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第 5 章 酪農を通じた中小規模農家経営改善計画 

（案件名）酪農を通じた中小規模農家経営改善計画 
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元 CP 職員とプロジェクト事務所 セントラル県酪農生産者組合 

青刈り飼料 小規模農家 

中規模酪農家の給餌兼搾乳所 中規模農家の牛乳用保冷器 
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略語表 

 

CD : Capacity Development キャパシティ・ディベロップメント 
（能力向上） 

CDA : Centro de Desarrollo Agricóla 農業開発センター 

C/P  : Counterpart カウンターパート 

DEAG : Dirección de Extensión Agraria （農牧省）普及局 

DGP : Dirección General de Panificación （農牧省）企画総局 

DIPA : Dirección de Investigación y Producción 
Animal 

（農牧省）畜産研究生産局 

JICA : Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

MAG : Ministerio de Agriclutura y Ganadería 農牧省 

PCM : Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント 

PDM : Project Design Matrix プロジェクト概要表（プロジェクト・デザ

イン・マトリックス） 

SENACSA : Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal 

国立畜産品質衛生サービス機構 
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5-1 調査概要 

5-1.1 プロジェクトの背景・概要 

 プロジェクトの背景 

本事後評価の対象である「酪農を通じた中小規模農家経営改善計画」は、2002 年 11 月か

ら 2004 年 11 月にかけて実施された技術協力プロジェクトである。プロジェクト対象地域

はパラグアイ全土であり、ターゲットグループは中小規模農家として、農牧省

（MAG:Ministerio de Agriclutura y Ganadería）の畜産生産局（DIPA: Dirección de Investigación y 

Producción Animal）、普及局（DEAG: Dirección de Extensión Agraria）及び企画総局

（DGP:Dirección General de Panificación）を協力機関として実施された。 

同プロジェクトの背景には、1 人当たり消費量の伸びと近年の人口増加率に応じて、パラ

グアイの牛乳に対する需要が拡大していたものの、同国の牛乳生産量はこれに十分対応で

きておらず、一部輸入に依存している状況があった。 

一方で、パラグアイの総酪農家数の 8 割が飼養頭数 4 頭以下の中小規模農家で占められ、

その多くが自家消費用あるいは近隣への戸別販売用の牛乳生産を行っているが、中小規模

農家の生産性は低いものである。同国の酪農は、乳牛の人工授精技術に係る活動はなされ

ているものの、飼養管理技術の指導は十分に行われておらず、特に中小規模酪農家の技術

レベルは依然として低い。１頭当たり年間乳量を見ると約 2,400 キログラムと、隣国アルゼ

ンチンの 3 分の 2、日本の 3 分の 1 にとどまっていた。 

かかる背景の技術課題を改善することを目指し、パラグアイ国政府は、1998 年に日本国

政府に対し、酪農生産技術の改善を通して中小規模農家の経営強化を目的としたプロジェ

クト方式技術協力を要請してきた。 

そこで、JICA は、本要請に基づき調査を実施し、様々な技術課題に対応する協力計画の

検討を行った。その結果、技術の普及体制や関連機関の役割分担等のパラグアイ側の中小

規模農家向け酪農支援体制に改善の余地のあることが明らかとなり、このような状況下で、

当初計画していたような技術改善に係る活動を展開しても、 終受益者である中小規模農

家に対して協力の効果発現が十分見込めないと考えられた。 

このため、本プロジェクトでは、先方関係者との協議を踏まえ、事業実施の根拠となる

戦略や制度の確立と、必要な体制整備への取組みを中心活動とすることとなった。 終的

に、2002 年 4 月の実施協議調査において、「中小規模生産者の酪農経営改善のための支援

制度を明確化し、それに応じた関連機関の役割と機能を改善する」ことを目的とした、「政

策支援型」技術協力を行うこととなった。 

 

 プロジェクトの概要 

本事後評価の対象である「酪農を通じた中小規模農家経営改善計画」の概要は、以下の

通りである。 
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表 5-1 「酪農を通じた中小規模農家経営改善計画」の概要 

協力形態 技術協力プロジェクト 

協力金額 1.47 億円 

協力期間 2002 年 11 月 11 日～2004 年 11 月 10 日 

カウンターパート機関 パラグアイ農牧省（MAG）の畜産研究生産局（DIPA）、普及局（DEAG）及び企画総局

（DGP） 

プロジェクト対象地域 パラグアイ全土 

ターゲットグループ 中小規模農家 

プロジェクトの要約 
（PDM） 

 上位目標：「中小規模農家に適した酪農経営モデルが構築される」 

 プロジェクト目標：「酪農を通じた中小規模農家の経営改善に必要な支援制度が明確

になり、それに応じて関連機関の役割と機能が改善される」 

 アウトプット（成果）： 
1）「中小規模農家、農協、生産者組合、市場、農牧省畜産研究生産局の活動、農

牧省の酪農分野における施策の実態が調査される」 
2）「中小規模農家の経営改善支援策が明確になる」 
3）「中小規模農家の経営改善を支援するために、関連機関の役割と機能が明確に

なる」 

投入 （日本側） 
 長期専門家派遣：3 名（チーフアドバイザー/酪農技術、酪農経営、業務調整/事業計

画） 
 短期専門家派遣：3 名（乳牛管理、評価・モニタリング、乳質管理） 
 第三国専門家派遣：2 名（繁殖及び繁殖疾病診断、粗飼料生産） 
 研修員受入：7 名（カウンターパート研修 4 名、集団コース研修 3 名） 
 機材供与：0.07 億円（車両、パソコン等事務所用機材） 
 ローカルコスト負担：0.06 億円（傭人費、消耗品、事務所通信費、修繕費等） 

（パラグアイ側） 
 カウンターパートの配置：14 名（延べ 19 名）（プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・

サブダイレクター、プロジェクト・マネージャー、専門分野職員（繁殖、繁殖衛生、繁殖・

栄養、粗飼料生産・栄養、普及、生化学分析、プロジェクト企画・策定、細菌学） 
 土地・施設提供：プロジェクト事務所、会議室 
 プロジェクトの運営管理費：1.60 億グアラニー（0.03 億円相当） 

 

 

5-1.2 評価調査範囲 

 評価対象のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM:Project Design Matrix）と評価可能性 

2004 年 7 月～8 月にかけて実施された終了時評価の際に作成され、評価に用いられた

PDMe に基づいて評価を行う。 

本プロジェクトにおいては、2001 年 8 月のプロジェクト開始前に行われた、計画策定の

ためのワークショップで作成された PDM バージョン 0（PDM Ver.0）から、3 度の変更が行

われた。PDMe は中間評価時において修正された PDM バージョン 3（PDM Ver.3）に 小限

の修正を行ったものである。 

当初作成された PDM Ver.0 は、5 年間の協力期間を想定し、「中小規模農家に適した酪農

経営モデルが構築される」ことをプロジェクト目標とするものであった。その後、プロジ

ェクト開始直前の 2002 年 4 月に行われた日本・パラグアイ関係者間で行われた実施協議に

おいて、プロジェクトの根本的な枠組みが見直され、協力期間を 2 年に短縮し、「酪農を通

じた中小規模農家の経営改善に必要な支援制度が明確になり、それに応じて関連機関の役

割と機能が改善される」というプロジェクト目標に変更され、「政策支援型」プロジェクト
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として再構築された。その後、2003 年 2 月、2003 年 3 月に活動の追加や表現の変更を含む

細部の修正が行われ、PDM Ver.3 に至った。 

終了時評価で PDMe が作成される際に、以下の点について問題があり、本来であれば、

プロジェクトの枠組みを整理しなおし、大幅な修正が必要であった旨が指摘されている。 

 プロジェクトのコンポーネント間（アウトプット-プロジェクト目標－上位目標）

の因果関係と論理性 

 不明確な指標 

 ターゲットグループの設定 

しかし、PDM Ver.3 が終了時評価の直前にパラグアイ政府に承認されたばかりであり、大

幅な変更を加えた PDMe を作成することは、合同評価という体制で実施される終了時評価

においてパラグアイ側の混乱を招くことが懸念されたため、 小限の修正を行うにとどめ

られた。 

本事後評価においては、そうした PDM の問題点と修正の経緯も含めて、評価を行う。な

お、事後評価にあたって、本プロジェクトの PDM の要約と評価可能性について以下の通り

検討した。 

表 5-2 PDM と評価可能性 

要約 終了時評価における評価指標 評価可能性 

上位目標 

中小規模農家に適した酪

農経営モデルが構築され

る 

モデル地域において事業実施

前と比べて、酪農による所得

が増加する 
 
 

「モデル」が構築されることの指標として論理的

に適切でない。 
【代替指標案】 
「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」に

盛り込まれた経営指標を満たすためのモデル展

示場が設置される 

プロジェクト目標 

酪農を通じた中小規模農

家の経営改善に必要な支

援制度が明確になり、それ

に応じた関連機関の役割と

機能が改善される 
 

「国家酪農振興計画」（=国家

酪農開発計画）を策定する 
 

「支援制度が明確になる」はアウトプット 2 と重複

する。 
【代替指標】 
プロジェクト終了時までに、関連機関の役割分担

が明確にされた「中小規模生産者を対象とした

酪農振興計画」の実施体制が構築される。 

アウトプット 

1. 中小規模農家、農協、

生産者組合、市場、農

牧省研究生産局の活

動、農牧省の酪農分野

における施策の実態が

調査される 

情報の内容が充実した調査報

告書が作成される 
 

「実態が調査される」は、活動と重複し、アウトプ

ットとしては不適切。 
【代替指標】 
「中小規模農家、農協、生産者組合、市場、

DIPA の活動、農牧省の酪農分野における施策

の実態を網羅した報告書が作成される」 

2. 中小規模農家の経営

改善支援策が明確にな

る 

中小規模生産者の経営改善に

向けた方策および指標が設定

される 

どの機関がどのような経営改善支援策を策定す

るのか、役割分担が明確でない。「関連機関の

役割と機能」の改善を測定する指標が不足して

いる。 

3. 中小規模農家の経営

改 善 を 支 援 す る た め

に、関連機関の役割と

機能が明確になる 

協定案の作成が共同で着手さ

れる 
 

「協定案の作成」の着手では、アウトプット 3 の達

成状況を測定する指標としては不十分である。 
【代替指標】 
中小規模農家の経営改善支援策の実施体制に

関する協定書が関係機関間で調印される。 
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 評価対象機関及び調査地域 

