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評価調査結果要約表

１．案件の概要

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：有機農業促進プロジェクト（LOAPP）

分野：農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：農村開発部第一グループ 協力金額（評価時点）：1 億 9,900 万円

協力期間 （R/D）：2013.9～2016.9 先方関係機関：農林省農業局（DOA）

日本側協力機関：農林水産省生産局

他の関連協力：

１－１ 協力の背景と概要

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）ではこれまで農薬の使用頻度が低く、農

薬の残留程度は極めて低いことに加え、周辺の農薬使用地からも隔離しやすいため、商品作物

生産としての有機農業（Organic Agriculture：OA）は高い潜在力があると考えられている。農

林省（Ministry of Agriculture and Forestry：MAF）は 2005 年に NGO との協調により、「有機農

業基準に関するラオス国農林大臣決定」を策定し、2006 年からラオス有機農業基準が施行され

ている。

しかし、認証・検査を担う農林省農業局規格課（Standard Division：STD）に所属する検査官

全 9 名のうち実際にラオス OA 認証に沿った認証・検査を行える人材は 4 名（2014 年時点）に

すぎず、認証・検査の手続きに約半年を要するなど十分機能していない。生産者レベルでは、

首都ビエンチャンでラオス OA 認証を受けた農家組織が 19 カ所（2014 年 12 月時点）に上るも

のの、一部の OA 生産者の品質管理に課題が残るとされるほか、農家組織の内部監査システム

（Internal Control System : ICS）や行政からの技術指導の不足、国内の市場までの輸送や流通の

問題により、市場の要望に沿った生産や民間企業との連携は十分行われていない。

このような状況下、ラオスの有機認証制度（Lao Certification Body：LCB）の構築、市場への

関与（強化）を通じて農家の収入向上を図ることを目的として、独立行政法人国際協力機構

（JICA）は技術協力プロジェクト「有機農業促進プロジェクト」（以下、本プロジェクト）を

2013 年 9 月から 3 年間の予定で開始した。本プロジェクトは、①OA 開発における国家戦略（以

下、「OA 戦略」）の作成、②OA を技術的にサポートするクリーン農業開発センター（Clean 
Agriculture Development Center : CADC）の能力向上や、③STD の OA 認証に係る審査能力向上

等を通じ、OA を促進するための体制を強化することをめざしている。

2015 年 2 月には、本プロジェクトの中間管理ミッションが派遣された。そこでは、OA の裾

野を広げていく視点で活動を行うことの必要性や、輸出振興のための情報収集や出口戦略の重

要性などが指摘された。

今回の終了時評価調査は、2016 年 9 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、

成果を確認・評価するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言や類似事業の実施にあ

たっての教訓を導くことを目的とする。

１－２ 協力内容

（１）上位目標

OA 促進のための体制が機能する。
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（２）プロジェクト目標

