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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア 案件名：東部インドネシア地域資源に立脚した肉

牛開発計画プロジェクト 

分野：農林水産-畜産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地帯第一課 協力金額（評価時点）：約4.7億円 

先方関係機関：農業省畜産動物衛生総局、西ヌサ

テンガラ州畜産動物衛生局、バニュムレック人工

授精センター、バニュムレック動物病院・家畜衛

生センター、セラディン種畜・飼料センター 

日本側協力機関：農林水産省 

協力期間 （R/D）2006年10月11日 

2006年11月15日～2011年11月14

日（5年間） 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の東部地域は、自然条件が厳しく、ジ

ャワ島を中心とする経済圏からも遠く、西部インドネシア地域と比較して開発格差が大きい。

なかでも西ヌサテンガラ（NTB）州は、一人当たりGDPが全国で5番目に低く、農村部では貧困

人口の割合が20～30％と高い一方、傾斜地の多い地形のため、稲作や畑作に利用できる土地は

少ない。NTB州政府はこうした地域の農家に対し、肉牛生産による所得向上を推進している。

同州では、厳しい環境に強く繁殖性も優れた在来種のバリ牛を中心とした肉牛生産が、全農家

の23.6％にあたる107,000戸で行われている。しかし、小規模畜産農家の所得向上のために必要

な飼養管理技術指導、草地確保、農民組織の強化など、農家への支援は不足している。 

こうしたなか、インドネシア政府から、NTB州の畜産局、傘下のバニュムレック種畜牧場（現、

バニュムレック人工授精センター及びバニュムレック動物病院・家畜衛生センター。以下、「バ

ニュムレック牧場」と記す）及びセラディン飼料生産牧場（現、セラディン種畜・飼料センタ

ー。以下、「セラディン牧場」と記す）による肉牛生産技術の改善、並びにモデル農家グループ

での実証、対象4県の普及員や農家リーダーへの研修を通じて、小規模農家への技術普及をめざ

す本プロジェクトの実施が要請された。 

本プロジェクトは、2006年11月から5年間の予定で開始され、現在、3名の長期専門家を派遣

中である。土地の限られるロンボク島では集約的な飼育をする一方、比較的広い土地のあるス

ンバワ島では放牧による飼育をすることにより、それぞれの環境に適した肉牛生産の方式を形

成するための技術開発とモデル実証を4県1のモデル農家グループで行い、40のパイロット農家グ

ループを対象とする技術普及活動・農民組織化支援を行っている。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

NTB州において肉牛生産農家が増加するとともに、肉牛生産農家の所得が向上する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

NTB州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛生産を通じた所得の向上が図

られる。 

                                                        
1 モデル農家グループを、西ロンボク県、中部ロンボク県、東ロンボク県、スンバワ県の4県に設置した。 
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 （3）アウトプット 

1．ロンボク島・スンバワ島それぞれに適した肉牛生産の方式（「ロンボク方式」「スンバワ

方式」）が形成される。 

2．「ロンボク方式」「スンバワ方式」の普及のための体制が形成される。 

3．普及活動が実施されるとともに、「ロンボク方式」「スンバワ方式」の改善向上を図る体

制が構築される。 

 

 （4）投入（評価時点） 

1）日本側 

長期専門家派遣：5名 

短期専門家派遣：8名 

（BSSプログラム2支援短期専門家は除外） 

研修員受入れ：28名 

機材供与：0.2億円 

ローカルコスト負担（在外事業強化費）：0.6億円 

2）インドネシア側 

カウンターパート（C/P）配置：16名 

土地・施設提供：執務室3箇所（州畜産局、バニュムレック牧場、セラディン牧場） 

ローカルコスト負担：0.1億円 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側 

1． 総括/畜産開発 斉藤 博 JICA 国際協力専門員 

2． 協力企画 山崎 潤 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 職員 

3． 肉牛生産/普及 前田 康之 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 

ジュニア専門員 

4． 評価分析 高橋 佳子 有限会社 Y’sコンサルティングオフィス 

 

