
評価調査結果要約表

１．案件の概要

国名：タンザニア連合共和国 案件名：農業セクター開発プログラム（ASDP）
事業実施監理能力強化計画

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：タンザニア事務所 協力金額（終了時評価時点）：約 2億 5,000万円

協力期間：(R/D) 2008 年 3 月 25 日～

2011 年 3月 24日

先方関係機関：農業・食料安全保障・協同組合省、

畜産漁業開発省、水・灌漑省、産業・貿易・マー

ケティング省、首相府地方自治庁

１－１ 協力の背景

タンザニア政府は、国家戦略である農業セクター開発戦略（ASDS）を実施するため、農

業セクター開発プログラム（ASDP）を策定し、2006年 6月より政府および日本を含む農

業関連ドナーの協力によって、ASDP バスケット・ファンドを立ち上げ、本プログラムの

実施に取り組んでいる。

ASDP の効果を把握するためには、既存のデータ収集とモニタリング・評価制度によっ

て現場レベルの開発活動の効果を把握し、データの整理と分析を行うことが不可欠である

が、現在進められている地方分権化の影響もあり、村から中央に至る農業データ

（Agricultural Routine Data）の収集、報告の制度が十分に機能していない。そのため、現

場レベルの報告が中央の農業セクター関連省庁（ASLMs）にまで的確に届いておらず、ま

た、各省庁あるいは一省内の各局が相互の調整なしに、地方政府に対して直接データの報

告を依頼することが常態化している。

このような状況を改善するため、ASDP におけるモニタリング・評価の制度枠組みおよ

びモニタリング・評価を円滑かつ機能的に実施するための人材育成方法について検討する

ことを目的に、農業セクター関連省庁と関連ドナーとの合同のモニタリング・評価作業部

会が立ち上げられた。しかし、モニタリング・評価制度に係る ASDPの予算が限られてい

ることに加え、バスケット・ファンドによる財政支援のみでは、ASDP モニタリング・評

価制度枠組みの運用に不可欠な政府関係者の能力強化を行うことは困難であるため、農

業・食料安全保障・協同組合省（以下、農業省）は、日本に対する技術協力を要請した。

本プロジェクトは、ASDP のモニタリング・評価枠組みの中で村から中央政府に至る農

業データ定期報告制度を整備することを目的として、2008年 3月から 2011年 3月までの

3年間の予定で実施している。2010年 3月に実施された中間レビューにおいては、プロジ

ェクト活動が概ね順調に進捗していることが確認された。終了時評価調査では、2011 年 3
月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を確認し、今後のプロジェ

