
１－１　協力の背景と概要

ブータン王国（以下、「ブータン」と記す）では、総人口の 60％が農業に従事しており、特に

人口の 70％が集中する地方部では、そのほとんどが農業で生計を立てている。農業はブータン

の基幹産業だが、急峻な地形により耕作地と作目が限定されていることに加え、市場や道路など

のインフラが未整備であるため、体系的な作物の換金化はほとんど行われていない。農林省は、

農家の所得向上の手段のひとつとして、園芸作物・換金作物による商業的農業の振興を重要課題

として位置づけているものの、多様な地理的条件に適した園芸作物栽培の技術開発や普及が進ん

でおらず、園芸作物の商業化のための十分な支援体制が確立されていない。また、ブータンでは

西部での農業開発が先行してきたため、東部は開発が遅れており、格差が広がっている。

これに対し東部での農業開発を進めるため、JICA は当時の東部農業試験場（現ウェンカルセ

ンターの前身）へ個別専門家を 4 年間（2000 ～ 2004 年）派遣し、同試験場の基盤づくりに協

力した。これに引き続き、同センターを実施機関として JICA が支援した「東部 2 県農業生産技

術開発・普及支援計画プロジェクト（2004 ～ 2009 年）」では、対象地となった東部 2 県で園芸

作物を中心とした作物の普及と生産高・品質向上といった成果を収めた。対象地域では自給自

足から作物を現金化するということへの意識が芽生え始めたが、園芸作物の商業化が東部地域

全体に拡大するまでには至らなかった。

このためブータン政府は、東部 2 県の成果を他県で実証し、貧困削減に資する東部地域に適

した園芸作物の振興を図ることを目的とした技術協力を JICA に要請した。なお実施に際して

は、これまでの JICA の協力で体制強化が行われてきており、技術開発に加え農家への普及も

担っているウェンカルセンターをカウンターパート（C/P）機関とした。

１－２　協力内容

本プロジェクトはウェンカルセンターを実施機関とし東部 6 県すべてを対象に、園芸栽培技

１．案件の概要

国名：ブータン王国 案件名：園芸作物研究開発・普及支援プロジェクト

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：JICA 農村開発部農業・農

村開発第二グループ第三チーム

協力金額（評価時点）：3 億 3,700 万円

協力期間

（R/D）：2010 年 3 月 16 日 先方関係機関：

実施機関：農林省農業局ウェンカル再生可能天然資源研

究開発センター（RNRRDC Wengkhar；以下、「ウェンカ

ルセンター」と記す）

協力機関：県農業局（県農業官、郡普及員）、国立種子

センター（NSC）、東部地域農業マーケティング・協同

組合事務所（RAMCO）

2010 年 3 月 21 日～

2015 年 3 月 20 日（5 年間）

他の関連協力：

・個別専門家派遣（2000 ～ 2004 年）

・ 東部 2 県生産技術開発・普及支援計画プロジェクト

（AREP）（2004 ～ 2009 年）

評価調査結果要約表

i



術と適正作物の特定、研修実施体制の強化、種苗提供体制の整備を通じて、農家が園芸農業の

商業化に向けた適正技術を実践することを目的に、技術協力を行っている。2012 年 10 月に実

施された中間レビュー調査時にプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を改訂し、農

家グループの園芸作物の販売支援にも取り組むことになった。

（１）上位目標：

対象地域における収入源として、園芸農業の普及が進む。

（２）プロジェクト目標：

プロジェクトで研修を受けた農家と普及活動による受益農家が、園芸農業の商業化に向

けた適正技術を実践する。

（３）成果：

１． 対象地域において、生産と販売の可能性を踏まえた園芸農業の技術及び作物が特定

される。

２．ウェンカルセンターにおいて、園芸農業に関する技術研修の実施体制が強化される。

３． ウェンカルセンター、種苗生産農家、国立種子センター（NSC）タシ・ヤンツェ種

子生産農場において、種苗の提供体制が確立される。

４． 東部地域農業マーケティング・協同組合事務所の協力のもと、マーケティング活動

