
事業事前評価表 

 

  国際協力機構 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 第三チーム 

１．案件名                       

国 名： ネパール国    

案件名： 和名 シンズリ道路沿線地域商業的農業促進プロジェクト 

   英名 Sindhuli Road Corridor Commercial Agriculture Promotion Project 

     

２．事業の背景と必要性                

（1）当該国の農業セクターの開発実績（現状）と課題 

ネパール国では人口の 6割強が農業に従事し、農業セクターが GDP の 34％を占めている（2012/2013

年度）。また、貧困層の多くは農村地域に居住しており、農業が生計維持の重要な手段となっている。  

 山岳・丘陵地域では、急峻な斜面での小規模な農地での営農となるため、一定規模の灌漑農地を要す

るコメ、コムギといった食糧生産には不向きであり、むしろ多様性に富んだ気象条件や地域特性を生か

した端境期の野菜や果樹、畜産物などの生産供給ポテンシャルが高い。 

しかしこれらの地域では、灌漑施設や農道などの生産流通インフラが未整備であり、マーケットへの

アクセスが限られている上、地域に適した農業技術の開発や普及サービス、良質な生産投入材（肥料や

種子など）へのアクセス、農民の組織化等が不足している。 

 これらの山岳・丘陵地域の中で、ネパール東部に位置するカブレ郡、ドラカ郡、ラメチャップ郡、シ

ンズリ郡の 4郡は、低開発貧困地域であるが、日本政府がネパール政府の要請を受け、1995年からカト

マンズ盆地とタライ平野を結ぶ幹線道路として建設しているシンズリ道路の沿線地域に当たる。これら

地域では、2015年にシンズリ道路が全線開通することで、主要消費地であるカトマンズへのアクセスが

向上することが期待される。 

JICAは 1985年～1997年に「園芸開発計画 フェーズ 1、2（フォローアップ含む）」を実施し、山岳・

丘陵地域の一部で栽培できる野菜及び果樹などの優良品種を特定し、栽培技術の確立を図った実績があ

り、上述したシンズリ道路の開通をもって、これら高価値農産物1を通じて農業の商業化を促進してゆく

可能性を確認している。さらに JICA は、シンズリ道路沿線地域の農業の状況、農家経営や組織化等の

現状についての基礎的情報を収集・分析し、ポテンシャル分析を通じた包括的な開発マスタープラン策

定のため、2011 年 4 月から 2014 年 3 月まで「シンズリ道路沿線高価値農業普及促進マスタープラン作

成プロジェクト（SRCAMP）」を実施した。その結果、農家と流通・市場とのリンケージが弱いため、

農家は市場のニーズが分からないまま尐量・低品質の農産物を生産し、流通業者は効率的な集荷ができ

ないという問題が明らかとなった。 

 

（2）当該国の農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ   

 ネパール政府は現在策定中の農業開発計画（Agricultural Development Strategy, ADS）の「Policy Options」

において、多様性に富む自国の生産地域について、それぞれの地形の特徴（平野、丘陵、山岳地域）や

農家の状況（自給的、半自給的、商業的）、作物の種類などを踏まえて、農業生産性の向上を目指すと

いう方針を示している。コメ・コムギ等の穀類の増産については、平野部の貢献割合が大きいものの、

                                            
1 ネパール国において高価値農産物とは、「市場で販売可能な農産物」のことを指す。 



地域ごとでの自給を促すため丘陵・山岳地域においても生産性向上を図るとしている。一方野菜や果物

等の高価値農産物の分野については、ポテンシャルのあるエリアでそれぞれの現状に合わせた技術を導

入し、バリューチェーンの強化を通じて近代化することを目標に掲げている。ADSの「Assessment Report」

においても、特に丘陵地域では野菜栽培のポテンシャルが高いことを指摘している。本案件はこれら高

価値農産物振興政策や戦略に沿ったものである。 

 

（3）農業セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

 我が国の対ネパール国別援助方針(2012年 4月)、および対ネパール JICA国別分析ペーパー(2014年 11

月)において、1)地方・農村部の貧困削減、2) 平和の定着と民主国家への着実な移行、3) 持続可能で均

衡のとれた経済成長のための社会基盤・制度整備、の 3つを重点分野として位置付けている。本プロジ

ェクトは農村部の農家収入向上に資するものであり、これら重点分野に沿ったものである。 

  

（4） 他の援助機関の対応 

 現在、対象地域の農業分野では以下のような事業が実施されているが、それぞれの活動状況を逐次把

握することで、活動内容の重複を避けるとともに、事業内容によっては連携を図るものとする。 

1) アジア開発銀行(Asia Development Bank: ADB) 