OA 促進のための体制が強化される。

（３）成 果

１）OA 戦略が作成される。

２）OA 促進のための CADC の能力が向上する。

３）OA 促進のための STD の能力が向上する。

（４）投入（2016 年 1 月末時点）

日本側：総投入額 1 億 9,900 万円

長期専門家派遣 3 名

短期専門家派遣 3 名

第三国専門家派遣 10 名

ローカルコンサルタント 3 社

（OA 市場調査、OA 市場分析、トレーナー養成）

研修員受入（本邦） 20 名

（集団研修受講者 5 名含む）

第三国研修（タイ） 13 名

機材供与 約 1,800 万円

ローカルコスト負担 約 3,210 万円

その他（圃場整備等） 約 2,640 万円

ラオス側：

カウンターパート（C/P）配置 累計 23 名

首都における事務所・会議室の提供、事務所光熱費の支出

ローカルコスト負担 9 億 1,900 万 Kip

２．評価調査団の概要

調査者 ＜日本側＞

団長／総括 清家 政信 JICA 国際協力専門員（貧困対策）

農業政策 瀬尾 充 農業政策アドバイザー（現地参団）

協力計画 大槻 和弘 JICA 農村開発部第一グループ第一チーム特別嘱託

評価分析 松本 彰 A&M コンサルタント（有）代表取締役

＜ラオス側＞

団 長 Mr. Khamtanh THADAVONG 農林省農業局（DOA）次長

団 員 Dr. Phanpradith PHANDALA DOA 計画協力課長

団 員 Mr. Hadsady SISOUVANH DOA 管理課長代理

団 員 Mr. Vongsavanh VONGKAYSONE 農林省計画協力局（DOPC）国際協力

課長代理

調査期間 2016 年 2 月 21 日～3 月 5 日 評価種類：終了時評価
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３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

（１）成 果

成果１：有機農業開発国家戦略（OA 戦略）が作成される。

指 標：合同調整委員会（Joint Coordinating Committee Meeting : JCC）のメンバーが JCC に

おいて戦略計画に合意する。

成果１は達成された。

OA 戦略の作成をめざし、これまで複数の短期専門家による協力や調査、さらにはワークシ

ョップを通じて執筆作業が行われた。 終版は JCC メンバー内の了解を得たのち、DOA 局長

により承認された。OA 戦略は、DOA 局長の承認をもって MAF の承認として取り扱われるた

め、現況は指標で設定された以上のレベルで活動が実施されたこととなる。なお、次の段階と

して製本、配布される予定。

成果２：OA 促進のための CADC の能力が向上する。

指 標：OA に係る指導員育成研修（Training for Trainers：TOT）を実施できる CADC のトレ

ーナーが 8 名に増加する（現状 4 名）。

成果２は達成された。

CADC との協議を経て作成された「能力評価シート」（OA 知識、OA 技術、マーケティング、

マネジメント、指導技術の 5 つの大項目）を基に、短期専門家指導により技術移転が行われた。

能力評価の結果は、OA 技術について全般的に高いものの、指導技術、マーケティング、マネ

ジメント能力について改善の余地があるとされた。その後、長期専門家のフォローや継続研修

の結果、能力向上が図られ、当初の計画どおり活動は順調に行われている。また、実用的で簡

易な TOT 教材（パワーポイントスライド、紙芝居形式とポスター形式の普及教材も含む）も

CADC 職員とともに作成されている。これまで CADC にはトレーナーが 4 名しかいなかったが、

CADC が独自に TOT やオンザジョブ・トレーニング（OJT）を行うことで他職員をトレーナー

として養成した結果、2015 年には能力評価に合格した人材は 10 名に増加した。

成果３：OA 促進のための STD の能力が向上する。

指標 3-1：LCB 認証による取り扱いと行動を示す国際規格（例：ISO17065）で求められる項

目の少なくとも 70％をカバーする方針文書を STD が策定する。

指標 3-2：STD の検査官全員が、規定に沿って単独で圃場検査を実施できる。

成果３はおおむね達成の見込み。

指標 3-1 に関して、第三国講師による指導やワークショップ開催を通じて、現行の LCB を

ISO/IEC17065 に合致したシステムにするための関連文書の整備など、国際規格によって求めら

れる項目を 100%カバーするだけの文書が揃えられるに至った。

指標 3-2 に関して、STD 職員の能力も、講師からの OJT 指導やタイの有機農業認証機関

（Organic Agriculture Certification Thailand：ACT）によるインターン研修（ラオス国内で開催）

等の機会の下に徐々に向上しており、2015 年時点では 6 名がプロジェクトで実施した能力評価

において単独で圃場検査を実施できるレベルにあると判定された。加えて、2 名の職員が間も
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なく ACT 検査官としての認定を受けるめどが立ったなど、当初想定していた認証プロセスの

改善及び検査官の能力向上が一定程度図られている。

（２）プロジェクト目標

目 標：OA 促進のための体制が強化される。

指標１：対象地域の県農林局（Provincial Agriculture & Forestry Office : PAFO）／郡農林事務

所（District Agriculture & Forestry Office : DAFO）職員（作物担当）の少なくとも 50％
が OA 基準の理解度テストに合格する。