インドネシア側 

1． リーダー /畜産

行政 

 

Mr. Krisnandana

 

農業省畜産動物衛生総局 計画課長 

2． 飼養管理 Mr. Vierman 農業省畜産動物衛生総局 職員 

3． 家畜栄養/放牧 Mr. Suhubdy マタラム大学 教授  

調査期間 2011年5月9日～5月28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）アウトプット 

  ＜アウトプット1＞ 

「小規模肉牛農家の課題・解決策の調査報告書が作成される」（指標1-1）については2007

年8月に、「4つのモデル農家グループが選定される」（指標1-2）については2007年7月に達成

                                                        
2 BSSプログラム（100万頭の牛の大地計画）：NTB州が2008年より重要政策として掲げている計画で、2008年に55万頭であった

州内の肉牛飼養頭数を、2013年までに100万頭にするというもの。州内の農民グループに対して、繁殖雌牛の供与や集合牛舎

建築といった形で助成している。 
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された。「モデル農家グループでの実証によって『ロンボク方式』『スンバワ方式』が形成

される」（指標1-3）については、「適切な飼養管理」に関しては形成・マニュアル化された

ものの、「農民グループ強化」「初期投資資金確保」「効果的なマーケティング」に関しては

マニュアルに反映されておらず未達成となっている。 

よって、アウトプット1全体の達成度は中程度である。 

 

  ＜アウトプット2＞ 

「『ロンボク方式』『スンバワ方式』の技術マニュアルが作成される」（指標2-1）について

は、2008年11月に達成。「両方式の研修コースが設定される」（指標2-2）については、2009

年2月にTOT研修（指導者研修）のカリキュラム及びシラバスが作られ、達成された。「両

方式の普及マニュアルが作成される」（指標2-3）については、2009年2月に達成。「両方式の

研修が6回開催され、90名が研修を終了する」（指標2-4）については、各方式3回（計6回）

のTOT研修が開催され、95名が研修を終了したことから達成された。「90名が2回目の研修

を終了する」（指標2-5）については、95名の研修修了者のうち2回目の研修修了者は36名だ

ったことから、達成は中程度であった。 

以上から、アウトプット2全体の達成度は高いといえる。 

 

  ＜アウトプット3＞ 

「40のパイロット農家グループが選定される」（指標3-1）については、計画より1年早い

2008年7月に達成された。「パイロット普及活動のモニタリング報告書が作成される」（指標

3-2）については、2011年4月に達成した。「パイロット農家の80％が方式に従って肉牛生産

をする」（指標3-3）については、終了時評価時点においてロンボク3県で72％、スンバワ県

で80％とおおむね達成された。「肉牛生産振興のための改善の提言が中央・州・県に対して

行われる」（指標3-4）については未達成であり、プロジェクト終了までに行われる予定であ

る。 

以上から、アウトプット3全体の達成度は中程度である。 

 

 （2）プロジェクト目標の達成度 

「パイロット農家グループが飼育する肉牛頭数が増加する」（指標1）については、パイ

ロット農家の肉牛頭数が、2008年9月のパイロット活動開始時の2,776頭から2011年3月には

4,623頭（実数4,983頭からプロジェクト及び他のプログラムからパイロット農家へ配布され

た牛頭数360頭を差し引いた頭数）となり、4県平均で67％の増加率となり達成された。ま

たこの増加率67％は、上位目標の指標である州全体の飼養頭数の同期間の増加率27％を大

幅に上回っていることから、パイロット農家の飼養頭数増加はプロジェクト実施の効果に

よるものと判断された。 

一般に、農家は所有する肉牛が増えるほど収入も増加することから、プロジェクト目標

は達成されたといえる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

妥当性はやや高い。 

プロジェクト目標及び上位目標は、ターゲットグループのニーズとの整合性もあり、国

家政策の貧困削減及び肉牛自給率向上プログラム（2010-2014）にも合致している。NTB州

においては2008年から西ヌサテンガラ州「100万頭の牛の大地」（NTB-BSS）プログラムが

開始された。日本の対インドネシアODA政策の優先分野では地方開発、地方の雇用創出、
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またJICAの対インドネシア支援の優先分野である貧困削減、地域資源の活用、地方経済開

