
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成18年10月3日
担当部：農村開発部

1．案件名

東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発計画

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本プロジェクトは、極端に雨の少ない乾季や急峻な地形など厳しい条件のもと貧困ライン以下の生活
を余儀なくされているインドネシア国西ヌサテンガラ州の小規模農家に対し、厳しい環境に強く、繁
殖性も優れた在来種バリ牛の特性と傾斜地などの未利用地を最大限活用した肉牛生産による所得向上
の取り組みを行うものである。

西ヌサテンガラ州は土地の限られるロンボク島と比較的広い土地のあるスンバワ島から構成される
が、プロジェクトでは、州の種畜・飼料生産牧場での研究開発とモデルグループでの実証を通じて、
それぞれの島に適した肉牛生産の方式を形成する。その後、県普及員や農家リーダーへの研修を通
じ、これらの方式を州内の小規模農家に普及させることを目指すものである。

（2）協力期間

2006年11月～2011年11月（5年間）

（3）協力総額（日本側）

約4億円

（4）協力相手先機関

中央レベル：

農業省畜産総局

地方レベル：

西ヌサテンガラ州畜産局／種畜・飼料生産牧場

（5）国内協力機関

農林水産省

（6）裨益対象者及び規模、等

直接裨益者：

西ヌサテンガラ州畜産局／種畜・飼料生産牧場の職員および研究員（50人）
研修を受講する西ヌサテンガラ州内7県の普及員（90人）
研修を受講する農家グループリーダー（90人）
4ヵ所のモデルグループ（160戸、600人）
40ヵ所のパイロット事業対象農家グループ（1,600戸、6,000人）

間接裨益者：

西ヌサテンガラ州の肉牛生産農家（10万7千戸、40万7千人）



3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

インドネシア国（人口2億1700万人、面積189万平方キロ）は、1997年の経済危機から立ち直りつ
つあり、2004年の実質成長率は5.1％、一人当たりGDPは1,165ドルである。しかしながら東部イン
ドネシア地域は、自然条件が厳しく地理的条件も悪いため、ジャワ島を中心に進んだ経済発展から取
り残されている。

中でも西ヌサテンガラ州（人口440万人、110万戸、面積2万平方キロ）は、一人当たりGDPが450
ドルで全国30州のうち5番目に低く、貧困人口割合は25.4％で6番目に高い（※注1）。州内でも、
州都マタラム市は小売業やサービス業があり貧困人口割合は9.3％だが、農村部の多いその他の県で
は20.3％～31.9％と高い。

貧困人口割合の高い農漁村部では、住民の60％～90％は農漁業に頼った生活を送っている。都市の
周辺では建設工事などから収入を得ることもあるが、収入源としては不安定であり、従事できる人の
数も限られている。農業に関しても、傾斜地の多い地形のため稲作や畑作に利用できる土地は少な
く、さらに乾季の6月から10月は極端に雨が少ないため収穫は基本的に年一回である。

河川の近くや平坦な地域などかんがいに適した地域では1990年からJBICの円借款による「小規模か
んがい管理事業」が行われ、受益地では二期作が可能になり収穫が倍増しているが、河川から遠い地
域や傾斜地などかんがい導入が困難な地域は同事業から取り残されている。

これら二期作が困難な農家に対し、西ヌサテンガラ州政府は肉牛生産による所得向上を目指してい
る。西ヌサテンガラ州では、一戸あたり3.8頭と小規模な肉牛生産が全農家の23.6％にあたる10万7
千戸で行われており、州政府は、肉牛生産の質的・量的拡大を小規模農家の所得向上に効果的な手段
とみなし優先的な取り組み課題としている。

しかし、小規模農家が肉牛生産によって所得向上を図るためには、草地確保や夜間管理を共同で行う
ための農家グループ強化、繁殖雌牛や肥育素牛を購入するための初期投資資金の確保、体重増加率や
繁殖効率を高めるための適正な飼養管理、それに効果的なマーケティングと、一連の過程で効率性を
高めることが必要だが、農家が活用可能な適正な肉牛生産の方式は形成されていない。また優良な技
術や情報を農家に普及させるための人材も不足している。

