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国名
東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発計画

インドネシア

Ⅰ 案件概要

事業の背景

インドネシア東部に位置する西ヌサトゥンガラ州（以下、「NTB 州」）は、一人当たり GDP が 450 ドル
で全国 34州のうち 5番目に低く、貧困人口割合は 25.4％で 6番目に高く（インドネシア中央統計局 貧
困データ・情報 2004）、同国内で最も開発の遅れた地域の一つである。また、同州は傾斜地の多い地形
のため農業に利用できる土地は限られている。そのため、同州政府は肉牛生産による所得向上を目指し
ている。しかしながら、肉牛農家の 23.6％にあたる 107,000 戸は平均 3.8 頭程度の肉牛を飼養する小
規模生産であり、農家にとって有益な飼養管理技術も確立されていない。従って、農家支援制度、地域
資源に立脚した適正な生産技術及び州内の普及体制を含む、効果的な肉牛生産手法の開発が課題となっ
ていた。

事業の目的

本事業は、ロンボク島及び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」1及び「ス
ンバワ方式」2）の確立、肉牛生産方式の普及体制の構築、肉牛生産方式の改善向上を図る体制の構築
を通じて、NTB 州のパイロット農家グループにおいて肉牛生産を通じた所得の向上を図り、それにより、
同州における肉牛生産農家の増加と所得の向上を目指した。これを踏まえ、本事業の計画では、以下の
目標が設定された。

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。

実施内容

1. 事業サイト：NTB 州
2. 主な活動：1) 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」）及びセラディン種畜・飼料センター（以下、「セラディン牧場」）
による肉牛生産技術の改善、2) 4 つのモデル農家グループを対象とするバニュムレック牧場とセ
ラディン牧場における技術開発とモデル実証、3) 小規模農家への技術普及を目的とする対象 4 県
の普及員や農家リーダーへの研修、4) 4 県の 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、等

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 15 人
(2) 研修員受入 28 人
(3)機材供与 凍結精液保管庫、チョッパー、パ

ソコン、バイク、車両

相手国側
(1) カウンターパートの配置 15名
(2) 土地・施設提供 専門家執務スペース、研修施

設、研究室、等
(3) ローカルコスト負担 1,075 百万ルピア

事前評価年 2005 年 協力期間
2006 年 11 月～2011 年 11
月

協力金額

（事前評価時）
400 百万円
（実績）
485 百万円

相手国実施機関 農業省畜産動物衛生総局、NTB州畜産動物衛生局

日本側協力機関 農林水産省

Ⅱ 評価結果
<事後評価において留意すべき事項及び評価上の制約＞

【プロジェクト目標の達成度の検証】

- 最新の PDM Ver.2におけるプロジェクト目標の記載と指標には、直接的な因果関係がない。プロジェクト目標は「パイロット事業対象

農家グループにおける所得の向上」であるのに対し、指標は「パイロット農家グループが飼養する肉牛頭数の増加」となっており、通

常は後者により前者が生じると考えられる。しかしながら、本事後評価と終了時評価の整合性を確保するため、プロジェクト目標の達

成度は、終了時評価時に適用された PDM Ver.2 設定された「指標」により検証を行った。

【上位目標の達成度の検証】

- 指標のベースラインは、終了時評価後に 2006 年から 2011年に修正されており、本事後評価においてもこの修正された指標を適用する。

- 上位目標の達成は、本事業の対象地域であった 4つの県のデータにより検証し、NTB 州全体のデータについては参考情報として示すこ

ととした。これは、本事業の対象地域は NTB州全 9県のうち 4県であり、NTB 州の肉牛農家の収入は本事業より、外部要因による影響

が大きいため、「NTB州における肉牛農家の収入」の変化に対する本事業の貢献を検証することが困難なことによる。また、NTB 州の多

くの農家は肉牛だけでなく、コメや他の農産品の生産により生計を立てているため、NTB 州の農家の収入の向上への本事業の貢献の検

証には制約があった。

1 妥当性

【事前・事業完了時のインドネシア政府の開発政策との整合性】
「インドネシア東部の農村開発及び在来種の特性を最大限活用した有益な肉牛生産体制の確立」という、インドネシア政府

の開発政策である国家中期開発計画（2004-2009）及び畜産開発計画（2005-2009）に合致している。
【事前・事業完了時のインドネシアにおける開発ニーズとの整合性】

NTB州における二期作が困難な地域を対象に肉牛生産の量的・質的拡大を通じた小規模農家の生計向上を図るという、イン

                                           
1 牛舎での屋内飼養による繋ぎ飼いを基本とした集約的な飼養により組織強化のための堆肥生産を推進する方式。
2 放牧主体の粗放的屋外飼養を基本としつつ栄養改善による1年 1産と子牛の損耗対策を推進する方式。