クト活動に対する提言および今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くとともに、要

請予定の次期フェーズの検討を行うことも目的とした。



１－２ 協力内容

（１）上位目標

スーパーゴール：農業セクター開発プログラムが効果的に実施される。

上位目標：「農業データ定期報告制度」に基づき報告された農業データを用いて、農業セク

ター開発プログラムのモニタリング・評価が適切に行われる。

（２）プロジェクト目標

農業セクター開発プログラムのモニタリング・評価制度の枠組みの中で、村から中央に至

る「農業データ定期報告制度」が整備される。

（３）成果（アウトプット）

① 農業セクター関連省庁間で統合された「農業データ定期報告制度案」が策定される。

② モロゴロ州およびドドマ州内の州、県、郡、村の関係者が、農業データ定期報告制度

案の運用方法を習得する。

③ モロゴロ・ドドマ州の州政府、対象県政府、対象県内の郡および村での試験運用を通

じ、「農業データ定期報告制度案」が改訂される。

④ 試験運用の結果と教訓に基づき、「ASDPモニタリング・評価ガイドライン」が改訂さ

れる。

⑤ ASDPのモニタリング・評価に係る活動の効果的かつ円滑な実施に向け、M&E作業部

会の能力が強化される。（中間レビューで追加）

⑥ 本技術協力の進捗、実績が、中央・地方政府関係者ならびにドナー関係者と共有され

る。

（４）投入（終了時評価時点）

【日本側】

専門家派遣：4名（57.89M/M）、研修員受入（計 5回、11名）、機材供与：約 10百万円、

ローカルコスト負担：220百万タンザニア・シリング（約 13百万円）

【相手国側】

カウンターパート配置：21名、施設提供：農業省内プロジェクト事務所・出張時の車両、

ローカルコスト負担：213百万タンザニア・シリング（約 13百万円）

２．評価調査団の概要

調査者（担当分野：氏名・職位）：

（１） 団長／総括：長谷川 敏久（JICA タンザニア事務所 次長）

（２） 農業統計：上倉 健司（農林水産省 大臣官房統計部 統計企画課 統計管理官）

（３） 農業セクタープログラム：天目石 慎二郎（JICA タンザニア事務所 企画調査員）

（４） 協力計画：小濱 和彦（JICA タンザニア事務所 所員）

（５） 評価分析：長谷川 さわ（株式会社日本開発サービス 調査部 研究員）

現地調査期間：2010年 9月 11日～9月 30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

投入実績は、日本側・タンザニア側双方とも予定通り投入された。活動実績についても、

ログ・フレーム（L/F）で特定された活動は概ね予定通り実施されている。各アウトプット・

目標の達成度は以下の通り。

各アウトプットの達成度

アウトプット１：評価時点でほぼ達成されている。

アウトプット２：評価時点でほぼ達成されている。

アウトプット３：LGMD2の開発・改善作業の遅延により、他のアウトプットの活動の進捗

状況よりも遅れがあるが、関連する残りの活動が実施されれば、プロジェクト終了までに

は達成される見込み。

アウトプット４：関連する残りの活動が実施されることにより、プロジェクト終了までに

順調に達成されることが見込まれる。

アウトプット５：達成度については判断に難しい面があるものの、残り半年間で M&E作業

部会に対する能力強化が引き続き行われることにより、終了までに達成されることが見込

まれる。

アウトプット６：評価時点でほぼ達成されている。

プロジェクト目標の達成度

指標の結果から、すべてのアウトプットに係る活動が予定通り行われ、各アウトプット

が達成された後、2011 年 3 月のプロジェクト終了までに達成されることが見込まれる。

ARDS の暫定案の策定およびその改訂作業を経て、パイロット地域における ARDSの実際

の運用はまだ始まったばかりであり、一連の運用プロセスの途上にある。すべての運用プ

ロセスはプロジェクト終了までに完了する見込みであり、完了後、プロジェクト目標は順

次達成される見込みである。

上位目標の達成見込み

上位目標が達成されるかどうかは、タンザニア政府がプロジェクト終了後に「ARDS 全