を行うグループが形成あるいは活性化される。

（４）投入（評価時点）

＜日本側＞：総投入額 3 億 3,700 万円

長 期専門家派遣　チーフアドバイザー／園芸 1 人、業務調整／農家組織門家　延べ 2 人 
（計 107 MM）

短期専門家派遣　研修／普及 1 人、病害虫 1 人、園芸栽培振興 2 人
1
（計 27 MM）

ロ ーカルコスト負担　3,020 万円（運転手と圃場季節作業員の給与、研修費、普及資材、

試験・研究用の備品など）

機材供与　　4,670 万円（車両、掘削機、耕運機、電気柵、事務所備品など）

研修員受入　53 人（本邦研修 14 人、ネパール第三国研修 39 人）

＜ブータン側＞

主要 C/P 配置　累計 32 人（現在農業局 1 人、ウェンカルセンターとサブセンター 20 人）

ローカルコスト負担　6,440 万ニュルタム（C/P の給与、地方出張費など）

施設・設備の提供　ウェンカルセンター内にプロジェクト事務所と研修圃場の提供

２．評価調査団の概要

調査者 団長／総括 大島　歩 JICA 農村開発部　農業・農村開発第二グループ第三

チーム（南アジア地域）課長

園芸研究開発 藤家　梓 元千葉県農林総合研究センター長

1
　 園芸栽培振興の短期専門家 1 人は研修／普及短期専門家と同一人物である。
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３－１　実績の確認

（１）成果（アウトプット）

成果１： 対象地域において、生産と販売の可能性を踏まえた園芸農業の技術及び作物が特

定される。

指標 1-1 園芸農業の開発ガイドライン / マニュアルが作成される。

成果１は順調に達成され、プロジェクト終了までに達成される見通しが高い。

指標 1-1 については、これまで郡普及員と農家向けのマニュアルや普及教材が 12 種類

開発されている。一部改訂版も来年 3 月までに完成する見込みであることから、成果１は

プロジェクト終了までに達成される見通しが高い。このほか成果１の活動として、AREP
の経験や関連文書のレビューを踏まえて、国内外から導入した作物の品種の栽培・分析評

価を行い、農家レベルで適応可能な作物と地域を特定した。具体的な成果は、① 3 系統果

樹と 38 系統の野菜品種導入、②中間山地適応の 2 品種のナシと 1 品種のプラムの品種登

録、③文旦 2 系統の選抜育成、④カンキツグリーニング病汚染地区での試作結果、文旦が

グリーニング病に抵抗性があることを確認、⑤在来マンダリン 1 系統と柿の 1 品種につい

て品種登録申請、が挙げられる。プロジェクトの中盤、対象地域でミバエ類による果樹や

野菜類の被害が深刻化した。ブータン国内で基礎的な調査研究が行われていなかったため、

プロジェクトでは当初計画にはなかったが、短期専門家を派遣し、ミバエの調査と種の同

定や試験的な防除に取り組んだ。

成果２： ウェンカルセンターにおいて、園芸農業に関する技術研修の実施体制が強化され

る。

指標 2-1  研修を受けた農家の 90％が、主な研修内容を適用する（年間の研修受講農家は約

100 名）。

指標 2-2  研修を受けた普及員の 90％が、主な研修内容を適用する（年間の研修受講者は約

15 ～ 20 名）。

指標 2-3  プロジェクトの実施する研修内容が、研修参加者の 80％以上に適切かつ有効と評

価される。

成果２は 3 つの指標がすべて目標値を超えており、達成されたとみなせる。

園芸農業に関する技術研修・普及アウトリーチプログラムは、主に①果樹展示圃農家、

② 生産団地農家（カンキツ、ナシ・カキ、タマネギ）、③種子生産農家、④苗木生産農家、

を対象に実施されている。これまで育成した農家は 508 人にのぼる。

協力企画 池田　大行 JICA 農村開発部　農業・農村開発第二グループ第三

チーム（南アジア地域）副調査役

評価分析 島田　俊子 アイ・シー・ネット株式会社　コンサルタント

調査期間 2014 年 11 月 6 日～ 11 月 27 日 評価種類：終了時評価調査

３. 評価結果の概要
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指標 2-1 は、インパクト調査結果によると 99％（159 人中 158 人）
2
で、目標値の 90％を

