天候インデックス保険にかかるパイロット活動概要

パイロット活動の【コンポーネント３】として、
天候インデックス保険の導入・普及が実施さ
れた。

結果概要は以下のとおり。

• パイロット活動を通じ、少雨もしくは不安
定な降雨といった特徴を有する地域に
おいて、農民の多くが天候インデックス
保険の導入を必要としていることがわか
った。

• フェーズ１では､1,286人が保険を購入。

• フェーズ２では、5,623が保険を購入（フ
ェーズ1の4.3倍）。

• 対象地域にとって、天候インデックス保
険は新しい農業リスク・マネジメントのツ
ールであったが、十分な普及活動や保
険商品の啓発活動を行った結果、広く農
民に受け入れられた。



農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険促進プロジェクト

プロ目：農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険の普及体制が整備される

上位目標：農村レジリエンス強化のためのインデックス型農業保険が普及し持続的に運営される

成果1．レジリエンス強化パッ
ケージ（REPs）の整備

 対象地の選定
 インデックス型農業保険設計
 営農技術、農業マネジメントの特定
 REPs促進のための組織体制の整備
 REPs実施計画の策定

●協力期間：2018年～2023年（5年間）
●C/P機関：農業省（MoA）、オロミア州農業局（OBoA）
●対象地域：オロミア州（直接裨益）、全国（間接的裨益）

成果2．能力強化

 REPs研修教材・マニュアル作成
 関係者への研修計画策定
 関係者に対してREPs研修実施

成果3．REPs普及

 REPs普及活動の実施（農家への研修、販売活動）
 REPs普及活動のモニタリング・評価実施
 REPs実施計画・内容の見直し・改訂

成果4．インデッ

クス型農業保険
普及の基盤整
備

 プラットフォー
ム開催

 普及に係るガ
イドライン策定

 ガイドラインに
関する研修実
施

実施結果反映
（見直し）・事業
実施を通じた能
力強化

実施結果共有

Feedbackを受け
た見直し

実施結果反映
（見直し）

オロミア州 全国





JICAによる農業保険分野協力の方向性

• 気候変動レジリエンス強化のための農業保険導入支援
を拡充していく

ー 経済成長著しい新興国

損害補填型農業保険の導入支援

民間損害保険会社によるビジネス機会創出支援

ー サブサハラアフリカ等、気候変動脆弱国

天候インデックス保険等の導入支援


