
終了時評価調査結果要約表  

１. 案件の概要 

国名：ネパール 案件名：農業研修普及計画改善プロジェクト 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA ネパール事務所 協力金額 (評価時点)：約 3.6 億円 

先方関係機関：農業協同組合省（MOAC）農業局

(DOA) 協力期間 2004 年 1 月から 2009 年 1 月

日本国側協力機関：農林水産省 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ネパール国においては、実質労働人口（10歳以上）の約66％が農業に従事し、GDPの約

40％を農業に依存している。このため、貧困削減の手段として農業振興は必要不可欠と考

えられている。  

しかしながら、ヒマラヤ山系を後背地にもつ山岳地域から、インドと国境を接するタラ

イ平野等、多様な地勢環境のために人口が分散している中、道路や灌漑施設等のインフラ

整備が不十分で、普及員の絶対数も限られているため、農家に対する支援は限定的なもの

に留まっている。また、普及事業を実施する郡農業開発事務所職員及びその傘下の普及員

は、農家が必要とする技術的ニーズに十分に対応できていないため、農家の満足度はかな

り低いという実態が報告されている。  

このような背景下、ネパール国政府は、世界銀行の支援による「農業研究及び普及改善

プロジェクト」において、試験研究部門における農民のニーズを取り入れた現場型試験研

究の推進と、これに必要な組織改革の実施、普及部門における農業普及の地方分権化によ

るシステム改善を実施している。一方、2000年には日本国政府に対して、現場農家のニー

ズを満たす普及員の能力向上を主たる目的とした、「農業研修普及改善計画」の実施要請

を提出した。この要請を受けて、独立行政法人国際協力機構（以下、JICA）は、2002年か

ら2003年にかけて3回にわたる事前評価を実施し、プロジェクト対象郡における農業研修

及び普及サービスを、農家ニーズに即した実践的なものに改善することを目標とする「農

業研修普及改善計画：Agricultural Training and Extension Improvement Project（以下、

ATEIP）」の実施について、2003年11月にネパール国政府農業・協同組合省（Ministry of 

Agriculture and Cooperatives：以下、MOAC）農業局（Department of Agriculture：以下、DOA）

を実施機関とする討議議事録（以下、R/D）に署名し、翌2004年1月9日から5年間のプロジ

ェクトを開始した。  

本プロジェクトの活動は、カトマンズ市近郊のプロジェクト事務所を拠点とし、ラスワ、

ヌワコット、ダディン、シンドパルチョーク、マクワンプールの5郡において、郡農業事

務所（District Agricultural Development Office：以下、DADO）職員及び普及員（ Junior 

Technician：JT） /普及員補（ Junior Technical Assistant：JTA）（以下、JT/JTA）に対する研

修の実施、普及員の技術向上の場としての、研修・展示圃場（Training and Demonstration 

Farm：以下、T/Dファーム）活動の実施、普及モデル農家（Extension Model Farmers：以下、
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E/M 農家）の育成、農業開発委員会（Agricultural Development Committee：以下、ADC）

の組織化と指導、そしてこれら活動の計画・評価段階におけるステークホルダー間の連携

強化等の活動を行っている。  

本プロジェクトは、2009年1月に終了する予定であるところ、相手国政府関係者とこれ

までの実績を確認し、評価5項目の観点から評価を行い、残り期間及び終了後に向けた活

動に関する提言や、得られた教訓等を取りまとめることを目的として、終了時評価調査団

を派遣した。  

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

・改善された農業サービス提供システムが、他地域でも実践される。  

・プロジェクト対象 5 郡において、農家の農業活動が改善する。  

（2）プロジェクト目標 

プロジェクト対象 5 郡において、農業研修及び普及を通じて、農業サービス提供シ

ステムが改善される。  

（3）成果 

1. 実践的研修が普及員及び農家に与えられる。  

2. 農家ニーズに基づく普及サービスが農家に提供される。  

3. 農業開発に係る異なるサービス提供者の活動が調整・促進される。  

 