超えて既に達成した。プロジェクトでは毎年、郡普及員向けの研修を実施しており、これ

まで 60 人（対象 6 郡の 53 人、対象郡以外の 7 人）が受講した。指標 2-2 は、同調査によ

ると 96.8％（回答者 31 人中 30 人）で、目標値の 90％を超えて達成された。農家の研修評

価は、同調査の回答者 99.4％が研修を「とてもよい」や「よい」と評価
3
し高い満足度が示

されたため、指標 2-3 は達成したとみなした。以上、成果２は終了時評価調査時点で既に

達成されたと判断できる。

成果３： ウェンカルセンター、種苗生産農家、国立種子センター（NSC）タシ・ヤンツェ

種子生産農場において、種苗の提供体制が確立される。

指標 3-1  ウェンカルセンター及び種苗生産農家における種苗の生産及び配布体制が確立さ

れる（年間生産目標：果樹苗木 4,500 本、野菜種子 200kg）。
指標 3-2  研修を受けた農家全員に対して、研修で得た技術を実践するための基本資材が提

供される。

指標 3-3  タシ・ヤンツェ種子生産農場が再生され、種苗生産が開始される。

成果３は 3 つの指標がすべて目標値を超えており、達成されたとみなせる。

プロジェクトでは園芸農業の振興に不可欠な種苗生産体制を整えるため、果樹展示圃農

家から新規に 8 人、AREP から支援している 2 人と合わせ計 10 人の苗木生産農家を育成し

た。種子生産農家は毎年研修を行い、良質な種子を生産できる農家 14 人を育成した。ウェ

ンカルセンターの主要業務は農作物の試験研究と育種、展示栽培であり、種苗生産は本来

業務ではない。しかし、プロジェクトの試験研究や育種の成果の普及、農家への栽培振興

促進のため、展示栽培や研修用、普及材料として必要な種苗を生産している。指標 3-1 に
ついては、年平均 7,877 本と 307.2 kg（ウェンカルセンター 83.5 kg、種子生産農家 223.7 
kg）が生産されており、いずれも目標値を超えて達成した。指標 3-2 については、種子生

産農家には原種子や防鳥用の蚊帳、パッキン用の機械とラベルなど、苗木生産農家には苗

木や剪定ばさみなどが提供されていることから達成したといえる。プロジェクトは NSC の

タシ・ヤンツェ種子生産圃場の整備や職員に対する研修を支援した。同圃場は、終了時評

価調査時までに 362 kg の野菜種子とパッションフルーツの苗木 1 万本を生産していること

から、指標 3-3 は達成されたと判断した。これらを踏まえ、成果３は達成されたと判断で

きる。

成果４： 東部地域農業マーケティング・協同組合事務所の協力のもと、マーケティング活

動を行うグループが形成あるいは活性化される。

指標 4-1  研修を受けた農家の所属するグループの 50％が、園芸農業においてマーケティン

グ活動を開始する。

2
　 プロジェクトが実施したインパクト調査では、果樹展示圃農家 106 人、カンキツ生産団地農家 40 人、種子生産農家 13 人を対象

に「研修内容の実践」について質問している。そのうち果樹展示圃農家 105 人、カンキツ生産団地農家 40 人、種子生産農家 13
人が実践したと回答している。なお苗木生産農家には質問していない。研修で学んだ一部の技術を適用した場合でも「実践した」

に含めているため、高い実践率を示す結果となっている。
3
　 「農家の研修評価」に関する質問は、果樹展示圃農家 106 人、カンキツ生産団地農家 75 人、種子生産農家 13 人、苗木生産農家 8
人を対象に研修の内容、座学、実習、議論、全体の調整に関して「よくない」「よい」「非常によい」の３段階評価で質問している。

対象農家ごとに「よくない」と「よい」の平均回答率を算出している。カンキツ生産団地農家と苗木生産農家はすべての項目で「非

常によい」か「よい」と評価した。
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成果４の指標は目標値を超えており、達成されたとみなせる。