これまでに、FAOが州内の4農家グループを対象にしたプログラムを実施し、肉牛の供与を元手にし
た農家グループ内での回転資金制度作りや技術改善に取り組んでいるが、裨益者は限定的である。

肉牛生産による所得向上を州全体において効果的、持続的に進めていくためには、インドネシア側の
農家支援制度の利用と確実な技術に基づく適正な肉牛生産の方式を州政府に定着させたうえで、その
普及体制も形成していくことが必要となっている。
（※注1）
貧困人口割合とは、インドネシア国の貧困ラインを下回る人口割合。貧困ラインは、1日2,100kcal相当の食糧と、それ以外
の必需品（衣服・住居・教育・保健・交通等の25～27の非食品項目）を得るのに最低限必要な支出水準として算出され、都
市部と農村部によって、また州によっても異なる。例えば2004年は、ジャカルタが一人当たり1ヶ月19万7千ルピア、西ヌ
サテンガラ州都市部が14万4千ルピア、西ヌサテンガラ州農村部が10万ルピア（2004年期末値：1ドル≒約9,290ルピ
ア）。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

本プロジェクトはインドネシア国政府「国家中期開発計画2004－2009」における3つの「行動計
画」（“三本柱”）である「安全で平和なインドネシアの実現」、「公平で民主的なインドネシ
ア」、「国民福祉向上」のうち、「国民福祉向上」の中に含まれる課題「地域開発の格差の是正」お
よび「貧困層の解消」に貢献するものとして位置づけられる。また同計画の「対処優先後進地域」に
は、西ヌサテンガラ州の7県すべてが含まれている。

またインドネシア国畜産開発計画では、国内生産の増加、生産性の向上により良質で安価な畜産製品
の国内供給を増加させ、動物性たんぱく質の摂取量増加による栄養改善を目指しており、本プロジェ
クトはこの計画にも貢献する。



（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

我が国の対インドネシア国別援助計画では、1）「民間主導の持続的な成長」実現のための支援、2）
「民主的で公正な社会造り」のための支援、3）「平和と安定」のための支援の3つを援助重点分野と
しており、本プロジェクトは、「民主的で公正な社会造り」のための支援の中の「農漁村開発」に位
置づけられる。

JICA国別事業実施計画では、援助重点分野「貧困削減」に位置づけられ、開発課題「社会開発」の下
のプログラム「シビルミニマム・MDGs支援プログラム（食料安定供給／農漁家所得の向上サブプロ
グラム）」に含まれる。地域の面でも、西ヌサテンガラ州を含む東部インドネシアはJICAの重点開発
地域となっている。同州で実施中のJBIC「小規模かんがい管理事業」、技術協力プロジェクト「持続
的沿岸漁業振興計画」とのプログラム化を促進することにより、農漁村部の貧困削減に貢献する。

また本プロジェクトは、インドネシア国農水産業分野に対する協力の優先課題をプログラム化した
「インドネシア国農水産業セクタープログラム開発計画調査」のアクションプランにも取り上げられ
ている。

4．協力の枠組み

本プロジェクトは、貧困人口割合の高い西ヌサテンガラ州において、かんがい農業の導入が困難な小
規模農家を対象として肉牛生産を通じた所得向上を目指すものであり、農家が導入すべき肉牛生産の
方式の形成とその普及を中心とした協力を行うものである。

肉牛の飼養形態は主に、人口密度が高く土地が限られるロンボク島ではコロニー方式と呼ばれる共同
牛舎での飼養が、一方比較的広い土地が使用できるスンバワ島では放牧が行われている。プロジェク
トでは、現状においてそれぞれが有する問題点の改善を行い、肉牛生産に必要な一連の過程、すなわ
ちグループ活動の強化、資金確保、適正飼養、農家に有利な販売方法についての望ましい形態として
「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の形成を目指す。

