
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成14年11月18日

担当部・課：農業開発協力部農業技術協力課

案件名：バッタンバン農業生産性向上計画

（Battambang Agricultural Productivity Enhancement Project (BAPEP)）

実施国：カンボジア

実施地域：バッタンバン州コンピンプイ地域

プロジェクト実施予定期間：2003年4月1日～2006年3月31日

1. プロジェクト要請の背景

カンボジアは、長きに亘り内戦および政治的混乱が続いたが、1991年、パリ

和平協定が締結されカンボジア政府が成立した。その後1998年に総選挙が実

施され、新政権の樹立により国内は安定し、国家の復興と開発に力を注いでい

る。

同国では、全人口の約84％が農林水産業に従事し、GDPの約40％占めてい

る。特に稲は基幹作物で、作付面積の約90％を占めている。しかしながら、

灌漑施設の不足から天水依存の雨期作が主体となっており、天候の影響を受け

やすく不安定で、籾の単位面積当たりの収量は平均で約1.9t/haと極めて低い

水準にある。このような状況下で依然として多くの農民が貧困の中で生活して

おり、地域における農業の改善が急務である。

これを受けて、カンボジア政府は農業技術の改善および農家への技術普及を行

うことを目的とした技術協力プロジェクトを要請してきた。

国際協力事業団（JICA）は、2001年1月から1ヶ月間個別専門家を派遣、また

同年4月にはプロジェクト形成調査を実施した。その結果、農業生産のポテン

シャルが高く、稲作においても国内で主要な位置づけにあるバッタンバン州に

おいて「ベクチャン農業試験場を拠点とし、優良種子の増殖体制を確立し、現

場農家での実証、展示を通じた普及を図る」案が提案された。この提案に基づ

き、2002年1月に第1次短期調査団を派遣し、更に、同年5月2日に第2次短期

調査団を派遣してプロジェクトの枠組みづくりを行った。



2. 相手国実施機関

1. 責任監督機関：農林水産省

2. 実施機関：農林水産省農業・農地改良局、バッタンバン州農林水産局

3. プロジェクトの概要および達成目標

1. 達成目標

1-1. プロジェクト終了時の達成目標

「農民の積極的な参加を通じてコンピンプイ地域の協力農家の農業生産

性が向上し、生計が安定する」ことに置く。対象エリアは、日本政

府、NGO、国際機関などにより計画・実施されている灌漑施設リハビ

リの受益を受ける23村とし、想定される指標は以下のとおりである。

ア 協力農家あたりの米収量

イ 協力農家の米の品質

ウ 協力農家あたりの農産物作目数（家禽、魚などを含む）

ただし、プロジェクト開始後に社会経済調査を行い再度検討する。

1-2. 協力終了後に達成が期待される目標

ア コンピンプイ地域の農家の生計が安定する

イ バッタンバン州の農業生産性が向上する

2. 成果・活動

本プロジェクト実施にあたっては、活動を2段階に分けて行う。

＜第一段階（開始後6ヶ月間）＞

対象エリアの社会経済状況を把握し、地域や農民の現状、問題点、農民

のニーズや考え方を明らかにする（NGOとの連携を検討）。結果に基

づき、活動ごとに対象農家、農民グループを選定し詳細な活動計画を策

定する。

＜第二段階（その後の期間）＞

策定された活動計画を実施する。基本的な方法としては、行政官や普及

員に対し技術移転を行いながら、協力農家とともにFarmers Field



School（実証圃場において複数の農家を集め、共に活動を進めながら

技術移転を行う手法）進め、指導を受けた農家が近隣農家に技術を広め

ていくことで、対象エリア全域への技術の波及を行う。また、水利組合

の設立、再編を促し、基本的な維持管理運営を支援する。その他の農民

組織については、調査結果から農民主導で行えるものについて協力す

