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添付資料１：対象郡位置図 



 

 

ボ
リ
ビ
ア
国

 

ア
ル
テ
ィ
プ
ラ
ノ
中
南
部
地
域
総
合
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
準
備
調
査

 
添
付
資
料
-1 

 

添
付

1-1 

出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 
調査対象地域（オルロ県サリナス・デ・ガルシ・メンドサ市およびパンパ・アウジャガス市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” 

(1999)調査対象地域（オルロ県チパヤ市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 

調査対象地域（ポトシ県コルチャカ市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 
調査対象地域（ポトシ県サン・パブロ・デ・リペス市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 

調査対象地域（ポトシ県ウユニ市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 

調査対象地域（ポトシ県リィカ市）位置図 
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出典：INE-MDSP-COSUDE ”Bolivia un mundo de potentialidades, Atlas estadístico de Municipios” (1999) 

調査対象地域（ポトシ県サン・アグスティン市）位置図 



 

添付資料２： 

調査対象地域における他ドナーの動向一覧 



 

添付資料２： アルティプラノ地域における主要他ドナーの動向 

 

援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 

【観光分野】       

米州開発銀行（BID） ・「全国コミュニティ観光プ
ログラム」（ウユニは対象
地のひとつ） 

・主なコンポーネントは、
i) 観光名所の強化、ii) コ
ミュニティ支援、iii) 観光
プロモーション・マーケ
ティング、iv) 観光マネジ
メント体制整備、v)社会
環境管理体制整備。 

実施時期 

2011 年 12 月調印、
資金供与期間 5 年
間（実施は 2013 年
～） 

予算 

US$ 2 千万 

C/P 機関 

文化省（観光副省経
由） 

・観光マネジメント体
制整備（コミュニティ
観光実施体制整備、観
光情報整備） 

 

・観光一般・観光プロ
モーションにかかる
研修・マニュアルの策
定等 

・コミュニティ観光関
連接客、サービス、調
理などの訓練、等 

・中央・地方行政官 

 

 

 

 

・SERNAP 等中央政
府機関 

 

・観光事業者及び関
係機関 

・ビジターセンター、地域
文化体験の博物館を建
設予定（全国 5 箇所）。 

・ウユニ市においては、鉄
道博物館をウユニ駅近
傍に建設予定。 

・コミュニティ観光宿泊施
設及びレストランの星
認定制度の構築 

・小規模観光事業者に対す
る融資（US$ 3～4 万） 

・観光プロモーションの実
施（ベルリン、マドリー
ド等国際観光フェアへ
の参加等、US$ 4～5 百
万） 

同上 「持続可能な観光開発プロ

グラム」（対象は全国、ウユ

ニも対象のひとつ） 
 
魅力的な観光名所の強化、

観光推進体制整備等 

実施時期 

2002-2011 年 

予算 

US$1 千万 

C/P 機関 

海外投資貿易省 
(MCEI) プロジェク

ト担当ユニット 

対象地域住民の観光

業への参加促進に関

し、起業家支援として

の各種研修等 

・起業に関心のある

地域住民 

・左記に関連する融資  

アンデス共同体（CAN: 
Comunidad Andina 
Naciones） 

 

ウユニ塩湖地域における観

光標識の設置 

実施時期 

2012年～2013年(1
年間) 
予算 N.A. 
C/P 機関 

農村土地開発省 

－ － 

観光標識整備  

アンデス開発公社（CAF: 
Cooperacion Andina de 
Fomento） 

ポトシ－ウユニ間の道路建

設 

予算  

総事業費（98 百万

USD、内 75 百万

USD が CAF 支援） 

実施機関 

道路公団（ABC） 

－ － 

ウユニ－ポトシ間の道路

整備。2012 年 7 月完成予

定。 
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援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
同上 ウユニ塩湖及びラグナコロ

ラド地域持続可能な観光開

発計画調査 

 

本調査結果で提案されてい

る事業の実施については目

処はたっていない 

実施時期 

2009-2010 年 

予算 

Euro 493,000 

調査コンポーネントに

は、県・自治体、市連

合の強化支援策等有

り。 － － 

調査対象地域：ウユニ塩湖

周辺（Llica, Tahua, Colcha 
K, San Pedro de Quemes, 
San Pablo de Lípez, 
Mojinete, San Antonio de 
Esmoruco, San Agustín y 
Uyuni） 

CAF ウユニ塩湖及びラグナコロ

ラド地域観光ルートの基礎

インフラ整備プログラム 

実施時期 

未定（準備中） 

予算 

未定（60 万 US＄～

8 百万 US$/件×最

大 50 件程度） 

－ － 

対象地域内の市からの要

請に応じ、衛生施設、給水

施設、電力供給、通信、廃

棄物分野に対する調査費、

事業費を支援 

CAF 内のイタリア基金に

よるプロジェクト資金援

助。 

イタリア政府 Toro toro（ポトシ県）、サン

タテレサ修道院（コチャバ

ンバ県）の観光開発支援プ

ロジェクト 

C/P 機関 

文化省 

 

実施期間 

未定（準備中） 
－ － － 

文化省より、本コンポーネ

ントに、ウユニ市内に「ホ

テル学校を兼ねた 5 ッ星

ホテルの建設」を入れて欲

しいという要請があるが、

伊政府としては予算の制

限またスコープ外である

こともあり検討中。 

ONG COSV 

(イタリア政府資金) 
ウユニ塩湖～ポトシ市観光

回廊開発プログラム 

実施時期 

2005-2008 年 

予算 

1,2 百万ユーロ 

C/P 機関 

リペス市連合 

コミュニティ博物館

の建設・管理にかかる

研修、民芸品開発・生

産支援、コミュニティ

観光”Tinkuna”の開発

促進 

地域住民、観光事業

者、民芸品生産者 

コミュニティ博物館建設

支援、コミュニティ観光施

設 

対象地域： Potosí 市、 
Tomás Frías 郡 (Antonio 
Quijarro, Daniel Campos, 
Nor Lipez, Chuquisaca 市), 
Oropeza 郡イタリア政府に

よるプロジェクト資金援

助。 
FAOTAPO 

（ローカル NGO） 

 

COMPASUR （アルティプ

ラノ南部地域総合開発プロ

ジェクト）のコンポーネン

トのひとつとして、コミュ

ニティ観光開発を実施。 

対象は、ウユニ湖周辺の 4
村：①コケサ村（オルロ県）、

実施時期 

2005 年～現在 

予算 N.A. 
(Reino de los 
paises bajos 資金) 
C/P 機関 

対象 4 村所在各市 

・住民組織化、コミュ

ニティ観光にかかる

サービス研修、コミュ

ニティ観光マニュア

ルの作成、観光事業者

とのネットワーク構

築支援（国内外）等 

・コミュニティ観光

対象村の住民 

 
 
 
 
 

－ － 
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援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
②マニカ村（ポトシ県）、③

アクアキサ村（ポトシ県）、

④ハヨコタ村（ポトシ県） 

（プログラム全体

としてはオルロ県、

ポトシ県の 10 市） 

・キヌア、リャマ料理

の講習会を予定（2012
年 7 月～1 年間、受講

者数 30 名） 

・小規模事業者（或

いは起業予定者） 

SNV 
(NGO) 

観光・地域開発調整員をポ

トシ県に派遣 

実施時期 

2007～2011 年 

予算 

2007～2011 年の間

の活動費と人件費

はオランダ政府負

担、現在はスイスの

COSUDE。 

 ポトシ県観光局  ・80 年代にボリビアで活

動開始時は「NGO オラン

ダ国際協力協会」として活

動してきたが、現在はボリ

ビアのNGOとして独立採

算で活動を展開。 

・現在ポトシ県の「地域戦

略 5 カ年計画(2013-2017
年)」を策定支援中（含む

農業・牧畜、灌漑、経済、

自然保護等多分野）。 

AECID（スペイン国際開

発協力庁） 

観光案内所(INFTUR)の設

置・強化・ネットワーク化

プロジェクト 

 

対象はラパス市､サンタク

スル市､スクレ市､ポトシ､

ルレナバケ市､ウユニ市 

実施時期 

2005-2011 年 

 

INFTUR 設立・運営管

理にかかる研修 

市観光局、観光事業

者 

INFOTUR、その他観光標

識等整備 

INFOTUR 以外にも、2002
～2011 年の間、観光法の

策定支援、国家観光計画、

ボリビア観光のイメージ

作り、「ポトシ県観光戦略

2011 年」の作成支援等を

支援してききたが現在は

特に実施なし。 

PRODEM 

FREEMEN 財団 

ウユニ塩湖 4 地域ホテルネ

ットワークの構築(Tahua, 
San Pedro de Quemes, 
San Pablo de Lípez, 
Soniquera) 

実施時期 

2002～2006 年 

C/P 機関 

PRODEM FREMEN 

ホテル運営 対象 4 ホテル コミュニティホテル建設

支援(Tayca Hotel ネット

ワーク) 

 

【農業分野】       

オランダ大使館
Embajada Real de los 
Países Bajos 
(HOLANDA) 
 

実施機関 FAUTAPO 

アルティプラノ南部地域包

括的キヌア生産強化・普及

プログラム (COMPASUR) 
 

コンポーネントには、「キヌ

アの他ラクダ科生産支援、

実施期間 

第 2 フェーズ 

(2009 – 2013 年) 
予算 

予算の 70％は同実

施機関負担、残りは

・有機キヌア生産支援

（生産、加工、販売） 

・ラクダ科動物生産者

に対する各種支援 

・観光：コミュニティ

観光実施者 

・ポトシ県(Uyuni; 
Colcha K, San Pedro 
de Quemes, San 
Pablo de Lípez, 
Mojinete, San 
Antonio de 

1.キヌアセンターの建設

（オルロ工科大学との協

定、Salinas de Garci 
Mendoza 市） 

 

2. キヌア品質管理センタ
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援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
(NGO) 観光も含む。 

 

各関係市・機関及び

他ドナー支援 

Esmoruco, llica, 
Tahua, San Agustín) 
・オルロ県(hallapata , 
Quillacas, Salinas de 
Garci Mendoza, 
Pampa Aullagas) 

ー（ポトシ県トーマスフリ

ア大学との協定、
UyuniCentro de Control 
de Calidad en Uyuni 市） 

PROYECTO ALIANZAS 
RURALES (PAR) 
 

実施機関 

農村土地開発省 

（世界銀行支援） 

農村地域開発プログラム
(PAR: Programa de 
Alianzas Rurales) 
目的：特に貧困地域と特定
されている地域において、
農村生産・提携モデルを構
築することにより、生産者
の市場へのアクセス向上を
目指す。 

対象地域は、コチャバンバ
県、サンタクスル県、オル
ロ県、ポトシ県、ラパス県、
ベニ県、チュキサカ県、タ
リハ県の 110 市（盆地 19
市、ウユニ塩湖周辺 14 市、
熱帯地域 32 市、チチカカ
湖周辺 16 市、北部 13 市、
平原地域 16 市） 