具体的には、グループ強化では、帳簿や活動計画の作成、経営改善や生活改善などを通じて、肉牛生
産の基盤となり、政府の初期投資支援制度（BPLM等）利用の前提でもある農家グループを安定的なも
のとしていく。BPLMは、農家グループ内で回転資金とすることを条件に3億Rp.程度をグループに贈
与しているが、農家グループは申請の条件や方法を理解していない。このため、農家グループに対し
て情報提供、申請の支援等を行っていく。

飼養管理技術のうち、乾期の飼料確保については、種畜・飼料生産牧場に乾燥に強い牧草品種を導入
して種子の増産を図るほか、乾草調製技術の開発をしていく。また、子牛哺育、繁殖管理、衛生管理
についても飼養形態別に適正な技術を開発する。加えて、ふん尿処理からたい肥を生産する技術も導
入し、牛舎の衛生状況改善、肉牛の病気予防を図ると同時に、環境への悪影響を減らし、たい肥販売
を副収入の一つとすることも目指していく。

マーケティングに関しては、ロンボク島では市場取引、スンバワ島では仲買人との間での相対取引が
行われているが、それぞれの仕組みのもとで有利な販売が行えるよう、農家グループ内にマーケティ
ング担当者を配置して市場情報を入手するほか、共同出荷も行って販売力の強化のための体制作りに
取り組む。

こうした一連の過程について、種畜・飼料生産牧場を中心に農家が導入すべき肉牛生産の方式を研
究・開発し、4ヵ所選定するモデルグループでの実証を通じて、実際の農家グループで有効に機能す
ることを検証する。

プロジェクトでは「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の有効性を実証した後、これらを普及する人
材を育成する。そのため県の普及員や農家グループのリーダーを対象に、形成された方式を研修教材
とした研修コースを種畜・飼料生産牧場で実施する。

さらに、研修を受講した農家リーダーの所属グループの中からパイロット事業対象グループを選抜
し、形成された方式の普及に努める。パイロットグループにおいては、普及員および農家リーダーが
中心となって普及活動を実施し、プロジェクトは必要に応じてこれを支援する。また普及活動の進捗



状況、課題をモニタリングし、その結果を形成された肉牛生産の方式の修正や研修内容の改善に生か
していく。

加えて、肉牛生産を通じた所得向上を図るにあたり、初期投資支援制度や肉牛流通制度に改善すべき
点があるかを検討し、改善すべき点については農業省や西ヌサテンガラ州畜産局に提言していく。

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

目標：

西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛生産を通じた所得の向上が図ら
れる。

指標：

1．パイロット事業対象の全農家グループで平均所得が貧困ラインを上回る。

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

目標：

西ヌサテンガラ州において肉牛生産農家が増加するとともに、肉牛生産農家の所得が向上する。

指標：

（プロジェクト終了5年後までに、プロジェクト開始時と比べて）

1. 西ヌサテンガラ州の肉牛生産農家数が10％増加する。
2. 西ヌサテンガラ州の肉牛生産農家の所得が20％増加する。
3. 西ヌサテンガラ州の肉牛頭数が20％増加する。

