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イニシアチブの位置 

 

 
 

 

番

号 
イニシアチブ名 商品・サービス 県 市町村名 

1 スサ（Susa）  クリーン・プロダクト クンディナマルカ スサ 

2 パイパ/ソタキラ（Paipa/Sotaquira） パイパのチーズ ボジャカ パイパ/ソタキラ 

3 フィランディア（Filandia）  キンディオの道フェスティバル キンディオ 
フィランディア及

び県内他市 

4 サンビセンテ（San Vicente）  フィケの手工芸品 アンティオキア サンビセンテ 

5 ビジャビエハ（Villavieja）  天体観光 ウイラ ビジャビエハ 

6 ラ・チャンバ（La Chamba）  ラ・チャンバの黒色伝統陶器 トリマ グアモ 

7 モンポックス（Mompox）  
モンポックス観光/フィリグラナ銀ア

クセサリー 
ボリバル モンポックス 

8 トゥチン（Tuchín）  
トゥチンのカーニャ・フレチャ帽子/

民芸品 
コルドバ トゥチン 

9 ティエラデントロ（Tierradentro）  ティエラデントロ民族観光(*) 
カウカ インサ/パエス 



10 
ヌード・デ・ロス・パストス（Nudo de 

los Pastos）  
太陽の祭りインティ・ライミ(*) ナリーニョ 

ヌード・デ・ロス・

パストス 

11 シブンドイ（Sibundoy）  シブンドイ谷の農業・環境観光(*) プトゥマヨ シブンドイ 

12 ソコロ（Socorro）  粉末赤砂糖 サンタンデル ソコロ 

(*)10～12 の 3 イニシアチブは JICA 関係者立入不可地域

 



略 語 表 

 

略 語 英語 / スペイン語 日本語 

ADC Artesanias de Colombia コロンビア民芸品公社 

APC 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia 

コロンビア大統領府国

際協力庁 

C/P Counterpart / Contraparte カウンターパート 

DNP Departamento Nacional de Planeación 国家企画庁 

DNP-DDTS DNP-Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
国家企画庁 持続的地域

開発局 

DPS Departamento de Prosperidad Social 社会繁栄庁 

EU European Union/Unión Europea 欧州連合 

FARC 
Revolutionary Armed Forces of Colombia / Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia 
コロンビア革命軍 

FONTUR Fondo Nacional de Turismo 国家観光基金 

IDP Internally Displaced Persons 国内避難民 

JCC/CCC 
Joint Coordination Committee / Comité de 

Coordinación Conjunta 
合同調整委員会 

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 商工業観光省 

Min.Ag Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 農業農村開発省 

Min.Cultura Ministerio de Cultura 文化省 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

OECD-DAC 
Organization for Economic Cooperation and 

Development - Development Assistance Committee

経済協力開発機構開発

援助委員会 

OJT On-the-Job Training 
オン・ザ・ジョブ・トレー

ニング 

OS 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias 

連帯組織特別行政ユ

ニット 

OVOP One Village One Product 一村一品 

PCM / MCP 
Project Cycle Management / Manejo de Ciclo del 

Proyecto 

プロジェクト・サイク

ル・マネジメント 

PDM / MDP 
Project Design Matrix / Matriz del Diseño de 

Proyecto 

プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス 

PO Plan Operativo 活動計画 

PS Prosperidad Social 社会繁栄庁 

R/D Record of Discussion / Registro de Discusión 実施合意文書 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 国家職業訓練庁 

SNS Social Networking Service 
ソーシャル・ネットワー

キング・サービス 
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中間レビュー結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：コロンビア共和国 
案件名：コロンビア共和国一村一品（OVOP）推進プ

ロジェクト 

分野：都市開発・地域開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部農業・農村開発第一

グループ第一チーム 
協力金額（中間レビュー時点）：3 億 1,000 万円 

協力期間 

 

2014 年 3 月 1 日～2018 年 2 月

28 日（4 年間） 

（R/D）: 2013 年 3 月 27 日 

先方関係機関： 国家企画庁（DNP）、農業農村開発省

（Min.Ag.）、商工業観光省（MINCIT）、文化省

（Min.Cultura）、社会繁栄庁（PS） 、国家職業訓練庁

（SENA）、コロンビア民芸品公社（ADC）、連帯組織

特別行政ユニット（OS）、コロンビア大統領府国際協

力庁（APC） 

 他の関連協力：草の根・人間の安全保障無償資金協力

１－１ 協力の背景と概要 

コロンビア共和国（以下、「コロンビア」と記す）では、政府とコロンビア革命軍（Revolutionary 

Armed Forces of Colombia：FARC）間の半世紀以上にわたる国内紛争がようやく終結しつつあり、

政治・社会の復興・安定が今後の大きな課題となっている。なかでも、紛争の再発防止のため、

紛争の構造的要因である社会的・経済的格差是正のための施策が求められている。 

このような社会背景の下、コロンビア政府は 2009 年に一村一品運動（One Village One Product：

OVOP）の推進を開始した。OVOP 推進の目的は、国内紛争で疲弊した地方部の経済を再振興す

るだけでなく、紛争の被害者や社会的弱者を含む地域住民相互の信頼を回復することである。

OVOP 運動の開始後、コロンビア政府は JICA との協力の下、OVOP セミナーの開催、中央省庁

による OVOP 中央委員会の設置など、OVOP 推進メカニズムの構築を図った。JICA からは個別

専門家 2 名（一村一品運動推進、地域振興）の派遣、国別研修（一村一品運動推進）の実施、OVOP

中央委員会による重点 12 イニシアチブ（＊）選定の支援などの協力がなされた。 

その後 JICA は、OVOP コロンビア推進のためのより本格的な協力として、2014 年 3 月に、技

術協力プロジェクト「一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト」（以下、「本プロジェク

ト」と記す）を開始した。カウンターパート（Counterpart：C/P）は中央省庁全 9 機関で、主要

C/P 機関は国家企画庁（Departamento Nacional de Planeación ：DNP）である。プロジェクトサイ

トとして、OVOP 中央委員会にて選定された 12 イニシアチブが設定されている。 

本プロジェクトの目的は、コロンビアにおける地域開発戦略としてのインクルーシブな地域開

発モデルを構築することである。これを実現するため、国・県・市レベルにおける組織の能力強

化や、イニシアチブ住民への支援が進められている。具体的には、イニシアチブ住民が行う各種

活動への支援、そのモニタリング、アクションプランの策定と実施、本邦研修及び第三国研修の

実施、全国セミナーの実施などである。 

本プロジェクト実施にあたっては、各イニシアチブの商品・サービスの「商品力の強化」と、
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より多数の地域住民が裨益するための「住民参加/社会的包摂」の二つの方向性が重視されている。

両者がバランスよく実現することによって、地域全体が経済的・社会的に活性化することがめざ

されている。すなわち、地域の経済活性化の可能性拡大と同時に、その地域で暮らす紛争被害者

や投降兵士、障がい者、先住民などさまざまな属性をもつコミュニティ住民間の共生・融和・連

帯が強化されることが期待されている。 

こうしたなか、これまでのプロジェクト活動の実績・成果を確認し、プロジェクト期間後半へ

の提言を導くため、本中間レビューが実施された。 

 
（＊）イニシアチブとは、地域特産の商品、サービスを通じてその地域の発展を促進する、コミュニティ内の組織、団

体、グループを指す。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトでは、12 の地方コミュニティにおいて、地域産品の活用による地域経済の再活

性化とコミュニティ住民間の信頼関係の構築・回復を目的として、OVOP の理念・原則に基づい

た地域開発のための支援を行う。具体的には、「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の二

つの方向性実現のための支援を行う。支援内容は、OVOP 推進のための中央政府レベルにおける

体制構築と能力強化、市役所・県庁など地方レベルにおける OVOP 推進体制の強化、そしてイニ

シアチブ住民への能力強化である。これらの支援によって得られた成果を活用して、インクルー

シブな地域開発モデルを構築し、コロンビアの地域開発推進に寄与することが期待されている。

 

 (1)  上位目標 

  コロンビアの平和に貢献する地域再生のためのコミュニティの社会的結束と自立が強

化される。 

 

 (2)  プロジェクト目標 

  コロンビアにおける地域開発政策の戦略として、OVOP 運動の原則に基づいた、インク

ルーシブな地域開発モデルが構築される。 

 

 (3)  成 果 

成果 1： OVOP を推進する中央レベルの体制とアクターの能力が強化される。 

成果 2： イニシアチブを通して OVOP を推進するローカルレベルの体制とアクターの

能力が形成・強化される。 

成果 3： ビジネスプランの実施を通して、イニシアチブ商品・サービスの開発・販売・

運営のための能力を向上させる。 

成果 4： イニシアチブでの経験をベースにして、OVOP 地域開発モデルの推進のための

戦略と方法論のドキュメントを作成し普及させる。 
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（4） 投入（中間レビュー時点） 

 

日本側：総投入額 3 億 1,000 万円 

 

長期専門家派遣（業務調整/研修計画）： 1 名（合計 29.47 人月） 

短期専門家派遣（チーフアドバイザー/地域開発）： 1 名（合計 11.53 人月） 

短期専門家派遣（コミュニティ開発/社会的包摂）： 3 名（合計 8.4 人月） 

短期専門家派遣（中小企業ビジネス支援）： 1 名（合計 1.33 人月） 

短期専門家派遣（マーケティング）： 1 名（合計 8.10 人月） 

研修員受入（本邦研修）： 33 名 

研修員受入（第三国研修）： 13 名 

機材供与： 57 万 6,205 円 

在外事業強化費： 4,940 万 8,961 円 

  

コロンビア側： 

カウンターパート配置： 38 名（中央省庁 C/P の 9 機関の合計） 

施設提供： ① プロジェクト事務所 1 カ所（事務所代、電話、イ

ンターネット、光熱費は DNP が負担） 

② ADC、OS、キンディオ県商工会議所内に日本人短

期専門家兼ローカルコーディネーター用の執務場

所各 1 カ所の提供（インターネット、光熱費は各

C/P 機関が負担） 

ローカルコスト負担： 5 億 2,763 万 8,832 コロンビアペソ 

  
 

２．中間レビュー調査団の概要 

日本側 

団長 上田 隆文 JICA 国際協力専門員（民間セクター開発）

平和構築/社会的包摂 小向 絵理 JICA 国際協力専門員（平和構築） 

協力企画 中条 真帆 
JICA農村開発部農業・農村開発第一グルー

プ第一チーム/副調査役 

評価分析/事例調査 奥田 桐子 有限会社人の森/評価分析コンサルタント

なお、本中間レビューは上記の日本側調査者と以下のコロンビア側メンバーから成る合同評価

チームによって実施された。 

コロンビア側 

OVOPコーディ

ネーター 

Ms. María Carolina 

Amador Silva 

国家企画庁持続的地域開発局 

（Departamento Nacional de Planeación 

-Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible：DNP-DDTS） 

OVOPコーディ

ネーター 

Ms. María 

Fernanda Vargas 

Arteaga 

DNP-DDTS 
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援助受入部 専

門職 

Ms. Liliana 

Margarita Sánchez 

Contreras 

コロンビア大統領府国際協力庁（Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia：APC） 

特別専門職 

Ms. Martha 

Carolina González 

Ortega 

APC機関間連携部 

調査期間  2016 年 8 月 6 日〜2016 年 9 月 4 日 評価種類：中間レビュー評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1） 成果の達成状況 

成果 1：OVOP を推進する中央レベルの体制とアクターの能力が強化される。 

達成度：部分的に達成されている。 

・ OVOP中央委員会の役割と規則を示すコンセプトペーパーが 2016年 3月に完成した。

・ OVOP 中央委員会を構成する C/P 機関別のアクションプランが策定された（2015 年

7 月）。他方、C/P 機関によってプロジェクトへのコミットメントに大きな差がある

ため、2016 年は一部の C/P 機関によるアクションプラン実施にとどまっている。 

・ OVOP 中央委員会の場を活用し、各 C/P 機関の活動状況が定期的に共有されてきた

が、C/P 機関ごとのアクションプラン実施状況モニタリングのためのツールは十分

活用されていない。 

・ 本邦研修及び第三国研修を通じて、OVOP 中央委員会の組織能力の強化を実施中で

ある。 

 

成果 2： イニシアチブを通して OVOP を推進するローカルレベルの体制とアクターの能

力が形成・強化される。 

達成度：おおむね達成されている 

・ 12 イニシアチブのうち 10 イニシアチブで、県レベル/市レベルの OVOP 委員会が設

置された。 

・ アクションプランのモニタリングが月１回程度、プロジェクトが雇用したローカル

コーディネーターにより実施中である。 

・ 県レベル/市レベルの OVOP 委員会メンバー及びイニシアチブの生産者グループメン

バーを中心に、本邦研修/第三国研修に合計 25 名が派遣され、能力強化が図られた。

 

成果 3： ビジネスプランの実施を通して、イニシアチブ商品・サービスの開発・販売・運

営のための能力を向上させる。 

達成度：部分的に達成されている。 

・ 本中間レビュー時までに、ビジネスプラン策定優先 3 イニシアチブの選定や、共同

ビジネスプラン策定研修などが実施された。 

・ 本中間レビューにより、上記の成果 3 及び指標の見直しを行った。その結果、イニ

シアチブレベルでの活動においても、「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」
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の方向性がより明確となるよう成果 3 及び指標が調整された。 

・ 「ビジネスプラン」の定義が曖昧だったため、本中間レビューにより、「ビジネス

プラン」の再定義を行い、これに合わせて関連指標を調整した。 

 

成果 4： イニシアチブでの経験をベースにして、OVOP 地域開発モデルの推進のための戦

略と方法論のドキュメントを作成し普及させる。 

達成度：部分的に達成されている。 

・ OVOP 推進のための戦略ドラフトが作成されているが、今後正式文書として策定す

る必要がある。 

・ コンセプトペーパー、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：

PDM）ワークショップ実施ガイドライン、全国セミナー報告書、イニシアチブ活動

の好事例を集めた「グッドプラクティス集」など、OVOP 実行のための戦略文書の

一部が作成された。 

・ ウェブサイト開設、ニュースレター発行、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（Social Networking Service：SNS）での情報発信など OVOP 活動促進のためのツー

ルが作成された。 

・ 各イニシアチブでの活動・経験の共有のため、2015 年 12 月に第 1 回全国セミナー

が開催された。2016 年以降も毎年実施される予定である。国際セミナーは 4 年次に

計画されている。 

 

（2） プロジェクト目標の達成状況 

達成見込み：達成見込みはやや高い 

・ コロンビア各地に応用可能な「インクルーシブな地域開発モデル」構築に向けた以

下の取り組みが着実に進められているため、プロジェクト目標達成の見込みはやや

高い。 

・ 中央 C/P 機関主導によって地域開発モデルを構築するという、プロジェクト開始時の

想定を見直した。プロジェクト後半は県モデルによる試行にも注力する必要がある。

・ 現在は、イニシアチブや県・市での実際の取り組みから抽出された好事例・教訓を

もとにした、より実践的なモデルの構築がめざされている。 

・ 「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の二つの方向性がバランスよく実現す

るよう、PDM や投入要素の修正がなされた。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1） 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

・ コロンビアでは特に地方農村部における社会的・経済的安定と復興に向けて、コ

ミュニティ住民相互の信頼関係回復及び共同体の強化が必要とされている。こうし

たニーズは引き続き高く、プロジェクトとの整合性は高い。 

・ 本中間レビュー期間中に、政府と FARC との間で和平合意文書への署名が交わされ

たため、今後のポストコンフリクトへの支援において、上記のニーズは一層高まる
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ことが見込まれる。 

・ コロンビア政府の「国家開発計画 2010-2014」に続き、「国家開発計画 2014-2018」

においても引き続き地方開発が重視され、「第 5 章 競争力・戦略的インフラ」中に、

地域開発手法のひとつとして OVOP の推進が明記された。よって、コロンビアの国

家政策との整合性は引き続き高い。 

 

（2） 有効性（予測） 

プロジェクトの有効性は、現時点ではやや高いと予測される。 

・ 3－1(2)のとおり、プロジェクト目標の達成見込みは高い。 

・ 成果 1 から 4 の達成度を高めることによって、インクルーシブな地域開発モデルの

構築が達成される可能性は高い。 

・ 一方で今後は、中央 C/P 機関と生産者グループへの支援だけでなく、県・市など地

方組織の能力強化にも一層注力することが求められる。 

 

（3） 効率性 

プロジェクトの効率性は、中程度である。 

・ 成果 1、成果 2 及び成果 4 については、プロジェクト終了までの達成が期待できる。

・ 成果 3 については、プロジェクト終了までの達成に向けて、具体的な方策を再検討

する必要がある。 

・ R/D 締結に想定以上の時間がかかったため、詳細計画策定調査実施からプロジェク

ト開始まで 1 年 7 カ月を要した。このため、プロジェクト開始時に、当初予定して

いたプロジェクト体制や人材の確保が困難となり、円滑な活動実施に影響が出た。

・ チーフアドバイザーの専門分野（地域開発）は適切であった。他方、調達不調により

着任が予定より 3 カ月半遅れたため、プロジェクト開始時に多少の不都合が生じた。

・ そのほかの投入の量、質、タイミングは、ほぼ適切だった。 

 

（4） インパクト（予測） 

プロジェクトのインパクトは、中程度である。 

・ 現時点で上位目標の達成度合いを予測することは時期尚早である。 

・ 上位目標が達成されるためには、地域開発モデルの他地域への展開方法を想定して

おく必要がある。 

・ 波及効果については、既にイニシアチブの近隣コミュニティからの OVOP に関する

問い合わせや、地方の大学・財団などからの連携の申し出が確認されている。 

 

（5） 持続性（見込み） 

プロジェクトの持続性は、現時点では評価する段階には至っていない。 

・ OVOP 推進はコロンビアの国家開発計画との整合性が高い。また、今後のポストコ

ンフリクト支援において、これまで以上に地方部の経済的・社会的開発の重要性が

増すと予想される。よって、政策・制度面での持続性はある程度見込まれる。 

・ 一方、組織・財政面での持続性確保には課題が残る。OVOP 活動の持続のため、プ
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ロジェクトへのコミットメントの高い組織の体制を再構築することが求められる。

また、イニシアチブ活動から得られた好事例・教訓の蓄積と活用方法の検討も必要

である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1） 計画内容に関すること 

・ コミットメントの高いコロンビア民芸品公社（Artesanias de Colombia：ADC）と連

携組織特別行政ユニット（ United Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias：OS）に対し、日本人短期専門家とローカルコーディネーターによる支援

を強化した。これにより ADC、OS のプロジェクトへの関与が活性化され、プロジェ

クトの効率性が向上した。 

・ 本邦研修・第三国研修、OVOP 以外の地域開発分野の課題別研修に参加した OVOP

関係者が、OVOP 運動推進を活発化させている。 

 

（2） 実施プロセスに関すること 

・ 「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の重要性を繰り返し説明することで、

C/P 機関をはじめ関係者への浸透を図った。これにより、高い有効性と効率性への

貢献につながった。 

・ 各イニシアチブの現状と商品・サービスの性質に沿った支援アプローチと支援活動

が行われた。これにより、複数のイニシアチブで OVOP 運動が活性化し、高い有効

性に寄与した。 

・ 県・市レベルでの OVOP 推進活動を強化した。これが各地の事情に応じた OVOP

推進体制の構築につながった。 

 

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 

・ プロジェクトにかかわる関係機関及び関係者が多いため、調整コストが高い。調整

コスト削減のため、適時、実施体制の見直しが図られた。 

 

（2） 実施プロセスに関すること 

・ イニシアチブの数（12 カ所）と地理的位置が要因となり、プロジェクトメンバーや

C/P が頻繁に現場を訪問することが難しい。 

・ 中央省庁の九つの C/P 機関のなかには、プロジェクトへのコミットメントが低い機

関がある。C/P 別のアクションプラン実行に支障がでているため、今後の関与の仕

方を検討する必要がある。 

・ OVOP 中央委員会の 2016 年版アクションプラン策定が未完了である。プロジェク

トチームにより早急に策定される予定である。 

・ 「ビジネスプラン」の定義が不明確だったため、ビジネスプラン策定・実施に関す

る評価方法が曖昧であった。本中間レビューでこの点を整理し、C/P と共有された。
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３－５ 結 論 

本プロジェクトは、コロンビア側の開発政策及び日本側の援助政策と整合している。また、対

象地域のニーズとも整合している。よって、その妥当性は高い。 

有効性（予測）については、他地域に展開可能な「インクルーシブな地域開発モデル」が構築

される可能性が高まっている。 

効率性は中程度と判断された。これは成果 3 を達成するために、今後具体的な方策の検討が必

要なためである。 

インパクト（予測）は中程度と判断された。これは、既に発現している波及効果がある一方で、

現時点で上位目標の達成度を想定することは難しいためである。 

持続性に関しては、まだ評価する段階にはない。政策面での持続性は一定程度期待できる一方

で、持続性を担保する体制構築や予算措置の課題が残る。 

なお、残りのプロジェクト期間に必要な取り組みを明確化するため、中間レビュー調査団によ

り以下の提言が示された。 

 

３－６ 提 言 

（1） 地域開発モデルの定義 

プロジェクト目標として設定されている「OVOP 運動の原則に基づいた、インクルーシ

ブな地域開発モデル」の具体的内容がこれまで明確化されてこなかったため、本中間レ

ビュー調査団により、以下の定義が提案された。すなわちモデルとは、①成果 3、4 を通

して得られるモデルのコンテンツと②成果 1、2 を通して得られるモデルを実行するため

の実施体制の総体を指す。 

 

（2） 二つの方向性を明確化するための PDM の修正 

本プロジェクトでは、「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の二つの方向性が重

視されている。この二つの方向性を PDM のなかでも明確化するため、必要箇所の修正を

提案した。 

 

３－７ 教 訓 

（1） コロンビアにおける OVOP 運動の意義 

「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」を同時に追求するコロンビア OVOP 運動

は、地域産品を通じてコミュニティを豊かにするという点において、大分県で始まった一

村一品運動に非常に近い形で実施されている。このような動きが発現する条件については

分析の余地があるが、現時点では、地方政府にある程度の予算と権限があることのほか、

産官学連携の存在が、OVOP 推進に貢献していると考えられる。 

 

（2） 地域開発における「住民参加/社会的包摂」の重要性 

本プロジェクトでは、「商品力の強化」とともに「住民参加/社会的包摂」の促進が、プ

ロジェクト実施方針として掲げられた。その結果、中間レビュー時には、多くの社会的弱

者（紛争被害者、先住民族、シングルマザー、障がい者、貧困者など）を含む、異なるカ

テゴリーの人々がイニシアチブに参加している例が確認された。また、以前は住民間の不
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和がみられたコミュニティで、住民間の調和や信頼回復が確認された。さらに活動への参

加を通じて、個人や地域への誇りが醸成された事例もみられた。 

このような「住民参加/社会的包摂」が担保された地域開発の促進事例は、紛争影響国で

あるかにかかわらず、経済的・社会的格差を助長しない地域開発のあり方として有用であ

る。 

 

（3） 適切なコミュニティ・ファシリテーションの必要性 

上記(2)の「住民参加/社会的包摂」を担保した地域開発の実行には、適切なコミュニ

ティ・ファシリテーションが不可欠である。コミュニティは多様であり、外部者のコミュ

ニティへの関与のしかたとして、いつも同じ方法が効果的とは限らない。外部者は、コミュ

ニティの多様なアクターに耳を傾け、コミュニティ住民自身が自分たちの問題を主体的に

解決できるような、関与の姿勢をもつことが求められる。 
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Summary of Mid Term Review Results 

1.Outline of Project 

Country: Republic of Colombia Project Title: OVOP Colombia Project 

Issue/Sector: Urban Development and Regional 

Development 

Type of Assistance: Technical Cooperation Project  

Department in charge:  Team 1, Agricultural 

and Rural Development Group 1, Rural 

Development Department 

Total Cost (Actual by the time of Mid Term Review): 310 

million Yen 

 

 

 

Cooperatio

n Period 

 

March 1st 2014 – February 28th 2018 

(4 years) 

(R/D signed: March 27th 2013)  

 

Partner Country’s Implementing Organization: 

National Department of Planning (DNP), Ministry of 

Agriculture and Rural Development (Min.Ag.), Ministry of 

Commerce, Industry and Turism (MINCIT), Ministry of 

Culture (Min.Cultura), Social Prosperity (PS), National 

Training Service (SENA), Colombian Craft (ADC), 

Solidarity Organizations (OS), Colombian Presidential 

Agency of International Cooperation (APC) 

 Related Cooperation: Grant Assistance for Grass-Roots 

Human Security Projects  

1-1 Background of the Project and  

As the Republic of Colombia (hereinafter referred to as ‘Colombia’) now faces the final stage of peace 

negotiation between the government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (hereinafter referred 

to as ‘FARC’), the reconstruction and the stabilization of politics and society have become the main issue. 

Especially, a policy to tackle with the social and economic disparity, which has been the main cause of the 

armed conflicts, is required to prevent further conflicts. 

Under such social circumstances, Colombian government initiated the One Village One Product 

Movement (hereinafter referred to as ‘OVOP’) in 2009. The objective of the promotion of OVOP is not 

only to restore the war-torn rural economy but also to restore the rapport among rural people including the 

victims of the conflicts as well as socially vulnerable people. After the initiation of OVOP movement, 

Colombian government, with the partnership of JICA, has made an effort to establish the mechanism of 

OVOP promotion, such as OVOP seminars and the establishment of OVOP Central Committee by several 

ministries. JICA had provided various supports such as the dispatch of short term experts (promotion of 

OVOP movement and local development), training in Japan (promotion of OVOP movement), and advice to 

the OVOP Central Committee for the selection of 12 initiatives (*). 

Lately, JICA started a technical cooperation project, namely ‘the OVOP Colombia Project’ (hereinafter 

referred to as ‘the Project’) to support more robustly the OVOP in Colombia. The counterpart (hereinafter 

referred to as ‘C/P’) organizations of the Project are nine organizations from the central government and the 

main C/P organization is the DNP. Project sites are on twelve initiatives selected by the OVOP Central 

Committee. 

The objective of the Project is to establish an inclusive local development model as a strategy of local 
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development policies in Colombia. The capacity building of the organizations at national, departmental and 

municipal levels and the support to the people of the initiatives has been conducted. For example, supports 

to the people’s various activities in the initiatives, their monitoring, the formulation and execution of action 

plan, trainings in Japan and third countries,   the seminars at national level is being implemented in the 

Project. 

The Project has set two important orientations for its implementation; i) strengthening the ‘product 

competitiveness’ of the products and services provided by each initiative, and ii) ‘community participation 

and social inclusion’ to deliver the benefits to a larger number of rural people. The idea is to expand the 

economic opportunities of the regions while the coexistence, reconciliation, and solidarity among various 

categories of socially vulnerable people such as victims of conflicts, surrendered soldiers, people with 

disabilities, and indigenous people should be realized as well. The economic and social vitalization of the 

regions should be achieved by fulfilling these two orientations in a good balance. 

This Mid Term Review was conducted to confirm the achievements and the results of the Project so far, 

and to give suggestions for the latter half of the Project. 

 

*Initiative: the organizations, associations and/or groups of communities, which promote local development through their own 

products, services, and ideas unique to their territories. 

 

1-2 Project Overview 

 The Project conducts support for the local development in twelve rural communities to revitalize rural 

economy by promoting local products and to establish and restore the rapport among community people, 

under the philosophy and the principle of the OVOP. The Project is implemented with two orientations of 

the strengthening of product competitiveness and community participation/social inclusion. Contents of the 

supports are the institutional development and capacity building for the promotion of the OVOP at national 

level, the strengthening of the OVOP execution at local level (departmental and municipal), and the capacity 

building of the people in the initiatives. It is expected to contribute to the enhancement of the local 

development in Colombia by utilizing the results of these supports.  

 

（１） Overall Goal 

Social cohesion and autonomy of communities are strengthened to revitalize territories in contribution to 

peace in Colombia.  

 

（２） Objective of the Project 

An inclusive local development model based on the principles of OVOP Movement is established as a 

strategy of local development policies in Colombia 

 

（３） Results 

1. Institutional mechanism and capacities of actors in national level are strengthened for the 

implementation of OVOP.   
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2. Institutional mechanisms and capacities of actors in local level are established and strengthened for the 

implementation of OVOP through the initiatives.  

3. Capacities to develop, improve, sell and manage the products and services of the organizations related 

with the initiatives are improved through implementation of business plans.   

4. The strategy and methodology documents for the implementation of the inclusive local development 

model of OVOP based on experiences of the initiatives are formulated and promoted. 

 

（４）Inputs (as of the Mid Term Review) 

 

Japanese side: Total cost 310 million Yen 

   

Long-term expert (Project Coordinator/Training Program Planning): 1 (29.47 M/M) 

Short-term expert (Chief Advisor/Local Development): 1 (11.53 M/M) 

Short-term expert (Community Development/Social Inclusion):  3 (8.4 M/M) 

Short-term expert (Small, Medium, and Micro Enterprise Support): 1 (1.33 M/M) 

Short-term expert (Marketing): 1 (8.10 M/M) 

Training in Japan:  33 

Training in Third Country: 13 

Machinery and Equipment: 576,205 Yen 

Local Cost: 49,408,961 Yen 

 

 

Colombian side:  

Assignment of Counterpart: 38 people from 9 C/P organizations 

Provision of offices and facilities: 1) Project Office in Bogota and its facilities. 

2) Working space in the offices of ADC, OS and Chamber of 

Commerce of Armenia and Quindio for Japanese short-term 

experts and local coordinators 

Local Cost: 527,638,832 Colombian Peso 

 

 

2. Outline of the Mid Term Review Mission 

Japanese Side Columbia Side 

(1) Mr. Takafumi Ueda (Leader), Senior Advisor 

(Private Sector Development), JICA 

(2) Ms. Eri Komukai (Peacebuilding and Social 

Inclusion), Senior Advisor (Peacebuilding), JICA 

(3) Ms. Maho Chujo (Cooperation Planning), 

Assistant Deputy Director, Team 1, Agricultural and 

(1) Ms. María Carolina Amador Silva, (OVOP 

Coordinator), Department of Territorial and 

Sustainable Development, DNP 

(2) Ms. María Fernanda Vargas Arteaga, (OVOP 

Coordinator), Department of Territorial and 

Sustainable Development, DNP 
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Rural Development Group1, Rural Development 

Department, JICA 

(4) Ms. Kiriko Okuda (Evaluation and Analysis), 

Consultant, Hitonomori Co.,LTD. 

(3) Ms. Liliana Margarita Sánchez Contreras, 

(Specialist), Department of Demand, APC 

(4) Ms. Martha Carolina González Ortega, 

(Specialist), Department of Inter-institutional  

Coordination, APC 

The Mid Term Review was conducted by the Joint Mid Term Review Team which consists of the Japanese 

members mentioned above and the following Colombian members. 

Period of 

Evaluation 

From August 6th to September 4th, 2016 

 

Type of Evaluation: Mid Term Review  

3.Summary of Mid Term Review Results 

3-1 Progress of the Project 

（１） Achievement of Results 

Result 1: Institutional mechanism and capacities of actors in national level are strengthened for the 

implementation of OVOP. 

Level of achievement: partially achieved. 

 A concept paper was prepared in March 2016, which indicates the roles and rules of the OVOP Central 

Committee. 

 An action plan was prepared for each C/P organization that participates in the OVOP Central Committee 

(July 2015). On the other hand, there are big differences in commitments between C/P organizations and 

only some C/P organizations so far have implemented the action plans in 2016. 

 Although the activities of each C/P organization have shared at the OVOP Central Committee meetings, 

the tool for monitoring each C/P organization’s advance has not been fully utilized. 

 The institutional capacity of the OVOP Central Committee has been strengthened by the trainings in 

Japan and third countries. 

 

Result 2: Institutional mechanisms and capacities of actors in local level are established and strengthened for 

the implementation of OVOP through the initiatives. 

Level of achievement: almost achieved. 

 10 out of 12 initiatives established committees at departmental/municipal levels.  

 Local coordinators employed by the Project monitor the action plan once in every month. 

 The capacity building has been conducted; 25 people selected from the OVOP Committees at 

departmental and municipal levels and the members of production groups in initiatives were trained in 

Japan and third countries. 

 

Result 3: Capacities to develop, improve, sell and manage the products and services of the organizations 

related with the initiatives are improved through implementation of business plans. 

Level of achievement: partially achieved. 

 Before this Mid Term Review, three initiatives have been selected as prioritized groups for business 

planning and group business planning trainings have been conducted for them.  
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 During the Mid Term Review, the Result 3 and its indicators were revised. As the results, the Result 

3 and its indicators were adjusted to clarify the orientation towards ‘product competitiveness’ and 

‘community participation/social inclusion’ at initiative-level activities.  

 Since the definition of the ‘business plan’ had been rather ambiguous, the ‘business plan’ was 

redefined and related indicators were adjusted during the Mid Term Review.  

 

Result 4: The strategy and methodology documents for the implementation of the inclusive local development 

model of OVOP based on experiences of the initiatives are formulated and promoted. 

Level of achievement: partially achieved. 

 Although the draft strategy to promote OVOP was prepared, it should be revised as an official 

document. 

 A part of the strategy paper for the execution of the OVOP, such as concept paper, PDM Workshop 

Guideline, Report of National Seminar and ‘Good Practice Examples’ that introduces good examples of 

the activities conducted by initiatives, has been prepared.  

 Some tools, such as WEB site, newsletters, SNS promotions, that promote the OVOP activities have 

been prepared. 

 The first national seminar was held in December 2015 to share the activities and experiences of each 

initiative. The national seminar will be held once in a year from 2016. An international seminar is 

supposed to be held in the 4th year. 

 

（２） Prospect for achieving Objective of the Project 

Achievement prospect: likely to be achieved 

 The achievement of the project purpose can be expected since the activities below, which aim at the 

establishment of an ‘inclusive local development model’, has progressed steadily. 

 The initial assumption made in the beginning of the Project, which expected the leadership of the C/P 

organizations at national level to establish the local development model, was revised. Activities based 

on the provincial level should be emphasized during the second half of the Project period. 

 Currently the establishment of a more practical model is expected by utilizing the good practices and 

learning experiences extracted from the activities being done by initiatives, provinces and cities.  

 PDM and the elements of inputs have been corrected to realize the “product competitiveness” and 

“community participation/social inclusion” in a good balance.  

 

3-2 Summary of Evaluation Results 

（１） Relevance 

Relevance of the Project is high. 

 Colombia requires the restoration of rapport between community people and the strengthening of the 

communities especially in rural farming areas.  

 Signing on the documents for the peace process between the Government and FARC was done during 

this Mid Term Review. Thus, it is expected that above needs become more important for supporting the 
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post-conflict processes.  

 Not only the National Development Plan 2010-2014 of Colombia but also the National Development 

Plan 2014-2018 states the importance of rural development. Especially in the “Chapter 5 

Competitiveness and Strategic Infrastructure”, the promotion of the OVOP is mentioned clearly as an 

approach to develop rural areas. Therefore, the integrity with the national policy of Colombia is still 

high.  

 

（２） Effectiveness(projection) 

 At this moment, the effectiveness of the Project is expected to be relatively high. 

 As in 3-1 (2), it is likely that the Project will achieve its purpose. 

 The possibility of achieving the establishment of an inclusive local development model is relatively 

high by improving the achievement level of the results 1 to 4. 

 On the other hand, it is required to strengthen the regional (departmental, municipal, etc.) 

organizations further, in addition to the supports to the central C/P organizations and production 

groups.  

 

（３） Efficiency 

Efficiency of the Project is moderate. 

 It is expected that the results 1, 2 and 4 will be achieved by the end of the Project. 

 As for the result 3, it is necessary to reconsider a concreate measure to achieve it by the end of the 

Project.  

 The Project has started after one year and seven months since the Detailed Planning Survey because it 

took unexpectedly long time to sign on the R/D. Because of this delay, the establishment of the Project 

structure and securing human resources defined in the initial plan has become difficult and has 

affected the smooth implementation of the Project.  

 The professional area of the chief advisor, which is local development, was adequate. However, the 

delay of his arrival (three months and half, because of procurement fail) had slightly affected the 

initiation of the Project.  

 The quantity, quality and timing of other inputs were more or less relevant. 

 

（４） Impact(projection) 

The impact of the Project is moderate. 

 It is still too early to predict the achievement level of the overall goal.  

 It is necessary to decide how to disseminate the local development model to achieve the overall goal. 

 As for the extension, it has already been confirmed that some communities near the initiatives had 

enquired about OVOP and some universities and foundations had indicated their willingness to 

cooperate with the Project.  

 

（５） Sustainability 
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It is still too early to assess the sustainability of the Project at this moment. 

 The integrity of the promotion of OVOP and the Colombian National Development Plan is high. It is 

also likely that the importance of the economic and social development in regional areas will become 

higher in coming post-conflict supports. Therefore, a certain level of sustainability at policy and 

institutional levels can be expected. 

 On the other hand, institutional and financial sustainability is still a challenge. It is required to 

reconstruct the organizational structure, which has a high level of commitment to the Project. It is also 

necessary to consider the use of good practices and lessons learned through the activities of the 

initiatives. 

 

3-3 Factors that promoted realization of effect 

（１） Factors concerning Planning 

 The Project strengthened supports toward highly committed ADC and OS by posting Japanese 

short-term experts and local coordinators to each organizations. Contribution by ADC and OS to the 

Project has been enhanced and the efficiency of the Project has been improved.  

 Not only the participants who went to the Project’s trainings in Japan and the third countries but also 

many OVOP related personnel who participated JICA’s trainings on local development issues other than 

OVOP have been activating the promotion of OVOP movement.  

 

（２） Factors concerning Implementation Process 

 The main two orientations of the Project: ‘product competitiveness’ and ‘community participation/social 

inclusion’ have been repeatedly explained to make C/P organizations and other stakeholders well aware 

of these orientations. This has contributed to a high level of effectiveness and efficiency. 

 Differed support approaches and activities have been taken, depending on the realities of each initiative 

and the natures of the products and services. This led to the activation of the OVOP movement by some 

initiatives and the high level of effectiveness.  

 The Project put more emphasis on OVOP promotion activities at local level (departmental and 

municipal). This led to the realization of the structure of OVOP promotion suitable to the situation of 

each area. 

 

3-4 Factors that inhibited realization of effect 

（１） Factors concerning Planning 

 Transaction cost at central government level is quite high because of numerous organizations and 

stakeholders related to the Project. The structure of execution has been revised from time to time to 

reduce the transaction cost.  

 

（２） Factors concerning Implementation Process 

 For the project members and C/P, it is difficult to visit the project sites frequently due to the number of 

initiatives (twelve sites) and their geographical dispersion.  
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 Among nine C/P organizations at central government level, the commitments to the Project by some C/P 

organizations are rather low. It affects the realization of action plan of each C/P organization; therefore, it 

is necessary to revise the implementation structure of the Project.  

 The 2016 Action Plan of the OVOP Central Committee has not been completed. The Project team would 

make it as soon as possible. 

 Since the definition of “business plan” had not been clear enough, the evaluation method for the 

establishment and the execution of the business plan had become ambiguous. The Mid Term Review 

Mission discussed and shared this issue with C/Ps and proposed a new definition. 

 

3-5 Conclusion 

This Project fits with both Colombian development policies and Japanese aid policies. Also it fits with the 

needs of the target areas. Therefore, its relevance is quite high.  

As for the effectiveness (projection), the possibility of completing the preparation of an “inclusive local 

development model”, which is expandable to other areas, is rising. 

Efficiency seems to be moderate. This is because there seems to be still a need to determine concrete 

measures to achieve the results 1 and 3. 

Impact (projection) seems to be moderate. This is because of the difficulty to access the level of 

achievement of overall goal, although some influential effects can be observed already. 

It has still not reached to a stage to evaluate sustainability. Sustainability at policy level can be expected to 

a certain degree, though, the structural development and financial measure to secure the sustainability is still 

to be tackled.  

To clarify the necessary measures during the remaining period of the Project, the Mid Term Review 

Mission has proposed the followings. 

 

3-6 Recommendations 

（１） Definition of the local development model 

The concrete meaning of a “model” in the Project Purpose (“An inclusive local development model based 

on the principles of OVOP Movement”) have not been clearly stated till now. So that the Team has proposed 

the following definition; a model means a whole, which includes 1) the contents of the model to be gained 

through the results 3 and 4, and 2) the implementation structure to conduct the model which is to be 

established through the results 1 and 2.  

 

（２） Amendment of PDM to clarify two orientations. 

The Project focuses on two orientations, namely “product competitiveness” and “community 

participation/social inclusion”. The team suggested the necessary amendment to clarify these two orientations 

in the PDM 

 

3-7 Lessons Learned 

（１） Significance of OVOP movement in Colombia 
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The OVOP movement in Colombia, which aims at “product competitiveness” and “community 

participation/social inclusion” at the same time, has been implemented in a manner that is quite similar to 

the original OVOP movement initiated in Oita Prefecture, because it seeks the way to enrich communities 

by the promotion of the products. It seems that there are two things, which contribute to the promotion of 

the OVOP movement, although there is a need for further analysis of the mechanism of the realization of 

the movement. 1) Local governments have certain levels of budget and authority; and, 2) a certain level of 

cooperation exists between industries, public administration and academia. 

 

（２） Importance of “community participation/social inclusion” in the context of local development 

The Project has employed “community participation/social inclusion” as its execution policy in addition 

to “product competitiveness”. As the results, during the Mid Term Review, it was observed that there are 

many examples, in which different categories of people including socially vulnerable people (victims of 

conflicts, indigenous people, single mothers, people with disabilities, and poor people) have participated in 

the initiatives. Also the internal discord had been largely dissolved, and reconciliation, harmony and the 

revival of mutual rapport between people within a community was confirmed.  Furthermore, there are 

examples, in which the pride on individuals and regions has been brewed through the participation to the 

activities.  

This kind of examples of the promotion of local development that assures “community 

participation/social inclusion” are important as an approach for local development, which does not   cause 

economic and social discrepancies even in non-conflict affected countries.  

 

（３） Needs for an appropriate community facilitation 

An adequate community facilitation is necessary for practicing local development that assures 

“community participation/social inclusion” mentioned in (2) above. Each community is unique and a same 

approach is not necessarily effective anytime as a measure of interaction between community and outsiders. 

Outsiders are expected to have behaviors; hearing voices of various actors within a community and 

encouraging community members solve their own problems by themselves. 
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第１章 中間レビュー調査の概要 

 

１－１ 中間レビュー調査の目的 

「一村一品（One Village One Product：OVOP）コロンビア推進プロジェクト」（以下、「プロジェ

クト」と記す）は 2014 年 3 月に開始された 4 年間の技術協力プロジェクトである。今般プロジェク

ト開始後 2年 5カ月が経過し、プロジェクト期間の中間時点を迎えたことから、JICAの中間レビュー

が実施された。本中間レビューの目的は、プロジェクト活動の実績、成果を確認するとともに、プ

ロジェクトの目標であるコロンビア共和国（以下、「コロンビア」と記す）における地域開発モデル

創成に向けてプロジェクト活動をレビューし、プロジェクト期間後半に向けての提言を導くことで

ある。調査目的の詳細は以下のとおりである。 

① これまでのプロジェクト活動について、実施合意文書（Record of Discussions：R/D）に基づ

き、実績、実施プロセスを検証する。 

② 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から分析し、日本人専

門家、コロンビア側関係者と協議する。 

③ 本プロジェクトのめざす「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の観点からプロジェク

トのインパクトないし発現しかかっているインパクトについても掘り起し、今後の案件実施

の方向性への提言を行う。 

④ 検証・分析結果を踏まえ、日本側・コロンビア側関係者の双方に対し、必要な提言を行い、

残りの期間のプロジェクト活動計画について協議する。 

⑤ 以上を取りまとめて、合同評価報告書を作成し、コロンビア側と協議のうえ、協議議事録

（Minutes of Meeting：M/M）にて確認する。 

 

１－２ 中間レビュー合同評価団メンバー 

（1） 日本側評価メンバー 

担当業務 氏 名 所属/役職 

団 長 上田 隆文 JICA 国際協力専門員（民間セクター開発） 

平和構築/社会的包摂 小向 絵理 JICA 国際協力専門員（平和構築） 

協力企画 中条 真帆 
JICA 農村開発部 農業・農村開発第一グループ

第一チーム/副調査役 

評価分析/事例調査 奥田 桐子 有限会社人の森/評価分析コンサルタント 

 

（2） コロンビア側評価メンバー 

担 当 氏 名 所 属 

評価メンバー 
María Carolina Amador 

Silva  

国家企画庁持続的地域開発局（Departamento 

Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo 

Territorial Sostenible：DNP-DDTS） 

OVOP コーディネーター 
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評価メンバー 
María Fernanda Vargas 

Arteaga 
DNP-DDTS OVOP コーディネーター 

評価メンバー 
Liliana Margarita 

Sánchez Contreras 

コロンビア大統領府国際協力庁（ Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia：APC）援助受入部 専門職 日本及び

韓国担当者 

評価メンバー 
Martha Carolina 

González Ortega 
APC 機関間連携部・特別専門職 

 

（3） オブザーバー参加 

担 当 氏 名 所 属 

オブザーバー 青木 孝 
JICA 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト

専門家（チーフアドバイザー/地域開発） 

オブザーバー 田中 泰明 
JICA 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト

専門家（業務調整/研修プログラム策定） 

オブザーバー 中川 圓 
JICA 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト

専門家（短期専門家/マーケティング） 

オブザーバー 羽田 由紀子 
JICA 一村一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト

専門家（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）

オブザーバー 
Juan  Carlos 

Pacheco 

コロンビア民芸品公社（Artesanías de Colombia：ADC）

プロジェクトスペシャリスト 

オブザーバー Carolina Bonilla 

連帯組織特別行政ユニット（Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias：OS） 

調査計画部調査教育グループ特別専門職 

オブザーバー 
Martha Lucia 

Estrada Marin 
OS 連帯組織開発部連帯開発グループ特別専門職 

オブザーバー Valeria Reinosa 
JICA コロンビア支所 プログラムオフィサー 一村

一品（OVOP）コロンビア推進プロジェクト担当 

 

１－３ 調査日程 

本調査は 2016 年 8 月 6 日から 9 月 4 日までの期間で行われた。調査スケジュールの詳細は付属資

料 1：調査日程のとおりである。 

 

１－４ 中間レビューの方法 

本中間レビューは JICA の事業評価ガイドラインに従い、プロジェクト・サイクル・マネジメン

ト（Project Cycle Management：PCM）手法によって実施された。基準として用いたプロジェクト・

デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）は 2014 年 12 月 10 日に改訂された PDM 第

1 版（付属資料 2：PDM_English_Ver.1）である。中間レビューのプロセスは以下に示すとおりであ

る。 
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① 関係者による評価のデザインを確認・合意する。 

② 必要なデータ・情報の収集を行う。 

③ プロジェクトの進捗状況及び実施プロセスの確認を行う。 

④ 評価 5 項目及び事例調査による分析をする。 

⑤ 分析結果から得られた課題や今後の方向性について検討する。 

⑥ 合同中間レビュー報告書の取りまとめ、及びコロンビア・日本の双方で合意する。 

 

また、本中間レビューでは以下の項目について調査を実施した。 

① 投入実績：投入は計画どおり実施されているか。 

② 活動実績：活動は計画どおりに実施されているか。 

③ 成果達成度：成果は計画どおり達成されているか。 

④ プロジェクト目標の達成見込み：プロジェクト目標の達成見込みはあるか。 

⑤ 上位目標の達成見込み：上位目標の達成見込みはあるか。 

⑥ 実施プロセス：実施プロセスは妥当であるか。 

⑦ 各ローカルコミッティ及びイニシアチブについての事例調査 

 

必要なデータや情報の収集は以下の方法で実施した。 

 

調査方法 情報源 

資料レビュー 

・ 詳細計画策定調査報告書、R/D、事業進捗報告書、各専門家報告書、

その他プロジェクト作成資料 

・ その他関連資料・文書 

質問票調査 

・ 評価グリッド（付属資料 3：5 項目評価グリッド）の調査項目に従い

質問票を作成し、カウンターパート（Counterpart：C/P）に配布した。

・ 配布先：コロンビア側実施機関〔DNP、農業農村開発省（Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural：Min.Ag.）、商工業観光省（Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo：MINCIT）、文化省（Ministerio de Cultura：

Min.Cultura）、社会繁栄庁（Prosperidad Social：PS1）、国家職業訓練庁

（Servicio Nacional de Aprendizaje：SENA）、ADC、OS、APC〕、イニ

シアチブ2所在地の県庁・市役所、イニシアチブグループ、その他関連

機関 

聴取調査 

・ 上記コロンビア側実施機関及びカウンターパート（C/P）職員 

・ 日本人専門家  

・ イニシアチブ所在地の県庁・市役所の担当部署 

・ 8 イニシアチブグループ3：スサ（クンディナマルカ県）、パイパ/ソタ

                                                           
1 PS（Prosperidad Social）は、以前の社会繁栄庁（Departamento de Prosperidad Social：DPS）が組織改編に伴い名称変更したもので

あるが、組織の位置づけや役割等の変更はないため、日本語訳は引き続き「社会繁栄庁」を用いる。 
2 Initiative: the organizations and/or associations of communities recognized by the OVOP National Committee, which promote local 

development through their own products, services, and ideas unique to their territories. 
3 ティエラデントロ（インサ/パエス、カウカ県）、ヌード・デ・ロス・パストス（ナリーニョ県）、シブンドイ（プトゥマヨ県）

の 3 イニシアチブは JICA 関係者渡航禁止区域、ソコロ（サンタンデル県）は現在プロジェクトによる直接の支援が行われてい

ないため、踏査調査は実施していない。 



－4－ 

キラ（ボジャカ県）、フィランディア（キンディオ県）、サンビセンテ

（アンティオキア県）、ビジャビエハ（ウイラ県）、ラ・チャンバ（ト

リマ県）、モンポックス（ボリバル県）、トゥチン（コルドバ県） 

・ その他関係者 

踏査調査 ・ 上記 8 イニシアチブ 

 

収集した情報は「評価 5 項目」により分析された。評価 5 項目とは 1991 年に経済協力開発機構

開発援助委員会（Organization for Economic Cooperation and Development - Development Assistance 

Committee：OECD-DAC）で提唱された開発援助の評価基準であり、以下の五つの項目から成る。 

 

5 項目 概 要 

妥当性 
開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・

方針との整合性の度合い 

有効性 開発援助の目標の達成度合いを測る尺度 

効率性 

インプット（投入）に対するアウトプット（成果）（定性並びに定量的）

を計測する。開発援助が期待される結果を達成するために もコストのか

からない資源を使っていることを示す経済用語。 も効率的なプロセスが

採用されたかを確認するため、通常、他のアプローチとの比較を必要とす

る。 

インパクト 

開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、

正・負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の

指標にもたらす主要な影響や効果を含む。 

持続性 
ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測

る。開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。 

出所：新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年 6 月） 

 

このほか本中間レビュー調査では、上記 5 項目評価に加え、各イニシアチブにおける「商品力の

強化」と「住民参加/社会的包摂」の進捗・現状把握のための事例調査が実施された（付属資料 4：

商品力強化と住民参加・社会的包摂に関する調査項目表を参照）。これら事例調査の結果を総合的に

分析し、今後のプロジェクト実施の方向性提言のための一助とした。 
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第２章 プロジェクトの概要 