本プロジェクトでは、研修受講農家に野菜種子を配布し、果物が収穫できるまでの所得

源としての間作野菜の生産を奨励している。研修受講農家の多くは、マーケティングや農

民の組織化に関する業務を所掌する RAMCO の支援により、グループを結成し野菜を学校

へ共同出荷している。プロジェクトが実施したインパクト調査によると、研修受講農家グ

ループの共同出荷率は 96％4
と目標値を超えており、成果４は達成されたと判断できる。

同調査の結果では、共同出荷の対象は野菜が 8 割を占め、出荷先は 7 割が学校で、本プロ

ジェクトと RAMCO の取り組みによる相乗効果が数値に表れている。また同指標に関連し

て、プロジェクトではサムドゥルップ・ジョンカール県オロン郡に野菜生産農家グループ

の市場開拓、販売支援の一環として共同販売所を建設した。終了時評価調査時の対象 6 県

で、野菜の出荷は農家グループの共同出荷のほか、個人や仲買人を介して行われており、

マーケティングの問題に言及する農家や普及員はほとんどいなかった。

（２）プロジェクト目標：総合的に判断して、ほぼ達成されたと評価できる。

指標１の園芸農業面積については 2,200 エーカー弱で、目標の 5,000 エーカーに届いて

いないが、積算根拠が非現実的で目標数値そのものが妥当でなかったと推察される。指標

２の「研修受講農家の 75％が展示圃を設置し、農家間普及を行う」は、研修受講農家の

100％が展示圃を設置し、86％が平均 6.4 人に知識の共有・普及を行っており達成されたと

みなせる
5
。指標３の商業的農業の開始については、研修受講農家と普及活動による受益

農家の平均 63.9％が開始し、目標値である 50％を超えて達成された。全般的に農家の栽培

技術レベルは必ずしも高いとはいえない。しかしプロジェクトが導入した研修・普及アプ

ローチを通じて、これまで農家が取り組んだことがなかった果樹栽培や野菜種子生産、苗

木生産に関する技術を実践し始めたことが確認できた。プロジェクト終了までに新たに育

成する農家の研修・普及活動が数回残っているものの、これまでの実績を総合的に判断し

てプロジェクト目標はほぼ達成されたと評価できる。

（３）上位目標：達成に向けたポジティブな兆候が見受けられる。

指標１の所得については、プロジェクト対象地域で園芸作物から得た農家の年間所得が、

終了時評価調査時点でも 1 万 5,790 ニュルタムであり、目標値の 1 万 5,120 ニュルタムを

上回っている。指標２については 508 名の農家が育成され、研修受講農家の 8 割が平均 6.4
名の農家に知識の共有・普及を行っているが、指標の達成期間や農家間普及の目標値の設

定があいまいで評価できなかった。終了時評価時に、これまでの実績を踏まえて上位目標

の指標を見直したため、事後評価の際にはこの PDM バージョン５の新しい指標に基づいて

評価できると考えられる。ウェンカルセンターが本プロジェクト終了後のフォローアップ

活動を 5 年間計画しており、実現されれば上位目標達成に貢献すると考えられる。

4
　 インパクト調査では、研修受講農家でグループに所属している果樹展示圃農家 47 人、カンキツ生産団地農家 26 人、種子生産農

家 13 人、苗木生産農家 5 人を対象に「共同出荷」について質問している。苗木生産農家は 4 割、それ以外の農家はすべて農家グ

ループによる共同出荷を行っていると回答した。
5
　 インパクト調査では、研修を受講した果樹展示圃農家 106 人、カンキツ生産団地農家 40 人、種子生産農家 13 人、苗木生産農家

8 人を対象に「研修後に学んだ知識を他の農家に伝えたか（農家間普及の実践率）」と質問している。高い順に果樹展示圃農家の

89.6％ （95 人）、野菜種子農家 84.6％ （11 人）、カンキツ生産団地農家 80.0％ （32 人）、苗木生産農家 75.0％ （6 人）が農家間普及

を行ったと回答した。
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３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：非常に高い