C/P 機関 

農村開発・土地省 

実施期間 

フェーズ 1：2005
～2009 年 

フェーズ２：

2010-2014 年 

予算 

40 百万 US$（世銀

28 百万 US$、農村

土地開発省 12 百万

US$） 

(事業費の 70％は
PAR、30％は受益者
負担、技術研修費に
ついては、 85 ％
PAR、15％は受益者
負担) 

・生産者組織に対する

生産関連資機材等の

提供と生産技術支援 

・農民に対する生産支

援サービスの質の向

上のための行政官の

技術力向上 

・生産にかかる様々な

アクター間のネット

ワーク化支援 

・農民組織強化による

課題対応能力強化支

援 

・生産性向上にかかる

技術へのアクセス向

上 

・ 

 
 

・小規模農家及び生

産者グループ(ウユニ

塩湖周辺において

は、オルロ県

（Challapata, 
Santuario de 
Quillacas, Salinas de 
Garci Mendoza, 
Pampa Aullagas, 
Santiago de Huari）、
ポトシ県（Colcha K, 
San Pedro de 
Quemes, Uyuni, 
Tomave, Llica, 
Tahua , San Agustín
市） 

 
 

対象市への支援として、灌

漑、農道等のインフラ支援

も有り。 

・農民への直接的技術支援

に加え、農業普及技術と普

及力の強化を目指す。 

・ウユニ塩湖周辺では 26
の生産者グループを支援 

スペイン政府 

 

実施機関：教育省 

アグロインダストリー、化

学工業技術関連職業訓練 

実施期間 

2012 年度内に開始

見込み（スペイン政

府との調印次第） 

① アグロインダスト

リー 

②化学工業技術 

一般学生 

軍 

750 名の学生を受け入れ

可能な学校施設及び資機

材 

教員給与他ソフト面は政

府。 

地域のニーズに応じ、教育

省としては同種の学校を

全国に 10 校建設予定 

米州開発銀行（BID） アルティプラノ地域小規模

生産者のための総合起業家

支援 
 

実施時期 

2002-2007 年 

予算 

50 万 US$ 

C/P 機関 

小規模生産農家への

融資と関連する技術

支援 

小規模生産農家 

－ 

アルティプラノ南部地域
（観光、キヌア、ラクダ科
動物飼育の一連の支援）。
ウユニ塩湖沿岸 Pampa 
Aullagas (la ciudad 
perdida City), Salinas de 
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援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
小規模生産開発機

構(IDEPRO: 
Instituto para el 
Desarrollo de la 
Pequeña Unidad 
Productiva) 

Garcí Mendoza 

(Reserva Alcaya ) y Llica 
(Chullpares)の観光ルート
を対象 

【ラクダ科関連】      
PCI 
(国際 NGO) 

「リャマの持続的・包括的

管理プログラム」 

 

リャマの飼育・生産・活用

を通じたリャマ生産者（特

に小規模生産者）の生計向

上を目的とする。 

実施時期 

(PhaseI) 
2003-2005 

(PhaseII) 
2006-2009  

(PhaseIII) 
2009-2012 

予算: N.A. 
(部分的に USDA 資
金) 
C/P 機関 

ラパス県、オルロ
県、ポトシ県、コチ
ャバンバ県内の各
対象市 

・リャマ飼育改善に係

る各種技術指導（含む

飼料/牧草の改善、有機

肥料の作成・指導） 

・リャマ食肉加工技術

支援 

・リャマ獣毛加工（原

毛の選別、梳き･手紡

ぎ等） 

・小規模リャマ生産

者 

(対象4県内72市/585
村、18,000 世帯：ボ

リビアのラクダ科農

家の約 23％に相当) 
 
 

・リャマ肉販売・加

工生産者 

 

・獣毛取扱生産者、

民芸品生産者 

リャマ飼育小屋、水飲み

場・小規模ため行け等の小

規模インフラ支援 

 

・コミュニティベースの加

工センター(8 箇所)の設置 

・コミュニティベースの獣

毛加工センター(22 箇所)
の設置。 

・その他、リャマの品種登

録システム構築のための

データーベース構築（プロ

ジェクト終了後は INIAF
に帰属） 

・各村を巡回指導する技師

をコミュニティ内で育成

（計 93 名） 

・コミュニティファンドの

設立(36 箇所) 
・SENASAG、オルロ工科

大学との連携により衛生

改善技術者の育成(120名） 

VALE プロジェクト 

 

「ラクダ科生産農家の経済

基盤強化プロジェクト」 

対象地域はラパス県、ポト

シ県、オルロ県、コチャバ

ンバ県のラクダ科動物飼育

農家。 

家畜であるリャマ・アルパ

カに加え、ヴィクーニャの

飼育・獣毛価値化も支援。 

またラクダ科動物を活用し

たエコツーリズム分野も支

援 

実施時期 

2010-2016 予定。融
資の要望が多く
PhaseII を継続予
定。 

予算:  

約 1500 万 US$ 

(50％IFAD, 50%ボ
リビア国政府負担) 
C/P 機関 

農村開発・土地省 

  

・ラクダ科動物飼育農
家グループに対する
小規模融資（グラン
ト）と技術指導・研修
（各融資対象グルー
プに担当技師がつき、
技術(生産技術、衛生管
理技術、民芸品開発、
情報提供等)及び組織
経営、マーケティング
指導等を実施） 
 

(研修コンポーネント

は全体予算の約 17％

・2011 年末現在 149
農家グループ（2,675
世帯を支援） 

特にオルロ県では 26
市（Chipaya, Pampa 
Aullagas, Salinas de 
Garci Mendoza を含

む）、ポトシ県では 17
市（Uyuni, Llica, San 
Agustín, Colcha “K”, 
San Pablo de Lípez
を含む） 

融資の内容において、生産

にかかる小規模インフラ

支援を含む 

・応募方式にて融資及び技

術指導希望農家グループ

を募り、対象を選定。 

 

・展示会等販売促進機会の

提供 

・ラクダ科動物生産農家支

援に繋がる事業について

は地方自治体の活動も支

援 

添
付

2-5 



 

援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
相当) 

ACRA 

(イタリア NGO) 
ラクダ科動物の包括的生

産・加工支援を通じたコミ

ュニティ開発 

対象は、ポトシ、オルロ、

ラパス、コチャバンバ、タ

リハ、チュキサカ県 

 

2010 年 6 月～2012 年 6 月
はポトシ県トマベ市におい

て「キヌアとラクダ科動物

の包括的生産支援」を実施 

実施時期 

2003～2008 年 

2010-2012 年 

・ラクダ科動物の衛生

管理、飼料及び栄養改

善、組織強化 

・キヌア栽培とラクダ

科動物共存のための

啓蒙・研修・OJT 

・リャマ毛の加工・民

芸品生産、小規模製糸

技術、マーケティング

支援 

・生産者グループ同士

の組織化 

対象県・市内のラク

ダ科生産者農家 

－ 

製糸については 10 グルー

プを組織化し、民芸品生産

者との連携ネットワーク

による市場開発・需給シス

テムも構築。 

PROSACA (Programa 
de Sanidad en 
Camelidos) 

家畜の死亡率と移動率削減
を通じた畜産の生産性向上
を目指し、家畜の登録を実
施。 

 

対象はポトシ県、ラパス県、
オルロ県、コチャバンバ県
の 4 県から開始。現在はタ
リハ県、チュキサカ県も追
加（19 事務所有り）。 

 

C/P 機関 

農村開発・土地省 

SENASAG 

実施期間 

2005 年～現在 

予算 

2011 年末現在の執

行額 448,180Bs 
（当初予定 173 万
Bs の 25.8%） 

(2007 年には

USAID の支援も有) 

家畜の衛生管理、登録

にかかる技術指導 

SENASAG 職員 16 事務所の設置及び必要

資機材 

2011年SENASAGはラク

ダ化動物の登録台帳を作

成（236 万頭）。 

ポトシ県 SEDAG 「ポトシ県南西部地域ラク

ダ科動物の包括的管理プロ

ジェクト」 

 

生産近代化を考慮し、ラク

ダ科動物の生産性向上を目

的とする本プロジェクトの

4 本柱: 
- 家畜の衛生 

実施期間： 

2011 年～5 年間 

予算 

4.730.855,95 USD 

(ポトシ県庁予算) 
 

Manejo de Ganado 
en Unidades 
Productivas de 

生産技術向上にかか

る各種技術研修 

ポトシ県南西部地域

の各市(San Pablo de 
Lípez, San Antonio 
de Esmoruco, 
Mojinete, Uyuni, 
Tomave, Colcha “K”, 
San Pedro de 
Quemes, Llica, 
Tahua, San Agustín) 

リャマ小屋、牧草確保のた

めの囲い、飼料置き場等 

 

現在技術者採用中。 
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援助機関 

主な事業内容 

概要 
時期、予算、C/P

機関等 

技術協力の内容（含研修・トレーニング等） インフラ関連支援 
その他 

主な概要 対象者 
- 飼料・栄養改善 

- 生産管理向上のための組

織強化 

Innovacion 
Tecnologica (UPIT) 

(直接受益者見込み： 

19,661 名 

 

【その他】      
CONCERTAR 
 

（実施機関） 

スイス国際協力・開発基

金
(INTERCOOPERATION: 
Fundación Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación 
Internacional) 

人々の生活の質の向上のた

め、天然資源（主に水）の

持続的利用・管理を目的と

するプログラム。 

 
 

実施期間： 

2010 年～3 年間 

 

予算：N.A. 
COSUDE（スイス

開発援助庁）支援 

 

C/P 機関 

環境水省 

リペス市連合会 

①市を越えた取り組

みの実施、②行政の能

力開発、③合意形成シ

ステムの構築、④国家

レベルでのダイアロ

グ、⑤土地利用開発に

かかる方針策定 

本調査対象地域との

関連では、リペス市

連合会を支援 

 CONDERTAR は

COSUDE が推進する水関

連協力推進イニシアチブ

である「GESTOR プログ

ラム」のメンバー。その他

メンバーは、PDCR(el 
Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional), 
PNC(Plan Nacional de 
Cuencas), PROMIC (el 
Programa de Manejo 
Integrado de Cuencas),  

PDCR 
(Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional) 

民主的なボリビア、生産的

なボリビアの実現のため、

公共サービスへのアクセス

向上を目指す。 

実施期間： ～現在 

 

C/P 機関 

行政機関、地方自治

体等（含むリペス市

連合会） 

特に生産セクターに

おける国家、地方行政

の役割の見直しと強

化 

全国の市長村、市連

合会 

－ 

 

 
 
 
 

その他過去にアルティプラノ地域において実施された支援プロジェクト 
 

INSTITUCION  PROYECTO PERIODO 

Dinamarca: APSA   I y II 
(PDTA - Altiplano) 

Desarrollo de empresas rurales (DER) en base a programa de Apoyo de Empresas 
Rurales (PAER) 
Componentes: camélidos, quinua y otros 

1999 a 2010 

Dinamarca – BID (FOCAS: Fondo 
de Apoyo a SIBTA) 

Componentes: camélidos, quinua y otros en todo el departamento de Potosí y Oruro. 2000 a 2007 

添
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USAID con entidad Ejecutora:  
1.- FDTA- Altiplano 
2.- FDTA- Valles 

 
1. Market Access, Poverty Alleviation2 (MAPA). Quinua en el Departamento de Oruro 
2. Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria, solo en Salinas de Garci Mendoza 

2008 a 2010 

IFAD – FIDA (Naciones Unidas) 
Unidad Ejecutora: UNEPCA 

Proyecto de desarrollo de criadores de camélidos en el Altiplano andino. 1994 a 2004 

Naciones Unidas (ONU), ONUDI Programa de Mejoramiento de la productividad y Comercialización de Fibras de Camélidos 
(implementación de Centros de Innovación y Transferencia de Tecnológica, CITTEs) 

2005 a 2007 

COSUDE, Swiss Contact Proyecto de promoción al desarrollo económico rural, PADER 1997 a 2004 

Swiss Contact, PROINPA, SIBTA Promoción económica sostenible con equidad, PROMEQ, que apoya a varios  

Cooperación Francesa, CICDA Apoyo a las comunidades, del Intersalar Altiplano Apoyo al desarrollo de mecanismos de 
gestión social de los recursos naturales y de los territorios,  
Fomento del empoderamiento de los pequeños productores en las cadenas de producción 
y comercialización agrícolas. 