高地の農業ビジネス・生活改善プロジェクト（High Mountain Agri-business and Livelihood Improvement 

Project: HIMALI)（総事業費 33.5 百万ドル）を実施中。HIMALI の支援対象地域にはシンズリ道路沿線

地域のドラカ郡も含まれる。 

また、コミュニティ灌漑農業セクタープロジェクト（Community-Managed Irrigated Agriculture Sector 

Project）（融資金額 20 百万ドル）を実施しており、シンズリ道路沿線地域 4 郡も支援対象地域に含まれ

る。 

2) 世界銀行（World Bank: WB） 

農業商業化・通商プロジェクト（Project for Agriculture Commercialization and Trade: PACT)を 2009年から

実施中。2013年からは全国規模に展開しており、カブレ郡はこのプロジェクトの支援対象地域に含まれ

ている。 

3) スイス開発援助庁（SDC） 

地方開発プロジェクト（Rural Development Project: RDP)をドラカ郡で 40年以上に亘って実施。同経験を

踏まえて 5年前からラメチャップ郡を対象に地域開発関連のマルチセクトラルな支援を行っている。 

     

３．事業概要                       

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業は、シンズリ道路沿線地域において市場向け農産物生産のための営農システムの確立、農業生

産に関わる民間業者から農家へのマーケット情報や技術情報の提供などのサービスの向上、政府関係機

関の能力向上を行うことにより、高価値農産物のバリューチェーンが関係者（農家、農業資材販売業者、

仲買人など流通業者）に利益をもたらすように機能することを図り、もって農業商業化を通じてシンズ

リ道路沿線地域の農家の農業収入向上に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

 シンズリ道路沿線地域 4郡 

カブレ郡（面積 1396km
2、人口 38万（内農家人口 22万）、ドラカ郡（面積 2191 km

2、人口 19万（内



農家人口 12 万）、ラメチャップ郡（面積 1546km
2、人口 20 万（内農家人口 17 万）、シンズリ郡（面積

2491 km
2、人口 30万（内農家人口 21万）） 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

 直接受益者：プロジェクトより直接支援を受ける農家約 1250 人、農業資材民間業者約 250 名、対象

地域 4郡農業開発事務所（DADO）の職員約 100名 

 間接受益者：シンズリ道路沿線地域において道路へのアクセスが良い推計 58万農家 

(4) 事業スケジュール（協力期間） 

  2015年 2月－2020年 2 月（60カ月）    

(5) 総事業費（日本側）  

  5.5億円 

(6) 相手国側実施機関  

中央レベル：農業開発省（MOAD） 

地方レベル：対象地域 4郡農業開発事務所（DADO） 

(7) 投入（インプット） 

＜日本側＞ 

i. 専門家 

以下の分野の専門家を派遣予定である。 

・チーフアドバイザー/農家組織＆経営 

・業務調整/農業普及 

・園芸 

・マーケティング＆流通(バリューチェーン) 

・畜産 

ii. 設備機材 

野菜栽培に必要な資材および事務機器など。 

iii. プロジェクト運営費 

 

＜ネパール側＞ 

i. カウンターパートファンド(詳細はネパール側と協議) 

ii. カウンターパート配置 

中央レベル 

・プロジェクトダイレクター（農業開発省農業局次長） 

・プロジェクトマネージャー（農業開発省農業局課長） 

地方レベル 

・DADO の所長、普及員およびその他必要な人員 

iii. 必要な設備を備えたプロジェクトオフィス 

iv. 設備機材(詳細はネパール側と協議) 

v. 維持管理経費 

vi. 利用可能なデータ、情報、地図 

 (8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発    

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転    



① カテゴリ分類（A,B,Cを記載）   C 

② カテゴリ分類の根拠    

本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年 4月公布）上、環境への望

ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減    

ネパールでは、男性の出稼ぎも多く、地方では農業に従事する女性が多いことから、プロジェクト活

動に女性の関与・参加を促すことでジェンダー配慮を行う。特に、生産・流通の技術改善や農民組織の

強化を進める場合には、中心グループの中に女性が含まれ、グループの活動に女性の意見が尊重される

仕組みが導入されるように配慮する。 

また、対象地域は貧困層、尐数民族、紛争の被影響住民等の社会的弱者が居住しており、対象地域の

農村社会を深く理解し、社会的排除の現状を十分に把握した上で計画する。また、ワークショップ等の

機会を通じて可能な限り広い社会階層を事業のプロセスに取り込むことにより、開発の恩恵が幅広い層

に届くように配慮する。 

3) その他     

特になし       

(9)関連する援助活動 

1)我が国の援助活動 

「シンズリ道路沿線高価値農業普及促進マスタープラン作成プロジェクト」(2011年4月～2014年3月)