 

２－１ プロジェクトの背景 

コロンビアではコロンビア革命軍（Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia：FARC）との長

年にわたり続いてきた国内紛争が、近年になってようやく終結しつつあり、政治・社会の復興・安

定が今後の大きな課題となっている。なかでも、紛争の構造的要因であり、かつ紛争の結果拡大し

た社会的・経済的格差是正のための対応が求められている。具体的には、地域の多様性を認め、地

域に焦点を当てた開発政策を実行し、民主主義の深化と持続的な社会経済の発展につなげていくこ

とが望まれている。 

このような状況のなか、コロンビア政府は 2009 年に、当時の副大統領主催の下、地域の持続的発

展をめざし、一村一品運動（OVOP）に係る活動を開始した。OVOP は、国内紛争の被害者や社会

的弱者を含む地域住民相互の信頼関係構築・回復並びに、地域産品の価値の認識・創造を通じて、

地域共同体の強化をめざす取り組みである。具体的な活動として、OVOPセミナーの開催（2009年）、

DNP のリーダーシップによる OVOP 中央委員会の結成（2009 年 6 月）が実施され、OVOP 推進メ

カニズムの構築が図られた。また、国家レベルでの OVOP 推進が国家開発計画（2010-2014 年）の

中に位置づけられるなど、OVOP の意義がコロンビア政府によって認められた。 

こうしたコロンビア政府の動きを受け、JICA は個別専門家 2 名（一村一品運動推進、地域振興）

の派遣と、国別研修（一村一品運動推進）の実施を通じて、コロンビア側の取り組みへの支援を行っ

た。また、OVOP 概念普及のためのコンセプトペーパーの策定、OVOP 中央委員会による重点イニ

シアチブ選定のための評価指標の設定、重点 12 イニシアチブの選定（国内全 32 県中 29 県 213 件の

申請から選定）、OVOP 全国大会なども開催した。 

これらさまざまな支援の結果を受け、JICA は 2014 年 3 月に正式に「一村一品（OVOP）コロン

ビア推進プロジェクト」を開始した。本プロジェクトでは、DNP を中心に九つの中央省庁を C/P 機

関とし、コロンビアの OVOP のメカニズムの開発・強化、OVOP の主体である地域の参加者と OVOP

運動を支援・促進する行政（国、県・市）の能力強化、そして、広く人々が裨益する地域開発のモ

デルの確立の支援が行われている。これにより、対象地域のコミュニティの一体性と経済的自立が

強化され地域開発の具現化に寄与することが期待されている。 

現在、本プロジェクトでは、OVOP 中央委員会における OVOP 推進モデルの提案と推進戦略案の

策定支援に加えて、これまでに策定した各イニシアチブにおけるアクションプランの実施及び、ビ

ジネスプランの策定を主に支援している。また、支援の展開にあたっては、本プロジェクト開始後

の運営指導調査（2014 年 12 月実施）を通じて打ち出された二つの方向性を強く意識した支援が重

視されている。すなわち、各イニシアチブで選定された商品・サービスの「商品力の強化」と、広

く地域住民が裨益する「住民参加/社会的包摂」をバランスよく実現することによって、地域全体の

活性化がめざされている（図－1）。なかでも、「住民参加/社会的包摂」の観点においては、プロジェ

クト目標である「インクルーシブな地域開発モデル」の構築、及び上位目標である「平和への貢献

及び地域再生のためのコミュニティの社会的結束と自立」の強化を常に意識し、コミュニティ内の

住民の自発的参加の拡大により、社会的包摂が促進されるよう支援を行っている。また、OVOP 運

動は、紛争により疲弊した地域における経済再活性化の可能性をもたらすと同時に、帰還した国内

避難民（Internally Displaced Persons：IDP）、投降兵士等を含む、さまざまな立場、状況にあるコミュ
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ニティの住民の融和を図り、連帯を強化する可能性を有している。今後、これらの経験から成果や

課題を抽出し、コロンビアでの地域開発の現状を考慮したうえで、OVOP を活用した開発プロセス

や手法を整理し、モデル化していくことが予定されている。 

なお、コロンビア政府は、新たに策定された国家開発戦略（2014-2018 年）においてもさらなる

地域開発の促進をめざしており、引き続き OVOP を地域開発促進のための方策として盛り込み、国

内の他地域に普及可能な包摂的な地域開発モデルを形成することとしている。 

以上を受け、本中間レビューは、2018 年 2 月の終了に向けてプロジェクトが折り返し地点を過ぎ

たなかで、プロジェクト活動の実績、成果を確認するとともに、プロジェクトの目標であるコロン

ビアにおける地域開発モデル創成に向けてプロジェクト活動をレビューし、プロジェクト期間後半

に向けての提言を導くことを目的として実施された。 

 

図－１ イニシアチブの現状と地域活性化に向けた方向性 

 

 主力商品・サービスを中心に、
コミュニティ内のさまざまな関係
者（社会的弱者も含む）が地域
発展プロセスに参加する。 

 主力商品・サービスの開発によ
り、地域の誇りが高まるととも
に、コミュニティの連帯感が高
まる。 

 地域資源を生かし、ほかと異な
る創造性があり、かつマーケッ
トのニーズに応える主力商品・
サービスの開発 

 主力商品・サービスを中心にブ
ランド力・販売力の強化 
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２－２ プロジェクトの要約 

本プロジェクトの要約は以下のとおりである。 

 

実施期間 2014 年 3 月 1 日～2018 年 2 月 28 日（4 年間） 

プロジェクト

サイト 

コロンビア全土 

支援対象 12 イニシアチブ：スサ（クンディナマルカ県）、パイパ/ソタキ

ラ（ボジャカ県）、フィランディア（キンディオ県）、サンビセンテ（ア

ンティオキア県）、ビジャビエハ（ウイラ県）、ラ・チャンバ（トリマ県）、

モンポックス（ボリバル県）、トゥチン（コルドバ県）、ティエラデント

ロ（インサ/パエス、カウカ県）、ヌード・デ・ロス・パストス（ナリーニョ

県）、シブンドイ（プトゥマヨ県）、ソコロ（サンタンデル県） 

実施機関（C/P） DNP、Min.Ag.、MINCIT、Min.Cultura、PS、SENA、ADC、OS、APC 

上位目標 
コロンビアの平和への貢献及び地域再生のためのコミュニティの社会的

結束と自立が強化される。 

プロジェクト

目標 

コロンビアにおける地域開発政策の戦略として、OVOP 運動の原則に基

づいた、インクルーシブな地域開発モデルが構築される。 

成 果 

1. OVOP を推進する中央レベルの体制とアクター(*)の能力が強化され

る。 

（*アクター：中央省庁レベル C/P 機関の人材、県庁・市役所の人材、

及びローカルレベルのイニシアチブコミュニティ住民） 

2. イニシアチブを通して OVOP を推進するローカルレベルの体制と 

アクターの能力が形成・強化される。   

3. ビジネスプランの実施を通して、イニシアチブ商品・サービスの開

発・販売・運営のための能力を向上させる。 

4. イニシアチブでの経験をベースにして、OVOP 地域開発モデルの推進

のための戦略と方法論のドキュメントを作成し普及させる 
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第３章 プロジェクトの実績 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側の投入 

プロジェクト開始後 2016 年 7 月までの日本側の投入に関しては、一部遅延が生じたものの、以

下(1)～(4)のとおり、ほぼ計画どおり実施されている。 

 

（1） 日本人専門家派遣 

表－1 のとおり、プロジェクト開始から 2016 年 7 月末まで以下の 5 分野の日本人専門家

が合計 58.84M/M（1,645 日間）派遣された。このうちチーフアドバイザーの派遣開始時期

は、人材の調達不調により当初の予定より約 4 カ月遅延した。また、業務調整員以外の短

期専門家の派遣時期・分野は、プロジェクトの進捗状況及び必要性に合わせて適宜調整さ

れ、修正後の計画に基づき派遣されている。詳細は付属資料 5：日本人専門家派遣実績を

参照のこと。 

 

表－1 専門家派遣実績 

担 当 M/M 

チーフアドバイザー/地域開発 11.53 

業務調整員（業務調整/研修計画） 29.47 

コミュニティ開発/社会的包摂 8.4 

中小企業ビジネス支援 1.33 

マーケティング 8.10 

合 計 58.84 

 

（2） 本邦研修 

当初の計画どおり、表-2 に示す 2 回の本邦研修と、1 回のドミニカ共和国での第三国研

修が実施され、合計 46 名の C/P 職員が参加した。詳細は付属資料 6：本邦研修実績及ぶ付

属資料 7：第三国研修実績を参照のこと。 

 

表－２ 本邦及び第三国研修実績 

研 修 コース名 期 間 参加人数 

第 1 回本邦

研修 

一村一品運動推進 

Promotion of One Village One Product 
Movement 

2015 年 1 月 8 日から 
2015 年 1 月 24 日 
（17 日間） 

16 名 

第 2 回本邦

研修 

官民連携による地域産業振興及び観光

振興 

Local Industrial development and tourism 
promotion through public private 
Association 

2015 年 9 月 27 日から 
2015 年 10 月 17 日 
（21 日間） 

17 名 

第三国研修 
（ドミニカ

共和国） 

官民連携による地域資源を活用したコ

ミュニティ・ツーリズム振興と OVOP 
活動に係るコロンビアとドミニカ共和

国の交流研修 

2016 年 2 月 3 日から 
2016 年 2 月 12 日 
（10 日間） 

13 名 
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（3） 機材供与 

ポータブル PC１台、プロジェクター1 台、テーブル 20 台、椅子 40 脚、テント 10 張等、

合計 1,649 万 6,000 コロンビアペソ〔5,464.77 米ドル（税込）〕相当の機材が供与された。

詳細は付属資料 8：供与機材を参照のこと。 

 

（4） 在外事業強化費  

プロジェクト活動の実施において、2016 年 7 月末までに現地傭人費、ローカルコンサル

タント契約、プロジェクトアシスタント契約、各種セミナー、広報資料作成などを含む活

動経費として、14 億 1,511 万 5,596 コロンビアペソ〔46 万 8,797.30 米ドル相当（税込）〕が

支出された。ローカルコンサルタント及びプロジェクトアシスタントの契約は必ずしも計

画どおりの時期に行われたわけではない。これは、プロジェクトをより効果的・効率的に

進めるため、プロジェクトの進捗や必要性に応じて契約時期、期間、分野を適宜調整した

ためである。詳細は付属資料 9：日本側負担現地経費を参照のこと。 

 

３－１－２ コロンビア側の投入 

プロジェクト開始後、2016 年 7 月までのコロンビア側の投入は、以下(1)～(3)のとおり、ほぼ

計画どおり実施されている。 

 

（1） カウンターパートの配置 

2016 年 7 月末までに、表－3 のとおりの C/P が各機関から配置された。ただし、DNP、

ADC、OS 以外の C/P は、OVOP 中央委員会定例会議等への出席にとどまり、通常業務に

おいて OVOP 関連活動に専従者を設置しているわけではない。 

 

表－３ カウンターパート配置実績（2016 年７月末） 

組織名 人 数 

DNP 4 

ADC 10 

OS 5 

MINCIT 3 

Min.Ag. 2 

Min.Cultura 3 

SENA 4 

PS 3 

APC 4 

計 38 

 

（2） 施 設 

DNP によって、プロジェクト事務所 1 カ所が提供されている。事務所は、電話、インター

ネット環境が整備されており、光熱費は DNP の負担である。また、2016 年 1 月からはコ
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ロンビア側 C/P 機関のうち ADC、OS、キンディオ県アルメニア市商工会議所に JICA 専門

家とローカルコンサルタントの執務場所が提供されている。インターネット、光熱費はこ

れらの C/P 機関の負担である。 

 

（3） 運営経費 

2016 年 7 月末までに、コロンビア側の C/P 機関のうち DNP、ADC、OS の 3 機関から、

プロジェクトの運営経費として合計 8 億 8,280 万 3,536 コロンビアペソ〔29 万 2,453.79 米

ドル相当（C/P の人件費を含む）〕が支出されている。詳細は、付属資料 10：コロンビア側

負担経費を参照のこと。 

 

３－２ 成果の実績 

成果 1 から成果 4 の各成果の産出に必要な活動は、活動計画（Plan Operativo：PO）でその内容と

実施時期が計画されている。中間レビュー時点では、成果 1、成果 2 及び成果 4 の活動はほぼ計画

どおりに活動が進められ、成果が既に発現しつつある。一方、成果 3 については、「ビジネスプラン」

の解釈により、活動に制約が生じていたため、本報告書の 6 章にて定義の拡大を提言する。以下、

各成果の達成状況の詳細を順に記す。 

 

（1） 成果 1：OVOP を推進する中央レベルの体制とアクターの能力が強化される 

成果 1 は部分的に達成されている。 

成果 1 として計画されている九つの活動（詳細は付属資料 2：PDM_English_Ver.1 を参照）

のうち、一部について計画より開始が 2～6 カ月遅れている（活動 1-3、1-4、1-5、1-7）。ま

た、十分に実施できていない活動もあり（活動 1-8）、PO の計画に比べ、達成状況にはやや

遅れがみられる。その結果、成果１の達成状況については、表－4 のとおり、指標 1-1 は達

成、1-2 から 1-4 は達成への途上にある。以下、これまでの各活動実績の詳細を記載する。 

2015 年 8 月に OVOP コンセプトペーパー（Ver. 1）が作成され、2016 年 3 月に DNP の承

認を得て印刷・製本されている。同ペーパーは、大分県の OVOP の歴史、コロンビア OVOP

が開始に至った経緯、OVOP コロンビアの目的、実施体制等から構成されている。そして、

同ペーパーは、既に OVOP 活動に関与する関係者が理解を深めるための解説書としてだけで

なく、OVOP の知識・経験のない組織への紹介ツールとして活用されている。今後は、プロ

ジェクト進捗の反映・修正（各レベルの組織や体制の役割・機能の再定義、イニシアチブの

定義の明確化等）を加える予定である。また、コンセプトペーパーの見直しを、プロジェク

ト 終年に予定している。 

2015 年 7 月に、各 C/P 機関との個別調整の結果、23 の活動から成るアクションプランが策

定された。その後、各 C/P による同アクションプランの実施が推進されたものの、その実施

状況は C/P 機関により大きなばらつきが生じた。理由として、C/P 機関ごとにコミットメン

トや取り組み姿勢に差があり（現在でも、C/P 機関ごとにコミットメントの差がある状況は

ほとんど変化していない）、アクションプランを作成した各 C/P 機関の担当者が交替し、継続

性の確保が難しかったことが挙げられる。 

こうした状況に対し、DNP は他の C/P 機関に対して、アクションプラン実施の働きかけや
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調整に努めたが、担当者変更4による引継ぎ不足や、そもそもプロジェクトについての理解が

低いなど、状況は容易に改善されなかった。そのため 2016 年は、アクションプラン実施にコ

ミットメントの高い C/P 機関（DNP、ADC、OS）に対して日本人短期専門家（マーケティン

グ、コミュニティ開発/社会的包摂）とローカルコーディネーターを配置し、プロジェクト関

連活動を展開している。他の C/P 機関における活動はそれぞれの機関の意思に任せられてお

り、アクションプランに反映されることが想定されている。なお、2016 年初頭に予定してい

たアクションプランの見直しが遅延したため、2016 年末までに実行に移されるアクションプ

ラン（2017 年に引継がれるいくつかの活動を含む）の修正を、2016 年 7 月・8 月に行ってい

るところである。 

このように当初の想定とは異なり、OVOP 中央員会への参加には各機関ごとにコミットメ

ントの差がみられることにより、プロジェクトを実施しながら OVOP コロンビア推進の現実

的な体制整備を進めていくことが必要であるため、この点についての PDM 変更及び実施体

制について 6 章に提言する。 

モニタリングについては、プロジェクト開始時より定期開催されている OVOP 中央委員会

の場を有効活用し、各 C/P 機関のアクションプランの進捗確認や情報共有を行っている。ま

た、プロジェクトに対するコミットメントが高い ADC と OS については、アクションプラン

の実施同様、短期専門家とローカルコーディネーターがモニタリングとフォローを行ってい

る。一方で、アクションプランと同時期に作成されたモニタリングシートと活動評価指標は、

各機関の担当者変更によって進捗管理が困難となり、指標が細かくなりすぎたため、十分活

用されなかった。そのためモニタリングの内容・方法を見直し、その結果、現在は、モニタ

リングそのものを DNP の能力強化として位置づけて、進捗報告としてまとめることとした。

ADC と OS では個別モニタリングを実施し、その結果を DNP に集約する体制にする予定で

ある。また、DNP によるモニタリング結果をアクションプラン改訂に活用することを検討中

である。 

C/P 機関の能力強化としては、①本邦研修（第 1 回：2015 年 1 月、第 2 回：2015 年 9 月）、

②第三国研修（ドミニカ共和国、2016 年 2 月）が実施された。①には中央委員会から DNP、

ADC、OS、Min.Cultura、国家観光基金（Fondo Nacional de Turismo：FONTUR）が参加し、

②には ADC、OS、FONTUR、SENA から研修員が参加した。帰国後のフォローアップとして、

各自が研修期間中に作成したアクションプランの進捗確認や、研修員間の交流、協働活動の

計画を図っている。また、全国セミナー実施時（2015 年 12 月）にも研修経験が共有された。

研修を通じたこうした C/P 機関の能力強化の結果、帰国研修員が所属組織内で OVOP 活動を

活発化させ、得られた知見を組織内で共有するなどの成果が確認されている。 

成果 1 の指標に基づく、中間レビュー段階での達成状況は表－4 に示すとおりである。 

 

                                                           
4 コロンビアでは期限付きの契約職員が多いため、契約期間終了に伴う担当者変更が起こりがちである。 
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表－４ 成果１の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

1-1．OVOP 中央委員会のコ

ンセプトペーパーが策定さ

れる。 

・ OVOP 中央委員会の役割と規則を示すコンセプトペー

パー（Ver.1）が作成され、関係者間で・共有済み（2015

年 8 月）。今後必要に応じてプロジェクトの進捗を反映・

修正する。 

1-2．OVOP 中央委員会のア

クションプランが策定さ

れ、実施される。 

・ 各 C/P 機関ごとのアクションプランの策定が完了（2015

年 7 月）。各アクション内容の紹介シート、活動モニタリ

ングシートが作成され、中央委員会で内容が確認された。

・ C/P 機関によって実施状況に差があり、2016 年はコミット

メントの高い一部の C/P 機関による実施にとどまる。 

1-3．年間 4 回以上の OVOP

中央委員会のアクションプ

ランのモニタリングが実行

される。 

・ 2015 年 11 月及び 2016 年 1 月に実施された中央委員会を

通じて、各 C/P 機関の進捗状況について DNP から報告が

行われ、C/P 機関間で共有された。 

・ モニタリングシートと活動評価指標は十分活用できてお

らず、モニタリングの内容・方法の見直しが必要である。

・ モニタリング結果を活用したアクションプランの改訂に

ついては、今後実施予定。 

1-4．＜削除＞OVOP 中央委

員会のアクションプランと

戦略の評価・実行のための

同委員会の組織能力が強化

される。 

 

 

指標 1-4 については、中央レベルのアクターの能力強化という成果の内容の言い換えであ

るため、指標から削除することを提案する。 

 

（2） 成果 2：イニシアチブを通して OVOP を推進するローカルレベルの体制とアクターの能力

が形成・強化される 

成果 2 を発現するために六つの活動が計画されている（詳細は付属資料 2：

PDM_English_Ver.1 を参照）。これらの活動の一部については若干の開始の遅れが確認された

が（活動 2-2、2-4、2-5）、おおむね PO の計画どおりに実施されている。その結果、成果 2

の達成状況については、表－5 のとおり、指標 2-1、2-2、2-4 は達成に向けた流れができつつ

ある。指標 2-3 の達成には、アクションプラン改訂に必要なモニタリング実施を、PO で計画

された適切な時期に行うための改善が必要である。以下、各活動実績について詳細を記載す

る。 

ローカルレベルの OVOP 推進体制の構築に関しては、各イニシアチブの事情に合った形で

の体制が形成されている。イニシアチブのなかには、県レベル・市レベル両方の委員会が設

置されているところ、県レベルのみ、または市レベルのみなど、設置及び機能の現状はさま
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ざまである。表－5 が示すとおり、現時点では、12 イニシアチブのうち、県・市レベル両方

設置済みが 2（フィランディア、ビジャビエハ）、県レベルのみ設置済みが 3〔スサ（機能不

十分）、ラ・チャンバ、ヌード・デ・ロス・パストス〕、市レベルのみ設置済みが 1〔サンビ

センテ（機能不十分）〕、県・市レベルいずれも未設置が 2（シブンドイ、ソコロ）という状

況である。このほか、県庁や市役所により公式には設置されていないが、生産者グループが

主体となって OVOP 会合を実施しているイニシアチブが 6（スサ、パイパ/ソタキラ、ラ・チャ

ンバ、モンポックス、トゥチン、ティエラデントロ）あり、県または市レベル委員会に準ず

る役割・機能をもつ。よって、これら生産者グループによる会合を含めると、合計 10 イニシ

アチブでローカル委員会が設置済みである。 

 

表－５ 各イニシアチブの県委員会・市委員会の設置状況 

イニシアチブ名 県委員会 市委員会 

スサ ◎（機能不十分/機能せず） ● 

パイパ/ソタキラ ● ● 

フィランディア ◎ ◎ 

サンビセンテ × ◎（機能不十分/機能せず） 

ビジャビエハ ◎ ◎ 

ラ・チャンバ ◎ ● 

モンポックス × ● 

トゥチン ● ● 

ティエラデントロ × ● 

ヌード・デ・ロス・パスト

ス 
◎ × 

シブンドイ × × 

ソコロ × × 

◎県庁又は市役所により公式に設置済 

●生産者グループによる会合が機能している 

×未設立 

 

今後は、イニシアチブのアクションプランの見直しを行うと同時に、各地域の既存組織や

現状に合う形で、支援の方向性を明らかにする必要がある。 

イニシアチブごとのアクションプラン策定及び実行については、JICA が治安の関係上、直

接支援可能な 9 イニシアチブのうち 8 イニシアチブで、2014 年 12 月までに 初のアクショ

ンプランを作成し、その後 2015 年 8 月までに一度アクションプランを修正した（ソコロは活

動が停滞しているため対象外）。同プランの実施にあたり、2016 年 3 月まではプロジェクト

が雇用したローカルコーディネーター計 3 名が、現地訪問を含む継続的な支援活動を行った。

2016 年 4 月からは今後の持続的な OVOP 推進体制を考慮し、テーマ別（マーケティング、コ

ミュニティ開発/社会的包摂）による支援へと切り替えられた。これを受けて、現在ローカル
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コーディネーターは計 4 名で、DNP、ADC、OS、キンディオ県庁に配置されている。今後、

これらの C/P 機関や地方組織との活動を通じて、イニシアチブのアクションプラン改定や効

果的な実施が期待される。 

モニタリングに関しては、2016 年 3 月まではプロジェクト雇用ローカルコーディネーター

がそれぞれの担当イニシアチブで実施してきた。2016 年 5 月からは主に DNP 契約職員 1 名

とローカルコーディネーター（DNP 配属）1 名により、各イニシアチブでの地方委員会及び

アクションプランの継続的なモニタリングを行っている。具体的には、月に一度程度イニシ

アチブを訪問し、モニタリング結果を活動モニタリングシートとコーディネーターの報告書

にまとめている。今後は DNP による効果的・効率的なモニタリングが実施可能となるよう、

モニタリング手順の改善を行いながら、DNP の機能・能力強化を図っていくことが必要であ

る。 

また、モニタリング結果を受けた、アクションプランの年単位の修正・改訂が想定されて

いる。2015 年のアクションプランの評価の実施状況は表－6 のとおりであり、今後、評価結

果に基づくアクションプラン修正により、各イニシアチブの現状に沿った支援の方向性の明

確化が必要である。 

 

表－６ 2015 年のアクションプラン評価の実施状況 

2015 年アクションプラン評価状況 イニシアチブ名 

評価完了済 
モンポックス、ビジャビエハ、ヌード・デ・ロス・パ

ストス、ティエラデントロ 

近日中に評価予定 
フィランディア、ラ・チャンバ、トゥチン、パイパ/

ソタキラ、スサ 

評価時期の検討が必要 サンビセンテ 

 

一方、ローカル委員会メンバーの人材育成については、第 1 回本邦研修に 9 名5、第 2 回本

邦研修に 8 名6が派遣された。研修員は、県または市のローカル委員会メンバーまたは、生産

者グループのリーダー的存在である。ドミニカ共和国で実施された第三国研修には、コミュ

ニティ・ツーリズムにかかわる 8 名の地方関係者7が派遣された。現在、これらの帰国研修員

に対して、個別のアクションプラン実施のための支援を継続的に行うことで、人材を強化し、

リーダー育成を図っている。同時に帰国研修員同士の横のつながりの強化など、相互協力関

係を深める活動を実施していくことが予定されている。 

このほか、ローカルレベルの OVOP 推進に関して特筆すべき点として、キンディオ県での

取り組みを挙げることができる。キンディオ県では元々「キンディオの道フェスティバル」

（フィランディア市）がイニシアチブとして選定されており、同フェスティバルを軸とした

観光振興がフィランディア市で進められていた。同市でのイニシアチブ活動は前市長時代か

                                                           
5 モンポックス 2 名、サンビセンテ 2 名、ティエラデントロ 2 名、フィランディア 1 名、ヌード・デ・ロス・パストス 1 名、シブ

ンドイ 1 名。 
6 スサ 2 名、ティエラデントロ 1 名、トゥチン 1 名、パイパ 1 名、ラ・チャンバ 1 名、フィランディア 1 名、ヌード・デ・ロス・

パストス 1 名。 
7 フィランディア 3 名、パイパ 1 名、ビジャビエハ 1 名、モンポックス 1 名、ティエラデントロ 1 名、ヌード・デ・ロス・パスト

ス 1 名。 
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ら活発であったが、2016 年 1 月にキンディオ県の新知事が就任したのを機に、県庁による同

市への支援のみならず、県全体で観光振興を推進していく方針が大きく打ち出された。キン

ディオ県はコロンビア国内で もコーヒー栽培が盛んな地域のひとつであり、その文化的景

観は世界遺産（文化遺産）に登録されている8。国内外から観光客が多く来県し、観光関連の

業務に従事する住民も多い。そのため、県内全域で観光業の推進を図ることは、この地域の

経済的・社会的発展に直結する。県庁の取り組みとしては、県庁の商工観光局が音頭を取っ

て、県庁内他部署や商工会議所、SENA、大学などと協力・連携し、県内全 12 市での OVOP

運動の展開をめざしている。具体的には、中央省庁の C/P 機関と各市の間に立ち、市が必要

とする支援と、中央省庁 C/P 機関が持つ支援メニューをつなげる中間組織として機能してい

る9。OVOP 県委員会も設置され、各市の活動に関する情報交換や協力体制の構築・強化の場

として機能している。同県は現在フィランディアで先行している OVOP 運動の成果を、今後

県内他市へ横展開することを視野に入れて各市のスローガンづくりや OVOP 商品・サービス

探しを行っている。キンディオ県のこうした取り組みは、今後県レベルでの OVOP 普及を検

討するにあたり、非常に有用な事例となり得る10。 

成果 2 の指標に基づく、中間レビュー段階での達成状況は表－7 に示すとおりである。 

 

 

 

 

                                                           
8 正式登録名称は「コロンビアのコーヒー産地の文化的景観」（2011 年登録）。コロンビア西部のアンデス山脈の西側及び中央部の

麓に位置する 4 県（カルダス県、リサラルダ県、キンディオ県、バジェ・デル・カウカ県）にまたがり、100 年以上コーヒー生

産が続く地域の景観。 
9 中央レベルでは MINCIT や Min.Cultura は OVOP についての取り組みを明確化できていないのに対し、キンディオ県においては

県側が自身の活動にあった MINCIT や Min.Cultura の中央の政策を引っ張ってきて、それらと OVOP をうまく融合させて利用し

ている様子がうかがえた。 
10 フィランディア市では市の観光スポットである展望台について、市長のリーダーシップにより、市内の小規模な観光事業者から

成るグループ（Tavante という名称）へ展望台の運営管理を委託している。まだ新しい組織のため大きな活動は始まっていない

が、その意図は観光による収入を市民の手によって管理し、将来的には市の観光発展のための活動に利用しようというところに

ある。いわば第三セクターによる DMO（Destination Marketing/Management Organization）的管理をめざしたものであり、キンディ

オ県における OVOP の広がりの一端として今後の展開が期待される。 
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表－７ 成果 2の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

2-1．OVOP 地方委員会が公

的に設立される。 

・ 12 イニシアチブのうち 10 イニシアチブで県委員会または

市委員会（県・市委員会に準ずる生産者グループによる会

合を含む）が設置済みである。 

2-2．地域のさまざまなアク

ターの参加を通じて OVOP

地方委員会によってアク

ションプランの作成と実行

がされる。 

・ 2015 年アクションプランが 10 のイニシアチブで策定され

た。 

・ 2015 年アクションプランが、ローカルコーディネーター

の支援を受けて実施された。 

・ いくつかのイニシアチブ（ティエラデントロ、スサ、ヌー

ド・デ・ロス・パストス）では、アクターの自立的方法に

よってアクションプランを形成・実施・モニタリングする

能力が習得された。 

・ 地域の社会的弱者が自然な形で生産活動に包摂されてい

る状況が発現しつつある。 

2-3．年に 2 回以上 OVOP 地

方委員会とともにアクショ

ンプランのモニタリングが

実行される。 

 

・ プロジェクト雇用ローカルコーディネーターにより、 8

イニシアチブに対する月 1 回程度の訪問、アクションプラ

ンのモニタリングが実施されている。 

・ DNP の契約職員により、ティエラデントロ、ヌード・デ・

ロス・パストスのアクションプランの実施とモニタリング

の支援がされている。 

・ 2016 年 8 月までにビジャビエハ、ティエラデントロ、ス

サ、ヌード・デ・ロス・パストスでアクションプランが改

訂された。 

・ 2016 年 9 月以降、残りの 6 イニシアチブでアクションプ

ランの改訂が計画されている。 

2-4．＜削除＞OVOP 運動を

通じた地域開発促進の一例

として、地方委員会のアク

ションプランの評価と実行

のための、地方委員会メン

バーの能力が強化される。 

 

 

指標 2-4 については、ローカルレベルのアクターの能力強化という成果の内容の言い換え

であるため、指標から削除することを提案する。 

 

（3） 成果 3： ビジネスプランの実施を通して、イニシアチブ商品・サービスの開発・販売・運

営のための能力を向上させる。 

成果 3 を発現するために、四つの活動が計画されている（詳細は付属資料 2：

PDM_English_Ver.1 を参照）。活動 3-1、3-2 の開始が 5 カ月ほど遅れたが、これは、後述のと
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おり、活動実施前に検討・調整すべき事項が発生したためである。活動 3-3、3-4 は現時点で

未着手である。以上により、成果 3 の達成状況については、表－8 のとおり、指標 3-1 から

3-3 までいずれも計画どおりに達成されているとはいえない。以下、各活動実績について詳

細を記載する。 

各イニシアチブのビジネスプラン策定に関しては、C/P 機関間で「ビジネスプラン」に関

しての考え方や取り組み方に認識の違いがあることが判明し、SENA、ADC、DNP など関係

機関によるイニシアチブに対する支援内容・方法について検討がなされた。そして、日本人

短期専門家（マーケティング 2015 年 2 月派遣開始）とも協議を行った結果、個別生産者の

ビジネスプランではなく、共同出荷組合のビジネスプラン作成・実施を指導していくことで

合意された。これを受け、マーケティング手法による改善が見込まれる優先 3 イニシアチブ

（ラ・チャンバ、トゥチン、モンポックス）が選定され、SENA や ADC の既存のビジネスプ

ラン作成指導プログラムを活用する形で、生産者グループ全体に対するビジネスプラン作成

講習が実施された。SENA については、ボゴタ市の本部ではなく、地域に根づいている SENA

地域事務所の関与・協力を得た。 

同様に、上記 3 イニシアチブに対して共同ビジネス形成のための支援が行われた。現在、

うち 2 イニシアチブ（トゥチン、ラ・チャンバ）では共同受注・出荷・販売のオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニング（On-the-Job Traning：OJT）を開始している。これらを踏まえ、今後は共

同ビジネスプランを 2016 年中に作成・実施支援する予定となっている。 

このほか、生産者グループの能力強化を目的として、試験販売を通じたマーケット調査、

民芸品エキスポ（ボゴタ、メデジン）への OVOP ブースの出店・販売活動、販売・会計の研

修などが実施された。また現在、ADC による上記優先 3 イニシアチブへの重点的支援を継続

的に提供するため、短期専門家及びプロジェクト雇用のローカルコーディネーターとの協働

体制が敷かれている。 

なお、これまでは、成果 3 で扱う「ビジネスプラン」として「共同ビジネスプラン」が設

定され、3 イニシアチブのみで具体的活動が行われてきた。これを前提とすると、その他の

イニシアチブについては「ビジネスプラン」に関する活動が未着手であり、「イニシアチブ商

品・サービスの開発・販売・運営のための能力を向上させる」という成果の産出状況が不明

確である。特に、観光関連のイニシアチブの場合は、特定グループではなく県や市など行政

機関が観光振興に直接かかわっているため、上記優先 3 イニシアチブのようなビジネスプラ

ンの考え方を当てはめることが必ずしも適していない。したがって、本中間レビュー調査で

は、「ビジネスプラン」の考え方を整理し、今後は「ビジネスプラン」を、「マーケティング

サイクルに基づいた計画」というように広義にとらえたうえで、全 12 イニシアチブに対する

支援メニューを検討し、具体的な成果産出に結びつけていくことを提案する。  

また、現在の成果 3 では、本プロジェクトでめざされる二つの方向性（「商品力の強化」と

「住民参加/社会的包摂」）のうち、後者を測る指標が設定されていないため、同指標を成果

3 に追加することを提案する。あわせて、成果 3 及び成果 3 に対応する指標の全体調整を行

うこととする。 

成果 3 の指標に基づく、中間レビュー段階での達成状況は表－8 に示すとおりである。 
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表－８ 成果 3の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

3-1．イニシアチブ関連組織

のビジネスプランが策定さ

れる。 

・ ビジネスプラン策定優先 3 イニシアチブが選定され、共同

ビジネスプラン策定研修が実施された。実際のビジネスプ

ラン策定にはまだ至っていない。 

・ 優先 3 イニシアチブで、共同ビジネスプランのパイロット

グループ形成のための支援が行われた。 

3-2．イニシアチブ関連組織

のビジネスプランがモニタ

リングされる。 

・ 現時点ではモニタリングは未実施である。 

3-3．OVOP コロンビアの各

イニシアチブがイニシアチ

ブ関連組織のビジネスプラ

ン実行のための支援サービ

スへのアクセスを確保す

る。 

・ C/P 機関間で「ビジネスプラン」に関する認識一致のため

の調整が実施された。今一度「ビジネスプラン」の考え方

についての整理が必要。 

・ ADC や OS によりイニシアチブに提供された支援は付属

資料 11 のとおり。 

・ イニシアチブがアクセスできたと認識している支援は付

属資料 12 のとおり。 

 

（4） 成果 4：イニシアチブでの経験をベースにして、OVOP 地域開発モデルの推進のための戦

略と方法論のドキュメントを作成し普及させる 

成果 4 を発現するために六つの活動が計画されている（詳細は付属資料 2：

PDM_English_Ver.1 を参照）。これらの活動のうち、4-1 から 4-4 については PO の計画どおり、

または、計画よりも先行して実施されてきた。4-5 は計画より半年程度遅れて実施された。

以上より、成果 4 の達成状況については、表－9 のとおり、現時点で達成されている指標（4-3）

があるが、その他の指標はプロジェクト後半の達成に向けた途上にある。以下、各活動実績

について詳細を記載する。 

これまでに、プロジェクトチームによる OVOP 推進のための戦略案骨子及び評価指標案が

作成され、DNP との議論を踏まえ、修正がなされた。また、これまでのイニシアチブにおけ

るさまざまな活動の教訓が「グットプラクティス集」としてまとめられたほか、コンセプト

ペーパー、PCM ワークショップ実施ガイドラインなど方法論に関連するドキュメントが作成

された。 

また 2016 年 4 月から実施されているテーマ別（マーケティング、コミュニティ開発/社会

的包摂）の活動から得られる教訓が、2016 年後半に文書にまとめられる予定である。これら、

「グッドプラクティス」及びテーマ別活動の教訓も活用し、OVOP 推進のための文書として

まとめ、 終年にレビューする予定である。なお、コロンビア国家開発計画 2014-2018 には、

同計画 2010-2014 と同様に、コロンビアの地域開発の一手法として OVOP 運動を活用するこ

とが記載された。 

OVOP コロンビア及び地域開発モデル促進ツールとして、既存ホームページ及び SNS の改

善、ニュースレターの発信による広報活動が行われた。また、各イニシアチブの紹介シート

（A4 両面カラー）の作成及び、この紹介シートのデータを用いたカレンダーを作成し、庁・
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市役所・生産者グループによる住民等へのプロジェクト広報ツールとして活用されている。

今後、プロジェクトの成果の広範な周知、また、波及効果拡大のために、こうした促進ツー

ルの継続的な活用が有効である。 

地域開発の経験共有のため、2015 年 12 月に首都ボゴタにて全国セミナー（2 日間）が開催

された。中央の C/P 機関、地方委員会メンバー、イニシアチブメンバーから延べ約 200 名が

参加した。同セミナーは、2016 年以降も毎年 11 月下旬から 12 月初旬頃に実施することが構

想されている。国際セミナーについては、プロジェクト 終年（4 年次）に、コロンビア OVOP

と類似の取り組みを行う中南米またはその周辺国の数カ国を招いて実施することを検討して

いる。 

成果 4 の指標に基づく、中間レビュー段階での達成状況は表－9 に示すとおりである。 

 

表－９ 成果４の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

4-1．OVOP コロンビア実行

のための方法論に関する文

書が策定される。 

・ OVOP 推進のための戦略案が作成され、DNP との協議が

行われたが、本中間レビュー調査時点では、正式な文書の

策定には至っていない。 

4-2．OVOP コロンビア実行

のための戦略文書が作成さ

れ、包摂的地域開発モデル

として公的文書に盛り込ま

れる。 

・ イニシアチブ活動の教訓が「グッドプラスティス集」とし

て文書化されたほか、コンセプトペーパー、PCM ワーク

ショップ実施ガイドライン、全国セミナー報告書、各イニ

シアチブの活動シート等が作成された。テーマ別（マーケ

ティング、社会的包摂）の活動による教訓は 2016 年後半

に作成予定である。 

・ コロンビア国家開発計画2014-2018にOVOP推進が記載さ

れた。 

4-3．OVOP コロンビア促進

のための資料が作成される

（パンフレット、マニュア

ル、ビデオまたは /及び雑

誌）。 

・ ウェブサイトやニュースレター、SNS での情報発信、各

イニシアチブの紹介シート、カレンダーが作成された。 

 

4-4．包括的地域開発モデル

の経験共有と促進のための

全国セミナー及び国際セミ

ナーが実施される。 

・ 2015 年 12 月に第 1 回全国セミナー（2 日間）が開催され、

各イニシアチブにおける活動・経験が関係者間で共有され

た。今後も毎年 1 回の実施が予定されている。 

・ これまでのところ国際セミナー開催の実績はない。プロ

ジェクト 終年（4 年次）に開催を予定している。 
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３－３ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：コロンビアにおける地域開発政策の戦略として、OVOP 運動の原則に基づい

た、インクルーシブな地域開発モデルが構築される。 

 

プロジェクト目標の達成を可能とするため、これまでにプロジェクト活動の軌道修正や、モデル

の構成要素となる文書等の策定が進められてきており、プロジェクト期間の中間地点を過ぎた現在、

プロジェクトは正しい方向にある。よって、このまま順調に活動を進めばプロジェクト目標を達成

する見込みはやや高い。 

具体的には、プロジェクト当初は、中央 C/P 機関の主導による地域開発モデルが想定されていた

が、プロジェクトを進めるうちに、イニシアチブ活動や県・市の取り組みの結果に基づいて地域開

発モデルを抽出するほうが、より実践的で波及効果の高いモデルとなり得る見込みが出てきた。こ

れを受け、支援対象者の調整、中央と地方の役割の明確化などが行われた。現在は、中央レベルで

対象となるテーマに沿って主導的な役割を果たす中央 C/P 機関と中央省庁間の調整を軸にした地域

開発モデルに加えて、県レベルでの関係機関の取り組みによる県主導の地域開発モデル、並びにロー

カルレベル（市、イニシアチブなどを含む）が主導する地域開発モデルが想定されている。これら

想定されるモデルに係る今後のプロジェクト活動を通して、地域開発推進に必要な具体的な体制、

手法、手順、支援コンポーネントを抽出する予定である。なお、これらの想定されるモデルは、

終的には三つのモデルが示される、また一つに集約されるということではなく、今後のプロジェク

ト活動を通して現実的な形で修正がされることが期待される。 

ただし、当初想定していなかった県レベルでの取り組みがプロジェクト後半における大きなコン

ポーネントとなること、また C/P 機関が 9 機関というように OVOP に関連したミッションをもつ中

央機関は多い一方で、地方における地域開発の実践経験には乏しいことから、イニシアチブ支援の

ためには C/P 機関内での整理や支援実施における試行錯誤が続いており、全体のプロセスには時間

を要している11。よって、プロジェクトを想定された期間内に終わらせるべきかについては、今後

の活動進捗を踏まえ慎重に判断を行う必要がある。 

また、プロジェクト目標に「インクルーシブな地域開発モデル」の構築が設定されていることか

らも、本プロジェクトでは各イニシアチブの「商品力の強化」を進めるとともに、「住民参加/社会

的包摂」のための取り組みが必要である。この二つの方向性がバランスよく実現するよう、PDM や

投入要素の微修正がなされてきた。 

さらに、これまでの活動の成果として、OVOP コロンビアのコンセプトペーパーや PCM ワーク

ショップ実施ガイドライン、全国セミナー報告書などが作成された。これら関連文書・ツールは、

プロジェクト目標の「インクルーシブな地域開発モデル」の構成要素として活用される予定である。

プロジェクト目標の指標の中間レビュー段階での達成状況は、以下の表－10 に示すとおりである。 

 

                                                           
11 例えば、ADC の組織全体のミッションとしては民芸品のレベルを高めることであるために、一部の生産者グループを選択的に

支援したり、OS 職員がイニシアチブでのミーティングに参加したときに自らの知識を教えるという態度で一方的に話をするな

どして、住民の反感を買うようなケースもみられた。このように、中央の組織が地方の地域開発支援を実践することによりトラ

イアンドエラー方式での学びが進んでいる部分もある。プロジェクトでは、このような経験を踏まえ、インクルーシブな地域開

発モデルのコンテンツの一部として、参加型マーケティング技法マニュアル、コミュニティとの協働のための心得箇条などを加

える予定である（6－1(1)を参照）。 
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表－10 プロジェクト目標の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

1．設立された OVOP 中央委員

会が OVOP 運動の推進を調整

する全国機関として機能す

る。 

 

・ C/P 機関による OVOP 中央委員会が定期開催されている

が、プロジェクト活動に対する C/P 機関のコミットメン

トには大きな差がみられる。 

・ プロジェクトによって構築される地域開発モデルのなか

で適切な中央の役割を果たすため、中央委員会の役割の

修正が想定されている。 

2．設立された県レベル市レベ

ルの OVOP 委員会が OVOP 運

動推進のためのローカルレベ

ル体制として機能する。 

・ 県レベル・市レベルの OVOP 委員会の設置状況・機能の

度合いはイニシアチブによりさまざまであるが、いずれ

も各イニシアチブの現状に合った形で運用されている。

・ 県委員会が設置・機能しているのは、ボジャカ県（パイ

パ/ソタキラ）、キンディオ県（フィランディア）、ウイラ

県（ビジャビエハ）、トリマ県（ラ・チャンバ）、カウカ

県（ティエラデントロ）、ナリーニョ県（ヌード・デ・ロ

ス・パストス）。市委員会が設置・機能しているのは、フィ

ランディア、ビジャビエハ、トゥチンである。モンポッ

クスでは、市レベル OVOP 委員会に該当する機能として

「観光委員会」が存在する。 

3．OVOP 活動を行う組織への

社会的弱者を含むさまざまな

カテゴリーの人々の参加が増

加する。 

・ プロジェクトによって「商品力の強化」と「住民参加/

社会的包摂」の二つの方向性が示されたことにより、中

央、県、市、イニシアチブレベルにおいて、社会的弱者

の参加促進が意識された。 

・ その結果、いずれのイニシアチブにおいても、社会的弱

者（紛争被害者、障がい者、シングルマザー、貧困者等）

を優先的に OVOP 活動に取り込むことはしないものの、

実際には自然な形で生産活動に包摂されている状況が

多々確認されている。 

4．イニシアチブ関連組織の商

品・サービスの売上額が増加

する。 

・ マーケティング分野の専門家による販売・会計に関する

能力強化を実施中である。また、フェリアへの参加によ

り、販売量・売上の機会は増加しているものの、現時点

では、プロジェクト実施前との比較、コスト・利益等を

加味した総合的な判断はできない状況にある。 

5．OVOP 運動が地域開発の国

家戦略文書に盛り込まれる。 

・ 国家開発計画 2014-2018 に地域開発の手法として OVOP

が記載されている。 

 

３－４ 実施プロセスの検証 

（1） プロジェクト活動の実施 

2014 年 3 月のプロジェクト開始後、さまざまな課題がありつつも、おおむね当初の計画に

沿った活動が実施されてきた。その後、プロジェクト開始 7 カ月後に実施された運営指導調
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査（2014 年 12 月）では、プロジェクト開始以降に確認された課題を整理し、PDM Ver.0 の大

幅な改定が行われた。この PDM Ver.1（2014 年 12 月）は、第 1回合同調整員会（Joint Coordination 

Committee：JCC）で関係機関によって承認された。これ以降は、PDM Ver.1 を受けて改定さ

れた活動計画（Plan Operativo：PO）に沿った活動が、おおむね順調に実施されている。 

現在の課題としては、「3-2 成果の実績」で述べたように、2016 年のアクションプランの改

訂が未着手な点である。同様に地方レベルのアクションプランの改訂が一部のイニシアチブ

のみにとどまっており、残りのイニシアチブで遅延が生じている。また、ビジネスプランの

実施に係る活動は、「ビジネスプラン」の考え方の整理が必要ということもあり、現状では未

着手のイニシアチブが存在する。 

一方で、プロジェクト開始までにいくつかの困難や制約があり、それらがプロジェクトの

スムーズな開始に影響を及ぼしたことも事実である。例えば、プロジェクトの枠組を決定す

るための詳細計画策定調査実施（2013 年 7 月～8 月）からプロジェクト開始（2014 年 3 月）

まで、1 年 7 カ月を要した12。この期間に、コミットメントの高い DNP 関係者の離職や組織

変更などが発生した。そのため、プロジェクト開始時には、詳細計画策定調査時に想定され

ていたようなプロジェクト実施体制・人材が確保できない事態が生じた。 

また、プロジェクト開始までの間に、イニシアチブの状況やコミュニティ住民の関係性に

ネガティブな変化13が生じ、イニシアチブ活動が後退する例もみられた。そのため、プロジェ

クトの具体的な支援活動を進める以前に、住民間の関係性の回復のための関与が必要となる

ケース14もあった。 

このほか、プロジェクト策定時には、コロンビア政府によって選定された 12 イニシアチブ

のうち過半数が、JICA の安全規定上立入不可の地域だったことも、プロジェクト実施上の課

題であった。そのため、これら立入不可の地域への主な活動として、本邦研修や首都ボゴタ

での研修への参加推奨のほか、間接的なモニタリング・助言が想定されていたが、その反面、

日本人専門家が直接現地で支援活動ができない状況は、プロジェクト運営上、少なからぬ影

響を与えるものと理解されていた。その後、JICA の安全規定が改定され、プロジェクト開始

時には立入可能地域が 9 イニシアチブまで拡大されたことで、プロジェクト策定時に比べて

日本人専門家によるより広範な直接的支援が可能となった。しかし現在でも、残り 3 イニシ

アチブでは日本人専門家とローカルコーディネーターによる直接的支援・関与ができないた

め、DNP 担当による支援・モニタリング、本邦研修等への参加促進という支援体制を取って

いる。 

 

（2） プロジェクトの運営・実施体制 

プロジェクト開始後、チーフアドバイザーが中心となって、以下のような、プロジェクト

全体の運営・実施体制に関する適切な整理や調整が行われてきた。 

本プロジェクトのコロンビア側 C/P 機関は中央省庁など 9 機関、さらに、12 イニシアチブ

                                                           
12 九つの C/P 機関の参加により、プロジェクト開始に必要な R/D の締結に時間を要したことが原因である。 
13 スサの場合、詳細計画策定調査時点では、スサの一家族の発案による「インタラクティブな農業公園－ローカルコミュニティ観

光」がイニシアチブサービスとして選定されていた。この家族は元々コミュニティ住民との関係性が良好ではなかったため、イ

ニシアチブサービスに対するコミュニティ住民の合意は得られていなかった。さらに、プロジェクト開始までに、この家族の一

員が本邦研修に参加したこと等から、コミュニティ住民の大きな反発を受け、両者間の対立関係は濃厚になった。 
14 脚注 13 のスサの場合、プロジェクト開始後のアクションプラン策定前に、コミュニティ住民間の誤解を解き、住民がコミュニ

ティ全体の発展に視点を移すことができるようなワークショップや、専門家によるミーティングなどが実施された。 
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が位置する県庁・市役所、12 イニシアチブの生産者グループと非常に多い。各機関間の調整

に多大な労力が必要とされるものの、各関係者の尽力により活動はおおむね円滑に進められ

ている。ただし、「3－2 成果の実績」の「(1)成果 1」で述べたように、中央 C/P 機関のコミッ

トメントには差があるため、プロジェクトの運営・実施体制の変更や工夫が必要となってい

る。このほか、現在までに JCC が 1 回開催15、OVOP 中央委員会が計 14 回開催された。県レ

ベル・市レベルの委員会が設置されているイニシアチブでは、関係者間で定期的に委員会が

開催されている。 

こうした機関間のコミットメントの差の解消をめざして、プロジェクトチームは JCC や

OVOP 中央委員会の場を活用して、各 C/P 機関による活動報告や情報共有を図っている。県

レベル・市レベルの委員会へも継続的な支援・参加を続けている。 

また、プロジェクトチーム内では、プロジェクト開始から 2016 年 3 月まで、テリトリアル

コーディネーターと呼ばれるローカルコーディネーターを 3 名雇用し、地域ごとに担当イニ

シアチブを割り当てた活動支援・モニタリングを行った。上記 3 名のほかに、チーフアドバ

イザーを補佐・支援するコーディネーターを配置し、DNP とのモニタリング体制を整備した。

その後 2016 年 4 月の体制変更に伴い、ローカルコーディネーターをそれまでの地域別から

テーマ別（マーケティング、コミュニティ開発/社会的包摂）の 2 名を配置して、イニシアチ

ブを担当することとした。現在は、ADC に日本人短期専門家（マーケティング）とローカル

コーディネーター1 名、OS に日本人短期専門家（コミュニティ開発/社会的包摂）とローカ

ルコーディネーター1 名を配置して、ADC と OS の能力強化やイニシアチブへの支援強化を

行っている。このほか、DNP 配属のローカルコーディネーター1 名、キンディオ県担当のコー

ディネーター1 名、アシスタント 1 名を雇用しており、ローカルコーディネーター5 名の体制

となっている。 

 

