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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：2010 年 8 月 18 日 

担当部署：JICA ラオス事務所 

1. 案件名 

国名 ：ラオス国 

案件名：南部山岳丘陵地域生計向上プロジェクト 

Livelihood Improvement Project for Southern Mountainous and Plateau Areas 

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 

ラオス国南部 4 県（アッタプー、サラワン、セコン、及びチャンパサック県）において、①ク

ラスター1開発に必要な支援システムの整備、②パイロット・クラスターでの適正技術の普及の

実践、③パイロット・クラスターの経験・好事例の他の対象クラスターへの波及、④関連機関に

プロジェクトの成果が有効なものと認識されることにより、対象クラスター農家の生計が向上す

ることを目的とする。 

(2) 協力期間 

2010 年 11 月～2015 年 11 月（61 ヶ月）（予定） 

(3) 協力総額（日本側） 

約 3.9 億円 

(4) 協力相手先機関 

ラオス国農林省畜水産局（Department of Livestock and Fishery （DLF））が中心となり、農

林省農林業普及局（National Agriculture and Forestry Extension Service,（NAFES））との協

力により実施する。 

(5) 裨益対象者および規模など 

対象県はアッタプー、サラワン、セコン、及びチャンパサック県の 4 県。プロジェクト開始時

に、各県 1郡１～２クラスターを選定する。プロジェクト後半（3 年目以降）に、活動を他郡他

クラスターに拡大する。 

裨益対象者：対象地域 4 県のうち 2 郡、計 8 郡を選定し、各郡から 1～2 クラスターの計 8～

16 クラスターを選定する。裨益対象者は、同クラスターに居住する農民（１クラスター約 50 世

帯）、及びクラスター普及員（1 クラスター2～3名） 

3. 協力の必要性・位置付け 

(1) 現状および問題点 

ラオスにおける農林水産業の GDP に占める割合は約 30％（2008 年、農業 約 23％・林業

約 4％・水産業 約 3%）で、製造業やサービス業などの他部門の成長に伴い徐々に低下して

きているが、就業人口の割合は約 62％（2005 年）であり、依然として多くの就業人口を吸

収する重要産業である。主食である米の自給率に関しては、2000 年以降国家レベルでは達成し

たとされるが、稲作に適した土地が限られ、流通の困難な山岳丘陵地域では食料安全保障は依然

として大きな課題である。特に、カンボジア、ラオス、ベトナムの国境地域で少数民族が多数を

                                                  
1 行政サービスをより効果的に農村地域に届けるために、ラオス政府は 2004 年 1 月に郡の下に 5~10 村をまとめ

た村落グループをクラスターとして制定した。 
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占める山岳地域は「CLV 開発の三角地帯」と呼ばれる貧困地域であり、この一角をなすラオス南

