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評価調査結果要約表 

I. 案件の概要 

国名：タンザニア国 案件名：よりよい県農業開発計画作りと事

業実施体制作り支援プロジェクト 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署 
JICAタンザニア事務所 協力金額（評価時点）：約 2億 2,500万円 

相手国実施機関：農業・食料安全保障・協

同組合省、首相府地方自治庁 

協力期間 

（R/D）2008年 12月 10日 

日本側協力機関：国際開発センター 
3年間（2009年 3月～2012年 3月） 

１-１ 協力の背景と概要 

 タンザニア国では、貧困層の 8 割が農村部に居住し、その大多数が天水依存型の自給

自足的農業に従事している。タンザニア国政府は、農業セクター開発を貧困削減及び経

済成長のための重要課題と位置づけている。同セクターでは農業セクター開発プログラ

ム(ASDP)の枠組みが策定され、2006 年 7 月よりタンザニア国政府主導のもと、政府と

我が国を含むドナーが一体となって ASDPバスケット・ファンドを活用した包括的な農

業開発プログラムを実施している。 

また、タンザニア国においては地方分権化が推進されており、ASDP予算の 75%は各

県が策定する県農業開発計画(DADP)に配賦されている。したがって、ASDPが効率的、

且つ効果的に実施されるためには、DADP が農民及び市場のニーズを踏まえ、上位計画

である ASDPに沿って策定、実施されることが必要である。タンザニア国政府は DADP

の効果的な実施のために、ガイドラインの整備、県農業担当者に対する研修など技術的

な支援を行ってきたが、これら支援は必ずしも十分に効果を発現しておらず、依然、県

の DADPの策定と実施に関する能力は、十分とはいえない状況にあった。かかる状況の

下、2007年 12月にタンザニア国政府より、DADP の策定支援体制強化に係る技術協力

の要請がなされ、JICAはこれを受けて、技術協力プロジェクト「よりよい県農業開発計

画作りと事業実施体制作り支援プロジェクト」（以下、プロジェクト）を 2009年 3月よ

り 2012年 3月までの 3年間の予定で実施している。2011年 2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。 

今次調査では、2012年 3月のプロジェクト終了を控え、本プロジェクトの終了時評価

をタンザニア国側と合同で実施する。 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

地方自治体（県）が、効果的に県農業開発計画（DADP）を策定し、実施する。  

（２）プロジェクト目標 

DADP計画・実施作業部会、首相府地方自治庁（PMO-RALG）、及び州政府が地方自

治体を支援することを通じて、DADPの策定と実施モニタリングが改善される。 
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（３）成果 

1. DADPの計画策定に関する支援活動が強化される。  

2. DADPの実施モニタリングに関する支援活動が強化される。  

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣      4名（3分野：総括／農村開発計画、計画・モニタリング１、

計画・モニタリング２、地方行政モニタリング／業務調整）、

計 48.68M/M 

本邦研修受け入れ：  10名、5.3M/M 

機材供与：      約 14百万シリング（約 70万円） 

ローカルコスト負担： 約 77百万シリング（約 370万円） 

タンザニア国側： 

カウンターパート   延べ 24名 

活動経費の負担    約 76百万シリング（約 370万円） 

その他        農業省内における執務室、出張用車両 

II. 評価調査団の概要 

 調査者 日本側  

JICAタンザニア事務所 次長 

JICAタンザニア事務所 所員 

グローバルリンクマネジメント株式会社研究員 

 

タンザニア国側 

農業食料安全保障協同組合省 政策計画局 

統計課 

農業食料安全保障協同組合省  

モニタリング・評価課  

 

本間 穣 

小濱 和彦 

嶋岡 和美 

 

 

Nganga Maduhu Nkonya 

 

Robert Chacha 

 

調査期間 2011年 10月 3日～2011年 10月 19日 終了時評価調査 

III. 評価結果の概要 

１． プロジェクト目標の達成状況 

（１）プロジェクトの成果（アウトプット） 

成果 1:  DADPの計画策定に関する支援活動が強化される。 

指標：地方自治体が DADP策定に関する適切な支援を中央政府機関から受ける。 

 中央政府機関（DADP計画・実施作業部会、ナショナル・ファシリテーション・チー

ム／NFT、及び州政府）に対する地方自治体（県）支援強化のための各種の研修活動が

行われ（「DADP の質的評価の評価枠組みの検討及び評価実施」、「計画策定に係る技術

支援の準備」、「重点支援対象地域を対象する NFT・州職員との技術支援」など）、その

後、NFT 及び州政府による県に対する支援活動が全国で実施されており、県の DADP

策定に対する中央政府機関の支援は強化されている。こうした県に対する支援活動の強
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化は、タンザニア国政府・ドナーによる第 5回 ASDP合同実施レビュー（2010年 9月）