2002 a 2008 

Cooperación Italiana, ACRA 1.- Apoyo a los Criaderos de Zona Sur de Potosí para la valorización y explotación de la 
llama 
2.- Integración productiva de Camélidos y Quinua en Tomave- Potosí 

2003 a 2008 
2010 a 2012 

CAF, Entidad Ejecutora: FUNDES Programa de Desarrollo de Proveedores Asociativo Productos Camélidos: La Paz, Oruro y 
Cochabamba 

2005 a 2006 

 

添
付

2-8 



 

 

添付資料３： 

プログラム候補案件にかかる PDM(案) 



 添付資料-3 

添付 3-1 

(1) 農業（キヌア）優先支援策の PDM（案） 

農業分野における優先支援「農業技術アドバイザー（総合的営農技術）」の概要案、「有機キヌ

ア振興支援」および「キヌア・センター強化支援」を技術協力プロジェクトで実施することを想

定した場合の PDM（案）は、以下のとおりである。 

なお、本 PDM（案）は、本調査結果をふまえて作成された案であり、案件実施段階に際しての
PDM については詳細計画作成調査を別途行う必要がある。 

 

支援名：「農業技術アドバイザー（総合的営農技術）」概要案 

プロジェクト期間：2年間 

対象地域：ポトシ県アルティプラノ地域 

実施機関：ポトシ県庁農牧局（SEDAG） 

協力機関：トマスフリア大学、キヌア品質管理センターおよびその他協力機関（市役所、生産者組合、NGO等） 

受益者：キヌア生産者 

 
 

農業技術アドバイザー派遣先体制案 
 要 約 
活

動

目

標 

1) ポトシ県アルティプラノ地域における農業技術に係る問題点・課題の把握 
2) ポトシ県アルティプラノ地域農業の特性に適した農業技術指導（特に、農地管理および病害

虫対策を想定） 
3) ポトシ県アルティプラノ地域における農業開発プロジェクト（案）の形成 

活
動

成
果 

1) ポトシ県アルティプラノ地域における問題分析および課題策のリスト 
2) ポトシ県アルティプラノ地域農業の特性に適した農業技術マニュアル 
3) ポトシ県アルティプラノ地域における農業開発プロジェクト（案） 

活

動

内

容 

本専門家は、ポトシ県アルティプラノ地域農業の特性に留意した持続可能な農業を行うための総

合的な営農技術について現地カウンターパートおよび生産者に対して技術指導・助言を行う。同

時に、抽出した技術的な問題点および課題をふまえ、ポトシ県アルティプラノ地域における農業

開発プロジェクト（案）の形成を図る。主な担当事項は、以下のとおり。 
0) 業務実施計画書の作成・協議 
1-1)  ポトシ県アルティプラノ地域農業の問題点把握 
1-2)  ポトシ県アルティプラノ地域農業の課題抽出 
2-1) 農業技術支援の選定（対象技術、対象地域、対象時期） 
2-2)  農業技術支援（モデル事業：農地管理、病害虫対策等）  
3-1) 農業開発プロジェクト（案）リストの作成 
3-2) 農業開発プロジェクト（優先案）実施計画（案）作成 
4)  業務完了報告の作成・報告 

出典：調査団作成 
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プロジェクト名：「有機キヌア振興支援」PDM（案） 

プロジェクト期間：3年間 

対象地域：ポトシ県、オルロ県  

実施機関：オルロ工科大学農学部 

協力機関：各県庁・役場、ポトシ大学農学部、生産者組合、NGO等 

受益者：キヌア生産者 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

アルティプラノ中南部地域にお

ける有機キヌアの普及によって、

有機キヌアの産地形成を図る。 

  

2013年はFAO
「国際キヌア

年」。ボリビア

が主催国。 
プロジェクト目標 
地域資源の活用による有機農法

の確立・普及によって、高収益な

有機キヌア生産の振興を図り、生

産者の生計向上を達成する。 

 
 有機キヌア生産者数・

耕作面積 
 単位面積当たりの収益 

  

成果 

1.1 アルティプラノ地域の病害

虫対策および土壌管理に適

した有機投入物が改良・開発

される。 

 
 改良された有機投入物 
 開発された有機投入物 
 生産マニュアル 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 有効試験結果報告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.2  改良・開発された有機投入

物を用いた有機農法が実証

試験を通じて確立される。 

 実証試験結果 
 普及マニュアル 

 四半期報告書・年次報

告書・調査報告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.3  有機投入物生産者・生産地

区の育成 
 モデル地区の生産実績 
 生産者の生産実績 
 育成マニュアル 

 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.4 普及対象モデル地区におい

て、改良・開発された有機投

入物を用いた有機農法が実

践される。 

 モデル地区の生産実績 
 生産者の生産実績 
 生産者による使用評価 

 四半期報告書・年次報

告書 
 生産者へのインタビュ

ー調査 

 

活動 
1.1.1 有機投入物として適切な地

域資源の特定 
1.1.2 既往有機投入物の改良 
1.1.3 新規有機投入物の開発 

投入 
（日本側） 
1. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/
農業振興 

2) 有機農業（病虫害） 
3) 有機農業（土壌） 
4) 普及 
5) その他研修テーマに

応じた短期専門家 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等（実証調査
試験資機材、普及活動向

け車輌など） 
 

 
（ボリビア側） 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 

1) C/P 要員の配置（含む人件
費） 

2) プロジェクト事務所およ

び試験圃場・実験室等の

提供 
3) C/P 要員の活動にかかる
経費 

4) C/P を業務支援する現地
NGO 等の普及員 

 

 

1.2.1 改良・開発した有機投入物

を用いた実証試験 
1.2.2 実証試験結果に基づく有機

農法の確立 
1.2.3 上記成果に基づく有機農法

マニュアルの作成 

 

1.3.1 有機投入物生産に携わるモ

デル生産者・集落の選定 
1.3.2 モデル対象者への技術研修 
1.3.3 一般生産者への技術講習 
1.3.4 生産マニュアルの作成 

 

1.4.1 普及対象モデル地区の選定 
1.4.2 生産・普及マニュアルに基

づいた普及事業の実施 
1.4.3 一般生産者および他地域へ

の PR 活動 

前提条件 
有機キヌアに

対する需要増

が継続する。 

出典：調査団作成 
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有機キヌア振興支援

ポトシ県庁SEDAG
（C/P機関:33名技術者在籍）

ポトシT.F.大学
（技術協力機関）

キヌア・センター
（技術協力機関）

ポトシ県南西部市役所
（事業対象地区）

キヌア組合・NGO

ポトシ県庁SEDAG出先事務所
（プロジェクト事務所：ウユニ市）

キヌア生産者

技術普及
・有機質投入物
・土壌改良／保全
・優良品種
・小規模灌漑

JICA専門家チーム
（技術移転）

対象地域内10市程想定
（リペス市連合会11市、ウユニ市、トマベ市）
（各市、農業担当技師が在籍）

プロジェクト実施において、
適切な人数・専門の要員を配置予定

 

有機キヌア振興支援のための実施体制 

 

 

プロジェクト名：「キヌア・センター強化プロジェクト」PDM（案） 

プロジェクト期間：3年間（5年間） 

対象地域：ポトシ県、オルロ県 

実施機関：オルロ工科大学農学部および協力機関（各県庁・役場、ポトシ大学農学部、生産者組合、NGO等） 

受益者：キヌア生産者 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

キヌア・センターの活性化によ

り、アルティプラノ中南部地域が

国際的なキヌア調査・研究・生産

の拠点地域になる。 

  

2013年はFAO
「国際キヌア

年」。ボリビア

が主催国。 

プロジェクト目標 
キヌア・センターの機能が強化を

通じたアルティプラノ中南部地

域におけるキヌア生産性の向上

が達成する。 

 
 単位面積当たりの生産

高 

  

成果 

1.1 キヌア・センターの調査・研
究・開発部門の機能強化が図

られる（種子銀行・有機農

業・土壌改良、等）。 

 
 調査研究報告書 
 開発・普及マニュアル 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 調査研究報告書 
 開発・普及マニュアル 

 

1.2  キヌア・センターの普及・

広報部門の機能強化が図ら

れる。 

 調査報告書 
 普及マニュアル 
 普及・広報実績 

 四半期報告書・年次報

告書 
 調査研究報告書 
 普及マニュアル 

 

1.3  キヌア・センターを活用し

た技術研修活動が実施され

る。 

 研修実績 
 参加生産者の評価およ

び実践活用度合い 
 研修マニュアル 

 四半期報告書・年次報

告書 
 参加者聞き取り調査 
 研修マニュアル 

 

1.4 業務提携モデル地区におい

て、キヌア・センターによる

普及活動が実践される。 

 モデル地区の活動・生

産実績 
 生産者の活動・生産実

績 

 四半期報告書・年次報

告書 
 活動・生産実績調査 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
活動 
1.1.1 種子銀行運営管理に係る業

務体制の確立および優良種

子の選抜 
1.1.2 地域資源を活用した有機農

法の改良・開発 
1.1.3 自然特性に適した土壌保

全・改良技術の確立 
1.1.4 その他農業技術の補完研修 

投入 
（日本側） 
1. 専門家派遣 

6) チーフアドバイザー/
農業振興 

7) 種子生産 
8) 土壌 
9) 有機農業 
10) 普及 
11) その他研修テーマに

応じた短期専門家 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等（実証調査
試験資機材、普及活動向

け車輌など） 

 
（ボリビア側） 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 

1) C/P 要員の配置（含む人件
費） 

2) プロジェクト事務所およ

び試験圃場・実験室等の

提供 
3) C/P 要員の活動にかかる
経費 

4) C/P を業務支援する現地
NGO 等の普及員 

 