指標２：OA 認証に要する期間（完全な申請書の受理から認証の通知まで）が 4 カ月を超え

ない。

プロジェクト目標は、本プロジェクト終了までに達成される見込み。

指標１について、これまで 2 回の PAFO/DAFO 職員への研修実施の結果、目標数値（50％以

上）の合格率を超えている。

指標２について、プロジェクト開始時は所要時間が 7 カ月であったが、2015 年時点で 6.4 カ

月と目標値には達していない。しかし、時短の阻害要因が明らかにされており（OA 認証審査

会議が、各セクションの担当者の都合が合わず頻繁に開催できないなど）、対応策（各セクシ

ョンから代理人を立てることを可能とし、審査会議を毎月開催するなど）が今後実施に移され、

プロジェクト終了時点で目標値に達する見込みが立てられている。

３－２ 評価結果の要約

（１）妥当性：高い

１）国家政策上の位置づけ

ラオス政府は、2006 年に「クリーン農業」を重要な国家政策目標に掲げており、MAF
の「農業開発戦略 2011～2020 年」や「2025 年までの農業開発戦略と 2030 年のビジョン

戦略」において OA が、消費者にとっては安全な作物の生産、持続的な生産、自然資源

の保全、農家にとっては収入の機会として重要な役割を果たすことが期待されている。

２）対象グループ・受益者のニーズ

対象グループとなる機関・部署は、どれも OA を促進するために必要な機関・部署で

あり、これら行政機関の関係部局への体制整備と能力強化に関する介入は不可欠であ

る。また、OA を技術的にサポートする CADC において、圃場整備の一部をプロジェク

トで支援したことは、クリーンで付加価値のある農業、商品作物振興を進めるラオス政

府の方針に沿っており、研修・展示圃場の目的や、OA の新しい試験栽培や生産技術の

発展のために有益である。

３）カウンターパート（Counterpart：C/P）の配置

本プロジェクト活動には、必要な部署から適切な立場の職員が配置されており、人事

異動が生じてもおおむね適切に補充が行われている。また、プロジェクト・マネジャー

（現 CADC 所長）の活動に対する貢献度は高い。

４）わが国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ

日本政府の対ラオス国別援助方針では、援助の基本方針にミレニアム開発ゴールの達

成及び 貧困国からの脱却への支援を掲げ、4 つの重点分野の 1 つとして「農業の発展

と森林の保全」を柱に据えている。これに従い、JICA の対ラオス事業展開計画では、「農

業の発展と森林の保全」において、農水産業の生産性向上と自給型から市場型への段階
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的発展を小目標とした「農業・農村開発及び農水産行政強化プログラム」を設定してい