ブータン政府の第 10 次５カ年計画（2008 ～ 2013 年）の貧困削減目標を実現するために、

農林省は園芸作物の開発や換金作物の振興を重要課題と位置づけており、第 11 次５カ年計

画（2013 ～ 2018 年）においても、基幹産業である農業の生産性や農業所得の向上のため、

自給自足から農業の商業化、特産品の産地形成を農業分野の戦略として掲げている。本プ

ロジェクトは、園芸農業の商業化に向けて、標高・地域別、農家の技術レベルに適した園

芸作物の導入・普及に取り組んでおり、上記 2 つの計画に合致している。ウェンカルセン

ターは園芸作物の試験研究で中心的役割を担っているほか、2009 年に普及が所掌業務に追

加され、東部地域の農家への普及活動にも取り組む必要性が出てきた。したがって、試験

研究で特定された適正な園芸作物と技術の普及に協力する本プロジェクトに対する期待は

高く、必要性も高い。C/P や普及員の多くは座学中心の研修機会しかないことや外国援助

機関の支援は資金供与プロジェクトが多いため、実践的な技術を習得する機会が極めて少

ない。本プロジェクトは実習を中心とした研修や圃場での技術指導を重視した技術協力を

行っており、C/P と普及員のニーズに応えている。近年、農道開発が進み市場へのアクセ

スが改善されつつあることもあり、一部の農家では換金作物栽培への関心が徐々に高まっ

てきている。園芸作物の普及に取り組む本プロジェクトは、こうした農家のニーズにも合

致する。

日本の外務省対ブータン王国事業展開計画（2011 年）では、「農業・農村開発」が 5 つ

の援助重点分野のひとつで、本プロジェクトはその中の「農業技術開発・普及プログラム」

に位置づけられている。同プログラムでは、東部や南部の格差是正や貧困削減に資する農

業技術開発と普及を重視しており、本プロジェクトは日本の援助政策との整合性が高い。

JICA は、2000 年以来、個別専門家派遣（2000 ～ 2004 年）、AREP（2004 ～ 2009 年）を

通じて、ウェンカルセンターの基盤づくりや東部 2 県（モンガル県とルンツェ県）での適

地作物の選定や換金作物の導入、生産増加、品質向上といった成果を上げている。本プロ

ジェクトはこれまでの協力と整合性があり、過去の協力から得られた知見や教訓を十分生

かして実施されている。プロジェクトが開発した研修・普及アプローチによって、農家は

果樹展示圃を設置し、研修で学んだ技術を確実に導入するようになっており、適切なアプ

ローチだったといえる。総合的に判断して、本プロジェクトの協力実施内容は妥当性が非

常に高い。

（２）有効性：高い

本プロジェクトの特筆すべき成果は、①体系的研修・普及パッケージの開発と実践によ

り農家が着実に園芸作物の栽培管理技術を習得、②園芸作物の生産団地の形成で農家間の

情報・知識の普及促進と産地化、③野菜種子・苗木生産農家の育成と NSC タシ・ヤンツェ

種苗生産圃場の再生など種苗生産体制の整備、④ RAMCO との有機的連携・協力による農

家グループの活性化と野菜の共同出荷の促進、⑤実習を中心とした研修とプロジェクト活

動を通じた C/P と普及員の能力向上と関係者間の連携・協力の促進、である。これらは全

般的に有効性を高めた要因である。

4 つの成果のうち 3 つは既に達成されており、残り 1 つもプロジェクト終了時までに達

成が見込まれる。それぞれの成果はプロジェクト目標の達成に向けて貢献し、プロジェク

ト目標もほぼ達成している。以上の点を総合的に判断して、本プロジェクトの有効性は高

い。
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（３）効率性：高い

ブータンと日本双方からの投入は予定どおり行われ、全般的に活動は計画どおりに実施

された。交通アクセスの悪い広大な東部 6 県
6
を対象に、時間と手間のかかる研修・普及

アプローチを導入したが、限られた投入で 70 郡中 53 郡を網羅し、農家 508 人を育成した。

効率性を高めた要因は、AREP に従事した主要 C/P の配置や各県に C/P をフォーカルパー

ソンとして任命、ブータンでの業務経験が豊富な専門家の投入、長年の信頼関係による

C/P と専門家のチームワークの良さなどが挙げられる。プロジェクトの 2 年目、C/P の異動

や休職により一時的にフォーカルパーソン数人が不在で、一部の活動の効率性を低める要