において気候やマーケットへのアクセス程度によって地域を分類し、それぞれの地域に適した商業的農

業を促進するための中長期的なマスタープランが策定された。また園芸、果樹、畜産の分野において、

2020年までの具体的なアクションプランも作成された。これを踏まえ本案件においては、アクションプ

ランの中で優先順位が高いものを後継案件として実施する。また2014年3月から2016年3月までの期間で、

農業開発省に個別専門家として農業開発アドバイザーが派遣されており、適宜連携を行う。 

2)他ドナー等の援助活動 

ADBが実施中の「High Mountain Agri-business and Livelihood Improvement (HIMALI) Project」(2011年

~2016年)では、山岳地域での農業ビジネスの促進を目指し農家へのマッチンググラントを行っており、

本事業が対象とする生産者グループが生産資材を購入する際の資金として活用できる可能性がある。 

またWBが実施中の「Project for Agriculture Commercialization and Trade」(2009年~2018年 追加借款含む)

においても、バリューチェーンの強化のための農家小規模事業へのマッチンググラントを行っているた

め、HIMALI同様本事業での連携の可能性が考えられる。 

４．協力の枠組み                   

（1）協力概要 

1）上位目標： 

  農業商業化を通じてシンズリ道路沿線地域の農家の農業収入が向上する。 

指標：①2022年までにシンズリ道路沿線地域において Xルピー以上の高価値農産物が商業的に

生産される 

    ②2022年までにシンズリ道路沿線地域の農家の農業収入が X％増加する 

 

2）プロジェクト目標： 

  シンズリ道路沿線において高価値農産物のバリューチェーンが関係者に利益をもたらすように機



能する。 

  指標：①バリューチェーンを通じた高価値農産物の取引量が X％以上増加する 

      ②対象農家の農業収入が X%以上増加する 

  指標の数値についてはベースライン調査を行い、プロジェクト開始後 6カ月以内に設定する。 

3）成果： 

成果 1：生産者グループにおいて市場向け農産物を生産するための営農システムが確立される。 

成果 2：民間業者から提供されるサービスが質・量ともに改善される。 

成果 3：カウンターパート機関において農業商業化促進事業を実施・調整するための技能・能力が向

上する。 

   

５．前提条件・外部条件                      

(1) 事業実施条件の前提条件  

MOAD、対象地域の各郡 DADOが計画の実施に必要な人員と予算を確保する 

(2) 外部条件 

ネパールの政情の安定が保たれる 

天災及び深刻な害虫被害によって対象地域の農業生産が被害を受けない 

計画通りシンズリ道路建設が行われる 

     

６．評価結果                              

本事業は、ネパール国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画の

適切性が認められることから、実施の意義は高い。  

     

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                

(1)類似案件の評価結果 

技術協力「シンズリ道路沿線高価値農業普及促進マスタープラン作成プロジェクト」(2011 年 5 月～

2014 年 3 月)において、各郡での実施主体の DADO は人員的にも予算的にもキャパシティが不十分で、

引継ぎも十分に行われないままに担当者が頻繁に交代することから、技術移転の効果も限定的となる状

況であった。そのためプロジェクトを確実に実施し、DADO に本事業を自らのプログラムの一環として

認識してもらうために、内貨予算措置を講じる等のコミットメントを引き出すことが望ましいとの教訓

を得た。 

また技術協力「園芸開発計画 フェーズ 1、2（フォローアップを含む）」(1985年～1997年)では、果

樹栽培技術の普及方法の一つとして展示圃場（デモファーム）の設置を行ったが、その結果、農家間の

コミュニケーションが向上し、農家組織による生産物販売も見られ、プロジェクト成果の波及効果が見

られた。本事業においても努めることが望ましい。 

(2)本事業への教訓(活用) 

本事業においては「シンズリ道路沿線高価値農業普及促進マスタープラン作成プロジェクト」の教訓

から、ネパール政府の予算申請過程に留意し、本事業に必要な予算枠が確保されるよう農業開発省など

関係機関に働きかけている。 

また「園芸開発計画 フェーズ 1、2（フォローアップを含む）」の教訓から、本案件においても周辺

農家への成果の波及効果を狙い、直接支援対象となる農家活動のデモンストレーションを活用し、農家



間のコミュニケーションを促進する。 

８．今後の評価計画                           

(1) 今後の評価に用いる主な指標      

４．（１）のとおり。   

(2) 今後の評価計画    

事業開始３カ月  ベースライン調査(必要に応じて)   

事業終了３年後  事後評価   

 

以 上 

 