 本事後評価における評価対象及び調査対象機関は、表 5-3 の通りである。調査地域は、

農牧省および JICA パラグアイ事務所のあるアスンシオン市（Assunción）、本プロジェクト

の主なカウンターパート機関であった DIPA をはじめとする関係機関のあるサン・ロレンソ

市（San Lorenzo）、プロジェクトで活動を行ったイタ（Itá）、サン・フアン・バウティスタ

（San Juan Bautista）、サン・イグナシオ（San Ignacio）とした。 

 

表 5-3 評価対象機関 

インタビュー対象機関・対象者 場所 関係者の類別 目的・内容 

• 農牧省畜産研究生産局（DIPA） 
• 農牧省普及局（DEAG） 

サン・ロセンソ

• 農牧省企画総局(DGP) アスンシオン

C/P 機関 • プロジェクトの成果（「中小規模生産

者を対象とした酪農振興計画」の策

定）による能力向上の状況 
• 「中小規模生産者を対象とした酪農

振興計画」の実施状況 

• 国立家畜衛生研究所

（SENACSA） 
サン・ロレンソ

• 農業金融公庫（Credito Agricóla 
de Habilitación） 

アスンシオン

• 農協 
• 地方自治体 

イタ県、 
ミシオネス県

関係機関 • 策定された計画によるインパクト 
• 計画が実施されている場合、それに

よる関係機関の能力向上の状況 

• 中小規模酪農農家 
• 生産者組合 
• 乳業会社 

イタ県、 
ミシオネス県

サービス受益者 • 策定された計画によるインパクト 
• 計画が実施されている場合、それに

よる能力向上の状況 

 

 

5-1.3 評価調査の制約 

（人事異動による制約） 

2008 年 4 月に実施された大統領選挙で、61 年間に亘るコロラド党による長期政権が敗れ、

同年 8 月にフェルナンド・ルゴ新大統領の下、新政権が発足した。新政権発足により、行

政機構の人事が大幅に入れ替えられ、農牧省でも同様に人事交代が行われた。本プロジェ

クトの関係者の多くが異動してしまい、本プロジェクトについて引き継ぎが行われていな

い可能性が懸念された。しかし、人事交代は局長以上のレベルで実施されたものであり、

職員レベルでは省内での異動はあったものの、本プロジェクトに参加した職員の多くは農

牧省内での勤務を継続していたため、評価に当たってインタビューを行うことができた。 

 

（インパクトの検証における制約） 

本プロジェクトは政策支援型プロジェクトであり、プロジェクトの成果は酪農振興計画

の策定を目指すものであったものの、本プロジェクトでは一部地域において、 終受益者

である中小酪農家向けの酪農技術に関するセミナーが実施されていた。そこで、プロジェ

クトのインパクトを検証するために、中小酪農家のセミナー参加者へのアンケートを企画

した。しかしながら、当時の参加者を特定することができず、 終受益者へのプロジェク

トの活動に関するインパクトは検証できなかった。 
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（農牧省の政策見直しにかかる制約） 

自立発展性の検証では今後の政策のレビューが重要であるが、事後評価時点において、

新体制下で農業・畜産政策の見直しが行われており、農牧省企画総局において、新たな国

家計画が策定中であった。そのため、今後の農業・畜産政策の方向性については確認でき

ていない。 

 

5-1.4 現地調査 

現地調査は以下の通り、実施した。 

 現地調査担当：中村桐美（OPMAC 株式会社 コンサルタント） 

 現地調査補助員：Andrew Kennedy 

 現地調査期間：2009 年 2 月 21 日～3 月 2 日 

  

表 5-4 現地調査日程 

日付 活動 行程・宿泊地 

2 月 21 日 土 10:30 成田発（LH711） フランクフルト-サンパウロ経由 機中泊 

2 月 22 日 日 11:10 アスンシオン着（JJ8035） アスンシオン 

2 月 23 日 月 8:30 農牧省農牧大臣、畜産次官表敬（事後評価に関する説明） アスンシオン 

  9:00 企画総局へのヒアリング（国家酪農開発振興計画等の実施状

況、今後の政策等） 
 

  10:30
 

畜産研究生産局へのヒアリング（中小規模生産者を対象とした酪

農振興計画の実施状況等）及びプロジェクト関連資料収集 
 

  15:30 JICA パラグアイ事務所との打合せ  

2 月 24 日 火 8:00 
 

元プロジェクトカウンターパート職員へのヒアリング（プロジェクト

のインパクト、能力向上へのインパクト等） 
アスンシオン 

  11:00 SENACSA へのヒアリング（農牧省との連携の状況等）  

  16:00 Credito Agricóla de Habilitación へのヒアリング（中小規模酪農

家への融資状況等） 
 

2 月 25 日 水 7:00 イタ県へ出発（陸路） サン・イグナシオ

  8:00 農牧省普及局イタ地域事務所へのヒアリング（普及体制及び普

及活動状況等） 
 

  10:30 中小規模農家へのヒアリング  

  13:00 グアランバレ地区役場ヒアリング（中小規模農家への支援状況

等） 
 

  18:00 普及局ヌエバイタリア地域事務所へのヒアリング 
ミシオネス県サンフアンバウチスタ到着（陸路） 

 

2 月 26 日 木 7:30 普及局ミシオネス地域事務所へのヒアリング アスンシオン 

  8:30 サンジュバ生産者共同組合へのヒアリング  

  9:30 サンフアン地区小規模農家へのヒアリング  

  11:00 サン・イグナシオへの出発  

  11:30 サン・イグナシオ地区小規模農家へのヒアリング  

  15:00 ラクトスール社へのヒアリング（生乳調達状況、農牧省との連携

状況等） 
 

  19:30 アスンシオン着（陸路）  
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日付 活動 行程・宿泊地 

2 月 27 日 金 9:00 畜産研究生産局及び普及局との協議（現地調査結果の報告等） アスンシオン 

  11:00 プロジェクト関連資料・情報の収集（畜産生産局元プロジェクト事

務所） 
 

  13:00 JICA パラグアイ事務所への報告  

  15:00 アスンシオン市内牛乳販売状況視察  

  17:00 資料整理・現地調査フォローアップ打合せ（現地調査補助員）  

2 月 28 日 土 6:10 アスンシオン発（JJ8032） 機中泊 

3 月 1 日 日  サンパウロ-ミュンヘン経由 機中泊 

3 月 2 日 月 11:05 成田着（LH714）  

 

 

表 5-5 主要面談者リスト 

機関 氏名 役職・所属部署等 

農牧省 Mr. Candido Vera Bejarano 農牧大臣 

 Dr. Armin Hamann 畜産次官 

 Mr. Marciano Marreto 企画総局局長 

 Ms. Teresa Olmedo 企画総局 

 Ms. Adela Pavía 企画総局（元 C/P） 

 Mr. Francisco Ibarra 企画総局 

 Mr. Vicente Vera 畜産研究生産局局長 

 Dr. Hugo Sanchez 畜産研究生産局酪農部長（元 C/P） 

 Ms. Maria Teresa Benitez 畜産研究生産局酪農部（元 C/P） 

 Dr. Nidia Ferrera 畜産次官房国際協力コーディネーター

（元 C/P） 

 Mr. Crescenicio Cáceres 畜産研究生産局 
（元プロジェクトマネージャー） 

 Ms. Maria Inês Peralta 畜産研究生産局草地飼料部長（元 C/P）

 Mr. Leopoldo Melgarejo 普及局副局長（元 C/P） 

 Ms. Griselda 普及局イタ地区事務所長 

アスンシオン大学 Mr. Pedro Paniagua 獣医学部講師（元 C/P） 

国立家畜品質衛生サービス機構

（SENACSA） 
Dr. Manuel Adrián Barboza 
González 

畜産衛生・登録・生産履歴管理総局局長

農業信用公庫 (Credito Agricóla 
de Habilitación) 

Mr. Jose Brunstein 総裁 

ミシオネス県県庁  農業部主事 

イタ県グアランバレ地区役場 Mr. Oscar E. Cabrera 町長 

COOPERASANHUBA LTDA. Mr. Humberto Ramón 
González Ramos 

理事長 

セントラル県酪農生産者組合 Mr. Rubén Evaristo Cañete 組合長 

JICA パラグアイ事務所 Mr. Hidemitsu Sakurai 事務所長 

 Mr. Yutaka Iwatani 次長（技術協力・資金協力） 

 Mr. Tosao Watanabe 技術協力 

 Mr. Yuji Inoue 業務担当 
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5-2 評価方法 

5-2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

本事後評価を実施するに当たり、プロジェクトの実績、終了時評価の提言の活用状況、

評価 5 項目に関する評価設問を設定し、判断基準、必要なデータ・情報とその収集方法に

ついて、評価グリッドとしてとりまとめた。主な評価設問と評価結果を得るに当たっての

留意点は以下の通りである。 

 

表 5-6 評価設問と必要なデータ・評価手法 

主な評価設問の視点 必要なデータ・評価指標 留意点 

プロジェクトの実績 

Ｐ
Ｄ
Ｍ
の
ロ
ジ
ッ
ク

の
検
証 

 プロジェクト目標、アウトプット、上位目標

のロジックは適切であったか。 
 それぞれの指標は適切であったか。 

・ プロジェクトで作成され

た PDM 
・ 終了時評価で作成され

た PDMe に示されたア

ウトプット、プロジェクト

目標、上位目標の指標

PDM の論理性、指標、ターゲッ

トグループの適切性に問題があ

ったため、プロジェクトが計画さ

れた背景を確認のうえ、PDM の

ロジックを検証する。 

達
成
状
況 

 プロジェクト目標、上位目標は達成されて

いるか。 
・ 代替指標の設定による

達成状況の測定 
終了時評価報告書のレビューを

行った時点で、プロジェクト目標

及び上位目標の指標が適切で

なかったため、代替指標を設定

して、検証する。 

終了時評価の提言の対応状況 

実
施
状
況 

 プロジェクトによって作成された「中小規

模生産者を対象とした酪農振興計画」に

ついて、プロジェクト終了時までにより具

体的な計画書作成の作成に務めることと

した提言は実施されたか。 

「中小規模生産者を対象と

した酪農振興計画」の修正

状況 

政権が交代し、農牧省の体制が

変わっていることから、同計画の

位置づけについて確認が必要で

ある。 

評価 5 項目 

妥
当
性 

 ターゲットグループ（中小規模農家）のニ

ーズに合致していたか。 
 パラグアイの農業政策においてプロジェ

クトの優先度は高いものであったか。 
 プロジェクト終了後に行われた政権交代

後の酪農振興に対する優先度に変化は

あるか。 
 プロジェクトのアプローチの適切性はあっ

たか。 

・ 農業統計 
・ 農業政策 

特に、ターゲットグループのニー

ズ及びプロジェクト開始前に把握

されていた問題点に対するアプ

ローチの適切性について検証す

る。 

有
効
性 

 プロジェクト目標は達成されたか。 
 プロジェクト目標の達成はアウトプットの

貢献によるものであったか。 

プロジェクト目標及びアウト

プットの達成状況 
PDM のロジック及び指標が適切

でなかったため、ロジックを検証

した上で、達成度を見直す。 

効
率
性 

 投入は適切かつ十分に行われたか。 
 費用対効果はどのようなものであった

か。 

投入実績、プロジェクト目標

及びアウトプットの達成状

況 

PDM のロジック及び指標を見直

した上で、投入の適切性を検証

する。 
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主な評価設問の視点 必要なデータ・評価指標 留意点 