（3） 技術移転の方法 

C/P 機関（主に DNP）への技術移転については、チーフアドバイザーをはじめ各分野の日

本人専門家による、日常のプロジェクト活動を通した OJT により実施されている。具体的に

は、DNP の C/P2 名との協働を常に意識し、共同プロジェクトチームワークの実施、プロジェ

クトチームでの調整会議を各種実施中である。 

他方、C/P 機関以外については、県、市、イニシアチブなど関係者・レベルが多様なため、

一律の技術移転方法を用いることはできない。そのため、各対象や状況に合わせて手法を工

夫し16、活動を実施している。 

 

                                                           
15 PO では、第 1 回 JCC が 2014 年 9 月、第 2 回 JCC が 2015 年 11 月に計画された。第 1 回は DNP 側の予定調整ができなかったこ

とから延期となり、同年 12 月実施の運営指導調査に合わせて実施された。第 2 回は、JCC 準備期間が地方統一選挙の時期（2015
年 10 月）と重なるため、JCC 実施時期を 2016 年 2 月下旬に延期した。しかし、2016 年に入り、DNP は新知事・新市長との県・

市の開発計画策定支援に多忙となったため、本中間レビュー実施時まで再延期された。 
16 例えば、県や市の OVOP 委員会があるイニシアチブでは、委員会開催時に日本人専門家が同席し、各レベルで必要とされる関

係機関との連携や生産者グループとの協働・協力体制に関するアドバイス等を行っている。また、生産者グループに対しては、

分野別（マーケティング、コミュニティ開発/社会的包摂）の日本人専門家とローカルコーディネーターが定期的に訪問し、ま

た、リーダー等と頻繁に連絡を取ることで、活動の方向性や方法に関するアドバイス等を行っている。さらに、キンディオ県に

ついては県庁と商工会議所が県全体で OVOP を推進する体制を構築済みであり、その機能強化のため、県専属のローカルコー

ディネーターを配置し、現場ニーズのより的確・迅速な把握に努めている。 
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（4） 関係者の参加・貢献 

プロジェクト開始前には、当時の DNP-DDTS 長を筆頭に、DNP 担当者 2 名（合計 3 名す

べて帰国研修員）のコミットメントが非常に高かったが、プロジェクト開始直前に全員が交

代となった。このため、プロジェクト開始時に OVOP 専属の契約社員 1 名が配置され、2 年

目には 1 名が増員され、現在は 2 名体制である。この担当者 2 名は非常に積極的にプロジェ

クト活動に従事しているが、今年から他業務との兼任となったため、プロジェクトに従事す

る時間に限界が出てきている。また、DDTS 局長の交代が 2 回あり、プロジェクトチームに

よる OVOP についての再説明が必要となるなど、局長・副局長の合意を得るための度重なる

協議が必要となっている。2016 年 6 月に着任した DDTS 局長は、OVOP に対する理解を示し

ており、地域開発に積極的に活用していく意思が確認されている。 

DNP 以外の八つの中央 C/P 機関の参加・貢献については、ADC、OS はコミットメントが

高く、各組織の事業に OVOP 活動をうまく取り入れる形で積極的な関与がある。SENA は中

央レベルでのプロジェクトへの関与は高いとはいえないが、県・市レベルでは SENA 地方支

部が OVOP に積極的にかかわっており、研修を通じた人材育成・能力強化において重要な役

割を果たしている。その他の C/P 機関は定期会合に参加する程度の活動にとどまっている。 

 

（5） PDM の改訂 

「3－4 実施プロセスの検証」の(1)プロジェクト活動の実施で述べたとおり、プロジェク

ト開始後に PDM の改訂が一度行われ、第 1 回 JCC で承認が得られている。詳細は表－11 を

参照のこと。 

 

表－11 PDM の改訂 

PDM の版 改訂日 主な改訂事項 

Ver.0 ⇒ Ver.1 
2014年12月10日 

（第 1 回 JCC） 

・ 上位目標、上位目標の指標、指標入手手段の修正 

・ プロジェクト目標の指標、指標入手手段の修正 

・ 成果、成果の指標、指標入手手段の修正 

・ 活動内容の修正 

 

 



－25－ 

第４章 評価結果 

 

４－１ 妥当性 

以下の(1)から(4)の理由から、現時点でのプロジェクトの妥当性は高い。 

 

（1） 対象地域のニーズとの整合性 

「2－1 プロジェクトの背景」で述べたように、紛争の影響を大きく受けているコロンビア

では、特に地方農村部における社会的・経済的安定と復興に向け、紛争被害者など社会的弱

者を含む地域住民相互の信頼関係回復と、地域の価値を認識し協働・団結を通じた地域共同

体の強化が必要とされている。このような対象地域のニーズは中間レビューの時点でも大き

く変わっていない。むしろこうしたニーズは、今後のポストコンフリクトへの支援を検討す

るにあたって、ますます必要となる。よって、対象地域のニーズと本プロジェクトの目標と

は、引き続き整合しているといえる。 

また、本プロジェクト目標で構築される地域開発モデルは、中央主体ではなく地域主体の

取り組みをもとにして構築されるため、現場ニーズと地域の能力を反映したモデルとなり得

る。ボトムアップのモデル構築という点で、意義は大きい。 

なお、地域間及び都市・地方間格差の是正に加え、地域住民が一体となって地域社会復興

をめざす本プロジェクトは、地域住民の共生を促進し得るという点で、地域の安定及び平和

構築に貢献すると考えられる。 

 

（2） 政策との整合性 

コロンビア政府は、「国家開発計画 2010-2014」において貧困対策を重要課題のひとつに据

え、OVOP の推進を国家レベルで推進していくことを確認し、同計画内に位置づけた。「国家

開発計画 2014-2018」においても引き続き地方開発が重要視され、「第 5 章 競争力・戦略的

インフラ」中の、「持続的地域開発の促進」の節で、地域開発手法のひとつとして OVOP の

推進が明記された。よって、本プロジェクトと国家政策との整合性は、引き続き高いといえ

る。 

日本の支援政策との整合性については、現行の「対コロンビア共和国国別援助方針」の中

で、「均衡のとれた経済成長」が支援重点分野のひとつとして挙げられており、本プロジェク

トはさらにその中の「地域開発プログラム」に位置づけられている。よって、本プロジェク

トは日本の支援政策に整合している。 

 

（3） 手段としての適切性 

本プロジェクトは① OVOP 推進のための中央レベルの体制と同アクターの能力強化、②

ローカルレベルの体制と同アクターの能力強化、③ 商品・サービスの開発・販売・運営の能

力向上、④ OVOP 地域開発モデル推進のための戦略と方法論のドキュメント作成・普及の

四つのコンポーネントにより、人々に広く裨益する地域開発モデルの構築に取り組んでいる。

各コンポーネントは、本プロジェクトの二つの方向性「商品力の強化」と「住民参加/社会的

包摂」を達成するために必要である。 
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一方、主要 C/P 機関からは、4 年間のプロジェクト期間では不十分であるという意見が聞

かれた。理由として、コミュニティにおける活動に不可欠なコミュニティ住民との信頼関係

構築に時間がかかること、政権交代によって各 C/P 機関の政策・方針が変更されること等が

挙げられた。このほか、中央レベル及びローカルレベルでの持続的なワークグループの強化

が必要である。 

他ドナーとの連携に関しては、現時点では特筆すべき連携事業は行っていない。しかし、

ポストコンフリクトを見据えて、地域開発分野の支援が一層必要となるため、今後は、平和

構築・地域開発分野で長年の実績がある欧州連合（European Union：EU）17と、何らかの協

力を検討することも可能である。 

 

（4） 平和構築における意義 

本プロジェクトが開始された 2014 年は、コロンビア政府と FARC によるキューバ共和国

（以下、「キューバ」と記す）での和平交渉が始まって 1 年半が経過したころにあたり、平和

構築に貢献する協力として、時機に合ったものだといえる。さらに、本中間レビュー調査期

間中の 2016 年 8 月 24 日に、両者による歴史的な和平合意文書18の署名が実現し、約半世紀

にわたる国内紛争の終結が大きな現実味を帯びてきた。プロジェクト策定時には、こうした

和平交渉の開始・進展は予想されていなかったが、結果的には、平和構築の動向を汲んだ適

切なプロジェクト策定であった。 

和平合意を受けた今後のポストコンフリクト支援として、経済的・社会的格差是正を促す

地域開発や、ポストコンフリクトのさまざまなアクターの特性を考慮した住民参加の取り組

みが、これまで以上に重点的に推進されることとなる。和平合意文書にも「土地に焦点を当

てた開発プログラム」（Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial：PDET）や、「農牧生産

と連帯経済と協働組合化」（Estimulos a la producción agropecuaria y la economía solidaria y 

cooperativa）など、地域開発を推進する具体的な支援プログラムが設定されている。前者は

DNP が政策策定を行う予定であり、後者は OS が既にかかわっている連帯経済モデルと実践

のための強化支援である。DNP も OS もこうした政策策定・実施に OVOP の手法を活用した

いという意向を示している。このことから、本プロジェクトはポストコンフリクトにおける

地域開発に貢献し得る取り組みとして期待が高い。ADC についても、「平和の紡ぎ手の手工

芸者」〔Artesanos Tejidores y Paz（2016-2020）〕と称する戦略が策定済みであり、同戦略の中

で OVOP が主要戦略方針のひとつとして位置づけられている。 

 

４－２ 有効性 

以下の(1)から(3)の理由から、現時点でのプロジェクトの有効性はやや高い。 

 

（1） プロジェクト目標の達成見込み 

「3-3 プロジェクト目標の達成見込み」で述べたとおり、成果 1 から 4 の活動を通して得

られた成果や教訓が、地域開発政策の戦略として、人々に広く裨益するインクルーシブな地

                                                           
17 EU のプロジェクトの一例として、「地方に焦点を置いた地域開発政策支援」（3,920 万ユーロ）、「乳製品セクター支援」（3,000

万ユーロ）、「コロンビアにおける地域的生産力のセクター政策支援」（3,180 万ユーロ）などが実施されている。 
18 スペイン語正式名称は“ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ 

ESTABLE Y DURADERA”（「紛争の終結及び安定的かつ持続性のある平和構築のための 終合意」）。 
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域開発モデルとして取りまとめられる見込みである。具体的には、本プロジェクトでは関係

機関及びイニシアチブが多く、すべての関係機関に対して画一的な対処をしても成果は見込

めないため、支援先・活動内容の選択と集中を行い、効率的な投入を予定している。各イニ

シアチブでのその後の進捗を把握し、異なるイニシアチブの異なる事例・経験を蓄積するこ

とによって、他地域に応用可能なインクルーシブな地域開発モデルが構築されることが見込

まれる。 

特に、プロジェクト目標である「インクルーシブな地域開発モデル」の構築には、イニシ

アチブ地域住民の「住民参加/社会的包摂」を促進することが、重要な要素のひとつとなる。

フィランディアやビジャビエハ、スサなど、コミュニティ住民間の調和・信頼の促進、個人・

地域の誇りが回復している例や、トゥチン、ティエラデントロ等先住民族が主体的に参加し

ている例、サンビセンテ、トゥチン等紛争影響者が参加している例、ラ・チャンバやモンポッ

クス等、障がい者が参加している例など、住民参加/社会的包摂が具現化しているイニシアチ

ブが確認された。こうした社会的包摂の面での好事例は、プロジェクト目標を達成する大き

な貢献要因となる。 

一方で、プロジェクト目標達成には、構築された地域開発モデルを政策・戦略として普及

する体制が必要であり、DNP による新規のイニシアチブへの情報提供、県モデルによる普及

等が求められる。 

 

（2） プロジェクト目標と成果の因果関係 

成果 1 から 4 までの達成度を高めることで、OVOP 運動を推進する中央・地方の機関・ア

クターの能力強化、商品力の向上及び住民参加/社会的包摂が実現し、結果として、インクルー

シブな地域開発モデルが構築されるというプロジェクトの構造は、一定程度論理性が担保さ

れている。 

その一方で、当初の支援対象であった中央 C/P 機関とイニシアチブの生産者グループだけ

への支援では、地域開発に重要な役割を果たす県・市の能力・機能の強化は図られない。そ

のため、現在は県・市をプロジェクトに取り込み、地域の開発政策に関連づけた支援を展開

するようにしている。これにより、県レベルでの実践的な事例をもとに、現地の社会・文化

に根づいた成果・教訓の抽出が期待される。 

なお、本プロジェクトでめざされている「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」のう

ち、後者については、プロジェクト目標の指標のひとつとして「OVOP 活動を行う組織への

社会的弱者を含むさまざまなカテゴリーの人々の参加の増加」と設定されているにとどまる。

すなわち、この「住民参加/社会的包摂」に紐づく成果がないため、成果とプロジェクト目標

との因果関係が不明瞭である。本中間レビュー調査では、この因果関係を整理し、「住民参加

/社会的包摂」に関する成果と指標の調整を行った（詳細は第 6 章 6－1 の表－13 の成果 3、

「3－3（追加）」欄を参照）。 

 

（3） プロジェクト目標実現のための外部条件 

プロジェクト達成にかかわる外部条件として、「OVOP に関するコロンビア政府の政策と戦

略が変わらない」が設定されている。現時点では政府の政策と戦略に大きな変更はなく、「国

家開発計画 2014-2018」にも OVOP 推進が明記されている。現政権の任期は 2018 年 8 月まで
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であるため、プロジェクト終了の 2018 年 2 月までは、政府の政策が変更することは想定され

ない。なお、OVOP コロンビアのモデル構築については、プロジェクト側からの支援を受け

つつ OVOP 中央委員会によって、モデル構築のための戦略が策定されているところである。 

 

４－３ 効率性 

以下の(1)から(5)の理由から、現時点でのプロジェクトの効率性は中程度である。 

 

（1） 成果の産出状況 

各成果の産出状況及び主な課題は表－12 に示すとおりである。成果 1、2 及び 4 について

は、課題はあるものの達成が期待できる結果が出ている。成果 3 については、達成に向けて

具体的な方策を再検討する必要がある。 

 

表－12 各アプトプットの産出状況及び主な課題 

成 果 産出状況 主な課題 

1: OVOP 推進のための

中央レベルの体制とアク

ターの能力が強化され

る。 

 OVOP 中央委員会が定期的に開催

され、C/P 機関間の情報共有と調整

の場として機能している一方、各

C/P 機関の担当部局や組織全体の政

策としての調整に直結していない。

OVOP 中央委員会の体

制・機能強化策の検討 

 

2: イニシアチブを通し

て  OVOP を推進する

ローカルレベルの体制と

アクターの能力が形成・

強化される。 

いくつかのイニシアチブでは県委

員会、市委員会が設立され、イニシ

アチブと連携して OVOP 運動を推

進している。 

県・市による協力が少

ない（またはない）イ

ニシアチブにおける、

OVOP 運動推進体制の

構築の検討 

3: ビジネスプランの実

施を通して、イニシアチ

ブ商品・サービスの開

発・販売・運営のための

能力を向上させる。 

ビジネスプランに関するC/P機関の

認識・手法の違いや、対象商品・サー

ビスが異なるなど、画一的な策定が

難しいため、プランの策定には至っ

ていない。 

ビジネスプランの考え

方に関する関係者間で

の認識の一致 

4: イニシアチブでの経

験 を ベ ー ス に し て 、

OVOP 地域開発モデルの

推進のための戦略と方法

論のドキュメントを作成

し普及させる。 

戦略、方法論、プロモーションに関

するドキュメント作成やセミナー

開催等のうち、一部については作成

済み。現在取り組み中の文書も、プ

ロジェクト終了までに作成が完了

する予定。 

作成済みの文書を改

訂・整理する。 

ドキュメント作成後の

普及方法の確認。 

 

上述のような成果の産出状況に貢献している要因として、以下が確認された。 

 

1) 促進要因 

・ 本プロジェクトによる地域全体の活性化のための二つの方向性（「商品力の強化」と地
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域住民の「住民参加/社会的包摂」）の重要性を、繰り返し中央 C/P 機関、県、市、イ

ニシアチブレベルで説明したことにより、これらアクターの中に「商品力の強化」の

みならず、「住民参加/社会的包摂」が意識づけられた。 

・ イニシアチブの現状・ニーズに応じたアプローチと取り組みが行われてきたことで、

イニシアチブによっては以前に比べ活発な動きが出始めている。 

・ 県レベルまたは市レベルでの OVOP 推進活動への支援を強化したことにより、各地の

事情に応じた OVOP 推進体制が構築されつつある。 

・ 短期専門家（マーケティング、コミュニティ開発/社会的包摂）がプロジェクト雇用の

ローカルコーディネーターとともに ADC、OS への支援を強化したことにより、ADC

や OS のプロジェクト活動への積極的関与を引き出している。 

・ 本邦研修（国別研修、課題別研修）、及び第三国研修に参加した帰国研修員が、OVOP

運動の普及や具体的活動の創出に貢献している。 

・ プロジェクト活動の結果の見える化（文書化やイメージ化）に努めたことにより、C/P

機関とのプロジェクト進捗の情報共有や理解促進に役立った。また、アクションプラ

ン等の PDCA サイクル（Plan-Do-Check-Act cycle）を回しやすくなった。 

・ プロジェクトの進捗状況に応じて、プロジェクトチーム体制を変更し、そのときどき

に適した対応ができるよう工夫したことで、きめ細やかで現場に即した対応が可能と

なった。 

 

2) 阻害要因 

一方、成果の産出における課題として、以下が確認された。 

・ 関係機関・関係者が多いため、調整コストが高い。 

・ 日本人専門家とコロンビア側 C/P が共に現場へ出向き、現場を理解したうえで具体的

活動を展開するという日本的な地域開発アプローチをとる場合に、12 イニシアチブと

いう数の多さと地理的位置が原因で、頻繁に現場を訪問することができず、プロジェ

クトをスムーズに実施するうえで課題となっている。 

・ 2016 年前半は、DNP-DDTS が他の優先事業を行う必要があるため、OVOP へのコミッ

トメントが低下しており、成果 1 と 4 に遅れが生じている。 

・ 中央の九つの C/P 機関の間で、プロジェクトへのコミットメントの度合いに非常に差

があるため、アクションプランがほとんど実行されていない C/P 機関がある。こうし

た C/P 機関に対して、今後プロジェクトがどのように関与していくべきか検討する必

要がある。 

・ OVOP 中央委員会が定期開催されているものの、C/P 各機関の OVOP 担当部局や担当

者の変更によって、各 C/P 機関の個人レベル・組織レベルの継続的な能力強化が困難

となるケースが散見されている。 

・ OVOP 中央委員会全体の 2016 年版アクションプランの策定が完了していない。 

・ ビジネスプランに関する C/P 機関間での認識の一致が遅れているため、同プラン策定

のための具体的な活動に至っていない。今後、各イニシアチブにどのような形でビジ

ネスプランを適用すればよいかを早急に検討する必要がある。 
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（2） 活動と成果産出の因果関係 

現在までの活動は、上述した成果の産出に寄与しているものもあるが、因果関係が不明確

なものもある。 

成果 1 については、活動がほぼ計画どおり実施されてきたものの、その結果がすべて成果

1 に直結しているとはいえない。主要な理由としては、九つの C/P 機関のコミットメントの

差により、たとえ担当者レベルの能力強化が図られたとしても、それが各 C/P 機関の組織と

しての戦略・政策に必ずしも直結しない点が挙げられる。そして、各 C/P 機関の強化が進ま

ないために、中央委員会としての機能の強化も十分に図られにくいといえる。 

成果 2 についての活動はおおむね計画どおりに実施されており、成果の産出に寄与してい

る。ただし、イニシアチブによって状況が異なるため、成果産出の度合いや内容には差があ

る。 

成果 3 については、計画どおり実施されていない活動が散見され、成果の産出も十分では

ない。理由としては、これまで繰り返し述べてきたように、まずは「ビジネスプラン」につ

いての考え方の整理が必要であり、そのうえで、活動を実施に移す必要があるためである。 

後の成果 4 については、活動がおおむね計画どおりに実施されており、成果の産出に寄

与している。既に完成済みの文書・ツールのほか、現在作成中または今後作成予定の文書が

完成し、戦略の形に整えられることによって、成果 4 の産出につながると考えられる。 

なお、プロジェクト 2 年目までの活動・成果を受け、今後は成果 1 から 4 のすべての達成

度を上げることよりも、一部の成果の達成を重点的に意識し、プロジェクト目標達成につな

げていくことが重要であると認識された。すなわち、3 年目以降は、すべての活動を万遍な

く実行するのではなく、プロジェクト目標達成により直結すると考えられる、①モノの競争

力強化による地域 開発モデル、②社会包摂や平和構築を意識した教訓の抽出、③県レベル 

OVOP 地域開発モデル、④OVOP コロンビア推進のための DNP 調整能力強化の 4 項目にか

かわる活動を重点的に行うことによって、効果的な成果が産出されるよう工夫をしていると

ころである。 

 

（3） 投入のタイミング・質・量 

各投入は、次の 2 点の課題を除き、量・質・タイミングともに、おおむね計画どおりに行

われた。 

一つ目の課題は、「3－4 実施プロセスの検証」の「(1)プロジェクト活動の実施」に記載し

たとおり、本プロジェクトの詳細計画策定調査実施（2012 年 7 月～8 月）からプロジェクト

開始（2014 年 3 月）まで、1 年 7 カ月を要したことである。その間に DNP 関係者の交替や、

イニシアチブの後退などの事態が発生し、プロジェクト開始時の実施体制に影響が生じた。 

二つ目の課題は、チーフアドバイザー（長期専門家）の派遣時期が、人材の調達不調等に

より、当初の予定から約 4 カ月半遅れたことである。このチーフアドバイザーの専門性（観

光・地域開発）は非常に適切だが、DNP からは、短期・複数回という派遣形態に不都合が生

じることもあるという意見が聞かれた。例えば、プロジェクトを進めるうえでチーフに相談

や確認が必要な事項も多く、プロジェクト運営に時間的ロスが生じてしまう。 

なお、上記「(2)活動と成果産出の因果関係」に記載したとおり、プロジェクト 3 年目の現

在は投入先を四つの活動（①モノの競争力強化による地域開発モデル ②社会包摂や平和構
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築を意識した教訓の抽出 ③県レベル OVOP 地域開発モデル ④OVOP コロンビア推進のた

めの DNP 調整能力強化）に集中させている。現時点ではこれらの投入方法に関連した運用上

の問題は生じていない。 

 

（4） 成果実現のための外部条件 

成果実現のための外部条件は「研修を受けた人材が引き続きプロジェクトに関与している」

と設定されている。帰国研修員のなかには、研修で学んだ知見を活用して、所属組織内での

共有や OVOP 関連の新たな活動の展開などに貢献している人材がいるが、他方、異動や退職

などでプロジェクトにかかわることができなくなる人材も確認されている。こうした人材の

入れ替わりは今後も起こることが予想されるため、可能な限り、各所属組織内の担当局とし

てプロジェクトへのコミットメントを高め、個人の能力強化にとどまらない組織全体の強化

を図ることをめざした対策が必要である。 

 

（5） 紛争が効率性に与える影響 

治安悪化などにより、成果が部分的に達成できない可能性は、十分にあると考えられる。

対象地域で治安が悪化すれば、プロジェクトの継続は困難となる。 

また、12 イニシアチブのうち 3 イニシアチブが治安の関係上 JICA 関係者の立入りが禁止

されており、JICA の専門家とローカルコーディネーターによる直接的支援・関与ができない

ため、現地事情の直接的かつタイムリーな把握が困難となっている。その代わりに DNP 担当

者がこれら 3 イニシアチブを訪問して活動への支援・モニタリングを行い、その結果をプロ

ジェクトメンバーへ報告する体制を敷いている。このほか、プロジェクト側からは本邦研修

への参加促進や、首都ボゴタへの来訪を依頼するという形での支援を行っている。 

 

４－４ インパクト 

以下の(1)から(2)の理由から、現時点でのプロジェクトの上位目標達成に向けたインパクトは中程

度である 

 

（1） 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトの上位目標は「コロンビアの平和に貢献する地域再生のためのコミュニ

ティの社会的結束と自立が強化される」である。中間レビューの時点での達成予測は時期尚

早ではあるが、上位目標に含まれる、社会的結束と自立の実現に、プロジェクトによって新

たに構築される地域開発モデルが貢献できると考えられる。 

上位目標には五つの指標が設定されており、これまでの活動実績による以下の指標達成度

から、上位目標の達成見込みは中程度であると判断される。指標 1「OVOP 運動の原則に基

づいた県レベル・市レベルの OVOP 地方委員会が 16 県で整備される」については、プロジェ

クト対象の 12 イニシアチブのうち、現時点で県・市レベル双方の OVOP 委員会が設置され

ているのは現時点で二つのみ（県のみ又は市のみ設置が八つ、県も市も未設置が二つ）であ

る。各イニシアチブの多様な実情を踏まえると、プロジェクト終了時に全イニシアチブで県・

市の両レベルの OVOP 委員会設置が完了することは容易ではない。完了したとしても、委員

会が形骸化し、機能しない場合も想定される。したがって、上位目標として、現在の 12 イニ
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シアチブを含む全 16 県で県・市レベルの OVOP 委員会が設置されること自体が、必ずしも

有効でない可能性がある。指標 2「16 県において OVOP 運動に関連した地域商品・サービス

を提供する組織の数が増加する」については、次項(2)で言及するとおり、既に他県から OVOP

に関する問い合わせが寄せられており、プロジェクト就労後も波及効果が見込まれる。その

一方で、OVOP 運動の促進には、多様な機関の協力や連携が不可欠であることから、単に組

織数が増加することよりも、多機関連携の下でイニシアチブとして機能するかが重要である。

そのため、組織数よりもイニシアチブ数の増加をめざす方が現実的であるという課題が残さ

れる。指標 3 では「他のイニシアチブメンバーと相互信頼関係を構築し得るイニシアチブメ

ンバーの合計人数の増加割合」が設定されており、これまでに多くのイニシアチブで OVOP

活動に参加する住民の増加が確認されている。指標 4「16 県において OVOP 運動に関連した

地域商品・サービスの売上額の増加割合」は、成果 3 の指標設定の調整が必要だったことか

ら、プロジェクト目標の達成度合いが高いとはいえない状況にあり、上位目標の達成への貢

献度合いの見込みは未知である。また、「OVOP 運動関連の地域商品・サービス」よりも、指

標 2 と同様にイニシアチブを単位として、「イニシアチブに関連した商品やサービス」の売上

額増加をめざす方が指標として明確であると考えられる。 後の指標 5「OVOP 戦略が国家

開発計画 2018-2022 に組み込まれる」は、現時点では達成度を測る段階には至っていない。

なお、以上の上位目標達成度を勘案し、本中間レビューでは、上位目標達成の見込みをより

高めるため、指標の一部（1、2 及び 4）をより現実に即した指標に修正することが提案され

た。 

上位目標が達成されるには、プロジェクトで策定された地域開発モデルを、どのように他

地域に展開するかを想定しておくことが必要である。現時点では、地域開発モデルの展開と

して 3 パターンが考えられている（詳細は 6 章 6－1 「(1) 本プロジェクトでめざすインク

ルーシブな地域開発モデルとは」を参照）。そのなかでも、プロジェクト開始当時に想定され

ていた、中央機関がモデルを展開するという方法ではなく、県レベルのさまざまな機関の協

力体制の下で、県内の他市へ横展開する普及方法が現実的かつ効果的だと考えられる。プロ

ジェクトでは現在、想定され得る 3 パターンのうちでこれまであまり意識されてこなかった

県レベルの地域開発モデルの構築に特に注力しており、この成果を県内の他市または他県へ

普及することが検討されている。 

一方で、上位目標達成の外部条件として「イニシアチブ県の社会的経済的状況が悪化しな

い」が挙げられている。本中間レビュー調査期間中に政府と FARC の和平合意文書の署名が

実現し、紛争終結への展望が開かれつつある。しかし、ポストコンフリクトになっても、い

くつかのイニシアチブが位置する地方部では、治安に対するリスクが存在し、それが上位目

標の達成に影響を与える可能性は排除できない。 

 

（2） 波及効果 

本プロジェクトの波及効果として、以下の点が確認されている。 

・ 一部のイニシアチブ（スサ、フィランディアなど）では、近隣の別のコミュニティか

ら OVOP について問い合わせを受けることが増えている。 

・ 県レベルでも、県庁の他部署からの連携の申し出があり、協力体制を構築中である（ト

リマ県、ウイラ県、キンディオ県）。 
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・ 県庁外の他機関（SENA、大学、財団等）から連携の申し出が出されている県もある

（トリマ県、ウイラ県）。 

・ このほか、イニシアチブ以外の地域（カルダス県、チョコ県）、C/P 以外の中央政府機

関〔国家貧困克服庁（現在は PS に組織統合）等〕、大学（ロス・アンデス大学）等か

ら OVOP に関する照会が DNP 宛に多数届いている。 

・ イニシアチブ活動において重要な役割を担う人物が、国別研修以外にも内容がプロ

ジェクト活動に親和性の高い課題別研修（例えばエコツーリズムや世界遺産登録を利

用した観光開発の研修）に多く参加している。それらの帰国研修員らは一村一品とそ

の他の研修の共通点を理解し、各自の活動にあてはめることで、一村一品の手法だけ

によらない多面的な地域開発を展開していることが観察された。 

 

４－５ 持続性 

以下の(1)から(3)の理由から、プロジェクトの持続性は現時点で評価するには時期尚早である。 

 

（1） 政策・制度面 

「4－1 妥当性」でも述べたとおり、本プロジェクトはコロンビア政府の国家開発計画にお

ける政策と整合している。このため、地域開発を促進する一手法として、プロジェクトで構

築された地域開発モデルが一定期間、継続される見込みはある。 

また、「４－１ (4)平和構築における意義」で述べたように、ポストコンフリクトに向けて

地域開発の需要及び重要性が強まることは確実であり、和平合意文書の中でも既に地域開発

に関する具体的なプログラムが策定されている。したがって、地方部の経済的・社会的開発、

特に地域住民の社会的包摂を促進する OVOP 運動は、コロンビア政府の今後の地域開発政策

を具現化し得るものとなる。 

一方で、国家開発計画 2014-2018 に OVOP 推進が明記されたとはいえ、具体的な推進方法

については言及されていない。現在 2 期目のサントス大統領は、三選が認められていないた

め次の大統領選挙に立候補できず、2018 年以降は他の大統領が就任することが確実である。

よって、従前の国家開発計画の方向性が大きく転換される可能性もあり得る。その場合、プ

ロジェクトの持続性確保のための方策として、DNP などの中央省庁ではなく県・市レベルの

コミットメントを確保しておくこと等が一案として考えられる19。実際、既に活動が軌道に

乗りつつあるフィランディアやビジャビエハのイニシアチブでは、県・市レベルの開発計画

に OVOP 推進が政策として組み入れられており、大統領の交代いかんによらず、OVOP 運動

が継続することが見込まれる。また、イニシアチブの活動から抽出された経験を蓄積し、県

内の他市への普及を検討することも可能である。現在の県知事・市長の任期は 2020 年までで

あり、それ以降に現在の県・市の政策が引き継がれるとは限らないが、県レベルには SENA

や大学、商工会議所など、県庁と協力して OVOP を推進している機関があるため、これらの

機関による継続的な支援・連携を強化することで、持続性を一定程度担保することは可能で

ある。 

                                                           
19 県知事選挙及び市長選挙は大統領選挙と同様 4 年ごとに行われるが、同時期ではない。現在の知事・市長の任期は 2016 年 1 月

1 日から 2020 年 12 月 31 日までであるため、2018 年の大統領選挙によって中央省庁レベルで OVOP 推進路線が変更されたとし

ても、県・市レベルの開発計画に大きな影響は生じないと考えられる。 
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中央 C/P 機関については、現在プロジェクトへのコミットメントが高い C/P 機関（ADC、

OS）が、OVOP 運動を組織の政策として取り込むことを検討している。 

 

（2） 組織・財政面 

プロジェクトのコロンビア側のローカルコスト（人員配置、予算措置）を支出しているの

は、現時点で DNP、ADC、OS の 3 機関のみである。しかし、現在の予算はプロジェクト用

に特別に措置された予算ではなく、既存の予算編成の中から捻出されているものである。事

業の継続には各 C/P 機関が OVOP 推進のための特別な予算措置ができれば望ましいが、現実

的には難しい。そのため、OVOP 運動を組織の事業に内包化することで、予算を充当すると

いう対応が必要となる。既に、ADC や OS ではこのような動きが始まっている。 

 

（3） 技術面 

C/P の技術面については、必要な技術・知識が OJT や研修により強化されている。プロジェ

クト終了後に、C/P（DNP、ADC、OS）が自立的に地域開発モデルの普及を継続できるよう

に、プロジェクト 3 年次より普及を前提とした技術移転が行われている。 

現在県レベルで OVOP 運動が推進されているキンディオ県とウイラ県では、地域開発モデ

ルを県レベルで普及するメカニズムが構築される可能性は高いと考えられる。普及メカニズ

ムができれば、県内他市や他県へ OVOP 運動を拡大・普及することも考えられる。 

 

４－６ 結 論 

本プロジェクトの妥当性は引き続き高いことが確認された。対象地域のニーズやコロンビア側及

び日本側の政策との整合性が引き続き高いこと、また、地域間格差の是正や地域住民の協働・団結

による地域社会の復興を通じて、地域の社会的・経済的安定、ひいては地域の平和構築に貢献する

手段としても適切であると判断される。さらに、和平合意文書の署名がされたことにより、今後の

地域開発や地方農村部への支援の重要性が高まっている。 

有効性については、現時点ではやや高いと判断された。1 から 4 の各成果の達成度を高めること

により、プロジェクト目標の「コロンビアにおける地域開発政策の戦略として、OVOP 運動の原則

に基づいた、インクルーシブな地域開発モデルが構築される」の内容が具体化され、イニシアチブ

以外の地域にも応用可能な、有効性の高いモデルとしてまとめられる見込みが高い。 

プロジェクトの効率性は、中程度である。一部課題はあったものの、それ以外の投入はほぼ適切

なタイミング、質、量で行われ、それに見合った成果産出が確認された。また、これまで重点的に

活動を展開してきた成果 1、2、4 については、課題はあるものの、おおむね効率的な活動実績が確

認された。成果 3 は、今後必要な活動を整理及び再検討したうえでの活動展開が必要とされる。 

インパクトについては、中程度であると判断される。上位目標の達成見込みについては、プロジェ

クトによって新たに構築される地域開発モデルによる貢献が見込まれる。また、現在取り組み中の

県レベルでの地域開発モデルの他県への普及も期待できる。特に農村部での OVOP 運動が推進され

ることにより、上位目標に含まれるコミュニティの社会的結束と自立の強化が促進される可能性が

高いと考えられる。波及効果も発現しつつあり、プロジェクト成果の広がりが期待できる。 

持続性については、現時点で評価する段階には至っていない。政策面での持続的な支援は期待で

きるが、本プロジェクトの活動継続のためには、プロジェクトへのコミットメントの高い DNP、ADC、
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OS の組織体制を再度整理し、今後各機関で活動継続のための体制を検討する必要がある。また、

モデルの普及のためには、県庁によるモデル普及体制の構築や、県庁をはじめ関係機関の役割の明

確化を行い、さらに DNP、ADC、OS を中心とした C/P 機関での知識・経験の蓄積、蓄積された情

報の活用方法など技術面の持続性の検討が必要である。このほか、県レベルでも、イニシアチブ支

援活動のなかから得られた好事例・失敗事例等の蓄積及び、その活用方法の検討が求められる。 

なお、今後プロジェクト活動が円滑に進捗すればプロジェクト目標と上位目標の達成は可能であ

ると判断されるが、その前提として第 6 章の提言に示す検討や改善が求められる。 
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第５章 住民参加/社会的包摂に関する事例調査結果 

 

５－１ 事例調査結果に関する考察 

「１－４ 中間レビューの方法」で述べたとおり、本中間レビュー調査では通常の 5 項目評価に加

え、各イニシアチブにおいて発現している（または発現しつつある）「商品力の強化」と「住民参加

/社会的包摂」に関する事例調査が実施された。本プロジェクトの実施によってこれら二つの方向性

がどのように進展しているのかを調査・考察することは、プロジェクトの成果を測るのは勿論のこ

と、コロンビアにおけるインクルーシブな地域開発モデルを策定していくうえでも非常に有用であ

ると考えられる。 

本章では、事例調査で得られた情報を、①商品力の強化、②住民参加/社会的包摂、③その他の三

つに分類し、それぞれの視点から考察を行うこととする。なお本章では、「住民参加」を“イニシア

チブに参加している住民の人数”、「社会的包摂」を“さまざまなカテゴリーの住民（特に社会的弱者）

がイニシアチブに参加していること”と整理する。 

 

（1） 商品力の強化に関する考察 

事例調査では、各イニシアチブの商品・サービスについて、現状どのような商品力がある

のか、将来的にどのような商品力の強化が可能かという視点で情報収集を行った（調査項目

は「付属資料 4：商品力強化と住民参加・社会的包摂に関する調査項目表」を参照）。本項で

は、調査項目のなかでも特に多くの情報収集ができた①商品・サービスの多様性、②販売場

所・方法の確認・課題、③市場の把握状況に関する調査結果をまとめることとする。 

まず、①商品・サービスの多様性に関しては、さまざまな業種が関与できるという意味で、

観光関連のイニシアチブはサービスの多様化が図りやすい。観光の目玉となる景観・建造物・

文化・体験のほか、ホテル業、飲食業、運輸（タクシー、バスなど）、旅行会社、物販（おみ

やげ店）などさまざまな業種が参入しやすい。他方、商品を扱うイニシアチブでは、商品の

特徴や材質によって多様化の度合いが左右される傾向がみられた。例えばトゥチンの場合、

カーニャ・フレチャ20を使った伝統的帽子だけではなく、バッグやカゴ、小物、アクセサリー、

敷物など、さまざまな商品に加工しやすく、多様化が可能である。反面、モンポックスの銀

アクセサリーの場合、アクセサリーという枠組みの中でピアス、ネックレス、指輪など多種

類の商品を作ることは可能だが、アクセサリー以外の製品に技術や材料（銀）を応用し、多

品種化することは容易ではない。 

次に②販売場所・方法の確認・課題については、商品を扱うイニシアチブの場合、中間業

者へ販売するケースと、エンドユーザーに直接販売するケースが確認された。トゥチン（カー

ニャ・フレチャ製品）やラ・チャンバ（伝統的陶器）の場合、中間業者と契約し、販売する

ことが多い。トゥチンの場合、中間業者への販売に加え、直接販売ルートを開拓中である。

その一環として、在コロンビア日本国大使館の草の根・人間の安全保障無償資金協力によっ

て伝統工芸品生産者支援センターが建設され（2015 年）、カーニャ・フレチャ製品の販売セ

ンターとして活用される予定だが、販売活動はまだ始まっていない。そのため現時点では、

                                                           
20 アシ（イネ科）。アシから取り出される繊維が帽子や民芸品の原材料となる。 
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直接販売の機会として、プロジェクトの日本人専門家（マーケティング）の協力の下、ボゴ

タ市やメデジン市での民芸品エキスポへの出店が行われている。また、ボゴタの異なる商業

地区で生産者による直接的な試験販売を行い、顧客の嗜好に関する調査なども実施されてい

る。一方、スサの場合は、エンドユーザーに直接商品を販売するケースであり、クリーン・

プロダクト21を市中心部の教会前広場を利用して販売している。顧客の反応に直に接するこ

とで、活動へのモチベーション維持・向上につながっているが、現在は教会前広場以外に販

売場所はないため、将来的には人の往来が多い幹線道路沿いへの出店を検討中である。 

後の③市場の把握状況に関しては、①や②と重複するが、どのような層の顧客がどのよ

うな商品・サービスを求めているのか、どこでどのように販売するのが効果的かなど、総合

的なマーケティングを通じた市場把握が必要なイニシアチブがほとんどである。現在、どの

イニシアチブも品質、デザイン、サービスの種類など、顧客のニーズに合わせた商品・サー

ビスづくりが十分に行われている状況とはいえない。市場を把握することは、既存商品の改

善や新商品の開発を通じて、「売れる商品」「観光客が訪問する観光地」をつくり出すことに

つながる。 

  

（2） 住民参加/社会的包摂に関する考察 

1) 商品・サービスの特徴と住民参加 

イニシアチブ商品・サービスが、当該コミュニティ住民の生産活動への関与を可能にする

特徴をもつかどうかは、住民参加の度合いに影響する要因のひとつである。住民参加だけで

はなく、さまざまなカテゴリーの人々が参加できるかという社会的包摂の側面、そして、商

品ラインアップの多様化をはじめ、商品力の強化にも影響を与えるものである。 

すなわち、商品・サービスが一部の住民にしか利益をもたらさないものである場合、その

他の住民はその生産活動に参加できず、不利益を被ることになりかねない。本プロジェクト

のイニシアチブ商品・サービスを分類すると、（A）多くの人が生産活動に携われるもの（農

産物など）、（B）分業化などにより多くの人が携われるもの（加工食品、観光業など）、（C）

限られた人しか携われないもの（市場が極端に小さい商品、高度・特殊スキルが必要な商品

など）の三つに分けることができる。本調査で訪問した 8 イニシアチブの商品・サービスと、

住民参加の度合いは以下のように分類できる。 

 

                                                           
21 スサでは、水質汚染されていないきれいな水が地域資源・特産品であり、その水を利用して栽培した農産物をクリーン・プロダ

クトと呼んでいる（有機農法とは異なる）。 
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図－２ 8 イニシアチブにおける商品・サービスと住民参加の度合い 

 

図－2 にみられるように、フィランディアやビジャビエハの観光業、トゥチンのカーニャ・

フレチャ製品は、商品・サービス自体が多くの人が関与できる特徴をもっており、実際に住

民参加が進んでいる好事例である。 

フィランディアの場合、「キンディオの道フェスティバル」と呼ばれる観光イベントがイニ

シアチブサービスであるが、後述するように市や県の協力もあり、観光業に従事する多数の

業種（ホテル、レストラン、ツアー会社、民芸品など）の参加・連携が随所にみられる。ま

た、県全体の観光振興に力を入れる県庁が旗振り役となって県内の他市を巻き込み、現在は

県レベルでの観光振興が推進されつつあり、イニシアチブ活動の広がりが確認された。 

ビジャビエハのイニシアチブは、広大なタタコア砂漠及び壮大な星空観察ができる天文台

を主力とした観光業である。2)で後述するように、プロジェクト開始時には、天文台の所有

をめぐる多数の問題が山積しており、活動への住民参加は限定的だった。現在はこれらの問

題が解決され、観光収入を市民に還元する意欲のある新しい市長（2016 年 1 月就任）と、住

民の潜在力・インセンティブをうまく引き出すリーダーの存在によって、観光業に従事する

多業種の住民によるイニシアチブ活動が活性化している。今後さらなる住民の参加が期待で

きる土壌ができつつある。 

後のトゥチンは、カーニャ・フレチャを使った伝統的な帽子（コロンビアのシンボル的

な帽子）及び民芸品（小物など）が、イニシアチブ商品である。この民芸品製作プロセスは、

材料のカーニャ・フレチャの選定、採取、染色、加工、製品の製作など細分化され、分業化

が進んでいる。つまり、多くの住民がカーニャ・フレチャ製品の生産プロセスのどこかに関

与できる選択肢が多く提供されている。 

これら好事例の一方で、多くの人が携われる商品・サービス（A や B）であるにもかかわ

らず、スサ、モンポックス（観光）、パイパのように住民参加がそれほど進んでいないイニシ

アチブもある。スサでは、商品はクリーン・プロダクトの野菜を未加工のまま販売している

ことから、生産・販売活動の参加障壁は低く、今後参加者の増加や商品の多種類化が期待で

きる。一方で、現時点での住民参加度が低い理由として、スサではプロジェクト開始時に別

のサービスがイニシアチブ商品として選ばれており（インタラクティブな農業公園～ローカ

ル・コミュニティ観光）、かつ、このサービスに対するコミュニティ住民の合意がほとんど得
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られていなかったことが挙げられる。つまり、現在のクリーン・プロダクト販売が開始され

たのは 2016 年に入ってからであり、まだ半年ほどしか経っていないため、コミュニティ住民

による商品の認知や農民の活動への巻き込みが十分に進んでいないと推測される。 

モンポックス（観光）もスサの同様の理由から、現時点では、観光業に携わる住民の参加

がまだ進んでいない状況にある。モンポックスのイニシアチブ商品は銀アクセサリーから始

まったが、特殊技術が必要かつ分業化されていないため、生産者数が増えず、町全体でのイ

ニシアチブ活動になかなか結びつかなかった。一方で、モンポックスは町自体が世界遺産に

登録されており、欧米の観光客が数多く訪れる観光地であることから、ホテルやレストラン

など観光客相手の商売を営む住民も多い。これに着目して、モンポックスでは、より広範な

住民がイニシアチブ活動に参加できるよう、2015 年 9 月に観光業をイニシアチブサービスと

して設定し直し、観光業の重要な構成要素として銀アクセサリーを位置づけたうえで、引き

続き支援を継続していくこととした。観光業の活動は日が浅く、また、後述するリーダーに

関する課題の影響もあり、現段階では住民参加がまだ進んでいないが、今後の展開が期待さ

れる。 

パイパのチーズは、チーズ生産者数自体は限られており、今後飛躍的に生産者が増えると

は考えにくい。その一方で、チーズ原料の生乳を生産する酪農家をチーズ生産チェーンに新

しく取り込む動きが確認されているため、今後、一定程度の参加者の拡大の可能性はある。

また、パイパ市は天然温泉による観光振興に力を入れており、観光業と連携して、より多く

の住民参加を促進することも可能である。 

なお、例外的な事例としてラ・チャンバの黒色伝統的陶器を挙げることができる。このイ

ニシアチブは「（ｃ）限られた人しか携われないもの」にもかかわらず、多くの住民参加が実

現されている。この陶器製作は 300 年以上の伝統があり、親から子へ、子から孫へと継承さ

れた技術が必要である。技術が必要という意味では、一見利益を得られる人が限定されると

考えられるが、実際にはコミュニティの 8 割程度が陶器製作に携わっており、元々コミュニ

ティ住民の参加率は高かった。この意味で、プロジェクトの実施がどこまで住民参加を促進

したかは断言できないものの、生産者の厚い信頼を得ているリーダーの存在も奏功し、生産

者同士の結束や協働の意識は非常に強い。 

 

2) 商品・サービスに対するコミュニティ住民の合意の有無と住民参加 

イニシアチブ商品・サービスを選定する際に、コミュニティ住民の間で合意形成するプロ

セスを踏んだかどうかという点も、住民参加を左右する重要な要因のひとつである。例えば、

上記 1)のスサやビジャビエハの事例で考察したように、イニシアチブ商品・サービスに関す

るコミュニティ住民の合意がない場合、または一部の住民の合意に限られている場合には、

OVOP 活動への住民参加は促進されにくい。特に、商品・サービスが半ば私物化されてしま

うと、住民同士の対立が発生しがちである。 

スサの場合、プロジェクト開始時に選定されていたイニシアチブは、ある一家族が発案し

た「インタラクティブな農業公園～ローカル・コミュニティ観光」だったため、このサービ

スを振興していこうというコミュニティ全体の合意はなかった。そして、本プロジェクト開

始前に実施された本邦研修の研修員として、この家族の一員が選ばれるなど、他のコミュニ

ティ住民は、この家族だけがプロジェクトの利益を受けているような印象をもっていた。さ
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らに、当時の市長もこの家族の親戚だったため、市役所＆特定家族対その他の住民という対

立関係が根強かったのである。こうした状況に対し、プロジェクト側からのさまざまな働き

かけを通じてイニシアチブ商品・サービスの見直しを行った結果、スサにある地域資源に住

民自身が気づくことができ、現在のクリーン・プロダクトの活動につながっている。 

同様にビジャビエハの場合も、元々市の所有物である天文台が一個人により占有状態にあ

り、天文台入場料やガイド料はすべてその個人の収入になっていた。つまり市が受け取るべ

き観光収入が得られていなかったのである。こうした状況に対する他の住民（特に観光業に

従事する住民）からの反発は強く、しばしば諍いも起こった。当時の市長は何も対策を講じ

ず、イニシアチブ活動は停滞していたのである。しかしその後、2016 年 1 月に新市長が就任

し、状況は好転した。現市長は天文台の使用方法を改め、市が直接管理・運営する体制を構

築した。市が雇用したガイドによる天文台ガイドツアーを行うようにし、入場料はすべて市

の収入とした22。市長はこの収入を、ビジャビエハの観光振興のために還元する意思を、住

民に明示している。これにより住民の市長・市役所に対する信頼感が醸成されつつあり、観

光業に携わる住民の、観光振興に対する動機づけになっている。 

逆の場合として、商品・サービスに住民の合意が得られている場合（フィランディアの観

光、トゥチンのカーニャ・フレチャ製品、ラ・チャンバの陶器）には、住民参加が比較的進

みやすい。なかでもトゥチンの場合、カーニャ・フレチャ製品（特に帽子）に対する住民の

アイデンティティは強く、同製品をコミュニティ全体で一層振興させていこうという合意形

成につながっている。既に多くの住民が異なる生産過程に関与しており、その動きは若年層

にも広がりつつある。 

前節 1)で述べたように、商品・サービス自体が多くの住民参加を可能とする特性をもって

いるかという点も重要だが、それと同時に、イニシアチブ商品・サービスをコミュニティ内

外の誰かが一方的に選定するのではなく、コミュニティ住民自身が選定プロセスに参加した

かが、その後の住民参加の意欲創出に影響する可能性が大きいという点も注目に値する。 

 

3) リーダーの存在 

イニシアチブの活動への住民参加を進めるうえで、コミュニティ内のリーダーが果たす役

割も大きい。一口にリーダーといっても、さまざまなタイプがあるが、本事例調査では大き

く分けて、（ｱ）住民の厚い信頼を受けているリーダー、（ｲ）住民をコントロールしようとす

るリーダーの 2 種類が確認された。 

（ｱ）のリーダーは、ファシリテーター型リーダーとも呼べるタイプであり、住民（または

生産者グループメンバー）の発言や能力を引き出す能力に長けており、住民からの信頼も厚

い。他の住民に指示・命令を出すのではなく、あくまでも他の住民と対等な立場であると認

識しているタイプである。例えばビジャビエハでの調査では、観光業に従事する住民による

観光グループへのインタビューを行ったが、そこではリーダー2 名だけが発言するのではな

く、参加者全員が発言できるよう工夫されていた。グループインタビューでは一般的に、リー

ダー的存在の人や、発言力の強い一部の人に発言が限られてしまうことが多い。つまり、残

                                                           
22 ガイド付き天文台入場料は 1 人当たり 1 万コロンビアペソ（3.3 米ドル相当）で、このガイド付き天文台入場料による 1 カ月当

たりの市の平均収入は約 3,000 万コロンビアペソ（9,938 米ドル相当）である（付属資料 17：インタビュー記録の「インタビュー

記録 21」を参照）。 
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りの参加者が発言の機会を得られず、結果として「その場にいるだけ」になりがちである。