る。なお、本プロジェクトでは、州政府のイニシアティブにより地域農

家、政府関係者、NGO等から成る「バッタンバン農業・農村ネット

ワーク」を設置し、プロジェクト期間中の連携の枠組とし、プロジェク

ト成果の州内への波及を担う。

0 対象地域の現状が把握される

0-1 社会経済調査を実施する

0-2 灌漑システムの現況調査を実施する

0-3 農産物流通・マーケット調査を実施する

1 稲生産技術が改善される

1-1 農家のニーズに基づき水稲品種を選定する

1-2 協力農家において選定された水稲優良種子を増殖し、農家へ供給す

る

1-3 稲生産技術の改善を行う（水稲二期作、圃場水管理、収穫後処理を

含む）

1-4 稲作生産技術を実証展示し協力農家へ普及する

1-5 稲作栽培について行政関係者への研修を行う

2 協力農家の農作物の営農体系が改善される（多角化を含む）

2-1 多角化メニューを作成する（米以外の作物、小規模な水産、家畜を

含む）

2-2 協力農家と共に営農体系を計画・実施する

2-3 営農について行政関係者への研修を行う

3 農民グループによる活動が促進される

3-1 農民参加のための啓もう活動を実施する



3-2 農村女性のエンパワーメントを支援する

3-3 水利組合の形成支援・組織強化研修を実施する

3-4 NGOにより運営されている農村金融プログラム等を活用する

3-5 参加型開発について行政関係者への研修を行う

3. 投入予定

3-1. 日本側

(1) 長期専門家：

合計4名

チーフ・アドバイザー/営農、業務調整/研修、栽培/農業普及/農民組

織/参加型開発

(2) 短期専門家：

農村社会経済、灌漑、農産物流通の3分野をそれぞれ1名（初年度の

ベースライン調査実施中）。2年度以降は必要に応じ派遣。

(3) 研修受け入れ：

実施期間中に数名程度

(4) 機材供与：

調査用車輌、コピー機、通信機、調査試験機材、耕耘機等農業機械

（約2000万円）

(5) 基盤整備：

コンピンプイ農業開発センターの研修室、乾燥場、調整室、発電装

置等の整備ならびにベクチャン農業試験場の改修（約800万円）

(6) 活動実施費用の一部負担：

専門家が行う活動にとって重要と判断された場合

3-2. カンボジア側

(1) カウンターパートを最低6名、普及員、アシスタント、事務要員を

必要に応じて配置する。

(2) ベクチャン農業試験場及びコンピンプイ農業開発センターの施設と

その圃場を提供する。



(3) 水道、電気、国内通信など基本的プロジェクト運営費用

(4) 日本人長期専門家およびその家族に対する免税その他の外国人特権

の付与

4. 実施体制

(1) Project Director：

農林水産省農業・農地改良局長

(2) Project Manager：

州農林水産局次長

(3) 運営機関：

「合同調整委員会」および「運営委員会」を設置し、プロジェクト全体

の進捗管理を行う。

(4) 連携調整機関：

「バッタンバン農業・農村ネットワーク」を州のイニシアティブで設置

し、コンピンプイ地域を含むバッタンバンの農業・農村開発の連携調整

を図る。

(5) 事務所

プロジェクト事務所：ベクチャン農業試験場

現場事務所：コンピンプイ農業開発センター

〔合同調整委員会〕

A. 機能：

・年間作業計画（Annual Work Plan）を検討、承認する。

・年間作業計画に基づき、プロジェクトの進捗状況、年間経費およ

び達成状況の確認を行う。

・プロジェクトに関連する主要な問題について、意見交換を行い対

応を検討する。

B. 構成メンバー：

議長：



農林水産省次官

カ国側メンバー：

農林水産省農業・農地改良局長、農林水産省計画・統計・国際協

力局長、農林水産省農業普及局長、水資源気象省代表者、地方開

発省代表者、経済財務省代表者、女性退役軍人問題省、カンボジ

ア開発評議会（CDC）代表者、Special Program for Food

