
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

担当部・課：バングラデシュ事務所

1．案件名

小規模養鶏技術普及計画

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、バングラデシュ畜産試験場（BLRI）における経済的かつ衛生的な養鶏技術の開
発、検証、及び普及員への技術提供体制の強化を通じて、小規模養鶏農家の経営改善や生計向上に貢
献することが期待されるプロジェクトである。

本プロジェクトでは、フェーズ1及びフォローアップ協力によって蓄積されてきた現地人材を活用
し、畜産普及局（DLS）やNGOなどの普及員に対して研修を実施し、BLRIが開発した技術が小規模養
鶏農家に効果的に普及するための体制を整備・強化する。

（2）協力期間

2006年10月～2011年9月（5年間）

（開始から3年間を実施段階、残り2年間をモニタリング段階とする。）

（3）協力総額（日本側）

約2.8億円

（4）協力相手先機関

実施機関：バングラデシュ畜産試験場（Bangladesh Livestock Research Institute ： BLRI）

協力機関：畜産普及局（Department of Livestock Service： DLS）

（5）国内協力機関

農林水産省、独立行政法人家畜改良センター

（6）裨益対象者及び規模、等

BLRI技術者：

BLRI本部の養鶏部門における正規職員11名、プロジェクト雇用職員58名

畜産普及局（DLS）・NGO普及関係者：

約200名（実証地域12箇所の県・郡畜産普及員及びNGO関係者）

モデル農家：

約2,200軒（実証地域12箇所の農家）

裨益農家：

約10,000軒（フェーズ1の実績から各実証地域でモデル農家数の5倍程度に波及すると仮定）

3．協力の必要性・位置づけ

（1）現状及び問題点



バングラデシュ国（以下「バ国」）では、貧困層の約80％が農村部に居住しており、全就労人口の約
3分の2が農林水産業に従事している。農業・農村開発分野は、バ国の貧困削減戦略文書（PRSP）に
おいて早期貧困削減のための最優先分野とされており、このうち養鶏・酪農は年率10％前後の成長を
続けている産業として、その重要性が指摘されている。

養鶏業の利点としては、小規模農家が少ない投資で短期間に肉・卵の動物蛋白源を生産でき、かつ現
金収入や雇用機会の創出が容易であることが挙げられる。一方で、養鶏生産（肉・卵）の大半が家族
単位の小規模な生産であるため大消費地への安定的な供給が困難であり、また、不適切な飼養・衛生
管理も相まって生産性が極めて低い。したがって、養鶏業の振興にあたっては、これら小規模農家に
適した家禽の飼養管理技術の開発・普及が急務である。

このような状況の中、JICAは、技術協力プロジェクト「家禽管理技術改良計画」（以下フェーズ1）
を1997年から2002年まで実施し、バングラデシュ畜産試験場（BLRI）に対して、飼養管理技術、鶏
病予防、小規模養鶏に適した品種創生に必要な技術移転を行った。さらに、フォローアップ専門家を
2003～2005年に派遣し、小規模養鶏技術の普及と鶏病対策に関する技術支援を実施した。これらに
より、BLRIで開発した技術が小規模農家においても有効であることが確認された。しかしながら、本
プロジェクトで移転した技術の普及対象はある程度の経済基盤を有する農家であり、バ国全土への普
及という点に鑑みると技術改善に向けて更なる研究が必要である。したがって、バ国は、フェーズ1
で確立された小規模農家向け養鶏技術をより貧困層に波及させることを念頭に新規のプロジェクトを
計画し、我が国に技術支援を要請した。

他方、バ国においては、世界的な流行が懸念されている鳥インフルエンザについて関係政府機関、ド
ナー、生産者の関心が高まっている。バ国の鳥インフルエンザ緊急対応活動計画においてBLRIは国内
レファレンス・ラボとしての役割が期待されており、小規模養鶏農家向けの適正な養鶏技術の開発・
検証に加え、農家のリスクを軽減するために農家に対する啓蒙活動や衛生管理指導を適切に行うとと
もに鶏病検査体制を早急に強化していくことが求められている。