ビジャビエハのリーダーの場合、参加者全員に対して、「自分の商売について一人ずつ発表し

ましょう」と事前に持ち掛け、参加者一人当たり 3 分の持ち時間で発表が行われた。簡単に

いえば、参加者全員が平等に発言の機会を得られるしかけをリーダーが作り出し、それによっ

て、一人ひとりの参加の意識を醸成し、かつメンバーが互いを尊重するという場づくりを行っ

ているともいえる。その証拠に、インタビューの雰囲気は終始非常に良く、常に笑いがあり、

賑やかなゆえに発表者の発言が聞きにくいときには、それに気づいた人が周りの人に声掛け

をするといった光景がみられた。 

特に印象的だったのは、参加者の何名かから「この場にいられることを誇りに思う」「ビジャ

ビエハの観光に携われることが自分の誇り」など、「誇り」という発言が聞かれたことである。

自身が住む街への愛着・誇りは、自分自身の生活の向上のみならず、コミュニティ全体をよ

くしたい、そのために住民で協力する、という地域振興にとって不可欠な要素である。そし

て、そのような個人レベルの心理的変化は周囲の住民に広がり、コミュニティ住民全体のア

イデンティティの形成や、地域振興活動への参加の拡大にもつながると考えられる。このよ

うにビジャビエハでは、住民の心理的な活性化にリーダーのファシリテーション力が大きな

役割を果たしていることが確認された。 

実は本プロジェクトでは当初、「One Village One Product」（一村一品）をスペイン語に直訳

した「Una Villa Un Producto」というスローガンが使われていた。しかし、この表現だけでは、

本来の OVOP に欠かせない「住民の自分たちの地域（特産品、人々、自然、文化等）に対す

る誇り」という重要な要素が、メッセージとして人々に伝わりにくい。そのため、プロジェ

クトでは、2015 年 5 月に新スローガン、「私の町、私の商品、私の誇り」（Mi Pueblo, Mi Producto, 

Mi Orgullo）を打ち出し、同年 7 月に新ロゴも作成した。ビジャビエハの事例は、このスロー

ガンで打ち出されたような、商品・サービスの振興にとどまらない、コミュニティ住民の心

に「誇り」を根づかせるイニシアチブの動きになりつつある。 

反対に、（ｲ）の住民をコントロールしようとするリーダーシップがみられたのは、モンポッ

クスの観光グループである。この観光グループではリーダー的存在が 2 名いるが、モンポッ

クスを何度も訪問しているプロジェクト業務調整専門家及びローカルコーディネーターによ

れば、彼らは他のメンバーに対して普段から非常に威圧的な態度で接するとのことである。

実際に同グループにインタビューを行った際にも、発言するのはほとんど 2 名のリーダーの

みで、他のメンバーの多くは下を向いていることが多く、リーダーの前で委縮しているよう

な様子が見受けられた。リーダーの発言内容自体についても、どちらかといえば市役所や他

の組合への不平・不満が多く、ビジャビエハのような朗らかな雰囲気は全くといってよいほ

ど感じられなかった。他のメンバーに対して威圧的で、発言を抑制するようなリーダーの存

在は、メンバーのやる気を削ぐことはもちろん、グループの存在意義自体を危うくする可能

性がある。 

このように、リーダーの有無だけでなく、リーダーのタイプによって当該グループ全体の

雰囲気やメンバー間の関係性が形づくられ、それが他の住民の参加のしやすさに影響すると

考えられる。ビジャビエハのように一人ひとりが自由に意見を言うことのできるグループで

は、他の住民が新たにグループに参入しやすく、実際に、現在のグループメンバーが周囲の

友人・知人を誘うことでメンバーが増えている。こうした住民の自発性や能力を引き出すこ



－42－ 

とのできるリーダーの育成には、その人が元々持っている素質によるところが大きいが、リー

ダー研修等によるトレーニングで育成・強化が可能な側面もある。例えば、相手の発言を促

す質問の投げかけ方、参加者の自発性を促す会議ファシリテーションのしかた、外部者とし

てのコミュニティ住民への接し方など、トレーニングによって培われる要素も多い。プロジェ

クト実施側として、こうしたリーダー育成研修を提供することも有効であり、また、ファシ

リテーター型リーダーの素質をもった人材を意識的に発掘することも必要である。 

 

4) 各イニシアチブにおける社会的弱者の存在と社会的包摂 

事例調査を行った 8 イニシアチブそれぞれで、紛争被害者、IDP、障がい者、先住民、シ

ングルマザーなどの社会的弱者を含むさまざまなカテゴリーの人々の参加が確認された。い

ずれのイニシアチブでも社会的弱者を排除する動きは認められず、自然な形で生産活動に参

加または包摂されている。以下では、踏査を行った 8 イニシアチブのうち、社会的包摂が明

確に確認された 4 イニシアチブ（トゥチン、サンビセンテ、ラ・チャンバ及びモンポックス）

について考察を行う。 

まずトゥチンは、イニシアチブ活動に も多様な社会的弱者が参加している事例である。

トゥチンはセヌー族による先住民コミュニティであると同時に、IDP や紛争によって障害を

負った人などの受入れコミュニティでもある。また、アフロ系住民も居住している。トゥチ

ンでは、こうしたコミュニティ住民の多様性が、コミュニティ内の不和や対立を招くのでは

なく、伝統的帽子や小物などカーニャ・フレチャを材料とする商品（以下、「カーニャ・フレ

チャ製品」と記す）が軸になって、住民の結束を生み出している。 

現在カーニャ・フレチャ製品製作にかかわっているのは、先住民、IDP、紛争被害者、障

がい者、貧困層、アフロ系住民等である。これら異なるカテゴリーの住民が、互いに役割分

担や協力をしながら、コミュニティ全体として製品全般を良くしていこうという体制が構築

されている。実際、紛争被害者による生産者組合が他の組合と協力したり、障がい者が身体

的リハビリの一環で加工作業を担当していたりする。 

トゥチンにおいて、多様なカテゴリーの住民の社会的包摂を可能とする条件のひとつとし

て、上記「1）商品・サービスの特徴と住民参加」で考察したように、カーニャ・フレチャ製

品が、どんな人でも生産プロセスにかかわりやすい特長をもっていることが挙げられる。そ

して、製品が住民のアイデンティティの軸として存在することが、住民の製品・地域に対す

る誇り・愛着心を生み出し、商品ラインアップの工夫や品質・デザイン向上をめざす原動力

になっている。言い換えれば、製品の特長、コミュニティの合意・アイデンティティ、そし

て、コミュニティが多様な人で構成されていること等、さまざまな要因が相乗効果を生み出

し、多様な住民がイニシアチブ活動に包摂される土台になっているといえる23。 

次にサンビセンテの場合は、郊外で 2000 年ごろに FARC やパラミリタリー（極右非合法

武装勢力）の襲撃があり、一時的に 寄りの町に避難した住民や、家族や親族を殺害された

経験をもつ住民が存在する。イニシアチブのフィケ生産者のなかにもそのような経験をもつ

者がおり、イニシアチブ活動に紛争被害者が直接含まれる形となっている。同時に、サンビ

センテは周辺地域から逃れてきた IDP の受入れ都市でもあり、市内には約 5,000 人の紛争被

                                                           
23 ADC はトゥチンのカーニャ・フレチャ製品に対し 20 年以上技術的支援を行っている。帽子以外の製品の開発や白黒の柄がうま

く帽子を一周したときに合わさるような技術の持ち込みによる製品の改良などを実施してきた。 
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害者、700 人の障がい者（紛争による障がい者含む）が住んでいるという情報もある24。現時

点では、こうした社会的弱者のイニシアチブ活動への参加は限定的である。しかし、フィケ

繊維を使った手工芸品の製作技術は、講習を通じて獲得できるものであり、技術的に参加が

困難なものではないため、必要な環境や条件が整えば、今後より広範な社会的弱者の参加は

可能だと考えられる。 

後に、ラ・チャンバ及びモンポックスでは、障がい者のイニシアチブ活動への参加が確

認された（上述のとおり、トゥチンでも障がい者の参加が確認された）。ラ・チャンバでは車

いすの障がい者が陶器生産者メンバーとして会合に参加し、また、家族と役割分担して陶器

生産を行っている。モンポックスの銀細工グループでは聴覚障がい者が、銀アクセサリーの

製作に携わっている。どちらのイニシアチブも高度/特殊スキルが必要とされる商品を扱って

おり、他のイニシアチブに比べ生産者総数が限られているにもかかわらず、社会的弱者の参

加/包摂が確認されている。これは逆にいえば、高度/特殊スキルが必要な商品だとしても、

障がい者が生産プロセスに参加できない決定的な要因にはならないということを示している。

他イニシアチブの商品・サービスについても、障がい者を含む社会的弱者が参加可能な生産

プロセスはどこなのか、どのような形態で関与が可能かという視点をもつことで、より多く

の社会的弱者の参加の可能性が広がると考えられる。 

 

（3） その他 

事例調査から得られた情報のうち、「商品力の強化」「住民参加/社会的包摂」以外で、イニ

シアチブ運営の観点から重要と考えられる点について、以下のとおり考察する。 

 

1) 市長・県知事による協力体制の有無とイニシアチブ活性化の関係性 

イニシアチブが位置する市の市長、県知事が OVOP 運動に賛同しているか否かは、イニシ

アチブ活動の活性化を左右する、大きな要素のひとつである。コロンビアでは 4 年に一度地

方選挙が実施され、市長や県知事の交替に伴って、その都度、市及び県の開発政策が更新さ

れる。つまり、市長や県知事が替わるたびに、OVOP プロジェクトに対する市・県のコミッ

トメントも変化する可能性がある。本中間レビュー調査が実施された 2016 年 8 月は、同年 1

月に新市長・新知事が就任して 7 カ月強が経過したころにあたり、前の市長・知事時代に比

べて、OVOP 活動が大きく前進したイニシアチブがいくつか確認された。 

例えば、ビジャビエハ（ウイラ県）の場合、以前の市長（本邦研修帰国研修員）は市とし

て OVOP 活動の推進をほとんど行わず、また、天文台使用方法をとりまくさまざまな問題に

対応してこなかった。一方、現市長は OVOP の理念に共感し、既に具体的な行動に移してい

る。例えば、一個人によって不法占有されていた天文台の使用を市の管轄に戻し、天文台と

砂漠観光による市の収入をもとに市全体の観光振興を進めようとしている。ビジャビエハ市

の積極的な関与に加え、ウイラ県庁も県全体で観光振興をますます進める方針であり、ビジャ

ビエハ市との協力・連携を深めていくことが予定されている。 

反対に、例えばサンビセンテ（アンティオキア県）の OVOP 活動は、前市長のリーダーシッ

プによって盛り上がりをみせていた。しかし現市長が、フィケ生産者の支持政党ではない政

                                                           
24 市役所担当者による情報だが、正確な人数や情報源については確認が必要。 
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党に属しているという政治的な理由で、特にフィケ生産者側が市役所に対して対立心をもっ

ている。市役所側もフィケ生産者に対して以前のような支援は継続していないため、両者の

溝は深まり、現在はフィケ生産者や関連グループの活動は停滞している状態である。 

このような市長と県知事のOVOP運動への関与の度合いは、俗人的な要素が強く、プロジェ

クト側や住民側でコントロールが困難である。市・県の OVOP 運動へのコミットメントが高

いうちは、行政側からの支援をある程度期待することはできる一方で、こうした俗人的要素

に頼らずとも持続的な地域開発を進めていくことができるような、体制やしくみの構築が必

要となると考えられる。そのための支援のひとつとして、住民が自分自身の能力・可能性を

自認し、コミュニティの課題に対して住民自身が自発的に取り組んでいけるような支援（能

力強化や地域資源の発見）を地道に行っていくことが重要となるであろう。SENA や OS、地

域の大学、産業界など関連機関の関与が継続されるような、各機関への働きかけ等も求めら

れる。 

 

2) その他の関係機関との協働・連携の重要性 

上記 1)の市・県の関与にも関連するが、地方の SENA、商工会議所、大学などの機関との

連携も、イニシアチブ活動を活性化するうえで大きなカギとなる。例えば、フィランディア、

ビジャビエハ、トゥチン、ラ・チャンバでは、いずれも市や県とともに、SENA、大学、商

工会議所、ADC など地域の関連機関が協力し、各組織の支援メニューをイニシアチブ支援に

活用している。 

なかでもフィランディアの場合は、キンディオ県庁の観光振興局の協力の下で県内の他市

にもOVOP運動を拡大中であるが、これに県の商工会議所がビジネス面での支援を行ったり、

観光業に従事する住民に対する各種研修を SENA が実施中であり、オールキンディオ県とし

て OVOP を推進している。このように、他の関連機関（そのなかでも地域に根づいた活動を

行う地方支部）との連携が、より広いコミュニティ住民によるイニシアチブ活動の活性化を

可能にしているケースがみられる。それがひいては、イニシアチブという「点」の活動では

なく、「面」での活動につながっていくと考えられる。 

 

５－２ 総 評 

5－1 で考察したように、イニシアチブで起こっているさまざまな事象が、イニシアチブ活動の促

進（「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」）の度合いを左右することが確認された。また、今

回踏査を実施した 8 イニシアチブの事例調査結果については、「付属資料 13：各イニシアチブにお

ける商品力強化と住民参加社会的包摂の進捗状況」及び「付属資料 14：各イニシアチブにおける社

会的弱者の存在状況」に一覧表としてまとめられた。 

付属資料 13 によれば、商品力の強化（イニシアチブ商品・サービスの売上額/顧客数の増加）、住

民参加（イニシアチブ活動に参加している住民数の変化）、社会的包摂（OVOP 活動開始前と現在の

住民間の関係性、イニシアチブ活動に参加している社会的弱者の人数の変化）のすべてが向上した

のは、スサ、フィランディア、ビジャビエハの 3 イニシアチブであった。その理由として 5－1 で考

察した条件のうちのいくつかが満たされたこと、それに加え、プロジェクト側からの支援が奏功す

るなど、さまざまな異なる要素が絡み合ってイニシアチブ全体の活性化にプラスの作用を及ぼした

と推測される。 



－45－ 

各イニシアチブのこれまでの変遷は多様であり、何がきっかけで大きな変化が起こるのか予測で

きない側面はある。しかしそのようななかでも 5－1 で考察した点、特に、商品・サービスがどのよ

うな特徴をもつか、そして、サービスの選定においてコミュニティ住民による合意プロセスが得ら

れたかという点について、プロジェクト側が適切に状況を把握し、各イニシアチブのニーズに合っ

た支援を提供することが、「商品力の強化」と「住民参加/社会的包摂」の 2 点を促進するうえで重

要である。 

5－1 で考察した三つの側面は、OVOP に限らず類似の地域開発案件を実施するうえでも、配慮さ

れるべき重要な視点である。一部の住民だけに利益が偏ったり、地域住民の了解が得られない状況

下では、コミュニティ住民全体が裨益しないどころか、住民間の亀裂や摩擦を生み出しかねない。

また、住民の潜在力や自発性を伸ばすことのできる人材の発掘、住民のイニシアチブを側面または

後方から支援する関係機関との連携によって、個人単位や住民だけでは達成が難しい課題に対して、

役割分担をしながら総合的に対応していくことが可能となる。国際協力プロジェクトの実施によっ

てめざされるべきは対象地域の住民の社会的・経済的な向上・改善を 大化することであり、それ

を実現するために当該地域住民・関係機関に対してどのような配慮が必要なのか、また、どのよう

な関与が望ましいのかを今一度、支援を提供する側が見直すことも求められるであろう。 
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第６章 提言・教訓 

 

６－１ 提 言 

（1） 本プロジェクトでめざすインクルーシブな地域開発モデルとは 

本プロジェクト目標として掲げられている「An inclusive local development model based on 

the principles of OVOP Movement」に関し、モデルの具体的な中身が明確化されていなかった

ことについて、中間レビュー調査団は以下をモデルとして定義することを提案する。すなわ

ちモデルとは、①モデルのコンテンツ（成果 3、4 の実施を通して得られる事例とコロンビア

OVOP 実施のための戦略及び方法論ドキュメント）と、②モデルを実行するための実施体制

（成果 1、2 の実施を通して明確され能力強化される中央及びローカルの実施体制）の総体を

指す。 

 

1) コンテンツについて 

モデルのコンテンツとして核となる文書は成果 4 の指標 4-2 に挙げられている Strategy 

Document である。その構成は以下のとおりとなる予定である。 

 

① OVOP 基本知識・背景（コンセプトペーパー前半を改訂することにより作成）：OVOP

三原則、簡略な日本の OVOP の経緯、OVOP コロンビアの経緯 

② OVOP コロンビアとは：二つの方向性（住民参加/社会的包摂と商品力の強化） 

③ 二つの方向性を具現化するための六つの基本方針 

④ OVOP 活動を行うための手順書：五つのフェーズ、フェーズごとに実施すべき活動、方

法論ドキュメント(*1)、活動をモニターするための指標並びに指標の適用方法 

⑤ 実施体制の説明 

⑥ 事例集(*2) 

 

(*1)方法論ドキュメントとは成果 4-1 で作成されるものを指し、以下 i, II を既に作成済、iii, 

iv を今後作成予定。 

i. Guía del taller preparativo（Villavieja）（地域資源発掘のためのガイド） 

ii. Manejo del Ciclo del Proyecto – MCP（OVOP のローカルレベルでのアクションプラン

作成のための PCM 手法を用いたマニュアル） 

iii. Guías para Marketing Territorial Participativo（ADC、 中川専門家により作成中のマーケ

ティング技法マニュアル） 

iv. Guía para el trabajo participativo con comunidad（OS、 羽田専門家により作成予定のコ

ミュニティと協働するための心得箇条）  

 

(*2)事例集としては既に以下の i, ii, iii の資料は作成済であり、iv は今後作成予定。 

i. Introducción de Las Iniciativas de OVOP Colombia（各イニシアチブの紹介） 

ii. Memorias del Seminario Nacional OVOP Colombia 2015 Diciembre（全国セミナーの記

録） 
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iii. Colección de “Buenas Prácticas”（グッドプラクティス集） 

iv. 中間レビュー調査団による事例調査結果 

 

2) モデルを実行するための実施体制について 

本プロジェクト開始時には、DNP を中心とした九つの中央省庁の C/P 機関により構成され

る OVOP 中央委員会がプロジェクト実施の牽引役となることが想定されていたが、プロジェ

クトを実施した結果、第 3 章 3－2(1)アウトプット及び 3－4(2) プロジェクトの運営・実施体

制で述べたとおり、中央 C/P 機関のコミットメントには差がみられる。また、イニシアチブ

によって提供されるプロダクトやサービスの内容により、受けるべき支援の内容やレベル感

も異なることから、実施体制は画一的である必要はない。そこで、中間レビュー調査団とし

ては以下の 3 パターンの実施体制を挙げ、プロジェクト終了までにこれらの実施体制への収

束・整理に向けた組織能力の強化を行っていくことを提案する。ただし、ここで三つのパター

ンを示したことは、プロジェクト終了までに一つを選定したり、三つそれぞれモデルとして

確立することを必ずしも意味していない。むしろこれらの実施体制は一部プロジェクトで既

に実施されている体制であり、実践を通してこれらのパターンをベースにしたより現実的な

体制案が示されることが期待される。 

 

a） イニシアチブが活動の主体となるよう DNP が調整や支援を展開する体制（例：ティエラ

デントロ、ヌード・デ・ロス・パストス、シブンドイ） 

特に活動の開始時期において、DNP を中心とする OVOP 中央委員会が OVOP コロンビ

アの方法論の提供、他イニシアチブからの事例・経験などの紹介を行う。 

 

図－３ イニシアチブが活動の主体となるよう DNP が調整・支援を展開する体制 
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b) 特定の政策を持った中央各省庁がイニシアチブ支援を行う体制（例：ラ・チャンバ、トゥ

チン、モンポックス、パイパ/ソタキラ、スサ） 

各イニシアチブで提供する商品やサービスに合致する支援メニューをもった個々の中央

省庁（例えば民芸品であれば ADC、組織強化であれば OS）とイニシアチブが協働を行う。

なお、この際中央省庁のもつ政策の方向性が必ずしもイニシアチブのめざす OVOP の方向

性と合致するとは限らないため、プロジェクトに直接的に関与している県や市のアクター

を巻き込みながら、イニシアチブがめざす方向性について活動を展開するよう協働してい

くことが重要となる。 

 

図－４ 特定の政策をもった中央各省庁がイニシアチブ支援を行う体制 

 

3) 県がイニシアチブの実施支援と普及を推進する体制（例：キンディオ県） 

県が中央各省庁と市及びイニシアチブをつないで実施支援及び普及を行う中間組織として

機能する。県は県庁内各部署との連携や県内における商工会議所、大学、SENA などの機関

との連携を行うとともに、イニシアチブの特徴に合った政策をもった中央各省庁から支援メ

ニューを引っ張り適用する。同時に県内における他の市への横展開、イニシアチブの増加を

積極的に行う。 
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図－５ 県がイニシアチブの実施支援と普及を推進する体制 

 

なお、いずれの体制の場合も特定のセクターによらない、主要 C/P である DNP の果たす役

割は大きい。今後はコロンビアに適した体制に依拠しつつ、他の中央省庁 C/P 機関はプロジェ

クト終了までに、イニシアチブからの要請を受けて関係省庁へつなぐ役割、県や市への働き

かけ、OVOP コロンビアの全体の進捗状況のモニタリング、新規参入イニシアチブに対する

戦略・方法論ドキュメントなどの情報提供及び助言について、それを可能とするような制度

上の調整を図り、決定していくことが期待される。 

 

（2） OVOP コロンビアがめざす二つの方向性を明確化するための PDM の修正 

本プロジェクトでは、住民参加/社会的包摂と商品力の強化の双方を実現させることを活動

の方向性としているが、この二つの方向性をより PDM 上においても明確化させるために、

以下のとおり PDM の修正の提案を行う。同じく、本中間レビューを通じてプロジェクトの

進捗を確認した結果として、より現実的なプロジェクトの展開をめざすために以下の PDM

修正の提案を行う。なお、中間レビュー調査団としては成果レベルまでの修正提案を行うた

め、活動以下のレベルについては今後成果レベルの修正に併せての修正が必要となる。 

 

 



－50－ 

表－13 PDM 修正案 

変更箇所 変更前（PDM Ver.1）
変更後案 

（PDM Ver.2） 
変更理由 

成果 1 

成果 1 

（変更後案の下線部

を追加） 

Institutional 

mechanism and 

capacities of actors in 

national level are 

strengthened for the 

implementation of 

OVOP. 

Institutional 

mechanism and 

capacities of actors at 

the national level are 

strengthened for the 

implementation of 

OVOP as the roles and 

the functions of each 

actor at the national 

level are clarified. 

国家レベルでの各ア

クターの役割を明確

化したうえで、組織

体制の能力強化を図

ることが必要とされ

ているため。 

指標 1-4 Capacities of the 

institutions of the 

National Committee 

are strengthen in order 

to formulate and 

execute the action plan 

of the National 

Committee. 

削除 中央レベルのアク

ターの能力強化とい

う成果の内容の言い

換えであるため、指

標から削除する。 

成果 2 

成果 2 

（変更後案の下線部

を追加） 

Institutional 

mechanisms and 

capacities of actors in 

local level are 

established and 

strengthened for the 

implementation of 

OVOP through the 

initiatives. 

Institutional 

mechanisms and 

capacities of actors at 

the local level are 

established and 

strengthened for the 

implementation of 

OVOP through the 

initiatives as the roles 

and functions of each 

actor at the local level 

are clarified. 

ローカルレベルでの

各アクターの役割を

明確化したうえで、

組織体制の能力強化

を図ることが必要と

されているため。 

指標 2-2 Action plans of the 

Local Committees to 

promote the OVOP 

Movement are 

Action plans of the 

Local Committees to 

promote community 

participation and 

コロンビア OVOP 運

動における二つの方

向性をより明確に打

ち出すため。 
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designed and 

implemented through 

the participation of 

various actors in the 

region. 

product 

competitiveness are 

designed and 

implemented through 

the participation of 

various actors in the 

region. 

指標 2-4 Capacities of the 

members of the Local 

Committee are 

strengthen in order to 

elaborate and execute 

the action plans of hte 

Local Committees as 

one of the example of 

promoting inclusive 

loal development 

through the OVOP 

Movement. 

削除 ローカルレベルのア

クターの能力強化と

いう成果の内容の言

い換えであるため、

指標から削除する。

成果 3 

成果 3 

（変更後案の下線部

を追加） 

Capacities to develop, 

improve, sell and 

manage the products 

and services of the 

initiatives are 

improved through 

implementation of 

business plans. 

Capacities to develop, 

improve, sell and 

manage the products 

and services of the 

initiatives are 

improved through 

implementation of 

business plans with 

special attention to 

community 

participation and 

product 

competitiveness. 

OVOP コロンビアの

方向性としての住民

参加/社会的包摂と商

品力の強化をイニシ

アチブレベルでの活

動においてもより明

示化するため。 

3-1 

（変更後案の下線部

分を追加） 

 

Business plans of the 

organizations related 

with the initiatives are 

formulated. 

Business plans of the 

initiatives are 

formulated at least in 

10 initiatives. 

評価対象となるイニ

シアチブ数を追加。

3-2 Business plans of the 

organization related 

Business plans of the 

initiatives are 

ビジネスプランは、

モニタリングされる
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with initiatives are 

monitored. 

implemented at least in 

10 initiatives. 

ことより、実施され

ることの方が重要で

あるため。また、評

価対象となるイニシ

アチブ数を追加。 

3-3 3-3. Each initiative has 

access to the support 

services for 

implementation of 

Business plans of the 

organizations related 

with the initiatives. 

削除 支援サービスへのア

クセスはビジネスプ

ランに含まれるべき

内容であるため。 

3-3（追加）  Increase in community 

participation / social 

inclusion during the 

implementation of the 

business plans and/or 

action plans at least in 

9 initiatives. 

OVOP コロンビアの

方向性としての住民

参加/社会的包摂をイ

ニシアチブレベルで

の活動においてもよ

り明示化するため。

3-4（追加）  Increase in product 

competitiveness 

thorough the 

implementation of 

business plans at least 

in 9 initiatives. 

OVOP コロンビアの

方向性としての商品

力の強化をイニシア

チブレベルでの活動

においてもより明示

化するため。 

外部条件 Colombian 

government strategies 

toward OVOP do not 

change. 

Colombian 

government policy 

toward OVOP do not 

change. 

戦略はプロジェクト

支援によって作成中

であるため。 

プロジェクト目標 

指標 1 The established OVOP 

National Committee 

functions as the 

national coordination 

mechanism to promote 

the OVOP movement. 

The established OVOP 

National Committee 

functions as the 

coordination 

mechanism at the 

national level to 

promote the OVOP 

movement. 

成果 2 と比較して、

成果 1 の中央レベル

での中央委員会の位

置づけをより明確に

するため。 

指標 3  Increase in the total Increase in 成果 3-3 の指標修正
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number of members in 

various categories of 

people including 

vulnerable people in 

organizations related 

with the initiatives. 

participation of the 

people/ social 

inclusion in the   

initiatives.  

に合わせ、住民参加/

社会的包摂の測り方

をより精緻化するも

の。 

指標 4  Increase in the amount 

of sales of the products 

and services of the 

organization related 

with the initiatives. 

Increase in product 

competitiveness of the 

initiatives. 

成果 3-4 の指標修正

に合わせ、商品力の

強化の測り方をより

精緻化するもの。 

上位目標 

指標 2 

（指標 2 を右のとお

り変更のうえ、指標 1

とする） 

2. Increase in the 

number of 

organizations which 

promote local products 

and services related 

with the OVOP 

Movement in 16 

departments. 

1. Increase in the 

number of OVOP 

initiatives. 

「イニシアチブ数の

増加」をめざす方が

指標として明確なた

め。 

指標 1 

（指標 1 を右のとお

り変更のうえ、指標 2

とする） 

OVOP Local 

(Municipal and/or 

Departmental) 

Committees exist in 

the 16 departments, 

which have been 

established based on 

principles of the 

OVOP Movement. 

OVOP Local 

(Municipal and/or 

Departmental) 

Committees exist in 

the 12 departments, 

which have been 

established based on 

the strategy documents 

for the implementation 

of the OVOP 

Colombia.  

現在のイニシアチブ

が存在している県内

における、県や市を

媒介にしての横展開

の方が、他県への波

及より現実的と考え

られるため。 

また、プロジェクト

の成果に基づいた形

でのコミッティ設立

とした方が望ましい

ため。 

指標 4 Increase in the amount 

of sales of the products 

and services related 

with the OVOP 

Movement.in 16 

departments. 

Increase in the amount 

of sales of the products 

and services related 

with the OVOP 

initiatives in 12 

departments. 

「イニシアチブに関

連した商品やサービ

ス」とした方が指標

として明確なため。

また、現在のイニシ

アチブが存在してい

る県内における、県
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や市を媒介にしての

横展開の方が、他県

への波及より現実的

と考えられるため。

 

1) 成果 3 の指標修正の考え方 

a) ビジネスプランの定義の拡大 

3 章 3－2(3)に記載のとおり、今後は「ビジネスプラン」を狭義の事業計画と捉えるので

はなく、「マーケティングサイクルに基づいた計画」というように広義に捉え、より多くの

イニシアチブに対する支援メニューを検討し、具体的なアウトプット産出に結び付けてい

くことを提案する。これにより、イニシアチブで提供するプロダクトが観光のようなサー

ビスである場合にも、成果 3 に関する活動進捗を PDM 上の指標で測ることができるよう

になる。 

 

b) 住民参加/社会的包摂、商品力強化の指標の精緻化 

住民参加/社会的包摂を測るために追加する指標 3-3、及び商品力強化を測るために追加

する指標 3-4 については、具体的に以下の項目を測ることとする。 

 

住民参加/社会的包摂：Increase in community participation of the people/social inclusion is 

evaluated if;  

① The number of people participating in the initiatives is maintained or increased,  

② The relationship among the people in community are maintained or improved through 

implementation of the OVOP activities, and  

③ The number of vulnerable people, including conflict affected people, indigenous people, 

women heads of households, poor people, participating to initiatives are maintained or 

increased.  

商品力強化：Increase in product competitiveness is evaluated if;  

① The amount of sales of the products and services of the initiatives are increased,  

or 

② The number of the clients of the products and services of the initiatives are increased. 

 

c) 評価の対象となるイニシアチブ数 

上記のとおり、ビジネスプランの定義を広げ、住民参加/社会的包摂、商品力強化の指標

の精緻化を行ったうえで、中間レビュー時点での各イニシアチブの進捗を①ビジネスプラ

ンの有無、②住民参加/社会的包摂、③商品力強化の観点で評価したものが付属資料 13 で

ある。付属資料 13 を踏まえると、現時点での成果 3 の各指標に関する各イニシアチブの評

価は以下の表－14 のとおりとなる。ここから、ターゲットとするイニシアチブの数を設定

した。商品力については、現時点で評価が不明なイニシアチブも存在するものの、本プロ

ジェクトで達成すべき 2 軸として掲げられている以上、双方を達成すべきとして、ターゲッ

ト数を 9 以上に揃えている。 
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なお、各イニシアチブの住民参加/社会的包摂の状況を判断するにあたり、各イニシアチ

ブにおける社会的弱者の存在状況について付属資料 14 のとおり整理を行った。 

 

表－14 成果３の指標に対する現時点の各イニシアチブの評価 

 成果 3 の指標 3-1. Business 

plans of the 

initiatives are 

formulated at 

least in 10 

initiatives. 

3-2. Business 

plans of the 

initiatives are 

implemented at 

least in 10 

initiatives. 

3-3. Increase in 

participation of 

the people/ 

social inclusion 

during the 

implementation 

of the business 

plans and/or 

action plans at 

least in 9 

initiatives. 

3-4. Increase in 

product 

competitiveness 

thorough the 

implementation 

of business plans 

at least in 9 

initiatives. 

  ●→対象   ×→対象外 

1 スサ ● ● ● ● 

2 パイパ/ソタキラ ● ● ● ？ 

3 フィランディア ● ● ● ● 

4 サンビセンテ ×＊ ×＊ ● ？ 

5 ビジャビエハ ● ● ● ● 

6 ラ・チャンバ ● ● ●/× ● 

7 モンポックス ● ● ● ● 

8 トゥチン ● ● ● ● 

9 ティエラデントロ ● ● ● ？ 

10 
ヌード・デ・ロス・

パストス 
● ● ● ？ 

11 シブンドイ × × ●/× ？ 

12 ソコロ × × × × 

 
計（評価対象イニ

シアチブ数） 

10 以上 

（現時点では 9 であるが、今後サ

ンビセンテでもビジネスプラン

を作成し、活動を実施予定） 

9 以上 

（現時点では

少なくとも 9） 

 

9 以上 

（現時点では

少なくとも 6）

 

 

2) プロジェクト目標の指標 3、4 修正の考え方 

成果 3 の住民参加/社会的包摂及び商品力強化について指標を精緻化したことに併せて、目

標の指標 3、4 も同様に修正したうえで、住民参加/社会的包摂及び商品力強化を測る具体的

な項目は上記 b)に準ずることとする。ただし、プロジェクト目標については全 12 イニシア

チブを評価対象とする。 
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６－２ 教 訓 

（1） 一村一品運動はその名前に由来して有名な産品をつくり上げることに主眼が置かれると思

われがちだが、本来の趣旨はこれらの産品を通してコミュニティが豊かになることにある。

日本における一村一品運動では、ある特定のグループが裨益するだけでなく、なるべく多

くの人々が裨益することをめざしている。「運動」というからには、人々に広がっていくべ

きものである。その意味で、商品力と住民参加/社会的包摂を直接的に同時に追求するコロ

ンビア一村一品は大分県で始まった一村一品運動に近いものであり、コロンビアの事例は

このような一村一品が実現可能であるということを示している。なお、このような形での

一村一品がどのような条件の下では成立し得るのかは、今後さらに深く分析する必要があ

るが、現時点での仮説としては、地方政府にある程度の予算と権限があることや、中央・

地方政府が地域でのイニシアチブを支援することができるさまざまな産学官の組織とス

キームの存在が考えられる。 

 

（2） 本プロジェクトは紛争終結前に開始された。プロジェクト対象地において紛争の影響を直

接受けている地域は限定的であるが、過去に紛争が展開した地域や、コミュニティメンバー

の親戚に関係者がいたり、IDP の受け入れなど人口の流動性が高い地域は多く、紛争地で

なくてもコミュニティ内の信頼関係を築きにくい環境がある。また、経済的・社会的格差

は主要な紛争要因のひとつであったことから、本プロジェクトにおいては「住民参加/社会

的包摂」を方針のひとつとして掲げ、一部のグループが利するのではなく、地域全体とし

て本プロジェクトの活動に関与し、裨益することをめざし、経済活動から取り残されがち

な社会的弱者（紛争影響者、先住民族、シングルマザー、障がい者、貧困層等）が参加す

ることを意識した。その結果、中間レビュー時点において、異なるカテゴリーの社会的弱

者がさまざまなイニシアチブに参加している例が確認されたほか、プロジェクト開始時不

和がみられたコミュニティ内の調和や信頼が回復・強化された例、活動に参加することで

個人や地域の誇りを確認している例もみられた。このような「住民参加/社会的包摂」が担

保された地域開発は、今後本格的に推進されるコロンビアにおけるポストコンフリクトの

地域開発において必要とされることは疑いがないが、他の紛争影響国にも有用と考えられ

る。また、紛争影響国のみならず、経済的・社会的格差を助長しない地域開発のあり方と

して示唆を与える事例でもある。 

 

（3） 地域開発において「住民参加/社会的包摂」を実行するには、適切なコミュニティ・ファシ

リテーションが不可欠である。コミュニティ内で対立が発生した際に必要に応じて第三者

の支援・調整を活用しつつも 終的にはコミュニティ内で解決できるよう導いていくこと、

活動や話し合いを通じてコミュニティ内の不信感を軽減し結束を高めていくこと、活動や

会議に参加しにくい社会的弱者を巻き込んでいくこと、一部のグループに引っ張られるの

ではなくコミュニティ全体のコンセンサスを得て活動を進めていくこと等はコミュニ

ティ・ファシリテーションに求められる要素である。コミュニティは多様であり、いつも

同じ方法が効果的なわけではない。外部者は、まず、その地域、コミュニティの社会的背

景や構造を把握するためにコミュニティの多様なアクターに耳を傾け、自身が主役や先生

になるのではなく、コミュニティが主体的に問題を解決できるよう、コミュニティのオー
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ナーシップを醸成していくような姿勢をもつことが有効である。コミュニティ・リーダー

についても、支配的・威圧的態度はコミュニティ内外のアクターと不和を生みがちである

ことが確認されており、コミュニティにおける活動においては、人への接し方・姿勢が重

要な要素を占めることに留意が必要である。 

 

６－３ 所 感 

（1） 社会的包摂/平和構築に関する所感 

1) 本プロジェクトにおける「住民参加/社会的包摂」の重要性 

本プロジェクトは局地紛争が終結する前に開始された。紛争影響地域の復興や平和構築を

プロジェクトの目的としていないが、イニシアチブが展開している地域のなかには、過去に

紛争が展開した地域や、コミュニティメンバーの親戚に関係者がいるところがあるほか、IDP

の受け入れ等人口の流動性が高い地域は多く、紛争地でなくてもコミュニティ内の信頼関係

を築きにくい環境があることが今般調査において確認されている。また、経済的・社会的格

差は主要な紛争要因のひとつであったことから、本プロジェクトにおいては、一部の個人・

家族・グループ等が利するのではなく、地域全体として本プロジェクトの活動に関与し、裨

益することをめざすとともに、経済活動から取り残されがちな社会的弱者（紛争影響者、先

住民族、シングルマザー、障がい者、貧困層等）が参加することを重視し、OVOP コロンビ

アの方向性として「商品力の強化」と並んで「住民参加/社会的包摂」を掲げ、同分野の短期

専門家を派遣してきている。 

 

2) ポストコンフリクトにおける地域開発 

本調査実施中の 2016 年 8 月 24 日に、政府と FARC により歴史的な和平合意文書が署名さ

れた。和平合意を受けた今後のポストコンフリクト支援として、経済的・社会的格差是正を

促す地域開発や、これまで十分に実施されてこなかった住民参加を目的とした取り組みが重

点的に推進されることとなる。本プロジェクトの C/P である DNP や OS、ADC はポストコン

フリクトの地域開発に係る政策策定・協力の実施に OVOP の手法を活用したいという意向を

示している。コロンビアにおいて一定規模の協力を実施してきている EU も、今後のポスト

コンフリクト支援として、FARC 等による直接的な紛争影響を受けたところを含む地方部全

体に焦点を当て、格差是正のための協力に取り組んでいく予定とのことである。 

なお、コロンビア政府は 近の FARC との紛争の影響を直接受けた自治体 180 余りを優先

的な地域開発対象地としている。FARC との紛争は 50 年にわたる長期戦でありその間紛争地

が変遷していること、コロンビアにおいては FARC との紛争のほかに ELN（国民解放軍、非

合法左派反政府組織）やパラミリタリー（極右非合法武装勢力）、国軍、バクリム（小規模犯

罪グループ）等による紛争・暴力も継続的に展開してきたことから、本プロジェクトの対象

地域は上記優先地域と異なるものの、紛争・暴力の影響を受けている地域が含まれている。

コロンビア OVOP の経験が FARCとの紛争影響地域の地域開発にも有効である可能性は高い。 

 

3) 住民参加/社会的包摂の進捗 

今般調査において、各イニシアチブにおける住民参加/社会的包摂の進捗を計る指標として、

①OVOP 活動に参加している住民数の変化、②プロジェクト開始時と現在の住民間の関係性
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の変化、③社会的弱者の参加人数の変化を設置し、付属資料 13 のとおり現状について確認さ

れた。また、イニシアチブごとに勘案すべき社会的弱者のカテゴリーについて付属資料 14

のとおりまとめた。 

イニシアチブが選定されてからプロジェクト開始まで時間がかかってしまったため、プロ

ジェクト開始時にコミュニティ内の状況が良くなかったイニシアチブ（一部のグループがイ

ニシアチブを私用する等）がいくつか存在したが、スサやビジャビエハ等はその状況から脱

却し、コミュニティのコンセンサスを得たうえでイニシアチブを推進し始めている。また、

トゥチン等先住民族やアフロ系民族が参加している例、サンビセンテ、トゥチン等紛争被害

者が参加している例、チャンバやモンポックス等障がい者が参加している例などが確認され

たほか、モンポックスやキンディオは直接紛争の影響を受けていないものの、近隣に紛争地

があり、そこから避難してきた IDP がイニシアチブに参加している。JICA 関係者が入れない

ティエラデントロは、先住民族が主体的に活動を行っているが、そこに FARC の投降兵も参

加しているとの報告も受けている。 

今後プロジェクト実施期間中に、住民参加/社会的包摂の成功事例/失敗事例について分析

し、成功要因/失敗要因など、住民参加/社会的包摂を促進するために有用な示唆を導き出し

て戦略文書に含まれることが望ましい。 

 

4) コミュニティ・ファシリテーション 

紛争影響地域においては特に、そうでない地域においても、地域開発を推進する際にはコ

ミュニティへの入り方が重要である。中央の組織である ADC や OS の職員はコミュニティと

活動する経験がこれまであまりなかったために、本プロジェクトでコミュニティに入って

行った際、適切ではないアプローチ（高圧的、一方的等）を取って、住民側から不快感を示

されたり、受け入れられなくなったりしている例について専門家等から報告があった。OS

はコミュニティの連帯を強めるための活動推進が組織としてのマンデートになっており、そ

のための政策、戦略、プログラムのほか、マニュアル等ももっているとの説明があったが、

コミュニティとのコミュニケーションについての実務能力は極めて疑わしい。コミュニ

ティ・リーダーについても、支配的・威圧的態度はコミュニティ内外のアクターと不和を生

みがちであることが確認されている。 

「住民参加/社会的包摂」を具現化していくためには、一部のグループに引っ張られるので

はなくコミュニティ全体のコンセンサスを得て活動を進めていくこと、活動や話し合いを通

じてコミュニティ内の不信感を軽減し結束を高めていくこと、コミュニティ内で対立が発生

した際に必要に応じて第三者の支援・調整を活用しつつも 終的にはコミュニティ内で解決

できるよう導いていくこと、活動や会議に参加しにくい社会的弱者を巻き込んでいくこと等

が求められる。 

外部者は、まずその地域やコミュニティの社会的背景や構造を把握するためにコミュニ

ティの多様なアクターに耳を傾けることなど、コミュニティにおいて活動を実施する際の基

本姿勢、留意事項等をまとめたコミュニティ・ファシリテーションの文書を専門家が C/P と

協働して作成し、プロジェクトの成果品とするのみならず、プロジェクト実施期間中も活用

し、政府組織とコミュニティ、コミュニティ内の対立を惹起しないよう活動を推進していく

ことが求められる。 
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（2） 団長所感 

1) 出口の確認 

今回の調査で も重要な論点は、一つには、プロジェクトの出口、即ちプロジェクト目標

にある「インクルーシブな地域開発モデル」の「モデル」とは何かについて、コロンビア側

と共通理解を図ること。もう一つは、これまでのプロジェクトの進捗状況を考慮したうえで、

PDM に必要な改定を行うべくプロジェクト関係者に提案することであった。PDM 改訂案の

主な内容は、「ビジネスプラン」の定義を拡大して市役所のような公的機関が参加する観光に

関する計画にも適用できるようにしたことと、住民参加/社会的包摂に関する指標の追加であ

る。 

 

2) 地域開発モデルの重要性と中央政府の取り組み姿勢 

OVOP コロンビアは、商品の競争力のみならず住民参加や社会的包摂を同時にめざす地域

開発のあり方を示そうとしており、これは内戦から脱却しようとしつつあるコロンビアに

とって重要な試みである。本案件に参加している九つの中央省庁 C/P 機関のうち、OS と ADC

はOVOPを活用して今後ますます重要になる地域開発において自らの役割を示そうとしてい

る。調査期間中に開催された JCC では、これまで中央レベルではほとんど関心を示してこな

かった SENA が前向きな発言をしたことが特筆されるが、これは SENA にとっても OVOP

の重要性を再認識したことの現れではないかと考えられる。 

他方、必要性は認識しているとはいうものの、中央省庁や中央の関連機関はボトムアップ

型の地域開発に対応する経験がないため、無意識のうちに上から目線で「こうすべきだ」と

押し付けてしまうなど、コミュニティへの入り方を知らないようだ。そのため、上記 6－3(1)4)

コミュニティ・ファシリテーションでも述べたとおり、それぞれの機関の関係者がコミュニ

ティに入ったことで、コミュニティ内の不和が生まれるケースがいくつも発生している。例

えば、ADC はこれまでコミュニティのなかでも優秀な職人を選んで ADC がデザインした産

品を作らせ、それを年 2 回の展示会や自らが経営するショップで売ってきた。そのため、選

ばれなかった職人たちには不満が残ってしまう。OS は連帯経済（協同組合等）を推進する

組織で、コミュニティの人々に連帯の必要性を説く際のやり方が押し付けと捉えられること

が多く、それ以前に必要なコミュニティの人々からの信頼が得られない状況になってしまう。

OVOP への参加によりコミュニティとの具体的な活動を行ったことで、ADC はこのような課

題に気がつき、現在アプローチの仕方を模索中である。今後の展開に期待したい。 

 

3) 現地訪問の感想 

今回の中間レビュー調査では評価団員が先にコロンビア入りをして 5 件のイニシアチブを

訪問したあと、筆者ら残りの調査団員が途中から合流してさらに 3 件のイニシアチブを訪問

した。その際に特に印象的であったことを記しておく。 

・ トゥチンでは、さまざまな立場の人々が参加していた。特に高校生たちがボランティア

として地域のための活動を行っていた。 

・ フィランディアでは市長のリーダーシップと、多様な業種の人々が協力して設立したタ

ワンテという会社組織のソーシャルビジネスが興味深かった。 

・ パイパでは独特の製法によるチーズだけでなく、小規模畜産農家の組織化や、これに市
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が力を入れている観光との組み合わせといった試みが行われつつある。 

 

4) 県モデルへの期待 

キンディオ県はユネスコの文化遺産となっているコーヒーの文化的景観の地域の一部と

なっており、これを生かしつつさらに多くの地域の人々が裨益するため、県庁が積極的に

OVOP を推進しようとしている。出張中には県庁に県内 12 の市町村のうち、10 の市町村か

ら市長やそれに代わる職員が参加して、それぞれの市町村の「資源」を三つずつ発表してく

れた。これらの「資源」は、今後磨きをかけなければ、「売れる」ものにはならない。市長た

ちは 9 月から 10 月にかけた 2 週間、研修のために日本を訪れることとなっており、その際の

学びをもとにした今後の活躍に期待したい。そして、県が推進する一村一品というひとつの

形がここで開花することを期待するものである。 

 

5) 補足情報 

なお、先方と合意した報告書には詳しく書かなかったが、本案件では①詳細計画策定調査

からプロジェクト開始までに 1 年 7 カ月を要したこと25、②調達不調によりチーフアドバイ

ザーの獲得に想定外の時間がかかったこと26、等の遅れにより、プロジェクトの計画時に想

定していたことがプロジェクトの開始時には異なる状況となっている点があった。例えば、

プロジェクト開始以前に選定されていた 12 のイニシアチブのうち、一部が必ずしも OVOP

コロンビアの活動を始めるうえで必要な状態になっておらず、イニシアチブレベルでの軌道

修正が必要になった。 

加えて、当初は商品力の強化と住民参加/社会的包摂が成果及び活動レベルで明確にされて

おらず、運営指導調査（2014 年 12 月）による軌道修正が必要になったこと。既に述べたよ

うに、中央の省庁や関係機関の地域開発への取り組み姿勢を変えなければならないことが判

明したこと。さらに、当初想定されていなかったが、元々の大分県の事例にみられるような

県中心の推進モデルをコロンビアでも試すことが可能になったことなど、実施中に大きな軌

道修正を行ったうえで、現在の中間レビューで評価した進捗レベルにようやく達しているこ

とは認識しておく必要があると考える。 

すなわち、現在までの時間の多くをかけて、コロンビアの現実によりそぐう形の支援とす

るために必要な大規模修正をしてきただけに、残りのプロジェクト期間中で、今後つくり上

げるモデルが持続性をもったものとして機能していくための期間が十分であるとは言い切れ

ない。よって、現在合意されているプロジェクト期間中にプロジェクトを無事終了できるの

かどうか不透明に思え、場合によっては延長により確実な持続性を追求すべき可能性がある

ことを付け加えておきたい。 

 

6) 平松知事 

一村一品運動を大分県で始められた平松守彦元大分県知事が出張期間中である8月22日に

亡くなられたことを帰国後に知った。心からご冥福をお祈り致します。 

                                                           
25 9C/P 機関からの署名取付に時間を要したため。 
26 調達不調により、チーフアドバイザーの派遣は業務調整専門家の派遣によるプロジェクト開始から、3 カ月遅れとなった。 
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13． 各イニシアチブにおける商品力強化と住民参加社会的包摂に 

関する進捗状況 
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Place Time Contents

August 6 Saturday Tokyo 16:35 Leave for Colombia, Ms Kiriko Okuda UA 006

August 7 Sunday Bogota 4:54 Arrival of Ms Kiriko Okuda UA1009

9:00-11:00 Meeting with Tanaka and Haneda

11:00-12:00 Meeting with APC

15:00-16:30 Meeting with ADC

9:00-9:50 Meeting with EU

11:00-12:30 Meeting with DNP

14:30-16:15 Meeting with OS

16:45-18:00 Meeting with Ministry of Culture

5:00-9:00 【Iniciative visit ①La Chamba】Tranfer by car from Bogota to Ibague

10:30-12:30 Meeting with Department

13:00-14:30 Transfer by car from Ibague to Chamba

15:00-17:30 Meeting with Chamba OVOP Team

17:30-18:30 Transfer by car from Chamba to Ibague

5:50-6:20  Transfer From Hotel to Airport

7:18-8:04 Flight from Ibague to Bogota AV9278

9:28-11:00 【Iniciative visit ② Mompox】Flight from Bogota to Cartagena

11:00-18:00 Transfer by car from Cartagena to Mompox by car 7 hour

9:00-11:00 Meeting with Mayor and other officials of municipality

11:00-11:30 Meeting with SENA

11:30-12:30 Observation of Mompox

15:00-17:30 Meeting with Tourism Sectores

17:30-18:30 Meeting with Silversmithing Producers

8:00- 15:00 Transfer by Car from Mompox to Cartagena

17:38-19:10 Flight from Cartagena to Bogota

6:00-9:30 【Iniciative visit ③Susa】Transfer by Car from Bogota to Susa

9:30-11:00 Observation of Clean Product

11:30-12:30 Meeting with Mayor and UMATA

13:00-14:00 Meeting with producers of Clean Product

16:00-20:00 Transfer by car from Susa to Bogota

August 15 Monday Bogota Document Elaboration

8:30-10:00 Meeting with SENA

10:30-11:45 Meeting with Ministry of Commerce with Fontur

14:00-15:10 Meeting with PS

15:40-16:30 Meeting with Ministry of Agriculture

August 16 Tuesday Bogota

August 14 Sunday Bogota

August 13 Saturday Mompox

August 12 Friday Mompox

Mompox

August 10 Wednesday Chamba

August 11 Thursday

Date

August 8 Monday Bogota

August 9 Tuesday Bogota

１．調査日程
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6:15-7:23
【Iniciative visit ④Villavieja】flight from Bogota to Neiva AV9291 From
Hotel to Airport

9:00-10:00 Meeting with Department

11:00-12:00 Meeting with SENA

14:00-15:00 Transfer from Neiva to Villavieja

15:30-16:30 Meeting with Municipality and Observatory

16:30-18:00 Meeting with Community

18:00-19:00 Transfer from Villavieja to Neiva

August 18 Thursday Villavieja Document Elaboration

19:24-20:34 Flight from Neiva to Bogota AV9272

20:40-21:10 Transfer from Airport to Hotel

5:20-5:50 Transfer from Hotel to Airport

6:50-7:49
【Iniciative visit ⑤ San Vicente】Flight from Bogota to Medellin 1 hour and
Transfer from the airport to Sanvicente by car 40 min AV 9448

8:00 -8:40 Transfer from the airport to Sanvicente by car 40 min

9:30-11:00 Meeting with producers

12:00-13:30 Lunch Meeting with Volunteer

14:00-15:00 Meeting with Municipality

17:00-18:00 Transfer fron Sanvicente to Airport

19:35-20:34 Flight from Medellin to Bogota

20:40-21:10 Transfer from Airport to Hotel

August 20 Saturday Bogota Document Elaboration

20:45 Arrival of Mr.Takafumi Ueda & Ms. Maho Chujo, UA1007

22:42 Arrival of Ms. Eri Komukai, AM708

9:00-10:00 Meeting with the Embassy of Japan

11:00-12:00 Meeting with APC

12:00-12:30 Security Briefing

15:00-16:30 Meeting with DNP

9:00-12:00 Meeting with National Technical Committee

12:00-13:00 Lunch

14:00-15:30 Meeting with OS

17:55-18:55 【Iniciative visit ⑥ Filandia】Flight from Bogota to Armenia AV9841

8:00-9:20 Meeting with Chamber of Commerce and Department

9:30-10:00 Transfer from Armenia to Filandia

10:30-11:30 Meeting with Municipality

11:30-12:30 Visit to Observatory

12:30-13:30 Lunch

14:00-14:30 Visit Handi Craft Association

14:50-15:30 Meeting with SENA Quindio

16:00-17:30 Transfer from Filandia to Armenia

August 24 Wednesday Filandia

August 23 Tuseday Bogota

August 22 Monday Bogota

August 21 Sunday Bogota

August 19 Friday San Vicente

August 17 Wednesday Villavieja
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9:00-11:30 Departmental Comittee

11:30-12:00 Meeting for publicity

12:00-13:30 Lunch

13:30-14:30 Transfer from Armenia to Airport

15:50-16:50 Flight from Armenia to Bogota

7:00-11:00 【Iniciative visit ⑦Paipa/Sotaquira】Transfer by car from Bogota

11:00-12:30 Observation of Paipa

14:30-16:00 Meeting with Chees producers and persons related with initiative

16:00-20:00 Transfer from Paipa to Bogota

August 27 Saturday Bogota Document Elaboration

Document Elaboration

17:10-18:39 【Iniciative visit ⑧Tuchín】Flight from Bogota to Monteria AV8508

7:00-9:00 Transfer from Hotel to Tuchin

9:30-10:00 Meeting with Mayor

10:30-12:30 Meeting with producers

12:30-14:30 Transfer from Tuchin to Monteria

16:30-17:30 Flight from Monteria to Bogota AV 8509

9:00-10:00 Meeting with ADC

14:00-17:00 Meeting with CP for discussing about JER

9:00-12:00 Meeting with CP for discussing about JER

PM Meeting with the project team / Organizing Documents

9:00-12:00 Meeting with CP for discussing about JER

PM Preparing for JCC

8:00-11:00 JCC / Presentation for result of JER

11:00-12:00 Meeting with RR of JICA Colombia

14:29 Leave for Japan, Ms. Komukai, AM762

September 3 Saturday Bogota 00:14
Leave for Japan, Mr. Takafumi Ueda, Ms Kiriko Okuda, Ms. Maho Chujo,
UA1006

September 4 Sunday Tokyo
Arrival of Ms Kiriko Okuda UA 007, Mr. Takafumi Ueda & Ms. Maho Chujo
NH 173, Ms. Eri Komukai AM 58

September 2 Friday Bogota

September 1 Thursday Bogota

August 30 Tuseday Bogota

August 31 Wednesday Bogota

August 29 Monday Tuchin

August 28 Sunday Bogota

August 26 Friday Paipa

August 25 Thursday Armenia
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PDM (Project Design Matrix) 

 

Project Name: OVOP Colombia Project (Strengthening the mechanism for the implementation of the OVOP Colombia) 

Duration: 4 years (March 2014 – February 2018)   
Target Area: Colombia nation-wide 
Target Group: OVOP Colombia Initiatives (*) and members of the National Committee 

 
                Ver. 1        Date: 10 December 2014 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

[Overall Goal] 

Social cohesion and autonomy of communities are 

strengthened to revitalize territories in contribution 

to peace in Colombia.     