（4）投入 

日本国側：  

専門家派遣：  計 9 人（149.66 人 /月）  

研修員受入：  計 14 人  

機材供与：   視聴覚機材等 800 万円程度を供与  

ネパール国側：   

カウンターパート（以下、C/P）：MOAC, DOA の 4 人を中心に、対象 5 郡の DADO

技官、 JT/JTA がプロジェクト活動に参加。  

ローカルコスト：  KR2 見返り資金から 300 万円程度を拠出  

その他：  DOA の施設や設備他  

 ２. 評価調査団の概要 

調査者  日本国側  

団長 /総括 福田 義夫   JICA ネパール事務所 次長  

農業普及   鈴木  俊    東京農業大学国際食料情報学部  

国際農業開発学科 教授  

計画管理   樅田 泰明   JICA ネパール事務所 所員  

評価分析   大石 美佐   国際航業株式会社  海外事業部  コンサルタント  

 

ネパール国側  

団  長   Mr. Rajendra Prasad Adhikari, Senior Agricultural Economist, MOAC 
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団  員   Mr. Sanjay Verma, Agricultural Economist, MOAC 

団  員   Ms.Bina Chitrakar, Agricultural Economist, DOA, MOAC 

調査期間：2008 年 5 月 5 日～2008 年 5 月 22 日  評価種類：終了時評価  

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標  

終了時評価に際して、以下の6カテゴリーのいずれかに属する農業従事者・農家を「プ

ロジェクト活動にアクセス可能な農家」とみなし、少なくとも100人（各郡から20人）

にインタビューを行い関連指標をとることとした。  

1) ADC 1 メンバー  

2) ADCに対して行った研修の受講者  

3) マイクロ･プロジェクト 2の受益者 

4) T/Dファーム協力農家 3 

5) E/M農家 4 

6) T/Dファーム活動、E/M農家活動の一環として実施されたフィールド･デイ参加者

 

指標 1 プロジェクト活動にアクセス可能な農家の 70％が、提供された農業研修、普及

活動に満足する。  

実際には 118 人を対象にインタビューを実施し、内 102 人（86％）は提供された農業

研修、普及活動に満足と回答している。  

 

指標 2 プロジェクト活動にアクセス可能な農家の 70％が、提供された農業研修、普及

活動の改善を認める。  

成果 2 の指標 2.5 と同じ 118 人を対象に実施したインタビュー調査の結果、106 人

（90％）は、提供された農業研修、普及活動の改善を認めると回答している。  

 

上記 2 つの指標の良好な達成状況に加え、インタビューを行った多くの農業従事者

                                                  
1 ADC とは、農業開発活動に資する住民組織であり、村落開発委員会（以下、VDC ; Village Development 

Committee:行政村）を単位に結成される。VDC の各ワード（Ward:地区）から、各 2 人の委員が選出され 18
人で ADC を構成する。ADC に対しては、住民組織化やグループ運営に係る研修を実施するとともに、ADC
を通じて農民ニーズの集約化を図り、DADO の実施する農業普及サービスの改善に反映することを目指し

ている。  
2 ADC 関連の活動として、2007 年 1 月頃より開始された小規模プロジェクト。対象地域の農業振興を目指し、

5 万 NRs を上限に事業経費の一部をプロジェクトが支援し、残りを住民が負担・調達するというものであ

る。現在までに行われたマイクロ・プロジェクトとしては、小規模灌漑などのコミュニティ・インフラの

整備や農業研修などがある。 2007 年度にはプロジェクト本来の予算に加え、平和構築に係る予算が上積み

され、マイクロ・プロジェクトに利用された。  
3 T/D ファーム活動のために、農地を提供してくれた協力農家を指す。T/D ファーム活動とは、普及員が栽

培技術のイロハを農家から学ぶ場として実施された活動である。T/D ファームでは、普及員が地元の栽培状

況から、特定の作物（カリフラワー、オクラ、インゲン等）を協力農家と相談・決定し、研修計画を立案

する。その後、計画に基づき、栽培を実施する。栽培研修期間中は 1 週間に 1 回以上、協力農家を訪問し、

自身が作業を行うことを義務付けている。栽培期間の終了時には、フィールド・デイを開催し、郡内の同

僚普及員や近隣農家に対して、成果を公開する。  
4 栽培技術の研修から一歩踏み込んで農家経営、マーケティング活動等について、普及員と農家が学ぶ機会

を提供している。このような協力農家を E/M 農家として契約を結び、普及員とともに学んだことを近隣農

家に対しても提供することで、モデル農家として普及活動の一翼を担うことが期待されている。  
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が、プロジェクト活動を通して JT/JTA と緊密な情報交換が出来るようになり、優良品