及び ASDP評価報告書（2011年 6月）においても認識されている。一方、政府の DADP

の質の向上に対する要求は益々向上・高度化していることから、中央政府機関による支

援も継続して強化される必要がある。                     

成果 2: DADPの実施モニタリングに関する支援活動が強化される。 

指標：州において DADP事業進捗報告書が適時に取りまとめられる。 

中央政府機関（首相府地方自治庁及び州政府）に対する県支援強化のための各種の研

修活動が行われ（「重点支援対象県に対する巡回指導」、「州を対象とする DADP 事業進

捗報告取りまとめに関する OJT」、「PMO-RALG 農業セクターユニットに対する DADP

事業進捗報告の取りまとめ支援」等）、その後、州政府による県に対する支援活動が全

国で実施されており、県の DADP事業進捗報告作成に対する中央政府機関の支援は強化

されている。 

また、ASDPパフォーマンス・レポート 2010/11ゼロ・ドラフト（2011年、8月）に

よると、統合した DADP 事業進捗報告書を期限までに作成・提出する州の数は、21 州

中、7州（2007/08年度）から 16州（2009/10年度）に徐々に増加している。 

 

（２）プロジェクト目標の達成度 

プジェクト目標：DADP 計画・実施作業部会、首相府地方自治庁、及び州政府が地方自

治体を支援することを通じて、DADPの策定と実施モニタリングが改善される。 

DADPの計画策定及び実施モニタリングに対する支援活動は順調に改善・強化されて

おり、慎重なモニターを必要とする外部条件を抱えてはいるが、プロジェクト目標は、

協力期間終了までに達成される見込みである。 

指標１：DADP の質的評価において、低い評価(Poor)となる地方自治体の数が減尐する。(5

種の 2次指標の平均値が 42%から 20%に減尐する。） 

中間レビュー時に確認されたとおり、DADPの質的評価によれば、主要評価 5項目の

質が低いと評価された県は、2008/09年度 DADPでは 42%であったが、2009/10年度は

9.8%に減尐しており、指標１は既に達成している。その後、政府による質的評価基準の

大幅改訂**により、当初設定した評価 5 項目の経年変化の測定は不可能になったが、全

評価項目に基づく質的評価は向上していることが確認されている。本技プロ・チームに

よる集計でも、次表に示すとおり、質が低い「0 点」と評価された県は、2008/09 年度

DADPの 29％から 2011/12年度は 13％に減尐し、質が高い「2点」と評価された県は、

2008/09年度 DADPの 33％から 2011/12年度の 53％に増加している）。 

** 10/11年度（11年 5月）実施の DADP評価では、通常の計画全体の評価に加えて個別事業の妥当

性の審査が導入された。 

 

 

DADP質的評価における県の得点分布の全評価項目平均の経年変化 



iv 

得

点 

各得点（0点、1点、2点）を取った県の割合（全 132県中） 

2008/09年度 

DADP評価 

(2008年 3月実施) 