発と照らしてもその整合性は高い。 

一方、NTB-BSSプログラムの一環で、州政府は牛の州外への販売を禁止する条例も出し

ており、販路、マーケティング拡大面で上位目標との整合性が危惧される。また、プロジ

ェクト・アプローチの適切さの観点から、地方分権下における県でのモデル・パイロット

農家選定、実証活動、普及活動を行うプロジェクトで、実施機関として県を含めなかった

ことは実施上困難があった。そのためプロジェクト後半は、県畜産局を実質的なC/Pとして

活動を実施している。 

 

 （2）有効性 

有効性は高い。 

３－１において示したとおり、計画されていた3つのアウトプットは一部未達成の指標は

あるものの、おおむね達成された。さらに、肉牛飼養頭数がプロジェクト開始時から67％

増加し、プロジェクト目標は達成された。また、頭数増加に関しては、州の政策である

NTB-BSSプログラムとの相乗効果が有効に働いた。 

プロジェクト開始当初、バニュムレック・セラディン両牧場は想定外の人員不足、C/Pの

基礎知識不足、施設整備が不十分という深刻な状況にあることが判明。プロジェクト開始

後2年間は、組織機能の改善から手をつける必要があったという点で、計画上のアウトプッ

トが必ずしも十分ではなかった。 

 

 （3）効率性 

効率性は低い。 

投入については、プロジェクト開始当初よりインドネシア側のローカルコスト負担が不

足し、問題となった。負担額が不十分であった原因の一つは、技術協力スキームへの理解

不足であり、プロジェクトや調査団としても州政府に対する説明を行ってきたが改善はみ

られなかった。 

アウトプットは３－１に示したとおりおおむね達成されたが、一部「初期投資資金の確

保」「農民組織強化」及び「効果的なマーケティング」に関して「ロンボク方式」｢スンバ

ワ方式｣に反映（アウトプット1）されていなかった。また関係機関への提言（アウトプッ

ト3）は残り期間に活動を実施し終了予定である。 

効率性を阻害した要因も以下のとおり確認された。 

1）モデル農家に対する投入が、成果に比して過大であった。 

2）供与機材の中に、未使用や使用頻度の低いものが観察された。 

3）州畜産局長は2度、育成されたC/Pの4名がポジションを異動した。 

4）本邦研修に参加した研修員28名のうち、アウトプットへの直接的貢献の低さが予測され

る研修員も4名選定されていた。 

5）日本人専門家の投入はC/Pの育成から新方式の形成、パイロット農家グループの所得向

上までをめざすプロジェクトの範囲をカバーするには十分とはいえなかった。特に「農民

組織強化」等の分野は、専門性をもつ人員の投入が必要であった。 

 

 （4）インパクト 

いくつかのプラスのインパクトとマイナスのインパクトが観察された。 

上位目標達成の見込みについては、PDMに設定されている指標はすべて2009年までに達

成されていた。本プロジェクトの対象は1,700戸で全肉牛生産農家数の0.8％にすぎないた

め、現時点でのプロジェクトの貢献度は低いと判断される。主な達成の要因は、NTB-BSS
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プログラムや牛肉自給率振興政策によるものと思われる。また2008年のBSSプログラム開始