種や土壌整備、肥料等に関する情報、DADO の行うプログラムの情報等、有益な情報が

得られるようになったと回答しており、プロジェクト目標は概ね達成されたといえる。

 

(2) 成果  

1) プロジェクトでは、現在までに 5 回の DADO 技官に対するネパール国内研修を実施

しており、平均では DADO 技官一人当たり 3.67 回の研修機会を得ているといえる。ま

た、インド、バングラディシュへの視察や本邦研修に参加している DADO 技官も多く、

彼らは十分な研修機会を与えられたと言える。これらの機会を通じて、DADO 技官の

能力は向上していると考えられ、実際に 16 人の DADO 技官への質問票調査の結果、

16 人全員が自身の計画立案、JT/JTA に対する指導、運営・モニタリング能力が向上し

たと回答している。プロジェクトでは、 JT/JTA に対するネパール国内研修にも力を入

れており、現在までに延べ 18 回の研修が実施され、 JT/JTA 一人当たり平均 5.16 回の

研修参加機会を得ている。加えて、インドにおける第三国研修なども実施されており、

62 人の JT/JTA がインドでの研修に参加する機会を得ている。また、 JT/JTA は、T/D

ファーム活動と呼ばれる実地訓練の貴重な機会を通して、農民に対する実践的指導も

行っている。対象 5 郡には 86 人の JT/JTA がいるが、終了時評価の時点で T/D ファー

ム活動に従事している JT/JTA の数は、71 人にのぼっている。このように、DADO 技官、

JT/JTA の能力向上の機会は充分与えられており、成果 1 は概ね達成されたといえる。

 

2) JT/JTA に対する質問票調査では、回答者全員が農家への普及活動が改善したと回答

している。また、118 人の農業従事者を対象としたインタビューにおいても、113 人 (96%)

が JT/JTA の能力向上を認めると回答していることからも、成果 2 の「農家ニーズに基

づく普及サービスが農家に提供される」は、概ね達成されたといえる。加えて、プロ

ジェクトでは現在までに設立された 33E/M 農家、33ADC を中心に営農活動や地域農業

開発活動も行っている。ADC 活動の一環としては、対象地域の農業振興を目指し、 5

万 NRs を上限に事業経費の一部をプロジェクトが支援し、残りを住民が負担・調達す

るというマイクロ・プロジェクトを実施している。現在までに 53 件のマイクロ・プロ

ジェクトが実施中、あるいは実施済みである。マイクロ・プロジェクトの内訳は、小

規模灌漑 (33 件 )が最も多く、野菜研修 (14 件 )等と続く。プロジェクトでは、ADC 自ら

のイニシアチブで、他の関係機関とも連携し、事業を実施することを推奨しているが、

実際既に、郡開発委員会（以下、DDC)、VDC、土壌保全事務所、DADO、地域の NGO

といったパートナー機関を見つけ、15 の ADC が 16 のマイクロ・プロジェクトを他機

関と共同で実施している。このように成果 2 の達成状況も良好といえる。  

 

3) プロジェクト対象 5 郡すべてで、コーディネーション・ワークショップが開催され

ている。DADO、DDC、VDC、他の政府関連機関、NGO、協同組合や ADC の代表、E/M

農家が参加して実施された当該ワークショップでは、活動の成果や ADC 活動、E/M 農

家活動に関しての情報共有が行われ、郡レベルの調整が行われたといえる。また、プ

iv 



ロジェクトでは、2008 年 3 月 17 日に成果共有ワークショップも開催している。同ワ

ークショップには、DOA 幹部職員、対象 5 郡の DADO 技官や JT/JTA といった主要ス

テークホルダー98 人が参加している。加えて、プロジェクトでは、T/D ファーム活動

に関するビデオドキュメンタリー作成等を行い、広く広報活動を展開しており、プロ

ジェクト終了までに、さらに、農業普及員のコミュニティ開発テキストブック、営農・

マーケティングに関する研修教材、E/M 農家活動における営農改善の優良事例集、E/M

農家活動・ADC 活動に関するビデオドキュメンタリーを作成し、JT/JTA を含む主要ス

テークホルダーに配布・広報を行う予定である。このように、成果 3 の達成状況も良

好であり、農業開発に係る異なるサービス提供者の活動が調整・促進されたといえる。

 