部の山岳丘陵地域 4 県（アッタプー、サラワン、セコン、チャンパサック県）では、2008 年に

全 1,664 村中 352 村がラオス政府により貧困村として位置づけられ（特に、アッタプー県では

157 村中 92 村、セコン県では 239 村中 130 村）、食料不足や貧困がいまだ大きな問題となってい

る。これらの問題に対処するために、地域の自然、経済、社会環境に適した形での農林畜水産物

の生産振興と、住民の生計向上が喫緊の課題となっている。 

ラオスの山岳丘陵地域では、単一作による大規模・集約的な農業生産は一般的ではなく、作物

栽培、家畜飼育、野生植物採取、養殖などさまざまな小規模生産活動を組み合わせることにより

かろうじて生計を維持している。中でも小規模農家においては、特に家畜飼育・養殖が食料の安

全供給源を確保する手段として、また現金収入を得るための手段として重要な役割を担ってい

る。これら小規模農家の生計向上のためには適正技術の導入・普及が非常に重要である。 

しかしながら、ラオスでは政府による普及体制が非常に脆弱であり、これら家畜飼育、養殖な

どの農業技術のみならず、多くの有用技術の普及が困難な状況である。その要因として、①ラオ

スの地域特性として人口密集地域が少なく、農村では散村を主体とするコミュニティであること

から、効率的な普及ができないこと、②普及に対する政府予算の不足から十分な普及員を配置で

きず、尚且つ普及員に対する日当も不足しているため、普及員がコミュニティに頻繁に出向かな

い、③普及員の技術レベルが十分でない、等がある。 

ラオス政府は、このような財政、人材不足の状況の中でもできる限り多くの村に行政サービス

を提供するため、2005 年に政策として「ラオス普及アプローチ（LEA：Lao Extension Approach）」

を打ち出し、末端の行政単位である郡の下に 5～10 村をまとめた「クラスター（ラオス語でクム･

バーン）」と呼ばれる集合体を構成し、クラスターごとに教育、保健、農業の普及分野の行政官

を配置することとした。また各クラスターには、農民の行政サービスへのアクセスを改善するた

めの技術サービスセンター（TSC: Technical Service Center）の配置を推進している。しかし

ながら、これら普及に関する政策・概念が実際に現場で適用されているケースは必ずしも多くな

く、現場レベルの実践による成功例の積み重ね及び失敗例からの教訓の導き出しが当クラスター

開発や普及手法をより現実的なものとしていく上での今後の課題となっている。 

ラオス国農林省は食料安全保障がいまだ大きな問題となっている開発の三角地帯に該当する

ラオス南部 4 県（アッタプー、サラワン、セコン、チャンパサック県）においてクラスター開発

に基づき、家畜飼育、養殖、その他有用農業・農村開発技術を効果的に普及することによって同

地域の生計向上を図っていくための技術協力を我が国に要請した。 

(2) 相手国政府政策上の位置付け 

1) ラオス国は 1996 年の人民革命党大会で「2020 年までに後発開発途上国から脱却する」とい

う長期目標を示し、貧困削減に向けたラオスの包括的戦略フレームワークとして 2004 年に『国

家成長・貧困撲滅戦略』を策定した。農林業は教育、医療、交通インフラに並び 4 つの中心セク

ターとして位置づけられている。 

2) 第 6 次農林省 5 ヵ年計画（2006～2010 年）の重点項目として、①食料安全保障、②商品作

物栽培奨励、③焼畑安定化、④持続的森林管理の 4 つをあげている。2011 年に開始される第 7

次 5 ヵ年計画（2011～2015 年）でも、食料安全保障及び生計向上は引き続き重点項目として位

置づけられる予定である。 
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3) ラオス政府は地域開発の手段として「クラスター開発方式」を推進しており、第 7次農林省

5 ヵ年計画の中で、実施促進すべき 13 の方策の一つに位置づけられる予定。本プロジェクトは

この政策に従って、クラスターを基盤とした適正技術普及の実践に焦点を当てている。 

 

(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付け 

1) 対ラオス国別援助計画（2006 年 9 月）の基本方針として、「貧困削減および人間開発にむけ

たラオスによる自助努力を支援すると共に、グローバル経済及び地域経済への統合に向けて、自

主的・自立的かつ持続可能な経済成長を実現するためのラオスによる自助努力を支援する」とあ

り、3 つの援助目標、６つの重点分野を選定している。 

2) 対ラオス国別援助計画の 1 つ目の援助目標として「『人間の安全保障』の視点から貧困削減

を実践すべく、MDGｓの達成に向けた着実な歩みを支援する」とあり、これに係る 6 つの重点分

野の 3 点目として「農村地域開発及び持続的森林資源の活用」があげられ、4 つの課題が示され

ている。本案件が目的とする適性技術普及による地域住民の生計向上は、4 つの課題のうち、「地

域住民の生計向上」及び「食料安全保障の確保」に直接貢献するものである。 

4. 協力の枠組み 

〔主な項目〕 

(1) 協力の目標 

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】適正技術の普及を通じて、対象クラスター内の農家の生計が向上する。 