 

1.2.1 現地普及員への研修・育成 
1.2.2 地域普及体制の確立 
1.2.3 広報媒体を通じた普及活動

の実践 

 

1.3.1 キヌア・センターでの農事

暦にそった定期研修 
1.3.2 キヌア・センターの展示圃

場を通じた技術指導 
1.3.3 キヌア・センター内の栽培

相談窓口の常設化 

 

1.4.1 普及対象モデル地区の選定 
1.4.2 普及マニュアルに基づいた

普及事業の実施 
1.4.3 モデル周辺地域関係者への

PR 活動 

前提条件 
キヌア振興に

対する政府の

意向に変更が

ない。 
出典：調査団作成 

 

キヌア・センター強化支援

オルロ工科大学
（C/P機関）

オルロ県庁SEDAG
（調整協力機関）

（アンデス穀物事業課等、計49名技術者）

キヌア・センター
（事業対象地区）

（在Salinas de Garci Mendoza）

技術改良
（有機農業・土壌・種子銀行）

技術普及
（展示圃・情報センター）

オルロ県南部市役所

生産者組合・NGO

キヌア生産者
キヌア生産関係機関

JICA専門家チーム
（技術移転）

対象地域内
6組合、820名強

対象地域内
5市程想定

 
キヌアセンター強化支援のための実施体制 
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(2) 牧畜業（リャマ）優先支援の PDM（案） 

牧畜業分野における優先プロジェクト「ラクダ科家畜向け牧草地保全・管理支援」および「リ

ャマ肉加工技術振興支援」を技術協力プロジェクトで支援することを想定した場合の PDM（案）
は、以下のとおりである。 

なお、本 PDM（案）は、本調査結果をふまえて作成された案であり、案件実施段階に際しての
PDM については詳細計画作成調査を別途行う必要がある。 

 

プロジェクト名：「ラクダ科家畜牧草地保全・管理支援」PDM（案） 

プロジェクト期間：3 年間 
対象地域：ポトシ県、オルロ県 
受入機関：農村開発・地方省(MDRｙT)家畜衛生・食糧安全局（SENASAG– PROSACA） 
実施機関：オルロ工科大学農学部およびポトシ大学農学部 
受益者：リャマ生産者 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

リャマ飼育管理の改善により、リ

ャマ生産者の生計が安定・向上す

る。 

  

 

プロジェクト目標 
適切な牧草地の保全・管理によっ

て、年間を通じて安定的な飼料供

給を達成する。 

   

成果 

1.1 牧草地のマッピングが作成

され、地域内のポテンシャル

を把握される。 

 
 作成された牧草地ポテ

ンシャルマップ 
 飼料の需給計画 

 
 作成されたマップ 
 試算された飼料需要供

給計画 

 

1.2  各地域に適する牧草品種お

よび地域生産者による牧草

地保全・管理方法が選定され

る。 

 品種選定の調査報告書 
 保全・管理方法の調査

報告書 
 作成されたマニュアル 

 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.3  地域生産者による牧草地の

保全・管理体制が確立され

る。 

 モデル集落での実績 
 生産者の活動実績 
 作成されたマニュアル 

 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.4 普及対象モデル地区におい

て牧草地の保全・管理体制が

実践される。 

 モデル地区での実績 
 生産者の活動実績 

 四半期報告書・年次報

告書 
 

活動 
1.1.1 当該地域における牧草地環

境・条件の適性調査 
1.1.2 自然・既往牧草地、開拓可

能性のある土地の特定 
1.1.3 牧草地マッピング作成 
1.1.4 牧草地マッピングを活用し

た飼料の需給試算および飼

料供給計画の作成 

投入 
（日本側） 
1. 専門家派遣 

12) チーフアドバイザー/
家畜飼育 

13) 牧草地 
14) 土壌管理 
15) 普及 
16) その他研修テーマに

応じた短期専門家 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等（実証調査
試験資機材、普及活動向

け車輌など） 

 
（ボリビア側） 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 

1) C/P 要員の配置（含む人件
費） 

2) プロジェクト事務所およ

び試験圃場・実験室等の

提供 
3) C/P 要員の活動にかかる
経費 

4) C/P を業務支援する現地
NGO 等の普及員 

 

 

1.2.1 牧草品種の特定調査 
1.2.2 地域生産者による牧草地保

全・管理体制案の検討（必

要となる土壌・水環境、住

民参加手法、など） 
1.2.3 上記成果に基づくマニュア

ルの作成 

 

1.3.1 モデル集落の選定  
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
1.3.2 モデル集落における生産者

グループの形成 
1.3.3 モデル事業の実践 
1.3.4 普及マニュアルの作成 
1.4.1 普及対象モデル地区の選定 
1.4.2 普及マニュアルに基づいた

普及事業の実施 
1.4.3 モデル周辺地域関係者への

PR 活動 

前提条件 
リャマ飼育振

興に対する政

府の意向に変

更がない。 
出典：調査団作成 
 

ラクダ科家畜向け牧草地保全管理支援

ポトシ県庁SEDAG
（C/P機関:33名技術者在籍）

ポトシT.F.大学
（技術協力機関）

Valeプロジェクト
（技術協力機関）

ポトシ県南西部市役所
（事業対象地区）

リャマ組合・NGO

ポトシ県庁SEDAG出先事務所
（プロジェクト事務所：ウユニ市）

リャマ生産者

技術支援
・草地マッピング作成
・草地保全／管理

JICA専門家チーム
（技術移転）

対象地域内10市程想定
（リペス市連合会11市、ウユニ市、トマベ市）
（各市、農業担当技師が在籍）

プロジェクト実施において、
適切な人数・専門の要員を配置予定

モデル事業

 
ラクダ科家畜向け牧草地保全管理支援 

 
 
 
プロジェクト名：「リャマ肉加工技術振興支援」PDM（案） 

プロジェクト期間：3 年間 
対象地域：ポトシ県、オルロ県 
受入機関： 農村開発・地方省(MDRｙT)家畜衛生・食糧安全局（SENASAG– PROSACA） 
実施機関：オルロ工科大学農学部およびポトシ大学農学部 
受益者：リャマ生産者、公設屠殺場・市場関係者 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

リャマ肉加工製品の質向上によ

り、リャマ肉生産関係者の生計が

向上する。 

  

 

プロジェクト目標 
適切なリャマ肉加工技術の標準

化によって、市場ニーズに見合っ

たリャマ肉供給体制を確立する。 

   

成果 

1.1 適切なリャマ精肉加工技術

および食品衛生管理技術が

特定される。 

 
 活動実績 
 作成されたマニュアル 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.2  リャマ肉を活用した既往加

工食品の改良および新規加

工食品の開発・評価がされ

る。 

 活動実績 
 作成されたマニュアル 
 開発された加工食品お

よび食味評価実績 

 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
1.3  モデル事業において適切な

リャマ肉加工管理体制が確

立される。 

 モデル事業での実績 
 参加関係者の活動実績 
 

 四半期報告書・年次報

告書 
 

 

1.4 リャマ肉加工食品モデル・

グループの生計向上活動が

活発化される。 

 グループ活動実績 
 加工食品の販売実績 

 四半期報告書・年次報

告書 
 

活動 
1.1.1 既往の精肉加工・食品衛生

管理技術の分析・評価 
1.1.2 上記分析に基づく改善策の

特定 
1.1.3 上記で特定した改善策の実

証実験 

投入 
（日本側） 
1. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/
食品加工 

2) 獣肉加工 
3) 食品衛生 
4) 小規模起業 
5) その他研修テーマに

応じた短期専門家 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等（実証調査
試験資機材、モデル事業

活動向け資機材、車輌な

ど） 

 
（ボリビア側） 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 

1) C/P 要員の配置（含む人件
費） 

2) プロジェクト事務所およ

び調理室・実験室 
3) C/P 要員の活動にかかる
経費 

4) モデル事業の対象となる
屠殺場・市場等の協力 

 

 

1.2.1 既往加工食品の分析・評価

および改善策の検討 
1.2.2 新規加工食品の開発および

食味評価 
1.2.3 上記成果に基づくマニュア

ルの作成 

 

1.3.1 モデル事業対象者の選定 
1.3.2 モデル事業における食品加

工管理体制の構築 
1.3.3 モデル事業の実践 
1.3.4 普及マニュアルの作成 

 

1.4.1 モデル・グループの選定 
1.4.2 小規模事業の改善・実施 
1.4.3 周辺地域の食品加工グルー

プ等への普及活動 

前提条件 
リャマ肉の需

要が減少しな

い。 
出典：調査団作成 
 

リャマ肉加工技術振興支援

ポトシ県庁SEDAG
（C/P機関:33名技術者在籍）

SENASAG-MDRyT
（技術協力機関）

Valeプロジェクト
（技術協力機関）

ポトシ県南西部市役所
（事業対象地区）

リャマ組合・NGO

ポトシ県庁SEDAG出先事務所
（プロジェクト事務所：ウユニ市）

リャマ生産者

技術支援
・精肉加工
・食品衛生管理
・新規加工食品開発

JICA専門家チーム
（技術移転）

対象地域内10市程想定
（リペス市連合会11市、ウユニ市、トマベ市）
（各市、農業担当技師が在籍）

プロジェクト実施において、
適切な人数・専門の要員を配置予定

モデル事業

 
リャマ肉加工技術振興支援 
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(3) 観光業優先支援の PDM（案） 

観光分野における優先支援策と考える「環ウユニ塩湖地域 観光人材育成プロジェクト」、「南西ウ
ユニ塩湖地域 自治体観光振興モデル構築事業」、「オルロ南部地域体験型観光振興プロジェクト」、「ポ

トシ産業観光振興プロジェクト」について、各々を技術協力プロジェクトにて実施する場合の PDM'
（案）は次のとおりである。 

なお、本 PDM（案）は、本調査結果をふまえて作成された案であり、案件実施段階に際しての PDM
については詳細計画作成調査を別途行う必要がある。 

 

プロジェクト名： 南西ウユニ塩湖地域 自治体観光振興モデル構築事業 

プロジェクト期間：3年間 

対象地域：ウユニ塩湖南西部（ポトシ県 Colcha K市、Llica市） 

実施機関：ポトシ県庁 

調整機関：観光副省（IDB等他ドナー事業との調整） 

協力機関：ポトシ県南西部市連合会（Mancomunidad Municipal, “Gran Tierra de los Lipez”）  

受益者：Colcha K 市、Llica 市、CITETUR（ポトシ県権南西部市連合会の観光分科会）技術者、南西ウユニ塩湖周辺

観光事業関係者（ガイド、ホテル事業者、ツアーオペレーター、レストラン事業者・従業員、民芸品生産者等）  

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

観光振興により、対象２市の雇用

機会が拡大される 
  

 

