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事後評価調査結果要約表 
 

外部評価者：OPMAC 株式会社 

1. 案件の概要 

国名：パラグアイ共和国 案件名：酪農を通じた中小規模農家経営改善計画

分野：農業一般 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部第二グループ畑作地帯 
第二チーム（農村開発部畑作地帯第一課） 

協力金額：1.47 億円  

先方関係機関：パラグアイ農牧省（農牧省畜産研

究生産局が中心機関） 
協力期間 2002 年 11 月 11 日～2004 年 11 月

10 日 

日本側協力機関：農林水産省  

他の関連協力：特になし 
 

1－1 協力の背景と概要 
同プロジェクトの背景として、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

牛乳生産を行っており、その生産性は低いものであった。また、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状況にあった。 
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。 
 

1－2 協力内容 
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である。農

牧省（MAG:Ministerio de Agriclutura y Ganadería）の畜産研究生産局（DIPA: Dirección de 
Investigación y Producción Animal）、普及局（DEAG: Dirección de Extensión Agraria）及び

企画総局（Dirección General de planificación）を協力機関として、「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、「行政アドバイス」型技術協力が実施された。プロジェクトの概要は以下の通りである。 
 

（1） 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」 

 
（2） 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」 
（関連機関：農牧省、アスンシオン大学、県庁、市役所、農協、生産者組合、乳業会社、金融機
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関など） 
 

（3） 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」 
 

（4） 投入 
日本側： 

長期専門家派遣： 3 名 機材供与： 0.07 億円 
短期専門家派遣： 3 名 ローカルコスト負担： 0.06 億円 
第三国専門家派遣： 2 名  
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 

 

                                                総額 1.47 億円 
相手国側： 

カウンターパート配置： 14 名（延べ 19 名） 
土地・施設提供：プロジェクト事務所、会議

室、駐車スペース等 

ローカルコスト負担：1.6 億グアラニー 
（約 0.03 億円） 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 総括・評価設計監理：三島光恵 OPMAC 株式会社 コンサルタント 
評価分析・現地調査：中村桐美 OPMAC 株式会社 コンサルタント 
農業・農村開発評価：櫃田木世子 日本開発サービス コンサルタント 

調査期間 2008 年 11 月 24 日～2009 年 4 月 24 日 
（現地調査：2009 年 2 月 21 日～3 月 2 日） 

評価種類：事後評価 

３．実績の確認 
3－1 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の達成は不十分であったと判断される。 
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。「国

家酪農振興計画が策定される」という指標については、前半部分に関するものであり、これに相

当する計画はプロジェクト外で策定された。プロジェクトでは、その実施計画に当たる「中小規模

生産者を対象とした酪農振興計画」が策定されたが、これはアウトプットが達成されたものと考え

られる。 
「関連機関の役割と機能が改善される」については、指標は明確に設定されていない。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」ことが掲げられており、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とされていた。また、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。 
 

3－2 上位目標の達成状況 
事後評価時点において、上位目標は達成されていないことが確認された。 
「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」は指標として適切でない。したがっ

て、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
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達成状況を検証した。その結果、終了時評価時点で計画されていたサンロレンソ（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は実施されていなかった。 
 
3－3 終了時評価での提言の活用状況 

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」に関し分析を行い、プロジェクト終了時までに、① 終受益者（中小規模農家）が便益を

受ける道筋を明確にすること、②優先課題を明確にすること、③農牧省内外の関係機関の役割

と機能を明確にすること、④普及活動について改善案を検討すること、⑤プロジェクト関係者間で

情報を共有すること、により、より具体的な計画書作成に務めること及びが提言された。 
事後評価時点で確認したところ⑤に関する提言は実施されたものの、それ以外の事項につい

ては実施されていない。 
 

４．評価結果の概要 
4－1 評価結果の要約 
（1） 妥当性 

全体として本プロジェクトの妥当性は低いものであったと判断される。 
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との整合性は維持されている。パラグアイ社会におけ

るニーズという観点では、パラグアイにおける牛乳の需要の高まりに対応すべく、国内生産の増

加を図る必要があるという状況も続いていることから、牛乳生産増加に対するニーズも持続して

いる。 
しかし、パラグアイ政府の農業政策においては、農業分野に比して畜産分野の優先度は低く、

かつ畜産分野の中でも酪農分野の位置づけは相対的に低いものである。 
また、ターゲットグループのうち多数を占める小規模農家は複合農業を営んでおり、酪農につ

いての生産増加及び商業化に対するインセンティブは強くない。そのため、小規模農家への支援

という観点からは酪農振興のみに絞り込んだ本プロジェクトの戦略は適切であったとはいえな

い。また、現状では小規模農家の生乳は衛生管理も含めた品質面、流通面において問題を抱え

ており、乳業会社側からの中小規模酪農家からの生乳供給に対するニーズは高くはない。これ

らのことから、中小規模生産者による牛乳生産の増加へのニーズは限定的であったと判断せざ

るを得ない。 
 

（2） 有効性 
有効性は低いと判断される。 
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の概要を構成するプロジェク

ト・デザイン・マトリックス（PDM）のプロジェクト目標とアウトプットの因果関係の論理が適切に組

み立てられていないことと、それぞれのアウトプットの達成状況も十分でなかったことにある。 
アウトプット 1 については、中小規模農家の実態についての調査は酪農に関する部分が中心