る。本プロジェクトはこのプログラムに該当する協力であり、農家収入の向上によって

貧困削減を推進する戦略のひとつとして位置づけられる。

（２）有効性：高い

プロジェクト活動は計画どおり実施され、協力終了時点ですべての成果達成が見込まれ

ており、プロジェクト目標は達成可能と判断できる。ラオス国の OA 促進のためには、行

政側の体制強化として、CADC 及び STD の能力向上、認証体制の整備、中・長期的視野で

の活動や役割分担を OA 戦略に示すことが必要であり、この観点で本プロジェクトは十分

な貢献をしたと考えられる。

（３）効率性：比較的高い

一部に活動の遅滞があるが、活動はほぼ計画どおり実施されており、活動内容に対する

投入の量は概して適当であった。特筆すべきは、第三国専門家やローカルコンサルタント

を活用したことであり、派遣時期の調整などの困難はみられたものの、費用対効果の面で

は日本からのリソースに頼ることよりも効率的であった。一方、OA 促進の観点からは、

ラオス側による更なる人的・財政的リソースの確保が求められる。

（４）インパクト：中程度

１）上位目標の達成度

上位目標：OA 促進のための体制が機能する。

指標１：プロジェクトの終了後、PAFO/DAFO 技術職員、農家グループ、その他に対し

て、OA に関する CADC の研修が 40 回を超えて実施される。

指標２：CADC 及び PAFO/DAFO の研修を受けた OA 農家グループに対して STD が検査

と認証を行う事例が 4 倍に増加する（現状 2 事例が 8 事例に増加）。

指標１について、プロジェクト期間の 3 年間（終了時評価の時点で 2.5 年が経過）で、

OA に関する CADC 主催の研修（PAFO/DAFO 職員や農家グループに対する研修）実績

は、2013 年 32 回、2014 年 13 回、2015 年 16 回であった。

この実績推移から考えると、数年後に「毎年 40 回を超える研修の実施」は不可能で

ある。同指標は、プロジェクト開始年の 2013 年の実績「32 回」を基準に増加傾向を想

定した推定指標であったが、ここには、他ドナー等の支援により実施された研修が含ま

れていた。その後、他ドナー等の支援による研修が減少し、研修回数は 2013 年レベル

より少ないものとなったが、ドナーの支援を想定せず実施する研修として考えた場合、

2014 年、2015 年の実績をベースに発展させることが現実的であると考えられた。その

ため、調査団は同指標を「毎年 20 回以上」と改定することを提案した。

指標２について、新規に認証検査を受けた事例数は、2013 年 3 件、2014 年目 2 件、

2015 年目 2 件であった。他方、認証更新のための検査件数を含めた合計数は、同 18 件、

12 件、11 件となる。

これまでの状況にかんがみれば、CADC や PAFO/DAFO が農家に対して OA 研修を実

施したことが直接的に検査・認証件数の増加に結びつくとはいえず、むしろ、これらの

研修受講の有無にかかわらず、新規・更新も合わせた総数が増加しているかどうかを確
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認することが、OA 促進の状況をみるうえで妥当であると判断された。そのため、これ

までの実績を踏まえて考慮した結果、調査団として同指標を「年 10％増加」（新規のみ

ならず更新申請も含む）と改定することを提案した。

上述のとおり、現在の指標では本プロジェクトの効果を適正に測ることができない

が、調査団が提案する指標（改定案）に沿ってみれば、上位目標の達成が見込まれる。

２）波及効果

以下の波及効果が確認された。

① ビエンチャン市内の新たな販路開設（常設店舗「Organic Home」）
2016 年 4 月に開店予定の同店舗は、農家にとって恒久的な売り場が確保されるだけ