2009/10年度 

DADP評価 

（2009年 3月実施） 

2010/11年度 

DADP評価 

（2010年 5月実施） 

2011/12年度 

DADP評価 

（2011年 5月実施） 

項目数：23 項目数：26 項目数：19 項目数：10 

0  29％ 29% 13% 13% 

1 39% 29% 33% 34% 

2 33% 42% 54% 53% 

出所：DADP質的評価の第 1次データをもとに日本人専門家が集計 

指標 2：質の高い DADP事業進捗報告書が作成され、提出される。 

県が作成する DADP事業進捗報告書に関し、2009/10年度第 4四半期事業進捗報告書

では、89％の県がエクセルフォーマットの要約シートとインプットデータシートを使用

するに至り（前年度の第 4四半期は 75％）、DADP事業進捗報告書の質は十分に向上し

ている。また、62％の県の報告書で活動報告と財務報告の整合がとれている（前年度の

第 4 四半期は 58％）。2010/11 年度は、進捗報告フォーマットが全国でかなり普及・定

着したため、多くの州が統合進捗報告書のみを中央に提出し県の作成する DADP 事業進

捗報告書の提出を省略するようになった。しかしながら、2010/11 年度第 4 四半期の統

合進捗報告書によると、殆どすべての県が進捗報告フォーマットを適切に使用するよう

になっている。また、本プロジェクトが実施した Skills Examination Reportによると、

2009/10 年度第 4 四半期及び 2010/11 年度第 4 四半期においては、全 21 州が統合進捗

報告書を提出している。また、エクセルフォーマットについてその機能を正しく使用し

て報告書を作成している州の数も 2009/10年度の 13州（62％）から 2010/11年度には

20州（95％）に増加している。 

さらに、各州が中央の首相府地方自治庁に提出する繰越金報告書の提出率も、24％

（2009/10年度第 2四半期）から 91％（2010/11年度第 4四半期）に向上していること

が確認された。 

 

(3) 上位目標の達成見込み  

上位目標：地方自治体（県）が、効果的に DADPを策定し、実施する。 

上位目標については、既に達成の兆候が認められ、更なる課題はあるものの協力期間

終了後も継続した向上が見込まれる。 

指標１：ASDP合同評価において政府及び ASDPを支援する開発パートナー（以下、「DPs」

と記す）が DADPの質の改善を認識する。 

指標 2：ASDPにおいて、DADP関連指標が改善する。 

県が作成する DADPについて、第 5回 ASDP合同実施レビュー（2010年 9月）及び

ASDP 評価報告書（2011 年 6 月）には近年の質の向上を認識し評価する記載がなされ

ている。また、ASDPの DADPに関する指標について、2011年 8月の ASDPパフォー

マンス報告書ゼロドラフトによると、top-up grant の被供与資格を得た県の割合は着実
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に増加しており、2009/10 年度には 97％に達したと報告されている（2006/07 年度は

51％）。 

他方、ASDP 評価報告書（2011 年 6 月）は、DADP の課題として、戦略性・包括性

強化、民間セクターの巻き込み、個別事業の適切な経済分析、農民参加促進、ジェンダ

ー・環境配慮など、政策の優先課題を的確に反映した質的評価基準を設定して DADPの

質を一層向上させるよう提言していることから、そうした要求に県が対応できるよう、

中央政府機関には更なる継続的な技術支援が求められる。 

 

２． 評価結果の要約 

5段階評価の結果は以下の通り。  

（１）妥当性 

妥当性は高い。タンザニア国の政策（DADPを ASDPの重要な要素と位置付けている）

及び我が国の援助方針（対タンザニア国別援助計画）に変更はなく、ターゲットグルー

プ（中央政府と州の関係者）及び最終裨益者（県職員）のニーズに的確に対応しており、

ASDPの枠組みに適切に組み込まれた実施体制と実施計画（L/F及び PO）は適切であり、

当該分野における日本の支援の比較優位性が発揮されている。なお、重点支援地域につ

いては、関係者間での更なる共通理解の形成に改善の余地が認められる。 

 