ドネシアの開発ニーズに合致している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

対インドネシア国別援助計画（2005-2009）における重点分野のうち、農漁村開発支援に合致している。
【評価判断】以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【本事業のプロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
プロジェクト目標は、事業完了時点までに達成と判断される。事業の活動を通じて、パイロット農家グループが飼養する肉

牛頭数は、2008年9月時点2,776頭から2011年3月時点には4,623頭3となり、4県平均で80％増加した。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

各県に10グループずつ計40グループ形成された全てのパイロット農家グループは、事業完了後も、習得したロンボク方式・
スンバワ方式に従って肉牛生産を行っている。新たに農家グループに加わった農家数も増加が見られた。新規に参加した農家
は、事業の活動を通じてロンボク方式・スンバワ方式を習得した他の農家や農家グループ及び州・県農政局の職員等から、必
要な知識と技術を習得している。本事後評価でヒアリングした4県のパイロット農家グループが飼養している肉牛頭数は2011
年の352頭から2015年には1,137頭に増加し、また平均頭数についても2011年と比較して2倍以上に達する見込みである。こう
した増加の要因としては、(a)肉牛ビジネスの高い収益性、(b)肉牛生産農家グループが利用可能な金融機関等からの融資支援
の存在、(c)NTB州内の肉牛飼養頭数を100万頭にすることを目指し実施され2014年末に達成された「NTB州百万頭の牛の大地計
画（NTB-BSS）」をはじめとする継続的な政策などが挙げられる。特に、スンバワ県のグループ農家による肉牛飼養頭数の増加
が顕著であり、2011年には50頭であった飼養頭数が、2015年には600頭に増加する見込みとなっている。
【本事業の上位目標の事後評価時点における達成状況】

上位目標は達成したと判断される。NTB州の肉牛生産農家数及び対象4県の肉牛頭数
の増加、対象4県の肉牛販売による農家の所得の増加に係るすべての指標が達成され
た。NTB州全体では増加基調にありながらも年ごとの変動がみられるが、対象4県では
堅調に増加してきている。これらの達成の要因としては、ア）本事業で進められた農
家グループを主体とする技術移転が新たな農家グループメンバーへも波及し肉牛生産
技術の移転、普及につながったことや、イ）給餌管理改善のための研修等の実施によ
る各農家の肉牛飼養頭数の増加が挙げられる。また、上位目標の達成に貢献した外部
要因として、NTB州における肉牛頭数100万頭を目指すNTB-BSSを含む政府の政策、他州
からのNTB州への繁殖用雌仔牛への需要の高まりによるNTB州内での肉牛価格の上昇、
NTB州内及びジャワ島における食肉需要の高まりによる農家の肉牛販売頭数の増加、肉
牛の品質向上、が挙げられる。なお、ロンボク島及びスンバワ島の飼養環境や各対象
県農政局のアプローチや活動の違い、飼養されている肉牛の種類が県や農家によって
異なること、などにより、対象各4県での上位目標の達成度には相違がみられる。
【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】

本事業により、NTB州及び他州にいくつかの正の変化がもたらされた。第一に、本事
業により導入された肉牛飼養技術の普及は事業のコンポーネントとして含まれておら
ず、中央政府による事業の活動への関与も限定的であったが、NTB州と本事業のカウン
ターパートであった職員により、本事業で作成された研修モジュールやマニュアルを活用して、他州職員に対して技術研修が
数回実施され、技術移転が行われている。第二に、本事後評価でヒアリングを行った農家の半数以上で、家畜の排せつ物を利
用した堆肥の利用増加により、農産物生産に使用する化学肥料購入コストの削減につながった。第三に、本事業を通じて、農
家が肉牛の市況を認識するとともにグループの結束も強化された結果、農家は他の農家や市場からの情報を念頭に入れつつ仲
買人との価格交渉を行えるようになった。なお、自然環境、社会環境への負のインパクトは発生しておらず、その他の正負の
インパクトも確認されていない。
【評価判断】本事業は、プロジェクト目標及び上位目標を達成し、また、本事業によって、肉牛飼養技術の他州への普及や州
内における肉牛生産管理や農家のマーケティング能力の向上といった正のインパクトももたらされた。従って本事業の有効
性・インパクトは高い。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

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)

(指標 1) パイロット農家グループ

が飼養する肉牛頭数が増加する。

達成状況：達成（継続）

（完了時）

 パイロット農家グループが飼養する肉牛頭数は 2008 年 9 月時点での

2,776 頭から 2011 年 3 月時点には 4,983 頭となり、4県平均で 80％増加し

た。

（事後評価時点）

 4県のパイロット農家グループのインタビュー対象農家が飼養している

肉牛の平均頭数は、2011年と比較して 2 倍以上に達したと見込まれる。

肉牛頭数(注) / 肉牛生産農家数 2011 2015 (見込)