でなく、市民への OA に対する認知度を高め、生産者と消費者との距離を縮める「架

け橋」となることが期待される。

② OA 農家グループの運営管理意識の向上

店舗経営や会計などの基礎研修を通じて、OA 農家グループは生産管理やマーケテ

ィングの面に取り組む意識が高まってきている。

③ CADC の展示圃場の有効活用

CADC における圃場整備・拡充や職員への研修により、OA の新たな試験栽培への

応用性が高まり、習得された技術の利用や適用化が始められている。また、同圃場は、

視察・展示の目的以外にも農学生の受入れなど OA を実習する場となっており、将来

の人材育成の拠点としての可能性を拡げた。

④ 負のインパクト

特にみられない。ただし、OA の長期的な波及のためには、行政側の体制整備だけ

でなく、OA 実践の便益が広く農家レベルや購買者（消費者、民間セクター、観光客

等も含む）にも享受できるよう、より広範な視点が求められる。

（５）持続性：比較的高い

１）政策的側面

2025 年までの農業開発戦略案では OA を含むクリーン農業の優先度が高く、本プロジ

ェクトで策定された OA 戦略の実施にも期待がもたれ、政策面の持続性が見込まれる。

２）組織・制度的側面

OA などクリーン農業の推進を支援・実施する基礎的な体制が DOA 内にあり、農家グ

ループや企業のニーズに応じて、OA 認証・検査、技術指導、研修など、行政サービス

の提供を行うことが役割として定められていることから、中央レベルの制度面の持続性

が見込まれる。

３）技術的側面

OA に関する知識や実践的技能を C/P が習得することで能力強化や人材育成が図られ

た。今後は、こうした人材が、指導者として PAFO/DAFO 職員や他職員に対しても技術

移転を展開することが期待される。

４）財政的側面

OA の政策面での優先度は高く、OA 戦略も公式文書として承認されるなど、OA 促進

に係る予算計画が策定されている。他方で、本プロジェクトの実施期間中は、ラオス側

が活動予算を要求しても年度当初に予算配分が間に合わないなど、国全体の問題として
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予算の負担には制約がある。しかし、CADC では、試験栽培した有機野菜の販売益を正

規の予算配分が得られるまでの代替資金として活用することで、研修の実施や圃場整

備、プロジェクトで拡充した機材設備の維持管理など、必要 小限の資金運営を独自に

行っており、持続性に向けた工夫と前向きな姿勢がみられる。

３－３ 効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

本プロジェクトでは、初期段階では OA の促進における行政制度面の強化が中心であっ

たが、中間管理ミッションでは、農家側のニーズに基づいた活動の重要性が助言された。

これを受けて、プロジェクトでは農家グループがマーケット活動を学ぶ場として常設販売

所「Organic Home」の設立支援などを行った。こうした農家側の直接的なニーズにも対応

することで、プロジェクトの波及効果が拡大することにつながった。

（２）実施プロセスに関すること

ラオス側 C/P の強いコミットメントが以下の点に寄与した。

１）OA 戦略策定・承認や OA 圃場の整備などに進捗の遅れが生じても、限られた時限内

に完了することができ、効率性の向上に寄与した。

２）STD 自らのイニシアティブにより OA 戦略策定チームが設立され、内容を 終化させ

たことで、持続性を高めることに寄与した。

３）CADC では、職員の自発性により、展示圃場における OA の実証実験や実習・研修が

実施され、持続性向上に寄与した。

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

OA の普及が新規の OA 申請・認証の件数増加につながるという論理が必ずしも成立せ

ず、上位目標の指標にプロジェクトが介入した効果が現れにくい部分がみられた。これに

ついては、指標の改定を行うことで現実に即した状況確認ができるめどがついた。

（２）実施プロセスに関すること

１）CADC 職員の一部が異動したため、OA 指導者チームとしての能力向上に時間を要し

たが、CADC 内部で若手への指導や実習経験を積ませるなどチーム力の保持・強化に努

めた結果、プロジェクト目標に負の影響は及ばなかった。

２）STD 幹部職員の過重な業務により OA 認証審査会議が予定どおりに開催できず、プロ

ジェクト目標である認証プロセスの時短が十分に進まなかったが、審査会議に出席する

各部署が代理人を立てる制度を設けるなど対策を講じたことにより、今後時短化が達成

される見通しが立った。

３－５ 結 論

これまでのプロジェクト活動はおおむね良好に実施されている。一部の指標の達成状況が当

初予定より進んでいない点もあるが、解決策が示され改善の見通しが立ったため、実施期間の

終了までにプロジェクト目標は達成されると見込まれる。よって、本プロジェクトは当初予定

どおり、討議議事録（R/D）記載の期間である 2016 年 9 月をもって終了する。
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３－６ 提 言