Security代表者、バッタンバン州農林水産局長、Project

Manager（バッタンバン州農林水産局次長）

日本側メンバー：

チーフ・アドバイザー/営農、業務調整/研修、JICAカンボジア事

務所長、関係JICA専門家

オブザーバー：

日本大使館代表者（その他、議長が認める者）

C. 開催場所・時期：

プノンペンにて最低、毎年1回

〔運営委員会〕

A. 機能：

・年間作業計画を作成し合同調整委員会に報告する

・プロジェクト活動の調整・モニタリングを行う

B. 構成メンバー：

議長：

農林水産省農業・農地改良局長

副議長：

チーフ・アドバイザー/営農

カ国側メンバー：

バッタンバン州農林水産局長、Project Manager（バッタンバン

州農林水産局次長）、プロジェクト・チームの各部門代表者、



バッタンバン州水資源気象局代表者、バッタンバン州女性・退役

軍人問題局代表者、バッタンバン州地方開発局代表者、コンピン

プイ地域の郡、コミューン代表者

日本側メンバー：

業務調整/研修および各専門家、JICAカンボジア事務所代表者

オブザーバー：

議長が認める者

C. 開催場所・時期：

バッタンバン州にて最低、年2回

4. 評価結果（実施決定理由）

カンボジアでは全人口の84％が農林水産業に従事し、多くの農民が貧困の中

で生活をしている。米の増産・質の改善、生産物の多角化は農民が貧困から脱

却する基盤を整える意味で極めて重要である。バッタンバン州は農業のポテン

シャルが高く、国内でも主要な位置づけである。また、現地で活動している

NGO等との連携を進めることから効率的・効果的な活動を行うことができ

る。こうしたことから、妥当性は高い。

投入面では、プロジェクトの自立発展可能性を考慮し、プロジェクト実施のた

めの必要最低限度の内容となっている。

カンボジアでは復興のための政策、制度、経済、技術、社会面での枠組みづく

りやインフラ整備が先行しているが、地方における技術協力プロジェクトは数

少ない。その意味で本プロジェクトは今後の農村振興に対し、重要な方向性を

示すことが期待できる。

カンボジアでは、依然として内戦の影響が残っており、同国特有の人材不足と

財政問題が自立発展の大きな阻害要因となっている。しかし、本プロジェクト

におけるそれぞれの活動が、自ら維持･発展していく原動力となることが期待

できる。

5. 外部要因リスク

1. 国際連合食糧農業機関（FAO）、関連NGOなどと調整がなされること。



2. コンピンプイ地域に深刻な洪水や旱魃などの被害が発生しないこと。

3. CARDI（Cambodian Agricultural Research and Development Institute）

が継続して原種、原原種を生産供給すること。

4. 政権が安定し政府の農業方針がプロジェクトの実施を妨げないこと。

6. 今後の評価計画

1. プロジェクト開始時評価

プロジェクトの開始に当たり、社会経済調査を実施し、その結果を基に活

動を行う村落の決定、村落ごとの具体的活動内容、プロジェクト実施に係

わる外部条件および目的達成度の評価指標の設定について再確認を行う。

この段階でPDMを再検討し、中間・事後評価における基準として使用す

る。

2. 終了時評価

終了時評価では、プロジェクト開始時に決定されたPDMに示された各指標

について、ベースライン・データとの比較を行って評価する。したがっ

て、各指標については、ベースライン・データを基にプロジェクト開始後

の変動を定期的にモニターする必要がある。

3. 評価体制

各部門を担当する日本人専門家とC/Pが一体となって計画の進捗状況、問

題点を把握し、定期的にプロジェクト・チーム内で意見交換、問題の分

析・評価・問題解決の検討を行う。最低、毎年2回、「運営委員会」へ報

告し、毎年1回、「合同調整委員会」へ報告する。終了時は合同評価とし

評価結果は関係機関に公表する。