であり、支援策の策定に必要な普及システムや農家組織化、農業融資制度等に関する調査は

十分とはいえない。アウトプット 2 についても、アウトプット 1 で不十分であった部分に関する支援

策は検討にとどまっており、具体策は示されていない。アウトプット 3 については、適切な指標が

設定されておらず、プロジェクトで策定された「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」にお

いて農牧省以外の関連機関も含めた役割と機能について明確に示されているか、否かで判断す

べきであったと考えられる。 
 

（3） 効率性 
投入からアウトプット及び効果（アウトカム）への転換状況及び投入の適切性・タイミングを検

証したところ、効率性は低いと判断される。 
投入からの転換状況については、アウトプット及びプロジェクト目標の達成状況はいずれも不

十分であり、投入が効率的に転換されたとは言えず、費用対効果も低いものであった。 
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また、投入の適切性については、日本側及びパラグアイ側からの主な投入は、政策支援型と

いうプロジェクトの特性から人材が中心であったが、双方とも酪農技術・経営に関する人材が中

心であり、関連機関の役割や機能を明確化し、かつ改善を促進するための計画策定を行う人員

に関する投入は行われなかった。 
また、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

摘されているが、そもそもこうした問題は事前協議の段階でも懸念されていた点であり、2 年間と

いう短期間のプロジェクトにおいて軽微なものと看過することはできない。 
 

（4） インパクト 
事後評価時点で確認された本プロジェクトのインパクトは、非常に限定的である。 
・ 上位目標の達成状況：達成されていない。 

・ 関係者の能力向上：カウンターパート研修および集団研修に参加したカウンターパート職

員（7名）については、自己評価では能力向上はあったと判断される。特に、大学の獣医学

部で講師をしている元職員は、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

指導に役立てており、酪農分野の人材育成に貢献している。 

・ その他の波及効果については、プロジェクトの直接の因果関係を見出すのが難しい。 

・ 負のインパクトは特に見られない。 
 

（5） 自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は低い。 
プロジェクトで作成された「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」は、プロジェクト終了

後に予算措置が行われず、実施に至ってはいない。また、プロジェクトを通じて紹介された酪農に

関わる技術に関しても、ターゲットグループ全体に展開する普及のための人員は十分に配置さ

れていない。配置されている県でも、農牧省により普及局に活動費用（車両および燃料費）が手

当てされておらず、普及活動はきわめて限定的に行われているのみで、継続性も低い。 
現在、新しい政権下で、農業政策全体の見直しが行われており、農業政策全体における畜産

分野の重点は高められる見通しであり、酪農についても従来に比べて優先度は高まることが予

測されるものの、これまでの位置づけから見て大幅な予算増加を見込むことは現実的ではない。 
 

4－2 プロジェクトの貢献要因 
事後評価時点で、インパクトは限定的であり、自立発展性も低いことから、貢献要因は特にな

い。 
 
4－3 プロジェクトの阻害要因 
（1） インパクト発現を阻害した要因 

プロジェクト終了後、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。こうした状況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

かったことに起因しているものと考えられる。 
 

（2） 自立発展性を阻害した要因 
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ず、課
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題への取組みが十分に行われなかったうえ、問題として指摘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。 
 

（3） 有効性及び効率性を阻害した要因 
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、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ニーズへの対応：中規模専業酪農家と複合農業を営む小規模農家とで

は本来ニーズが異なっており、「適切な支援制度」は異なるものにも関わらず、ターゲットグル

ープのニーズに即した有効な手段が適切に講じられなかった。 

・ プロジェクトのアプローチの論理性：「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。 

・ 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・時間が少なくなり、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。 
 

4－4 結論 
本事後評価において検証した結果、ターゲットグループのニーズを十分反映したプロジェクトの

アプローチとなっていないことから、プロジェクトを実施するに当たっての妥当性に問題があった。

また、プロジェクトの実施体制、投入、戦略が論理的に組み立てられていなかったことに起因し

て、有効性及び効率性も低いものとなり、結果としてプロジェクト目標及び上位目標の達成を阻

害することとなった。プロジェクト開始以前に、農牧省の予算制度及び普及体制などの問題が把

握されていたにもかかわらず、それに対する手段が講じられなかったことから、本プロジェクトの

自立発展性も著しく低いものとなり、プロジェクトの成果は総じて限定的なものであったと判断さ

れる。 
 

4－5 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
（JICA に対する提言） 
・ 本プロジェクトの成果の有効活用：「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、中小規模農家の酪農に関する側面については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、酪

農に関する支援を検討する際には、同計画を踏まえて、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。 
 
（パラグアイ農牧省に対する提言） 
・ 中小規模農家のニーズに即した酪農支援の検討：中規模農家及び小規模農家のそれぞれの

ニーズを踏まえた上で、それぞれに対する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。その上で、プ

ロジェクトで作成された「中小規模生産者を対象とした酪農振興計画」の中で、重要度が高く、

有効性の高いものを選定し、予算措置を行い、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。 
 

4－6 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営

管理に参考となる事柄） 
（JICA に対する教訓） 
・ ターゲットグループのニーズの把握の重要性：本プロジェクトの形成の段階において、小規模

農家の経営改善に関するニーズは把握されておらず、プロジェクトに反映されていなかった。
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事前の段階で、ターゲットグループの実態を把握し、その結果に基づいて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、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アプローチが採られ、目標と手段のミスマ

ッチがあった。パラグアイに対し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おらず、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が必要である。その対応策としては、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実施するために

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、事前の調査・準備を十分に行

い、適切なアプローチに基づくプロジェクトの立案が不可欠である。また、短期間のプロジェク

トでは、日常的な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有効である。 
 
（パラグアイ農牧省に対する教訓） 
・ 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：局の縦割りで策定された支援

策では、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る傾向がある一方で、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、実効性や効率性に問

題がある。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、分野別ではなく、横断的な中小規模農家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：「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の解消は一朝一夕に行われるわけではな

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。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：プロジェクトでは明確にされなかっ

たが、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、持続性のある農業金融制度の再構築が求められ

る。 
 

 