プロジェクト目標 
ウユニ湖南西地域の対象 2 市に

おいて自治体観光振興モデルが

構築される 

 各市が観光振興計画に

そって予算を申請・確

保し、201x 年度より実
施を始める。 

 振興報告書 
 年次予算書 

IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化されると

ともに、環ウユニ全

体の PR 及び市場開

発が行われる。 
成果 

1 対象 2 市での観光振興体制

が強化される 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施した

り、協働活動を行ったりする（受

益者への技術移転）。 

 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、各市

担当参加者の 80％が

Certificate を取得する。 
 官民連携による月例定

期会合が、20xx 年度ま
でに定期的に開催され

ることになり、担当者

の 80％以上が常に参

加する。 
 各市の観光振興計画

（入湖料管理体制を含

む）が、各市の観光関

係者によって 20xx 年

xx 月までに作成され

る。 
 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 
 振興計画書 

IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化される。 

2  観光担当行政関係者（ポトシ

県観光文化局、コルチャカ市

及びリイカ市）により、サー

ビス向上研修実施体制及び

品質評価手法が確立される 

 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、各市

担当参加者の 80％が

Certificate を取得する。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 顧客評価調査報告書 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施する

（受益者への技術移転）。 

 研修を通じて、20xx 年
度までに 10 人の講師
が育成される。 

 顧客評価手法が、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
に作成され、実施され

る（ベースライン～中

間評価～終了評価時）。 
 サービス品質評価マニ

ュアルが、観光担当行

政関係者を中心とし

て、20xx 年度までに yy
種類作成される。 

 サービス品質評価マニ

ュアル 

3  観光担当行政関係者と観光事

業者の協力により、新たな観

光商品が開発及び販売促進

ができる体制が整う。 
JICA 技プロチーム、実施機関関

係者、受益者が協同で活動に当た

る（JICA 技プロチームから実施

機関関係者および受益者への技

術移転：計画段階から実施に至る

プロセスを学ぶ）。 

 
 ポテンシャル観光商品

インベントリーおよび

マップが、各市の観光

関係者によって、20xx
年度までに作成され、

観光関係者・観光客に

配布される。 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、担当

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 本プロジェクトを通じ

て、xx 種類の観光商品
が 20xx 年度までに開

発・実施され、イベン

トが yy 回、ウユニ市、

ラパス市等にて開催さ

れる。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 会合議事録 
 観光商品・イベント関

連資料 

 

4 観光担当行政関係者と民芸品

等生産者の協力により、特産

品の開発・販売促進ができる

体制が整う。 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施した

り、協働活動を行ったりする（受

益者への技術移転）。 

 
 技術研修が、20xx 年度

までに yy 回実施され、

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 各市を拠点とする生産

者グループが、観光担

当行政関係者を中心と

して、20xx 年度までに
ネットワーク化され

る。 
 試験販売向けのレベル

に達する獣毛およびそ

の他特産品が、20xx 年
度までに yy 種類開発

される。 
 開発された xx 種類の

獣毛およびその他特産

品が、20yy 年度までに

民芸品業者から納品の

注文を受ける。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 技術研修報告書 
 試験販売実績報告書 

 

活動 
1.1 関連各市の観光振興体制に

かかる組織分析・問題分析

及び能力強化に必要な支援

の特定 

投入 
（日本側） 
 
2. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/

 
（ボリビア側） 
 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
1.2 管理運営能力面のキャパシ

ティデベロップメントの実

施（研修及び OJT） 
（JICA 技プロチームと県庁が、

対象２市行政関係者、CITETUR
メンバー等に対して実施） 
1.3 観光事業関係者に対するキ

ャパシティデベロップメン

トの実施（研修プログラム

の策定、研修の実施） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者に対して実施） 
1.4 各市の観光振興計画を策定

する（入湖料の運営管理体

制を含む） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 

観光振興 
2) 観光サービス 
3) 観光商品開発 
4) その他研修テーマに

応じた短期専門家

（コミュニティ参

加、特産品関連技術、

等） 
3. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

1) C/P 要員の配置（含む
人件費） 

2) プロジェクト事務所
の提供 

3) C/P 要員の活動にか
かる経費 

 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

2.1 観光サービスにかかる問題

分析の実施 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.2 必要な技術研修プログラ

ム・内容及び対象者の決定 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.3 観光事業関係者に対する研

修の実施（座学及び実地研

修の実施） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者に対して実施） 
2.4 顧客評価調査の実施 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.5 サービス品質評価マニュア

ルの作成 

 

3.1 観光商品・資源調査、ポテン

シャル観光商品・インベント

リーの作成・観光マップの作

成（含むコミュニティツーリ

ズム、アグロツーリズム、体

験型観光、カルチュラル･ツ

ーリズム、塩セラピー等） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
3.2 アイデア検討のためのイベ
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
ント（コンクール、環境教育

イベント等）の開発・実施 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
3.3 新たな観光商品の開発及び

モデル事業の実施、販売促進   
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
4.1 特産品としての市場調査の実

施（含む獣毛以外の特産品の可能

性） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、受益者（民芸

品生産者）の参加を得ながら実

施） 
4.2 協力生産者の特定、ネットワ

ーク化 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、受益者（民芸

品生産者）の参加を得ながら実

施） 
4.3 獣毛の強み（特徴）を生かし

た特産品及び獣毛以外（塩

等）の特産品開発・技術指導 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者（民芸品生産者）

に対して実施） 
4.4 観光事業関係者ネットワーク

を通じた試験販売の実施・

評価、販売促進 
(JICA技プロチームおよび実施機

関が中心となり、各受益者グルー

プ代表者の参加を得ながら実施） 

前提条件 
ウユニ塩湖の観光振

興にかかる政府の政

策に変更がない 
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ポトシ県 
観光･文化局（含南
西地域出先事務所） 

リペス市連合会（調
整機関） 

 
対象各市の

tecnico  
CITETUR技
師等 

JICA技プロ 
日本人専門家 

(適宜ローカルリソースの雇用も
想定) 

ガイド関係者、ホテル関係者、レストラン関係者、民芸品生産

者、土産物店、ウユニ観光連合会、旅行会社等 

成果 1.1～1.4の 
直接技術移転対象
者（ポトシ県南西部

地域 2市） 

成果 1.2～1.4 
研修対象者 
(観光事業者) 

約 10 名 

約 50 名 

約 8 名 

JICA技プロチーム（専門家＋C/P） 

OJT、テーマ別研修、本邦研修等 

成果 1.1 
各種調整及びOJTを
通じた観光振興体制

強化 

連携・調整 

主に研修を受け指導者と

なる CITETUR技師、各市

の tecnico を通じ、体制強

化(成果 1.1)と、成果 1.2～

1.4の展開を目指す 

技プロチームが研修の

計画～実施までをC/P

と共に実施 

成果 1.2 
サービス向上 

成果 1.3 
新たな観光商品

開発 

成果 1.4 
特産品の開発 

研修を受けた技師

が技プロチーム協

力のもとに研修 

他市への展開可能な観

光マネジメント・モデル事

例とする。（プロジェクト目

標） 

※ 観光商品の開発（成果1.3）、市場調査の実施（成果1.4）、顧客評価の実施（成果 1.2）等も実地研修の一貫として、研

修受益者と共に実施することで、プロジェクト終了後にも継続・展開可能な技術の習得度を高めることを想定。 

成果 1.1 
観光振興体制

の構築 

実施体制案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

 

 

 

ウユニ南西部自治体観光モデル事業 支援体制案 

 

プロジェクト名：環ウユニ塩湖地域 観光人材育成プロジェクト 

プロジェクト期間：3年間 

対象地域：環ウユニ塩湖域内対象市（ポトシ県 Uyuni市、Colcha K 市、San Pablo de Lipez 市、San Augustin 市、

Llica市、Tahua市、Mojinete市、San Pedro de Quemez市、San Antonio de Esmoruco市、Tomave市、オルロ県 Salinas 

de Garcia-Mendoza市） 

実施機関：ポトシ県庁 

調整機関：観光副省（IDB等他ドナー事業との調整） 

協力機関：ポトシ県南西部市連合会（Mancomunidad Municipal, “Gran Tierra de los Lipez”）＋ウユニ市、トマ

ベ市 

受益者：ウユニ塩湖周辺観光事業関係者（ウユニ観光連合会、ガイド協会、ホテル協会、ツアーオペレーター協会、

生産者組合、民芸品生産者等） 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

観光振興により、雇用機会が拡大

される 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
プロジェクト目標 
観光人材の能力強化を通じてウ

ユニ塩湖沿岸地域の観光振興が

はかられる 
 

 
 20xx 年度までにウユ

ニを訪れる観光客数・

ホテル宿泊数 /滞在日

数が、20yy 年度に比し

て、zz％増となる。 
 

 IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化されると

ともに、環ウユニ全

体の PR 及び市場開

発が行われる。 
成果 

1 観光振興に係る地方行政能力

が強化される（ポトシ県庁、

市連合会およびウユニ市、ト

マベ市） 

 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、担当

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 月例会合が、20xx 年度

までに定期的に開催さ

れることになり、担当

者の 80％以上が常に

参加する。 
 201x 年 xx 月までに市

連合会の観光開発計画

が改編される。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 
 観光開発計画書（改編

版） 

IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化される。 

2 観光事業関係者の観光サービ

スに係る技術が向上し、質の

高い観光サービスが提供さ

れる 
 

 研修が、20xx 年度まで
に yy 回実施され、参加

者の 80％が Certificate
を取得する。 

 顧客評価手法が、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
に作成され、実施され

る（ベースライン～中

間評価～終了評価時）

サービス品質評価マニ

ュアルが、観光担当行

政関係者を中心とし

て、20xx 年度までに yy
種類作成される。 

 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 顧客評価調査報告書 
 サービス品質評価マニ

ュアル 

 

3  観光担当行政関係者と観光事

業者の協力により、新たな観

光商品の開発及び販売促進

できる体制が整う 
 

 ポテンシャル観光商品

インベントリーおよび

マップが、各市の観光

関係者によって、20xx
年度までに作成され、

観光関係者・観光客に

配布される。月例会合

が、20xx 年度までに定
期的に開催されること

になり、担当者の 80％
以上が常に参加する。 

 本プロジェクトを通じ

て、xx 種類の観光商品
が開発・実施され、イ

ベントが yy 回、ウユニ

市、ラパス市等にて開

催される。 

 四半期報告書・年次報

告書 
 会合議事録 
 観光商品・イベント関

連資料 

 

4 JICA 技プロチームによる技

術・運営指導の下、観光担当

行政関係者と民芸品等生産

者の協力により、特産品の開

発・販売促進ができる体制が

 技術研修が、20xx 年度
までに yy 回実施され、

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 ネットワーク化された

 四半期報告書・年次報

告書 
 技術研修報告書 
 試験販売実績報告書 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
整う 生産者グループ数関係