因になったが、成果達成には影響はなかった。以上を踏まえて、全般的に効率性は高いと

いえる。

（４）インパクト：現時点で正のインパクトの発現がみられる。

前述のとおり、上位目標の指標１は目標値を超えている。終了時評価調査団がインタ

ビューした農家からは、プロジェクト実施によって換金作物の多様化や世帯レベルでの野

菜の摂取量の増加などが指摘されており、上位目標「対象地域の収入源として、園芸農業

の普及が進む」の達成に向けた正のインパクトがみられる。

その他、①第 11 次５カ年計画で、本プロジェクトが普及に力を入れてきたナシとカキが

東部地域の重点園芸作物に指定された、②本プロジェクトの研修・普及アプローチが他の

試験研究・開発センターで採用された、③国際農業開発基金の「市場アクセスと成長強化

プロジェクト」でも、同アプローチが採用され、本プロジェクトで育成された農家や普及

員を中心に活動が行われた、④本プロジェクトの成果に対して、ウェンカルセンター長と

チーフアドバイザー専門家が国王より国家貢献勲章の叙勲を受けた、⑤多数のマスコミに

取り上げられ、さまざまな視察団を受け入れた、など多くの正のインパクトの発現がみら

れた。

（５）持続性：比較的高い

ブータン政府が第 10 次５カ年計画（2008 ～ 2013 年）で重要課題とした貧困削減に資す

る園芸作物の振興に続き、第 11 次５カ年計画（2013 ～ 2018 年）でも商業的農業振興に園

芸作物の開発と普及は不可欠と重視しているため、政策面の持続性は高いと見込まれる。

本プロジェクトが開発・導入した研修・普及アプローチは、ウェンカルセンターで制度

として定着しつつあり、他の試験研究・開発センターや他ドナーのプログラムでも採用さ

れている。学校への野菜の共同出荷や種子生産農家からの種子買い上げ制度の導入は、引

き続きフォローアップ活動も必要だが、継続していく可能性が高い。したがって、制度面

の持続性の見通しは比較的高いと判断した。

2009 年にこれまでの試験研究から普及もウェンカルセンターの所掌業務になったため、

プロジェクト効果を持続・拡大していく体制が今後も見込まれる。一方で、同センターの

圃場全体の管理はチーフアドバイザーが行ってきたこともあり、プロジェクト終了後に向

けて引き継ぎが必要である。プロジェクト終了後に異動や休職する可能性のある職員が終

了時評価時点で 4 人おり、特に圃場業務担当は経験の浅い職員だけになってしまう可能性

がある。したがって、圃場管理を中心にプロジェクト効果を維持・拡大できる人材の配置

6
　 ブータンの国土面積は約 3 万 8,400 平方キロメートルで九州とほぼ同じで、東部は約 3 分の 1 に匹敵。ブータンは 20 県、200 郡

に分かれている。
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が必要不可欠である。終了時評価時点での組織面の持続性は比較的高いといえる。

農家は本プロジェクトの研修・普及手法によって、園芸作物や種子・苗木生産の技術を

学び実践できるようになってきた。今後は郡普及員と C/P によるモニタリングとフォロー

アップを強化し、適宜技術指導を行う必要がある。郡普及員や C/P は本プロジェクトで能

力向上が図られており、インタビューでは、プロジェクト終了後も引き続き習得した知識

や技術を活用していく自信があると大半が回答していた。しかし、ミバエ類など病害虫対

策の知見や技術はブータン全体でも不十分で、今後の取り組みが課題である。現時点での

技術面の持続性は比較的高いと見込まれる。

ウェンカルセンターは、プロジェクトの効果維持・拡大のために、終了後 5 年間のフォ

ローアップ活動に年間約 1,200 万ニュルタムが必要であると積算した。今後、年間予算計

画の協議時に、農業局や農林省、財務省にセンターの政府予算とは別にこれらの活動費の

予算要求を行う予定だという。農業局はフォローアップ活動の継続を支援しており、終了

時評価調査時点では予算の確保には至っていないものの、必要額が配賦される見込みであ

る。

プロジェクト終了後のフォローアップ活動のための予算確保は必要不可欠である。財政

面の持続性が担保できれば、本プロジェクトの持続性は比較的高いと評価できる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容