（2）相手国政府国家政策上の位置づけ

貧困削減戦略ペーパー（PRSP）では、早期の貧困削減に必要な食糧安全保障と高度経済成長を確保す
る上で農業・農村開発セクターは最も戦略的に重要であり、1）主要作物（穀物）の増加、2）高付加
価値非穀物（野菜・果物）への多様化、3）非作物農業（漁業、養鶏、畜産）の開発、4）非農業活動
（建設、輸送、サービス）の推進、の4点が同セクターの重点分野として掲げられている。

このうち、畜産及び養鶏分野に関しては、早期の貧困削減のための可能性を有する有望なセクターと
されており、課題として、品種の不足や不十分な飼料・衛生・飼養管理に起因する生産性の低さが指
摘されている。

（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づけ（プログラムにおける位置づ
け）

日本の対バ国別援助計画（2005年）では、経済成長、社会開発と人間の安全保障、ガバナンスの3点
を重点目標として掲げており、このうち経済成長分野において、「経済成長を下支えするとともに、
貧困層雇用の確保といった観点からも重要な農業・農村開発を支援していく」と農業支援の方向性が
打ち出されている。また、日本の農業・農村開発セクター援助方針及びJICA国別事業実施計画では
「所得・生産性の向上」「農村基盤整備」「ローカルガバナンス・住民エンパワメント」の3コン
ポーネントを支援することとしており、このうち「所得・生産性の向上」では、「農家の所得向上の
みならず、農外収入や非農家（土地なし貧困層など）にも収入の機会が与えられる必要」とされてい
る。

本プロジェクトは、広い敷地を必要とせず、小規模農家が少ない投資で短期間に現金収入や雇用創出
が見込まれる養鶏業を支援するものであり、土地なし層や女性を含めた貧困層に対するインパクトが
期待されている。