イ
ン
パ
ク
ト 

 上位目標の達成見込みはどうか。 
 そのほか、各方面（政策、社会、文化面

等）のインパクトはあるか。 

・ 上位目標の指標の達成

状況 
・ カウンターパートの能力

向上 
・ 「中小規模生産者を対

象とした酪農振興計画」

の実施状況 

上位目標の指標が適切でなかっ

たため代替指標を設定して評価

を行う。 
 

自
立
発
展
性 

 プロジェクトの成果である「中小規模生産

者を対象とした酪農振興計画」は実施さ

れているか 

「中小規模生産者を対象と

した酪農振興計画」の実施

状況 

政権が交代し、農牧省の体制が

変わっていることから、同計画の

位置づけについて確認が必要で

ある。 

 

 

5-2.2 評価手法 

 終了時評価に基づく二次評価 

本プロジェクトについては、PDM の論理性、指標及びターゲットグループの設定の適切

性に問題が見られたことから、特にこの点に留意して、終了時評価の結果の検証を行い、

評価 5 項目による分析を行う。 

 

表 5-7 評価 5 項目の調査手法 

調査手法 情報源 評価項目 

文献調査（机上調査） 
 

・ 日本の対パラグアイ ODA 政策 

・ JICA パラグアイ国別援助計画 

・ 調査報告書（事前調査団報告書、第 1 次・第 2 次短期

調査報告書、実施協議調査団報告書） 

・ プロジェクト報告書(運営指導調査報告書、終了時評

価報告書、プロジェクト完了報告書、専門家業務完了

報告書) 

・ 国家酪農開発振興計画 

・ 中小規模生産者を対象とする酪農振興計画 

・ 農牧省予算 

・ 農牧省統計 

妥当性 
有効性 
効率性 
インパクト 
自立発展性 

インタビュー 
 

・ カウンターパート機関（農牧省畜産研究生産局、企画

総局、普及局） 

・ 関係機関（SENACSA、農業信用公庫、農業協同組

合、地方自治体、乳業会社） 

・ ターゲットグループ（中規模酪農家、小規模農家、生産

者組合） 

妥当性 
有効性 
効率性 
インパクト 
自立発展性 

CD に関する質問票、グループ、

個人インタビュー調査 
・ 元カウンターパート職員 インパクト 

SWOT 分析 ・ カウンターパート機関（農牧省畜産研究生産局、 
普及局） 

自立発展性 

直接観察 ・ カウンターパート機関（農牧省畜産研究生産局、 
普及局） 

自立発展性 
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 ロジックモデルに基づくインパクトの検証 

本プロジェクトについては、想定される正のインパクトについて、能力向上（CD: Capacity 

Development）の観点からロジックモデルを構築し、現地調査により検証を行う。CD への

インパクトの評価にあたっては評価シートを作成し、質問票への回答及びグループ・イン

タビューにより情報収集・分析を行う。 

 

表 5-8 CD へのインパクト評価の対象者 

サービス提供者 

C/P 個人 日本でのカウンターパート研修・集団研修に参加した C/P 職員（8 名）を対象に、研修及びプロジ

ェクトの活動や成果を通じて得た知識・技術の活用状況、能力向上等について、インパクトの検

証を行う。 

C/P 機関 プロジェクト終了後、人事異動が行われており、また、政権交代で局長以上の人事も入れ替わっ

ていることから、プロジェクトの効果による組織の能力向上を検証することは困難である。 

関係機関 特になし。 

サービス利用者（インパクト受益者） 

直接 プロジェクトで実施された酪農経営・技術に関するセミナーに参加した中小規模農家。セミナー

で得た知識・技術を活用して、酪農経営の改善を行っていることが期待される。 

間接 特になし。 

終 中小規模農家。「中小規模生産者を対象とする酪農振興計画」の実施により、酪農経営の改善

が期待される。 

 

 

 組織分析による自立発展性の検証 

 本プロジェクトの自立発展性は、プロジェクトの重要な成果である「中小規模生産者を

対象とした酪農振興計画」の実施状況に関わることから、プロジェクトのカウンターパー

ト機関であり、同計画の主な実施主体となる農牧省畜産研究生産局及び普及局の組織分析

を通じて検証する。 

 

5-3 プロジェクトの実績の検証 

5-3.1 プロジェクト目標の達成状況 

（プロジェクト目標）中小規模生産者の酪農経営改善のための支援制度を明らかにし、これに従

い、関係機関の役割と機能が改善される。 

 

（指標）「国家酪農振興計画」が策定される。 

（代替指標）プロジェクト終了時までに、関連機関の役割分担が明確にされた「中小規模生産者を

対象とした酪農振興計画」の実施体制が構築される。 

 

＊関係機関とは、農牧省（MAG）、アスンシオン国立大学、県庁、市役所、協同組合、

生産者組合、乳業会社、その他 
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プロジェクト目標の達成状況は、以下の分析から不十分であったと考えられる。 

本プロジェクトの PDM に示されるプロジェクト目標は、「中小規模生産者の酪農経営改

善のための適切な支援制度が明確化される」と「それに応じた関連機関の役割と機能が改

善される」という 2 つのことを含んでいるが、前半はアウトプット 2 と重複している。し

たがって、プロジェクト目標は後段部の「（中小規模生産者の酪農改善のための適切な支援

制度）に応じた関連機関の役割と機能が改善される」ことにあったものと理解される1。し

かし、表 5-2 に示したしたように、この部分の達成状況を測定するための指標は設定されて

いない。 

この部分に関連するアウトプットの 3 において、「中小規模農家の経営改善支援策を立案

するために、関連機関の役割と機能が明確になる」ことが掲げられているが、アウトプッ

ト 3 の達成状況は終了時評価時点においても改善の余地があることが指摘されている。プ

ロジェクトで策定された「中小規模農家を対象とする酪農振興計画」においても、関連機

関の役割と機能については明確にされておらず、終了時評価においても改善の余地のある

ことが指摘されている。そうした点を鑑みると、「関連機関の役割と機能が改善される」に

ついては、プロジェクト期間中の達成は不十分であったと判断される。 

なお、PDM で設定されたプロジェクト目標の指標は、「『国家酪農振興計画』が策定され

る」であるが、プロジェクトが直接関与しない形で策定されるという事態が発生し、プロ

ジェクトに混乱を招いた。 

「国家酪農開発振興計画」は、プロジェクト期間中の 2003 年 12 月に、大統領の指示に

より農牧省企画総局にて策定され、同計画において、策定後 30 日以内にその実施計画を策

定する旨が規定された。そのため、プロジェクトでは、カウンターパートである畜産研究

生産局を支援し、実施計画にあたる「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」を作成

することとなった。 

これについて、JICA 側評価調査団及びパラグアイ側評価委員との合同評価として実施さ

れた終了時評価では、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」の作成をプロジェクト

目標の指標として設定されていた「国家酪農振興計画」の策定と同等の評価をされるべき

として、プロジェクト目標の達成状況は満足できるものと判断された。他方、終了時評価

では有効性の評価の中で、「『中小規模生産者を対象とした酪農振興計画』は目標に達する

一連の中で実施されたもので、成果（アウトプット）として評価できうるもの」ともして

いる。 

この点については、プロジェクト目標から検討すると「中小規模生産者を対象とした酪

農振興計画」の作成は、アウトプット 2 に相当するものであり、本事後評価ではアウトプ

ットが達成されたものとみなす。 

 

 

 

 

                             
1 PDM における「プロジェクト目標は一つである」という原則からも外れており、PDM の論理性を損なっ

ていた。 
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5-3.2 上位目標の達成状況 

（上位目標）中小規模農家に適した酪農経営モデルが構築される 

（指標）モデル地域において事業実施前と比べて、酪農による所得が増加する 

(代替指標)「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」に盛り込まれた経営指標を満たすため

のモデル展示場が設置される 

 

 事後評価時点において上位目標は達成されていないと判断される。 

「中小規模農家に適した酪農経営モデルが構築される」という上位目標に対し、「モデル地

域において事業実施前と比べて、酪農による所得が増加する」は、達成状況を測定する指

標ではなく、上位目標の結果としてのインパクトの一つであり、適切ではない。したがっ

て、本事後評価では、プロジェクト目標との因果関係も鑑み、「『中小規模生産者を対象と

した酪農振興計画』に盛り込まれた経営指標を満たすモデル展示場が設置される」という

代替指標を設定し、上位目標の達成状況を検証した。 

 終了時評価時点では、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」に基づき、サンロレ

ンソ（DIPA 敷地内）及びエウゼビオ・アジャラ牧場内にモデル展示農場の建設計画が進め

られているとされていた。しかしながら、本事後評価の現地調査により確認したところ、

モデル展示農場の建設は行われていなかった。 

 