                                                                                                                                     

 

1. OVOP Local (Municipal and/or Departmental) Committees 

exist in the 16 departments, which have been established 

based on principles of the OVOP Movement. 

2. Increase in the number of organizations which promote 

local products and services related with the OVOP 

Movement in 16 departments. 

3. Percentage of increase in the total number of initiative 

members, who feel trustworthy relationship with other 

members in the Initiatives. 

4. Increase in the amount of sales of the products and services  

related with the OVOP Movement.in 16 departments. 

5. OVOP Movement is incorporated in the National 

Development Plan (2018-2022) 

 

 

1. Documents of the National Committee 

 

 

2. Documents of the National Committee 

 

 

3. Questionnaires in the communities of the 

initiatives 

 

4. Documents of the National Committee 

 

5. National Development Plan (2018-2022) 

 

Colombian government 

support for OVOP continues. 

 

Social and economic 

situations of Colombia do not 

deteriorate. 

[Objective of the Project ] 

An inclusive local development model based on the 

principles of OVOP Movement is established as a 

strategy of local development policies in Colombia  

 

 

 

1. The established OVOP National Committee functions as the 

national coordination mechanism to promote the OVOP 

movement. 

2. The established OVOP Local (Municipal and/or 

Departmental) Committees function as local mechanisms to 

promote the OVOP movement.  

3. Increase in the total number of members in various 

categories of people including vulnerable people in 

 

1. Documents of the National Committee 

 

 

2. Documents of the National Committee 

and the Local Committees, action plans 

of the Local Committees,  

3. Questionnaires in the communities of the 

initiatives 

 

Social and economic 

situations of Colombia do not 

deteriorate in the departments 

of initiatives. 
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 2

organizations related with the initiatives.  

4. Increase in the amount of sales of the products and services 

of the organization related with the initiatives. 

  

5. OVOP Movement is incorporated as a strategy of the 

national policy of local development. 

 

 

4. Documents of the National Committee 

and the Local Committees, Business 

plans 

5. National Development Plan (2014-2018) 

and/or other public documents such as 

the strategy and methodology documents.  

 

[Results] 

1. Institutional mechanism and capacities of actors 

(*) in national level are strengthened for the 

implementation of OVOP.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Institutional mechanisms and capacities of actors 

(*) in local level are established and strengthened 

for the implementation of OVOP through the 

initiatives. 

 

(*Actors mean those in counterpart organizations in 

national level and those in department/municipal 

governments and communities of OVOP initiatives in 

nivel local.) 

 

 

 

3.  Capacities to develop, improve, sell and manage 

the products and services of the organizations 

related with the initiatives are improved through 

implementation of business plans.  

 

1-1. The Concept Paper of the OVOP National Committee is 

formulated. 

1-2. Action Plan of the National Committee to support the 

OVOP movement is designed and implemented.  

1-3. Monitoring of the action plan by the National Committee is 

conducted more than 4 times a year. 

1-4. Capacities of the institutions of the National Committee are 

strengthen in order to formulate and execute the action plan 

of the National Committee. 

 

2-1. The OVOP Local Committees are officially set.  

2-2. Action plans of the Local Committees to promote the 

OVOP Movement are designed and implemented through 

the participation of various actors in the region. 

2-3. Monitoring of the action plans with the Local Committees 

is conducted more than twice a year. 

2-4. Capacities of the members of the Local Committees are 

strengthen in order to elaborate and execute the action 

plans of the Local Committees as one of the example of 

promoting inclusive local development through the OVOP 

Movement. 

   

3-1. Business plans of the organizations related with the 

initiatives are formulated.  

3-2. Business plans of the organization related with initiatives 

are monitored.  

 

1-1. Documents of the National Committee 

 

1-2. Documents of the action plan of the 

National Committee. 

1-3. Documents of the monitoring for the 

action plan of the National Committee. 

1-4. Resisters of the training course, 

documents of the National Committee  

 

 

2-1. Documents of the Local Committees 

2-2. Documents of the action plans of the 

Local Committees 

 

2-3. Documents of the monitoring for the 

action plans of the Local Committees. 

2-4. Resisters of the training course, 

Documents of the National and Local 

Committees, evaluation sheets 

 

 

 

3-1. Documents of the Business plans 

. 

3-2. Documents of the monitoring for the 

Business plans  

 

Colombian government 

strategies toward OVOP do 

not change. 
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 3

 

 

 

 

4.  The strategy and methodology documents for the 

implementation of the inclusive local development 

model of OVOP based on experiences of the 

initiatives are formulated and promoted. 

 

 

 

 

 

3-3. Each initiative has access to the support services for 

implementation of Business plans of the organizations 

related with the initiatives. 

 

4-1. The methodology documents for the implementation of the 

OVOP Colombia are formulated. 

4-2. The strategy documents for the implementation of the 

OVOP Colombia are formulated and incorporated in public 

documents as the inclusive local development model.  

4-3. Materials (such as pamphlets, manuals, video and/or 

magazines) are developed to promote the OVOP Colombia. 

4-4. National and international seminars are held to share the 

experiences and promote the inclusive local development 

model. 

 

3-3. Documents of the monitoring for the 

Business plans  

 

 

4-1. Formulated methodology documents 

 

4-2. The strategy documents and public 

documents  

4-3. Developed materials for promotion of 

the OVOP Colombia 

4-4. Registers of participants of the national 

and international seminars 

[Activities] 

 

1.1 Coordinate to establish the National Committee. 

1.2 Conduct diagnosis to strengthen initiatives 

1.3 Review the concept paper to clarify the roles and 

rules of the National Committee. 

1.4 Design the action plan of the National Committee 

to support the initiatives according to the 

developed strategies. 

1.5 Implement the action plan of the National 

Committee. 

1.6 Establish mechanism of monitoring with 

monitoring tools. 

1.7 Conduct monitoring and take necessary actions. 

1.8 Review the action plan according to results of the 

monitoring 

1.9 Carry out the training of the National Committee 

members to strengthen the implementation of the 

strategies and the plan.  

 

[Inputs]  

Colombian side 

1. Personnel 

(1) Project Director  

(2) Project Manager 

(3) Counterpart personnel 

Counterpart organization: 

DNP, MCIT, MinCultura, MADR, DPS, SENA, 

Artesania de Colombia, Organizaciones Solidarias 

(MinTrabajo) 

 

2. Facilities 

(1) Project office 

(2) Equipment necessary for project activities 

 

3. Local cost  

Cost for transportation, training, administration 

 

 

 

[Inputs] 

Japanese side 

1. Personnel (Experts/Local consultants) 

(1) Chief Advisor/Local 

Development 

(2) Project Coordinator/Training 

Program Planning 

(3) Community Development/Social 

Inclusion 

Other Japanese experts or local 

consultants in the field such as 

Marketing, Financial Management, 

Small, Medium, and Micro Enterprise 

Support, etc. upon mutual agreement 

 

2. Training in Japan and/or in Third 

Country 

 

3. Machinery and Equipment 

 

 

Trained personnel continue to 

be involved in the Project. 
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2-1. Coordinate to establish the structure for the 

implementation of each initiative in local level 

(Local Committees). 

2-2. Design the action plans in local level.  

2-3. Implement the action plans in local level. 

2-4. Conduct monitoring with local committee and take 

necessary actions.  

2-5. Review the action plans according to results of the 

monitoring. 

2-6. Carry out the training for the members of the 

Local Committees (through training courses, 

technical assistance, exchange of their 

experiences, mutual visits, etc.) 

   

3-1. Conduct training for formulation and 

implementation of business plans to develop, 

improve, sell and manage the products and 

services of the organizations related with the 

initiatives, including bookkeeping. 

3-2. Design the business plans of the organization 

related with the initiatives. 

3-3. Implement the business plans of the organizations 

related with the initiatives. 

3-4. Collect and clarify information on access to 

support services of the institutions in national and 

local level for implementation of the Business 

plans.  

 

4-1. Elaborate the strategies for the implementation of 

OVOP Colombia and incorporate in public 

documents as the inclusive local development 

model. 

4-2. Identify and collect information about lessons 

from the implementation of the action plans in 

national and local levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Local cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-conditions 

Community people in areas of 

OVOP Colombia Initiatives 

are cooperative to the Project. 

 

－
69

－



 5

4-3. Elaborate the methodology documents for the 

implementation of OVOP Colombia based on the 

lessons learned for the inclusive local development 

model. 

4-4. Develop and disseminate the materials (pamphlets, 

video, web pages and/or magazines) to promote 

the inclusive local development model. 

4-5. Conduct national seminars to share experiences 

and promote the inclusive local development 

model.   

4-6. Organize international seminar on OVOP to share 

the experiences of the inclusive local development 

model. 

 

*Initiative: the organizations and/or associations of communities recognized by the OVOP National Committee, which promote local development through their own products, services, and ideas 

unique to their territories. 

* OVOP National Committee has selected 12 initiatives in 2010. 

* There are some initiatives, which do not have the enough condition to promote local development through their own products, services, and ideas.  

*Specific Activities to be implemented by each counterpart organization are described in Plan of Operations (PO).  
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評価グリッド１（実績の検証、実施プロセスの検証）

コロンビア一村一品（OVOP）推進プロジェクト　中間レビュー調査

実績の検証

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

投入の進捗状況
（計画値との比較）

投入量、投入の質及び時期は計画どおりか

日本側
1.人材（専門家）
(1)  チーフリーダー（地域開発）　(2) プロジェクト調整員（業務調整/研修計画）  (3) コ
ミュニティ開発/社会的包摂　(4) その他日本人専門家及びローカルコンサルタント（マー
ケティング、資金管理、中小企業支援その他）
2.本邦研修/第三国研修
3.必要な資機材
4.現地活動費

コロンビア側
1.人材
 (1) プロジェクトダイレクター  (2)  プロジェクトマネジャー  (3) カウンターパート/
Colaboradores　　C/P機関：DNP、商工業観光省（MINCIT)、文化省（Min.Cultura)、農業
農村開発省（Min.Ag.)、SENA、APC、DPS、コロンビア民芸公社(ADC)、連帯組織
2.設備
(1) プロジェクト事務所　(2) プロジェクト活動に必要な資機材
3.現地活動費
　 交通費、研修費、事務管理費

計画と進捗（実績）との比較 ・PDM
・PO
・プロジェクト事業進捗報告書
・専門家報告書

・関係資料レビュー

成果 1「OVOP 推進のための中央レベルの体制とアクターの能力が強化される」はどの
程度達成されているか

指標
①OVOP全国委員会のコンセプトペーパーが策定される。
②OVOP全国委員会のアクションプランが策定され、実施される。
③年間4回以上のOVOP全国委員会のアクションプランのモニタリングが実行
される。
④OVO全国委員会のアクションプランと戦略の評価・実行のための同委員会
の組織能力が強化される。

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

成果 2「イニシアチブを通して OVOP を推進するローカルレベルの体制とアクターの能
力が 形成・強化される」はどの程度達成されているか

指標
①OVOP地方委員会が公的に設立される。
②地域のさまざまなアクターの参加を通じてOVOP地方委員会によってアク
ションプランの作成と実行がされる。
③年に2回以上OVOP地方委員会とともにアクションプランのモニタリングが
実行される。
④OVOP運動を通じた地域開発促進の一例として、地方委員会のアクション
プランの評価と実行のための、地方委員会メンバーの能力が強化される。

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

成果 3「ビジネスプランの実施を通して、イニシアチブ商品・サービスの開発・販売・運営
のための能力を向上させる」はどの程度達成されているか

指標
①イニシアチブ関連組織のビジネスプランが策定される。
②イニシアチブ関連組織のビジネスプランがモニタリングされる。
③OVOPコロンビアの各イニシアチブがイニシアチブ関連組織のビジネスプラ
ン実行のための支援サービスへのアクセスを入手する。

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

成果 4「イニシアチブでの経験をベースにして、OVOP 地域開発モデルの推進のための
戦略 と方法論のドキュメントを作成し普及させる」はどの程度達成されているか

指標
①OVOPコロンビア実行のための方法論に関する文書が策定される。
②OVOPコロンビア実行のための戦略文書が作成され、包摂的地域開発モ
デルとして公的文書に盛り込まれる。
③OVOPコロンビア促進のための資料が作成される（パンフレット、マニュア
ル、ビデオ　または/及び雑誌）。
④包括的地域開発モデルの経験共有と促進のための全国セミナー及び国際
セミナーが実施される。

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

成果の達成度

成果は計画どおり産出され
ているか？（目標値との比
較）
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プロジェクト目標の達成度
（目標値との比較）

プロジェクト目標「コロンビアにおける地域開発政策の戦略として、OVOP 運動の原則に
基づいた、人々に広く裨益する地域開発モデルが構築される」見込みはどの程度あるか

指標
①設立されたOVOP全国委員会がOVOP運動の推進を調整する全国機関と
して機能する。
②設立された県レベル・市レベルのOVOP委員会がOVOP運動推進のための
ローカルレベル体制として機能する。
③OVOP活動を行う組織への社会的弱者を含むさまざまなカテゴリーの人々
の参加の増加
④イニシアチブ関連組織の商品・サービスの売上額がアップする
⑤OVOP運動が地域開発の国家戦略文書に盛り込まれる

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

実施プロセスの検証

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

0.1.1 成果1に対する以下の活動は、計画どおり実施されているか

1-1 中央委員会設立のために調整を行う
1-2 イニシアチブ強化のための調査を行う。
1-3 中央委員会の役割と規則を示すコンセプトペーパーをリビューする。
1-4 戦略案に沿いイニシアチブ支援のための中央委員会のアクションプランを設計す
る。
1-5 中央委員会のアクションプランを実施する。
1-6  ツールとともにモニタリング体制を構築する。
1-7 モニタリングを実施し、必要なアクションを行う。
1-8 モニタリング結果を反映させ、アクションプランを改善する。
1-9 中央委員会のメンバーに対し、戦略やアクションプランの実施を強化するための能
力強化を行う。

0.1.2 成果2に対する以下の活動は、計画どおり実施されているか

2-1 地域レベルで各イニシアチブでの OVOP 推進体制（ローカル委員会）の構築を調整
する。
2-2 地域レベルでのアクションプランを策定する。
2-3 地域レベルのアクションプランを実施する。
2-4 ローカル委員会によりアクションプランのモニタリングを行い、必要なアクションを取
る
2-5 モニタリング結果を反映させ、アクションプランを改善する。
2-6 ローカル委員会のメンバーの人材育成を行う（人材育成コース、技術支援、経 験共
有、相互訪問など）。

0.1.3 成果3に対する以下の活動は、計画どおり実施されているか

3-1 イニシアチブに関連する組織の商品・サービスを開発・改善・販売・運営する ための
ビジネスプランを策定し、運営するための人材育成を実施する。
3-2 イニシアチブに関連する組織のビジネスプランをデザインする。
3-3 イニシアチブに関連する組織のビジネスプランを実施する。
3-4 国やローカルレベルの機関によるビジネスプランへの支援サービスについての 情
報を収集し、整理する。

0.1.4 成果4に対する以下の活動は、計画どおり実施されているか

4-1 OVOP 推進のための戦略を策定し、インクルーシブな地域開発モデルとして正式な
ドキュメントにする。
4-2 中央とローカルレベルでのアクションプラン実施からの教訓を抽出し、情報を整理す
る。
4-3 インクルーシブな地域開発モデルのために得られた教訓を基礎にして OVOP コロン
ビア実施のための方法論ドキュメントを作成する。
4-4 地域開発モデルを普及するためのマテリアル（パンフレット、ビデオ、ウェブサイト、
雑誌など）を開発する。
4-5 経験を共有し、インクルーシブな地域開発モデルを普及させるためナショナルセミ
ナーを実施する。
4-6 インクルーシブな地域開発モデルの経験を共有するための国際セミナーを実施す
る。

,・達成度、達成時期などの確認
・計画との比較

・PDM
・PO
・プロジェクト事業進捗報告書
・専門家報告書

0.1 計画の進捗状況
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0.2 技術移転の方法に問題
はないか

0.2.1 技術移転の方法（時期、頻度、対象人数）は適切であるか
・日本人専門家派遣（長期、短期）
・研修（本邦、第三国、コロンビア国内）
・セミナーなど

時期、頻度、対象人数などは適切か ・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー
・コロンビアC/Pへのインタ
ビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

0.3.1 【モニタリングの仕組み】
プロジェクトの進捗、実施状況をモニタリングする仕組みがプロジェクト内にあるか。

・モニタリング体制整備の有無
・モニタリングツールの有無
・モニタリング実施頻度
・モニタリング結果のフィードバック状況

0.3.2 【意思決定過程】
プロジェクトC/P間の関係は良好か

・関係者の意見

0.3.3 【意思決定過程】
プロジェクト内の意思決定プロセスは明確か

・関係者の意見

0.3.4 【プロジェクト内のコミュニケーションの仕組み】
プロジェクトメンバー間またはC/P間の相互コミュニケーションはどのように行われている
か

・プロジェクトメンバー間のコミュニケーション方法、手段、頻度

0.4.1 【C/P機関のプロジェクトへの関与・コミットメントの度合い】
実施機関やC/P機関の、これまでのプロジェクトへの協力体制整備、人員確保の経緯は
どうだったか

協力体制整備、人員確保の実績の確認

0.4.2 C/Pは主体的にプロジェクト活動の計画及び実施に参加しているか ・各C/P機関ごとのOVOP推進のための活動実績、関与状況
・関係者の意見

0.4.3 【C/Pの人数、能力、知識】
C/P機関の人員は、プロジェクト業務を進めるために適切か（人数、能力、知識）

C/Pの能力・知識レベル（プロジェクトに対する理解度、主体的態度等）

0. 5ターゲットグループのプ
ロジェクトに対する認識

0.5.1 ターゲットグループや関係組織のプロジェクトへの参加度合いやプロジェクトに対す
る認識は高いか
（会議、セミナー、研修への参加状況など）

・セミナー、研修参加人数など

0.6 阻害要因 0.6.1 プロジェクトの実施過程で生じている、活動進捗、成果達成、目標達成を阻害する
問題はあるか
あるとすればその原因は何か

・関係者の意見

0.7 貢献要因 0.7.1 プロジェクトの実施過程で生じている、活動進捗、成果達成、目標達成を促進する
プラスの要因はあるか
あるとすればそれは具体的にどんなことか

・関係者の意見

0.8 その他 0.8.1 追加・中止された活動はあるか
（ある場合）その理由は何か

・関係者の意見

・関係資料レビュー
・インタビュー

0.3 プロジェクトのマネジメン
ト体制

0.4 C/Pや実施機関のプロ
ジェクトに対する認識・実施
体制

・関係資料レビュー
・インタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタ
ビュー
・コロンビアC/Pへのインタ
ビュー
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評価グリッド２（評価５項目）

コロンビア一村一品（OVOP）推進プロジェクト　中間レビュー調査

1. 妥当性

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

1.1.1 プロジェクト目標はコロンビア側C/P機関のニーズに合致しているか ・C/P機関の意見

1.1.2プロジェクト目標は対象地域・社会のニーズに合致しているか ・C/P機関の意見

1.1.3 プロジェクト目標はイニシアチブ住民のニーズに合致しているか ・C/P機関の意見

1.2.1 上位目標、プロジェクト目標とコロンビアの開発政策（国家開発計画）との整合性はあるか ・コロンビア国家開発計画における地域開発戦
略の確認

・国家開発計画2014-2018
・プロジェクト事業進捗報告書

・関係資料レビュー

1.2.2 プロジェクトと日本の援助政策・JICAの援助実施方針との整合性はあるか ・対コロンビア援助政策、JICA援助実施方針の
変更の有無

・日本側関係文書の確認 ・関係資料レビュー

1.3.1 プロジェクト目標のレベルは適切か ・関係者の意見

1.3.2 プロジェクト期間は適切か ・関係者の意見

1.3.3 プロジェクトの対象地域は適切に選択されているか ・関係者の意見

1.3.4 プロジェクトの活動内容・投入規模は適切か ・関係者の意見

1.3.5 プロジェクト目標達成のためのアプローチとして、プロジェクトの構造は適切か ・プロジェクト目標と構造の確認 ・国別事業展開計画
・PDM
・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

1.3.6 他援助機関の事業との相乗効果はあるか/重複はないか ・他ドナーの協力事業内容の確認 ・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

1.4.1 ターゲットグループ選定は適切か（対象、規模、男女比、民族比、年齢層等）
（選定プロセスは適切か、根拠は明確か）

・選定経緯、根拠の確認
・関係者の意見

1.4.2 ターゲットグループ以外への効果の波及性はあるか ・波及事例の有無
・専門家及び関係者の意見

1.5.1 日本の経験を活用できるか ・日本のOVOP運動の経験活用の有無

1.5.2 他国におけるOVOP関連プロジェクト実施により蓄積された知見を活用できるか ・他国でのOVOP関連プロジェクトの有無・情報

1.6.1 コロンビアの平和構築の段階・現地情勢と照らし合わせて、プロジェクト実施のタイミングは妥当
だったか

・タイミングの適切性

1.6.2 コロンビアで本プロジェクトを実施するコロンビア政府・日本政府にとっての政治的・政策的意義は
高いか

・意義の有無

1.6.3 プロジェクト活動の実施または支援グループの選定によって、平和構築の不安定要因を助長する
可能性はあったか。あった場合、そのリスクを回避する対策は取られていたか

・可能性の有無

1.6.4 C/P機関と協力することにより、政治・社会的な負の影響はないか ・影響の有無

1.6.5 事業全体が紛争の影響を最小限にとどめる計画となっているか ・事業計画の適切性

1.7 プロジェクトの妥当性を促進する要
因

1.7.1 プロジェクトの妥当性を促進する要因はあるか
あるとすればその要因は何か

・貢献要因の有無

1.8 プロジェクトの妥当性を阻害する要
因

1.8.1 プロジェクトの妥当性を阻害する要因はあるか
あるとすればその原因は何か

・阻害要因の有無

1.1 コロンビアの国・地域・社会・ター
ゲットグループのニーズとの合致（必
要性）

1.6 平和構築における妥当性

1.2 相手国の開発政策及び日本の援
助政策・JICA の援助実施方針との整
合性（優先度）

1.4 ターゲットグループ選定の適切性

1.3 相手国の対象分野･セクターの開
発課題（地域開発分野課題）に対する
効果を上げる戦略としての適切性

・日本人専門家へのインタビュー ・関係資料レビュー
・インタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・詳細計画策定報告書　など

・関係資料レビュー
・インタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・コロンビアC/Pへのインタビュー

1.5日本の技術の優位性

・PDM
・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー
・ドナーへのインタビュー

・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・インタビュー

・関係資料レビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー
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2. 有効性（予測）

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

2.1 プロジェクト目標の達成の見込み 2.1.1 投入・成果の実績、活動の状況に照らし合わせて、プロジェクト目標は達成の見込みはあるか ・現時点での達成度 ・PO
・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

2.2.1 プロジェクト予算が適切に支出されているか

2.2.2 他の技術協力や他のプロジェクトの活動から干渉されなかったか

2.2.3 C/P機関の人材の離職・異動は頻繁に起こるか

2.2.4 コロンビアの地域開発戦略、OVOP推進政策に大きな変更があるか

2.3. 成果とプロジェクト目標達成の因
果関係

2.3.1 プロジェクト目標達成のための成果で不足しているものはないか ・成果の過不足の確認 ・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

2.4 外部条件の変化 2.4.1  成果からプロジェクト目標に至るまでの外部条件は、現時点においても正しいか
外部条件が満たされる可能性は高いか

・外部条件の確認 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

2.5 平和構築における有効性 2.5.1 治安の悪化などがプロジェクト目標や成果の達成に影響を与える可能性はあるか
あるとすればどのような対策を取ればよいか

・リスクの有無 ・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・インタビュー

3.効率性

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

3.1.1 成果1の達成度は適切か

3.1.2 成果2の達成度は適切か

3.1.3 成果3の達成度は適切か

3.1.4 成果4の達成度は適切か

3.2 成果達成を阻害した要因 3.2.1 成果の達成を阻害した要因はあるか
あるとすればどのようなことが原因となっているか

阻害要因の有無 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

3.3.1 （成果１に対応する活動について）成果１を産出するために十分な活動であったか

3.3.2（成果２に対応する活動について）成果２を産出するために十分な活動であったか

3.3.3 （成果３に対応する活動について）成果３を産出するために十分な活動であったか

3.3.4 （成果４に対応する活動について）成果４を産出するために十分な活動であったか

3.4.1 専門家派遣人数・専門分野・派遣時期は適切か ・専門家派遣実績の確認

3.4.2 供与機材の種類・量・設置時期は適切か ・供与機材実績の確認

3.4.3 研修（本邦研修、コロンビア国内研修、第三国研修）の分野・研修内容・研修時機・受入時期は適
切か

・各研修実績の確認

3.4.4 セミナー （国際・国内）の分野・内容・時期・は適切か ・セミナー実績の確認

3.4 成果産出のための投入の量・質・タ
イミングの適切性

3.1 成果の達成度の適切性 ・関係資料レビュー
・インタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

・PO
・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

達成度、達成時期 ・PO
・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

2.2 プロジェクト目標の達成を阻害する
要因

3.3 活動の進捗と成果達成の因果関
係

・関係資料レビュー
・インタビュー

・実施済み活動の確認

・阻害要因の有無 ・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー
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3.5 外部条件の変化 3.5.1 活動から成果に至るまでの外部条件は、現時点においても正しいか。 外部条件の影響はないか ・外部条件の確認 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

3.6 投入の量・質・時期の適切性 3.6.1 計画に沿って活動を行うために、過不足ない量・質の投入がタイミング良く実施されたか。実施され
ているか

・各投入要素の実績確認 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

3.7.1 成果は投入予定のコストに見合ったものか ・類似プロジェクトでの投入と目標達成度合い
成果の度合い等

3.7.2 投入コストに見合ったプロジェクト目標の達成が見込めるか。（より低いコストで達成する代替手段
はなかったか。同じコストでより高い達成度を実現することはできなかったか）

・類似プロジェクトでの投入と目標達成度合い
等

3.8.1 JICAの他スキーム、他援助機関との協力・連携はあるか
あるとすれば、相乗効果はあるか

・JICAの他スキーム、他援助機関との協力実
績の有無・効果

3.8.2 日本国大使館・草の根案件との連携はあるか
ある場合、草の根案件とプロジェクトとでどのような相乗効果・補完関係があるか

・草の根案件の実施実績

3.8.3 JOCVとの連携はあるか
ある場合、相互の情報提供や側面支援など活動における連携はあるか

・JOCVとの連携の実績 ・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー
・JOCVへのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

3.9 貢献要因 3.9.1 プロジェクトの効率性を促進する要因はあるか
あるとすればその要因は何か

貢献要因の有無

3.10 阻害要因 3.10.1 プロジェクトの効率性を阻害する要因はあるか
あるとすればその原因は何か

阻害要因の有無

3.11 平和構築における効率性 3.11.1 治安悪化などにより成果が部分的にも達成できない可能性はあるか
あるとすればどのような対策を取ればよいか

リスクの有無 ・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・インタビュー

3.12.1 類似案件の利点を有効に活用できているか 他国のOVOPプロジェクト等、類似案件の経験
の活動の有無

3.12.1  ローカル資源（既存施設、既存人材など）を有効に活用しているか ローカル資源活用状況の確認

4. インパクト（予測）

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

4.1.1 投入・成果の実績、活動の状況に照らし合わせて、上位目標は、プロジェクトの効果として発現が
見込まれるか

プロジェクト目標、成果の現時点での達成度

4.1.2 上位目標を達成するための方策が考えられているか 具体的な方策の有無

4.1.3 上位目標の達成により相手国開発計画へのインパクトは見込めるか 具体的な見込みの有無

4.1.4 上位目標の達成を阻害する要因はあるか 阻害要因の予想の有無

4.2 上位目標とプロジェクト目標の因果
関係

4.2.1 上位目標とプロジェクト目標は乖離していないか ・因果関係 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

4.3 外部条件の変更・影響 4.3.1 プロジェクト目標から上位目標に至るまでの外部条件は、現時点においても正しいか。 外部条件
が満たされる可能性は高いか

外部条件の現状確認 ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

4.4.1 上位目標以外の効果・影響が想定されるか。特にマイナスの影響については、それを低減するた
めの対策は取られているか

影響の有無

4.4.2 ジェンダー、民族、社会的階層の違いにより、異なったプラス・マイナスの影響はあるか 影響の有無

4.4.3 その他のマイナスの影響はあるか。それを取り除くための方策は何か 影響の有無

4.5 平和構築におけるインパクト 4.5.1 プロジェクト実施が直接的/間接的に、意図しないネガティブな影響を与えるリスクはないか
リスクがある場合、回避するための対策は取られているか

リスクの有無 ・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・インタビュー

・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

3.12 その他

・インタビュー

・インタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

・日本人専門家へのインタビュー

・インタビュー

3.7 成果とコストの関係

・日本人専門家へのインタビュー

4.1 上位目標の達成予測

4.4 波及効果

3.8 他のJICAのスキームとの連携や
他の援助機関との協力

・日本人専門家へのインタビュー

・関係資料レビュー
・インタビュー

・インタビュー
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5.持続性（見込み）

評価ポイント チェックポイント 情報/指標 情報源 データ収集方法

5.1.1 政策支援は協力終了後も継続するか 継続の可能性見通し

5.1.2  関連規制、法制度は整備されているか。 整備される予定か 法整備の可能性見通し

5.1.3 パイロット・サイトを対象とするプロジェクトではプロジェクトの成果の他地域への普及を支援する取
り組みが担保されているか

普及支援の取組みを担保する制度・しくみの有
無・見通し

5.2.1 協力終了後も効果を上げていくための活動を実施するに足る組織能力はあるか（人材配置、意思
決定プロセス等）

組織能力の有無・見通し

5.2.2 実施機関のプロジェクトに対するオーナーシップは、十分に確保されているか オーナーシップの有無・見通し

5.2.3 経常経費を含む予算の確保は行われているか。 当該国側の予算措置は十分に講じられているか 予算確保の有無・見通し

5.2.4 将来プロジェクトの成果を持続させていくための予算確保の対策は十分か 予算確保の見通し

5.3.1 プロジェクトで用いられる技術移転の手法は、受容されつつあるか（技術レベル、社会的・慣習的要
因等）

技術移転手法の受容程度

5.3.2 移転された技術を普及するメカニズムはプロジェクトに取り込まれているか メカニズムの担保状況

5.3.3 パイロット・サイトを対象とする案件では、他の地域に普及できる技術であるか 技術内容の確認

5.4 社会・文化・環境面における持続
性

5.4.1 女性、貧困層、社会的弱者への配慮不足により、持続的効果を妨げる可能性はないか 配慮不足の有無

5.5 その他 5.5.1 持続性を阻害するその他の要因はあるか 阻害要因の有無

・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

・インタビュー

・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

5.3 技術面における持続性

5.1 政策・制度面における持続性

・日本人専門家へのインタビュー
・コロンビアC/Pへのインタビュー

5.2 組織・財政面における持続性 ・インタビュー

・インタビュー
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商品力強化と住民参加・社会的包摂に関する調査項目表

評価ポイント チェックポイント 情報源 データ収集方法

1.1 コミュニティ住民は自身のコミュニティがOVOP活動を実施していることを知っているか

1.2 コミュニティ住民は自身のコミュニティで実施されているOVOP活動の商品やサービスが何であるかを認識しているか

2.1 プロジェクトが支援する対象グループは特定されているか
①単一　②複数　③グループとして特定していない

2.2 （支援対象グループが①または②の場合）
現時点で支援対象になっている住民数は住民全体の何割程度か

3.1 OVOP活動をどのように知ったか

3.2 参加のため誰にどうコンタクトしたか

3.3 活動に参加した直接的・間接的な動機、目的は何だったか

3.4 参加によってどのようなメリットがあったか

3.5 参加前・後の自身の経済的・社会的・心理的変化

3.6 活動に参加する際に何らかの障壁（物理的・心理的）はあったか

4. イニシアチブに参加しているグ
ループの特性

4.1 社会的弱者、紛争被害者、先住民など、一般的にコミュニティ住民としての統合が難しいグループは、OVOP活動にどのように参加し
ているか。
参加できていない場合は、参加を阻害する要因は何か

・コミュニティ住民へのインタビュー
・県、市、OVOP地方委員会その他の支援
機関へのインタビュー

・インタビュー

5.1 OVOP活動に対して具体的にどのような支援を行っているか

5.2 人材や予算など、OVOP活動の支援体制はつくられているか

5.3 OVOPを支援する目的・意義は何か

5.4 コミュニティ住民との情報交換やOVOP活動の状況把握どのように行っているか

6.1   商品・サービスは選定されているか

6.2   生産者（支援対象者）が特定されているか。
特定されている場合、全住民数に占める割合は

6.3   商品・サービスの特徴は次の三つのうちどれか
A：多くの人が直接生産などに携われるもの（特産の農産品など）
B：地域のなかで役割分担は生じるが、多くの人が携わることができるもの（農産品加工、観光業など）
C：限られた人しか携わることができないもの（市場が限定的、特殊スキルが必要、多大投資が必要など）

6.4 （A、Bの場合）
現時点で既に多くの住民が参加できているか
（参加できている場合）商品・サービスにどのような役割・形態で参加しているか
（参加できていない場合）多くの人の参加を可能とするにはどのような工夫が必要か

6.5 （Cの場合）
他の商品・サービスとの組み合わせなど、多くの人が携われるようなオプション・工夫として何があり得るか

1. コミュニティ住民のOVOP活動に
関する認知度

2. イニシアチブの支援対象グルー
プに関する情報

・インタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書など
・日本人専門家へのインタビュー

・関連資料レビュー
・インタビュー

・関連資料レビュー
・インタビュー

・コミュニティ住民、生産者グループへのイ
ンタビュー

・インタビュー

・県、市、OVOP地方委員会その他の支援
機関へのインタビュー

3. OVOP活動の認知から参加まで
の経緯

6. 商品・サービスに関する情報

・生産者グループなどへのインタビュー

・プロジェクト事業進捗報告書など
・日本人専門家へのインタビュー

・インタビュー

5. 県・市その他機関による関与

1/2
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7.1 OVOPの関連活動に参加できる住民が限定されているか、されていないか
（※限定するとコミュニティ内に分断を生じさせ経済的・社会的差異を広げることにもなり得る）

 7.2  商品・サービスの生産者以外の住民でも活動に参加できるよう、プロジェクト実施側によって「機会均等」が意識されているか

7.3 イニシアチブ地域の住民のうち何割くらいが現在OVOP活動にかかわっているか ・市、コミュニティ住民へのインタビュー ・インタビュー

 7.4 商品・サービスの生産者以外の住民でも活動に参加できるよう「機会均等」を担保する仕組み・しかけがあるか

（例：対コミュニティ住民）
・商品・サービスの直接生産者でなくてもOVOP活動に参加できることを知っているか
・OVOPに関する情報を得ているか
・活動への参加の条件（誰でも参加できること）を知っているか
・参加の機会を得られると思うか
・参加するには誰と話せばよいか知っているか　　など

（例：対プロジェクト側）
・コミュニティ住民は自身がOVOP活動に参加できることを認識していると思うか
・ 住民に対するOVOPに関する情報の提供内容・方法は適切か（全住民に周知するためにどんな工夫をしているか）
・セミナーや講習会はどのような方法で実施しているか（全地域住民を対象としているか）

・コミュニティ住民へのインタビュー

・日本人専門家へのインタビュー

・インタビュー

7.5 現時点でOVOP活動に参加していない住民が参加しない（できない）理由は何か ・生産者グループ、コミュニティ住民へのイ
ンタビュー
・県や市などへのインタビュー

・インタビュー

7.6  商品・サービスの生産者以外の住民でも活動に参加できる「機会」の多様性（イベント、セミナー、講習会など）はあるか ・日本人専門家へのインタビュー ・インタビュー

8.1  選定された商品・サービスの現時点での多様性はあるか

8.2  現在の商品の販売場所・方法の確認及び課題

 8.3  商品・サービスの市場は把握されているか

 8.4 ブランディング、地域ブランディングの取り組みはなされているか

8.5  売上げ、コスト、利益の管理は行われているか

・日本人専門家へのインタビュー
・県や市などへのインタビュー

・インタビュー

・関連分野専門家の報告書
・日本人専門家へのインタビュー

・関連資料レビュー
・インタビュー

8. 商品・販路の多様化に関する情
報

7. 機会均等に関する情報

2/2
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JICA  (Nominated)  Experts

(long-term)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 Yasuaki Tanaka
Coordination and creation of the
courses

from march 2014 to July
2016
(29.47 M/M)

(short-term)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 Aoki Takashi Chief Advisor 11.53 M/M

2 Ryuji Seno
Community Development/Social
Inclusion

  4.00 M/M

3 Madoka Nakagawa Marketing   8.10 M/M

4 Yukiko Haneda
Community Development/Social
Inclusion

  3.07 M/M

5 Isa Imazato
Community Development/Social
Inclusion

  1.33 M/M

6 Ayako Ishiwata
Small and medium-sized
enterprise business support

  1.33 M/M

No Names Field of Expertise Duration of Assignment
JFY 2013

No Name of Expert Field of Expertise Duration of Assignment
JFY 2013

JFY 2015JFY 2014

Remark
JFY 2014 JFY 2016

JFY 2016

JFY 2015

Remark
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Training in Japan
Counterpart Personnel Participated in Training in Japan

From To

1 Ms. Lida Quintero DNP Enterprise Development
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

2 Ms. Clara Inés Sánchez
Ministry of Commerce, Industry and
Tourism

Sustainable Tourism Development
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

3 Mr. Angel Moreno Ministry of Culture Entrepreneurship
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

4 Ms. Gloria Gómez SENA (National Learning Service) Development of Rural Youth
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

5 Mr. Iván Moreno Sánchez
Artesanias de Colombia (Colombia
Handicrafts)

Development of handicraft sector
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

6 Ms. Martha Cecilia Núñez Navarro
Organización Solidaria (Solidary
Organazation)

Organizational Development
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

7 Mr. Alejando Moreno DPS (Department of Social Prosperity) Productive Sustainability and Inclusion
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

8 Mr. JOSE LUIS JALILIE DIAZ SENA MOMPOX
Academic Coordination, Agroenterprise
and Mining

 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

9 Ms.
SANDY LUCIA ALCOCER
TURIZO

ASOMOM (Asociation of Silversmithing
Producers)

Silversmithing Producer
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

10 Mr. Carlos Mario Cardona Municipality of Sanvicente Local Development
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

11 Mr. Mario Antonio López
Govenor of Indían Mueses-Potosí
Reserve

Fique Producers
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

12 Mr. JESUS MARTINEZ MERA
Natural Reserve of the Society Civil Mil
Agros

Land Owner to promote Tourism
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

13 Ms. Sandra Galeano Nariño Depertment Local Development
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

14 Mr. Jerónimo Poche Mumuncué Municipality Paez Community Participation
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

15 Mr. Manuel Urriaga
Enterprise Cooporation for Tourism
Destination, Tierra Dentro CEMTUR

Member of the association
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

16 Mr. Alvaro Camargo
Represent of Cooporation of Camino al
Quindio

Legal Represent
 “Promotion of One Village One Product
Movement”

2015 January 8 2015 January 24

17 Mr. Juan Carlos Pacheco Artesanias de Colombia Proyect Specialist
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

18 Ms. Carolina Bonilla Organizaciones Solidarias Social Inclusion
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

Name of training Course
Duration of Training

No EntityName of Counterpart Personnel Field of Expertise
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From To
Name of training Course

Duration of Training
No EntityName of Counterpart Personnel Field of Expertise

19 Ms. Maria Carolina Amador Silva DNP Territorial Development
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

20 Mr. Miguel Angel Cardenas SENA Training Program
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

21 Ms. Ángela Montenegro FONTUR (National Fond for Tourism) Competitivity of Tourism
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

22 Ms. María del Pilar Rodriguez Ministry of Culture Entrepreneurship
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015Oct 17

23 Mr. José Efraín Cuy Organizaciones Solidarias Education and Investigation
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

24 Ms. Rebeca Herrera Artesanías de Colombia Commercialization
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

25 Ms. María Claudia Guayacán
DNP-DDE (Direction of Enterprise
Development)

Tourism
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

26 Ms. Leidi Paola Muleve Vitopia
Enterprise Cooporation for Tourism
Destination, Tierra Dentro CEMTUR

Member of the association
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2015 Sep 27 2015 Oct 17

27 Mr. Alejandro Anaya Department of Córdoba
Economic Development, Agroindustry and
Tourism

Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2025 Sep 27 2015 Oct 17

28 Ms. Elianeth Gómez Díaz Department of Boyacá Productivity, Technology and IT
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2026 Sep 27 2015 Oct 17

29 Ms. María del Pilar Alfaro Rojas Chamber of Commerce Bogota International Cooperation
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2027 Sep 27 2015 Oct 17

30 Ms. María Angélica Romero
Asoglaes Oppdas ltda　（SUSA)   Group
to sell clean vegetables

Legal Representative
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2028 Sep 27 2015 Oct 17

31 Mr. Samuel Avilés
Corartechamba, Association for Chamba
ceramic producers

Presidente
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2029 Sep 27 2015 Oct 17

32 Ms. GLORIA GIRALDO
Líder OVOP (Filandia-Quindio) Member of
Coorporation Camino al Quindio

Member of the association
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2030 Sep 27 2015 Oct 17

33 Mr. Omar Chairán
ORGANIZACIÓN SHAQUIÑAN,
Association of Indegenous community

Legal Representative
Local Industrial development and tourism
promotion through public private Association

2031 Sep 27 2015 Oct 17
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Training in Dominican Republic
Counterpart Personnel Partipated in Training in Dominican Republic

From To

1 Ms. Mabel del Pilar Revelo García Asociation of Pumake. Tourism
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

2 Ms. OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZCORTUPAIPA, ONG para Tourism in Paipa Tourism
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

3 Ms. Gloria Patricia Medina Tarazona Organizaciones Solidarias Social Inclusion
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

4 Mr. WILLIAM MEDINA ALVAREZ
Center for Ethinic Tourim for Toez
(Association)

Tourism
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

5 Mr. Guillermo jose puentes hernandez
AGRIQUIN, Association of agricultural
producers

Agriculture
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

6 Ms. Luz Adriana Buitrago Suarez Chamber of Commerce, Armenia Enterprise Development
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

7 Ms. luz angela salazar castañeda Municipality of Filandia Tourism
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

8 Mr. FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SENA (Capital NEIVA - department of
HUILA)

Tourism, Competitivity,
Agriculture

Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

9 Mr. Felipe rodriguez cabra Artesanías de Colombia Commercialization
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 20-Feb-16

10 Ms. Paola Rivera Barrera
FONTUR (Fondo Nacional de Turismo:
National Fond for Tourism)

Toursim
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

11 Ms. Maria Bernarda Palomino Acuña Municipality of Mompox Toursim
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

12 Ms.
CLAUDIA PATRICIA GARAVITO
CARVAJAL

Artesanías de Colombia
Develop and Strengthen
Handicraft Sector

Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

13 Ms. MONICA YULIETH GALVIS RUIZ FONTUR (Fondo Nacional de Turismo) Tourism
Exchange of Experience for OVOP and
Community Tourism between Colombia and
Dominican Republic

3-Feb-16 12-Feb-16

No EntityName of Counterpart Personnel Name of training Course
Duration of Training

Field of Expertise
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Equipment provided by JICA
Amount

(CP)

Item Manufacture & Model Number R/P Currency Currency

1 19th March 2015
Portable

Computer

INTEL CORE I3 3217U, 14
"screen, 4GB RAM, 1000 GB
Hard Drive, Color Gray

1 CP 1,000,000 CP 1,000,000
CEMTUR (Association of
Toursim in the Tierra
Dentro Iniciative)

Frequently A
Association is

responsible for the
maintenance

2 19th March 2015 Projecter

 Epson PowerLite S18 +, 3000
lumens, SVGA native resolution
(800 * 600), 10,000: 1 contrast,
3LCD technology, HDMI x 1,

1 CP 1,380,000 CP 1,380,000
CEMTUR (Association of
Toursim in the Tierra
Dentro Iniciative)

Frequently A
Association is

responsible for the
maintenance

3 19th March 2015 20 tables
 Mesa Caribbean II White 72 cm
X 72 cm

20 CP 60,900 CP 1,200,000

Coorporacion Camino al
Quindio (Association for
the festival Camino al
Quindio)

Onece a year
during the
duration of the
festival

A
Association is

responsible for the
maintenance

4 19th March 2015 40 chairs MAGNA chair White C / Arms 40 CP 29,900 CP 916,000

Coorporacion Camino al
Quindio (Association for
the festival Camino al
Quindio)

Onece a year
during the
duration of the
festival

A
Association is

responsible for the
maintenance

5 31st March 2015 10 tents

Square truss frame pipe 1 "18
gauge square tubing Parales in
1.5" diagonal size 16 and 1 "18
gauge with finishing in
anticorrosive and painting

10 CP 1,200,000 CP 12,000,000

Coorporacion Camino al
Quindio (Association for
the festival Camino al
Quindio)

Onece a year
during the
duration of the
festival

A
Association is

responsible for the
maintenance

R/P:Route of Procurement (J: From Japan, L:Local, E:With Expert)

** Classification of the frequency of use of the equipment
(by the manual for JICA coordinators)

Note: The listed equipment should be the unit price of 20,000yen or more and be usable for one year or more, according to manual for JICA coordinator.