市連合を拠点とする生

産者グループが、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
にネットワーク化され

る。 
 試験販売向けのレベル

に達する獣毛およびそ

の他特産品が、20xx 年
度までに yy 種類開発

される。 
 開発された xx 種類の

獣毛およびその他特産

品が、20yy 年度までに

民芸品業者から納品の

注文を受ける。 
5  環境に対する地域住民の意識

啓発が図られ、湖畔美化が推

進される 

 xx 個のパイロット事

業が、20xx 年度までに
計画・実施される。 

 環境教育イベントが、

20xx年度までに yy回、

市連合会の各市におい

て開催される。 
 湖畔美化推進計画が、

市連合会を中心にし

て、20xx 年度までに作
成され、20yy 年度以降

の予算に計上される。 

 パイロット事業報告書 
 イベント開催記録 
 美化推進計画 

 

活動 
1.1 関連各市、市連合会の組織分

析・問題分析及び能力強化

に必要な支援の特定 
1.2 管理運営能力面のキャパシ

ティデベロップメントの実

施（研修及び OJT） 
1.3 観光事業関係者に対するキ

ャパシティデベロップメン

トの実施（研修プログラム

の策定、研修の実施） 
1.4 ウユニ塩湖の観光振興・管理
を目的としたステークホルダー

との定期会合の開催・協議 
1.5 市連合の観光開発計画を改

編する 

投入 
（日本側） 
 
4. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/
観光行政 

2) 人材育成 /観光サー
ビス 

3) 観光振興/観光商品 
4) その他研修テーマに

応じた短期専門家

（環境教育、特産品

関連技術、等） 
5. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

 
（ボリビア側） 
 
2. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
1) C/P 要員の配置（含む

人件費） 
2) プロジェクト事務所

の提供 
3) C/P 要員の活動にか

かる経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

 

2.1 観光サービスにかかる問題

分析の実施 
2.2 必要な技術研修プログラ

ム・内容及び対象者の決定 
2.3 観光事業関係者に対する研

修の実施（座学及び実地研

修の実施） 
2.4 顧客評価調査の実施 
2.5 サービス品質評価マニュア

ルの作成 

 

3.1 観光商品・資源調査、ポテン

シャル観光商品・インベント

リーの作成・観光マップの作

成（含むアグロツーリズム、
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
体験型観光、カルチュラル･

ツーリズム、塩セラピー等） 
3.2 アイデア検討のためのイベ

ント（コンクール等）の開

発・実施 
3.3 新たな観光商品の開発及び

モデル事業の実施・販売促進 
4.1 獣毛（特にリャマ毛）の

SWOT 分析 
4.2 特産品としての市場調査の実

施（含む獣毛以外の特産品

の可能性） 
4.3 協力生産者の特定、ネットワ

ーク化 
4.4 獣毛の強み（特徴）を生かし

た特産品及び獣毛以外（塩

等）の特産品開発・技術指

導・試験販売の実施 

 

5.1 コミュニティ参加型美化( 
現状分析、ゴミ拾い、ゴミ箱

設置、植栽等)パイロット事

業活動計画の作成・実施、モ

ニタリング･評価の実施 
5.2 パイロット活動を受け、コミ

ュニティ参加型美化(ゴミ

拾い、ゴミ箱設置、植栽等）

推進計画の作成 
5.3 地域における環境教育イベ

ントの実施 

 

 投入 
（日本側） 
 
1. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/
観光行政 

2) 人材育成 /観光サー
ビス 

3) 観光振興/観光商品 
4) その他研修テーマに

応じた短期専門家

（環境教育、特産品

関連技術、等） 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

 
（ボリビア側） 
 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
1) C/P 要員の配置（含む人

件費） 
2) プロジェクト事務所の

提供 
3) C/P 要員の活動にかか

る経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

前提条件 
ウユニ塩湖の観光振

興にかかる政府の政

策に変更がない 
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ポトシ県 
観光･文化局 

（含南西地域出先事務所） 

 
リペス広域市連合会 

（協力機関） 

対象各市の
tecnico 

 

 対象各市の
tecnico 

 Infotur職員、
CITETUR技
師等 

 

JICA技プロ  
日本人専門家  

(適宜ローカルリソースの雇用も想定) 

ウユニ観光連合会、ガイド関係者、ホテル関係者、レス
トラン関係者、旅行会社、生産者組合、民芸品生産者、
土産物店、博物館/美術館関係者、交通関係者等 

直接技術移転対
象者（ポトシ県南
西部地域 11市） 

研修対象者 
(観光事業者) 

 

約 40 名 

約 1800 名 

約 8 名 
JICA 技プロ専門家＋ポトシ県庁 

ＯＪＴ、テーマ別研修、本邦研修

等 

観光副省 

（調整機関） 

実施体制(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

図 4. 1 環ウユニ塩湖地域 人材育成支援体制(案) 

 
 
プロジェクト名： オルロ南部地域体験型観光振興プロジェクト 

プロジェクト期間：3年間 

対象地域：オルロ県南部コイパサ塩湖周辺地域（サリナス・ガルシア・メンドーサ市、チパヤ市、サバヤ市） 

実施機関：オルロ県庁（文化・観光担当局） 

調整機関：観光副省（IDB等他ドナー事業との調整） 

受益者：対象市及びオルロ市、ウユニ市内の観光事業関係者 （ガイド、ホテル事業者、ツアーオペレーター、レストラン

事業者・従業員、民芸品生産者等）、対象市住民等 

 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

観光振興により、対象 3 市の雇用

機会が拡大される 
  

 

プロジェクト目標 
コイパサ塩湖地域の対象 3 市に

おいて、体験型観光振興を通じ生

計手段が多様化される 

 対象 3 市における観光
関連分野の就業人口

が、201x 年までに xxx
人になる 

 IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

観光関連の組織制

度・人材が強化され

るとともに、当該地

域全体の PR 及び市

場開発が行われる。 
成果 

1. 体験型観光マネジメント体

制が構築される 
 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関関係者が協同で活動に当

たり（JICA 技プロチームから

 
 市職員向け研修が、

201x 年度までに yy 回
実施され、各市担当参

加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 官民連携による月例定

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 

 
上記 IDB による「コ

ミュニティ観光プロ

グラム」事業におい

て、観光分野が強化

される。 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
実施機関関係者への技術移

転：計画段階から実施に至るプ

ロセスを学ぶ）、受益者に研修

等を実施したり、協働活動を行

ったりする（受益者への技術移

転）） 

期会合が、20xx 年度ま
でに定期的に開催され

ることになり、担当者

の 80％以上が常に参

加する。 
 観光事業関係者向け研

修が、201x 年度までに
yy 回実施され、参加者

の 80％が Certificate を
取得する。 

2. 観光担当行政関係者と観光

事業者の協力により、新たな

観光商品が開発及び販売促

進ができる体制が整う。 
 
（JICA 技プロチーム、実施機関

関係者、受益者が協同で活動に

当たる（JICA 技プロチームか

ら実施機関関係者および受益

者への技術移転：計画段階から

実施に至るプロセスを学ぶ）） 

 ポテンシャル観光商品

インベントリーおよび

マップが、各市の観光

関係者によって、20xx
年度までに作成され、

観光関係者・観光客に

配布される。 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、担当

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 本プロジェクトを通じ

て、xx 種類の観光商品
が 20xx 年度までに開

発・実施され、イベン

トが yy 回、オルロ市、

ラパス市等にて開催さ

れる。 

 四半期報告書・年次報

告書 
 会合議事録 
 観光商品・イベント関

連資料 

 

3. 観光担当行政関係者（オルロ

県観光文化局、対象 3 市）に

より、体験型観光の観光客受

け入れのためのサービスが

向上する 
 
（JICA技プロチームおよび実

施機関関係者が協同で活動に

当たり（JICA 技プロチームか

ら実施機関関係者への技術移

転：計画段階から実施に至る

プロセスを学ぶ）、受益者に研

修等を実施する（受益者への

技術移転）） 

 研修が、20xx 年度まで
に yy 回実施され、各市

担当参加者の 80％が

Certificate を取得する。 
 研修を通じて、20xx 年

度までに 5 人の講師が
育成される。 

 顧客評価手法が、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
に作成され、実施され

る（ベースライン～中

間評価～終了評価時）。 
 サービス品質評価マニ

ュアルが、観光担当行

政関係者を中心とし

て、20xx 年度までに yy
種類作成される。 

 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 顧客評価調査報告書 
 サービス品質評価マニ

ュアル 

 

4. 観光担当行政関係者と食品

加工・民芸品等生産者の協力

により、特産品の開発・販売

促進ができる体制が整う。 
 
（JICA技プロチームおよび実

施機関関係者が協同で活動に

当たり（JICA 技プロチームか

ら実施機関関係者への技術移

転：計画段階から実施に至る

プロセスを学ぶ）、受益者に研

修等を実施したり、協働活動

を行ったりする（受益者への

 技術研修が、20xx 年度
までに yy 回実施され、

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 同地域を拠点とする生

産者グループが、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
にネットワーク化され

る。 
 試験販売向けのレベル

に達する特産品が、

20xx 年度までに yy 種

 四半期報告書・年次報

告書 
 技術研修報告書 
 試験販売実績報告書 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
技術移転）） 類開発される。 

 開発された xx 種類の

特産品が、20yy 年度ま

でに食品加工・民芸品

業者から納品の注文を

受ける。 
活動 
1.1 観光マネジメントにかかる

組織分析・問題分析及び能力

強化に必要な支援の特定 
（JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各受

益者グループ代表者の参加

を得ながら実施） 
1.2 管理運営能力面のキャパシ

ティデベロップメントの実

施（研修及び OJT） 
（JICA 技プロチームと県庁

が、対象 3 市行政関係者等に
対して実施） 

1.3 体験型観光の先行事例から

の学習（FAUTAPOの事例等） 
（JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各受

益者グループ代表者の参加

を得ながら実施） 
1.4 観光事業関係者に対するキ

ャパシティデベロップメン

トの実施（研修プログラムの

策定、研修の実施） 
 （JICA 技プロチームおよび実

施機関が、受益者に対して実

施） 

投入 
（日本側） 
 
4. 専門家派遣 

(ア) チーフアドバイザー/
観光振興・マネジメ

ント 
(イ) コミュニティ振興 
(ウ) 観光プロモーション/

マーケティング 
(エ) その他研修テーマに

応じた短期専門家

（観光サービス、特

産品関連技術、等） 
5. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

 
（ボリビア側） 
 
5. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
(ア) C/P 要員の配置

（含む人件費） 
(イ) プロジェクト事

務所の提供 
(ウ) C/P要員の活動に

かかる経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

 

2.1 観光商品・資源調査、ポテン

シャル観光商品・インベン

トリーの作成（含む体験型

観光、アグロツーリズム（キ

ヌア・リャマ・アルパカ）、

文化遺産等） 
（JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各

受益者グループ代表者の

参加を得ながら実施） 
2.2 アイデア検討のためのイベ

ント（コンクール等）の開

発・実施 
（JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各

受益者グループ代表者の

参加を得ながら実施） 
2.3 観光マーケティング調査、新

たな観光商品の開発及びモ

デル事業の実施、販売促進   
（JICA技プロチームおよび実

施機関が中心となり、各受

益者グループ代表者の参

加を得ながら実施） 

 