（１）今後の活動内容の整理

今般の終了時評価後に行うべき活動を整理した。そのうち、協力期間終了後に対応すべ

き項目は以下のとおりとなる。

成果１ ・OA 戦略/ロードマップに沿って活動を実施する。

・OA 戦略/ロードマップの進捗と各活動の実施状況を確認する。

・OA 戦略を改良/改定する。

成果２ ・CADC が TOT（上級レベル）のカリキュラム策定と教材の開発を行う。

・OA トレーナー養成のため、CADC が PAFO/DAFO 職員向け TOT 活動の強化を

図る。

・対象各県に OA 市場を設置する。

成果３ ・検査業務を PAFO へ移管するための方法を協議する。

・LCB が他の国際認証基準との間で同等性を獲得する。

・他国の認証システムの検査官として認定されるよう、職員への研修を継続実施

する。

（２）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）及び活動計画（PO）の改定

以下のとおり、今回の調査結果から PDM 及び PO の改訂につき提言を行った。

１）活動項目の明記

プロジェクトで整備を支援している倉庫、パッキングハウス、グリーンハウス、常設

販売所（Organic Home）が現行の PDM 上に分かりやすく整理されていないため、以下

のとおり、2 つの項目を成果２の活動項目として追加明記するよう提言を行った。

2-2： CADC における研修や実演に必要な施設を整備・改修する（倉庫、パッキング

ハウス、グリーンハウス等）。

2-10：農家グループ／農家に対するマーケティング活動を支援する（有機農産物の常

設市場等）。

２）上位目標指標の修正

上位目標の指標 2 点は、どちらも数値設定が実際の状況に対して高く、適切ではない

と判断されたため、以下のとおり改訂につき提言を行った。

指標１：

現 在
プロジェクトの終了後、PAFO/DAFO 技術職員、農家グループ、その他に対し

て、OA に関する CADC の研修が 40 回を超えて実施される。

改定案
プロジェクトの終了後、CADC 及び PAFO/DAFO による農家への OA に関する

研修が年間 20 回を超えて実施される。
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指標２：

現 在
CADC及び PAFO/DAFOの研修を受けた有機農家グループに対して STDが検査

と認証を行う事例が 4 倍に増加する（現状 2 事例が 8 事例に増加）。

改定案

有機農家グループに対して STD が検査と認証を行う事例*が毎年 10%づつ増加

する。
*：「事例」とは、新規申請事例のみでなく、認証更新の事例も含む。

（３）オーガニック・ホーム（Organic Home）への支援

有機農産物の常設販売所である「Organic Home」は、ビエンチャン有機農業生産グルー

プ（Vientiane Organic Agriculture Production Group : VOAPG）により運営されるが、今後の

継続と経営力向上にはビエンチャン首都 PAFO による協力と支援が不可欠となる。日本側

の支援は技術面での助言と実地訓練に限られ、店舗が完成すれば運営コストは VOAPG が

賄うこととなる。OA 促進と市民の認知度向上の観点から、MAF が VOAPG に対して ICS
や検査・認証、促進活動等に関する研修の機会を設けることを提言した。

（４）関係者間の相互コミュニケーション

意見聴取などを通じて、農家側は CADC や PAFO レベルに技術的助言を期待している反

面、行政側は、農家から要望が出てこないと認識しているなど、関係者間でニーズや認識

についてのギャップがあることが確認された。サービス提供者として DOA、CADC、

PAFO/DAFO は、提供できるサービスの内容について広く、分かりやすく農家グループ／

農家側に伝えていく必要がある。そのためには、農家グループ／農家側との相互コミュニ

ケーションの機会を頻繁に設けることが望まれる。

３－７ 教 訓

（１）プロジェクトの枠組み

技術協力プロジェクトは、案件の形成段階において農家などの 終裨益者から情報収集

を行うことが重要だが、それが必ずしも十分に行えない場合もある。

そのため、実施段階においては、 終裨益者の真のニーズを念頭に置いて活動を展開す

る必要がある。例えば、本プロジェクトのように技術の普及方法や認証など制度面の強化

を図る協力においても、 終裨益者である農家が、技術の普及により収入向上を図りたい

という本質的なニーズに合致しているかどうか、常に意識することが肝要である。

（２）地域内のリソース活用

周辺国やラオス国内の現地人材の活用は、国の状況や文化、言語等の面で共通理解でき

る部分が多く有用である。加えて、渡航手続きに係る時間も比較的短く済むため、本邦か

らの日本人専門家派遣と比べて優位性がある。また、タイでは、OA に関して外国からの

研修員を受け入れる施設も少なからず存在し、言語の類似性や費用対効果の観点から有用

性が高い。とりわけ、農家グループの受入れ等には適性が高い。