【指標】 

1. 対象クラスターにおいて、参加農家の農産物生産がプロジェクト開始時点に比べ

て増加する。 

2. 対象クラスターにおいて、参加農家の米・魚・肉の消費量がプロジェクト開始時

点に比べて増加する。 

3. 対象クラスターにおいて、参加農家の平均所得がプロジェクト開始時点に比べ

XX％増加する。 

（XX は、対象地域の現状を把握し、C/P と調整の上数値を選定し、合同調整委員会で決定する。）

 

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】適正技術の普及を通じて、南部 4 県における地域住民の生計が向上する。 

【指標】 

1. 南部 4 県において農家の農産物生産が XX％増加する。 

2. 南部 4 県において農家の米、魚、肉の消費量が XX％増加する。 

3. 南部 4 県において農家の平均所得が XX％増加する。 

 

(2) 成果(アウトプット)、そのための活動、指標･目標値 

アウトプット 1．対象のクラスター開発に必要な支援システム2が整備される。 

                                                  
2 PAFO、DAFO、TSC の職員及び中核的農家・グループが中心となって普及活動に必要な施設・機材を活用し

て適性技術を広く普及していく仕組み。 
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【指標】 

1. 県農林局（PAFO）、郡農林事務所（DAFO）、TSC の職員 XX 名以上がクラスター開発

と適正技術に関する研修を受け、理解度テストに合格する。 

2. 中核的農家・グループが XX 組以上リストアップされる。 

3. 全ての対象クラスターで XX 以上の適正技術がリストアップされる。 

 

【活動】  

1. 対象クラスター、中核的農家・グループ候補を調査・特定する。 

2. 現地の状況にあった適正技術を特定する。 

3. クラスター開発と適正技術について、PAFO、DAFO、TSC 職員に研修を実施する。 

4. 参加機関の役割と責任について合意形成を図る。 

5. 普及活動に必要な施設・機材を整備する。 

6. ベースライン調査を実施する。 
 

アウトプット 2．パイロット・クラスターにおいて、適正技術の導入・普及が実践される。 

【指標】 
1. パイロット･クラスターで XX 名以上の中核的農民が適性技術を採用している。 
2. パイロット･クラスターで XX 名以上の農民が中核的農民から技術移転を受けてい

る。 

 
【活動】 

1. パイロット・クラスターを選定する。 
2. 中核的農家・グループの役割・責任を明確化する。 
3. 中核的農家・グループへの技術支援と研修を実施し、彼らが普及員として他の村人

に普及活動を行うことを支援する。 
4. パイロット･クラスターでの活動をモニタリングし、プロセスを文章化する。 

 

アウトプット 3．パイロット・クラスターの経験・好事例が他の対象クラスターに適用される。

【指標】 

1. 展開対象クラスターにおいて XX 名以上の中核的農民が適正技術を採用している。

2. 展開対象クラスターにおいて XX 名以上の農民が中核的農民から技術移転を受けて

いる。 

 

【活動】 

1. 他対象クラスターへの普及展開計画を策定する。 

2. 展開対象クラスターにプロジェクトの成果を広報する（コンサルテーション、視察

等）。 

3. 展開対象クラスターでの普及活動を支援する。 
4. 展開対象クラスターでの活動をモニタリングし、プロセスを文章化する。 
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アウトプット 4．プロジェクトの成果が関連機関（DLF、NAFES、南部 4 県の PAFO/DAFO）に認

知される。 

【指標】 

1. エンドライン調査報告書がラオス政府に提出される。 
2. ハンドブック、好事例集がラオス政府に提出される。 
3. XX 回以上のセミナー、ワークショップ等が開催される。 

 
【活動】 

1. エンドライン調査を実施する。 

2. クラスター普及に関するハンドブック、好事例集を作成する。 

3. プロジェクトの成果を印刷物、ウェブサイト等で広報する。 

4. プロジェクトの結果と成果品をセミナー、ワークショップ等で発表する。 

 