4．協力の枠組み

〔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：

BLRIの能力向上を通じて、経済的かつ衛生的な小規模養鶏飼育・管理技術が小規模養鶏農家に普及す
る体制が確立する。

指標：

BLRIが開発した養鶏技術を導入した農家数

BLRIで開発した養鶏技術を導入した外部機関の数（いずれの指標もプロジェクト中間評価の時期に目
標値を決定予定）

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：

BLRIで開発した養鶏技術を導入した農家の生計が向上する。

指標：

農家の年間収入が増加する。（中間評価の時期に目標値を決定予定）

（2）成果（アウトプット）と活動

1）成果1：養鶏技術パッケージの開発・検証体制が改善される。

活動：

1-1 現行パッケージのレビュー、課題抽出

1-2 対象地域の自然条件等のデータ分析

1-3 飼養・衛生管理技術の改善

1-4 飼料原料評価・低価格飼料開発

1-5 経営リスク（価格変動・鶏病等）軽減策の策定

1-6 BLRIの診断能力向上

1-7 農家の疾病対応能力強化のための地方ラボ支援

1-8 サブサイトごとの養鶏技術パッケージ開発

指標：

飼育改善マニュアルが作成される

サブサイトごとの飼料の原料評価がなされる

サブサイトごとの飼料配合設計が開発される

養鶏技術パッケージの費用対効果分析結果

経営リスク軽減策が提示される

鶏病診断ラボの検査能力（項目・件数）が向上する

2）成果2：適正な養鶏技術を習得した普及員・技術者が育成される。

活動：



2-1 研修マニュアルのレビュー・改訂

2-2 研修カリキュラム・モジュール、研修教材の開発

2-3 農家向け研修素材の検討、作成

2-4 ステークホルダー（畜産普及局（DLS）／NGO／農家）に対する研修の実施

2-5 外部機関（畜産普及局（DLS）／NGO／ドナー）が実施する研修の支援

2-6 研修結果のモニタリング・評価

指標：

作成された研修マニュアルの数

研修実施回数（導入研修・上級者向け研修）

研修受講者数

研修後のパフォーマンス評価が実施される

3）成果3：養鶏技術の普及体制が整備される。

活動：

3-1 現行普及体制のレビュー

3-2 普及ネットワーク（モニタリング体制含む）の確立

3-3 BLRIラボ及び地方ラボの連携強化

3-4 農家に対する衛生管理指導

3-5 鶏病対策に係る啓蒙普及活動

3-6 農家に対する経営リスク管理指導

3-7 実証事例の蓄積・研修へのフィードバック

3-8 小規模養鶏技術に関するセミナー・ワークショップの開催

3-9 プロジェクト活動の対外的発信

指標：

サブサイトの農家に対してBLRIの養鶏技術が導入される

サブサイトから提出された定期報告書の数

実証事例が取りまとめられる

鳥インフルエンザを含む鶏病に関する農家の意識が向上する

農家への初期投資手当のための継続的支援策を提示される

実施されたセミナー・ワークショップ数

（3）投入（インプット）

1 日本側（総額約2.8億円）

1. 1）長期専門家（派遣期間3年）
チーフアドバイザー／業務調整

2. 短期専門家
必要に応じて派遣（飼養・衛生管理、飼料分析、研修運営管理等）

3. 研修員受入れ
必要に応じて実施（鶏病診断、養鶏農家経営等）



4. 機材供与：ラボ用機材
5. 在外事業強化費：研修経費、鶏病ラボ試薬・消耗品、広報費、施設整備費など

2 バングラデシュ国側（総額約2.3億円）

1. カウンターパート人件費
2. 施設・土地手配
3. プロジェクト活動費

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）前提条件

カウンターパート配置に関するバ側予算が確保される。

2）成果達成のための外部条件

養鶏政策に大きな変更が無い。

3）プロジェクト目標達成のための外部条件

重大な鶏病が発生しない。
投入財（ワクチン・雛・飼料）の価格に大きな変動が無い。

4）上位目標達成に対する外部条件

卵・肉の消費量が大きく減少しない。
鳥の価格が下落しない。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性：きわめて高い

バ国国家政策との整合性
PRSPでは農業・農村開発セクターが重要分野として掲げられており、中でも非作物農業として
の養鶏は貧困削減のための可能性を有するセクターとして期待されている。したがって、本プロ
ジェクトの目標及び活動内容はバ国政府の政策と合致しており、高い整合性があると判断され
る。
国別援助計画との整合性
JICAは対バ援助重点分野を9分野に絞り込んでおり、そのうち本プロジェクトは「農業・農村開
発」分野に該当する。
鳥インフルエンザ対策にかかるバ国国家政策との整合性
本プロジェクトでは、鳥インフルエンザを含むBLRIの鶏病検査能力を向上させるとともに、農家
に対する衛生・飼養管理指導を通じてリスク軽減を図る。鳥インフルエンザに関するバ国の国家
政策「National Avian Influenza and Human Pandemic Influenza Preparedness and Response
Plan 2006-2008」においてもBLRIはレファレンス・ラボとしての機能を期待されており、本
プロジェクトにおけるBLRI支援と整合性がある。

（2）有効性（目標達成の見込み）：高い

3つの成果、すなわち1）養鶏技術パッケージの開発・検証体制が改善される、2）適正な養鶏技
術を習得した普及員が育成される、3）養鶏技術の普及体制が整備される、の相乗により、プロ
ジェクト目標が達成されることになる。
養鶏技術の波及に際しては、技術開発・検証のみならず、農家のリスク軽減が不可欠であ
る。BLRIはリスク軽減を含めた研究機関としての機能を果たすことが期待されるとともに、研修
を通じて研究成果が普及員に移転されることによって、小規模養鶏農家に経済的・衛生的な技術
が提供されることになる。したがって、プロジェクト目標達成のために掲げられている成果は適
切と判断される。