5-3.3 終了時評価における提言への対応状況 

終了時評価において、プロジェクトによって作成された「中小規模生産者を対象とした

酪農振興計画」に関して分析を行い、プロジェクト終了時までにより具体的な計画書作成

に務めることが提言された。 

 事後評価時点で確認したところ、情報共有及び技術移転に関する提言は実施されたもの

の、それ以外の事項に関する提言は実施されていない。 

【プロジェクト終了までに実施すべき事項】 

課題 対象機関 提言 実施状況 

終受益者にい

たる便益のロジッ

クモデルの構築 

農牧省畜産研究

生産局、 
普及局、 
企画総局等、 
関連局 

・ 終受益者（中小規模農家）が便益を受ける道筋を、そ

の受益者を取り巻く状況を考え、明確にすること 
実施されて

いない 

優先課題の明確

化 
農牧省畜産研究

生産局、 
普及局、 
企画総局等、 
関連局 

・ 優先課題を明確にし、それに必要な技術も明確にする

こと。 
・ 目標値については、短期、中期、長期に分けて記すこ

と。 
・ これら課題に関し、乳製品加工及び流通に関する事項

も含むこと 

実施されて

いない 

農牧省および関

係機関の役割と

機能の明確化 

農牧省および 
外部関係機関 

・ 酪農における戦略が関係機関の協力の下、効果的、効

率的に実施されるために、「中小規模生産者を対象とし

た酪農振興計画」に明示されている農牧省内外の関係

機関の役割と機能を明確にすること 

実施されて

いない 
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課題 対象機関 提言 実施状況 

普及活動の改善 農牧省普及局 ・ 普及活動は 2 つの展示場（サンロレンソ、エウゼビオ・

アジャラ）を通じて実施されることになっているが、特

に、小規模農家のような遠隔地の農家は、展示牧場に

アクセスすることには困難があるため、代替となる施設

（既存農家の農場や近隣の普及センターなど）を検討す

る 

実施されて

いない 

情報共有および

技術移転 
C/P 及びプロジェ

クト関係者、 
日本人専門家 

・ 日本人専門家、C/P、プロジェクト関係者間のコーディネ

ーションを強化するため、すべての関係者間で情報を

共有することが望ましく、日本語で作成されている報告

書を速やかにスペイン語報告書とし、関係者に配布す

る。 
・ 現地調査については、日本人専門家だけでなく、C/P を

必ず同行させるよう配慮すべきである。 

ス ペ イ ン 語

版報告書は

作成されて

いる。 
また、C/P と

と も に 現 地

調査も実施

された。 

 

 

 

5-4 評価結果 

5-4.1 評価 5 項目による分析 

5-4.1.1 妥当性 

終了時評価においては、パラグアイ社会のニーズ、政策面でのニーズ、酪農振興に係る

体制整備への農牧省のニーズを踏まえ、妥当性は高いとの判断が行われているが、本事後

評価においては、以下の分析から、本プロジェクトの妥当性は低いものであったと評価す

る。 

 

 ターゲットグループのニーズとの合致 

（中小規模農家の酪農生産向上へのニーズ） 

プロジェクトでは、牛乳の需要増への対応として、中小規模酪農家による生産増加、衛

生管理の強化及び組織化による商業化の促進などを含めた国家酪農振興計画を策定するこ

とを目指した。しかし、ターゲットグループである中小規模農家のニーズという観点から

見ると、プロジェクト終了後において、中小規模酪農家、特に、小規模酪農家においては、

必ずしも生産増加および商業化に対するインセンティブは強くなく、また、酪農経営強化

に対するニーズも高いものとはいえない。 

現地調査で訪問した農家では、乳牛を 20 頭以上所有し、専業で酪農を行っている中規模

農家では、プロジェクトで実施されたセミナーなどで紹介された飼料や保冷タンクの導入

などを行っている者も確認された。他方、所有地 10 ヘクタール以下の小規模農家では、酪

農専業の農家はほとんどなく、商品作物、肉牛・養鶏・養豚など他の家畜、と多様化した

生産活動を行っていることが一般的である。牛乳販売は直接家庭に販売されるか、仲介業

者を通して販売するかのいずれかであるが、いずれにしても価格は 1 リットル当たり 30 円

前後と安く、利益率の高いものではない。また、季節的な変動もあり、不安定である。そ

うしたことから、小規模農家では、酪農を縮小し、他の農業活動の比重を高めているケー

スが散見されている。少なくとも、小規模農家は、価格や生産量の変動リスクを吸収し、

できるだけ安定的な収入を得られるよう農業活動を多角化するための支援に もニーズが
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あるものと考えられ、酪農はその一つの手段であるが、 もニーズが高いものであったか

については疑問がある。 

また、現状では、中小規模農家の多くは直接各家庭に販売を行うことに満足している。

酪農の付加価値を高める方法としては、保存が可能で扱いやすいチーズの自家生産などに

対し、関心が高まっているが、生産・流通を組織化し、一定の投資を行い、品質・衛生管

理の向上が必要となる乳業会社に販売するという商業化に対しては、あまり関心は高くな

いようであった。 

 

 政策との整合性 

（パラグアイ政府の政策との整合性） 

パラグアイにおける牛乳の需要が高まっていることは確かであり、パラグアイ政府はこ

うした需要増に対し、近隣諸国からの輸入に頼るのではなく、国内生産での対応を可能に

するという方針をもっている。したがって、プロジェクト開始時点において牛乳生産増加

に対するニーズはあり、プロジェクト終了後もその状況には変わりはない。しかし、ブラ

ジル及びアルゼンチンという大規模資本による酪農経営を展開し、競争力のある国と隣接

しているパラグアイにおいて、中小規模生産者による牛乳生産増加を図るという政策が有

効であるかについては、疑問がある。 

また、酪農に関する政策上の優先度を見ると、実施協議調査においては、「酪農振興及び

中小規模農家支援のビジョン・戦略がない」との指摘があるが、これは翻ってみると、プ

ロジェクト開始の段階で、パラグアイ政府の農業セクター全体の政策において、酪農振興

に関する優先度が低かったことを意味するものと考えられる。大統領の指示により、農牧

省企画総局により「国家酪農振興計画」が策定され、プロジェクト実施中の 2003 年 12 月

に政府の承認を受けたことから、農業政策における酪農振興への優先度が高まったものと

見られるが、計画に示された予算は実施されなかった。 

本事後評価において、農牧省に対し、政策的な優先度を確認したところ、これまでは農

業に重点が置かれていたが、今後は酪農を含めた畜産分野の比重を高める必要性を認識し

ており、農業セクターの国家計画の見直しを行う方針であった。したがって、今後、酪農

振興の優先度が高まる可能性は示唆されたものの、本プロジェクトについてのパラグアイ

政府の政策における優先度から見た妥当性は低いものであったといわざるを得ない。 

 

表 5-9 農牧省の予算配分 

農業省全体 畜産次官房 畜産研究生産局 普及局  

金額（億 Gs） ％ 金額（億 Gs） ％ 金額（億 Gs） ％ 金額（億 Gs） ％ 

2007 446.7 100 1.5 0.3 3.8 0.9 13.2 2.9

2008 637.3 100 2.2 0.3 4.6 0.7 19.5 3.1

2009 711.4 100 4.8 0.7 8.5 1.2 41.6 5.8

（出所）Ministerio de Agriclutura y Ganadería 予算書各年版より作成 
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（日本の援助政策との整合性） 

プロジェクト実施時における日本の対パラグアイ支援の基本方針において、農林畜産業

が重点分野とされており、また、現状の基本方針においても貧困対策が重点分野とされて

いることから、小規模農家を対象とする本プロジェクトの整合性は維持されている。 

 

 手段としての適切性 

プロジェクトでは、中小規模農家を組織化し、生産および流通の改善を図ることで、乳

業会社との取引が可能になり、酪農経営を安定化させることがプロジェクトで見込まれて

いたが、現地調査で確認した限りでは、乳業会社の中小規模農家からの牛乳供給に対する

需要は必ずしも高くないものと見受けられる。その理由としては、乳業会社自身は大規模

な酪農経営を行っており、供給量が不安定な中小規模酪農家に依存する必要はないことが

ある。また、中小規模酪農家から供給を受ける場合には、品質の向上と衛生管理の徹底が

必要であるが、その点については乳業会社が指導して取組むという姿勢はなく、そうした

体制ができれば中小規模農家から牛乳を購入してもよいという考えである。中小規模農家

を組織化し、共同の貯蔵タンクを設置し、集荷を行うスキームが一部地域で実施されてい

るものの、商業化のためには相当の投資が必要であり、その一方で商業化されても牛乳の

買取価格の上昇は見込めず、むしろ低下するものと見られている。また、中小規模農家は

かなり点在しており、しかも道路が未整備であることから、組織化による集荷スキームが

果たしてなじむのかという疑問もある。 

また、小規模農家支援という観点でも、前述の通り、小規模農家のニーズは価格や生産

量の変動リスクを吸収し、できるだけ安定的な収入を得られるよう、農産物及び畜産物を

多角的に生産することにあると見られ、酪農振興のみに限定した小規模農家支援は適切な

戦略とはいえないものである。プロジェクトの準備段階で実施された第 2 次短期調査にお

いて、PCM ワークショップ2が開催され、問題分析から計画立案が行われ、酪農家も参加し

ていた。しかしながら、プロジェクトの主要な受益者となるべき小規模農家は参加してお

らず、ターゲットグループのニーズを適切に反映するための手段も講じられていなかった

といわざるを得ない。 

 

5-4.1.2 有効性 

終了時評価では有効性は高いと判断されていたが、本事後評価では、以下の理由により、

有効性は低いと判断する。 

終了時評価で有効性が高いとした根拠は、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」

が、目標に達する一連の流れの中で実施されたものであり、成果（アウトプット）として

評価できるという点であった。また、「国家酪農振興計画」の策定についてもプロジェクト

の貢献があったとしている。 

しかしながら、有効性の評価は、プロジェクト目標の達成状況とそれに対するプロジェ

クトのアウトプットの貢献度によってなされるべきであり、こうした観点から本プロジェ

                             
2 プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM: Project Cycle Management）は、開発援助プロジェクトの

計画立案・実施・評価という一連のサイクルを PDM と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて運営管理する

手法であり、PCM ワークショップは、援助側及び被援助側の関係者が参加して、プロジェクトの計画作り

を行うものである。 
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クトの有効性を検証すると、終了時評価での判断とは異なる結果が導き出される。 

プロジェクト目標の達成状況において指摘した通り、プロジェクト目標の達成は不十分

であり、その要因は、プロジェクト目標とアウトプットの因果関係が論理的に組み立てら

れていないことに加えて、いずれのアウトプットの達成も不十分であったことに起因して

いる。 

 