（２）有効性 

有効性は高い。プロジェクト目標の達成を測る２つの指標については、着実な改善が

認められ、慎重なモニターを必要とする外部条件を抱えてはいるが、プロジェクト目標

はプロジェクト終了までに達成される見込みである。ターゲットグループによる州及び

県に対する支援活動は着実に向上し、その結果、DADP 質的評価における評価基準の通

知の遅れなどあるものの、最終裨益者の地方自治体（県）における DADPの計画策定及

び実施モニタリングの能力は大きく改善している。 

しかし、政府の DADPの質の向上に対する要求は、当初の想定を上回る速さで高度化

していることから、ターゲットグループには、政策課題の変化に迅速に対応し、県に対

して必要な技術支援を的確に提供できるよう、更なる能力強化が求められている。2011

年 3 月に実施した中間レビューの提言に対応した活動は、そうした要請に応える活動と

なっている。 

他方、下表に示すとおり、プロジェクト開始当初に確認した外部条件に加え新たな外

部条件も加わっており、今後も注視していく必要がある。 

外部条件として L/Fに明記されている項目 

レベル 外部条件 現状 

プロジェクト目標

から上位目標へ至

るレベル 

地方自治体が、質の高い

DADP を策定し実施するた

めの強化された能力を維持

する。 

現在までのところ、地方自治体は DADP資金

に基づき自己の能力強化（研修）・機材購入を

進め、能力は高まっている。また、それを維

持する意欲は十分高い（一層の向上への意欲

が窺われる）。 
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成果（アウトプッ

ト）からプロジェ

クト目標に至るレ

ベル 

地方自治体が DADP計画策

定・実施モニタリングに関

し出された指示及び条件を

誠実に順守する。 

これまでのところ、地方自治体は提示された

指示・条件を順守する方向にある。しかし、

提示されたのち直ちにそれを実行する状況に

はなく、1 年～2 年の間に定着するという傾

向（現場では種々の理由があると推測され

る）。 

活動から成果（ア

ウトプット）に至

るレベル 

州が要請される役割・責任

を実行できるよう機材・機

具の増強及び拡大予算によ

り能力が強化さる。 

州に対しては、過去 3 年の間に以下のような

拡大支援があった。 

・予算拡大 

・車輌（各州農業部門で 1台）提供 

・ASDPコーディネータの配置 

・各州農業部門の職員数拡大 

関係諸グループ・諸組織の

明確にされた TOR が政府

上層部で公式に認められ

る。 

ASDP傘下の９の作業部会ならびにNFTはす

べて独自の TORを持ち、業務は明確になって

いる。 

外部条件として L/Fに明記されていないものの外部条件となりうる項目 

レベル 外部条件 現状 

プロジェクト

目標から上位

目標へ至るレ

ベル 

農業セクターの開発

資金（DADP資金）

がセクターに特定し

た資金として残る。

（PMO-RALGを中

心とした、県への配

賦資金の一元化に含

まれない。） 

地方分権化を進める政府は、PMO-RALGを中心として、

県への配賦資金の一元化を進める方向にある。現在、

PMO-RALGは、地方行政改革のプログラムである Local 

Government Reform Programme(LGRP)フェーズ 2を推

進中。そこでは、従来からの使途無限定一括交付金であ

る LGDGの拡大を想定している模様。農業セクター等従

来、セクター用にイヤーマークされた開発資金も LGDG

に統合し、県の判断で使途を決めていくことを視野に入

れている。この場合、県レベルの農業セクター開発は、

県での予算確保から始まることとなり、県内の他セクタ

ーとの競争、政治的影響力にさらされることとなる。一

方、中央からの影響力はさらに減退することが予想され

る。 

 

活動から成果

（アウトプッ

ト）に至るレベ

ル 

技 プ ロ 開 始 時 の

DADP 事業進捗報告

書のフォーマットが

正式フォーマットと

して継続利用され

る。 

地方自治体の報告書作成に係る負荷軽減のために、過去

2年間、PMO-RALGは、セクター共通の進捗報告書フォ

ーマットの導入を進めてきた。本年度（2011/12 年度）

に本格導入することとなっているが、農業セクター他、

関連セクター省庁との協議が不十分なため、どの程度有

効的に導入されるか不透明である。現在（11/12 年度第

1 四半期）までのところ、従来のフォーマットが利用さ

れている。 

地方自治体レベルの

農業セクター実施体

制が変更しない。 

地方自治体の農業セクター実施体制は、従来、DALDO

（県農業畜産開発事務所）として農業（作物）・畜産・

灌漑・組合等関連業務が統合されていた。しかし、昨年、

PMO-RALGは、同局を 3分割し、農業（作物）、畜産、

灌漑各局を設置するよう指示を出したとの情報がある。

組織が分割された場合、適切に調整された DADPが作成

され、また実施されるか懸念がある。 

DADP資金（DADG、

AEBG、ACBG）が

毎年、全種配賦され

る。 

今年度（11/12 年度）、ASLMs は、バスケット資金減額

を理由に、AEBG（農業普及活動のための資金）の配賦

を取りやめ、DADG（投資事業用資金）と ACBG（能力

強化のための資金）のみ配賦した。その一方公式レター

により ACBG の一部を普及活動に流用するよう指示を

出した。このように DADP資金の一部を突然無配賦にす

ることは、その後のレターによる指示があったとして

も、現場の混乱を招き、また現場でのバランスの取れた



vii 

事業運営を阻害する恐れがある。 

 

（３）効率性 

効率性は概ね高い。日本側とタンザニア国側の双方から適正なタイミングで投入がな

され、また、プロジェクトの活動にやや遅れがあったものの、活動が成果（アウトプッ

ト）に効率的に結びついている。２つの成果の達成状況を測る指標について、数値目標

は設定されていないが、いずれも着実な向上が認められ概ね達成されている。 

多くの活動の実施に際し、タンザニア側がイニシアティヴをとり、技術・財政面にお

いての役割を果たしていることは、活動を推進する要因となっている。 

なお、タンザニア国政府の予算配賦（送金）が年度の初めから遅れる傾向があること

から、プロジェクトの活動を計画通りに実施するため日本側からの活動費の投入はそれ

を補うようなタイミングで有効に行われた。 

 