（2）成果（アウトプット）と活動

1）アウトプット、そのための活動、指標・目標値

成果1：

ロンボク島・スンバワ島それぞれに適した肉牛生産の方式（「ロンボク方式」、「スンバワ方式」）
が形成される。

活動

1．1：種畜・飼料生産牧場で肉牛生産の現状の課題に対する解決策を検討する。

1．2：実証のためのモデルグループを選定する。（注2）

1．3：解決策を種畜・飼料生産牧場で研究・開発し、モデルグループにおいて実証する。

1．4：実証された解決策を「ロンボク方式」、「スンバワ方式」として取りまとめ、州畜産局に提言
する。
（※注2）
モデルグループは、i)放牧グループ、ii)共同牛舎飼養（コロニー方式）グループ、iii)個別牛舎飼養グループ、iv)新規開始グ
ループ、の各1ヵ所ずつとし、放牧グループはスンバワ島、それ以外の3グループはロンボク島から選定する。またi)農家グ
ループメンバーの平均所得が貧困ラインを下回っている、ii)所得向上には肉牛生産がもっとも効果的である（水資源が乏しく
稲作・畑作での生産性向上が困難）、iii)農家グループの所属県の支援体制が整っている、iv)肉牛生産に必要な土地、牧草が
豊富である、v)交通アクセスに支障がない、という5条件を満たすこととする。

指標



1-1：（プロジェクト開始半年後までに）小規模肉牛生産の課題および解決策に関する報告書が作成
される。

1-2：（プロジェクト開始半年後までに）飼養タイプ別の農家グループ4ヵ所が実証のためのモデルグ
ループとして選定される。

1-3：（プロジェクト開始2年後までに）モデルグループで実証された農家グループ強化、初期投資資
金確保から、適正な飼養管理、効果的なマーケティングまでの一連の過程の課題解決策が「ロンボク
方式」、「スンバワ方式」として州畜産局に採用される。

成果2：

「ロンボク方式」「スンバワ方式」の普及のための体制が形成される。

活動

2．1：「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の技術マニュアルを作成する。

2．2：県普及員および農家グループリーダーのための研修コースを設定する。

2．3：県普及員および農家グループリーダーが効率的、効果的に普及活動を行うための普及マニュア
ルを作成する。

2．4：種畜・飼料生産牧場において県普及員および農家グループリーダーのための研修コースを実施
する。

指標

2-1：（プロジェクト開始2年後までに）「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の技術マニュアルが作
成される。

2-2：（プロジェクト開始2年後までに）「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の研修コースが設置さ
れる。

2-3：（プロジェクト開始2年後までに）「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の普及マニュアルが作
成される。

2-4：（プロジェクト開始3年半後までに）「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の研修が6回開催さ
れ、県普及員と農家グループリーダーそれぞれ90人が研修を修了する。

2-5：（プロジェクト終了までに）県普及員と農家グループリーダーそれぞれ90人が2回目の研修を
修了する。

成果3：

普及活動が実施されるとともに、「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の改善向上を図る体制が構築
される。

活動

3．1：研修を受講した農家グループリーダーの所属グループからパイロット事業対象グループを
40ヵ所選定する。

3．2：パイロット事業対象グループにおける県普及員や農家グループリーダーの活動を支援、モニタ
リングする。

3．3：モニタリング結果を種畜・飼料生産牧場に集約し、「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の改
善、および研修内容の向上に活用する。

3．4：普及活動を通じて得られた、肉牛生産を通じた所得向上のために改善が必要な事項を中央、
州、県の関係機関に提言する。

指標



3-1：（プロジェクト開始3年後までに）パイロット事業対象グループ40ヵ所が選定される。

3-2：（プロジェクト開始4年後までに）普及活動のモニタリング報告書が作成される。

3-2：（プロジェクト終了までに）パイロットグループの農家の80％が「ロンボク方式」または「ス
ンバワ方式」に従って肉牛生産を実施する。

3-3：（プロジェクト終了までに）初期投資支援制度、肉牛流通制度など肉牛生産振興のため改善が
必要な事項に関して、中央、州、県の関係機関への提言が行われる。

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額約4億円）

専門家派遣：
（長期3名）チーフアドバイザー／肉牛生産普及、業務調整／農民組織強化、肉牛生産技
術
（短期3～5名／年）飼料生産、農家経営改善等、必要に応じて

供与機材：研修用機器等
研修員受け入れ
その他：研修コストの一部負担等

2）インドネシア国側

カウンターパート人件費、施設・土地、その他

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）上位目標達成のための外部条件：

西ヌサテンガラ州の肉牛生産振興政策が持続する。

2）プロジェクト目標達成のための外部条件：

肉牛の価格が暴落しない。

3）成果達成のための外部条件：

カウンターパート他関係者がプロジェクトにとどまる。
災害、異常気象や家畜疾病流行が起こらない。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本プロジェクトは以下の理由から妥当性は高いと判断できる。