肉牛頭数 352 1,137

肉牛生産農家数 140 195

農家あたり平均肉牛頭数 2.5 5.8

注：全パイロット農家が飼養している肉牛頭数の合計に関するデータは入

手できなかったため、上記表の肉牛頭数は各県 1 名のグループ農家からの

ヒアリングを通じて確認された頭数の総数を用いている。

                                           
3実数 4,983 頭から事業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。



上位目標

(NTB 州における肉牛生

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)

（指標 1）NTB 州の肉牛生産農家数

が 10％増加する。

達成状況： 達成

（事後評価時点）

 NTB 州の肉牛生産農家数は、2011 年と比較して 2012年には 12％、2013

年には 24％、2014年には 33％増加している。

NTB 州の肉牛生産農家数 2011 2012 2013 2014

対象 4県の合計 163,586 184,842 203,452 217,567 

増加率（2011 年比） - 12% 24% 33%

（指標 2）NTB 州の肉牛生産農家の

所得が 20％増加する。

達成状況： 概ね達成

（事後評価時点）

 NTB 州の対象 4 県の肉牛販売収入は、2011 年に比して 2014 年に増加し

ている。

 同期間におけるインドネシアのインフレ率は 25.53％である。

[4 対象県における肉牛販売による平均収入及び増加率]

肉牛販売収入（百万ルピア）
増減（％）

2011 2014

西ロンボク県 3.5 5 42.9%

中央ロンボク県 4 8.5 112.5%

東ロンボク県 5.5 11.5 109.1%

スンバワ県 15 25 66.7%
注：全パイロット農家の平均収入に関するデータは入手できなかったため、
上記は各県 1グループ農家の肉牛と堆肥の販売収入の平均値を用いている。

（指標 3）NTB 州の肉牛頭数が 20％

増加する。

達成状況： 達成

（事後評価時点）

 NTB 州の肉牛頭数は、2011年と比較して 2012年には 14％、2013 年には

21％、2014年には 26％増加している。

NTB 州の肉牛頭数 2011 2012 2013 2014

対象 4 県の合計 459,917 526,201 558,205 577,985 

増加率（2011 年比） - 14% 21% 26%

(参考) NTB州の合計 685,810 916,560 648,939 1,013,793

増加率（2011 年比） - 37% -5% 48%

出所：終了時評価報告書、事業完了報告書、各県のパイロット農家へのヒアリング結果、国家農業統計（2013）、NTB州年次報告書、等

3 効率性

本事業は、協力期間は計画通りであるが（計画比：100％）、肉牛生産開発に係る州政府による予算が十分に確保されず、
これに関連する追加投入を行ったため、協力金額は計画を上回り（計画比：121％）、効率性は中程度である。

4 持続性

【政策・制度面】
NTB州知事により、主に(a)牛舎などの施設整備に係る支援、(b)農家への研修の実施、(c)肉牛の支給に係る支援、の3つの

支援策から構成されるNTB-BSSが、2013年から2019年まで継続されることが発表されている。また、インドネシア政府も、牧
草地を毎年約100ヘクタール拡大する計画に対する支援を行っている。加えてインドネシア政府は、2014年より肉牛自給計画
を全国的に展開しており、これもNTB州の肉牛生産と販売の振興に寄与している。
【体制面】

体制面での変化は特段生じていない。NTB州畜産局がロンボク方式・スンバワ方式に関する活動を担っており、各県普及局
が現場レベルで両方式に基づく技術支援活動を農家に対して行っている。バニュムレック牧場及びセラディン牧場は、肉牛生
産に係る各種研修の実施拠点としての機能を果たしている。また、各機関とも肉牛生産振興を遂行するうえで十分な数の職員
を擁している。例えば、州畜産局には、獣医・人工授精・妊娠検査分野をはじめとする758名の専門家が2015年時点で配属さ
れており、2011年時点の739名から増加が見られる。2013年には、農家に対する安全な給餌開発とロンボク方式の研修実施を
主な目的とする、給餌・活用センター特別ユニットがNTB州政府によってバニュムレック牧場内に新設された。グループ農家
に対するモニタリング活動を拡大するため、「フィールドオフィサー」として本事業の活動を行っていた県の職員から、他の
件の職員への知識の移転が必要となっている。他方、普及システムについても、NTB州では現在約1,000名の普及員が活動して
おり、さらには農家グループによる補完的な普及活動も行われている。なお、本事後評価時点において、事業により供与され
た資機材は各機関により適切に使用・管理されていることが確認された。
【技術面】