 アウトプット 1 の達成状況 

アウトプット 1 は、「中小規模農家、農協、生産者組合、市場、農牧省研究生産局の活動、

農牧省の酪農分野における施策の実態が調査される」であり、プロジェクト期間中の 2003

年 12 月に「中小酪農家アンケート調査報告書」3が作成された。終了時評価ではこれをもっ

てアウトプット 1 の達成状況は十分であると判断しているが、同報告書の内容を吟味する

と、達成状況が十分とはいえない。 

中小規模農家の実態については酪農に関する部分が中心であり、農家経営全体から見て、

中規模及び小規模農家のそれぞれでどのような問題を抱えており、どのようなニーズがあ

るのかという観点からの経済的・社会的データの収集は行われておらず、分析も不十分で

ある。また、中小規模農家への適切な支援策を策定すると言う観点から見て、普及システ

ムを含む農牧省が抱える問題点についても分析は行われておらず、農協や生産者組合につ

いての情報収集、問題点や課題の分析も十分とはいえない。中小規模農家の資金調達の問

題が指摘されているものの、農業融資制度の実態について調査も十分に行われていない。 

 

 アウトプット 2 の達成状況 

アウトプット 2 では、「中小規模農家の経営改善支援策が明確になる」ことが目指されて

いる。終了時評価における達成状況を見ると、酪農経営に関する内容については概ね達成

しているものの、農家組織化に関する支援制度や普及システム改善の戦略、原料乳の取り

扱い及び流通システムの改善、中小規模農家向け融資制度の改善については、「検討した」

にとどまっている。アウトプット 2 の成果品とみなされる「中小規模生産者を対象とした

酪農振興計画」を見ても、これらの事項に関し、どのような機関・組織がどういった取組

みを行うかを含めた具体的な支援策については明確になされておらず、アウトプット 2 は

達成されているとはいえない。 

アウトプット 2 が達成されなかった要因としては、中小規模農家を取り巻く施策の実態

についての調査が不十分であり、問題点・課題の把握が適切に行われなかったことに起因

するものと判断される。 

 

 アウトプット 3 の達成状況 

アウトプット 3「中小規模農家の経営改善を支援するために、関連機関の役割と機能が明

確になる」とあるが、終了時評価時点でも達成状況には改善の余地があると判断されてい

た。 

アウトプット 3 が達成不十分であった原因としては、指標が不適切であり、その指標に

                             
3 酪農が行われているコルディジェラ（Cordillera）、カアグアス（Caaguazú）、ミシオネス（Misiones）、パ

ラグアリ（Paraguarí）、セントラル（Central）の 5 県を対象に実施された。 
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基づいた活動が設定されたことから、アウトプット 3 を達成するために十分な活動が行わ

れたかったことにあると考えられる。アウトプット 3 の指標である「（農牧省と関連機関間

の）協定書の作成が共同で着手される」であり、アウトプット 3 のための活動としては「プ

ロジェクトと関連機関で協定書を作成する」が設定されたのみであった。しかし、「関連機

関の役割と機能が明確になる」ことに対し、「協定書の作成が共同で着手される」は活動の

一つに過ぎず、アウトプットの指標としては適切でない。プロジェクト目標の達成から考

えれば、アウトプット 3 では「明確にされた支援策に応じて求められる関連機関の役割と

機能に基づいた内容で、支援策を実施するために農牧省と関連機関によって協定書が締結

される」ことが必要であり、そのためのより具体的な活動がプロジェクトで取組まれる必

要があった。 

また、関連機関の役割と機能について、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」で

明確に示されておらず、プロジェクト期間中にアウトプット 3 を達成することは困難であ

ったといえる。 

 

5-4.1.3 効率性 

終了時評価においては、プロジェクトの効率性は穏当な水準であるとされていたが、事

後評価において再検討したところ、以下の理由により、効率性は低いと判断される。 

効率性の評価は、プロジェクトでの投入がいかにアウトプットに転換されたか、投入の

適切性（質、量、タイミング）、類似案件との比較に加え、事後評価では費用対効果の観点

からも分析される。 

 

 投入からアウトプット、効果（アウトカム）への転換状況 

終了時評価では、専門家の指導科目を兼務させ、長期専門家を 3 名に抑えつつ、短期専

門家も第三国専門家を活用するなど工夫を図ったことが評価された。また、パラグアイ側

の投入（運営予算）のタイミングに関し、遅延が見られ、活動の進捗に影響があったもの

の、同国政府の財政状況を考慮すれば、 大限の努力をしたとして、効率性は穏当な水準

であるとの評価であった。 

しかし、本事後評価においては、投入からアウトプットへの転換という点について再検

証したところ、アウトプットの達成状況は不十分であったと判断され、投入は効率的にア

ウトプットに転換されたとはいえない状況である。プロジェクト目標の達成も十分とは言

えず、費用対効果も低いものであった。 

 

 投入の適切性 

投入の適切性についても、投入の質、量、タイミングのいずれについても問題が指摘され、

特に質・量に関しては、アウトプットの達成を阻害した重大な要因であると判断される。 

 

（投入の質・量） 

本プロジェクトは政策支援型であることから、主な投入は人材であった。日本側からは

酪農技術・経営に関する専門家を中心に投入され、パラグアイ側からは畜産研究生産局の

酪農技術の専門性を有する人材が主に配置された。 
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しかしながら、プロジェクトのアウトプットの達成に必要な活動を鑑みると、これらの

人材の投入のみでは、質・量ともに不十分であったと考えられる。 

事前協議において農牧省の体制の問題が指摘されていたが、中小規模農家の経営改善支

援策を明確にするにあたっては、アウトプット 1 に示されたように農牧省の体制の調査・

分析が重要であったと考えられるが、組織・制度の分析を行い、改善策の検討を行うため

の人材の配置は行われていない。また、酪農技術以外の課題・問題点についてもより深い

分析を行い、有効な対応策の検討・策定も不可欠であるが、農家組織化、普及システム、

融資制度に関する専門家やカウンターパートの投入も行われていない。 

他方、粗飼料生産、乳質管理、繁殖及び繁殖疾病診断といった酪農技術に関する短期専

門家が派遣され、畜産研究生産局、普及局、農協関係者、酪農家向けにセミナーが開催さ

れているが、プロジェクトのアウトプットを達成するための活動という観点を鑑みると、

投入が酪農技術・経営に偏っていたといえる。 

 

（投入のタイミング） 

終了時評価において、パラグアイ側の投入の遅延による活動の進捗状況への影響が指摘

されていた。2 年間という短期間のプロジェクトにおいて、活動の進捗の遅れは効率性の観

点から軽微なものと看過することはできない。アウトプットの一部が達成されなかったこ

とを考慮すると、効率性に負の影響を与えたものと判断せざるを得ない。パラグアイ側の

投入が適切に行われるかという点については、事前協議の段階でも懸念されていた点でも

あり、「 大限の努力があった」として評価されるべきものではないと考えられる。 

 

5-4.1.4 インパクト 

 上位目標の達成度 

終了時評価時点では、上位目標の達成可能性は高いとされていたものの、事後評価時点

で上位目標は達成されておらず、上位目標の達成によるインパクトも生じていない。 

 

 関係者の能力向上 

 カウンターパートの自己評価では能力向上はあったと判断される。カウンターパートの

元職員は、大学の獣医学部で講師をしており、プロジェクトを通じて得た酪農に関する知

識・技術を後進の指導に役立てている。 

 なお、事後評価において、キャパシティ・ディベロップメントに関するプロジェクトの

インパクトについて、図 5-1 に示すロジックモデルを仮説として立て、関係者への質問票に

より検証を行うことを予定していたが、上位目標も達成されておらず、プロジェクトの成

果である「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」も実施に至っていないことから、

カウンターパートの能力向上の検証にとどまった。 
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図 5-1 プロジェクトによる CD に関するインパクトのロジックモデル（仮説） 

 

 

 その他の波及効果 

 プロジェクトの活動によるインパクトが部分的に見られるものの、全体としてプロジェ

クトによる広範囲に亘る顕著な波及効果は見られなかった。また、プロジェクト終了後、

プロジェクトの成果としての中小農家向けの酪農振興に関する活動も展開されていないた

め、プロジェクトによる負のインパクトは特に確認されていない。 

 

（プロジェクトの成果によるインパクト） 

 終了時評価では、「『中小規模生産者を対象とした酪農振興計画』がパラグアイで初めて

の畜産部門における活動計画書として作成されたことは畜産振興政策面で強いインパクト

をもたらした。」とされていたが、プロジェクト終了後、同計画の実施にはいたらず、事後

評価時点において同計画が作成されたことによるインパクトは確認できなかった。 

 

（プロジェクトの活動によるインパクト） 

 プロジェクトで実施されたセミナーを通じて紹介された粗飼料生産や乳質管理などの酪

農技術については、事後評価の現地調査で訪問した中規模農家の一部で導入されていたも

PDM

上位目標

プロジェクト目標

アウトプット

中小規模農家の酪農
経営が改善する

1.中小規模農家の経営、農
業協同組合、農民グルー
プ、牛乳生産者、ＤＩＰＡの
活動、畜産セクターにおけ
る農牧省の施策が調査さ
れる

DIPAおよびDEAGのC/P
が畜産セクターに係る実
態調査を行う能力が向上
する

DIPA及びDEAGの中小規
模農家への酪農支援に
関するサービスが向上す
る

中小規模農家への酪
農支援に関する関係
機関との連携が強化さ
れる

DEAGの中小規模畜産
農家向け普及サービス
が向上する

受益者

2.　中小規模農家の経営改
善を支援するための戦略
が明確になる

3.　中小規模農家の経営改
善を支援する制度を構築す
るために、関係機関の役割
と機能が明確にされる

カウンターパート機関 関係機関

DGPのC/Pの中小規模農
家の経営改善支援のた
めの戦略を策定する能力
が向上する

ＤＩＰＡの関係機関との調
整能力が向上する

中小規模農家向けの適切
な畜産農家経営モデルが
確立される

中小規模畜産農家の経営
改善のための支援制度が
明確化され、関係機関の役
割と機能がそれに応じて改
善される

キャパシティ・ディベロップメントへのインパクト
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のの、これまでの農業技術に偏った農牧省の普及体制を考えると、波及効果は非常に限ら