で外部条件が変わり、設定された指標の数値も修正する必要が生じたため、2009年の達成

後に見直すことが必要であった。 

その他プラスのインパクトでは、「コンポスト生産」によって以下の効果がみられた。①

牛糞尿排出による環境汚染が改善された、②牛糞がお金に変わったと評判になり、模倣す

る近隣農家が出てきている、③生産したコンポストをグループやメンバー農家の水田、野

菜栽培、果樹栽培に使用して収量・品質・収入が向上した、④これまで使用していた尿素

系肥料の購入経費が削減された。また既にモデル農家及びパイロット農家グループには他

農家の訪問があるほか、ほかからの依頼で講習会を開催したモデル農家もあった。 

マイナスのインパクトとしては、4つのモデル農家グループへの過大な投入で他の農家が

県へ不公平感を訴えたことなどが認められた。 

 

 （5）持続性 

持続性は中程度である。 

1）組織的持続性は中程度である。 

①中央の農業省畜産動物衛生総局（DGLAHS）は、全国の畜産農家を対象としてSMDプロ

グラム（2008-2011）、LM3（2007-）、繁殖牛救済プログラム（2010-）などを実施してい

るが、支援を受けられる農家グループの絶対数が少ない。本プロジェクトではDGLAHS

は実施機関となっているものの、NTB州への特別な支援はなく、今後も地方政府への支

援は限定的と見込まれる。 

②NTB-BSSプログラムは2013年まで継続する予定であるが、今後はいかにして、本プロジ

ェクトの技術的成果を活かし、全州における上位目標（肉牛家の所得の向上）の達成に

つなげるかが課題である。なお、州政府に普及局ができたことから、畜産局には日本側

が当初期待したような州全体に技術を普及する責任はなく、現在は普及局にその役割が

ある。 

③バニュムレック及びセラディン牧場については、TOT研修等の実施、農家への技術指導

に関しては十分な組織的能力がついた。 

④対象4県畜産局については、プロジェクトの成果（技術者育成、モデル・パイロット農

家）を今後も活用して、肉牛生産農家の技術的支援を継続するとのことであった。 

2）財政的持続性は中程度である。 

①州畜産局については、TOT研修の経費は2012年度の予算申請に入っているものの、バニ

ュムレック及びセラディン牧場への予算は削減傾向にある。セラディン牧場では2012年

度の予算が前年から半減しており、財政的に困難な状況に直面している。 

②県については、州普及局から配分される「普及予算」を使ってバニュムレック及びセラ

ディン牧場のTOT研修を依頼できることが確認された。フィールド・オフィサー（FO）

によるパイロット農家のモニタリング活動についても、継続したいという県の意見が多

かった。 

③スンバワ県では世銀の支援を受けるグループがあり、この使途が人材育成に限定されて

いることから、この予算でセラディン牧場への技術指導を依頼していることが確認され

た。 

3）政策・制度面の持続性は中程度である。 

プロジェクトが2006年より開始されてから2年後の2008年に、NTB州は重要政策の一つ

としてBSSプログラムを開始している。一方で同プログラムは州外への牛の販売を禁止し

ており、農家の所得向上を阻害する可能性も指摘されている。また、BSSプログラムの主

目的は州内の肉牛増頭であり、プロジェクトの成果普及をどのように同プログラムに組み
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入れていくかが今後の課題である。 

4）技術的持続性は高い。 

これまでアウトプットの達成度及び有効性でも既述したとおり、プロジェクトによって

育成された人材は、その活動を継続できるレベルの能力がついている。 

①両牧場C/Pの肉牛生産に関する知識、技術はプロジェクトによって高まったことが確認

された。TOT研修の実施能力、農家グループへの技術指導能力によって、今後も県や農

家グループからの要請に応じた技術指導は継続できる見込みである。セラディン牧場で

はC/Pが既に農家グループ等からの依頼で現地研修を実施しており、2011年5月までに

459名が受講した実績がある。 

②育成された県の技術職員（FOを含む）及び普及員等については、既にパイロット農家以

外の農家にも新方式を普及している現状が確認された。県普及員の巡回指導は本来業務

として今後も継続される見込みである。 

③資機材の管理面については、一部活用頻度が不十分なものもみられたが、大部分は有効

に活用されている。特に県によっては、条件をつけて使用頻度の高い優良農家グループ

に優先的に機材を貸し出すなど、独自に有効活用する方法が取られていた。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