（４）インパクト（見込み） 

上位目標については、既に達成の兆候が認められ（開発パートナーによる DADPの質

の向上に関する認知・評価、及び ASDP の DADP 関連指標の向上）、更なる課題はある

ものの、協力期間終了後も継続した向上が見込まれる。その他の正のインパクトとして、

DADPを含む ASDPの計画策定からモニタリングに至る一連の取組がタンザニア政府内

で評価され、その手法が他のセクターに紹介されていることが挙げられる。 

 

（５）持続性（見込み） 

タンザニア政府の ASDP政策及びその実施体制が維持され、予算執行が遅滞なく行わ

れるならば、持続性は期待できる。 

政策・制度面：国家プログラム ASDPの枠組における DADPの計画策定、実施、及び

進捗報告に対する政策支援は、県レベルにおける農業投資の重要性に対する認識が高ま

る中で、保証されている。州政府における農業部門の強化も近年行われている。ただし、

ASDP の次期フェーズに向けた政策の方向性については、終了時評価時点では予測が困

難である。 

組織・財政面：本プロジェクトの活動は、ターゲットグループが本来その実施主体で

あり、DADP計画・実施作業部会、PMO-RALGセクター調整局農業ユニット、及び州政

府は、恒常的な政府機関の一部局として予算措置を受け国家プログラムである ASDP実

施の任を担っている。従って、タンザニア政府の ASDP政策及びその実施体制が維持さ

れるならば、本プロジェクト終了後にプロジェクトの成果（改善・強化された DADPの

策定と実施モニタリングへの支援活動）を継続・向上させる活動の組織・財政面での持

続性も担保されることが見込まれる。ただし、タンザニア国政府において年度当初の予

算配賦（送金）が遅れる傾向は依然続いており、また、2011/12 年度、政府の財政難を

反映して、州政府に対する予算配分が初めて減尐した。こうしたことから、予算面での

持続性には懸念が残る。 
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技術面：技術的持続性に関しては、個人レベルでの習得技術や知識の持続は見込まれ

るが、発展する政策課題や人事異動に対応し、今後も継続して州や県への技術支援を行

うためには、組織内での情報・知識や技術の共有をさらに進め、組織としての技術支援

力を高めることが必要である。同様に、エクセル・データの分析及び統合技術について

は、まずは DADP計画・実施作業部会内で十分に理解・習得されることが持続性の観点

から必要である。 

 

３．結論 

 本プロジェクト（技術協力）の妥当性は高く、終了時評価時点において DADP の計画

策定及び実施モニタリングに対する支援活動は改善・強化されており、高い有効性・効

率性が確認され、プロジェクト目標は、協力期間終了までに達成される見込みである。

上位目標（インパクト）も既に達成の兆しをみせているが、政策動向など外部条件の慎

重なモニターが引き続き必要である。また、DADPの戦略性・包括性強化など、政府の

DADPの質の向上に対する要請が当初の想定を上回る速さで向上・高度化していること

から、ターゲットグループには、一層の能力強化が求められている。 

プロジェクトの成果の持続性については、ターゲットグループが本プロジェクトの活

動の実施主体であることから、タンザニア政府の ASDP政策及び実施体制が現状のまま

維持されるならば、組織・財政面での持続性は見込まれる。他方、技術的持続性につい

ては、個人レベルでの習得技術や知識の持続は見込まれるものの、発展する政策課題や

人事異動に対応し、中央政府機関（ターゲットグループ）が今後も継続して州や県への

技術支援を行うためには、組織内での情報・知識や技術の共有をさらに進め、組織とし

ての技術支援力を高めることが必要である。 

IV. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

【プロジェクト期間中の実施が提案される事項】  

（１） フォーマットとデータ統合作業における作業部会の技術力向上 

 DADP計画・実施作業部会は DADP関連のエクセルフォーマットの活用やデータの統

合作業において技術面（マクロを含むエクセル操作等）での理解を深めていく必要があ

る。DADPに関連するフォーマットやデータ統合作業は今後も継続的な見直しが予想さ

れるため、作業部会が必要な技量を身に付けていくことが持続性の観点から重要である

（作業部会としての技術力向上の範囲、外部業者委託の可能性等の方策についても検討

が必要）。 

（２） DADP優良事例の活用 

 調査時点において、DADPの「優良事例」を収集する作業が行われている。優良事例

として、民間セクターの巻き込み、インフラ開発と研修・普及活動のパッケージ化、農

業研修所等の関係機関からのサービスの導入など、包括性の観点から実践的で優れた試

みを行っている個別プロジェクトを対象に情報を収集している。これら優良事例から得

られる知見や分析結果を 2012/13 年度の DADP 計画策定に対する支援活動（毎年、11
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月～3月）において活用していくことが望まれる。 