Date of PurchaseNo.
Discription of Equipment Unite Proce total

rank

a

b

c

Place of Storage
Frequency of

Use(**)
Conditions of
equipment(*)

 Maintenance
Mechanism

* Condition of equipment

d

statement

Good condition
In moderate condition

For Repair

Unable to use

B
C
D

statement

used frequently

used well

used in specific season(s) only

not so much used

not used by specific reasonE

frequency

almost daily

1-3 times per week

3-11 times per year

rank

A
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Local Cost - JICA Side
Unit:Colombian Pesos

Budget Item JFY2013 JFY2014 JFY2015 JFY2016 Total Amount

Overseas Activity Cost 449,000 462,318,000 793,490,000 157,257,000 1,413,514,000

Consultant for the short term expert Business for the
Baseline Suervey

10,000,000

Consultant for the short term expert Social Inclusion
for the Baseline Suervey

10,000,000

Local Consultant for the elaboration of Action Plan 25,984,000

Local Consultant Territorial Coordinator 20,000,000 44,000,000 10,400,000

Local Consultant Territorial Coordinator 18,500,000 40,700,000 10,000,000

Local Consultant Territorial Coordinator 5,250,000 42,000,000

Local Consultant Principal Coordinator 84,600,000

Local Consultant Publicity 27,000,000

Local Consultant Marketing 22,500,000

Local Consultant Quindio 9,000,000

Local Consultant Administrative Assistant 6,000,000

Local Consultant Administrative Assistant 18,000,000 6,420,000

Travel Allowance 195,661,000 305007000 43158000

Kick Off Seminor  (June 2014) 63,377,000

National Seminor(December 2015) 87,799,000

Dominican Seminor(February 2016) 110,098,000

Expo　Bogota (December 2015) 19,601,000

Expo　Medellin (July 2016) 19,684,000

Other Expenses (Translation, small goods etc.) 449,000 80,546,000 41,685,000 36,095,000

Sub Total 449,000 462,318,000 793,490,000 157,257,000
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 Local Cost - Colombian Side
Unit:Colombian Pesos 

Budget Item FY2014 FY2015 FY2016 (Till July) Total Amount

Human Resources 58,486,378 114,920,694 35,786,537 209,193,609

Office for JICA 74,944,424 55,047,894 32,111,271 162,103,589

Office equipments (PC, Tables etc) 64,566,752 36,466,752 21,272,272 122,305,776

Sub total 493,602,974

Budget Item FY2014 FY2015 FY2016 (Till July) Total Amount

Human Resources 138,568,171 167,315,720 305,883,891

Office for JICA 0 3,000,000 3,000,000

Office equipments (PC, Tables etc) 0 200,000 200,000

Stand OVOP ExpoArtesanías and ExpoArtesano 26,146,340 38,954,279 65,100,619

Sub total 164,714,511 209,469,999 374,184,510

Budget Item FY2014 FY2015 FY2016 (Till July) Total Amount

Human Resources 12,561,332 12,561,332

Office for JICA 974,720 974,720

Office equipments (PC, Tables etc) 1,480,000 1,480,000

Sub total 15,016,052 15,016,052

882,803,536

* Include per-diem for official trip realized in 2016 for OVOP iniciatives. 
Remark: The data is from january to july of 2016. 

TOTAL 

Artesanías de Colombia

DNP

Organización Solidaria
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Entidades Iniciativas Actividades realizadas (2014-2016)

Asistencia técnica Talleres desarrollo humano y desarrollo comunitario para la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante Talleres de organización social comunitaria para la producciónpara la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante talleres para la organización contable y de manejo de costos de la producción  para la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante talleres de liderago comunitario para la población artesanal de los tres municipios

Talleres de diseño participativo y desarrollo de productos con el grupo piloto de artesanos, para ofertar en escenarios comerciales feriales (Expoartesanías
2015, Expoartesano 2016)

Talleres de mejoramiento de la producción con el grupo piloto de artesanos de los tres municipios, para ofertar en escenarios comerciales feriales
(Expoartesanías 2015, Expoartesano 2016) y para los pedidos de las tiendas de Artesanías de Colombia

Proveeduría de materias primas y herramientas para la producción de Expoartesanías 2015

Acompañamiento en ventas para evento ferial (Expoartesanías 2015 y Expóartesano 2016)

Seguimiento sobre la consolidación de grupos de producción 

Proveeduría de estand de ventas en eventos feriales  (Expoartesanías 2015, Expoartesano 2016)

Asistencia técnica para el diseño de etiquetas comerciales para evento ferial

Acompañamiento y seguimiento en la producción y participación en eventos comerciales

Asiganción de equipo técnico para formulación y seguimiento de los proyectos en las tres iniciativas

Asistencia técnica Talleres desarrollo humano y desarrollo comunitario para la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante Talleres de organización social comunitaria para la producciónpara la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante talleres para la organización contable y de manejo de costos de la producción  para la población artesanal de los tres municipios

Asistencia técnica mediante talleres de liderago comunitario para la población artesanal de los tres municipios

Talleres de diseño participativo y desarrollo de productos con el grupo piloto de artesanos, para ofertar en escenarios comerciales feriales (Expoartesanías
2015, Expoartesano 2016)

Talleres de mejoramiento de la producción con el grupo piloto de artesanos de los tres municipios, para ofertar en escenarios comerciales feriales
(Expoartesanías 2015, Expoartesano 2016) y para los pedidos de las tiendas de Artesanías de Colombia

Proveeduría de materias primas y herramientas para la producción de Expoartesanías 2015

Acompañamiento en ventas para evento ferial (Expoartesano 2016)

El Guamo y Sampués
(2016)
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Actividades realizadas en las iniciativas por entidades nacionales

Mompox,
Tuchin

La Chamba (2014-2016)
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Proveeduría de estand de ventas en eventos feriales  (Expoartesano 2016)

Asistencia técnica para el diseño de etiquetas comerciales para evento ferial

Asiganción de equipo técnico para formulación y seguimiento de los proyectos en las  iniciativas

1.Elaboración de joyas en t
écnica de la filigrana:
Mompox, Bolívar

2014
Convenio con la universidad de la Costa –CUC
Pasante permanentemente en el territorio
Diplomado OVOP
Fortalecimiento a las organizaciones conformadas
Expoartesano Medellín
2016 (En construcción)
Documentación  Experiencia OVOP Colombia.
Observación Entrevista Semiestructurada

2.Sombrero fino vueltiao:
Tuchín, Córdoba

2014
Convenio con la ONG Qualitas TT
Apoyo en las asambleas COARTUCHÍN Y ASOMUPAR
Convenio Intersectorial Artesanías, Viceturismo y parques nacionales: Expoartesano Medellín
2015
Acompañamiento a Comité local OVOP
Fortalecimiento a organizaciones en temas de estatutos, funciones de cuerpos directivos (se suspendió programación de diplomado por temas de
convocatoria de la comunidad)

3.Artesanías en fique: San
Vicente, Antioquia

2014
Convenio Intersectorial Artesanías, Viceturismo y Parques Nacionales
Operador Incubadora empresarial Gestando
Jornadas de promoción de asociatividad y trabajo en equipo en linea OVOP para estudiantes, profesores y lideres del municipio - Taller
Identificación y promoción de asociatividad en sector conexo
Fortalecimiento a la entidad local

4.Panela pulverizada
(*)(jugo de caña pulverizado)
alimento natural: El Socorro,
Santander

2014
Asistencia – control de legalidad
Video conferencia – tema reactivación? Liquidación? Nueva organización?

5.Queso Paipa: Paipa,
Boyacá

2014
Convenio  con Gobernación de Boyacá
Fortalecimiento a  organizaciones  locales (cadena de valor) :  Corporación Frutícola  y Láctea de caños Paipa y Asociación de recuperadores de Paipa
2015
Convenio  con Qualitas T&T
Fortalecimiento a Asoquesopaipa
Jornada intercambio con Susa
2016
Acompañamiento Comité  local OVOP
Docuementación  Experiencia OVOP Colombia.
Estudio de Caso

ni
za

ci
on

es
 S

ol
id

ar
ia

s

－
88

－



6.Producción limpia (**)-
turismo rural comunitario:
Susa, Cundinamarca

2015
Acompañamiento redefinición de iniciativa
Taller de liderazgo
Taller de principios OVOP y principios solidarios
Jornada Intercambio con Paipa
2016
Construcción Prediagnóstico
Construcción Ruta Socioempresarial Solidaria.
Documentación  Experiencia OVOP Colombia
Estudio de Caso.

7.Festival Camino del
Quindío: Filandia, Quindío

2016
Documentación  Experiencia OVOP Colombia.
Observación Entrevista Semiestructurada

8.Artesanías de La Chamba
: El Guamo, Tolima

2016
Documentación  Experiencia OVOP Colombia.
Observación Entrevista Semiestructurada

9.Turismo astronómico:
Villavieja, Huila

10.Tierradentro “Hacia una
experiencia etnoturística”:
Inzá, Cauca

2014
Convenio con Mutual Semilla
Formalización de CEMTUR
2015
Convenio con Mutual Semilla
Fortalecimiento a CEMTUR
Acompañamiento DNP  para la revisión PDM

11.Fiesta al Sol “Inti
Raymi”:Nudo de los Pastos,
Nariño

2015
Acompañamiento a DNP para la revisión de PDM

12.Agroturismo y
ecoturismo en reservas
naturales y fincas agroecoló
gicas: Sibundoy, Putumayo

2015
Acompañamiento a DNP para la revisión de PDM
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NO. ENTIDAD INICIATIVA TIPO DE
ASISTENCIA ACTIVIDAD

OTR Construcción del Plan de Desarrollo Turístico-PDT. Insumos resultados taller PCM turístico OVOP.

OTR Certificación de Destino Sostenible al centro histórico

Tuchín, Córdoba OTR Realización actividad de promoción de la ruta del sombrero vueltiao.

Villavieja, Huila TEC Y FIN Primera fase de la estructuración del producto turístico Villavieja bajo el slogan Una ventana al universo.

Filandia, Quindío TEC-FIN-CAP
Certificación Destino Sostenible. De acuerdo con las conversaciones con el MCIT y Fontur se definió esta
estrategia de intervención.

Tierradentro, Cauca OTR
Definición de producto turístico para Tierradentro. Acción desarrollada como resultado del compromiso del
MCIT en el CONPES 3699 Cauca.

TEC-FIN-CAP Actividad de rescate y conservación del patrimonio cultural, resultado del taller PCM turístico OVOP.

OTR
Curso de Desarrollo Económico Local (CIDER UniAndes) definiendo como caso de estudio la iniciativa de
Mompox.

Tuchín, Córdoba OTR
Construcción del Plan de Salvaguarda para declarar el trenzado Zenú como patrimonio inmaterial, actividad
con el resguardo.

Paipa y Sotaquirá, Boyacá TEC Y FIN Video clip de la historia del Queso Paipa con Denominación de Origen, Cocina tradicional.

La Chamba, Tolima TEC Y FIN Cuadernos del barro, Cocina tradicional.

CAP Capacitación en proyectos productivos alrededor del fique dirigido a mujeres.

TEC-FIN-CAP Estudio de mercado del fique

Tierradentro, Cauca OTR Restauración de capillas doctrinéras.

Mompox, Bolívar CAP
En respuesta a la solicitud del equipo OVOP se abrió una capacitación en plan de negocio básico por parte
del área de formación complementaria.

Tuchín, Córdoba CAP
Capacitación en diseño de productos con apliques en caña flecha, capacitación en cultivos transitorios,
capacitación en proyectos productivos.

La Chamba, Tolima CAP Capacitaciones en sistemas y otros temas por parte de la regional Espinal.

CAP Tecnólogo en Administración de empresas agropecuarias.

CAP Sensibilización a jóvenes sobre el proceso sociocultural y productivo del fique.

TEC-FIN-CAP Estructuración del slogan Villavieja Una ventana al universo.3.

San Vicente, Antioquia

Villavieja, Huila

SENA
REGIONALE
S

Ministerio de
Cultura

Mompox, Bolívar

MCIT -Fontur
y Red de
Pueblos
Patrimonio

1.

Mompox, Bolívar

2.

San Vicente, Antioquia
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CAP Capacitación en Gastronomía.

TEC-FIN-CAP Investigación y publicación sobre platos autóctonos de la región.

TEC Y CAP
Capacitación en turismo comunitario con población rural que trabaja en OVOP, participación en taller de
descubrimiento de tesoros locales.

Tierradentro, Cauca CAP
Capacitaciones para los productores locales, cursos de inglés básico, identificación y caracterización de
unidades productivas tanto de Inzá como Páez.

Nudo de los Pastos, Nariño CAP Capacitación en Turismo y gastronomía.

Paipa y Sotaquirá, Boyacá OTR Proyecto de Alianzas Productivas con los productores de leche de Sotaquirá.

San Vicente, Antioquia TEC Asistencia técnica y vinculación del proyecto OVOP a la cadena nacional y departamental del Fique.

5. DNP -SGR Nudo de los Pastos, Nariño CAP Capacitación a profesionales de la iniciativa en la formulación de proyectos y MGA

6. ADC
Tuchín, Córdoba - La
Chamba, Tolima - Mompox,
Bolívar

TEC-FIN-CAP
Implementación de la estrategia OVOP-ADC la cual contempla un componente de desarrollo humano,
fortalecimiento en diseño, propiedad intelectual y participación en ferias.

Mompox, Bolívar - Tuchín, Có
rdoba

CAP Fortalecimiento organizacional de asociaciones

Paipa y Sotaquirá, Boyacá CAP
Capacitación en estructura y organizacional y plan de negocio básico. Uno de los beneficiarios fue Asoqueso
Paipa.

Susa, Cundinamarca TEC Ruta de acompañamiento para el desarrollo de la estrategia OVOP.

Tierradentro, Cauca CAP Capacitación en plan de negocio y formalización de organizaciones

Sibundoy, Putumayo OTR Participó en una reunión del Comité OVOP de la iniciativa para resolución de conflictos.

TEC

FIN

CAP

OTR

CONVENCIONES
Asistencia tecnica

Apoyo financiero

Capacitacion

Otra forma articulada indirectamente con OVOP
o con beneficiarios OVOP*

Ministerio de
Agricultura

4.

Organizacion
es Solidarias

7.

Filandia, Quindío
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①ビジネスプランまた
はアクションプランの
有無
（指標3-1、3-2に対
応）

②イニシアチブ商
品・サービスの売上
額の増加
（指標3-4に対応）

③イニシアチブ商
品・サービスの顧客
数の増加
（指標3-4に対応）

ターゲットとしてのカウ
ント対象
（指標3-4に対応）

①イニシアチブ活動
に参加している住民
数の変化
（指標3-3に対応）

②OVOP活動開始前
と現在の住民間の関
係性の変化
（指標3-3に対応）

③イニシアチブ活動
に参加している社会
的弱者（紛争被害
者、先住民、シング
ルマザー、貧困層
等）の人数の変化
（指標3-3に対応）

ターゲットとしてのカウ
ント対象
（指標3-3に対応）

●有
×なし

↑増加
→変化なし
↓減少

↑増加
→変化なし
↓減少

●対象（②又は③が増
加の場合）
×対象外（②も③も増
加しない場合）

↑増加
→変化なし
↓減少

↑改善
→変化なし
↓悪化

↑増加
→変化なし
↓減少

●対象（①～③すべて
が変化なしまたは増
加の場合）
×対象外（①～③のい
ずれかが減少/悪化の
場合）

スサ ● ↑ ↑ ● ↑ ↑ ↑ ●

パイパ/ソタキラ ● ? ? ? →/↑ →/↑ →/↑ ●

フィランディア ● ↑ ● ↑ ↑ →/↑ ●

サンビセンテ ×（*） ? ? ? →/↑ → ↑ ●

ビジャビエハ ● ↑ ↑ ● ↑ ↑ ↑ ●

ラ・チャンバ ● ↑ ↑ ● →/↑ →/↑ →/↑ ●/×

モンポックス ● ↑ ↑ ● →/↑ →/↑ →/↑ ●

トゥチン ● ↑ ↑ ● →/↑ →/↑ →/↑ ●

ティエラデントロ ● ? ? ? ↑ ↑ ↑ ●

ヌード・デ・ロス・パス
トス

● ? ? ? ↑ ↑ ↑ ●

シブンドイ × ? ? ? → →/↓ → ●/×

ソコロ ×

合計
評価対象イニシアチ
ブ数

10以上
（現時点では9である
が、今後サンビセンテ
でもビジネスプランを
作成し、活動を実施

予定）

9以上
（現時点では
少なくとも6）

9以上
（現時点では
少なくとも9）

２．住民参加/社会的包摂に関する指標１．商品力の強化

イニシアチブ名
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紛争被害者
IDP：他地域か

ら流入
障害者 先住民 投降兵士 シングルマザー 貧困層＊１ その他

スサ ○
○＊４

●高齢者

パイパ/ソタキラ ●＊２ ●

フィランディア ● ● ●

サンビセンテ ● ● ○＊３ ○

ビジャビエハ ○ ○

ラ・チャンバ ○ ● ○

モンポックス ○ ○ ● ●

トゥチン ● ● ● ● ○ ● ●アフロ

ティエラデントロ ● ○ ● ○

ヌード・デ・ロス・パ
ストス

●

シブンドイ ○ ○ ○ ●

ソコロ ○ ○ ○ ○

○：対象地域に一定数存在するがイニシアチブへの参加は未確認

●：イニシアチブへの参加が確認されている

＊１貧困層はどこにも存在すると考えられるところ、イニシアチブへの参加が確認されているところのみ●をマーク

＊２小規模生産者

＊３紛争による障害者

＊４エメラルド鉱山を巡る暴力の被害者
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PDM (Project Design Matrix) 
 

Project Name: OVOP Colombia Project (Strengthening the mechanism for the implementation of the OVOP Colombia) 
Duration: 4 years (March 2014 – February 2018)   
Target Area: Colombia nation-wide 
Target Group: OVOP Colombia Initiatives (*0) and members of the National Committee and the Local Committees 

 

                Ver. 2        Date: 2 September 2016 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Important Assumptions 

[Overall Goal] 
Social cohesion and autonomy of communities are 
strengthened to revitalize territories in contribution 
to peace in Colombia.     
                                         

 
1. Increase in the number of OVOP initiatives 
2. OVOP Local (Municipal and/or Departmental) Committees 

exist in the 12 departments, which have been established 
based on the strategy documents for the implementation of 
the OVOP Colombia. 

3. Percentage of increase in the total number of initiative 
members, who feel trustworthy relationship with other 
members in the Initiatives. 

4. Increase in the amount of sales of the products and services 
related with the OVOP initiatives in 12 departments. 

5. OVOP Movement is incorporated in the National 
Development Plan (2018-2022) 
 

 
1. Documents of the National Committee 
2. Documents of the National Committee 

 
 

3. Questionnaires in the communities of the 
initiatives 
 
 

4. Documents of the National Committee 
 
5. National Development Plan (2018-2022) 

 
Colombian government 
support for OVOP continues. 
 
Social and economic 
situations of Colombia do not 
deteriorate. 

[Objective of the Project] 
An inclusive local development model based on the 
principles of OVOP Movement is established as a 
strategy of local development policies in Colombia 
 
 

 
1. The established OVOP National Committee functions as the 

coordination mechanism at the national level to promote the 
OVOP movement. 

2. The established OVOP Local (Municipal and/or 
Departmental) Committees function as local mechanisms to 
promote the OVOP movement.  

3. Increase in participation of the people/ social inclusion (*3) 
in the initiatives.  

4. Increase in product competitiveness of the initiatives (*4). 

 
1. Documents of the National Committee 
 
 
2. Documents of the National Committee 

and the Local Committees, action plans 
of the Local Committees,  

3. Questionnaires in the communities of the 
initiatives 

4. Documents of the National Committee 

 
Social and economic 
situations of Colombia do not 
deteriorate in the departments 
of initiatives. 
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5. OVOP Movement is incorporated as a strategy of the 
national policy of local development. 
 

and the Local Committees, Business 
plans 

5. National Development Plan (2014-2018) 
and/or other public documents such as 
the strategy and methodology documents. 

 

[Results] 
1. Institutional mechanism and capacities of actors 

(*1) at the national level are strengthened for the 
implementation of OVOP as the roles and the 
functions of each actor at the national level are 
clarified.  

 
 
 
 
2. Institutional mechanisms and capacities of actors 

(*1) at the local level are established and 
strengthened for the implementation of OVOP 
through the initiatives as the roles and functions of 
each actor at the local level are clarified. 

 
 
 
 
3.  Capacities to develop, improve, sell and manage 

the products and services of the organizations and 
groups related with the initiatives are improved 
through implementation of business plans (*2) with 
special attention to community participation and 
product competitiveness.  

 
 
 
 

 
1-1. The Concept Paper of the OVOP National Committee is 

formulated. 
1-2. Action Plan of the National Committee to support the 

OVOP movement is designed and implemented.  
1-3. Monitoring of the action plan by the National Committee is 

conducted more than 4 times a year. 
 
 
 

2-1. The OVOP Local Committees are officially set.  
2-2. Action plans of the Local Committees to promote 

community participation and product competitiveness are 
designed and implemented through the participation of 
various actors in the region. 

2-3. Monitoring of the action plans with the Local Committees 
is conducted more than twice a year. 
 
 

3-1. Business plans of the organizations related with the 
initiatives are formulated at least in 10 initiatives.  

3-2. Business plans of the organization related with initiatives 
are implemented at least in 10 initiatives.  

3-3. Increase in community participation / social inclusion (*3) 
during the implementation of the business plans and/or 
action plans at least in in 9 initiatives.  

3-4. Increase in product competitiveness (*4) thorough the 
implementation of business plans at least in 9 initiatives.  

 

 
1-1. Documents of the National Committee 

 
1-2. Documents of the action plan of the 

National Committee. 
1-3. Documents of the monitoring for the 

action plan of the National Committee. 
1-4. Resisters of the training course, 

documents of the National Committee 
 
2-1. Documents of the Local Committees 
2-2. Documents of the action plans of the 

Local Committees 
2-3. Documents of the monitoring for the 

action plans of the Local Committees. 
2-4. Resisters of the training course, 

Documents of the National and Local 
Committees, evaluation sheets 

 
3-1. Documents of the Business plans. 

 
3-2. Documents of the monitoring for the 

Business plans  
3-3. Documents of the monitoring for the 

Business plans  
3-4. Documents of the monitoring for the 

Business plans  
 

 

 
Colombian government 
policy toward OVOP do not 
change. 
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4.  The strategy and methodology documents for the 
implementation of the inclusive local development 
model of OVOP based on experiences of the 
initiatives are formulated and promoted. 

 
 
 
 
 

4-1. The methodology documents for the implementation of the 
OVOP Colombia are formulated. 

4-2. The strategy documents for the implementation of the 
OVOP Colombia are formulated and incorporated in public 
documents as the inclusive local development model.  

4-3. Materials (such as pamphlets, manuals, video and/or 
magazines) are developed to promote the OVOP Colombia.

4-4. National and international seminars are held to share the 
experiences and promote the inclusive local development 
model. 

 

4-1. Formulated methodology documents 
 

4-2. The strategy documents and public 
documents  

4-3. Developed materials for promotion of 
the OVOP Colombia 

4-4. Registers of participants of the national 
and international seminars 

[Activities] 
 
1.1 Coordinate to establish the National Committee. 
1.2 Conduct diagnosis to strengthen initiatives 
1.3 Review the concept paper to clarify the roles and 

rules of the National Committee. 
1.4 Design the action plan of the National Committee 

to support the initiatives according to the 
developed strategies. 

1.5 Implement the action plan of the National 
Committee. 

1.6 Establish mechanism of monitoring with 
monitoring tools. 

1.7 Conduct monitoring and take necessary actions. 
1.8 Review the action plan according to results of the 

monitoring 
1.9 Carry out the training of the National Committee 

members to strengthen the implementation of the 
strategies and the plan.  
 

2-1. Coordinate to establish the structure for the 
implementation of each initiative in local level 
(Local Committees). 

2-2. Design the action plans in local level.  

[Inputs]  
Colombian side 
1. Personnel 

(1) Project Director  
(2) Project Manager 
(3) Counterpart personnel 

Counterpart organization: 
DNP, MCIT, MinCultura, MADR, DPS, SENA, 
Artesania de Colombia, Organizaciones Solidarias 
(MinTrabajo) 

 
2. Facilities 

(1) Project office 
(2) Equipment necessary for project activities 

 
3. Local cost  

Cost for transportation, training, administration 
 
 
 
 
 
 
 

[Inputs] 
Japanese side 
1. Personnel (Experts/Local consultants) 

(1) Chief Advisor/Local 
Development 

(2) Project Coordinator/Training 
Program Planning 
(3) Community Development/Social 
Inclusion 

Other Japanese experts or local 
consultants in the field such as 
Marketing, Financial Management, 
Small, Medium, and Micro Enterprise 
Support, etc. upon mutual agreement 

 
2. Training in Japan and/or in Third 

Country 
 

3. Machinery and Equipment 
 
4. Local cost 
 
 
 

 
Trained personnel continue to 
be involved in the Project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-conditions 
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2-3. Implement the action plans in local level. 
2-4. Conduct monitoring with local committee and take 

necessary actions.  
2-5. Review the action plans according to results of the 

monitoring. 
2-6. Carry out the training for the members of the 

Local Committees (through training courses, 
technical assistance, exchange of their 
experiences, mutual visits, etc.) 
   

3-1. Conduct training for formulation and 
implementation of business plans to develop, 
improve, sell and manage the products and 
services of the organizations related with the 
initiatives, including bookkeeping. 

3-2. Design the business plans of the organization 
related with the initiatives. 

3-3. Implement the business plans of the organizations 
related with the initiatives. 

3-4. Monitoring the business plans of the organizations 
related with the initiatives. 

3-5. Review the business plans of the organizations 
related with the initiatives according to result of 
the monitoring 

 
4-1. Elaborate the strategies for the implementation of 

OVOP Colombia and incorporate in public 
documents as the inclusive local development 
model. 

4-2. Identify and collect information about lessons 
from the implementation of the action plans in 
national and local levels. 

4-3. Elaborate the methodology documents for the 
implementation of OVOP Colombia based on the 
lessons learned for the inclusive local development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community people in areas of 
OVOP Colombia Initiatives 
are cooperative to the Project. 
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model. 
4-4. Develop and disseminate the materials (pamphlets, 

video, web pages and/or magazines) to promote 
the inclusive local development model. 

4-5. Conduct national seminars to share experiences 
and promote the inclusive local development 
model.   

4-6. Organize international seminar on OVOP to share 
the experiences of the inclusive local development 
model. 

 
*0: Definition of Initiatives  
*Initiative: the organizations, associations and/or groups of communities recognized by the OVOP National Committee, which promote local development through their own products, services, 
and ideas unique to their territories. 
* OVOP National Committee has selected 12 initiatives in 2010. 
* There are some originally selected initiatives, which do not have the enough condition to promote local development through their own products, services, and ideas.  
 
*1: Actors mean those in counterpart organizations in national level and those in department/municipal governments and communities of OVOP initiatives in nivel local. 
 
*2: Business plans mean “plans based on the marketing cycle”. 
 
*3: Increase in community participation / social inclusion is evaluated if;  
1) The number of people participating in the initiatives is maintained or increased,  
2) The relationship among the people in community are maintained or improved through implementation of the OVOP activities, and  
3) The number of vulnerable people, including conflict affected people, indigenous people, women heads of households, poor people, participating to initiatives are maintained or increased. 
 
*4: Increase in product competitiveness is evaluated if;  
1) The amount of sales of the products and services of the organizations related with the initiatives are increased, or 
2) The number of the clients of the products and services of the organization related with the initiatives are increased. 
 
*Specific Activities to be implemented by each counterpart organization are described in Plan of Operations (PO).  
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主要面談者リスト 

 

カウンターパート、コロンビアプロジェクト関係者 

面談先 氏 名 部署・役職等 

コロンビア大統領府国際協

力庁（APC） 

Mr. Alejandro Gamboa Castilla 長官 

Mr. Andrés Uribe Orozco 援助受入部 部長 

Ms.Mónica Varona Guzmán 組織間連携部 部長 

Ms. Martha Carolina González 

Ortega 

機関間連携部 特別専門職 

Ms.Liliana Margarita Sánchez 

Contreras 

援助受入部 専門職 日本/韓国担当

者 

コロンビア民芸品（ADC） Ms. Diana Pombo Holguín 民芸品分野開発強化部 副部長 

Mr. Juan Carlos Pacheco プロジェクトスペシャリスト 

欧州連合（EU） Mr. Francisco García 協力部 部長 

Mr. Johony Ariza Milanes 協力部 オフィサー 

国家企画庁（DNP） Mr. Javier Perez Burgos DNP-DDTS 局 局長 

Ms. María Carolina Amador Silva DNP-DDTS 局 OVOP コーディネータ

ー 

Ms. María Fernanda Vargas DNP-DDTS 局 OVOP コーディネータ

ー 

連帯組織特別行政ユニット

（OS） 

Ms. Diana Osorio 連帯組織開発部 部長 

Mr. Ricardo Ramírez Moreno 調査計画部 調査教育グループ長 

Ms. Carolina Bonilla  調査計画部 調査教育グループ専門職

Ms. Martha Lucia Estrada  連帯組織開発部 連帯開発グループ専

門職 

Ms. Ivonne Cotrino 連帯組織開発部 企業生産グループ職

員 

Ms. Rosa Yelena Granja Rodriguez 連帯組織開発部 連帯開発グループ

コーディネーター 

文化庁（Min. Cultura） Mr. Camilo Armando Tovar Beltran 国際協力局 コーディネーター 

トリマ県庁 Ms. Claudia Mestre 経済開発局 局長 

ラ・チャンバ Ms. Astrid Betancur コラルテチャンバ代表 

Mr. Samuel Avilés. 生産者グループリーダー 

モンポックス市役所 Ms. Nubia Quevedo 市長 

Ms.Maria Bernarda Palomino 文化観光局 局長 

16．主要面談者リスト
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国家職業訓練庁（SENA）モ

ンポックス校 

Mr. Jose Luis Jalilie 校長 

モンポックス観光グループ Mr. Álvaro Lemus 観光グループリーダー 

Mr. José Dávila 観光グループリーダー 

モンポックス銀細工グループ Mr. Sandy Lucía Alcocer 銀細工グループリーダー 

Mr. José Antonio Rocha 銀細工グループリーダー 

スサ市役所 Mr. Eduardo Rocha Ramírez 市長 

Mr. Juan Juneque 農業局 職員 

スサ生産者グループ Ms. Angélica Romero Fundación Susa Vive 代表 

SENA ボゴタ本部 Mr.Miguel Angel Cardenas 研修策定部 コーディネーター 

Ms.Diana Mora 研修策定部 コーディネーター 

商工業観光省/国家観光基

金（MINCIT/FONTUR） 

Mr.Cristian Gonzalez  MINCIT セクター別企画事務局 国際

協力担当 

Ms.Ángela Montenegro FONTUR 観光競争力アドバイザー 

社会繁栄庁（PS） Mr.Feinando Maritínez Cure プロダクトインクルージョン局 局長 

Mr.Víctor Fernández Carrillo プロダクトインクルージョン局 連携アド

バイザー 

農業農村開発省（Min. Ag.） Ms.Maria Aguilera Ospina 国際協力局 専門職 

ウイラ県庁 Mr. Juan Sebastián Gutiérrez 生産性・競争力推進局 局長 

Ms.Luz Stella Cárdenas Calderón 文化観光推進局 担当者 

SENA ウイラ校 Mr. Fermin Beltran Barragan SENA ウイラ校 副校長 

ビジャビエハ市役所 Mr.Yordan Aris Pacheco Toncon 市長 

ビジャビエハ（観光グルー

プ） 

Mr. Jose Antonio Torrejano Sandoval 観光グループリーダー 

Mr. Moises Cleves 観光グループリーダー 

フィケ生産者 Mr. Mario Antonio Lopez フィケ生産者 

Mr. Juan de Dioz AFAS 副代表 

サンビセンテ市役所 Ms.Blanca Mery Sanchez 女性・若年層支援部 担当者 

Ms.Nora Castrillón  コミュニティ開発コーディネーター 

Mr.Victor Julio Alzate 農業局 担当者 

キンディオ県庁 Mr. Carlos Alfonso Rodríguez Orozco 商工業観光局長 

キンディオ県・アルメニア市

商工会議所 

Mr.Javier Mejía González 

 

キンバジャ市・サレント市・フィランディア

市企業調査部 部長 

Ms. Luz Adriana Buitrago Suárez 企業支援部長 

フィランディア市役所 Mr. José Roberto Murillo Zapata 市長 

Ms. Luz Ángela Salazar 市観光局 コーディネーター 
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SENA キンディオ校 Mr. Marco Horacio García SENA キンディオ校 商工観光インスト

ラクター 

パイパ（イニシアチブグルー

プ） 

Mr. Rodrigo Vázquez OVOP リーダー 

トゥチン市役所 Ms. Noris Hernández Velásquez 市長 

 

日本側関係者 

面談先 氏 名 部署・役職等 

在コロンビア日本国大使館 青木 大 経済協力班 一等書記官 

在コロンビア日本国大使館 小髙 瑛己 経済協力班 草の根・人間の安全保障無償

資金協力委嘱員 

プロジェクトチーム 青木 孝 短期専門家（チーフアドバイザー/地域開発） 

プロジェクトチーム 田中 泰明 長期専門家（業務調整/研修計画） 

プロジェクトチーム 羽田 由紀子 短期専門家（コミュニティ開発/社会的包摂） 

プロジェクトチーム 中川 圓 短期専門家（マーケティング） 

プロジェクトチーム Ms. Maria Alejandra Useche 

Bayona 

ローカルコーディネーター（チーフアドバイザ

ー付） 

プロジェクトチーム Ms. Alejandra Maria Giraldo 

Salazar 

ローカルコーディネーター（マーケティング） 

プロジェクトチーム Ms. Yadira Eliana Cruz 

Gonzalez 

ローカルコーディネーター（コミュニティ開発/

社会的包摂） 

プロジェクトチーム Ms. Diana Rodriguez Herrera ローカルコーディネーター（キンディオ県担当）

JICA コロンビア支所 室澤 智史 支所長 

JICA コロンビア支所 倉岡 由紀 技術協力班 企画調査員 

JICA コロンビア支所 Ms. Valeria Reinosa 技術協力班 プログラムオフィサー 

JICA コロンビア支所 Mr. Julian Muñoz 技術協力班 プログラムオフィサー 
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インタビュー記録 1 

日 時 2016 年 8 月 8 日（月）11:00-12:00、2016 年 8 月 22 日（月）11:00-12:00 

面談先 コロンビア大統領府国際協力庁 （APC） 

場 所 APC 内ミーティングスペース 

面談者 Mr. Alejandro Gamboa Castilla（APC 長官）、Mr.Andrés Uribe Orozco（援助受

入部長）、Ms.Mónica Varona Guzmán（組織間連携部長）、Ms. Martha Carolina 

González Ortega（機関間連携部・特別専門職）、Ms.Liliana Margarita Sánchez 

Contreras（援助受入部専門職・日本及び韓国担当者） 

訪問者 青木孝（短期専門家/チーフアドバイザー）、田中泰明（業務調整専門家）、

Ms.Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、Mr.Julian Muñoz

（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、小向専

門員、中条副調査役、奥田コンサルタント） 

 

APC は事業の直接的な実施機関ではなく国際協力業務の調整機関であるため、インタビュー

は妥当性、インパクト、持続性に関する質問項目に沿って実施した。 

 

(1) 妥当性 

 プロジェクト目標とコロンビア側 C/P 機関のニーズとの整合性については、基本的に各

C/P 機関で組織としてのミッションやニーズが異なるため、すべての C/P 機関にとってプ

ロジェクト目標がニーズに沿ったものと言い切ることはできない。12 イニシアチブは民芸

品に特化したもの、観光分野など多様であるため、全 C/P 機関が全イニシアチブに対し

て同じ比重で支援することは困難である。つまり各 C/P 機関でできる支援メニュー（コンポ

ーネント）が異なるため、関与できるイニシアチブにも差異が発生する。その一方で、プロ

ジェクトがめざしている「地域開発」の視点においては、全 C/P 機関が取り組むべきテー

マとなっており、ニーズに合致しているといえる。 

 上位目標、プロジェクト目標とコロンビアの開発政策との整合性も一致している。特に今

後のポストコンフリクトにおける地域開発はハバナでの和平交渉でも取り上げられてきた

テーマであり、収入創出、住民参加などの視点と合致している。 

 平和構築における妥当性については、平和構築の段階・状況を考慮し、適切な時期にプ

ロジェクトが開始されたと考える。イニシアチブ選定（2010 年）からプロジェクト開始（2014

年）までの間に FARC との和平交渉が開始されており、平和構築に貢献するという意味

においては適したタイミングだった。また、上述したように、和平交渉では地域開発が主

要テーマのひとつであることからも時機に合ったものとなった。本プロジェクトが JICA の

平和構築プログラムの枠組みで始まり、その後地域開発プログラムに組み入れられたも

のの、平和構築に貢献するという意味では整合性があると考える。このことからも、プロ

ジェクト実施または支援対象グループの選定が平和構築に負の影響をもたらしたとは考

えにくい。 

 支援対象グループの選定については、中央政府がトップダウンで選択したものではなく、

2010 年のイニシアチブ選定時にはコミュニティ自らが手を挙げて応募した商品・サービス

のなかから選定するというボトムアップの考え方に基づいているため、選定プロセスに大

17．インタビュー記録
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きな問題はないと考える。 

 

(2) インパクト 

 経済的・社会的状況がイニシアチブによって多様なため、同じ投入をしてもそこから抽出

されるインパクトは異なると予想される。 

 APC は、国内のある地域での知見を他地域に応用・普及する Col-Col 協力1や、南南協

力に本プロジェクトの成果を活用することも視野に入れている。特に Col-Col 協力を進め

るには、プロジェクトの成果品（モデルや文書など）や手法が、日本の OVOP の原則を抑

えながらも、コロンビア社会・文化により適合しやすいもの（コロンビアナイズドされたもの）

として抽出されることが望ましい。 

 平和構築の不安定要因に対する負のインパクトは特にみられないと考える。 

 

(3) 持続性 

 現在プロジェクトチームがキンディオ県における、県レベルでの OVOP 普及モデル策定

に取り組んでいる。APC としては、DNP など中央機関がプロジェクト成果を持続させてい

くのは現実的とは考えておらず、キンディオモデルのように、県庁が県内の OVOP 普及

のコーディネーション役を担い、県レベルでOVOPを展開してくことが望ましい体制だと考

える。理由としては、中央がトップダウンで地域開発に関する政策を実施するよう県や市

に働きかけるこれまでの地域開発手法ではなく、県や市からボトムアップで出てくる取り

組みの方が持続性を担保できるため。 

 特に、プロジェクト終了後に地方組織間の連携や地方のリーダーシップが発揮されること

で、OVOP の持続性はより高まると考えられる。 

 持続的担保には予算確保が必要だが、各 C/P 機関が OVOP 活動を自らの機関の事業

として内包することができれば、予算措置は比較的可能かもしれない。現時点で既に予

算措置がされている C/P 機関はないと予想する。 

 地方組織からは、さまざまな技術研修が数多く行われてきたが、研修後に必要なのは、

研修で学んだことを実際に行動に移すための予算（例：起業のための初期投資予算など）

がより必要だとの意見が届いている。 

 

(4) その他 

1) プロジェクトにおける APC の役割 

国際協力の窓口機関である APC のミッションは、数多くの国際協力プログラム・プロジェ

クトのコーディネーションである。具体的にはドナー間の支援メニューの調整や、ドナーとコ

ロンビア側機関とのマッチングや調整、また、これまでの国際協力活動から得られた知見

の普及や応用のための企画・調整を行っている。 

APC はプロジェクトを直接実施する機関ではなく、本来のミッションに基づき、プロジェク

ト実施にあたり各機関間の調整を担う組織だと認識している。 

DNPも事業の直接的な実施機関ではなく、開発計画など公共政策策定を行う調整・コー

                                                  
1 Colombia-Colombia 協力。コロンビア国内の地域間での協力の意。 
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ディネーションの役割を担う組織である。県や市に対する開発計画策定支援は行うものの、

地方支所はないため地方における調整やコーディネーション力は欠ける。 

APC としては、DNP が引き続きプロジェクト中央委員会内での C/P 機関間の調整を行う

ことを期待している。 

2) 評価の基準 

上述のようにイニシアチブによって経済的・社会的状況が多様なため、インパクトも異な

り、よって、それらを評価する基準も各イニシアチブで異なってくるはずである。 

3) 産官学連携 

リサラルダ県ベレン・デ・ウンブリア市（Belén de Umbría）では、Col-Col 協力として特産

品の協同組合が民間企業や大学などと連携して地域産品の販売拡大を行うなどの取り組

みが行われている。OVOP プロジェクトの今後の展開の参考になるのではないか。 

 

＜8 月 22 日 APC 長官への面談による追加情報＞ 

 コロンビア OVOP プロジェクトは中央政府が C/P となって実施されているプロジェクトである

が、目的はコミュニティの地域開発であるため、プロジェクトで構築されるモデルは、コミュニ

ティレベルで活用できる内容・手法にすることが不可欠である。具体的には、①Col-Col 協

力に活用できるものにする、②多様なローカル商品の改善によってコミュニティ住民の潜在

力を引き出す、③OVOP 運動の持続性を担保できるようなものとする。 

 OVOP の全国展開には、特に県庁や市長など地方行政機関が利用したいと思えるようなモ

デルづくりが必要。そのため、単にモデルをつくればよいのではなく、県・市にとって魅力が

あり、使いやすい内容・手法を盛り込んで、持続的なモデルにすることが不可欠。そうでなけ

れば、他市への応用は難しい。それには、OVOP の原則をコロンビアの文脈に置き換えて、

モデルをコロンビアナイズドすることがカギとなる。 

 

 

 

インタビュー記録 2 

日 時 2016 年 8 月 8 日（月）15:00-16:30、8 月 30 日（火）9:00-10:00 

面談先 コロンビア民芸品公社 （Artesanías de Colombia） 

場 所 Artesanías de Colombia 内ミーティングスペース 

面談者 Ms.Diana Pombo Holguín（民芸品分野開発強化部・副部長）, Mr.Juan Carlos 

Pacheco（プロジェクトスペシャリスト） 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、田中泰明（業務調整専門家）、羽田由紀子（短期専

門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、中川圓（短期専門家/マーケティング）、

Ms.Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、Mr.Julian Muñoz

（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、小向専

門員、中条職員、奥田コンサルタント）ほか 
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(1) 実施プロセス 

 技術移転の方法は適切で総合的に満足している。OVOPの戦略・手法は地域開発にとって

非常に重要な視点であり、イニシアチブ以外の地域への普及は非常に価値があると考える。

ただ、コミュニティ住民にとってはより実践的かつ必要性の高いテーマに重点を置いた技術

移転の支援が必要である。 

 C/P機関同士の調整に関して、当初はDNPによるコーディネーションがあまり機能していな

いように感じた。また、OVOP中央委員会においてDNPとADCは異なる方向を向いている

と感じていたが、プロジェクトが 2 年経過した今は各 C/P 機関の OVOP への理解がある程

度進んだこともあり、プロジェクトへの関与がスムーズになったと考える。 

 また、プロジェクト開始当初、OVOP 中央委員会では各 C/P が互いの関与の度合い・方法

について様子をうかがうことが多く、イニシアチブに対する具体的な支援活動を開始するに

は至らなかった。2 年次に入り、イニシアチブに対するアクションを起こす C/P が少しずつ出

現してきた。ADC でも、民芸品を中心商品に据えるトゥチン、モンポックス、ラ・チャンバ、サ

ンビセンテに対する支援活動を開始した。 

 

(2) 妥当性 

 プロジェクト目標に含まれる inclusiveという文言の意味について、誰を inclusionすることが

念頭にあるのかを明確にした方がよい。そして、たとえモデルが inclusive なものであったと

しても、実際に住民が inclusion されるとは限らないため、住民が inclusion できるための工

夫が必要になるであろう。 

 4 年間のプロジェクト期間は適切だと考える。しかし、前半のコミュニティに対するベースライ

ン調査などに多くの時間を割いたため、その時間を短縮できれば、他の活動をより迅速に行

うことができ、イニシアチブの満足度も高かったのではないか。イニシアチブ住民にとっては

「また調査か」という印象を受け、具体的行動がなかなか始まらないことへの不満感は少な

からずあったのではないか。 

 一方、ADC として現在集中的支援を行っている 3 イニシアチブ（Mompox、Tuchin、La 

Chamba）における活動を完了するには、残り 2 年ではなく 4 年ほど必要。プロジェクト実施

期間中に政権の交代、県・市の地方選挙なども重なり、途中で政策・方針が変わることもあ

り、プロジェクトへの影響を調整する時間を考慮する必要がある。 

 12 イニシアチブのうち三つは ADC が直接支援できる商品のため、プロジェクト地域の選定

はほぼ適切だったと考えられる。今後新たにイニシアチブを選ぶ際には、選定基準を明確に

する必要がある。 

 平和構築に関しては、プラスの影響の方が多いと考えられる。和平交渉が進んでいるなか

でのプロジェクト実施のタイミングは非常に意義がある。 

 

(3) 有効性 

 OVOP 推進政策やコロンビアの地域開発戦略には大きな変更はみられない。 

 上述のとおり、4 年間でプロジェクト目標を達成することは可能だと考えるが、ADC の活動

の成果としての 3 イニシアチブでの成果発現には、残り 4 年ほど必要である。 
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(4) 効率性 

 民芸品の持続的な生産を支援する意味で、持続的天然資源利用の分野の専門家派遣が

役立つと考えられる。また、民芸品生産者が利用できるマイクロクレジットがあると、起業と

いう選択もできるようになる。 

 ADC のオフィスにマーケティング分野の短期専門家とローカルコンサルタントの業務スペー

スを確保し、JICA との協働がコミュニティにおける活動において効果を出しつつある。 

 地方のコミュニティを対象とした研修やセミナーでは、理論的内容の研修はあまり意味がな

い。なぜなら、初等教育までしか受けていない人も多く、民芸品製作においては理論よりも

長年の経験から得た職人としての技や知覚が重要であり、そのような能力をもつ彼らにとっ

てより分かりやすい方法（視覚的に訴えたり、ワークショップなど参加型研修など）で実施す

ることが重要である。今後、プロジェクトチームが研修・セミナーを行う際に工夫が必要なポ

イントである。 

 他のC/P機関の積極的な関与があれば、OVOP関連活動をもう少し効率的に進められると

思われる。例えば ADC は DPS と紛争被害者支援（民芸品生産者）に関する連携協定を結

び、協働している。 

 ADC は組織として取り組んでいきたいことが山積しているものの、不十分な予算のために

十分に着手できていない。優先順位をつけて選択と集中を行わざるを得ない現状であるた

め、特に地方において多くの民芸品生産者を対象とした支援活動ができず、小規模な支援

にとどまっている。 

 

(5) インパクト 

 プロジェクトのインパクトについては、まだプロジェクトが途中段階で、今後どう展開するか

分からないため、答えることは困難である。またモデルが抽出されても、コロンビアの社会・

民族・文化の多様性を考慮に入れると、策定されたモデルをそのまま応用することは難しい。

さらに現在 ADC としてはイニシアチブのなかの小規模グループしか支援できていないため、

コミュニティ全体のモデルの抽出を行うには時期尚早な印象もある。 

 

(6) 持続性 

 他の中央 C/P 機関が中央委員会やイニシアチブへの支援に積極的にかかわらないのは、

OVOP が組織の優先事項ではないためだと考えられる。どの C/P も限られた予算のなかで

優先順位の高い事業を進める必要があり、その状況下で OVOP への予算措置、人員配置

（兼務であっても）を行うことは非常に困難であると想像できる。 

 持続性を担保する予算措置については、ADC では年々予算が削減されており、これまでと

比べてさらに、自分たちの取り組みたいことが容易に実現できない状態が続くと予想される。

そのため国家予算だけに頼るのではなく、国際協力予算など他の予算を確保することも考

慮に入れていかなければならない。 

 ADC は地方支所があり人員配置もされているが、地方での OVOP 展開には、地方の人材

育成・能力強化が今後もっと必要になる。また地方予算はつけられないため、地方での

ADC の活動には、県や市の予算を措置してもらう必要がある。 
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(7) その他 

1) 平和構築関連情報 

紛争はコミュニティ内の信頼関係を破壊する。その地方が直接的な紛争地ではないにして

も、親戚にゲリラやパラミリタリーがいる場合、それを隠すために家族以外の人との積極的

交流を避けたり、信頼構築ができなかったりする。またコミュニティ内の誰にいつ裏切られる

か分からないという不信感をもち、家族以外とは信頼関係をあえて築かない場合も少なくな

い。こうした社会状況下では、代々続いてきた職人技の継承の可能性が低くなることも懸念

される。 

また、こうした紛争の影響を受けたコミュニティを支援する際に、「組織化しましょう」「グル

ープをつくりましょう」と発言することは、逆に住民の不信感を助長したり、亀裂を生む可能性

もあるため、非常にリスクが高い。そのためあえてグループ化しない方がよい場合もある。 

一方で、グループを選定して支援するという方法をとる場合は、選定されなかった人から

の嫉妬や嫌がらせなどが当然起こるため、選別方法などに気をつけなければならない。本

来であれば支援対象を限定せず、すべての生産者に支援を届けるのが理想というのは分か

っているが、予算制約のなか、そのような手法を取ることは容易ではない。 

コミュニティにおいては、「住民同士の信頼感があること」が地域開発を進めていくうえで

最も重要な要素のひとつである。その地域、コミュニティの社会構造や社会的背景を十分に

把握して、それに適したアプローチを取ることが、地域開発には不可欠である。 

ポストコンフリクトに関しては、停戦合意がなされたことと、実際に地方コミュニティでの現

実にギャップがあることも事実である（停戦合意後も引き続き地方部を中心に FARC による

攻撃などが発生し続けている）。したがって、国際協力の枠組みで他国の支援を受けていく

ことは今後も必要である。 

 

2) 生産者の新たな経験 

これまで民芸品生産者は、生産・出荷の行程のみにかかわっていたが、販売の経験を積

むことが生産活動にもプラスの影響を与えることが分かってきた。例えば、毎年 12 月に

ADC が主催する Expo Artesania という全国民芸品展示会で、生産者が顧客と直接対話し

ながら販売する経験の機会を得た（2015 年 12 月）。これにより、顧客の声に直接接するこ

とで、販売向上のためにすぐに取り入れられるコツ（生産者氏名の入ったタグをつける等）、

売れ筋デザインの確認等を実感することできた。 

 

＜8 月 30 日 Pombo 副部長への面談による追加情報＞ 

(8) ADC のコーディネーターがコミュニティの住民と問題を起こしている件については、早急な

対応が必要である。自分（Ms. Pombo）は 2015 年 12 月まで環境省にいたため、コミュニテ

ィとの協働がいかに重要であるか、認識しているつもりだ。（ミッションより、中央機関による

支援においてコミュニティと軋轢を生んでいるのは、ADC だけではないため、プロジェクトと

して簡単なコミュニティとの協働のための心得箇条をつくることを考えていると述べたところ）

ADC として協力したい。ぜひ OS など他の機関でも使える文書としたい。 

→（ミッション追記）なお、この議論はその後、合同レポート中のモデルを構成するコンテンツ

としての方法論ドキュメントのラインナップに関して ADC、OS を含めて具体的に議論された。
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すなわち、報告書第 6 章 6-1（1）コンテンツについての方法論ドキュメントのうち、iii. 