(3) 投入（インプット） 

1) 日本側 

①専門家 

・ 長期専門家 3 名（180 M/M）（チーフアドバイザー、適正技術普及（水産）、業務調整

／研修・普及） 

・ 短期専門家 

    -日本人専門家（畜産、耕種、普及、社会経済調査等） 

    -第三国専門家（ラオス国内含む。） 

②研修 

・ 本邦研修 

・ 第三国研修 

③施設・機材 

・ 普及のための施設・機材 

④プロジェクト活動費の一部負担 

2) ラオス側 

①カウンターパート 

・ プロジェクト・ダイレクター、プロジェクトマネージャー、ナショナル調整員（1 名）、

対象県の農林業普及局及び畜水産課職員(1～2 名)、対象郡の農林事務所職員（1～2

名） 

②土地、建物、車両など必要な施設・機材 

③プロジェクト活動費の負担 

 

(4) 外部条件（リスク要因） 

1) 前提条件 

1. 対象クラスターの地域住民がプロジェクト実施に反対しない。 
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2. 治安状態が悪化しない。 

 

2) 成果達成のための外部条件 

1. 対象地域で大規模な人口流動が発生しない。 

2. カウンターパートが頻繁に移動しない。 

 

3) プロジェクト目標達成のための外部条件 

1. 対象地域で深刻な自然災害や異常気象が発生しない。 

2. 対象地域で深刻な家畜・魚の病気が蔓延しない。 

3. 農作物や畜水産物の価格が大幅に下落しない。 

 

4) 上位目標達成のための外部条件 

1. クラスター開発がラオス政府により政策的、制度的に引き続き推進される。 

5. 評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

妥当性は高い。 

・ ラオス政府は 2020 年までに後発開発途上国（LLDC）を脱却するという目標を立てている。2008

年に本プロジェクト対象 4 県の 1,664 村中 352 村は、ラオス政府から貧困村と分類され、い

まだ貧困が大きな問題となっている。プロジェクトで取り組む生計向上活動支援は、ラオス

政府の貧困削減政策と合致している。 

・ ラオス政府の現行第 6 次 5 カ年計画（2006-2010）と次期計画（2011-2015）の中で、安定的

かつ持続的な食料確保が重点政策課題として揚げられており、プロジェクトで取り組む零細

農家の生計向上活動支援はこのラオス政府の基本方針に合致している。 

・ 本プロジェクトは郡・TSC による農民への行政サービスの強化と農民から農民への普及を通し

て、クラスターを単位とした適正技術の普及を目指す。従って、本プロジェクトは、ラオス

政府のクラスター開発、農林省の TSC の強化という方針にも合致している。 

・ 本プロジェクトでは、畜水産を中心とした生計向上活動を支援する。対象となる南部 4 県で

は肉、野菜、果樹の摂取量は全国平均を下回る。魚の摂取量は全国平均を上回るが、供給は

河川等での漁獲に大きく依存しており、水産資源への負荷を緩和するためにも養殖普及の重

要性が高まっている。 

・ 日本政府は、カンボジア・ラオス・ベトナムの三角地帯開発支援の方針を打ち出している。

本プロジェクトは三角地帯に位置する南部 4 県を支援するもので、日本政府の方針と整合性

がある。 

 

(2) 有効性 

有効性は高い。 

・ プロジェクト目標である対象クラスター農家の生計向上のためには、対象クラスター開発に

必要な支援システムの整備（成果１）、パイロット･クラスターでの適正技術の導入・普及の

実践（成果２）、他対象クラスターへの普及展開（成果３）、及びプロジェクト成果の関係機
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関による認知（成果４）が必要とされる。ラオス政府は 2008 年の農林大臣令（No.0216/MAF）