本事業で作成された肉牛生産に係るガイドライン及びマニュアルは、各機関及び農家グループにより活用されている。本事
業で研修を受けた各県農政局・バニュムレック牧場・セラディン牧場の職員は、肉牛生産に必要な技術と知識を有しており、
ガイドライン・マニュアルに沿って肉牛生産支援活動に従事するとともに、普及員や農家を含む1,000人程度の参加者に対し
て、人工授精・妊娠・生殖障害予防/治療・動物衛生・飼養管理・飼料生産・規制屠殺等に関する各種研修を行っている。本
事業で支援を受けた農家グループは、グループ活動の便益を認識しており、また州・各県政府が提供する研修や相談のみなら
ず、グループ間の技術普及活動を通じて、肉牛生産に係る技術と知識を維持している。他方、州・各県農政局による報告やモ
ニタリング活動が継続されていない等の問題も一部見られ、将来的に農家のニーズに沿った研修プログラムの形成と実施につ
いては懸念がある。
【財務面】

NTB州農政局の肉牛生産技術改良の促進に係る予算は、2011年の233.80億ルピアから2014年には383.33億ルピアに増額され



た。また、同期間における州農政局からバニュムレック牧場に配分された予算は、3.22億ルピアから10億ルピアに増加してお
り、同じくセラディン牧場に配分された予算は、2013年21.98億ルピアに比して減少しているものの、2011年5.57億ルピアか
ら2014年12.36億ルピアに増加している。他方、西ロンボク及び中央ロンボク両県農政局の肉牛生産技術改良の促進に係る2015
年の予算配分額は、2014年の同予算執行額と比較して減少しているが、東ロンボク及びスンバワ両県農政局の2015年の同予算
配分額は、2014年の同予算執行額と比較して増加している。なお、州・各県農政局による報告やモニタリング活動は、予算不
足のため行われていない。

農家に関しては、多くの農家が堆肥の活用を増加させ化学肥料の使用が減少し、農業生産コストが10％程度削減されたこと
が確認された。個別農家に対する肉牛生産開始資金の支援は行われていないが、農家グループはNTB-BSS肉牛融資プログラム
や関連施設/機器購入プログラム等の金融支援を利用することが可能となっている。
【評価判断】以上より、実施機関の体制面、技術面、財務面の一部にそれぞれ軽微な課題があると判断され、本事業によって
発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業は、プロジェクト目標と上位目標を達成したと判断される。本事業によって、パイロット農家グループが飼養する肉
牛頭数及び NTB 州の肉牛生産農家数と肉牛頭数、さらに対象 4 県の農家の肉牛販売収入が増加した。持続性については、NTB
州・各県農政局による報告やモニタリング活動が必ずしも十分ではなく、農家に対する研修の質に将来的に影響を及ぼすリス
クも否定できない等一部課題は見られるものの、州・各農政局の肉牛生産開発関連予算は増加傾向にある。効率性については、
肉牛生産開発に係る州政府による予算が十分に確保されなかったことに伴い、協力金額は計画を上回った。

総合的に判断すると、本事業の評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言：

【実施機関(NTB 州畜産局)への提言】

現状では深刻な問題はないものの、各県農政局の職員の人数は増加していないことから、今後現場レベルにおけるモニタリン

グや報告のネットワークを一層強化するため、予算を確保し、追加的な人員の確保と、技術移転の実施を行うことが求められ

る。

【JICA への教訓】

＜明確かつ因果関係を確保した上位目標及び指標の設定＞

 本事業の上位目標は、「NTB 州における肉牛生産農家の件数及び農家の所得の増加」であったが、本事業では、NTB 州の他

県への普及活動に直接関与する活動は行われておらず、また、多くの農家は肉牛だけでなく、米等その他の農産品の生産

を行っているため、NTB 州全体での肉牛生産農家の件数や農家の所得の変化に対する本事業の直接的貢献を検証すること

は困難であった。したがって、本事後評価では、上位目標の達成度への事業の貢献を明確に検証するため、本事業の対象

であった 4県における肉牛生産農家の件数及び肉牛販売収入の変化に焦点をあてることとなった。事業の計画段階におい

て、計画された事業コンポーネントや対象とする受益者の状況を踏まえて、明確かつ論理的に適切な上位目標及び指標を

設定することが不可欠である。

＜事業のインパクトの最大化に向けた各レベルの政府の関与を強化するためのプロジェクトデザインの検討＞

 本事業では、NTB 州における活動に重点が置かれたことから、中央政府の役割や関与は明確にされず、地方政府に比して、

事業期間中の事業への関与の度合いは低いものであった。他方、中央政府が関与することで、事業で導入された技術の全

国的な普及といった事業のインパクトの最大化することができたと考えられる。したがって、事業が地方レベルで実施さ

れる場合、プロジェクトコンポーネントの一つとして、中央レベルでの普及体制支援等、具体的な関与について検討する

ことが求められる。

ロンボク方式により共同牛舎で飼養されている肉牛 肉牛の生産により得た収益で農家グループが独自に堆肥製造施設を

建設し、農業に活用している。