本プロジェクトは、投入の点で効果発現に貢献している要因が数多くみられる。専門家

のうちチーフアドバイザーは、東部地域の園芸作物の技術開発と同センターの能力向上に

2000 年から尽力しており、同地域の農業事情に精通し、C/P、農林省、県行政関係者から

の信頼があつい。現調整員 / 農家組織専門家は、ブータンなど途上国での調整員業務経験

が豊富で、円滑なプロジェクト実施に貢献している。C/P は、プログラムダイレクターを

はじめ主要職員のなかには、AREP を通じて園芸作物の試験研究・普及に関する知識・技

術を習得した者も多く、総じて主体性が高くプロジェクト活動に積極的に取り組んでいる。

人材だけでなく AREP で、農家に研修・普及できる適正な園芸作物の試作や地域選定など、

研修・普及に取り組める同センターの体制を整備しつつあったことは、本プロジェクトの

効果発現に大きく貢献している。このほか、ウェンカルセンターの主要業務と本プロジェ

クト活動が一致していることや、対象 6 県と活動地域が広大なため、同センター園芸作物

課を中心に多くの職員が C/P に配置されてプロジェクト活動に参加したことも、効率的・

効果的なプロジェクト実施を可能にしている。

（２）実施プロセス

プロジェクト開始後、C/P のなかから対象 6 県各県の担当となるフォーカルパーソンを

配置したことは、業務と責任の明確化と各県農業局や普及員との円滑な連携・調整に役

立った。プロジェクトが開発・導入した研修・普及アプローチは、C/P と普及員が連携・

協力して農家への研修やフォローアップ、モニタリング活動を行うデザインとなっており、

両者の連携強化や農家への園芸栽培の普及といった効果をもたらし、有効性や持続性の一

部を高めた。2009 年、試験研究だけでなく開発業務が全国の RNR（再生可能天然資源）セ

ンターの所掌業務に追加されたため、ウェンカルセンターが農家を対象にした研修・普及

活動を直接主導できやすい環境になった。対象 6 県各県で年 1 回実施したワーキング・グ

ループ・ミーティングは、同センターの C/P と県農業局、郡普及員などの実務者が活動の
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進捗状況や課題を共有する機会として機能していた。これらのことも同センターと県農業

局や郡普及員、RAMCO などの関連機関との連携・協力を後押しし、プロジェクトの有効

性や効率性、組織・制度面の持続性を高めたといえる。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）計画内容