３-２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性  

ネパール国の「農業展望計画（Agricultural Perspective Plan）1995～2015」、「国家農業

政策（National Agriculture Policy）（2004 年制定）」や「第 10 次 5 カ年計画（10th Five Year 

Plan） ,2002～2007 年」、その後の「3 カ年計画（Three Year Interim Plan）」において、農

業生産性の向上による農業セクターの成長促進、同セクターの成長による貧困削減と雇

用創出、高付加価値農産物の導入による農業多角化の重要性等が明記されており、その

手段の一つとして、農民のニーズに即した農業技術の確立と効果的な普及が提言されて

いる。  

ネパール国においては、実質労働人口の 66％が農業に従事し、GDP の 33％を農業に

依存している。農業は国家・地域開発の基盤とも言え、先述のとおり、農業分野の政策

も多く策定されている。さらに、 2007 年に制定された「国家農業普及戦略（National 

Agricultural Extension Strategy）」においては、本プロジェクトが対象としている JT/JTA

を ”Frontline Extension Workers”と名付け、JT/JTA の能力向上が農業生産性の向上には不

可欠としている。この戦略を受け、農業研修・普及活動の推進を重要な業務とする DOA

でも、それらの活動の改善が強く求められている。  

また、我が国のネパール国に対する ODA 基本方針は、貧困削減、人間の安全保障、

民主化・平和構築等を重視しており、社会セクター改善、農業開発、経済基盤整備、人

的資源開発、環境保全の 5 分野を重点分野としている。加えて、 JICA の国別事業実施

計画（2003 年度）では、支援優先 5 分野の一つとして、「農業生産及び収入の増大によ

る生活水準の向上」が掲げられ、農業生産拡大のための普及体制の改善が課題となって

いる。このように、協力内容は、C/P 機関のニーズだけでなくネパール国社会全体のニ

ーズ、日本国の援助政策にも合致した妥当性の高いものであったといえる。  

  

(2) 有効性 

本プロジェクトの成果は 3 項目にまとめられているものの、この成果に含まれる内容

は、DADO 技官に対する研修の実施、 JT/JTA に対する研修の実施、第三国研修の実施、

T/D ファーム活動や E/M 農家活動の実施、ADC の設立とその活動支援（マイクロ・プ

ロジェクトを含む）と、多くの重要な活動を含む包括的なものとなっており、プロジェ
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クト目標を達成するには十分であるといえる。実際、プロジェクトの成果 3 項目の達成

状況は良好であり、プロジェクト目標である「プロジェクト対象 5 郡において、農業研

修及び普及を通じて農業サービス提供システムが改善される。」は、プロジェクト終了

までには、概ね達成される予定であり、プロジェクトの有効性は保たれているといえる。

  

(3) 効率性  

プロジェクト前半期においては、治安状況が安定しておらず、プロジェクト関係者の

移動等に若干の制約が生じていたものの、活動の多くは予定どおり実施され、良好な成

果の達成状況につながっている。また、インタビューの結果からは、投入された人材（日

本人専門家）、研修、機材に対する満足度や利用の度合いは概ね良好であり、さらに、

投入のタイミングに関しても、ほぼ計画どおりに行われていることが明らかとなってお

り、プロジェクトの効率性は確保されているといえる。  

 

人材（日本人専門家）  

特に、プロジェクト後半期には、中間評価の提言を受け、コミュニケーション、モニ

タリング状況が改善されており、研修活動、T/D ファーム活動、E/M 農家活動、ADC 活

動等の、多くの活動が本格化している。これらの活動には、多くの C/P、DADO 技官、

JT/JTA、農家が関わり、専門家チームと活動をともにしており、人材の活用度は高いと

いえる。  

 

本邦研修  

現在までに 14 人の MOAC 関係者や、C/P が本邦研修を受講している。個別研修参加

者は 8 人、集団研修参加者は 6 人である。また、14 人の内 8 人は DADO 技官である。

本邦研修参加者に対するインタビューからは、日本の普及活動の現場を視察できた点、

他国からの参加者と意見交換をできた点（集団研修参加者の場合）等が、非常に有益で

あったとの回答を得ている。  

 