れた範囲であるものと推察される。 

 また、プロジェクトで、農牧省と関連機関との連携に関する協定書の締結に向けた活動

が行われていたが、プロジェクト終了後、農牧省と地方自治体、民間企業との連携が行わ

れている事例が見られている。 

 ミシオネス県の事例：県庁が農業省と協定を結び、県内に工場を有する民間企業

（Lacto Sur 社）に対し、中小規模農家が生乳供給を行うことができるよう、組織

化と技術支援を行うプロジェクトを立ち上げた。 

 セントラル県グアランバレ地区の事例：セントラル県は、農業のポテンシャルは

あるものの、生産が低下しており、同地区においても農業支援が重要な課題であ

るところ、地区役場は畜産研究生産局及び普及局と協定を結び、技術支援の促進

を図っている。畜産研究生産局とは、品種改良及び飼料管理に関する技術支援に

ついての協定を結び、普及局に対しては、地区役場の中に普及員が常駐するスペ

ースを提供するとともに、農民向けの投入材を購入するための費用（約 400 ドル）

を提供した。 

 ただし、ミシオネス県の事例については、民間企業は自ら大規模な牧場経営による生乳

生産を行っており、積極的に中小規模農家から生乳を買い上げるという前提ではない。中

小規模農家からの生乳供給は需給が逼迫した際の補完的な位置づけであり、あくまで農牧

省の支援のもと、衛生管理や品質改善、流通管理などの体制が整えば、必要に応じて購入

してもよいというスタンスである。したがって、現時点で、民間企業が同地域の中小規模

農家の安定的な生乳供給先として保証されているわけではない。 

 

 

5-4.1.5 自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性は、プロジェクトの成果と位置づけられる「中小規模生産

者を対象とした酪農振興計画」の自立発展性とみなされるが、同計画は実施されておらず、

自立発展性は低いと判断される。 

 同計画の実施に係る、畜産研究生産局及び普及局を中心とする農牧省に関する組織分析

の結果は、表 5-10 の通りである。 
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表 5-10 「中小規模生産者を対象とする酪農振興計画」に関する農牧省の SWOT 分析 

 正の影響 負の影響 

内

部

環

境 

（人材） 
 プロジェクトによって技術移転された畜産研究生

産局のスタッフの技術レベルは維持されている。

 普及局により、獣医・畜産関係の普及員の配置

が進められている。 

（組織体制） 
 普及局により、農家 150 戸当たり 1 名の普及員

が配置できるよう、目標が掲げられている、 

（計画・予算） 
 農牧省の年度計画・予算配分制度の見直しが行

われており、局間の調整を行ったうえで、予算配

分の改善が図られる見通しである。 

 農牧省全体の政策の見直しが行われており、今

後、酪農を含む畜産分野の優先度が高められる

可能性がある。 

（人材） 
 中小規模農家支援を行うための普及局の普及員

の数が不足している 

（組織体制） 
 「同計画」を実施するための体制は整備されてい

ない 

 農業金融制度が十分に機能していない 

（予算・計画） 
 「同計画」を実施するための予算は確保されてい

ない 

 従来では、農牧省における畜産分野の政策上の

優先度は相対的に低い 

 普及活動を行うための車両整備、燃料費が不足

しており、普及活動が十分に行えていない 

 普及サービスなどの活動は、ドナーの支援による

援助プロジェクトで予算が確保されているときに

活発に行われており、持続的には行われていな

い 

外

部

環

境 

（マクロ環境） 

 文部省による「一杯の牛乳運動」が拡充されてお

り、牛乳消費量の拡大を促している。 

（ミクロ環境） 
 一部で生産者組合による生乳の共同収集、業者

への販売が行われている。 

 一部で、中小規模農家支援の普及活動に関し、

地方自治体、農協、民間事業者との協定書が締

結され、連携が行われている。 

（マクロ環境） 

 「一杯の牛乳運動」において、必ずしも中小規模

生産者からの調達が優先される政策はとられて

いない。 

 ブラジルやアルゼンチンと比して、パラグアイの

酪農部門の競争力は弱い。 

（ミクロ環境） 
 牛乳の買取価格は安定せず、利益率も低いた

め、特に、小規模農家にとって酪農経営を拡大す

るインセンティブは弱い。 

 「一杯の牛乳運動」により、地元の小学校に牛乳

を販売している中小規模農家もあるが、生産が

増加する夏場に学校が夏休みになり、販売先が

確保できず、安定的な供給先ではない。 

 中小規模農家による経営改善のための資金ニー

ズは高いが、農業融資制度がうまく機能していな

い。 

 乳業会社は、品質管理や流通面で問題を抱えて

いる中小規模生産者からの生乳の買取に積極

的でない。 

 農民の組織化率は低く、組織活動も脆弱である。

 

 

 農牧省に関する組織分析の結果から、本プロジェクトの成果の自立発展性について、特

に、以下の面において重要な要因が指摘される。 
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 制度・政策面 

 妥当性の評価において指摘したとおり、農牧省の政策上、酪農を含む畜産分野の優先度

は相対的に低い。新政権下において政策の見直しが行われる中、事後評価における現地調

査で農牧省企画総局に対するヒアリングでは、畜産分野の優先度が高められる可能性があ

るものの、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」の位置づけについては、不透明で

ある。 

 

 経済・財政面 

 農牧省の予算を見ると、承認額に対し執行率は 60～80％とばらついており、予算執行の

確実性は必ずしも高くない。また、2007 年の予算執行額で見ると、分権化された機構への

予算4が約 45 億円で 65％以上を占め、農牧省直轄の予算は 24 億円弱と 35％に過ぎない。農

牧省直轄の予算のうち、人件費が 50％超を占め、人件費以外の業務費は 20％である。普及

サービスなどの活動は、ドナーの支援によるプロジェクト予算が確保できたときのみ行わ

れ、農牧省自らの予算は常に不足しており、持続性はないことが以前から指摘されている。 

 こうした中で、畜産分野の重要性が明確に高まり、政策的な裏づけがなされない限り、「中

小規模生産者を対象とした酪農振興計画」の予算的な裏づけも確保されないものと見込ま

れる。 

 また、中小規模農家が経営改善を行うにあたっては、新たな技術・経営方法の導入のた

めの投資が必要であり、機能的な農業融資制度が不可欠である。農業省傘下の農業信用公

庫（CAH: Credito Agricóla de Habilitación）5を通じた農家向け小規模融資（平均貸付額約 4,000

ドル）や農協による融資などがある。小規模農家にとっては資金コストの負担は軽いもの

ではないため、積極的に融資を活用してまで投資を行うという姿勢は見られない。なお、

2008 年の大統領選挙に当たり、政策的に公庫の貸付金利が 15％（市場金利は 30％、農協の

小規模融資の金利でも 20％）に引き下げられたが、公庫の業務費をカバーできない水準で

あり、政府からの赤字補填もないため、貸出は縮小されている。 

 

 組織面 

 普及局では、2009 年 2 月現在、農業開発センター（CDA: Centro de Desarrollo Agricóla）と

呼ばれる地域事務所を 18 ある各県に置き、その下に地区ごとの技術支援局を 128 ヵ所設置

し、328 名の普及員を配置している。目標としては、普及員 1 名当たり 150 戸の農家を担当

し、技術支援を行うこととされているが、普及員の数は圧倒的に不足している。例えば、

イタ県（Itá）における 2008 年の実績では、普及員 1 名当たり、担当する農家への技術支援

に加え、その他の農家からの問い合わせへの対応などを含めると、延べ 1500 件に対し支援

をしている。 

 プロジェクトで実施した中小酪農家アンケート調査報告書において、小規模農家の 51％

が農牧省の技術支援を受けたことがないと回答している。本事後評価の現地調査において

も、中小規模農家に対し、農牧省の普及サービスに関するヒアリングを行ったが、普及員

                             
4 独立行政法人である農村土地開発院（INDERT: Instituto Nacional de Desarollo de la Tierra de Paraguay）への

予算移転が中心であり、2007 年度 20 億円超であった。そのほか、農業次官房から農業生産者組合等民間

組織や、教育局から農業学校を経営している NGO に対する予算移転がある。 
5 1946 年設立。 
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による戸別農家への訪問による技術支援はまれであると回答している。 

こうした点から、中小規模農家に対する支援において、農牧省の既存の普及サービス体

制は脆弱であると判断される。 

 

5-4.2 貢献・阻害要因の分析 

事後評価においては、特に、インパクト及び自立発展性について重点を置いて評価を行

っていることから、プロジェクトの貢献及び阻害要因について、インパクト及び自立発展

性の観点から分析を行う。 

 

5-4.2.1 プロジェクトの貢献要因 

 インパクト 

 本プロジェクトでは、上位目標は達成されておらず、また、プロジェクトとの因果関係

が検証可能な重要な正のインパクトも確認されておらず、インパクトに関する貢献要因は

特にない。 

 

 自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性は低いと判断され、特に、自立発展性を促進する重要な要

因はない。 

 

5-4.2.2 プロジェクトの阻害要因 

 インパクト 

上位目標が達成されず、プロジェクトの成果である「中小規模生産者を対象とした酪農

振興計画」が実施されず、それによる波及効果も挙げられなかった も重要な要因は、農

牧省内において、中小規模農家向けの酪農への支援の優先度が高くなく、予算措置や実施

体制の整備がなされなかったことにある。 

大統領の指示により、プロジェクト期間中に「国家酪農開発計画」が策定されるといっ

た動きがあり、終了時評価時点では上位目標を含む「中小規模生産者を対象とした酪農振

興計画」の実施に向けた予算措置への期待が高まっていたものの、結局、実施に至らなか

った。その背景には、パラグアイの畜産分野のニーズ、市場、競争力等の分析に基づいた

一貫した政策がなく、酪農振興についてそうした政策的裏づけがきちんと行われていなか

ったことにあったものと考えられる。 

 

 自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性の確保には、農牧省の組織的課題の改善・解決が不可欠で

あったが、そのための取組みがプロジェクトで十分に行われなかったことが、自立発展性

を阻害した要因であったと考えられる。 

プロジェクト開始にあたっての実施協議において、農牧省の組織的課題については把握

され、「プロジェクトを通じて行政能力の向上に努めることが妥当である」とされながら、

本プロジェクトにおいてそれを可能にする、カウンターパートの選定も含めた、適切なア

プローチが選択されなかった。また、課題への取組みが十分に行われず、問題として指摘
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された行政能力の向上に取組むための体制・期間も不十分であった。 

 

（アプローチの適切性） 

 「実施協議調査団報告書」6によれば、プロジェクト開始前に想定される行政能力の向上

策として、①プロジェクト活動を通じて取組む課題の重要性と達成可能性を認識させ、士

気を鼓舞する、②農家の組織化を通じた有効な行政ネットワークの構築、③人員増を伴わ

ない農牧省関係部局の組織改変、が挙げられていた。 

 ①については、ターゲットグループの多数を占める小規模農家のニーズを鑑みると、「中

小規模農家の経営改善の手段としての酪農の強化」が重要であったかについては疑問があ

る。また、②及び③については、農牧省が抱える構造的な問題を解決するための手段とし

て非常に有効であったと考えられるが、プロジェクトにおいてはこれらの課題についての

具体的な取組みは行われず、プロジェクト開始前に指摘された問題は終了後も解決されな

いままであり、プロジェクトは自立発展性を確保することができなかった。 

 