州においてC/Pを育成し「州内普及員の育成」のためにTOT研修の実施体制を構築した。

県においても県技術職員、普及員がTOT研修により育成し、農家グループへの指導体制構

築が計画されていた。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）バニュムレック・セラディン両牧場は、プロジェクト開始当初、人員・設備を含めた組

織体制が十分ではなかった。肉牛生産技術専門家はC/Pとともに繁殖用バリ牛の調達から

活動を開始し、機能強化に努めた。この判断は適切であり貢献要因となった。 

2）県畜産局技術職員をFOに任命したことは、パイロット農家グループの組織強化、能力向

上、モニタリング活動への貢献要因となった。 

3）プロジェクト後半、長期専門家3名によるプロジェクト運営体制の立て直し（州畜産局

との関係修復、定例会議の開催、州畜産局の予算確保支援等）は、前半の活動停滞の回復

に貢献した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

1）地方分権化による中央・州・県の役割と権限を考慮していない計画策定であった。特に

州政府のもつ権限は限定的であり、日本側が期待するような役割を果たすには様々な制約

があった。 

2）R/D署名直前にプロジェクト目標の変更が、日本側によってなされた。これによりプロ

ジェクト目標は、事前調査・評価分析結果によって設定されたものから、カバーする範囲

が大幅に広がったうえ、目標のレベルが数段高くなった。その一方で、投入計画、及びプ

ロジェクト期間は変更されておらず、目標達成の可能性は当初から低いものとなってい

た。 

3）長期専門家の分野と投入された人員が、計画された活動をカバーしきれていなかった。

州内4県の広範囲に40あるパイロット農家グループの組織強化を、業務調整と兼務しなが

ら実施するという計画は実施が困難であった。 
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4）アウトプットは3つ設定されていたが、技術開発の中心的C/P機関であるバニュムレッ

ク・セラディン両牧場の機能強化が、1番目のアウトプットとして必要であった。当初の

計画策定段階で、両機関の能力の評価と機能強化の必要性が見過ごされていた。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

1）プロジェクト開始までに、相手国側NTB州畜産局がJICA技術協力プロジェクトを正確に

理解できるような対策が取られていなかった。このため州畜産局のイニシアチブやオーナ

ーシップが得られず、プロジェクトの運営管理が困難となった。 

2）2KR見返り資金（2KR-CF）のプロジェクトへの投入は、モデル農家グループでの実証活

動を待たずにパイロット農家への普及を開始するという変更であったが、その影響度が十

分検討されないまま実施された。これによりアウトプット1への貢献度は小さく、有効性、

効率性を低下させた。 

3）2KR-CF執行による計画内容の大幅な変更後も、地方分権化により州畜産局の権限が弱

まった状況後も、日本側実施機関による適切なPDM改訂のための運営指導が十分に行われ

なかった。 

4）DGLAHSが2KR-CFを本プロジェクトに充当したことで、当初計画で2009年に予定され

ていたパイロット農家への普及活動が、1年間早まって開始された。したがって、計画さ

れていたアプローチではなく、両農家グループでの活動結果をマニュアルなどに反映させ

ながら方式を形成する形にせざるをえなかった。しかし一方で、活動の早期化により結果

的にパイロット農家の技術レベルが想定以上に向上した面もみられた。 

5）上記のアプローチ自体が変わる変更がPDM・POへ反映されず、モデル農家とパイロッ

ト農家との位置づけの違いが曖昧なままプロジェクトが実施されてきた点は問題であっ

た。しかしプロジェクト終了後は、各県でパイロット農家もモデル農家として活用するこ

となどが検討されている。 

6）州畜産局のイニシアチブの弱さが指摘されてきたが、これは技術協力への理解不足や、

地方分権化による州の県に対する統制力の低下が一因であった。活動の中心を4県の農家

グループとしたことで、州畜産局がイニシアチブを取りにくい状況もあったため、プロジ

ェクト後半には県畜産局を実質的なC/Pに位置づけて活動した。 

 