（３） DADP質的評価の通知の改善 

 DADP 質的評価の評価基準と実施時期について、中央から県に対する通知のタイ

ミングが遅いために、県では一度作成した DADPの修正を余儀なくされている。遅

くとも県における DADP策定作業が開始される前に、DADP計画策定にかかる NFT

及び州からの県に対する支援活動の中で、県に対して明確に評価基準（重点政策、

重点方針、留意事項とも言えるもの）を提示することが望まれる（2012/13 年度の

DADP計画策定に対する支援活動における実施）。 

 

【プロジェクト終了後に実施されることが提案される事項】  

（１） フォーマット、トレーニングガイド等の改定 

 上記結論のとおり、本プロジェクトでの実践を通じて、住民参加型学校運営を実効性

あるものとするには、学校レベル、郡レベルでの能力強化が必要であることが実証され

ている。他方で、いくつかのドナーや NGO も同様の協力を行っている。したがって、

教育省は SISMモデルをはじめとした各種取り組み・成果を共有・調整し、本プロジェ

クトでおこなった能力強化の成果を現在策定作業中の Capacity Development Plan を含

む SSRPの下に明確に位置づけ、予算措置を行うことが提言される。なお、能力強化の

活動といった場合には、研修を行うことだけではなく、研修後のモニタリング・フォロ

ーアップを含めた包括的な活動を意味するものである。 

（２） 州・県に対する継続的なトレーニングの実施 

 州・県における担当者の異動による影響を最小限に留めるために、また、DADP計画

策定・実施に関連するフォーマットや手法の変更に適切に対応するために、DADP 計

画・実施作業部会及び NFT は州・県の関係者に対して継続的にトレーニングを実施し

ていくことが求められる。 

（３）DADPの包括性の強化 

 DADPは制度としての改善が進み、定着しているものの、包括性の観点では一層の計

画策定面での強化が必要である。下記の観点から具体的な対応が取られる必要がある。

また、これらの取り組みは今次要望調査で要請されている本プロジェクトの後継案件に

おける取り組みの一部となることも考えられる（但し、後継プロジェクトの採択には日

本政府による採択が必要）。 

① 包括的な DADPの試行（パイロット実施） 

各地方自治体（県）の特性を踏まえた上で、DADP 計画策定と実施の包括性が強

化される必要がある。その中では、成長と食料安全保障・栄養対策に資する個々の

プロジェクトの計画と実施にも焦点が当てられることになる。こうした取り組みを

パイロット県で実施し、包括的な DADP計画策定・実施のモデル（成功事例）とし

ていくことが必要である。 

② DADPにおける民間セクターの活用 
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DADPの包括性強化の重要な観点として、バリューチェーンに沿って民間セクタ

ーを DADP のプレイヤーとして取り込んでいくことが DADP による農村開発、特

に農村の商業化には不可欠である。DADP計画策定・実施において、民間セクター

の参画／招致を積極的に進めるための具体的な対策を講じることが求められる

（2011年 6月実施の ASDP評価報告書でも同様の指摘がなされている）。 

V. 教訓 

（１） 重点モニタリング地域（州・県）の設定 

 本プロジェクトは全国の各県を対象としているが、当初のプロジェクトデザインよ

り、重点モニタリング地域（州・県）を設定した。専門家及びカウンターパートが、重

点モニタリング地域の州及び県の活動状況の把握や彼らとの協議を通じて、各種フォー

マットや研修教材等の改善を図り、全県でのオペレーションに反映してきた。全国展開

のプロジェクトであっても、こうした重点モニタリング地域を設定することは有効な方

法である。 

（２） パイロットという呼称 

 上記のような重点モニタリング地域の設定は有効な取り組み方法であったが、重点モ

ニタリング地域は L/F上では「パイロット（Pilot）」として表記されてきた。パイロット

という呼称は、一部のカウンターパートの中で、成功事例（モデル）を形成する場とし

て認識されており、混乱を招いた。本プロジェクトの場合には、名称を「重点モニタリ

ング地域」として、その役割を何らかの方法で明確に規定することが望ましかった。パ

イロットやモデルのような用語を用いる際には留意が必要である。 

以上 

 