機材  

本プロジェクトにおいては、普及活動にも利用可能な PC、プロジェクター、デジタ

ルカメラといった機材が関係機関に供与されている。当初、治安状況による移動の制約

等のため、DADO のニーズを充分に調査できないまま、機材供与を行ったという問題点

が指摘されていたが、現地調査の結果、現在はこれらの機材は概ね有効活用されている

ことが判明した。  

  

(4) インパクト 

本プロジェクトでは、対象 5 郡において、9 回に及ぶコーディネーション・ワークシ

ョップを開催している。このワークショップには、DADO に加え、DDC、VDC、他の政

府関連機関、NGO、協同組合、ADC の代表や E/M 農家等が参加しており、活動の成果

や ADC 活動に関しての情報共有が行われた。また、実際に 15 の ADC（全 33ADC の 45％
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に相当）が、他機関と共同でマイクロ・プロジェクトを実施していることから、DDC、

VDC、他の政府関連機関、NGO 等にとっても、ADC、E/M 農家活動は、コミュニティ

レベルの活動を行う際のインターフェイスとして有効利用されており、他機関並びに周

辺農家に対するインパクトが生じつつある。  

  

(5) 自立発展性  

組織・制度的側面、財政的側面、技術的側面における自立発展性の検証から、以下の

とおり、本プロジェクトの自立発展性の見込みは極めて高いといえる。  

 

組織・制度的側面からみた自立発展性  

中央の C/P は、研修や現場視察を通して、プロジェクトの成果について理解を深めて

いる。 JT/ JTA に対して、実践的な知識と経験を与えるとして評価が高い T/D ファーム

活 動 に 関 し て は 、 DOA は T/D フ ァ ー ム 移 譲 検 討 委 員 会 (T/D Farm Internalization 

Committee)というタスクフォースを結成し、T/D ファーム活動の効果を検証し、検証結

果に基づき、同活動を DOA の通常業務に組み込むことを提言する等、積極的な関与を

見せている。また、対象 5 郡の DADO 技官や JT/JTA は、研修、T/D ファーム活動、E/M

農家活動、ADC 活動といったプロジェクト活動を通して、それぞれが提供する農業サ

ービスの向上を認めている。このように、中央レベル、対象の郡レベルで、それぞれ人

的資源の充実が図られており、組織・制度的側面での自立発展性は高いと考えられる。

 

財政的側面からみた自立発展性  

T/D ファーム活動に関しては、JT/JTA に対して、実践的な知識と経験を与えるとして

評価が高いことは前述のとおりであるが、プロジェクト対象 5 郡に関しては、実際に、

各 DADO が T/D ファーム活動を継続するための予算を申請しており、プロジェクト終

了後も継続される予定である。このように、プロジェクト活動の一部に関しては、財政

的側面からみた自立発展性が見込まれる。  

 

技術的側面からみた自立発展性  

前述のとおり、DOA 内でも T/D ファーム活動に関する評価が高く、今後同システム

をプロジェクト対象 5 郡以外にも、広く取り入れていきたいとの声が聞かれた。プロジ

ェクト対象 5 郡に関しては、プロジェクト終了後も、研修を受講した 5 郡の DADO 技

官、JT/JTA によって継続される予定である。また、対象 5 郡での同活動が効果的に継続

されれば、その他の郡でも取り入れられる可能性は高い。  

 

T/D ファーム活動以外の、E/M 農家活動、ADC 活動に関しても、対象 5 郡の DADO

技官、 JT/JTA は、研修や実践を通して能力を十分身に付けつつあるといえる。例えば、

2008 年 3 月 17 日に開催された成果共有ワークショップの際に実施されたアンケート調

査の結果からも、プロジェクトの活動が DADO 技官、 JT/JTA にとって極めて有効なア

プローチを提供したことが分かる。このように、本プロジェクトにおいては、関係者の
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技術レベルに応じた技術移転に貢献しており、C/P 及び関係者は、移転された技術、知