３－５ 結 論 

C/P機関である州畜産局は、プロジェクト成果を普及させる姿勢が十分ではなく、組織的持続

性も高いとはいえなかった。しかしこれには、地方分権化による州と県の権限及び予算の問題

が大きく影響していることが今回の調査で明らかとなった。 

一方、プロジェクトの活動は2006年11月の開始当初から困難な状況が続いていたが、後半に

なり困難な状況改善への成果が現れ、3つのアウトプットもほぼ達成し、プロジェクト目標も達

成された。当初のプロジェクトデザインが最適ではなかったものの、プロジェクト目標及び上

位目標の指標がともに達成されたのは、後半の長期専門家による尽力に加え、2008年から州政

府が肉用牛増頭を重要政策として推進したことが大きく影響した。 

開発された「ロンボク方式」「スンバワ方式」は、対象4県のパイロット農家グループに普及

しつつある。州においては、TOT研修実施機関のバニュムレック・セラディン両牧場のC/Pの能

力が向上し、セラディン牧場の機能が強化されていることも確認された。4県においては、TOT

で育成された技術職員、普及員によって農家グループへ普及を行う体制ができた。今後は州畜

産局がこれらの体制を積極的に活用することで、普及が継続すると思われる。また県が確保で

きる州普及局の予算などの活用により、県が主体となる形であれば、他県においてもその普及

が見込まれる状況であった。 
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したがって、本プロジェクトは、2011年11月14日をもって予定どおり終了することとする。

 

３－６ 提 言 

＜プロジェクト期間中に実施すべきこと＞ 

 （1）プロジェクトはPDM上で計画されている初期投資支援制度、牛の流通・マーケティング

面等に関する提言作成について活動を完了させること。 

 

 （2）州政府はプロジェクトで作成された両モデルのTOT研修テキストを、州知事令等により

公的に認証し、継続的に活用されるようにすること。 

 

 （3）州畜産局は県政府を交えて、プロジェクト終了後のモデル及びパイロット農家グループ

の効果的な活用法について検討すること。 

 

 （4）プロジェクトの上位目標の指標が現時点ですべて達成されていることから、プロジェク

ト終了から3～5年後を想定した指標の見直しを行うこと。 

 

＜プロジェクト終了後に実施すべきこと＞ 

 （1）州畜産局は両牧場で行うTOT研修に対し、十分な予算措置を講じること。県畜産局も同

様に、FOや普及員による普及・モニタリング活動に必要な予算を割り当てること。 

 

 （2）（日本側評価団）プロジェクト成果を農家の所得向上に結びつけるために、州畜産局は外

部要因である肉牛価格低下の状況を把握すること。（インドネシア側評価団）農家が肉牛価

格変動についての理解を高めるために、普及員やC/Pは中央・州の産業貿易省から情報を入

手し農家に伝えること。（両国団員で非合意のため併記） 

 

 （3）州畜産局はバニュムレック牧場での凍結精液製造を含めて、NTB州における人工授精

（Artificial Insemination：AI）プログラム強化について検討すること。 

 

 （4）中央及び州政府はセラディン・バニュムレック両牧場を、他州への肉牛生産技術普及の

拠点センターとしたい意向をもっていることが確認されたが、評価団としてもそのような

展開を期待する。 

 

３－７ 教 訓 

 （1）地方分権下でのプロジェクト実施では、管理面、技術面、財政面をそれぞれ別のレベル

の政府機関で調整する必要があるため、適切なプロジェクト管理体制、活動計画、各機関

の役割の明確化についてプロジェクト実施前に十分検討する必要がある。 

 

 （2）農家の初期投資資金助成制度、肉牛流通・マーケティングといった社会制度に関する問

題に対しては、それに特化した専門家の投入と長期間の活動が必要である。 

 