により、①県・郡レベルで TSC の設立を推進すること、②TSC はクラスター開発戦略に沿って

（可能な限りクラスターごとに）設立すること、③TSC は農民に近いところで、農民への技術

支援、研修実施、展示・助言、生産の奨励、種苗生産などインプットの生産と提供、農村金

融とマーケットに関する情報提供など総合的なサービスを提供することを指示している。し

かしながら、脆弱なクラスター開発支援システム、及び関係者の普及実践の経験不足からラ

オス普及アプローチをベースとしたクラスター開発はまだ初期段階にある。したがって対象

クラスター農家の生計向上のためには、クラスター開発に必要な支援システムを整備すると

同時に、Farmer to Farmer 普及を核とした適正技術の普及を展開することで、関係者の能力・

経験を向上させる必要がある。まず、成果 2 のパイロット・クラスターでの適正技術普及の

実践を通じて、他クラスターへの普及を実践する中核的な人材が育成される。成果 3 の展開

対象クラスターでは、パイロット・クラスターでの経験を基に、彼らが中心となって普及活

動を実践することでさらなる能力・経験の向上が期待される。同時にプロジェクトの経験を

分析し、関係機関へのプロジェクト成果の有効性の認知を高める努力は、対象クラスターへ

の支援を効果的かつ継続的に実施する上で必要な取り組みとなる。 

・ 予期せぬ自然災害や異常気象、深刻な作物・家畜・魚の病気の蔓延は、適正技術の普及が円

滑に展開しても、対象クラスター農家の生計向上を阻害する可能性がある。これら不測の事

態を軽減する方策（家畜の予防接種、情報ネットワークの構築等）をプロジェクトとして積

極的に働きかける必要がある。 

 

(3) 効率性 

全体的に効率性は高いと判断されるが、いくつかのリスク要因もある。 

・ 本プロジェクトでは、AQIP2 や FORCOM で確立された普及手法が活用可能である。村落レベル

では村落獣医（VVW：Village Veterinary Worker）3、村落養殖開発ワーカー（VADW：Village 

Aquaculture Development Worker）4といった農民の普及員制度が導入され、また AQIP2 等で

支援したナムスアン養殖開発センター（NADC）をはじめとして、県種苗生産センターや県畜

産センターなど技術支援のリソースがある。本プロジェクトではこうした既存の普及手法、

普及制度、技術サービスを積極的に活用・応用することで、効率的な事業実施を行うことが

可能である。 

・ 本プロジェクトでは 4県 8 郡（各郡１～２クラスター）を対象とすることを想定している。4

県の 27 郡（アッタプー5 郡、チャンパサック 10 郡、サラワン 8 郡、セコン 4 郡）のうち、8

郡（全体の 3 割の郡）で普及活動を展開する。この事業規模は、成功事例の積み重ね、教訓

の抽出には十分な数である。 

・ 本プロジェクトではラオス・日本双方の専門家チームが南部に常駐する。フィールド近隣に

プロジェクト事務所を設置するため、頻繁にフィールドでの活動の促進・モニタリングを実

施することができる。 

・ 南部 4 県におけるクラスター開発と TSC の整備状況は県・郡によってレベルの差が大きく、

                                                  
3 家畜に対する医薬品投与、ワクチン接種及び治療に対して農民から料金を受け取って活動すること

のできる政府から任命された中核的農民。 
4 AQIP2 で確立された養殖普及を実践する政府から任命された中核的農民。 
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パイロット・クラスターによって適正技術の普及発現までに必要な時間枠が異なる。このた

め、状況に応じて TSC に過度に依存しない形も検討する必要がある。 

・ 本プロジェクトの実施フローは、幾つかのステップを一つずつ進めていく必要があるため、

一つの活動の遅れが実施スケジュール全体に影響を及ぼすリスクがある。普及員がある程度

育成され、中核的農家・グループがすでに特定されている AQIP2 の対象郡であったサラワン

県ラオンガーム郡の１クラスターを、本プロジェクトでも継続支援し、先行して活動を進め

ることで、他の対象クラスターへの参考とする。 

 