（プロジェクトの実施体制の適切性） 

 「実施協議調査団報告書」では、協力期間 2 年間では、政府の制度改善及び体制整備に

は不十分であるとしながら、「これらが達成されるまで協力を行うことは自立発展性の観点

から不適当である」とし、「（プロジェクト目標が達成される）過程で農牧省関係部局の活

性化を図って、制度改革と体制整備が若干なりとも進む程度が現実的」と判断していた。 

 しかし、制度改革と体制整備を促進することが重要と認識されながら、こうした課題に

対応する専門性を持った専門家の投入は日本側からの支援としては行われず、また、パラ

グアイ側で制度改革と体制整備を進めるためにイニシアティブをとるべき関係部局を組み

込んだプロジェクトの実施体制はとられなかった。 

 結果として、協力期間の 2 年間で、「中小規模生産者を対象とする酪農振興計画」は作成

されたものの、制度改革及び体制整備のいずれも進まず、自立発展性も確保されないまま、

プロジェクトは終了した。 

 

 有効性及び効率性 

終了時評価においても指摘されているが、ターゲットグループの設定、プロジェクトの

アプローチの論理性（アウトプットとプロジェクト目標、上位目標の因果関係）、指標の設

定などプロジェクトのアプローチに問題があり、本来であれば PDM の大幅な修正が必要で

あったことが、有効性および効率性を阻害した も大きな要因であることが指摘される。 

 

（ターゲットグループの設定） 

中規模専業酪農家と酪農は生計の一手段に過ぎない小規模農家とでは本来ニーズが異な

っており、プロジェクト目標に掲げられた「適切な支援制度」は異なるものになる。しか

し、プロジェクト開始前にいわゆる「中小酪農家」に関するデータ・情報は把握されてお

らず、プロジェクトにおいて「中小酪農家アンケート調査」が行われ、初めて実態が把握

                             
6 国際協力事業団「パラグアイ共和国酪農を通じた中小規模農家経営改善計画：実施協議調査団報告書」（平

成 14 年 5 月） 
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された。その中で、複合経営の一部として酪農を行っている農家が多数を占めていること

が明らかになっているが、こうした実態に基づいてプロジェクトのターゲットグループの

変更が検討されることはなかった。 

事前協議の段階で、「パラグアイにおいては情報が不足しているので、プロジェクトでま

ず酪農及び農家の状況を正しく把握する現状調査を十分に行うことが必要である」との指

摘がされているが、2 年間という短いプロジェクト期間で、ターゲットグループに裨益する

効果的なプロジェクトを実施するのであれば、プロジェクトが開始されてからの実態把握

では遅すぎたといわざるを得ない。 

 

（プロジェクトのアプローチの論理性） 

プロジェクトが形成された背景に、農牧省畜産研究生産局からの技術支援への要請があ

ったため、「政策支援型プロジェクト」に方向転換されたあとも、主たる協議の相手は畜産

生産局であり、プロジェクトのカウンターパート機関も同局が中心となった。そのため、

関連機関の役割と機能の明確化にも重点を置いた投入と活動が必要であったにもかかわら

ず、対応がなされなかった。また、プロジェクトの実施体制から見ても、「酪農分野」を対

象とするにしても、「中小規模農家への支援制度を明確化し、関連機関の役割と機能を改善

する」ことを目的にするのであれば、機能・権限を鑑みると畜産生産局を中心とする体制

では不適切であり、酪農技術・経営を中心とする日本側の投入も不十分であった。こうし

た体制の不備は、結果として当初プロジェクトで作成を予定していた「国家酪農振興計画」

に相当する計画書がプロジェクト外部で作成されてしまうという事態も招いたと推察され

る。PDM 見直しを行うことを目的として、モニタリング・評価の専門家が短期専門家とし

て投入されたものの、2003 年 11 月に作成され、2004 年 6 月に承認された改訂版 PDM にお

いても根本的な軌道修正がなされないままであったことも、有効性及び効率性を減じる要

因となった。 

 

（プロジェクト実施中の計画修正に係る負担） 

2 年間という短いプロジェクト期間にも関わらず、プロジェクト実施中にプロジェクトの

見直しが必要となり、これに多くの時間を割く必要が生じた。このため、本来のプロジェ

クトの活動にかけるべき労力・時間が低減され、プロジェクトを効率的に実施することを

阻害する要因となった。 

 

5-4.3 結論 

 総合判定 

 「政策支援型技術協力」との位置づけで実施された技術協力プロジェクトであったが、

そもそもターゲットグループのニーズの把握が不十分であり、農牧省の政策における酪農

振興の位置づけも相対的に高いとはいえない状況の中で、本プロジェクトの妥当性には問

題があったといわざるを得ない。また、確固たる妥当性が確保できていなかったがために、

プロジェクトのアプローチの適切性（ロジックも含めた）にも問題が見られ、投入のミス

マッチや不十分さを生じさせた。 

 また、プロジェクトのアプローチが適切性を欠いたことで、上位目標の達成を含むイン
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パクトも十分に発現せず、プロジェクトの自立発展性も確保されなかったものと判断され

る。インパクト及び自立発展性が阻害された要因は、農牧省において畜産分野の優先度が

相対的に低く、予算措置・実施体制に構造的に問題を抱えていたことがあげられる。しか

しながら、こうした問題はプロジェクト開始以前に把握されていたことであり、本来であ

れば、プロジェクトの開発効果とその持続性を確保することの重要性も認識した上で、プ

ロジェクトにおいて解決に向けて取り組まれるべきであった。 

 

 

5-5 提言と教訓 

以上、本事後評価の結果から、JICA 及びパラグアイ農牧省に対する提言及び教訓を取り

まとめる。 

 

5-5.1 提言 

 JICA への提言 

（プロジェクトの成果の有効活用） 

 本プロジェクトの成果である「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」は、改善を

要する点はあるものの、プロジェクトのプロセスにおいて、中小規模農家の酪農に関する

側面はかなり具体的に把握されている。現在実施されている「小農支援のための総合的農

村開発計画調査」等においても、本プロジェクトで整理された情報をレビューし、酪農に

関する支援を検討する際には、「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」を踏まえて、

より具体的で、実施可能性の高い施策に結びつけることが求められる。 

 

 パラグアイ農牧省への提言 

（中小規模農家のニーズに即した酪農支援の検討） 

 酪農を専業にしている農家も含まれる中規模農家と、複合経営を行っている小規模農家

のそれぞれのニーズを踏まえた上で、中規模農家支援及び小規模農家支援の枠組みを明確

にし、農牧省における酪農を含めた畜産分野における支援の政策上の位置づけを明らかに

する必要がある。 

 そうした政策上の位置づけに基づいて、プロジェクトで作成された「中小規模生産者を

対象とする酪農振興計画」にあげられた施策のなかで、重要度が高く、有効性の高いもの

を選定し、しかるべく予算措置を行い、普及局及び畜産研究生産局を中心とする連携のも

と、実効性のある体制によって実施していくことが求められる。 

 

5-5.2 教訓 

本プロジェクトは、2 年間という短い期間の「政策支援型技術協力」であったが、十分な

成果を挙げることができなかった。以下に、本プロジェクトの結果から導き出される、プ

ロジェクトのアプローチの検討及び管理体制における教訓をまとめる。 
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 JICA への教訓 

（ターゲットグループのニーズの把握の重要性） 

 本プロジェクトでは、ターゲットグループを中小規模農家として、プロジェクト目標が

設定されながら、プロジェクトの形成段階において小規模農家の経営改善に関するニーズ

は把握されず、それが反映されないままプロジェクトが立案され、手段としての適切性も

欠くものとなり、プロジェクトの妥当性を低める結果となった。 

 プロジェクトにおいて中小規模農家に対するアンケート調査が実施されたが、本来であ

れば、社会調査の専門家を投入して、プロジェクト実施前にターゲットグループの実態を

把握し、その結果に基づいたターゲットグループの見直しと、そのニーズに応じたプロジ

ェクト目標の設定が必要であった。 

  

（政策支援型技術協力における組織改革を中心とするアプローチの重要性） 

 プロジェクト開始前にパラグアイ農牧省の行政能力及び組織的課題が認識され、組織の

機能改善を目指すプロジェクトとしながら、技術部門を主たるカウンターパートとする技

術向上を主体とする技術協力プロジェクトのアプローチが採られ、目標と手段のミスマッ

チがあったことが、プロジェクトの効果を阻害したことが指摘される。 

 プロジェクト開始直前の実施協議において、従来型の技術協力プロジェクトを実施して

も 終受益者である中小規模農家への効果を及ぼすことができないと判断され、「政策支援

型技術協力」への方向転換が行われたものであるが、農牧省の行政能力及び組織的課題に

ついては、それまでの農牧省に対する技術協力を通じてすでに把握されていたはずである。

本来であれば、多くの課題を抱える農牧省に対する効果的な政策支援型技術協力を行うに

は、どのようなアプローチが必要であるかを、組織制度面からの詳細な分析を事前に行っ

た上で、パラグアイ側と十分に議論・協議しながら、プロジェクトの枠組みを見直すべき

であった。 

 パラグアイにおいて農業分野への支援を行うにあたっては、予算制度に問題があり、施

策の実施可能性が低いこと、普及体制が整備されていない上、活動費が確保されず、普及

サービスが機能していないといった従来からの課題への対応を行う必要がある。その対応

策として、政策支援型技術協力という手段を選択するのであれば、農牧省の組織・運営の

あり方に対する改善を提言し、支援するととともに、地方自治体及び農民組織等を活用し

た制度も視野に入れたアプローチが求められる。 

 

（十分な事前準備によるプロジェクトの立案と管理体制） 

 2 年間という短期間でのプロジェクトであったにもかかわらず、プロジェクトの枠組みが

明確でなく、指標等の設定にも問題があったうえ、プロジェクト目標に対する投入も適切

でなかったため、効率的なプロジェクトの運営が行われず、プロジェクトの成果も十分で

なかった。 

 短期間で効果的なプロジェクトを行うためには、プロジェクト実施中に大幅な見直しが

必要とならないよう、予めターゲットグループや対象セクター、関係機関に関する詳細な

情報収集・分析を行い、それに基づいた適切なアプローチに基づく合理的なプロジェクト

の立案が不可欠である。 
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 また、本プロジェクトでは中間段階で中間評価を兼ねた運営指導が行われているが、プ