（3）効率性：高い

本プロジェクトでは、過去のJICA技術協力「家禽管理技術改良計画（フェーズ1）」の知識と経
験の蓄積から、現地人材を最大限活用することによって投入を絞り込んでいる。特に最初の3年
間を実施段階、あとの2年間をモニタリング段階と位置づけ、日本側投入のスリム化を図りなが
ら自立発展性を養いつつ、技術面でのフォローを行っていく。
直接の対象となるモデル農家は2,200軒であり、フェーズ1の実績から約10,000軒の農家に技
術が波及することが期待されている。また、畜産普及局（DLS）やNGOなどの普及員200名に対
しても継続的に研修を実施し、さらなる技術の波及・裾野の拡大を図る。したがって、裨益者一
人当たりのコストは23,000円程度と見込まれるのに対し、ブロイラー農家1軒の年間売上が
40,000円程度と見込まれるため、費用対効果も高いと言える。

（4）インパクト：比較的高い

因果関係
本協力の上位目標である「BLRIで開発した養鶏技術を導入した農家の生計が向上する」状態は、
プロジェクト目標「BLRIで開発した経済的かつ衛生的な小規模養鶏飼育・管理技術が小規模養鶏
農家に波及する」ことで発現が見込まれる。
政策的・制度的インパクト
本プロジェクトでは全国12箇所の実証地域で技術提供及び農家支援を行うため、現場での衛
生・飼養管理指導を通じてBLRIと畜産普及局（DLS）の協力関係が強化される。
経済的・社会的インパクト
養鶏業は主に女性が従事する職業として注目されており、女性の機会向上や社会参加への促進が
期待される。また、養鶏業は広い敷地を必要としないため、土地なし層などの貧困層に対しても
雇用機会を促進する可能性がある。その他、鶏舎維持のための労働者雇用も期待される。
技術的インパクト
本プロジェクトを通じてBLRIが研究成果の実証を一定規模で実施できるため、BLRIの研究活動
がフィールドで認知されることが期待される。
ネガティブインパクト
鳥インフルエンザなど重大疾病が発生した場合、風評被害を含めたネガティブインパクトが発現
する可能性がある。このため、本プロジェクトでは対象農家に対する衛生・飼養管理指導に重点
を置き、ネガティブインパクトの軽減に向けた取り組みを行う。

（5）自立発展性：やや高い

政策・制度面
養鶏業は1990年代に年率約6.7％の成長率を示しており、養鶏を重視する政策は当面変更がな
いものと考えられる。ただし、鳥インフルエンザなど重大疾病が発生した場合は政策変更の可能
性もあるため、本プロジェクトを通じて衛生的な養鶏技術をBLRIが習得・徹底していく必要があ
る。
組織・財政面
現時点で将来にわたる財政的側面の見通しを判断することは困難であるが、将来的には予算・人
員の経常化も検討しつつ自立発展性を考慮する必要がある。
技術面
フォローアップ協力終了後も、BLRIは独自に活動を継続しており機材や施設の管理状況も良好で
あることから、プロジェクト終了後も活動を継続することは可能である。また、本案件の対象と
なる12箇所の実証地域においてBLRIの技術の有効性が実証されれば、他地域への導入も検討さ
れる可能性がある。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本プロジェクトでは、比較的少ない投資で短期間に現金収入や雇用創出が見込まれる養鶏業を支
援するものであり、直接的に貧困削減に貢献することが期待される。
全国12箇所の実証地域においては、女性の養鶏業参加を促進するとともに、女性グループや組



合の形成を通じて女性の活動を支援する。
青年開発省では、債務削減相当資金にて養鶏廃棄物を利用したバイオガスプラントを設立計画中
である。本案件と連携することにより、環境面に配慮した資源の創出が期待できる。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

類似の研究機関に対する支援として、「バングラデシュ農業大学院計画」（フェーズ1、2：1985～
1995、アフターケア：1995～1999）が挙げられる。同案件では、一定の研究成果を挙げた一方
で、農民や農業関係者への普及を協力内容に含めることが重要との指摘がなされている。本案件で
は、全国12箇所の実証地域においてBLRIが直接技術普及（実証）に携わるとともに、畜産普及局
（DLS）やNGOなどの普及関係者に対する研修を通じて、普及関連機関の巻き込みを協力内容に盛り
込み、研究成果の波及に努める。

8．今後の評価計画

中間評価：プロジェクト開始の2年後
終了時評価：プロジェクト終了の半年前
事後評価：プロジェクト終了後3年を目処に実施