(4) インパクト 

潜在的に高いインパクトが認められる。 

・ 本プロジェクトによって、適正技術普及のための中核的人材の育成、適正技術普及のための

ハンドブック・好事例集の作成が見込まれる。プロジェクト終了後は、農林省がこうしたプ

ロジェクトの成果と人的資源を活かして、適正技術の普及を他県・郡で展開していくことが

期待できる。 

・ 南部では他ドナーの村落開発事業（具体例：ADB/IFAD プロジェクト-予算約 36 億円、実施期

間 2009-2015 年）が複数実施されている。本プロジェクトの成果が有効と認められば、事業

コンポーネントや実施ツールとして、他ドナーの事業にも広く活用されることが期待できる。

・ プロジェクトの生計向上活動によって、対象郡とパイロット・クラスターにおいては、安定

的な食料確保、栄養指標の改善、収入源の多様化など様々な社会経済的インパクトの発現が

期待される。具体的な成果は、プロジェクトの開始段階と終了時に実施される社会経済調査

で明示することができる。 

・ 上位目標のための外部条件「クラスター開発がラオス政府により政策的、制度的に引き続き

推進される」は現時点で満たされる可能性は高いが、プロジェクトとしてクラスター開発の

有用性を中央に継続して発信していく必要がある。 

 

（5） 自立発展性 

 全体として自立発展性は高いが、施設面の持続性を確保する必要がある。 

・ 「妥当性」の項で示した通り、クラスター開発は政府の村落開発の基本方針の一つであり、

政策面・制度面での継続性は高い。 
・ プロジェクトでは普及活動に必要な施設・機材整備のコンポーネントがあるが、政府からの

予算措置は極めて小額であるため、必要最低限の投入にとどめる。同時に種苗販売などで独

自の財源を確保すべき等のアドバイスを行い、プロジェクト終了後の自立発展性をあらかじ

め検討する必要がある。 
・ 農民から農民への普及アプローチはそれ自体が自立発展性を確保するためのメカニズムを有

しており、初期投資を最小限に抑えた適正技術を導入し、適切な技術支援が継続できれば、

フィールドレベルの自立発展性が確保できる。 
・ VVW、VADW を含めた VEW はラオス政府に認められた制度であり、育成にかかる経費は政府また

は他ドナーの資金を活用して、継続して確保させる可能性が高い。 
・ プロジェクト活動を通じて中核的農家・グループ間のネットワークが構築されることにより、
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積極的に技術交換が行われるようになり、技術的に一定の質が保たれる可能性が高い。 
6. 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

(1) 貧困  

本プロジェクトでは、対象地域小規模農民の経済活動や生産量の増進など、生計手段を多様化

させることで、彼ら小規模農民の生計向上の支援をすることを目的としており、貧困の削減に貢

献することが期待される。 

(2)ジェンダー 

 本プロジェクトは女性同盟による畜産、養殖などのグループ活動も対象にしており、女性の収

入向上、家庭で食生活の改善に寄与することが期待される。 

(3)環境 

 本プロジェクトは、多投入による生産効率の向上を目指すのではなく、利用可能な資源を効率

的に循環させ、できるだけ資源を有効に利用しながら、生産物の量と質の向上を目指しているた

め、環境への負荷はない。 

7．過去の類似案件からの教訓の活用 

類似案件の有無： 有 

(1) JICA の類似案件 

AQIP2 では、ラオス国政府のクラスター開発政策に沿った形で農山村養殖振興パッケージ

（RAPP: Rural Aquaculture Promotion Package）を開発し、限られた予算内で養殖普及を効果

的に行う道筋をつけ、①Farmer to Farmer 普及の有用性、②女性同盟によるグループ養殖の有

用性等の教訓を導き出した。これを踏まえ、本件では、Farmer to Farmer 普及を養殖だけでな

く、家畜飼育を含んだ有用農業・農村開発技術に応用する。また、本件でも積極的に女性同盟に

よるグループ活動を推進する。 

FORCOM では、その活動の中で、①農林業普及手法を広める上で LEA 改善の試み、②家畜の

Revolving Fund の有用性の実証等が行われた。これを踏まえ、本件でも現場での試行を受けて

LEA 改善につなげる提言を行う予定である。また、家畜の Revolving Fund の対象クラスターの

導入も必要に応じ検討する。 

8．今後の評価計画 

 本プロジェクトの評価は、PCM 手法に基づきラオス政府との合同調査により実施される。 

(1) ベースライン調査：2011 年 4 月頃（予定） 

(2) 中間レビュー  ：2013 年 3 月頃（予定） 

(3) 終了時評価   ：2015 年 3 月頃(予定)  

(4) 事後評価    ：2018 年（予定）  

 