ロジェクトにとって調査団の受入の負担は少なくない。短期間のプロジェクトでは日常の

モニタリングに基づく、タイムリーな運営改善を行うことが、プロジェクトをより効率的

に実施し、効果を高めるためには有効である。 

 

 パラグアイ農牧省への教訓 

（実態を反映した横断的な中小規模農家支援プログラムの策定） 

 商品作物、畜産・酪農といった農牧省の行政上の縦割りに合わせた振興計画を策定して

も、狭い範囲での技術的な問題等の解決策を示したものになりがちであり、中小規模農家

の根本的な経営改善に結びつかない。また、局の縦割りで策定された支援策では、重複も

あり非効率である一方、共通の課題である普及システムの改善などの問題への取組みは行

われず、実効性に問題もある。 

 現在、農牧省において、従来の縦割りを改善し、局間の調整を行うための予算配分・計

画策定システムの見直しが行われている。中小規模農家の経営改善を支援するには、彼ら

の経営の実態と課題、ニーズを的確に把握したうえで、横断的な中小規中小規模支援プロ

グラムを策定することが求められる。 

 

（機能的な普及システムの再構築） 

中小規模農家が求める技術支援を適宜、効率的に行える普及システムの再構築は、 も

重要な課題である。「予算がないので普及員が活動できない」ということが常に言われてい

るが、政府財政の構造的な歳入不足は一朝一夕に解消されるわけではなく、十分な予算が

ない中で、有効な普及システムをいかに構築していくかを検討すべきである。 

地方自治体、NGO、民間組織等との連携と農民組織の強化は、普及システムの再構築に

おいての重要なポイントである。特に、農民組織については、農民組織に参加してもメリ

ットがないとして、やめている小規模農家も見られるが、農民組織を通じた普及システム

の再構築は農家にとっての組織化のインセンティブになると考えられる。 

 

（中小規模農家支援策に整合した農業金融制度の再構築） 

「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」において融資の供与が盛り込まれたもの

の、具体的にニーズに対応する融資制度は示されていない。中小規模農家にとっては酪農

を含めて経営改善を行うにあたっては、資金調達が問題となっており、農業金融制度の見

直しも求められる。農業信用公庫は、一般より低い金利で小規模農家向けの小口融資を行

っているが、現在、経営問題を抱えており、貸出を縮小している。実効性のある中小規模

農家支援策に整合した、持続性の有る農業金融制度の再構築が求められる。 
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技術協力プロジェクト「パラグアイ：酪農を通じた中小規模農家経営改善計画」事後評価に関するＪ

ＩＣＡ事業担当部の見解 

 

本プロジェクトは、パラグアイ国（以下、「パ」国）の酪農を取り巻く状況を把握し、中小規模酪農振興

のための開発の方向性を示すことを目的としています。PDM の論理性や指標が一部適当でなかった

という側面は確かに認められますが、プロジェクトの活動である「中小酪農家アンケート調査」を通じた

酪農を取り巻く状況の把握、それを踏まえた「国家酪農開発振興計画」策定へのプロジェクトの貢献、

「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」の策定を 2 年間という短い協力期間において達成し、

さらに上位目標の一部も達成されたと判断できることから、一定の協力効果があったと考えておりま

す。 

なお、本プロジェクトの目的に鑑みて、策定された計画の内容をより充実したものとするため、制度

改革や体制整備に力点を置く専門家の配置については、事後評価の指摘を踏まえ、今後のプロジェ

クトの計画策定において改善を図りたいと考えます。 

 

以上に加え、以下の点について、事後評価の結果と異なる見解を持っています。 

 

（妥当性） 

「パ」国による中小規模酪農振興政策は、政策としての有効性を有するとともに、同政策は「パ」国

の農業政策において一定の優先度を有していると考えます。 

「パ」国の「農牧林業開発計画」（2002 年 4 月策定）において全国の農家の 94％を占める「家族農

業」1の活性化が提唱されています。酪農は、家族農業、即ち、中小規模農家に貴重な現金収入をも

たらすものとして「パ」国政府の中小規模農家支援策に明確に位置付けられるものと考えます。「パ」

国が競争力のある国と隣接しているのは事実ですが、プロジェクトを通じて作成された「中小規模生産

者を対象とした酪農振興計画」においても、中小規模農家が生産する牛乳の 50％強は直販（周辺へ

の個別販売）であるとしており、毎日、牛乳を生産・販売することにより僅かな金額ながらも継続して現

金収入を得ることが可能となります。農業政策においては、産業としての農業振興や国家の食料安全

保障を図る側面と共に、地方の中小規模農家の生計向上を支援する貧困対策としての側面も極めて

重要です。我が国を含め、多くの国が国内農家の保護政策を取っており、特に途上国においてはそう

した政策の有効性は否定できないと考えます。 

酪農は、農家経営の多角化の一つですが、他の穀物生産と大きく異なるその位置付けは中小規模

農家の生計において重要であると考えます。大統領の指示により、プロジェクト期間中に「国家酪農開

発振興計画」が策定されるといった動きがあったことは、「パ」国の政策において酪農が重要な位置付

けにあることを示していると考えますし、本プロジェクト終了後に、「パラグアイ生産者組合連合会」(ＦＥ

ＣＯＰＲＯＤ）がカナダ国際開発庁（ＣＩＤＡ）と「酪農部門競争力強化プロジェクト」を 2005 年に開始する

など、農協組織が酪農分野の強化に取り組んでいることを当方にて確認しています。また、自立発展

性の項で述べるとおり、農牧省は畜産分野の強化のための予算措置及び組織強化を図っており、政

策としての優先度が高いことを示しています。 

 

（インパクト） 

上位目標の達成状況については、事後評価においても確認されているように、2008 年と 2009 年に

3 つの県において、農牧省の畜産次官と民間セクター及び県庁との間で酪農振興のための協定が締

結されています。さらに、中小酪農セクターを支援・強化することを目的とした委員会が結成されてい

ることを確認しており、「国家酪農開発振興計画」に基づく「牛乳クラスター国家計画」が立案され、承

認に向けた手続きが行われている状況です。これは「国家酪農開発振興計画」及び「中小規模生産者

を対象とした酪農振興計画」において一貫して重要な位置付けとされている地方自治体や民間との連

携強化が実現に至ったものですので、上位目標の一部が達成されていると考えます。 

この他に、事後評価の現地調査では、カウンターパートの能力向上、カウンターパートがプロジェク

トを通じて得た酪農に関する知識・技術を後進の指導に役立てていること、訪問した中規模農家の一

                                                  
1農牧省はパラグアイの農家を「家族農家」（約２９万戸）と「近代企業的農家」（約１万５千戸）の二つに

大別しています（2001 年当時）。 
 



部でそうした技術が導入されていたこと等が確認されており、キャパシティ・ディベロップメントのインパ

クトもあったことが分かります。 

 

（自立発展性） 

事後評価において農牧省の政策・年度計画・予算の見直しが行われていることが確認されたことは

自立発展に向けたポジティブな動きと捉えるべきと考えます。実際、弊機構パラグアイ事務所によれ

ば、2005 年以降の農牧省全体の予算は（2006 年を除き）増加傾向にあり、農牧省は「パ」国畜産分野

強化プログラム（PRONAFOPE）を策定し、2009 年 8 月に承認されています。同プログラムの主なコン

ポーネントは酪農強化で、同プログラム実施のため 2010 年の予算 1,000 百万 Gs（約 2 千万円）を承

認済みで、2011 年には更に増加される予定です。また、プロジェクトの提案を踏まえて、同プログラム

を実施するため人材確保と農牧省内の関係部局、県庁及び市役所と調整中が行われています。この

ように、「パ」国の酪農分野が自立発展していくには多くの時間を要しますが、協力成果が徐々に現れ

てきていると認識しています。 

また、2004 年に設立された行政法人「国家組合院」（ＩＮＣＯＯＰ）と上記「パラグアイ生産者組合連合

会」（ＦＥＣＯＰＲＯＤ）による酪農プロジェクトの実施を通じて、本プロジェクトの成果が民間生産者団体

に引き継がれている面もあり、農牧省の組織・予算の動きに加えて、こうした形で自立発展性が確保

されつつあることもポジティブに評価できると考えます。 

 

（有効性） 

「国家酪農開発振興計画」が大統領指示に基づき急遽作成された感は歪めませんが、「国家酪農

開発振興計画」の作成に直接携わった関係者のうち総括を含む半数はプロジェクトのカウンターパー

トであったとともに、同計画が本プロジェクトを出典元とするデータで作成されており、特に本プロジェ

クトで実施した対象 5 県 365 戸の酪農家の実態を把握するための「中小酪農家アンケート調査」の貢

献度が大きかったことが伺えます。また、同計画に対するアクションプランとしてプロジェクトが作成し

た「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」にも、中小規模農家の酪農生産促進のための実施

体制が提示され、アクションプランの一部として位置付けられている農牧省と関係機関（地方自治体、

民間）との連携推進が後に実現されていることからも、成果２とプロジェクト目標はほぼ達成されたと

考えます。 

酪農分野の現況把握（成果 1）についても、事後評価で確認されているとおり、複合経営の一部とし

て酪農を行っている農家が多数を占めている中小酪農家の実態が「中小酪農家アンケート調査」の実

施を通じて初めて把握されました。また、上記のとおり、同調査が「国家酪農開発振興計画」策定にも

大きく貢献したと考えます。一方で、事後評価により指摘されている農牧省が抱える問題点について

の分析は、「中小酪農家アンケート調査」とは別に、農牧省に配属された本プロジェクトの専門家がカ

ウンターパートとともに日々の活動を通じて問題を整理し、必要な助言を行いました。 

 

なお、本プロジェクト終了後の協力としては、現在、開発調査「小農支援のための総合的農村開発

計画調査」において、東部地域の小農支援のためのマスタープランを作成しています。その中では、

「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」を踏まえて、パイロットプロジェクトの一つとして、大農

協を通じた小規模酪農生産者の牛乳販売事業を実施し、小農の生計向上につながる具体的な道筋

を検証し、最終的なマスタープランを完成させていく予定です。 

 

  （農村開発部） 

 