識を着実に身に付けてきており、プロジェクト対象 5 郡に関しては、技術的側面からみ

た自立発展の見込みは高いと考えられる。対象 5 郡以外への普及に関しては、T/D ファ

ーム活動以外の E/M 農家活動、ADC 活動に関しては、営農という新しい知識の習得に

時間がかかることや、参加型の組織作りに時間がかかるため、普及が容易ではないと想

定される。このような状況に鑑み、現在プロジェクトで利用中の ADC・E/M 農家ガイ

ドラインの積極的な活用が考えられる。加えて、少しでもプロジェクト成果を波及させ

るための努力として、プロジェクトでは、各種配布物（農業普及員のコミュニティ開発

テキストブック、営農・マーケティングに関する研修教材、E/M 農家活動における営農

改善の優良事例集）を作成し、JT/JTA を含む主要ステークホルダーに配布する予定とな

っており、技術的側面からみても自立発展性が高いことが見込まれる。  

  

３-３ 効果発現に貢献した要因 

【計画内容に関すること】  

・2007 年に制定された「国家農業普及戦略（National Agricultural Extension Strategy）」

においては、本プロジェクトが対象としている JT/JTA を ”Frontline Extension Workers”

と名付け、農業生産性の向上には JT/JTA の能力向上が不可欠としており、この戦略を

受け、農業支援の分野でも、農業研修・普及活動の改善・推進が強く望まれる状況に

あった。  

 

【実施プロセスに関すること】  

・DOA における当プロジェクトに対する認知度が高く、かつ C/P のコミットメントも

大きい。  

・プロジェクト後半期に派遣された日本人専門家は、ネパールにおける業務経験が豊富

であり、ネパール国の農業事情に詳しく、また、ネパール語も堪能であった。専門家

の多くがシャトル型で派遣されているにもかかわらず、プロジェクト運営が概ね効率

的に行われた一因と考えられる。  

  

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

【計画内容に関すること】 

・ JT/JTA、DADO 技官は人事異動が多いため、実際にすべての研修をすべての JT/JTA、

DADO 技官に提供することは困難であった。  

 

【実施プロセスに関すること】  

・特に、プロジェクト前半期においては治安状況が安定しておらず、プロジェクト関係

者の移動に少なからず制約が生じていた。  

  

３-５ 結論 

MOAC, DOA 及びプロジェクト関係者等の協力の下、合同評価調査団は、ダディン、ラ
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スワ、ヌワコット、マクワンプール、シンドパルチョークの 5 郡を対象とした、終了時評

価を円滑に実施することが出来た。終了時評価では、これまでプロジェクトが積み上げて

きた様々な実績を検証するとともに、プロジェクトの成果、プロジェクト目標が概ね達成

されたことが確認されており、本プロジェクトは当初の予定どおり、2009 年 1 月をもっ

て終了することとする。  

 

３-６ 提言 

(1) 短期的課題（プロジェクトの残存期間）  

本合同評価調査団は、本プロジェクトが概ね当初計画に従って実施されていることを

確認したが、特に、本終了時評価時に指標を達成していない次の項目については、引き

続き重点的な協力を行うとともに、その結果についてのモニタリング評価を平行して実

施していく必要がある。  

・ADC の設置数について、目標数 35 に対して現時点で 33 が設置済みであるが、引き

続き目標達成に取り組むべきである。  

・E/M 農家の設置目標数 45 については、E/M 農家を ADC 活動と関連付ける必要性があ

ることから、その目標数を 35 に変更した。本変更については、合同調整委員会（以下、

JCC）において正式に承認を得た上で、最終的な目標数の達成に向けて引き続き取り組

むべきである。  

また、上位目標の達成を見越した上で、プロジェクト期間中に対応可能な活動として、

以下のとおり提案する。  

・本プロジェクトの成果は、ADC 及び E/M 農家の活動を通じて、より多くの農民に裨

益すべきである。ADC 及び E/M 農家から、農民への学びの共有を行う活動を継続して

実施していくべきである。  

・ADC 活動の制度的な持続性を担保するため、DADO による ADC の正式認証を促進す

べきである。  

・ADC の組織化については、現在も進行中であり、特に新規 ADC においては、その経

験不足による能力不足が懸念される。プロジェクト終了までの間に、マイクロ・プロ

ジェクトの実施を通じて能力強化を図っていく計画であるが、これらの活動において

は、ADC の指導を行うオフィサー、JT/JTA による継続支援が可能となるよう、十分な

ノウハウが残るよう留意すべきである。  

・農業普及に関するプロジェクトは、他ドナーによっても実施されており、プロジェク

ト間での情報交換、成果の共有が重要となる。本プロジェクトの成果については、ネ

パール国政府関連省庁において共有化するとともに、他ドナーを含む外部への広報を

積極的に実施していくべきである。  

・本プロジェクトの成果が広く活用されるよう、テキスト、教材、事例集等の文書化及

び配布を行うべきである。  

・本プロジェクトサイトの一つである、ダディン郡において実施中の、JICA「養蚕振興・

普及プロジェクト」との成果の共有も期待される。  

(2) 中長期的課題（プロジェクト終了後）  
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・中間評価の提言にもあったネパール国政府による予算措置については、現時点でも