特になし。

（２）実施プロセス

やや円滑な活動の妨げになったのが、プロジェクト 2 年目に C/P の人事異動や大学編入

による休職者が一時多く出たことである。しかし園芸課の職員がその後増員され、成果達

成には影響を及ぼさなかった。

３－５　結論

成果やプロジェクト目標のほとんどが達成されていることを確認した。本プロジェクトの妥

当性は非常に高く、有効性と効率性ともに高く、終了時評価現時点でも正のインパクトが多く

発現していた。以上、本プロジェクトは順調に実施されているため、予定どおり 2015 年 3 月に

終了する。本プロジェクトの持続性を担保するためには、ブータン側が以下に述べる提言を確

実に実施することが望ましい。

３－６　提言

（１）プロジェクト終了までに実施すべき事項

①　研修・普及アプローチの推進

本プロジェクトで開発・導入した研修・普及アプローチは、農家の技術習得や実践の

点で効果的であることが示された。このため、今後も同アプローチをより広く普及して

いくことが望ましい。

②　プロジェクト後の活動のための予算確保

ウェンカルセンターは既にプロジェクト終了後の活動計画を立案し、その経費も試算

している。今後は農林省や農業局、財務省、他ドナーなどと協議を行い、活動のための

予算を確保する必要がある。

③　日本人専門家からの圃場管理の引き継ぎ

これまでウェンカルセンターの圃場の全体の管理は、チーフアドバイザーが行ってき

た。今後は同センターから全体的な管理責任者を任命し、専門家が行ってきた業務の引

き継ぎを円滑に行うことが必要である。

（２）プロジェクト終了後に実施すべき事項

①　プロジェクト後のフォローアップ活動の実施

ウェンカルセンターは、県農業局や普及員など関係機関と協力し、計画どおりプロ

ジェクト後のフォローアップ活動を実施することが期待される。

②　農家とマーケットの連携強化

RAMCO の支援によって、学校への農家グループの共同出荷が開始されており、今後

も県農業局などを含めた関係機関による継続した支援が望まれる。本プロジェクトで育

成した種子農家が種子販売を円滑に行うことができるよう、ウェンカルセンターや県農
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業局、RACMCO が協働して、NSC など販売先の確保に努める必要がある。

③　ミバエ類など病害虫の研究・駆除

ミバエ類による被害が拡大してきており、ウェンカルセンターはミバエ類のモニタリ

ングや農家への啓発活動を続ける必要がある。また農林省においても、国の有機農業政

策を考慮しながらも、実用的な病害虫防除方法を検討すべきである。

④　生産条件の悪い農家への普及

本プロジェクトでは、生産意欲が高く市場へのアクセスが比較的容易な農家を選定し

て研修を行っており、所期の成果が発現している。将来的に園芸作物の普及が進展した

段階では、より生産条件の悪い農家への普及についても検討すべきである。

３－７　教訓

（１）長期間の支援による相乗効果

ブータン東部の園芸開発・普及については、JICA は 2000 年より支援を行ってきており、

C/P の能力開発やウェンカルセンターの機能強化などに取り組んできた。特に果樹は生育

に時間がかかるため長期的な支援が必要であり、これらの成果は、本プロジェクトで十分

活用されている。チーフアドバイザーは 2000 年から継続して同センターへ技術指導をして

おり、ブータン側からの信頼があつい。これまでの協力を通じて築いてきた専門家と C/P
が良好な関係が、本プロジェクトの円滑な運営を可能にしたといえる。

（２）関係機関との協力による相乗効果

本プロジェクトでは、県農業官や普及員の能力向上を支援し、彼らに研修受講農家の

フォローアップをウェンカルセンターと共に取り組むことで、より効果的、効率的な普及

を推進した。研修受講農家が生産する野菜を、RAMCO の支援により学校へ共同出荷する

ことで、農家が現金収入を得ることができた。国際農業開発基金（IFAD）が支援する「市

場アクセスと成長強化プロジェクト」は、本プロジェクトで導入した普及アプローチを、

本プロジェクトで研修を受けた農家、普及員を活用しながら実施している。これらは、関

係機関との協働による相乗効果といえる。

（３）集中的な研修と圃場での指導による確実な普及

ブータンの従来の園芸普及は、簡単な研修と種苗配布を組み合わせて実施されていたが、

このような手法では農家への技術の定着が難しかった。本プロジェクトでは、農作業の時

期に合わせて行う集中的な研修と農家圃場での実習を組み合わせた研修・普及アプローチ

を開発・導入した。このようなアプローチは、農家の技術習得や実践に有用であることが

明らかになった。

（４）作付面積は外部要因の影響を受けやすく、園芸普及の指標として必ずしも適切でない

中間レビュー調査時に、本プロジェクトのプロジェクト目標の 1 つの指標として、当時

の農林省の強い意向を受けて「園芸農業の作付面積」が設定されていた。東部ブータンの

ように急峻な地形では、作付面積を増やすことも測量することも容易ではない。終了時評

価調査では、作付面積の目標値の設定根拠が非現実的だったことも判明した。ブータン側

農業局からも、作付面積は土地開発など他の開発事業の影響を受けやすく、今後は園芸普

及の成果指標として扱うべきではないとの意見も出された。
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