西ヌサテンガラ州はインドネシア国の最貧州の一つであり、本プロジェクトは格差是正をうたっ
たインドネシア国の国家中期開発計画と整合している。また貧困削減の観点は、日本の国別援助
計画・国別事業実施計画とも整合している。
西ヌサテンガラ州では、かんがい可能な地域が限られていることから、稲作や畑作による収入増
加には限界があり、肉牛生産が現実的な所得向上手段である。このため州の畜産局は、在来種の
バリ牛を活用した畜産業の振興によって農家の収入の向上を目指すとする畜産開発政策を立てて
おり、本プロジェクトの方向性と一致している。
バリ牛は暑さや風土病への抵抗力が高いうえ、粗飼料にも耐え繁殖性も優れている。また西ヌサ
テンガラ州には傾斜地などに未利用の天然草地が豊富に残されている。こうしたポテンシャルを
生かすことで農家の所得向上は十分見込まれ、肉牛生産の強化は、西ヌサテンガラ州小規模農家
の貧困問題への対応策として適切である。
本プロジェクトは西ヌサテンガラ州政府職員を主なカウンターパートとして肉牛生産の振興を通



じたキャパシティディベロップメントに取り組むものであり、インドネシア国で進展する地方分
権化の流れにも沿い、国および地域のニーズと合致している。
西ヌサテンガラ州で実施中のJBIC「小規模かんがい管理事業」および技術協力プロジェクト「持
続的沿岸漁業振興計画」と補完的に組み合わさり、同州農漁村部の貧困削減に貢献する。

（2）有効性

本プロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。

プロジェクト目標「西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛生産を
通じた所得の向上が図られる」を達成するための成果として、「ロンボク方式」、「スンバワ方
式」を形成した上で普及人材を育成し、パイロットグループで普及させていくという種畜・飼料
生産牧場から現場までのアプローチが設定され、さらに肉牛生産による所得向上のための制度改
善の提言も盛り込まれており、プロジェクト目標達成のため十分な計画である。
西ヌサテンガラ州で生産された肉牛の多くは、生体のまま海路、陸路でジャカルタなどの大都市
近郊に運ばれ消費されているが、現状の輸送量は最大輸送能力の32％までしか使用されておら
ず、生産増加にも十分対応できる。また同州の肉牛飼養頭数は、インドネシア国全体の3.5％で
あるため、同州の肉牛頭数の増加による供給過剰、価格低下のリスクは低く、肉牛販売による所
得向上が望める。

（3）効率性

本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。

農家の初期投資資金については、インドネシアの既存の農家支援制度（BPLM等）の運用改善で
対応することにしており、また2KR見返り資金の活用も期待できることから、日本側からの投入
を抑えることができる。支援制度に関しては、普及員が、申込みや運用計画立案を農家グループ
に指導していくことで、効果的な運用が期待され、以後の農家グループの利用機会増加と制度の
安定性向上が見込まれる。
人工授精などの過去のプロジェクトで移転済みの技術に関しては、インドネシア人専門家の派遣
を予定しており、効率的な投入で成果達成を見込むことができる。

（4）インパクト

本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。

「ロンボク方式」、「スンバワ方式」が州畜産局に採用されることによって、西ヌサテンガラ州
政府がプロジェクトの効果・便益を継続させることが見込まれ、上位目標の達成可能性は高い。
小規模農家の所得が向上することで、将来の開発の担い手である子どもの高等教育の機会が増加
する。実際にJBICのかんがい事業裨益地では、こうした効果が現れている。