2KR 見返り資金に頼るところが大きいため、引き続き一般会計からの予算確保への働

きかけが重要である。  

・同じく中間評価の提言にもあったとおり、JT/JTA の活動の適正な評価と、人事への反

映、適当な手当・旅費の支給については、引き続き働きかけが必要である。実績に基

づいた評価制度が適用されるまでは、各活動の中で JT/JTA のインセンティブを向上さ

せる仕組みを検討することが重要である。また、JT/JTA のインセンティブ向上に鑑み、

JT/JTA の名称の変更についても検討するべきである。  

・プロジェクト対象 5 郡における T/D ファーム活動は、すでにネパール国政府の独自

予算によって継続することが決まっている。今後も T/D ファーム活動を 5 郡で効果的

に継続するとともに、その他の郡においても広く実施すべきである。  

・一部の ADC においては、本プロジェクトで培った経験を応用し、他ドナーや NGO の

自主的協力を得ながら、マイクロ・プロジェクトを実施しているところも散見された。

本プロジェクト終了後は、このような農家主体の活動を、 JT/JTA が促進していくべき

である。  

・本プロジェクトの研修カリキュラム・研修内容等の成果については、ネパール国政府

によって定期的に実施されている普及員研修等への組み込みを行い、プロジェクト終

了後の持続的実施を担保するような働きかけが重要である。また、農業専門学校等に

おける JT／ JTA 候補生に対する授業のカリキュラムへの、本成果の組み込みについて

も、積極的に検討するべきである。  

・今年度、現地国内研修「農業普及人材育成」が実施される予定である。本スキーム等

も活用し、対象地域以外への成果の波及を目指すべきである。  

・本プロジェクトによって作成・配布された資料は、有用な資料であることから、ネパ

ール国政府の定期刊行物として改訂し、有効に活用するべきである。  

 

３-７ 教訓 

(1) 普及プロジェクトにおける Needs-oriented の重要性  

本プロジェクトにおいては、先進農家訪問や T/D ファーム活動による生産現場におけ

る各種取り組みを通じて、普及員の農業生産に関する技術的向上のみならず、普及活動

に対する自信と、モチベーションの向上並びに両者間の信頼関係の樹立に貢献した。さ

らに、中間評価の提言を受けた後期からは、農家からの積極的な普及サービスに対する

アプローチを見越した、農民組織化に重点を注ぎ、大きな成果を出している。普及プロ

ジェクトにおいては、このように農民からのボトムアップを同時に行い、政府と農民を

つなぐという信頼関係樹立型アプローチが、有効であることが改めて認識された。  

 

(2) プロジェクト専門家における対象国の専門性の活用  

本プロジェクトの後期に派遣された専門家は、ネパール国の農村地域における業務経

験が豊富であったため、専門性のみならず語学面・文化面においてもネパール国の実情

に精通していたため、C/P 機関との連携促進と、プロジェクトの円滑な実施に大きく貢
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献した。このような専門家の確保は容易ではないが、専門性とは別の協力対象国におけ

る活動経験の必要性を改めて認識した上で、専門家の人選を行うことを推奨したい。  

 

(3) PDM の変更の必要性について  

本プロジェクトにおいては、プロジェクト開始後 1 年目に具体的な活動内容と、その

指標を決める予定であった。しかし、当初、社会政治情勢が不安定な時期でもあったた

め、適切な指標が設定できず、中間評価時にいくつかの指標を追加したという背景があ

る。さらに、プロジェクトの後半期に入り、専門家が増えたことを契機に、活動の幅が

大幅に広がったことから、本来であれば、再度指標の変更を含め PDM の変更を検討し、

JCC において協議しておくことが望ましかったと言える。  
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