国展開計画」を確実に実行に移すかどうかによる。全国展開を実施していくにはまだいく

つかの課題があり、プロジェクトの残り期間でこれらの課題を克服し、全国展開実施に向

けた布石を打っていくことが必要となる。

３－２ 評価結果の要約

（１）妥当性

農業開発はタンザニアにとって重要な戦略に位置付けられており、プロジェクト目標お

よび上位目標に掲げられている農業セクターにおけるモニタリング・評価の強化は、タン

ザニアの開発政策に整合している。また、日本の対タンザニア援助政策にも整合している。

プロジェクトの主要目的である ARDSの制度構築は、関係者が同システムを通して最新の



農業データを遅延なく得ることを可能にし、また得られたデータに基づいて適切な農業計

画および農業報告書を作成することにも役立つという点で、ターゲット・グループ（農業

セクター関連省庁職員、パイロット地域の州職員・県職員、郡・村の農業普及員）のニー

ズも十分に満たしているとの調査結果を得た。パイロット地域の選定も適切であったと言

える。

（２）有効性

本プロジェクトではほぼ予定通りに活動が実施され、アウトプットも順調に達成されて

いる。活動の実施によって一定の成果は現れている、と言える。

プロジェクト目標の達成については、すべてのアウトプットが予定通り達成された後、

プロジェクト終了までに達成されることが見込まれている。ARDS の実際の運用は始まっ

たばかりであり、まだ一連の運用プロセスの途上にある。すべての運用プロセスはプロジ

ェクト終了までに完了する見込みであり、完了後、プロジェクト目標は順次達成される見

込みである。

一方、本プロジェクトにより ARDSが構築・整備されたが、ARDSの質的向上に関する

課題があり、特に郡・村の農業普及員によるデータ収集に改善の余地がある。データ収集

には統計上いくつかの問題点があり、個々の普及員によってデータ収集能力にも差がある

ことが分かった。ARDSによる効果を高めるためにも、プロジェクト終了後の ARDSの全

国展開を前に、これらの問題点をできるだけ改善しておくことが望まれる。

（３）効率性

本プロジェクトでは日本側・タンザニア側双方から計画通りに投入がなされ、投入され

たすべての要素は活動の実施にもれなく使用され、活動もほぼ予定通りに実施されている。

活動を実施するにあたって各投入要素は効率的に使用され、投入量に対するアウトプット

の達成度も理にかなうものであるとの結論を得た。

中間レビュー調査で L/F の改訂が行われ、アウトプット５およびそれに係る活動が追加

された。その結果、プロジェクト活動において少なからず時間が割かれていた M&E作業部

会に対する能力強化のための活動が、プロジェクトの円滑な実施に必要な正式な活動とし

て承認され、アウトプット５の活動に係る時間・作業が「無駄」とはみなされなくなり、

プロジェクトの効率性を保証することになった。

プロジェクトの実施において、日本人専門家とタンザニア側カウンターパートとのコミ

ュニケーションはよく取れており、良好なプロセスによって実施された。加えて効率性の

観点から、本プロジェクトではパイロット地域が首都のプロジェクト事務所に比較的近く、

地域内の県が隣接していたため、効率的に各地域を訪問することができるようになり、ス

ムーズな実施に繋がった。



（４）インパクト

上位目標を達成するためには、ARDS の全国展開実施にあたって、ARDS の質的向上に

関する課題を克服し、提言を実行に移していくことが必要となる。現在のところ、プロジ

ェクトは上位目標の達成に向けて正しい方向に向かっていると言える。

計画時に予期していなかった正負の影響について、本プロジェクトの間接的効果として、

以下のプラスのインパクトがあった。

 英国国際開発庁（DfID）による、ドドマ・モロゴロ州のパイロット対象県以外の県（計

8 県）におけるARDS の試行

 アフリカ開発銀行（AfDB）による、レイク・ゾーンの 5州・28県で実施している「県

農業セクター投資プロジェクト（District Agricultural Sector Investment Project: 
DASIP）」において、対象地域でのARDS の導入