（5）自立発展性

以下のとおり、本プロジェクトによる効果は、インドネシア国政府によりプロジェクト終了後も継続
されるものと見込まれる。

政策・制度面

インドネシア側の政策とプロジェクトの整合性が高く、またプロジェクト成果として「ロンボク
方式」、「スンバワ方式」を西ヌサテンガラ州政府内に定着させることから、継続性は高い。
インドネシア国の牛肉自給率は実質71％であるが、政府は国内生産の増加で輸入を代替し自給
達成することを目指しており、プロジェクト終了後も国産牛肉の需要は継続することが見込まれ
る。

組織・財政面

本プロジェクトでは、西ヌサテンガラ州政府のキャパシティディベロップメントによって、課題
認識・解決能力向上を行っていくことから、協力終了後も効果的な活動を継続するための人材配



置や予算措置が見込まれる。
初期投資支援制度に関しては、BPLMなど既存の制度および2KR見返り資金といったインドネシ
ア側の仕組みを活用することにしており、持続性は高い。

技術面

肉牛生産技術に関しては、本プロジェクトは既存の技術を小規模農家に適したものに改善するこ
とにしており、地方政府、農家とも十分受容できるものである。
本プロジェクトでは、肉牛生産技術の改善、普及に加え、農家グループ自体の強化を盛り込んで
おり、農家グループの活動は十分継続されると見込まれる。また村落開発関連の青年海外協力隊
員の派遣と組み合わせることで、継続性がさらに高まり、より高い自立発展性を持つことが期待
される。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

（1）貧困

本プロジェクトは、貧困ラインを下回る小規模農家の所得向上を目標にしており、モデルグループで
の実証やパイロット事業対象グループでの普及活動の実施といった貧困層に直接裨益する活動を含ん
でいる。小規模農家の所得向上は、インドネシア国のPRSP（貧困削減戦略文書）の目標「貧困ライン
以下人口の減少」達成にも寄与する。

（2）ジェンダー

西ヌサテンガラ州の農村部では、グループの意思決定や部外者への応対を男性だけで行っていること
が多い。本プロジェクトでは、農家グループの組織強化にあたり女性部を設け、活動計画立案の際な
どに女性の意見が反映されるよう配慮を求めていく。

（3）環境

プロジェクトでは肉牛のふん尿を活用し堆肥作り指導にも取り組むことから、河川へのふん尿廃棄は
減少し環境面で好影響を与えると見込まれる。

（4）人間の安全保障

以下の通り、人間の安全保障の視点を踏まえた事業となっている。

小規模農家に確実に届く援助：「ロンボク方式」、「スンバワ方式」の形成にあたっては、実際
の農家グループで実証を行って有効性を確認する。また、普及員や農家リーダーを研修で育成し
たのちパイロットグループまでの普及を目指す計画で小規模農家に確実に届く事業となってい
る。
政府レベル、農家グループレベル、双方へのアプローチ：行政と農家グループ双方の能力強化、
および両者のコミュニケーション向上に取り組み、持続性の高い事業となっている。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

肉牛生産技術に関しては、「インドネシア国酪農技術改善計画」で粗飼料生産技術や中核農家の活用
手法が、また「インドネシア国家畜人工授精センター強化計画」において普及員の技術力向上が取り
組まれた。また農家グループ活動の強化に関しては「インドネシア国スラウェシ貧困対策支援村落開
発計画」において住民自らの行動計画作成をプロジェクトが支援し、行政の政策へ結びつけることで
成果を上げた。

本プロジェクトの枠組みは上記各プロジェクトの経験を生かし、確実に小規模農家の所得向上を図れ
るようプロジェクト内容を定めている。

8．今後の評価計画

中間評価：プロジェクト開始後2年半経過時点（中間時点）



終了時評価：プロジェクト終了半年前