3.1 観光サービスにかかる問題分

析の実施 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
（JICA技プロチームおよび実

施機関が中心となり、各受

益者グループ代表者の参

加を得ながら実施） 
3.2 必要な技術研修プログラ

ム・内容及び対象者の決定 
（JICA 技プロチームおよ

び実施機関が中心となり、

各受益者グループ代表者の

参加を得ながら実施） 
3.3 観光事業関係者に対する研

修の実施（座学及び実地研

修の実施） 
（JICA 技プロチームおよび

実施機関が、受益者に対し

て実施） 
3.4 顧客評価調査の実施 

（JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各

受益者グループ代表者の

参加を得ながら実施） 
4.1 ポテンシャル商品・インベン

トリーの作成 
（JICA 技プロチームおよび実

施機関が中心となり、受益者

（食品加工・民芸品生産者）の

参加を得ながら実施） 
4.2 新規特産品の市場調査の実

施 
（JICA技プロチームおよび実

施機関が中心となり、受益

者（食品加工・民芸品生産

者）の参加を得ながら実

施） 
4.3 協力生産者の特定、ネット 

ワーク化 
（JICA技プロチームおよび実

施機関が中心となり、受益

者（食品加工・民芸品生産

者）の参加を得ながら実施） 
4.4 技術・デザイン指導 
（JICA技プロチームおよび実

施機関が、受益者（食品加

工・民芸品生産者）に対し

て実施） 
4.5 観光事業関係者ネットワー

クを通じた試験販売・PR の

実施 
(JICA 技プロチームおよび

実施機関が中心となり、各

受益者グループ代表者の

参加を得ながら実施） 

前提条件 
オルロの観光振興に

関わる政府の政策に

変更がない 
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実施体制案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：調査団作成 

オルロ南部体験型観光支援 実施体制(案) 

 
 
プロジェクト名： ポトシ産業観光促進プロジェクト 

プロジェクト期間：3年間 

対象地域：ポトシ県ポトシ市 

受入機関：観光副省 

実施機関：ポトシ県庁、ポトシ市 

受益者：ポトシ市観光事業関係者（ホテル協会、ガイド協会、ツアーオペレーター協会、民芸品生産者等）、鉱山労働者組

合等 (ウユニ市、プラカヨ市等ポトシ県内の産業観光資源を有する市) 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

観光振興により、雇用機会が拡大

される 
  

 

プロジェクト目標 
産業遺産を活用した観光マネジメ

ントの仕組みが構築される 

   

成果 

1.1 産業観光マネジメント体制が

構築される 

 組織分析・問題分析

の結果 
 産業観光マネジメン

ト組織の概要 
 研修内容及び実施

数・参加者等 
 定期会合の実績 
 姉妹都市提携の実績 
 開発した特産品・観

光商品 
 関連 PR 資材配布数、

展示場所 
 試験販売実績 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 
 特産品の販売記録 

 

1.2  産業観光の観光客受け入れの

ためのサービスが向上する 
 問題分析の結果 
 研修内容及び実施

数・参加者等（含む

実地研修の内容） 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録・報告書 

 

 

オルロ県 

(観光･文化局務所） 

 
対象各市の

tecnico 

主な投入 

1. 専門家チームの派遣 
 観光振興・マネジメント 

 コミュニティ振興 

 観光プロモーション･マーケ
ティング 

 その他テーマに応じた短期
専門家（環境サービス、

特産品開発技術等） 

2. 本邦研修 

3. 研修関連資機材等 

コミュニティ住民、ガイド関係者、ホテル関係者、旅行会

社、民芸品生産者など 

直接技術移転対
象者（オルロ県南

西 3市） 

研修対象者 
(ポテンシャル観
光従事者) 

 

 
ポテンシャル観
光施設関係者 
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
 育成された講師の

数・研修実施数 
 顧客の評価 

 顧客評価調査報告書 

1.3  新たな観光商品が開発及び認

知される 
 ポテンシャル観光商

品インベントリー 
 アイデア・コンクー

ルの成果 
 観光マーケティング

調査 
 発掘した観光商品及

び PR 資材 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 観光マーケティング調

査報告書 
 顧客評価調査報告書 

 

1.4 特産品が開発・認知される  特産品市場調査の実

施 
 開発された特産品 
 試験販売の実績 
 上記関連 PR 資材 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 観光マーケティング調

査報告書 
 顧客評価調査報告書 

 

1.5 ポトシ県内他市（プラカヨ市、
ウユニ市等）への産業観光展

開が試行される 

   

活動 
1.1.1 産業観光マネジメントにか

かる組織分析・問題分析及び

能力強化に必要な支援の特

定 
1.1.2 管理運営能力面のキャパシ

ティデベロップメントの実

施（研修及び OJT） 
1.1.3 観光事業関係者に対するキ

ャパシティデベロップメン

トの実施（研修プログラムの

策定、研修の実施） 
1.1.4 安全管理規定の作成 
1.1.5 ステークホルダーとの定期

会合の開催・協議 
1.1.6 開発した特産品及び観光商

品の PR、フェアへの参加等 
1.1.7 特産品 PR・販売にかかる観

光事業関係者との連携体制

構築 
1.1.8 顧客評価調査の実施 
1.1.9 姉妹都市締結の実施 

投入 
（日本側） 
 
6. 専門家派遣 

(ア) チーフアドバイザ
ー/観光振興・マネジ
メント 

(イ) 観光プロモーショ
ン/マーケティング 

(ウ) 観光サービス 
(エ) コミュニティ参加 
(オ) 組織強化/人材育成 
(カ) その他研修テーマ

に応じた短期専門

家（インタープリテ

ーション技術、特産

品関連技術、等） 
7. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

 
（ボリビア側） 
 
6. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
(ア) C/P 要員の配置

（含む人件費） 
(イ) プロジェクト事

務所の提供 
(ウ) C/P要員の活動に

かかる経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

 

1.2.1 観光サービスにかかる問題

分析の実施 
1.2.2 必要な技術研修プログラ

ム・内容及び対象者の決定 
1.2.3 観光事業関係者に対する研

修の実施（座学及び実地研修

の実施） 
1.2.4 観光事業関係者の中から研修

講師候補の選定・集中研修

（TOT）の実施 
1.2.5 顧客評価調査の実施 

 

1.3.1 ポテンシャル観光商品・イン
ベントリーの作成（含む体験

型観光、アグロツーリズム、

ヘリテージ･ツーリズム等） 
1.3.2 アイデア検討のためのイベ

ント（コンクール等）の開
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
発・実施 

1.3.3 観光マーケティング調査の実
施 

1.3.4 新たな観光商品の整備及び

PR の実施 
1.4.1 ポテンシャル商品・インベ 

ントリーの作成 
1.4.2 新規特産品としての市場調

査 
1.4.3 協力生産者の特定、ネット 

ワーク化 
1.4.4 技術・デザイン指導 
1.4.5 観光事業関係者ネットワー

クを通じた試験販売・PR の

実施 

前提条件 
ポトシの観光振興に

関わる政府の政策に

変更がない 
 

1.5.1 産業観光振興指針の策定 
1.5.2 他市における産業観光振興

計画の策定支援 
1.5.3 パイロット市の選定及び当

該市に対する産業観光振興

研修の実施・スタディツアー

の開催等 
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(4) 獣毛業分野・優先支援の PDM（案） 

上記①、②を技術協力プロジェクトで実施することを想定した場合の各々のプロジェクト概要は、

次 PDM（案）のとおりである。①については観光開発事業の１コンポーネントを想定していること
から、4.4 章に述べた事業案の該当部分をハイライトで示している。 

なお、本 PDM（案）は、本調査結果をふまえて作成された案であり、案件実施段階に際しての PDM
については詳細計画作成調査を別途行う必要がある。 

 

プロジェクト名： 南西ウユニ塩湖地域 自治体観光振興モデル構築事業 

プロジェクト期間：3 年間 

対象地域：ウユニ塩湖南西部（ポトシ県 Colcha K 市、Llica 市） 
実施機関：ポトシ県庁 
調整機関：観光副省（IDB 等他ドナー事業との調整） 
協力機関：ポトシ県南西部市連合会（Mancomunidad Municipal, “Gran Tierra de los Lipez”）  
受益者：Colcha K 市、Llica 市、CITETUR（ポトシ県権南西部市連合会の観光分科会）技術者、南西ウユニ塩湖周辺

観光事業関係者（ガイド、ホテル事業者、ツアーオペレーター、レストラン事業者・従業員、民芸品生産者等）  
要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 

上位目標 

観光振興により、対象２市の雇用

機会が拡大される 
  

 

プロジェクト目標 
ウユニ湖南西地域の対象 2 市に

おいて自治体観光振興モデルが

構築される 

 各市が観光振興計画に

そって予算を申請・確

保し、201x 年度より実
施を始める。 

 振興報告書 
 年次予算書 

IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化されると

ともに、環ウユニ全

体の PR 及び市場開

発が行われる。 
成果 

1 対象 2 市での観光振興体制

が強化される 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施した

り、協働活動を行ったりする（受

益者への技術移転）。 

 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、各市

担当参加者の 80％が

Certificate を取得する。 
 官民連携による月例定

期会合が、20xx 年度ま
でに定期的に開催され

ることになり、担当者

の 80％以上が常に参

加する。 
 各市の観光振興計画

（入湖料管理体制を含

む）が、各市の観光関

係者によって 20xx 年

xx 月までに作成され

る。 
 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 
 振興計画書 

IDB による「コミュ

ニティ観光プログラ

ム」事業において、

「県観光委員会」が

設立・強化される。 

2  観光担当行政関係者（ポトシ

県観光文化局、コルチャカ市

及びリイカ市）により、サー

ビス向上研修実施体制及び

品質評価手法が確立される 

 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、各市

担当参加者の 80％が

Certificate を取得する。 
 研修を通じて、20xx 年

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 顧客評価調査報告書 
 サービス品質評価マニ
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施する

（受益者への技術移転）。 

度までに 10 人の講師
が育成される。 

 顧客評価手法が、観光

担当行政関係者を中心

として、20xx 年度まで
に作成され、実施され

る（ベースライン～中

間評価～終了評価時）。 
 サービス品質評価マニ

ュアルが、観光担当行

政関係者を中心とし

て、20xx 年度までに yy
種類作成される。 

ュアル 

3  観光担当行政関係者と観光事

業者の協力により、新たな観

光商品が開発及び販売促進

ができる体制が整う。 
JICA 技プロチーム、実施機関関

係者、受益者が協同で活動に当た

る（JICA 技プロチームから実施

機関関係者および受益者への技

術移転：計画段階から実施に至る

プロセスを学ぶ）。 

 
 ポテンシャル観光商品

インベントリーおよび

マップが、各市の観光

関係者によって、20xx
年度までに作成され、

観光関係者・観光客に

配布される。 
 研修が、20xx 年度まで

に yy 回実施され、担当

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 本プロジェクトを通じ

て、xx 種類の観光商品
が 20xx 年度までに開

発・実施され、イベン

トが yy 回、ウユニ市、

ラパス市等にて開催さ

れる。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 会合議事録 
 観光商品・イベント関

連資料 

 