 モロゴロ州のパイロット対象県以外のウランガ県における、ARDS の二つのフォーマ

ット（統合質問表と標準月報フォーマット）の自発的な導入

反対に、環境や社会配慮面など、本プロジェクトの負の影響については実施中に報告が

なく、今後もプロジェクトによるマイナスのインパクトが生じることは考えにくい。

（５）持続性

政策・制度面： 今後もタンザニアにおいて農業セクターが国の重要産業として発展して

いく見込みは十分ある。ASDP がタンザニア政府によって維持・支援され続ける限り、プ

ロジェクト目標および今後の ARDS の発展は支持されると言える。農業関連５省庁は、引

き続き ASDPのモニタリング・評価を実施すると共に、将来の ARDS全国展開に向けた活

動を始めていくことが期待される。

体制面：今後の ARDS 全国展開に際し、M&E 作業部会は現在よりも更に ARDS 関連業

務に従事する割合が増えることが予想されるため、州・県との連携を今以上に密に行える

よう体制上の配備を検討することが望まれる。また、全体的な事務・管理能力の強化に加

え、主体的に活動を計画し、積極的に行動に移す強いリーダーシップを持った人材がある

とより有効であると言える。県職員に対しては、ARDS の普及と共にモニタリング・評価

担当職員の TORを明確にしていくことが望まれる。また、郡・村農業普及員の増員も、今

後の ARDS 全国展開に向けて必要。

技術面：州・県職員に対しては、ARDS や LGMD2 の運用に関する研修を受けた者が、

同僚職員に対してそれらのスキルを移転・伝達していくことが重要。郡・村の農業普及員

の技術的向上は大きな課題であり、できるだけ正確なデータを収集できるようになるため

にもトレーニング・ガイドを更に充実させていくことが必要。

財務面：今後 ARDSの全国展開を進めるためにはかなりの予算がかかることは必至であ

り、タンザニア政府は、今後の ARDSの運用費用を確保するため、M&E作業部会への予算

および州・県レベルの予算を注意深く検討する必要がある。



３－３ 効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

 パイロット対象県がプロジェクト事務所のあるダルエスサラームに比較的近く、また、

お互いの県が隣接した地域にあったため、日本人専門家や M&E作業部会メンバーが訪

問するのに便利であり、パイロット事業の進捗状況を把握し、必要に応じて問題に適

宜対応していくことを容易にした。

（２）実施プロセスに関すること

 日本人専門家とカウンターパートである M&E 作業部会とのコミュニケーションが良

好であり、専門家自身が作業部会の一員としてメンバーと一緒に多くの活動を行うな

ど、プロジェクトの円滑な実施に好影響を及ぼした。

 タンザニア側の本プロジェクトに対するオーナーシップが強く、プロジェクトの実施

に際し、農業関連５省庁から ASDP を通して多くの費用が支出された。また、ARDS
暫定案の策定および改訂作業が関係者の積極的な参加によって進められたため、彼ら

のオーナーシップ醸成に貢献した。

３－４ 問題点および問題を惹起した要因

（１）計画内容に関すること

 本プロジェクトでは M&E作業部会に対する能力強化に多くの時間・労力が割かれてい

たが、当初の L/F には当該活動に関する項目がなかったため、中間レビュー時に成果

５として追加されることになった。

（２）実施プロセスに関すること

 M&E作業部会のメンバーは、すべてそれぞれの所属する省庁での業務に従事しており、

作業部会以外の仕事もあるため、地方出張などで一ヶ月以上、中央を離れることもあ

る。そのため、作業部会の会合や ARDS の関連業務に従事することが難しい場合もあ

り、本プロジェクトの活動が滞る例があった。

 プロジェクト開始当初に使用を予定していた LGMDがARDSのデータ転送システムと

して使用できないことが分かり、新たに LGMD2 を開発しなければならなくなった。

この LGMD2 の開発にあたり、予定外の時間・作業がかかることになった。

３－５ 結論

本プロジェクトでは、2011年 3月の終了までに所期の目的が達成されることが見込まれ

ている。本プロジェクトは、ARDS の制度を構築すること、ARDS 運用に係る関係者に対

する訓練・能力強化を図ることに貢献し、また、終了後に ARDSを全国展開させるための

基礎を築いた。

今後の ARDS 全国展開の実施にあたっては、プロジェクトのパイロット事業での経験に

より得られた ARDS運用に係る具体的な知識・情報・ノウハウ等が役立つことが期待され、



これらのノウハウ等を活用することにより、タンザニア政府が主体的に実施を進めていく

ことが望まれる。ARDS はタンザニアの農業発展のために有用なシステムとして評価され

るため、タンザニア政府は今後の同国の農業開発のために ARDSを最大限活用していくこ

とが望まれる。

３－６ 提言

以下の提言が出された。

＜協力期間中の短期的な課題＞

（１）村・郡レベルの情報収集体制の強化

① データ収集項目の絞り込み

② データ収集方法のガイドライン等への反映

③ 村・郡普及員のリクルートの強化

④ 村・郡普及員向けの移動手段の提供

（２）県における幅広いM&E人材の育成

（３）取り組み状況の積極的な情報共有の促進

＜協力終了後の中長期的な課題＞

（１）IT 環境の整備

（２）ARDS の全国展開について

① 全国展開計画の見直し

② 収集するデータの信頼性の向上

③ M&E作業部会の能力向上

④ MATI/LITIにおける新規普及員に対する ARDS（特に VAEO/WAEO フォーマット）

に係る研修の実施

（３）州のバックアップ体制の強化

（４）得られたデータの有効活用

３－７ 教訓

以下の教訓が得られた。

（１）適切なパイロットエリアの選定

（２）有効なログフレームの策定とプロジェクト実施中の修正

（３）政府側予算の活用

（４）M&E作業部会メンバーの能力強化を意識した取り組み