4 観光担当行政関係者と民芸品

等生産者の協力により、特産

品の開発・販売促進ができる

体制が整う。 
JICA 技プロチームおよび実施機

関関係者が協同で活動に当たり

（JICA 技プロチームから実施機

関関係者への技術移転：計画段階

から実施に至るプロセスを学

ぶ）、受益者に研修等を実施した

り、協働活動を行ったりする（受

益者への技術移転）。 

 
 技術研修が、20xx 年度

までに yy 回実施され、

参 加 者 の 80 ％ が

Certificate を取得する。 
 各市を拠点とする生産

者グループが、観光担

当行政関係者を中心と

して、20xx 年度までに
ネットワーク化され

る。 
 試験販売向けのレベル

に達する獣毛およびそ

の他特産品が、20xx 年
度までに yy 種類開発

される。 
 開発された xx 種類の

獣毛およびその他特産

品が、20yy 年度までに

民芸品業者から納品の

注文を受ける。 

 
 四半期報告書・年次報

告書 
 技術研修報告書 
 試験販売実績報告書 

 

活動 
1.1 関連各市の観光振興体制に

かかる組織分析・問題分析

及び能力強化に必要な支援

の特定 
（JICA 技プロチームおよび実施

投入 
（日本側） 
 
6. 専門家派遣 

1) チーフアドバイザー/
観光振興 

 
（ボリビア側） 
 
3. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
1) C/P 要員の配置（含む
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
1.2 管理運営能力面のキャパシ

ティデベロップメントの実

施（研修及び OJT） 
（JICA 技プロチームと県庁が、

対象２市行政関係者、CITETUR
メンバー等に対して実施） 
1.3 観光事業関係者に対するキ

ャパシティデベロップメン

トの実施（研修プログラム

の策定、研修の実施） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者に対して実施） 
1.4 各市の観光振興計画を策定

する（入湖料の運営管理体

制を含む） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 

2) 観光サービス 
3) 観光商品開発 
4) その他研修テーマに

応じた短期専門家

（コミュニティ参

加、特産品関連技術、

等） 
7. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等 

人件費） 
2) プロジェクト事務所

の提供 
3) C/P 要員の活動にか

かる経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設

立 

2.1 観光サービスにかかる問題

分析の実施 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.2 必要な技術研修プログラ

ム・内容及び対象者の決定 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.3 観光事業関係者に対する研

修の実施（座学及び実地研

修の実施） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者に対して実施） 
2.4 顧客評価調査の実施 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
2.5 サービス品質評価マニュア

ルの作成 

 

3.4 観光商品・資源調査、ポテン

シャル観光商品・インベント

リーの作成・観光マップの作

成（含むコミュニティツーリ

ズム、アグロツーリズム、体

験型観光、カルチュラル･ツ

ーリズム、塩セラピー等） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
3.5 アイデア検討のためのイベ

ント（コンクール、環境教育
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要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
イベント等）の開発・実施 

（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
3.6 新たな観光商品の開発及び

モデル事業の実施、販売促進   
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、各受益者グル

ープ代表者の参加を得ながら実

施） 
4.1 特産品としての市場調査の実

施（含む獣毛以外の特産品の可能

性） 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、受益者（民芸

品生産者）の参加を得ながら実

施） 
4.2 協力生産者の特定、ネットワ

ーク化 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が中心となり、受益者（民芸

品生産者）の参加を得ながら実

施） 
4.3 獣毛の強み（特徴）を生かし

た特産品及び獣毛以外（塩

等）の特産品開発・技術指導 
（JICA 技プロチームおよび実施

機関が、受益者（民芸品生産者）

に対して実施） 
4.4 観光事業関係者ネットワーク

を通じた試験販売の実施・

評価、販売促進 
(JICA技プロチームおよび実施機

関が中心となり、各受益者グルー

プ代表者の参加を得ながら実施） 

前提条件 
ウユニ塩湖の観光振

興にかかる政府の政

策に変更がない 
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ポトシ県 
観光･文化局（含南
西地域出先事務所） 

リペス市連合会（調
整機関） 

 
対象各市の

tecnico  
CITETUR技
師等 

JICA技プロ 
日本人専門家 

(適宜ローカルリソースの雇用も
想定) 

ガイド関係者、ホテル関係者、レストラン関係者、民芸品生産

者、土産物店、ウユニ観光連合会、旅行会社等 

成果 1.1～1.4の 
直接技術移転対象
者（ポトシ県南西部

地域 2市） 

成果 1.2～1.4 
研修対象者 
(観光事業者) 

約 10 名 

約 50 名 

約 8 名 

JICA技プロチーム（専門家＋C/P） 

OJT、テーマ別研修、本邦研修等 

成果 1.1 
各種調整及びOJTを
通じた観光振興体制

強化 

連携・調整 

主に研修を受け指導者と

なる CITETUR技師、各市

の tecnico を通じ、体制強

化(成果 1.1)と、成果 1.2～

1.4の展開を目指す 

技プロチームが研修の

計画～実施までをC/P

と共に実施 

成果 1.2 
サービス向上 

成果 1.3 
新たな観光商品

開発 

成果 1.4 
特産品の開発 

研修を受けた技師

が技プロチーム協

力のもとに研修 

他市への展開可能な観

光マネジメント・モデル事

例とする。（プロジェクト目

標） 

※ 観光商品の開発（成果 1.3）、市場調査の実施（成果1.4）、顧客評価の実施（成果1.2）等も実地研修の一貫として、研

修受益者と共に実施することで、プロジェクト終了後にも継続・展開可能な技術の習得度を高めることを想定。 

成果 1.1 
観光振興体制

の構築 

観光事業者間ネットワー

クを活用して特産品の試

験販売のしくみを構築 

実施体制（案） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査団作成 

特産品開発支援を観光開発プロジェクトの１コンポーネントとして実施する場合の体制 
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プロジェクト名：「小規模紡績振興プロジェクト」PDM(案)     

プロジェクト期間：3 年間 
対象地域：ポトシ県 
受入機関：ポトシ県庁 
実施機関：ポトシ県庁（SEDAG）を通じ、各市の AZCCA(市レベルのラクダ科生産者組合)連合 
受益者：製糸グループおよび民芸品生産者 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標 

地域資源の活用により民芸品生産

者の生計が向上する 
  

 

プロジェクト目標 
地域内で民芸品に適した糸の調達

を可能とし、地域の特徴を活かし

た民芸品生産が活発化する 

   

成果 

1.1 生産者グループの支援体制が
構築・強化される 

 組織分析・問題分析の結

果 
 研修内容及び実施数・参

加者等 
 定期会合の実績 
 開発した特産品・観光商

品 
 関連 PR 資材配布数、展

示場所 
 試験販売実績 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録 
 定期会合の議事録 
 特産品の販売記録 

 

1.2  効率的な半マニュアル紡績技
術・手法が確立される 

 研修実績 
 改良された製品実績 
 作成されたマニュアル 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 作成されたマニュアル 

 

1.3  原毛の付加価値化が実現され
る 

 研修実績 
 改良された製品実績 
 作成されたマニュアル 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 

 

1.4 半手紡ぎ糸の特産品サンプル

が開発・周知される 
 開発された糸及び特産

品 
 試験販売の実績 
 上記関連 PR 資材 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 顧客評価調査報告書 

 

1.5  生産者グループ間のネットワ
ークの構築 

 構築されたネットワー

クの活動実績 
 研修内容及び実施数・参

加者等（含む実地研修の

内容） 

 関係者との面談 
 四半期報告書・年次報

告書 
 研修実施記録・報告書 
 ネットワークの活動記

録 

 

活動 
1.1.1 県・AZCCA において組織分

析・問題分析及び能力強化に

必要な支援の特定 
1.1.2 企業家支援のためのキャパ

シティデベロップメントの

実施（研修及び OJT） 
1.1.3 ステークホルダーとの定期

会合の開催・協議 
1.1.4 開発した糸の PR、各種フェ

アへの参加等 
1.1.5 生産者グループ間の連携体制

構築 
1.1.6 顧客評価調査の実施 

投入 
（日本側） 
 
1. 専門家派遣 

(ア) チーフアドバイザー/
組織強化 

(イ) 獣毛加工/製糸技術 
(ウ) 特産品開発/市場開発  
(エ) その他研修テーマに応

じた短期専門家 
2. 研修員受け入れ 
3. 必要資機材等（半マニュア
ル糸つむぎ機材など） 

 
（ボリビア側） 
 
1. プロジェクト実施ユニッ
トの構築 
1) C/P 要員の配置（含む人件
費） 
2) プロジェクト事務所の提
供 
3) C/P 要員の活動にかかる
経費 
 
2. プロジェクト支援機関 

1) 合同調整委員会の設
立 

 

1.2.1 糸つむぎ手法の現状分析・ポ  



 添付資料-3 

添付 3-29 

 

ポトシ県 
SEDAG 

 

 市レベルラクダ
科生産者グルー

プ  

JICA技プロ  
日本人専門家  

(適宜ローカルリソースの雇用も想定) 

生産者グループ(主に女性グループ) 
メンバー 

直接技術移転対象者（ポ
トシ県西部地域ラクダ科生
産者組合 ARCCA加盟生

産者グループ 

研修対象者 
(観光事業者) 

 
約 1430 世帯 

JICA 技プロ専門家＋ポトシ県庁 

ＯＪＴ、テーマ別研修、本邦研修

等 

市レベルラクダ科
生産者グループ 

市レベルラクダ科
生産者グループ 

約 30名 

要 約 指 標 指標の入手手段 外部条件 
テンシャルのある手法・機材

の特定 
1.2.2 糸つむぎ生産者グループへ

の研修の実施 
1.2.3 実践を通じた技術改良 
1.2.4 改良された技術の普及マニ

ュアルの作成により生産者

グループ間での品質標準化 
1.3.1 原料となる原毛の品質確保
のための各種技術指導（選別・品

質管理、毛刈り技術・飼育管理の

向上等） 
1.3.2 モデル農家における実践研
修の実施 
1.3.3 改良された技術の普及マニ

ュアルの作成により生産者

グループ間での品質標準化 

 

1.4.1 改良したつむぎ糸の生産・販
売促進 
1.4.2 民芸品生産者グループとの
連携による特産品の開発・生産 
1.4.3 PR の実施 

前提条件 
リャマ毛活用に

かかる政府の意

向に変更がない 

1.5.1  1.4 を踏まえた生産者グル
ープ間のネットワークの構

築（糸の需要と供給を目指

す） 

 

 
実施体制 (案) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

出典：調査団作成 

小規模紡績振興を支援する場合の実施体制(案) 
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