Guías para Marketing Territorial Participativo（ADC、中川専門家により作成中の参加

型マーケティング技法マニュアル）、 iv. Guía para el trabajo participativo con 

comunidad (OS、羽田専門家により作成予定のコミュニティと協働するための心得箇

条）として今後作成される予定である。 

 ADC のビジネスモデルとしてのバリューチェーン図（課題の特定から商品化までのス

テージをモデル化したもの）のなかでは ADC としてはデザインとプロダクションが

元来得意な支援ステージである。他方、商品化（comercialization）については、OVOP

に期待するところが大きい。手工芸品についてのフェアトレードについても今後支援

していきたいと考えており、例えば原材料の入手を保障する取り組みなどが必要と考

えている。 

 ADC は現在 Min.Cultura（セーフティーネット）、MINCIT（エコツーリズム）、Save the 

Chirdren（宝石関係のワークショップのようなもの）と連携を行っている。さらに今

年はコロンビアの 23 県の地方での活動視察をし、どの機関と連携できるかの視察を

行った（Vuelta Colombiaと呼んでいる）。地方での活動として、各県にラボ（Laboratorio 

de diseño e inovación social, social innovation and design laboratory の意）をつくる

ことを構想している。ラボといっても大規模な構造物をつくるのではなく、2 名くら

いの契約スタッフを配置し、商工会議所と連携することで、より地方のニーズに合っ

た支援をしていくことをめざしている。 

→（ミッション追記）ラボ構想はまだ発展の著についたばかりであるが、ADC も地方

分権化の流れにあることがうかがえる。プロジェクトとして県レベルでの OVOP の展

開が有望な実施・普及タイプのひとつとして同定されつつあるなかで、将来的な県レ

ベルでの活動の一アクターとなることが期待される。 

 

 

インタビュー記録 3 

日 時 2016 年 8 月 9 日（火）9:00-9:50 

面談先 欧州連合（Europa Union） 

場 所 EU オフィス内ミーティングスペース 

面談者 Mr. Francisco García（協力部部長）、Mr.Johony Ariza Milanes（協力部オフィ

サー） 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、倉岡由紀（JICA コロンビア・企画調査員）、

Ms.Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価

分析コンサルタント） 

 

EU に対しては、OVOP コロンビアの平和構築における意義についての評価・意見を確認し、

同時に、今後の地域開発分野における JICA の協力の方向性の参考とすべく、以下の項目につ

いて確認を行った。 

なお、EU はこれまで 20 年以上にわたり平和構築及び地域開発分野の協力実績を有している。

和平交渉のなかでも地域開発は主要テーマのひとつであり、今後ポストコンフリクトを見据えて
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地域開発分野に一層の協力を行うことが重要だと考えている。 

 

(1) OVOP プロジェクトは 2014 年に開始されたが、コロンビアの紛争状況及び平和構築の状況

に照らし合わせて、適切なタイミングだったか？ 

（回 答） 

JICA の OVOP が平和構築プログラムの枠組み始動した 2010 年ごろ、EU では JICA の協力

方針と同じ地域開発分野で類似のプロジェクトを実施中であった。2014 年に OVOP が技術協力

プロジェクトとして開始された時期は、ハバナでの和平交渉が始まって半年が経過したころにあ

たり、平和構築及び地域開発分野での協力は時機に合ったものであったといえる。もちろんプロ

ジェクト策定時には和平交渉の開始・進捗は予想されていなかったと考えられるが、平和構築の

動向を汲んだ適切なプロジェクト策定だったと考えられる。 

今後のポストコンフリクトに関する支援としては、FARC 等による直接的な紛争影響を受けた

地域だけではなく、そうでない地域も含む地方部にフォーカスし、格差是正のための協力に取り

組んでいく予定である。 

ハバナでの和平交渉の交渉テーマのひとつが地域開発であるため、今後同分野でのドナー

及びコロンビア政府による支援強化が必要である。実際、農業農村開発省（Min.Ag.）では現在、

地域・地方開発を推進するための準備として、新しい部署が複数立ち上がっている最中である。

OVOP プロジェクトが 2018 年に終了したあと、地域開発により重点を置いた何らかのプロジェク

トを OVOP プロジェクトの第二フェーズとして実施するのが非常に有効だと考える。 

 

(2) EU は地域開発分野において、コロンビアの平和構築を促進し得るものとしてどのようなプ

ロジェクトを実施しているか？ 

（回 答）  

「部門別予算支援」（Apoyo Presupuestario Sectorial）と呼ばれる支援を実施中である。これ

は地方で経済活動を行う際に、どの分野にどの程度の予算が必要なのか測るため、産業別に

指標を作成する事業である。例えば乳製品の場合、土地代、家屋代はいくらかかるのか、必要

な生乳量はどのくらいかなど生産活動に必要な指標を測定・設定するもの。 

また、総合的地域開発（Desarrollo Rural Integral）と呼ばれる協力も行っている。これは、経

済的開発だけに注力するのではなく、社会的側面、教育やインフラ整備など、地域開発に必要な

要素を総合的に支援し、地域全体としてバランスのとれた開発をめざすものである。C/P 機関は、

国連食糧農業機関（FAO）、土地返還ユニット（URT）、地域農業牧畜計画ユニット（Unidad de 

Planificacion Rural Agropecuaria：UPRA）、国立公園などと協力している。このほか、URT や

社会繁栄庁（PS）の事業と連携した地域開発分野の協力も行っている（3～4 プロジェクト）。 

 これら地域開発分野の協力は EU の協力全体の半分以上を占める。 

 

(3) 地域開発分野のプロジェクトの実施を通じて、平和構築に何らかの負の影響はあったか？

また、コロンビア側 C/P 機関とプロジェクトを実施することでコロンビアの政治的・社会的な

負の影響はあったか？（奥田コンサルタントより、JICA と URT が技術協力プロジェクトを実

施する際、反土地返還グループからの脅迫等のリスクに備え、専門家をロープロファイルに

したこと等の補足説明を行った）。 
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（回 答） 

紛争や平和構築に関連するプロジェクトを実施する際には、ある程度のリスクは常にあると考

えられる。例えば、人権保護や違法作物といったテーマでの協力には、それに反対するグループ

が必ず存在する。 

一方、地方でプロジェクトを実施する際には、EU 旗を使って EU による中立的な支援であるこ

とを示し、住民等に安心感を与える工夫をしている。ただし、土地関連や先住民のテーマは非常

に複雑かつセンシティブであり、特定のグループを支援することが結果的に他のグループの排除

につながる可能性がある。そのため、できるだけ横断的なテーマを取り上げて、コミュニティ内で

分断や摩擦を生まないような配慮を常に意識しなければならない。 

 

(4) その他 

コロンビアで協力を実施する際の課題として、コロンビア側機関同士の連携や協力体制の構

築が難しいことが挙げられる。各組織の能力は高いにもかかわらず、組織間で連携して相乗効

果の高い事業を行うことは難しい。これは、長年続く紛争が原因で、簡単に相手を信用しない（不

信感が強い）というコロンビア人の特質が関係しているのではないか。 

 

 

 

インタビュー記録 4 

日 時 2016 年 8 月 9 日（火）11:00-12:30、8 月 22 日（月）15:00-16:30 

面談先 国家企画庁 持続的地方開発局 （DNP-DDTS） 

場 所 DNP 内ミーティングスペース 

面談者 Mr. Javier Perez Burgos（DNP-DDTS 局長）、Ms. María Carolina Amador Silva

（OVOP コーディネーター）、 Ms. María Fernanda Vargas（OVOP コーディネータ

ー） 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、田中泰明（業務調整専門家）、羽田由紀子（短期専

門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、Ms.Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プロ

グラムオフィサー）、Mr.Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調

査団メンバー（上田専門員、小向専門員、中条職員、奥田コンサルタント）ほか 

 

(1) 実施プロセス 

① 技術移転方法について 

 チーフリーダー：観光・地域開発の専門性が高く評価できる。一方で、シャトル型派遣では

なく業務調整専門家と同様、常駐体制が望ましい。プロジェクトを進めるうえでリーダーに

相談や確認が必要な事項も多く、プロジェクト運営に時間的ロスが生じる。 

 業務調整専門家：プロジェクト開始後に派遣された初めての専門家だが、当初はその役

割、担当業務や位置づけが分からず、戸惑うことが多かった。OVOP コーディネーター自

身も新しくプロジェクトにかかわり始めたばかりで、OVOP について理解を深めたかったも

のの、十分な知見が得られなかった。のちに、チーフリーダーと業務調整の役割の違いを

理解できたが、専門家の派遣時に各専門家の役割・立場について JICA 側から詳しい説
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明があったほうがよかった。 

 本邦研修 ：第 1 回本邦研修（2015 年 1 月実施）の時期はあまり適切ではない。コロンビ

アは12月初旬～1月中旬までバケーション期間で、人選やロジを進められない。また研修

員にとって冬の気候は適応が難しい。第 2 回（2015 年 9 月実施）は日本の気候も良く、人

選・ロジも適切に行えた。 

 第三国研修：各 C/P 機関が多忙な時期と重なり、コーディネーションが少々困難だった。 

 短期専門家：英語対応のみの短期専門家派遣は、現地業務の時間的ロス、コミュニケー

ション上の困難が伴う。スペイン語可の短期専門家と比べても、その差は歴然である。ま

た、専門家の豊富な知見を積極的に発信しない専門家もおり、人選を工夫してほしい。現

在マーケティングの短期専門家が ADC と協働している一方、観光分野のイニシアチブを

支援する短期専門家が存在しないため、機動力に欠ける。今後観光分野に特化した短期

専門家の派遣や、その他の方法により関与の仕方を、商工業観光省（MINCIT）側からの

関与も含めて検討する必要がある。 

 

② C/P 機関間の関係性・コーディネーション 

非常に難しい。異なる組織間だけでなく、組織内での部署間調整ですら難しい実態があ

る。一方で、プロジェクトの枠組みで調整業務を行うなかで学ぶことも多い。 

 

(2) 妥当性 

 DNP では現在、地方に届く支援を行うことが事業方針となっており、それを促進するのに

OVOP は非常に有効な手法である。よって、本プロジェクトはコロンビア政府、DNP のニー

ズに合致している。 

 社会・対象グループのニーズとの整合性については、イニシアチブによって、経済的・社会

的に支援がそれほど必要でないと思われるところが選定されており（ソコロなど）、先住民な

どより支援を届けるべきグループが選定されていない。今後は明確な選定基準が必要。 

 地方におけるコミュニティと協働するうえで、プロジェクト期間（4 年間）は十分ではない。成

果のいくつかは達成できると思うが、時間的問題からすべて達成するのは容易ではないと

考える。 

 ADC のコミュニティレベルでの活動方法が、住民・生産者から反発を招くことがあり、彼らの

不信感を払拭できるようアプローチの見直しが必要。その他の C/P 機関との協働において

は、コミュニティとの軋轢は現時点ではほとんど散見されていない。 

 

(3) 有効性 

 プロジェクト目標の達成は可能と考えるが、モデルの構築に関しては、よりローカルレベル

で適応・応用可能なものにする必要がある。 

 DNP内で人材異動があるたびに、特に上層部に対してOVOPの理念やプロジェクトについ

て再度理解を求めることになり、プロジェクトの進捗に少なからず影響が出る。 
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(4) 効率性 

 DNP の予算不足によりイニシアチブを訪問したくてもできないなど、プロジェクト推進に影響

がある。 

 成果ごとの活動については、C/P 機関ごとのコミットメント度合いのばらつきによって、活動

の達成度や意義が異なる。 

 プロジェクト開始時のベースライン調査など、日本人短期専門家の派遣が必須でないと思

われる投入もあった。コミュニティの実態は地元住民などコロンビア側の方が背景や文脈を

理解しているため、コロンビア人のローカルコンサルタントを活用するという方法もあったの

ではないか。 

 成果 3 のビジネスプランに関して、観光がテーマのイニシアチブでは現在、MINCIT の支援

がほとんど得られていない。また、中央の SENA は地方の SENA の活動をあまり把握して

いないため、DNP が中央 SENA と OVOP 活動の話をしても何も進まないことが多い。逆に

地方 SENA は地元の多様性やニーズに応じた研修メニュー提供を意識しており、同一組織

でも中央と地方とでは OVOP への関与に温度差がみられる。 

 

(5) インパクト 

 平和構築へのインパクト：C/P 機関間での小規模の意見の対立、コミュニティ内での衝突な

どはどんな場合も常に起こり得るため、プロジェクト実施によって何らかの衝突が引き起こさ

れるリスクは、ないとはいえない（武力紛争・武力衝突は別問題）。 

 

(6) 持続性 

 政策・制度面で OVOP が必ず持続するとは言い切れない。今の政権は和平交渉や地域開

発を重要視しているものの、政権が変われば大きな政策・方針転換が起こり得る。そのとき

に OVOP がどう位置づけられるかは未知である。 

 イニシアチブレベルでも、市長や知事の交代により県・市からの支援体制が大きく変わり得

る。持続性を担保するには、行政的な体制を前提とするより、あくまでも住民のモチベーショ

ンや活動を盛り上げていくことが重要ではないか。なお、支持政党の違いにより住民間での

対立が根強いコミュニティが多いため、コミュニティにアプローチする際には留意・工夫が必

要である。 

 

(7) その他 

 プロジェクトにおける DNP の役割 

中央 C/P 機関、県庁・市役所など関係機関間の調整役であると認識している。一方で、組

織としての支援体制が不十分なために、十分な調整を測れていない実態もある。プロジェク

トに継続的に関与しているのはDNPの契約職員であり、担当部署の部長・副部長など決定

権をもつ職員の消極的な関与が、プロジェクト推進に悪影響を与えることも少なくない。 

 モデル構築のための今年度の取り組みとしては、パイロットサイトであるキンディオ県での

関連アクターのプラットフォーム化を進めることである。 
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（所 感） 

 DDTS長官のハビエル氏は、過日の青木チーフアドバイザーとの会合により、OVOPプロジ

ェクトがめざす地域開発モデル内容や構造、手法について、これまでの長官に比べて理解

を示しており、DNP-DDTS としての今後のプロジェクトへの関与に期待がもてる。 

 

 

 

インタビュー記録 5 

日 時 2016 年 8 月 9 日（火）14:30-16:15、8 月 23 日（火）14:00-15:30 

面談先 連帯組織行政ユニット （Organizaciones Solidarias） 

場 所 OS 内ミーティングスペース 

面談者 Ms. Diana Osorio（連帯組織開発部長）、Mr. Ricardo Ramirez Moreno（調査

計画部調査教育グループ長）、Ms. Carolina Bonilla（調査計画部調査教育グ

ループ専門職）、 Ms. Martha Lucia Estrada（連帯組織開発部連帯開発グル

ープ専門職、OVOP プロジェクト担当）, Ms. Ivonne Cotrino（連帯組織開発部

企業生産グループ職員） 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、田中泰明（業務調整専門家）、羽田由紀子（短期

専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、Ms.Valeria Reinosa（JICA コロンビア・

プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、小向専門員、中条職員、

奥田コンサルタント）ほか 

 

OS との面談時には、質問票回答が完了しておらず、代わりに OS 事業及び OVOP プロジェク

トにおける OS の役割・活動等に関するプレゼンテーション発表が行われた。以下はそのプレゼ

ン発表に沿って聞き取りした内容である。 

 

(1) OS の事業内容及び OVOP 原則を取り入れた事業展開について 

 現在 OS では、ハバナ和平交渉の合意事項である「農地の総合開発政策」のひとつ、「連帯

経済と農村の協同組合育成計画」のプログラム策定が喫緊の課題となっている。同計画は

テリトリア・ソリダリア（地域連帯）と OVOP ソリダリア（OVOP 連帯）の二つで構成されており、

OVOP ソリダリアでは、従来から OS が手掛けている組織策定業務に OVOP 推進経験の

好事例・教訓を取り入れたプログラム策定が予定されている（羽田専門家、第 2 次現地派遣

業務結果報告書より）。 

 「連帯経済」とは、経済、文化、社会、環境、政治の 5 要素のバランスを取りながら、地域全

体の総合的発展をめざす考え方である（例：文化的また社会的な側面への配慮なしで経済

だけに注力した開発をしない等）。 

 OVOP ソリダリアでは、OVOP の原則（人材育成、グローカル、自主創造）を活用した「連

帯・連携モデル」（Modelo Asociativo Solidario）の構築を通じて、産業資源が少なく過疎等

に悩む地方コミュニティの総合的な内発的発展がめざされている。 

 OS がめざす組織間の協働・連携は、重要性は理解しているものの容易ではない。（このほ

か、OS の事業説明などがなされたが、本インタビュー報告では割愛する） 
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(2) OS がこれまでに実施した OVOP プロジェクト関連活動 

 2012 年以降 12 イニシアチブに対して以下の活動を行ってきた。 

【モンポックス】 

2012 年～2015 年まで活動。 

ADC との協定に基づき、地元大学の協力を得て、情報収集、生産者団体の立ち上げ及び

能力強化、メデジンでのフェリア参加、JICA ボランティア派遣への協力など。 

【トゥチン】 

2012 年～2015 年まで活動。OS がオペレーター1 名を契約し、トゥチンでの活動を支援。

ADC との協定に基づき、地元大学の協力を得て、情報収集、生産者団体の能力強化、フェ

リア参加。MINCIT とコロンビア貿易銀行2（BANCOLDEX）による組織化のための視察、

OVOP ローカル委員会の同行・支援、テーマ別組織強化等など。 

【ラ・チャンバ】 

2012～2013年まで活動。ADCとの協定に基づくローカル組織の能力強化、OSのボランテ

ィアによる情報収集3、メデジンでのフェリア参加など。 

【ソコロ】 

2013～2014 年まで活動。ADC との協定に基づく情報収集、ビデオ会議等の実施。 

【スサ】 

2015 年から活動。イニシアチブ再決定の支援、リーダー研修実施、OVOP 原則の研修、パ

イパとの経験交換会。 

プロジェクト開始時はスサの一家族のみが OVOP 活動にかかわっていた状態だったが、さ

まざまな内部状況の変化や外部の関与（イニシアチブ商品の再選定など）により、現在はク

リーン・プロダクト（Producto Limpio）の活動が進められている。現在の課題はリーダー研

修を受けた人材による、リーダーシップの発揮をどう促すかである。 

【ビジャビエハ】 

2013 年に活動。ADC との協定に基づく情報収集、関係組織能力強化など。 

【フィランディア】 

2013 年に活動。ADC との協定に基づく情報収集、連帯的組織の立上げアドバイスなど。 

【パイパ】 

2013～2015 年まで活動。ADC との協定に基づく情報収集、ボジャカ県庁と地元組織の強

化に関する協定締結、生産者団体の能力強化、スサとの経験交換会など。 

ボジャカ県庁のリーダーシップは高いが、パイパのチーズ生産者のOVOP活動は停滞気味。

                                                  
2 商工業観光省（MINCIT）の傘下にある、中小企業育成推進のための銀行。BANCOLDEX は、同省が進

める中小企業強化の生産性及び競争力強化のための生産転換プログラム（Productive Transformation 
Program :PTP）の実施機関として、人材育成、経営管理、生産性向上等の分野で支援を行っている。 

3 APC と Min.Cultura の資金援助によるもの。他のイニシアチブにおいても、APC と Min. Cultura の合

同資金援助による活動がイニシアチブの関連活動となっているものも多い（本中間レビューでは少なく

とも 7 イニシアチブにおける関連活動が確認された）。なお、各中央 C/P 機関が既存の政策メニューを

組み合わせて OVOP 活動に活用していくことは非常に有効であり、この意味においては、すべての中

央 C/P 機関がもつ政策・支援メニューが「OVOP」の名前を冠する必要や、「OVOP 支援」として別予

算を獲得する必要は必ずしもない。ただ、現在の実態としては、ここに挙げた Min.Cultura の資金援助

を活用した OS の情報収集活動のように、OVOP に関連する支援を行っているにもかかわらず、今回

の調査期間中のヒアリングからは Min. Cultura や MINCIT についてはまだ OVOP と自己組織がもつ政

策との具体的なリンクを認識・整理できていないように思われた。 
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OS がスサで実施したリーダーシップ研修などをパイパで行うことも検討中。 

【サン・ビセンテ】 

2013～2014年まで活動。ADCとの協定に基づく情報収集。学生、教師、コミュニティリーダ

ーへの OVOP におけるチームワークや連携についての勉強会実施など。 

【ティエラデントロ】 

2014～2015 年まで活動。活動グループの能力強化。 

【シブンドイ】 

2015 年に活動。DNP による PDM 見直しへの同行・支援。 

【ヌード・デ・ロス・パストス】 

2015 年に活動。DNP による PDM 見直しへの同行・支援。 

 

 2016 年以降は、予算と人員の都合から、地理的にボゴタに近いスサとパイパでの支援活

動に注力する予定。 

 予算と人員の不足から、OS 職員が頻繁にイニシアチブを訪問することが困難なため、プロ

ジェクトメンバーが訪問する際に同行したり、別の場所への出張の途中にイニシアチブに短

時間寄って現地把握をするにとどまっている。 

 

(3) その他 

 現在 2016 年のアクションプランを策定中。 

 これまでの活動の振り返りの意味で、OS の組織に関する SWOT 分析を実施済み。 

 OVOP 関連活動を進めるうえで、コミュニティ住民と行政（県や市）の OVOP に対する認識

や意欲の一致が図られていることは非常に重要なポイント。県や市にOVOP促進意欲があ

っても住民側にそれがなければ機能しない。その逆もまたしかりだが、どちらかといえば住

民に意欲があることの方がより重要。 

 県知事や市長は常に交替するが、住民はその地に住み続ける主役である。県とコミュニティ、

市とコミュニティをつなぐ役割を担う人材が必要ではないか。 

 JICA 関係者渡航禁止の 3 イニシアチブはすべて先住民コミュニティであり、何らかの目に

見える支援が求められている。ただし、ティエラデントロの場合は、外部からの支援がなくと

も住民自身でイニシアチブを盛り上げる意欲があり、実際 OVOP 理念に基づいた活動が進

んでいるのも事実である。 

 本邦研修に関しては、コース名に「OVOP」と関している研修の場合は、OVOP のことを学

ぶことが明確。ところが実際には課題別研修名に OVOP と謳われていないが、実際参加す

ると OVOP にほぼ特化した内容だったことがある。OVOP 関連研修であれば、その旨事前

に明確に説明してほしい。 

 OS の帰国研修員によって、JICA コロンビア支所の帰国研修予算、フォローアップ予算を

OS の OVOP 関連活動に活用できないか検討されている。 

  

－ 115 －



インタビュー記録 6 

日 時 2016 年 8 月 9 日（火）16:45-18:00 

面談先 文化省（Min. Cultura） 

場 所 Min.Cultura 内ミーティングスペース 

面談者 Mr. Camilo Armando Tovar Beltran（国際協力局コーディネーター）ほか 4 名 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、ローカルコーディネーター1 名、Ms. Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサル

タント） 

 

(1) 実施プロセス 

 技術移転方法についてはおおむね適しているものの、省内の帰国研修員が異動や退職な

どで OVOP 担当から外れることが多い。そのため後任者が OVOP についてゼロから理解し

なければならず、OVOP 中央委員会などへスムーズに参加できない。 

 チーフリーダー、業務調整専門家とはコンタクトがあるが、短期専門家とはほとんど接点が

ないため、評価できない。 

 

(2) 妥当性 

 プロジェクト目標である、コロンビア国内で活用・普及するためのモデルがつくられることは

妥当だと考える。当初 OVOP は商品を国外輸出することだと思っていたが、国内の地域開

発促進だと理解し、その意味で妥当な目標である。 

 イニシアチブグループ選定は、必ずしも適切だったとはいえないのではないか。例えば、トゥ

チンではトゥチンを含む近隣の複数コミュニティが同じ先住民（セヌー族）であるため、なぜセ

ヌー族としての選定ではなくトゥチンに限定されたのかが不明確である。同じ先住民のなか

の一部だけを支援することは、平和構築の観点からも好ましくない。 

 

(3) 有効性 

 OVOP 中央委員会は機能していると思うが、C/P 機関同士の連携やつながりはつくられて

いない。 

 12 イニシアチブは現在、武力衝突のリスクが高い場所ではないため、治安の悪化がプロジ

ェクト実施に多大な影響を及ぼすとは考えられない。 

 

(4) 効率性 

 ADC と協力して、モンポックス、トゥチン、ラ・チャンバで活動を行っている。調査、ドキュメン

タリー作成、コミュニティマップの作成など 

 ボゴタのアンデス大学と連携して、モンポックスで研修を実施予定。 

 

(5) インパクト 

 プロジェクトの実施が、平和構築にネガティブなインパクトを与えることはないと考える。 
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(6) 持続性 

 持続性については、将来のことで未知な要素が多いため、予見ができない。 

 

(7) その他 

 OVOP プロジェクトにおける Min.Cultura の役割は、コミュニティの発展可能性を高める支

援をすることだと考えている。 

 

(8) プロジェクトメンバーへのヒアリング結果 

Min.Cultura へのインタビューのあと、田中専門家への追加ヒアリングを通じて以下の情報

収集を行った。 

 プロジェクト開始時から現在に至るまで Min.Cultura のコミットメントは高いとはいえない。頻

繁に担当者が変わるため、OVOP の理念についても、プロジェクトの構造・内容等について

も理解が浅く、必然的にコミットメントの程度も低いままである。 

 Min.Cultura の事業として、モンポックス、トゥチン、ラ・チャンバで活動を展開しているのは

事実だが、OVOP プロジェクトとの連携はほとんどない。 

 インタビューでの受け答えも、プロジェクトの実態を理解したうえでの回答ではない可能性が

高い。 

 

 

 

 

インタビュー記録 7 

日 時 2016 年 8 月 12 日（木）11:00-11:30 

面談先 国立職業訓練庁（SENA）モンポックス校 

場 所 SENA モンポックス校長室 

面談者 Mr. Jose Luis Jalilie（SENA モンポックス校・校長） 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、Ms. Maria Alejandra Useche Bayona （ローカル

コーディネーター）、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、

奥田桐子（評価分析コンサルタント） 

 

 モンポックス支所長は帰国研修員（2015 年 1 月）であり、モンポックスでの OVOP 活動や動

きについて理解し、SENA として生産者グループに対して有効な研修を提供していきたいと

考えている。 

 同校では、銀アクセサリー生産者に対する、デザイン、品質、接客、会計等に関する研修を

提供することで、販売量増加や収入向上に貢献したいと考えている。デザインに関しては、

伝統的なデザインだけではなく、異なる顧客層のニーズに対応できる新しいデザインの指導

も行っている。 

 モンポックスの銀アクセサリー生産者数は限られているため、汎用性のある研修内容よりも、

より少数のニーズに合わせた研修内容を策定することが可能である。 

 観光関連の研修に関しては、現在、観光業に携わりたいという住民のニーズが増えている
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ため、基礎コースの開発が必要だと認識している。 

 モンポックスで実施する研修メニューの決定は、SENA の県事務所を通じて、首都ボゴタの

SENA 本部へ申請することになっている。本部での承認後、本部主導の既存コースの講師

手配など必要なロジは、基本的に本部が行うことになっている。地域ニーズを反映した新規

コース（例：銀アクセサリー分野に特化した研修）については、支所にその内容・デリバリー

の策定が任されることになる。必要に応じて首都から講師派遣を要請することも可能であ

る。 

 市内のさまざまな業種が OVOP に関心を寄せているが、現在はまだ各セクター、各組織の

独自の動きにとどまっており、今後相互連携体制をつくっていければ、町全体として OVOP

が活性化できると期待している。 

 

 

 

インタビュー記録 8 

日 時 2016 年 8 月 10 日（水）10:30-12:30 

面談先 トリマ県庁 

場 所 トリマ県庁内ミーティングスペース 

面談者 Ms.Claudia Mestre（経済開発局長）ほか 6 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/社会的包摂・コミュニティ開発）、ローカルコーディネータ

ー1 名、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評

価分析コンサルタント）ほか 

 

 （プロジェクトメンバーからの事前情報）トリマ県知事、グアモ市長は 2016 年 1 月に新しく就

任したが、知事と市長は所属政党が異なり、政治的に対立関係にある。ラ・チャンバ住民の

多くは知事と同じ政党支持であるため、知事はラ・チャンバでの OVOP 活動を支持し、支援

活動を積極的に行いつつある。地域の経済的発展だけでなく社会的発展にも OVOP は非

常に有効な手法だと考える。 

 県知事が OVOP の理念に共感しており、県庁として OVOP を将来的に県内他市へ普及し

たいと考えている。そのための法整備も検討中である。 

 現在の県庁によるラ・チャンバへの支援活動としては、道路などのインフラ整備、商工会議

所の協力による各種研修の実施などがある。陶器の原料である泥の過度な採取によって、

泥が枯渇し、持続的な陶器生産ができなくならないように、資源のコントロールも今後必要

である（泥の採取場は県所有の資産）。 

 ラ・チャンバの支援のため、知事主導による OVOP 県委員会が発足し、知事、SENA トリマ

県支部、商工会議所、イバゲ大学、ADC 支部などで構成されている。現在はラ・チャンバの

支援が目的だが、将来的に複数の市町村で OVOP 活動が拡大すれば、それらの市町村も

含めた支援を検討中。 

 OVOP 支援によって、ラ・チャンバの陶器生産者の能力強化やコミュニティ発展を進め、そ

れらの経験・知見を活用して県内他市に OVOP を拡大したい。今後は陶器を外部に売るだ

けでなく、コミュニティ全体の観光開発を進め、人々がラ・チャンバを訪れるような計画を模
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索中。現在は、その一環として、住民の現在の家に部屋を増設し、観光客が寝泊まりできる

ホスタルとして利用するという計画があり、そのための資金・建設の支援を計画中である。 

 トリマ県ではラ・チャンバの陶器以外に、伝統的帽子や羊毛工芸品など手工芸品の製作が

盛んで、地域の伝統的祭りなどがある。県がこれらの地域資源の振興を支援し、複合的な

地域発展につなげたい。県庁の OVOP 関係者は週 1 回の頻度でラ・チャンバを訪問し、住

民との直接対話を図っている。 

 ラ・チャンバの住民（約 350 世帯 1,400 人）の約 8～9 割が陶器生産者であり、そのうちさら

に 8～9 割が CORARTECHAMBA（組合）のメンバーである。CORARTECHAMBA メンバ

ーとその他の生産者間に、軋轢や小規模な対立などが発生しているため、イバゲ大学や

ラ・チャンバの神父の協力を得て、住民間のコンフリクトを解決する取り組みが行われてい

る。 

 ラ・チャンバの今後の課題としては、若者が都市部へ出てしまいコミュニティに戻らないため、

300 年以上受け継がれてきた陶器製作技術の継承ができるのかという問題がある。以前は

住民の 90％が陶器生産に従事していたが、現在は 80％程度。若年層への技術の継承が

進まず、高齢化が進んでいるために、生産者数が自然減したことが理由である。県庁として

は、若者がラ・チャンバに戻るインセンティブをもてるように、海外への販売、市場の把握等

を通じて「薄利多売」ではないビジネスモデルの構築や起業ができるような能力強化を行う

ことが必要だと考えている。また、顧客に対して陶器生産の全体プロセスを見せることでラ・

チャンバの陶器に関心をもってもらうことが必要だと考えている。 

 商品価値を認識してもらうことで、適正価格を確保することも必要。つまり、生産者が自らの

製品の価値の高さを認識し、価格交渉に簡単に応じて安売りしない（できない）ようにする仕

組みや工夫も必要である。 

 （プロジェクトチームによるキンディオ県の OVOP の取り組み紹介を受けて）キンディオ県と

の意見交換会や互いの活動の紹介・情報共有を実施してみたい。同じ県レベルでの取り組

みとして学べることが多いのではないか。 

 

 

 

 

インタビュー記録 9 

日 時 2016 年 8 月 10 日（水）15:00-17:30 

面談先 ラ・チャンバ陶器生産者 

場 所 ラ・チャンバ集落内・工芸品センター 

面談者 Ms. Astrid Betancur（コラルテチャンバ代表）、Mr. Samuel Avilés（同リーダー）、

ほか、約 15 名の陶器生産者 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/社会的包摂・コミュニティ開発）、ローカルコーディネータ

ー1 名、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評

価分析コンサルタント）ほか 

 

 （補足情報）ラ・チャンバでのミーティングは、コミュニティ内のすべての陶器生産者に対して
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招集をしたが、参加者の 9 割は、生産者組合のコラルテチャンバのメンバーである。 

 コラルテチャンバ代表のアストリッド氏は本邦研修の帰国研修員である。OVOP の理念に

感銘を受け、帰国後自身のアクションプランを実行する努力を重ねてきた。同氏は元々コラ

ルテチャンバ代表として、また、一生産者としてラ・チャンバの陶器生産の活性化による地

域発展に非常に意欲的であった。 

 現在コラルテチャンバのメンバーは約 230 名程度である。 

 アストリッド氏は自身のOVOP活動の一環としてSENAに各種研修（料理講習など）の実施

を依頼し、SENA研修を通じてOVOPのことを知った生産者がいる。また、JICAが実施した

OVOP コンクール（2010 年）への応募をきっかけに OVOP を知った人も多い。コラルテチャ

ンバ生産者のほとんどは、2014 年のプロジェクト開始以前から、何らかの形で OVOP につ

いて知っている。 

 日本国大使館・草の根無償で供与されたガス窯 7 台は、現在コラルテチャンバの生産者を

中心に非常に有効活用されている。ガス窯供与まで使用されていた伝統的な窯の場合は、

薪を大量に消費し、ガスに比べて非経済的であった（薪のコストとガスのコストの把握・比較

を組合で行った結果）。煙の量もひどく、非常に高温ななかで薪の追加作業、温度管理等が

必要なため、体力面でも健康面でも負担が大きかった。これらに比べて、ガス窯による生産

はすべての面で以前より優れており、生産効率もアップした（薪の場合の窯入れは最大1日

2 回まで、ガスの場合は最大 1 日 8 回稼働可能）。製品の質を一定に保つことができ、廃棄

率も低下した。また、7 台の窯はコミュニティで共同利用されており、各生産者が消費したガ

ス料金を利用の都度払うシステムで運用している。現時点ではこの共同利用のシステムに

不満をもつ者はおらず、むしろ皆で協力して働くようになったことで生産者同士の結束が高

まったと感じている生産者もいる。 

 コミュニティ住民の全員がコラルテチャンバのOVOP関連活動について知っているとは言い

切れないが、アストリッド氏を中心にコラルテチャンバのさまざまな活動に常に招待しており、

「OVOP」という名称は知らないとしても、コラルテチャンバが種々の活動を行っていることは

多くの住民に周知されていると考えられる。 

 アストリッド氏やサムエル氏など帰国研修員リーダーから、OVOP について学ぶことも多い。

理念だけではなく、自分たちの生活を良くするため、また陶器生産でもっと収入向上を図る

ためにやるべきことが具体化される。 

 OVOP は外からの支援を待つのではなく、自分たちがもっている資源を活用して、自分たち

の手によって地域を発展させていくという点で、非常に共感できる理念である。自分たちが

作る陶器に誇りをもっている。短期間で経済的向上は得られないが、皆で協力して、皆で豊

かになることが重要。 

 OVOP に関連する各種フェリアへの参加は、生産者のモチベーション向上につながってい

る。フェリアに参加する際は、①販売する製品種類の決定（販売計画）→②販売計画に沿っ

て生産者に生産依頼→③販売員 1～2 名の決定という手順で、コラルテチャンバメンバー全

員で決定される。販売者は、生産者皆の製品を販売する「代表者」として認めているため、

自分が販売員としてフェリア（ボゴタ、メデジン）に行けないことを理由に不満や嫉妬心を抱く

ことはほとんどない。 

 これまでのフェリア参加には OVOP プロジェクトからの資金援助（旅費、日当等）があったが、
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昨年（2015 年）から、プロジェクトからの援助有・無の場合で、コストや利益をどう異なるの

かを試験的に試している。現時点では、支援がない方が、自分たちですべてオーガナイズ

することができ、実践的だと感じている。 

 OVOP活動に参加して、非常に満足だし、誇りを感じている。現在OVOPについて知らない

住民がその理念・原則を理解するのは時間がかかると思うが、コラルテチャンバとしての活

動は、ゆっくりだが確実に進んでいる実感がある。 

 アストリッド氏のリーダーシップによりさまざまな活動が行われてきたが、単発的な活動の時

期もあった。2014 年に正式にプロジェクトがスタートし、SENA（トリマ地域）や JICA の関与

により、少しずつオーガナイズされてきた。県知事・市長の交代によりラ・チャンバへの支援

は一定ではないが、今年からは県庁による積極的な支援を受けることができている。 

 コラルテチャンバの活動は陶器関連に限らず、ラ・チャンバのどんな住民も参加できるような

横断的テーマで行うこともあり（例：母の日イベントなど）、参加したい全住民に開かれたもの

にしている。コラルテチャンバはどんな人も受け入れる意識をもつようにしている。 

 OVOP 活動を進めるうちに自分たちのビジョンも変化してきた。ラ・チャンバのなかだけで活

動をするのではなく、異なる価値観を知ることも重要だと考え、フェリア参加を通じて顧客の

思考や売れるデザインを研究したり、カルタヘナへの研修旅行を自分たちで企画・実行した

りという新しい動きも始まっている。また、共同貯金をはじめ、「桃栗植えてハワイへ行こう」

にあやかり、「陶器を売ってサン・アンドレスに行こう」という夢をもち始めている。 

 現在 ADC のローカルコーディネーターの関与に不満をもっている。このコーディネーターは

いきなりラ・チャンバのコミュニティに入ってきて、数人の生産者（コーディネーターと元々顔

見知り等）を独断的に選び、彼らに陶器生産を発注した。当然この利益は選ばれた数人に

しか還元されない。こうした強引で他の生産者との調和を無視したやり方に反発する生産者

が多く、ADC に対して今は不信感しかない。もうラ・チャンバにかかわらないでほしいとの意

見もある。 

（後日、田中専門家及びプロジェクトローカルコーディネーターに確認した経緯は次のとおり。

ADC は地方支所を有しないため、地方部の民芸品支援を目的にローカルコーディネーター

を雇用している。しかし、ボゴタ本部はローカルコーディネーターの活動状況をタイムリーに

把握できておらず、地方部の生産者への支援内容・方法のコントロールが困難な状況にあ

る。そのため現状は、ローカルコーディネーターが各自の方法でコミュニティへ入っていくた

め、コミュニティの民芸品生産者から反発を買うという事態が散見されている。ラ・チャンバ

の場合、ローカルコーディネーターに対してネガティブな感情を抱いている住民らが、ボゴタ

ADC 本部の Sra.Pombo と Sr.Juan Carlos にローカルコーディネーター派遣中止を直接申

し入れた。彼らはラ・チャンバを訪問して住民と対話したが、具体的な対策や措置を講じる

のに時間がかかっており、状況の改善には結びついていない）。 

 将来の夢としては、陶器製作・販売を活発にするだけでなく、ラ・チャンバを観光地として発

展させ、ラ・チャンバに人を呼び込めるようにしたい。また、若年層のラ・チャンバ離れが進

んでいるため、ラ・チャンバで十分に生計が成り立ち、誇りをもって暮らしていけるよう、陶器

生産を魅力的なものにしていく努力が必要。具体的には、中間業者に安く販売せざるを得

ない現状を変え、自分たちの製品にもっと自信と誇りをもち、正当な価値・価格で市場に出

せるようにしたい。 
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インタビュー記録 10 

日 時 2016 年 8 月 12 日（金）9:00-11:00 

面談先 モンポックス市役所観光課 

場 所 モンポックス市役所・市長執務室 

面談者 Ms.Nubia Quevedo（モンポックス市長）、Ms.Maria Bernarda Palomino（モンポ

ックス市役所文化観光局） 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、プロジェクトローカルコーディネーター2 名、Mr. 

Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コン

サルタント） 

 

 （プロジェクトメンバーからの事前補足情報）2016 年に新しく就任した市長は OVOP に強い

関心をもっており、市全体で OVOP 運動の推進を考えている。市長がそのように考えるきっ

かけとなったのは、現在、市役所文化観光局長を務める Ms.Maria Bernarda Palomino 氏

〔OVOP 第三国研修（ドミニカ共和国）帰国研修員〕が OVOP の理念に強く共感し、市長へ

の力強い働きかけがなされてきたことである。 

 モンポックスには現在、観光分野の OVOP を進めるモンポックス・クルトゥル（Mompox 

Cultur）というグループがあり、市役所としては OVOP 運動推進のためにもこのグループの

メンバーの意見や思いを聞きたいと思っている。しかし、このグループのリーダー的存在の

2 名がメンバーに対して支配的・威圧的な態度であるため、メンバーが自由に発言できない

雰囲気がある。市長はどんな人に対してもオープンに話をする姿勢だが、これら 2 名のリー

ダーが市に対して対立的な姿勢を取っているため、市役所とグループの関係は良好ではな

い。ただし、リーダー以外の個々のメンバーと市長・観光課長との個人的な関係性は悪くな

い。 

 市は、銀細工や手工芸、観光など各分野の組合を支配・コントロールする立場ではなく、後

方支援する役割であると考えている。立場を超えて、モンポックス市全体の発展のために、

全体の調和を大事にしながら、多様なアクターが協力していくことがカギである。しかし現実

には、上述のモンポックス・クルトゥルが FONTUR（MINCIT の実働部隊）と直接コンタクトを

とり独自に話を進めていくこともあり、結果的に市が蚊帳の外に置かれるという状況も多い。

市全体の発展のためにも、異なるさまざまなアクター間の関係性（特にモンポックス・クルト

ゥル）の改善の糸口を見つけたいと考えている。 

 市では OVOP 推進のための予算を確保できていない。今年 1 月の新市長就任時には、今

年度の予算編成が昨年中に終了しており、OVOP 予算を組み入れられない状態にある。来

年度からは予算措置を検討したい。したがって、現時点では人材の提供や、ホテル業者と

の定期的な会合を通じた関係性の強化を図っている（市内のホテルは 21 カ所。1 軒ずつ訪

問し、全国観光協会登録を進めている）。 

 将来的にはモンポックス市内だけでなく近隣地域を巻き込んだ OVOP を展開していきたい。

今は、現在 OVOP の支援対象として選定されているグループへの支援を継続し、できること

から取り組み、少しずつ手順を踏んで広げていきたいと考えている（OVOP プロジェクトの枠

組みとの兼ね合いも配慮しながら）。 

 市役所内では少しずつ OVOP の認知度が上がっており、また、商工会議所など新たな協力
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者を得つつある。 

 市役所の役割のひとつは、銀細工の高度な伝統技術が継承され、製作が続けられるような

支援を行うことである。銀細工生産者の誇りの創出、収入向上のための支援が必要である。

また、観光業をより振興するための後方支援も必要である。 

 モンポックス市は、周辺農村部からの紛争被害者の受入れ都市である。市内の IDP はじめ

紛争被害者、紛争による障がい者などの支援のため市役所内に被害者支援課があり、同

課を通じて支援活動を行っている。OVOP はこうした被害者やシングルマザーなどいわゆる

社会的弱者に対しても、もちろん開かれており、排除の意図は持ち合わせていない（補足：

のちの銀細工グループへのインタビュー時には、聴覚障がい者の生産者も一緒に銀細工

製作をしている旨のコメントがあった）。このほか、若年層のギャング化をどう予防するかが

今後の課題だとの言及もあった。 

 現在 OVOP プロジェクトの対象は観光振興だと認識しており（以前は銀細工のみが対象と

されていた）、市としては観光にかかわるさまざまな分野（ホテル、旅行代理店、ガイド、レス

トラン、民芸品など）の底上げを図りたい。銀細工はそのなかでも、観光の重要な軸であるこ

とに変わりなく、観光分野全体の支援を進めると同時に、特に支援を続けていくべき分野だ

と考えている。銀細工の支援で今後特に必要なのは、仲介業者を通さず直販で商品を売る

ための仕組みづくり。また、生産者自身が商品の価値を把握していないため、妥当な価格

設定がされておらず薄利にとどまっていることも課題である。 

 Ms.Maria Bernarda 氏が参加したドミニカ共和国での研修は、観光振興に非常に有益で、

研修で学んだことをもとに市内の文化センター（Casa de Cultura）での講習会等の活動を

始めつつある。 

 

 

 

 

インタビュー記録 11 

日 時 2016 年 8 月 12 日（木）15:00-17:30 

面談先 モンポックス・クルトゥル（Mompox Cultur、OVOP 観光振興組合） 

場 所 SENA モンポックス校内会議室 

面談者 モンポックス・クルトゥルのメンバー11 名 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、プロジェクトローカルコーディネーター2 名、Mr. 

Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コン

サルタント） 

 

 （プロジェクトメンバーからの事前補足情報）モンポックスのイニシアチブは銀細工（フィリグ

ラナ）でスタートした。当初の支援対象グループは ASOMOM という銀細工生産者組合に設

定されていたが、実態のない名前だけの組合であることや内部分裂、また、他の銀細工組

合や木工工芸品組合など複数の組合間での対立や軋轢などにより、現在はプロジェクトと

しての ASOMOM への支援はストップしている。 

こうした経緯から、現在プロジェクトとして特定の組合だけを支援するのではなく、銀細工を
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はじめ多業種が参入可能な観光業の振興にシフトしつつある（ただし銀細工グループへの

支援は別途継続。詳細は銀細工生産者グループへのインタビュー記録として後述）。 

 モンポックスには元々、銀細工や木工品など工芸品分野の異なる組合が複数存在し、

OVOP プロジェクト開始を機に、これらの組合の参加による「OVOP 委員会」なるものがつく

られていた。しかしその後、上述したような組合同士の対立などがあり、また、工芸品を含む

観光業全体の振興にシフトしようとしたことから、新しく「文化・観光委員会」（Mesa de 

Cultura y Turismo）を発足。それがさらに発展し、2015 年 9 月に、OVOP プロジェクトに紐

づくグループとして現在のモンポックス・クルトゥル観光組合となった。 

 モンポックス・クルトゥルは、ホテル業、ガイド業、文化活動業、レストラン、代理店、工芸品

生産者、交通業（タクシー、バス等）の 7 業種の事業者・個人で構成されている。現在の協

力組織数は 23、合計約 500 名が参加中。各業種の代表者による理事会があり、代表 7 名

のなかからさらに理事長、理事などが選出されている。組合としての意思決定は基本的にこ

の理事会で行われる。 

 OVOP プロジェクトの開始時に ASOMOM だけが支援対象だったことで、他の組合ではプロ

ジェクトに対する反発や ASOMOM に対する嫉妬などがあり、一時的に住民間の分裂がみ

られた（モンポックス・クルトゥルができたことで、状況は静まったようである）。 

 現在実施している活動は、観光業全体の底上げを図るための、組合員に対する各種研修

の実施、観光ガイドの養成（以前はガイドがいなかったが現在 13～14 名）など。研修の実

施を通じて、モンポックス・クルトゥルへの参加者を増やそうとしている。参加条件は特になく、

参加したい人は受け入れる姿勢である。 

 また、現在参加していない人々に活動を知ってもらうため、今後積極的な広報活動や、各業

種の仲間に話すなどを活性化していく予定。 

 市役所の観光課とはオープンな関係づくりに努めており、連携も図ろうとしている。 

 OVOP がプロジェクトとしてどこへ向かうのか正直自分たちも分かっていないが、OVOP を

続けたいという気持ちはある。 

 OVOPについて知ったきっかけは、①モンポックス・クルトゥル設立時 ②SENAの研修を通

じて ③工芸品組合の仲間から聞いて、などであり、認知ルートはさまざま。 
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インタビュー記録 12 

日 時 2016 年 8 月 12 日（木）17:30-18:30 

面談先 銀細工零細生産者グループ 

場 所 SENA モンポックス校内会議室 

面談者 銀細工零細生産者グループメンバー 

訪問者 田中泰明（業務調整専門家）、プロジェクトローカルコーディネーター2 名、Mr. 

Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コン

サルタント） 

 

 モンポックス市内には、ASOMOM、ADOM など複数の銀細工生産者組合があり、プロジェ

クト開始当初は ASOMOM を支援対象グループに設定していた。しかしその後組合間の対

立や一部組合が機能していないなど状況が複雑化したため、プロジェクトとしては既存の組

合への支援はストップしている。その代わりに銀細工分野で現在支援しているのが、ADC と

プロジェクトチームが組織した、この銀細工零細生産者グループ（以下、「零細グループ」と

記す）である。 

 零細グループ組織の経緯は以下のとおり。銀細工生産者に対するプロジェクトによる支援

をなんらかの形で継続し、またボゴタのフェリア（2015 年）に出店する新たなグループを組

織する必要があった。同じころ ADC も同様の構想を抱いていたことから、ADC が市内の銀

細工生産者全員を対象に、零細グループ設立のための募集をかけた結果、約 60 人が関心

をもち、メンバーとして登録された。これらのメンバーのなかには、既に ASOMOM、ADOM

など既存の生産者組合に属している人もいたが、組合の活動に満足していなかったり、新し

い行動を起こしたいという人たちであった。また、既存組合に属さず、全くの個人単位で生産

活動をしてきた者も多い。発足当初 60 名だったメンバーは、期待した支援と違ったり、方針

が違うなどを理由に次々と去り、現在は約 20 名で運営されている（うち、ASOMOM 所属 5

名、ADOM 所属 2 名。また、この 20 名のほか、グループメンバーではない 40 名程度が関

連活動に参加中）。 

 発足した零細グループに対して、ADC が原材料の銀線を供与している。メンバーは銀線を

非常に細い糸状にする作業を行うため、市の工芸品センターにある機材を共同で利用させ

てもらっている。 

 グループの活動としては、①アクセサリーデザインの共有・交換、②製作技術の相互教授

（経験豊富な熟練生産者が若手に教える等）、③定期会合の実施、④製作プロセスの相互

扶助（納品期日が迫っている場合に他の生産者の作業を手伝う等）である。また、メンバー

のなかに聴覚障がい者がおり、皆で助け合う機会がさらに多い。 

 上記のようにメンバー同士で協力して作業を進めるようになったことで、以下のようなメリット

や変化（経済的、社会的、心理的）があった。①個人単位ではできなかったこと（経験の共有、

共同作業による効率化）が可能となった、②互いに協力することで結束力や家族のような信

頼感を感じられるようになった、③原材料費がかからない分、以前より利益を得られるよう

になった、など。 

 2015 年ボゴタでのフェリアへの出店・直接販売によって、顧客と直接会話をしたり、売れ筋

が実感できることで、生産へのモチベーションが上がった。フェリアへの参加を続けたい（※
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2015 年ボゴタのフェリア参加の旅費・日当はプロジェクトが手当）。 

 現在・今後の課題としては、①零細グループに入ってない人からの嫉妬などを感じることが

あり大きな摩擦を生まないように気をつけたい、②売上げアップのため、マーケティング、経

理、顧客サービス等についてもっと学びたい、③今後 ADC からの原材料支援がなくなると

きの備えとして共同貯金を始めたい、等が挙げられる。 

 零細グループの存在や活動は、他の住民に周知されていると考えている。実際、ほかの生

産者や住民から活動について質問されることも多々ある。 

 

 

 

 

インタビュー記録 13 

日 時 2016 年 8 月 14 日（日）11:30-12:30 

面談先 スサ市役所・農業振興課（UMATA） 

場 所 スサ市教会前広場 

面談者 Mr. Eduardo Rocha Ramírez（スサ市長）、Mr.Juan Juneque（UMATA 職員）ほ

か 2 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー1 名、Ms. Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子

（評価分析コンサルタント） 

 

 （事前情報）スサでは、プロジェクト開始当初は「インタラクティブな農業公園－ローカルコミ

ュニティ観光－」というアイデアがイニシアチブとして選定されていた。しかし、そのイニシア

チブは一家族のみによって進められており、コミュニティ住民からの強い反発が起こってい

た。その後、2014 年 10 月にスサでコミュニティ住民を対象に、アクションプラン策定のため

のワークショップがプロジェクトによって実施された。これをきっかけにスサのイニシアチブは

少しずつ変化・展開をみせ、現在は、以前市の農業局の契約職員（獣医）だったアンヘリカ・

ロメロが中心になって進めてきた、クリーン・プロダクト（自然農法で栽培された野菜や乳製

品など）の販売活動が、OVOP 活動として活発になってきている。なお、アンヘリカは自分た

ちの活動に「Fundación Susa Vive」という名前を付けて活動している（Fundación と謳って

いるが、事業体ではないとのこと）。 

 2016 年 1 月に就任した現在の市長は、OVOP へのコミットメントや、アンヘリカらの活動へ

協力する姿勢である（クリーンプロダクト販売に必要なテントの購入など）（補足：しかし、実

際のところどの程度のコミットメントがあるかは未知であり、プロジェクトメンバーによれば市

長・市役所のコミットメントは高くないとのこと。ただし少なくとも、アンヘリカらの活動への妨

害や激しい対立関係はない模様）。 

 市の農業局では近隣の市町村（シミハカ市など）と協力して、有機農法・自然農法による農

産物（クリーンプロダクト）の栽培を進めていきたいと考えている。近隣住民はスーパーマー

ケットでの購入に慣れてしまっているが、有機・自然農法で作られた野菜のメリット（味、安

全性など）を実感してもらうために、まずは商品を知ってもらうところから始めたい。そのため
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に、ボゴタへのメインロードに近いという立地を生かして、週末市を開いたり既存のインフラ

（トイレ休憩所のような施設）を有効活用することを検討中である。 

 このほか、農業農村開発省（Min.Ag.）との協力事業による、「オーガニック・プロジェクト」と

いう有機・自然農法に関するプロジェクトの実施を予定している（同プロジェクトでは、50 農

家を連携させ、野菜のほかクリーンな環境で育てたニワトリや食用ウサギなど扱う。9 月開

始予定） 

 市の一番の目的は、コミュニティ全体の生活向上・収入向上である。そのための有機・自然

農法に関する市の取り組みは、アンヘリカらの活動とめざす方向は同じであるため、互いに

協力できるところは協力していきたいとのこと。 

 スサ住民の8～9割は農業に従事しており、クリーンプロダクトを生産しているが、古くて新し

い課題は、どのように市場へのアクセスをもち、流通させるかである。 

 より多くの住民を有機・自然農法に巻き込むために、現在 SENA などと協力して研修を実施

したり、ラジオで広報を行ったりしている。今後は市のホームページに OVOP 運動を掲載し

たり、広報用パンフレットの作成も検討中。 

 SENA と共同で行う研修メニューは、基本的にコミュニティ住民からニーズを拾い上げ、その

内容に基づくメニュー設計がされている。住民のニーズ収集のため、農業局の職員が一軒

一軒の農家を訪問し、ヒアリングを行っている。 

 現在の課題として以下が挙げられる。農家は農薬を使用する従来の農法の方が自然農法

より手間がかからないため、自然農法によるクリーンプロダクトの広がりに時間がかかる。

そのため、自然農法のメリットを地道に説明することが必要である。また販路の開拓・拡張

を行わないと（実際に売れないと）、農家のモチベーションは上がらないため、販路・販売先

の開拓も同時並行で行う必要がある。さらに、スーパーマーケット商品との競合に関して、ど

のように差別化を図るかも重要である。 

 

 

 

 

インタビュー記録 14 

日 時 2016 年 8 月 14 日（日）13:00-14:00 

面談先 Fundación Susa Vive 

場 所 スサ市教会前広場・クリーンプロダクト販売所横 

面談者 Ms. Angélica Romero（Fundación Susa Vive 代表）ほか販売員 3 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー1 名、Ms. Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子

（評価分析コンサルタント） 

 

 スサの人口は約 7,000 人強。そのほとんどが酪農または農業に従事している。 

 アンヘリカ氏はスサのクリーンプロダクト販売グループのリーダー的存在である。OVOP に

ついて初めて知ったのは、スサで JICA ボランティアが活動し始めたころである。当時は市

の農業局の契約職員として働いており、当初は OVOP についてあまり深く理解していなか
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った。OVOP により関心をもつようになったきっかけは、スサで実施されたアクションプラン

策定のためのワークショップである。同ワークショップでは、コミュニティに既にある地域資源

や住民のアイデンティティについて住民皆が意見を交え、スサには汚染されていない水資

源があることがコミュニティの誇りだという認識が住民間に芽生えた。それまで気づかなかっ

た貴重な地域資源に気づけたことは現在の活動に直結している。 

 「クリーンプロダクト」は、汚染されていない水を使って自然農法で栽培された（農薬を使って

いない）野菜や乳製品の総称である。アンヘリカ自身は、本業は獣医だが、OVOP の理念

に強く共感し、コミュニティ全体の発展に貢献したいという気持ちが強い。そのため、クリー

ンプロダクトの生産者（農家、酪農家）から製品を集めて取りまとめ、自身は販売の役割を

担っている。 

 教会前広場で販売を始めたのは2016年2月から。毎週日曜日のミサの時間に合わせて販

売している。当初は協力農家が少なく、商品ラインアップが乏しかったり、クリーンプロダクト

が認知されていないなど、順調な出だしではなかった。一方でクリーンプロダクトの野菜はス

ーパーのものと比べると非常に味が濃く、新鮮、かつ農薬を使わないため安全で日持ちが

する。以前は野菜が中心だったが、最近はヨーグルトや焼き菓子などクリーンプロダクトを

使用した加工品の出品も増えている。こうした商品の特徴を気に入ってリピーターとなる顧

客が少しずつ増え、今は、ミサのあとに必ず立ち寄ってくれる顧客も増えてきた。 

 現時点で商品を直接提供してくれる農家は 30 軒程度、間接的に提供（知り合いを通じて等）

してくれるのは 15～20 軒程度である。農家の多くは、収穫した商品のなかから一定量を

Fundación Susa Vive に提供し、残りはボゴタの市場に販売している。アンヘリカ氏によれ

ば、スサでの販売の際に「クリーンプロダクト」という枕詞がつくことで、顧客側の商品への信

頼感が生まれるだけでなく、農家側もそれを誇りに思う気持ちが高まるのではないか。 

 販売は 5 名体制で行っている。最初はアンヘリカとその姉で始めたが、人手がいるようにな

って、個人的なつながりでスサの住民 2 名に声をかけた。もう 1 名は隣のシミハカ市の住民

で先月から手伝うようになった。今後2名程度を増員し、販売を拡大したい。5名でそれぞれ

役割分担があり、アンヘリカ氏は協力農家からの商品調達、全体取りまとめ、会計を行うリ

ーダー的存在である。アンヘリカ氏の姉はサブリーダー的存在で、アンヘリカ氏を全面的に

バックアップする役割。ほかの 3 名は販売役であると当時に自身の商品（農産物、アレパな

ど）も出品する。アンヘリカ氏によれば、それぞれが役割を担うことで、互いにモチベーション

を高めることができ、また、互いの協力を通して信頼感が強まっているとのこと。 

 クリーンプロダクトのことは、スサ住民の多くに認知されていると考えている。当初は、スサ

でのOVOPイニシアチブに関する複雑な経緯があったため、住民の多くがOVOPの名前を

冠した活動をあまりよく思わない風潮があった。アンヘリカ氏自身も積極的にOVOPの名称

を前面に出さないようにし、実際の活動・行動で示そうと心掛けた。しだいに住民の間でアン

ヘリカ氏の活動を認めてくれる人たちが現れ、現在は、教会の神父も広報役を買って出るな

ど、応援してくれる人の存在が彼女らの原動力になっている。クリーンプロダクトのことを知

って、「自分も商品を売りたい」と声をかけられることも増えてきて、SENA への研修参加を

進めたり、協力農家として連携を始めている。他市から問い合わせが来ることもある。 

 アンヘリカ氏がクリーンプロダクト販売を行う一番の動機は、OVOP の理念に基づいて、コミ

ュニティ全体の発展のために貢献したい、そのために自分ができることから始めているとい
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う点につきる。本業は獣医で複数の契約業務もあるが、それとは別で、OVOP 活動の成果

を出したいという強い熱意をもち、販売活動による利益は一切受け取らず、すべて協力農家

に還元している。今年本邦研修に参加したことで、自分が果たす責任をより一層強く意識し

ている。 

 今後はクリーンプロダクトのことを、まずはスサ住民にもっと知ってもらい、協力者を増やし

たい。すべての人にオープンで、参加したい人は誰でも参加できる。また、今は教会前での

販売のみだが、幹線道路の近くに位置するというスサの地理的利点を生かして、販売量の

アップをめざしたい。また、クリーンプロダクトの価値の周知を広げるために「クリーン」であ

ることのメリットや概念を顧客にもっと知ってもらう努力も必要。 

 将来的にはより多くの住民参加を実現したいが、今は一歩一歩着実に歩むことを優先して

いる。OVOP 活動は即効性があるものではなく、地道な活動が必要。OVOP のことを知らな

い人には、機会があるたびに説明したり、クリーンプロダクトの事例や経験を共有するように

している。コミュニティ発展のためにずっとこの活動を続けるつもりである。 

 アンヘリカ氏以外の販売員の、販売活動参加を通じた具体的な変化の一例は次のとおりで

ある。①販売経験は皆無だが商品を通じて顧客とコミュニケーションできることが単純に楽

しい・嬉しい、②自分の商品が売れ、顧客の反応を間近で感じられることで、向上心や満足

感を得られる、③以前より自分の商品が売れ収入がアップしたことが嬉しい、④役割を任さ

れ、仲間と助け合って販売活動を行うことで、互いの信頼感・誇りにつながっている、等。 

 

 

 

 

インタビュー記録 15 

日 時 2016 年 8 月 16 日（火）8:30-10:00 

面談先 国家職業訓練庁・ボゴタ本部 （SENA Central） 

場 所 SENA ボゴタ本部内会議室 

面談者 Mr. Miguel Angel Cardenas（研修策定部コーディネーター）、 Ms. Diana Mora

（研修策定部コーディネーター）、ほか 2 名 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、ローカルコーディネーター1 名、Ms.Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサル

タント） 

 

 プロジェクトの目標は、OVOP の理念を活用して地域開発を促進するという意味で、地方や

地域社会に対して大きなインパクトを与え得ると考えられる。また、地域のなかだけにいて

は気づかない地域資源を、外からの介入によって発見し、地域の宝としていくことができると

いう点で、コロンビアの地域のニーズに合致している。地域・住民の宝を軸に住民の生活向

上のモチベーションが高まるのであれば、コミュニティ住民の調和・安定にもつながる。 

 地方の SENA は、コミュニティと直接的なつながりが強く、コミュニティとの連携・参加促進を

しやすい。イニシアチブのなかには OVOP 推進のための SENA 地方委員会が設置されて

いるところもある。特にフィランディア（キンディオ県）とビジャビエハ（ウイラ県）の活動が活
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発である。 

 SENA の中央・地方の役割分担は以下のとおり。 

中央：戦略・方針策定、研修内容の企画・管理・運営など 

地方：コミュニティニーズに沿ったメニュー検討、地元インストラクターの雇用など。 

 研修実施に係る地方・中央間の手続きは以下のとおり。地方部の研修メニューは、基本的

に地方SENAがコミュニティのニーズを組み上げて、県レベルSENAを通じて中央に要請を

上げる。この際、直接中央に上げ中央は類似の研修が既にある場合はそのコンテンツ提供

し、必要に応じてインストラクターの派遣も行う（SENA モンポックス校のインタビュー時には、

地方 SENA は独自コースの策定も可能であり、地方 SENA がインストラクター契約も行うと

の話であった。中央と地方で話している内容が異なるが、中央のインタビュー対象者が市・

県・中央の間での研修コーディネーション方法について詳細を知らない可能性もある） 

 地方SENAの動向や活動は、報告書やメールでの連絡等で、中央でもおおむね把握してい

る。その代り、中央 SENA が地方 SENA を訪問する機会は多くない。 

 OVOP 関連の活動としては、SENA のもつノウハウを生かしてイニシアチブに対する各種の

研修を実施してきた。今後イニシアチブ支援の視点を強化し、より現場ニーズに合った研修

内容・方法の検討を、地方 SENA との連携を強めながら実行に移していきたい。 

 SENA の役割を生かして OVOP 支援を継続するには、組織の方針変更や幹部交代に左右

されない支援のしくみが必要。つまり、組織の方針の下に OVOP 支援が追加的に入るとい

う構造ではなく、組織の方針・方策自体に OVOP の理念が組み込まれて一体化できなけれ

ば継続性は担保できないのではないか。 

 OVOP 継続には、他機関との連携・協力が不可欠である。連携・協力があれば、コミュニテ

ィのニーズにより広く対応できると考える。コロンビアは地域の社会・文化・経済的な多様性

があり、各地域のニーズに丁寧に対応することが重要。SENA として研修内容・手法の工

夫・改善も必要である。 

 複数のイニシアチブで発現しかかっている好事例（フィランディア、ラ・チャンバなど）から得

られるエッセンスを生かして、SENA の組織の方針・方策に取り入れたい（ラ・チャンバで 9

月に調査・分析を行う予定？） 

 今後の課題は、①イニシアチブで一通り技術研修を実施したものの、マーケティング分野の

強化が必要なため、技術研修とマーケティング研修（売上、コスト、利益、顧客サービス等）

をローテーションで実施することを検討中 ②SENA 内での人材育成（帰国研修員など日本

からの技術移転が個人にとどまり組織内で広がりにくい） ③地方 SENA の OVOP イニシ

アチブへの理解・協力体制の強化、地方レベルでの他組織との連携。 
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インタビュー記録 16 

日 時 2016 年 8 月 16 日（火）14:00-15:10 

面談先 社会繁栄庁（Prosperidad y Social：PS） 

場 所 PS 内会議室 

面談者 Mr.Feinando Maritínez Cure（プロダクトインクルージョン局長）、Mr.Víctor 

Fernández Carrillo（プロダクトインクルージョン局、連携アドバイザー） 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、ローカルコーディネーター1 名、Ms.Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサル

タント） 

 

〔PS は以前の社会繁栄庁（Departamento de Prosperidad Social：DPS）が 2015 年 12 月に他

組織と統合し、PS に名称を変更した。しかし、組織としての位置づけや役割に変更はないため、

日本語訳は引き続き「社会繁栄庁」を用いる〕 

 プロジェクトを通じた技術移転の方法については、組織内部の問題から、技術移転が効果

的に実施されていない。その問題とは、人の異動・退職が多く、帰国研修員や担当者など

OVOP の知見をある程度得た人材が不在になってしまうことである。後任者はまた一から

OVOP を理解しなければならず、組織にノウハウが蓄積しない。異動がなくても、多忙な

日々のなかで同僚や上司に知見の共有を図ることができない。また、組織の規模に比べて

業務量が膨大なため、職員の皆が非常に多忙であり、一人がプロジェクトを何件も担当せ

ざるを得ない。結果的に各プロジェクトの運営に支障が出ることも多く、去年は中止になった

プロジェクトが何件もあった。 

 PS では「Mi Negocio」（私のビジネス）と呼ばれる起業支援プロジェクトを実施している。全

国の大都市及び中規模都市（21 県 81 市）の 2 万 5,000 人を対象とした、起業支援プロジェ

クトである。OVOP イニシアチブのトゥチンとモンポックスも含まれている。ADC も協力機関

として関与しており、上記 2 市の生産者に対する原材料の供与を行う。 

 ADC とは「Mi Negocio」以外でも連携を進めている。例えば、PS のプロジェクト実施に際し、

活動のコンポーネントのひとつとして ADC の既存のプログラムを埋め込み、プロジェクト開

始後にスムーズな関与ができるよう組み立てている。サイト選定に ADC も参加してもらって

いる。他機関との連携は組織力や調整コストの面で難しさを伴うが、できるところから着手し

ている。この意味で、OVOP の活動を PS の既存のプログラム、プロジェクトの活動の一部と

して取り入れることは可能かもしれない。 

 OVOP プロジェクトの活動を進めることはできていないが、これは JICA のプロジェクトに限

ったことではなく、PS が他ドナーと実施する事業でも同様のことが起きている。場当たり的

な対応になり、プロジェクトへの効果的な関与ができない。職員の不足に加え、チームワー

クや職員間の情報共有が圧倒的に不足しているのが、最大の理由である。したがって、

OVOP プロジェクトに積極的な関与は難しいものの、OVOP 活動のうち、PS の既存事業と

クロスできる部分を実施していくしかない。 

 組織内の情報共有を進めるため、文書化を進めている。職員個人がもっている知見・経験

を部全体や組織全体で共有し、活用できる仕組みをつくることが目的である。具体的には、

プロジェクトの担当者が交代しても、後任者がプロジェクト内容を理解し、積極的かつスムー

－ 131 －



ズな関与ができるよう、プロジェクト開始から終了までを文書として残すことが求められる。 

 プロジェクト自体の実施の仕方も改善すべき点がある。例えば、以前はプロジェクト実施の

ための方針・方向性はあったが、詳細なプロジェクト計画は立てられていなかった。そのた

め、場当たり的な活動も多く、効果的・効率的な運営が困難だった。こうした状況を改善する

ためにも、プロジェクト計画・実施の方法論などについても文書化しなければならない。 

 他機関との連携の重要性を理解してはいるが、現実問題として非常に難しい。ADC との調

整だけでも困難なため、複数機関間での連携が必要なOVOPプロジェクトではなおさらであ

る。一方で、コロンビア全県に PS の支所があり、地方プロジェクトの実施・運営において、

県・市など行政機関との協力は行われている。役割分担の明確化や互いの協力体制がうま

く構築できれば、地方レベルの他機関連携は十分あり得る。 

 

 

 

 

インタビュー記録 17 

日 時 2016 年 8 月 16 日（火）10:30-11:45 

面談先 商工業観光省（MINCIT）－FONTUR 

場 所 MINCIT－FONTUR 内会議室 

面談者 Mr.Cristian Gonzalez（MINCIT 国際協力担当）、  Ms.Ángela Montenegro

（FONTUR）ほか 2 名 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、ローカルコーディネーター1 名、Ms.Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサル

タント） 

 

（プロジェクトチームからの事前情報） 

MINCIT はプロジェクト開始時からコミットメントが低く、消極的な関与にとどまっている。人の

交代も頻繁にあり、直近約 1 年間だけでも担当部長及びプロジェクト担当者が 2～3 回交代して

いる。部長交代のたびに青木チーフがプロジェクトを一から説明するが、なかにはアポイントすら

取れずに交代になった部長もおり、組織としてのプロジェクトへの関与・関心は非常に薄い。 

 

 プロジェクトによる技術移転方法については、正直よく理解していない。プロジェクトがコミュ

ニティに対してどのような技術支援を行っているのかは、これからよくみなければならないポ

イントである。逆に、プロジェクトとしてこれまで実施した活動や投入について教えてほしい。 

 FONTUR は全国各地で観光振興に関するプロジェクトを実施しているが、県や市からプロ

ジェクト計画が提出されない限り、FONTUR としては何も動きが取れない。 

 OVOP のイニシアチブに特化した支援は行っていないが、プロジェクト活動のなかで

FONTUR が関与できるものがあるならば検討の余地はある。その場合でも、イニシアチブ

だけを対象とするのではなく、隣接する市町村をまとめて全体支援することしかできない。 

 プロジェクトが各イニシアチブで実施したベースライン調査などの統計・資料があれば、ぜひ

共有してほしい。 

－ 132 －



 FONTUR は複数の県レベル支所を設置し、FONTUR のプログラムを実施する出先機関と

して位置づけられている。そのプログラムの対象地にイニシアチブが入っている場合は、イ

ニシアチブを含む複数市を対象として、プログラムを実施することもある。しかし、基本的に

は自分たちのプログラム枠組み内でできることのみを実施するという姿勢である。 

 

 

 

 

インタビュー記録 18 

日 時 2016 年 8 月 16 日（火）15:40-16:30 

面談先 農業農村開発省（Min.Ag.） 

場 所 農業農村開発省内会議室 

面談者 Ms.Maria Aguilera Ospina 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、ローカルコーディネーター1 名、Ms.Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサル

タント） 

 

（プロジェクトチームからの事前情報） 

農業農村開発省（Min.Ag.）も MINCIT と同様、プロジェクトに対するコミットメントが低い状態が

続いている。定期開催される OVOP 中央委員会に担当者 1 名（面談者）が出席するのみで、現

在まで、Min.Ag.としてプロジェクト関連の具体的活動は行われていない。 

 

 プロジェクトによる技術移転については、長期・短期ともに日本人専門家は OVOP の理念を

C/P 機関に伝える努力をしていると思う。ただ、Min.Ag.に直接日本人専門家が派遣されて

いるわけではないので、専門家派遣、研修実施などの正しい評価は困難。 

 プロジェクトと平和構築の関連については、コロンビアは地域ごとの社会的・文化的多様性

があり、地域の現状・ニーズに沿ったプロジェクト展開が行われれば、コミュニティの結束に

貢献できるのではないか。収入源の創出、コミュニティの持続を促進するという意味でも意

義はある。 

 OVOP プロジェクトをはじめ事業を行う際に他機関連携が必要というのは理解しているが、

Min.Ag.では現在、内部の組織変更の最中のため、組織内のことで手一杯である。 

 Min.Ag.が実施中のメインプロジェクトのひとつは、「Alianza Productiva」（生産提携）と呼ば

れる世銀との共同プロジェクトである。これは、地方の生産者団体（及び製品）と企業との間

でニーズのマッチングを行い、契約に結び付けることを目的としたものである。例えば、ある

地方の酪農生産者が生乳の販売先確保の課題を抱えている場合、酪農生産者団体が県

庁にプロジェクト申請を行う。県庁は県内から寄せられた申請案件のなかから、Min.Ag.に

申請する案件を選考する（第一選考）。県庁の選考を経て Min.Ag.に申請された案件は、さ

らに省内で選考にかけられる（第二選考）。第二選考を通過した酪農生産者団体は、

Min.Ag.から契約交渉相手となる乳製品企業の紹介を受ける。その後、酪農生産者団体と

乳製品企業の間で、生乳売買の契約交渉が行われ、交渉が妥結すれば、両者の間で売買
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契約が交わされることとなる。（このプロジェクトを実施する OVOP イニシアチブの有無を聞

いたところ、現時点ではなしとのこと。ただ、スサに隣接するシミハカ市が選考を通過し、今

後シミハカ市を含む 3 市を対象にプロジェクトが実施される予定（対象産品は確認できず）。 

 

 

 

 

インタビュー記録 19 

日 時 2016 年 8 月 17 日（水）9:00-10:00 

面談先 ウイラ県庁 生産性・競争力推進局、文化観光推進局 

場 所 ウイラ県庁 生産性・競争力推進局長室 

面談者 Mr. Juan Sebastián Gutiérrez（生産性・競争力推進局長）、Ms.Luz Stella 

Cárdenas Calderón（文化観光推進局担当者）ほか 2 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー2 名、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評

価分析コンサルタント） 

 

 ウイラ県庁、生産性・競争力推進局は 2012 年から県庁内の全部局と合同委員会を運営・

取りまとめを行い、互いの部署間の連携・協力を進めている。県庁内だけでなく、県内市町

との連携も重要視しており、ビジャビエハ市長とも非常に良好な協力体制ができつつある。 

 県内の主要な観光地は、①タタコア砂漠（ビジャビエハ）、②サン・アグスティン（遺跡。世界

遺産）である。県庁は観光振興に非常に積極的に取り組んでおり、この二大観光地の強化

（インフラ、サービス、ビジネスなど多分野）を通じて観光客を国内外から呼び込み、県全体

の発展をめざしている。必要な予算も確保されている。 

 ビジャビエハの観光強化のため、以下の支援事業を行っている。①FONTUR との協力の下、

観光プロダクト強化の取り組み（予算の 80%県負担、20%FONTUR 負担）、②観光情報の

収集・整理・提供、ガイド育成 ③Findeter（持続的インフラ開発のための公的金融機関）の

支援プログラム利用による、観光分野の企業・財団などへの支援・協力（サービスの質向上

への支援など）、④県内外の大学との連携、など。 

 上記②のガイド育成については、教育省・SENA との協力の下、観光ガイド育成コースを実

施している。同コースはコロンビア全土を対象としたガイド育成が目的で、期間は 2 年半。、

ガイドに必要な知見や英語の習得を提供している。同コース修了後には正式な観光ガイド

として SENA が「観光ガイド証」を付与する。なお、ビジャビエハには同コースを修了した正

式な観光ガイドはおらず、観光オペレーターと呼ばれる非公式なガイドがいる。このほか、

観光オペレーターのユニフォーム統一、観光客アテンドサービスの質の向上も実施中。 

 ビジャビエハの市長の OVOP 及び観光振興へのコミットメントは非常に高い。ただし、今後

市長が交代しても継続的に観光振興を推進できるよう、市内の他の組織を巻き込むことが

必要になる。 

 県庁が現在把握しているタタコア砂漠での観光上の問題は、観光客のマナーである。大量

のゴミの放置、大型スピーカーを持ち込み夜間に大音量で鳴らす、テントを放置するなど、
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砂漠の環境を著しく悪化させる行為が発生している（主に県内外からのコロンビア人観光

客）。これ以外には、観光オペレーターの不足、質のコントロールも課題。 

 広大なタタコア砂漠のうち約 2 割の 350ha が市の所有物である。残りの 8 割には居住者が

おり、私有地である（現時点では大企業や多国籍企業の所有地はない。数年前にコロンビ

ア大手観光会社 Aviatur が買収する話が上がっていたが立ち消え）。 

 タタコア砂漠を訪れる観光客は、イベント開催時には 2,000 人程度。不特定多数の人が訪

れるが、観光警察の数が足りないため警察へ強化の依頼を検討中。 

 ビジャビエハの観光振興のための県の役割は観光振興のための方針策定、企画、組織間

連携・強化、市との協力体制強化、研修、異なるセクター間の連携促進、プロモーションなど

だと認識している。 

 

 

 

 

インタビュー記録 20 

日 時 2016 年 8 月 17 日（水）11:00-12:00 

面談先 SENA ウイラ県支局 

場 所 ウイラ県庁 生産性・競争力推進局長室 

面談者 Mr. Fermin Beltran Barragan（SENA ウイラ校副校長）ほか 1 名  

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー2 名、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評

価分析コンサルタント） 

 

 SENA の事業は職業訓練・研修であるため、OVOP の理念との親和性が非常に高く、事業

の一部として OVOP の商品・サービスに関連する研修を実施しやすい。 

 ビジャビエハ市長、ウイラ県知事が今年就任し、地域振興に高いコミットメントがあるため、

SENA としても連携・協力体制の構築や、具体的な事業実施にあたって合意形成がしやす

い。 

 県の貴重な観光資源であるタタコア砂漠に関連して、以下の新たな取り組みを行っている。

タタコア砂漠の存在について知らない子ども・若者が多いため、彼らの身近にある地域資源

への認知や、地域の宝に対する誇りを創出するため、教育機関と連携して、OVOP の理念

や活動紹介を行っている。将来的にはもう少し高い年齢層にも広げ、地元の観光業への関

心を高め、観光に従事したいと思う人が出てくることをめざしたい。 

 観光分野では特産料理、ホテル、お土産品、顧客サービスなど多岐にわたる取り組みが必

要。なかでも、観光地（ビジャビエハ、タタコア砂漠）の地元住民が自分らの観光資源の価値

に気づき、住民全体で観光を盛り上げられるようモチベーションアップが重要。 

 SENA が実施する観光ガイド育成コースは定員 50 人（通信教育）だが、そのうちウイラ県の

優先枠が設けられている。また、受講資格は高卒以上であれば学齢は問わないが、実際に

は高卒者を優遇している。 

 ビジャビエハでも若者の町離れが進んでいる。観光を中心に町の産業を活性化し、若者が
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町に残れるような努力が必要。そのために SENA では若年層の起業研修や資金協力（返

済不要）を行っている。 

 SENA の OVOP への関与は 2010 年から。このころにビジャビエハの観光スローガン「Una 

Ventana Hacia el Universo」（宇宙への窓）がつくられた。当時の市長や知事は OVOP 推

進に協力的だったが、その後市長・知事が変わるたびに、SENA から OVOP について一か

ら説明をしなければならなかった。前市長・前知事の際は停滞したが、今年就任した新しい

市長・知事は非常に意欲的なので、これを機に OVOP を大きく前進させたい。 

 SENA ではコミュニティのニーズに合う内容・方法で研修を行うことに努めている。例えば、

受講者にネイバの SENA まで来てもらうのではなく、インストラクターがビジャビエハに出向

いて研修を行うなどである（ラ・チャンバなどでもこのようなケースがある）。通常の SENA の

研修は全受講時間が長く、忙しいコミュニティ住民のニーズに合わない（1～2 時間の単発コ

ースの方が学びやすく実用的）。そのため、SENA と市長・コミュニティが相談し、イベント開

催など人がビジャビエハに集まる機会を利用して研修を行うなどの工夫を行っている。 

研修の具体例は以下のとおり。ビジャビエハ近郊の村では、まだ床や庭で薪を使って料理

をしており、腰や膝への負担、環境への影響がある。そこで SENA はエコロジーかまど

（Horno Ecologico）の研修を実施した。かがんで作業する必要がなく、少ない薪で調理可

能になるため、研修後に早速エコロジーかまどを取り入れた家庭もある。 

インストラクターがコミュニティに何度も足を運ぶことで得られた研修効果以上の収穫は、

SENA とコミュニティとの関係性が非常に良くなり、互いの信頼関係が築かれた点である。

信頼関係が基礎にあれば、研修に継続的な実施・参加につなげられる。地域開発にはコミ

ュニティ住民といかに信頼関係を築くかが最重要なポイントである。 

 地域の観光開発には、行政側とコミュニティ住民との信頼関係のほかに、地域の発展は自

分たちが担うのだ（外からではなく中から変える）という意識醸成も不可欠。 

 現時点では、ビジャビエハのリーダーとコミュニティ住民との間に大きな衝突はみられない。 

 

 

 

インタビュー記録 21 

日 時 2016 年 8 月 17 日（水）15:30-16:30 

面談先 ビジャビエハ市役所 

場 所 ビジャビエハ市長執務室 

面談者 Mr.Yordan Aris Pacheco Toncon（市長） ほか 3 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー2 名、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評

価分析コンサルタント） 

 

 市長は前市長（帰国研修員）の引継ぎ資料などを通じて初めて OVOP を知った。前市長は

OVOP に積極的に取り組んでいなかったが、今の市長は、市の観光業を活性化して、観光

収入を住民に還元すべきという意欲が高い。 

 そのために、タタコア砂漠の市の所有物の天文台を、市としても正当に管理し始めた。以前
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は個人ガイド（帰国研修）が天文台を私物化し、天文台入場料は個人の収入とし、また、天

文台横の建物に家族と住み込むという状況だった。つまり、市の観光収入になるべきもの

が、個人の利益にとどまっていた。そこで市はこの状況を変え、現在は市が所有・運営する

天文台として、市が天文台ガイドを雇って配置している。 

 ビジャビエハを訪れる観光客は年間 15 万人程度。特に週末やイベント開催時には観光客

が著しく増える。例えば 8 月 12 日～15 日にタタコア天体フェスティバルが開催され、4 日間

で少なく見積もって約 1 万 5,000 人が来訪した。年数回、さまざまなイベントを企画中で、継

続的に毎年開催することが目標。 

 一方で、大量の観光客の受入体制が追い付いていないという課題に直面している。駐車場

の不足、ホテルは満室で宿泊に困る旅行者もおり、喫緊に対応しなければならない。また、

（県庁でも話が出たが）観光客によるごみ問題、騒音等による砂漠内の住民への悪影響、

砂漠の環境破壊なども今すぐ手を打たないと手遅れになる可能性がある。 

 前市長の時代には、市が開催するイベントに出店・出品できる人が市側で限定され、ホテ

ル・レストランなどを営む住民の参加の自由がなかった。今の市長になり、そうした制限は

全くなく、「参加したい人は誰でも参加できる」体制になった。 

 現在の天文台運営による市の収入は、ガイド付き天文台入場料の 3,000 万ペソ/月〔約 1 万

USD。1 万ペソ/人（約 3USD）〕である。サン・アグスティンの場合は世界遺産なので、ガイド

説明料のほかに国立公園入場料なども徴収できる。タタコアでも砂漠エリア入場料を徴収

できれば市の収入が増え、維持費の捻出や新たな投資も可能になる。 

 将来的にはビジャビエハを国内外で有名な観光地に発展させ、住民の生活向上につなげる

ことが最大の目標。そのために今は、観光客を受け入れる体制づくり、多業種の能力強化

という内部の強化とともに、外部に向けたプロモーション活動（TV、ラジオ、新聞、SNS な

ど）、県との連携を積極的に行っている。 

 

 

 

インタビュー記録 22 

日 時 2016 年 8 月 17 日（水）16:30-18:00 

面談先 ビジャビエハ観光グループ 

場 所 市内ホテル集会スペース 

面談者 Mr. Jose Antonio Torrejano Sandoval（リーダー）、Mr.Moises Cleves（リーダー）

他グループメンバー約 25 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、Ms. Eliana Cruz（ロー

カルコーディネーター）、Ms.Maria Alejandra Useche Bayona（ローカルコーディ

ネーター）、Mr. Julian Muñoz（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子

（評価分析コンサルタント） 

 

ミーティング参加者はリーダー2 名を含む 25 名程度。リーダーの一人 Sr.Jose（ホセ氏）はビジ

ャビエハ生まれだが、長年カリ市にて旅行代理店に勤務したあと、去年ビジャビエハに戻り、現

在は旅行代理店兼お土産屋を経営している。 
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調査団からのヒアリングに先立ち、ホセ氏から挨拶があり、続いて参加者一人ひとりによる自

身のビジネスの紹介が行われた。ホテル経営、運送業（タクシー、バイク等）、レストラン経営、民

芸品制作など、各自の事業について、一人ひとり簡易な資料や現物を持参してプレゼンテーショ

ンを行った（約 1 時間）。 

参加者の内訳は、ホテル経営 10 名、飲食関係 4 名、ガイド業・代理店 4 名、運送 3 名、民芸

品制作 2 名。 

その後、参加者に対するインタビューを実施した（約30分）。参加者が多く、また時間的な制約

から、質問は 2～3 のみ行った。 

 OVOP 活動に参加した理由は、自分のビジネスを活性化し収入を向上させたいといった経

済的なものから、若者が町に残るように町全体で雇用をつくり出したい、観光業全体を盛り

上げたいという地域全体の発展までさまざまである。 

 活動の参加前後での変化としては、①町にある資源の発見（前からあったが気づけなかっ

たものに気づけた）、②自分のアイデンティティを発見し強固なものになった、③メンバーと

の友情・信頼感が強くなった、④物事に対してポジティブになった、⑤皆で協力することで連

帯感が生まれた、などの意見が出された。 

 観光グループには誰でも参加できる。参加の条件は設けていない。現在の参加メンバーが

新たなメンバーを招待したり、プロジェクトが作成したパンフレットを通じて問い合わせされる

ことも多々ある。 

 観光グループの活動に刺激を受け、町のごみ問題（空き缶、空きビン）をビジネスで解決し

ようと、資源回収業を立ち上げようとしている若者が出てきた。自分たちの問題は自分たち

で解決する視点や、自分たちで雇用を生み出そうとするポジティブな流れが生まれつつある

と感じている。 

 他市の取り組みから新しい視点を学び、自分たちの活動に取り入れていきたい（補足：プロ

ジェクト側からキンディオのイニシアチブとの交流勉強会が提案された。また、ビジャビエハ

では、タタコア砂漠住民と市街地住民との間で「Fun Trip」という交流勉強会が実施された。

相互訪問を通じて、市街地にある観光資源（市街地住民は気づいていない資源）をタタコア

住民の視点で発掘し、その逆も行った。これにより、自分の町・村の「普通のもの」が実は価

値があることに気づき、互いの理解も深まった。加えて、「タタコアに行けばこんなものがあ

るよ」とガイドが観光客に説明できるようになったなど、市街地とタタコア砂漠との心理的距

離感が縮まった。 

 

（所 感） 

以下は、グループメンバーのプレゼンテーションを、住民参加の視点から観察した、当コンサ

ルタントの所感である。 

 プロジェクトメンバー及び当コンサルタントが集会場に入った瞬間に、参加者のポジティブな

雰囲気、互いを尊重し、かつ調和を大事にするという雰囲気が強く感じられた。ミーティング

の初めから最後まで、参加者同士で冗談を言い合ったり、笑いが起こったり、なかには「静

かに」と良い意味で仕切る人がいたりと、非常に良い空気感があった（ミーティング後に、同

席したプロジェクトローカルコーディネーター2 名及び羽田専門家と協議したところ、訪問の
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たびにグループの雰囲気が良くなっているとのこと） 

 ホセ氏が、ミーティング冒頭に参加者全員（同席した警察官 1 名を含む）に対してプレゼンを

依頼した点については、その場にいる参加者一人ひとりに「参加」の実感をもってもらうため、

また、「自分はこの場にいていいんだ」というポジティブな心理をもつためには、有効な方法

である。 

一般的に、人がたくさん集まる場では、話すことが好きな人・得意な人、または、その集団の

中での力関係などによって、発言する人が数人に限られてしまうことが多い。すなわち、残

りの参加者は黙って聞いているか、発言したくてもできない、したがって、「その場にいるだ

け」という状態が起こりがちである。 

この意味で、ホセ氏が「全員に」プレゼンの機会を「平等に」割り振っているのは、参加者の

「参加」意識、仲間意識、信頼感の構築には非常に有効な方法だと考えられる（なお、ホセ

氏は冒頭に、「一人1分で」と笑いを交えて発言しており、時間の平等配分にも気を配ってい

ると思われる）。 

 「自分のビジネスを誇りに思う」など「誇り」という言葉が参加者から何度か聞かれた。ラ・チ

ャンバのイニシアチブでも数人から同様の発言があったが、ビジャビエハのグループでは際

立っていた。 

 同様に、各人のプレゼン後には必ず拍手が起こるため、発表者は「嬉しい、楽しい」という気

持ちをもちやすい。人とのつながりを感じられると嬉しい、褒められるともっと頑張ろうという

感情は、やる気や向上心の芽生えには不可欠な要素である。同業者（ホテル経営者が多い）

であっても、ただの競争者として対立心を抱くというよりは、互いに競争しながらも協力すべ

きところは同業者として協力し、自分のビジネスはもちろん町全体の発展に力を合わせよう

という気概が伝わってきた。 

 グループメンバー同士の協力関係・信頼感醸成には、リーダー2 名の存在が大きな役割を

果たしている。リーダーにもさまざまなタイプがいるが、この 2 名は支配的・威圧的な態度は

全くなく、参加メンバーのやる気や発言を引き出すファシリテーターの素質が高い。主役はリ

ーダーではなく住民一人ひとりだということを直感的に理解しており、必要なときには参加者

を引っ張り、面倒な手続きは率先して自分らが担うなど、後方支援も行っている。 
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インタビュー記録 23 

日 時 2016 年 8 月 19 日（金）9:30-11:00 

面談先 フィケ生産者グループ（AFAS） 

場 所 市内ホスタル内公共スペース 

面談者 Mr. Mario Antonio Lopez（フィケ生産者）、Mr. Juan de Dioz（AFAS 副代表）、Mr. 

Carlos Mario Cardona（フィケ生産者）ほか 3 名 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー1名、倉岡由紀（JICAコロンビア・企画調査員）、Ms.Valeria Reinosa（JICAコロ

ンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサルタント） 

 

 カルロス氏（Mr. Carlos Mario Cardona）は、2012 年にフィケ製品が 12 イニシアチブに選定

されたときから、OVOP 運動にかかわっている。OVOP の考え方に共感し、サンビセンテで

の活動（フィケ生産者や、フィケ工芸品製作支援など）を進めてきたが、今年 1 月に新市長

が就任し、これまでの OVOP の動きにブレーキがかかっている。前市長は OVOP に非常に

積極的・協力的だったが、今の市長は OVOP に対するコミットメントが低く、市とは協力体制

がつくれていない（補足：このミーティングの参加者全員が現市長の政党を支持せず、こうし

た政治的理由から現市長へ対立姿勢を示している）。 

 フィケ生産者組合 AFAS は、1997 年に設立、当時の組合員は 120 名程度。しかし、現在

50 名弱に縮小している。AFAS 組合員を含む、サンビセンテ全体のフィケ生産者は 200 名

程度。 

 AFAS 副代表（現在 60～70 才）によれば、昔はフィケだけで生計が成り立っていたが、現在

は他の換金作物を作らないと十分な収入を得られないため、果物、ジャガイモなどを栽培し

ている。25 年前にはフィケ生産量 2,500 t だったが、安価な化学繊維との競争によって徐々

に衰退していった。また、生産者のなかには、2000 年代前半にゲリラやパラミリタリーに家

族を殺害された人もおり、フィケ生産の衰退が一層進んだ（副代表自身も IDP としてメデジ

ン市に避難。しかしメデジンでは生計を立てられず、しばらくしてサンビセンテに戻ったとのこ

と）。 

 フィケは、スペイン語でペンカと呼ばれる植物から採れる天然繊維のことである。採取され

た繊維は、メデジン市のエンパケ（Enpaque）という企業に販売されている。サンビセンテの

フィケ繊維は太く丈夫なため、コーヒー豆を保存する袋として利用されることもある。一方で、

サンビセンテの手工芸品生産者らは、フィケ繊維は手工芸品の原料としては不向きと考え

ているため、フィケ手工芸品の製作には、外部（サンタンデル県）から細目のフィケ繊維と化

学染料を購入してサンビセンテで加工を行っている。 

 フィケ繊維を採取する際に出るペンカの樹液は、天然殺虫液として利用されている。サンビ

センテではこの殺虫液をボトルに入れて商品化し、既に農業に利用している。今後この商品

を流通にのせて販売を進めたいが、それには国の衛生基準をクリアしなければならない。そ

して基準をクリアしたことを示す表示をボトルに貼付しなければならないが、資金不足から

着手できていない。そこで、農業農村開発省（Min.Ag.）と非営利団体 Biocomercio の共同

プロジェクトを利用して、資金獲得をめざしている。 

 現市長からフィケ生産者への支援は期待できないため、外からの何らかの支援を受けるた
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めの代替手段の検討が必要。 

 サンビセンテには大きく三つの女性グループが存在するが、そのうちの 1 グループ〔サンビ

センテ女性協会（Asociacion Municipal de Mujeres de San Viente）〕の活動を進める中心

的存在が、グロリア氏（Ms. Gloria）である。現在の会員は 60 名程度。グロリア氏も Min.Ag.

と Biocomercio の共同プロジェクトの支援を受け、フィケ繊維を使った、商品製作を進めて

いる（鍋敷きや果物入れなど家庭で使用するもの、アクセサリー、壁掛けなどの飾りなど）。 

 サンビセンテには、紛争による障がい者を含む約 700 人の障がい者がおり、Senderos de 

Vida という協会が設立されている。この障がい者のリハビリテーションを目的として、グロリ

ア氏の女性グループ活動（フィケ手工芸品製作）への参加を促している。 

 

 

 

インタビュー記録 24 

日 時 2016 年 8 月 19 日（金）14:00-15:00 

面談先 サンビセンテ市役所 

場 所 サンビセンテ市役所内会議室 

面談者 Ms.Blanca Mery Sanchez（女性・若年層支援部担当者）、Ms.Nora Castrillón

（コミュニティ開発コーディネーター）、Mr.Victor Julio Alzate（農業局担当者） 

訪問者 羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ開発・社会的包摂）、ローカルコーディネータ

ー1名、倉岡由紀（JICAコロンビア・企画調査員）、Ms.Valeria Reinosa（JICAコロ

ンビア・プログラムオフィサー）、奥田桐子（評価分析コンサルタント） 

 

サンビセンテ市の OVOP 運動は前市長が積極的に推進してきた。しかし、2016 年 1 月に現市

長が就任したことにより、現在市役所では OVOP 運動への関与の仕方を模索している段階にあ

る。OVOP 運動に関心はあるため、今般訪問では JICA 側から OVOP 運動やプロジェクト活動

に関するブリーフィング、意見交換を行った。 

 

 サンビセンテの人口は約 2 万人。うち 25％に当たる 5,000 人が直接的な紛争被害者である

（補足：情報源や統計数の確認が必要）。彼らへの支援として、アンティオキア県東部市町

村を対象とした UN のプログラムにより、心理的ケア活動を行っている。 

 前市長時代に進められてきた OVOP には、現市長も関心をもっているが、どこからどのよう

に着手したらよいかまだ分かっていない状況にある。農業局としては、フィケ生産には関心

が低く、他の農業産品を OVOP の主軸商品として取り入れていきたい。フィケの全体生産

量は決して多いとはいえず、フィケ生産やフィケ手工芸品だけを OVOP 商品とするのは、商

品多様化の観点からリスクが高い。そのため、小型果物（イチゴ、木イチゴ）やジャガイモ、ト

ウモロコシ、マメ、アボカドなどの農産物、特にそれら農村物の加工品の生産・販売を拡大し

ていきたいと考えている。現在は農産物を第一次産品として、未加工で市場に出しているに

とどまっているため、長期保存できる加工品を開発できれば、新たな市場へのアクセスを拡

大できるかもしれない。ただ、加工品をつくるには機材や工場をはじめ投資も大きいため、

簡単には着手できない。 
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 サンビセンテは、以前はイチゴ産地として有名だったが、衛生面の問題や農薬使用基準を

クリアできなかったため、現在は以前ほど生産されていない。 

 市内の女性グループのひとつで、ダイズ関連の食品製造を行うグループ（「Asomilenio」と

称するグループ）があり、市としてはこのグループへの支援・連携を希望しているが、現時点

で具体的な動きはない。グループ会員のうち、特に、Mujeres Cabeceras（シングルマザー、

夫が働かないため自分が稼がなくてはならない女性など）への何らかの支援を検討してい

る。 
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日 時 2016 年 8 月 24 日（水）8:00-9:20 

面談先 キンディオ県商工観光局、キンディオ県・アルメニア市商工会議所 

場 所 キンディオ県庁 

面談者 Mr. Carlos Alfonso Rodríguez Orozco（県商工観光局長）、Ms. Luz Adriana 

Buitrago Suárez（商工会議所企業支援部長）、Mr. Javier Mejía González（商工

会議所キンバシャ市・サレント市・フィランディア市企業調査部部長）ほか 2 名 

訪問者 青木孝（短期専門家/チーフアドバイザー）、羽田由紀子（短期専門家/コミュニティ

開発・社会的包摂）、田中泰明（業務調整専門家）、Ms. Diana Rodríguez (キンデ

ィオ県担当ローカルコーディネーター)、Ms. Yadira Eliana Cruz（ローカルコーディ

ネーター）、Ms. Valeria Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査

団メンバー（上田専門員、小向専門員、中条副調査役、奥田評価分析コンサルタ

ント） 

 

 県は OVOP による観光促進支援の一環として、企業の事業支援を行っており、研修実施

（ビジネスプラン作成、品質管理のための規制遵守・技術支援、認証、プロモーション、若手

企業家支援）やプロフェッショナルによる企業訪問を行っている。実施のためには県、商工

観光省、SENA との間で予算を出し合ったり、商工観光省のプログラムをうまく利用したりし

ている。 

 OVOP を始める前から、県、SENA、 商工会議所は協働してきており、例えば SENA のキ

ンディオ県審議会への県庁からの代表は県商工観光局の Carlos Alfonso 氏である。キン

ディオ県の開発にあたり、重要なのは県のなかでも（都市部に対しての）農村部の人たちが

自分たちの土地にとどまりながら生産を続けていくことであり、常に農村部と都市部のバラ

ンスを考える必要があるが、その点商工会議所や SENA は農村部のニーズをしっかり押さ

えた政策を実施してきているといえる。 

 キンディオで他機関連携がうまく進んでいる理由は以下のとおり。 

① 現県知事が神父であり、人々とうまく協働していくコツを知っている。 

② 県 OVOP コミッティーが互いの機関の活動の理解を促進するためのプラットフォームと

して機能している。 
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③ 自分の利益だけを競い合うのではなく、キンディオの事業者が観光の発展という目標の

ために一致団結している。 

④ 協働によって実施されるキンディオの道のイベントが、他の協働によらないイベントに比

べて成功しているという実績がある。 

⑤ 最も小さい県であるゆえに小回りが利いて、調整もしやすい。 

⑥ 地方分権化の流れのなかで成果を求めている中央の政策にキンディオがうまくフィット

している。例えば、商工業観光省（MINCIT）・文化省（Min.Cultura）が実施しているコー

ヒーの文化的景観登録のなかにキンディオ県のうち 11 の市が選ばれている。実際、コ

ロンビアは世界の生物多様性の 10%を有するが、そのうち 28%はキンディオ県による

ものである。 

 県商工観光局が自らの重要な役割と認識しているのは、中央の政策を引っ張ってきて県内

各市へ適応すること、そして県内の各地域がもつ観光資源を国内、国際的市場へ発信して

いく支援をすることであり、中央と市以下をつなぐ中間組織、ファシリテーターとして機能す

ることが重要である。 

 プロジェクトが 1 年半後に終了することへの不安は特にないし、今までも観光に関する取り

組みの参照ポイントとなってきたため、今後もキンディオの経験をほかへ共有していくことに

問題はない。 

 今後の課題としては、3 日間の祭り以外の時期にも観光客を呼び込むこと、呼び込んだ観

光客が都市部だけでなく農村部も訪問するような仕組みをつくることである。 

 （社会的包摂について）キンディオは直接の紛争影響地ではないが、他県からの紛争被害

者を受け入れている地域である。また、県庁内には社会的弱者対策を行う局（Secretaría 

de Familia）があり、現在も商工観光局、農業局、内務局と併せてひとつのプログラムをつく

れないか検討中である。 

 

（所 感） 

 中央省庁と市をつなぐ中間組織としての県が果たすべき役割を県商工観光局がしっかりと

認識しており、Min.Cultura、MINCIT のもつ政策メニューをうまく引っ張ってきて活用してお

り、キンディオの OVOP を盛り上げていくうえで重要な役割を果たしている。 

 また、参加者全員からキンディオはコーヒーにまつわる観光を、農村部も含めて盛り上げて

いこうという明確な目標と強い意識が感じられ、めざすところにブレがないように感じられた

（いろいろな産業があるというわけではなく、住民のほとんどがなんらかの観光関連事業ま

たはコーヒーや農村品に関連する個人事業者であることにより、かえってまとまりやすいの

ではないかと思われた）。 
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日 時 2016 年 8 月 24 日（水）10:30-11:30 

面談先 フィランディア市役所 

場 所 フィランディア市長執務室 

面談者 Mr. José Roberto Murillo Zapata（市長）、Ms. Luz Ángela Salazar（市観光局コ

ーディネーター） 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、羽田由紀子（短期専門家/社会的包摂・コミュニティ

開発）、田中泰明（業務調整専門家）、ローカルコーディネーター2 名、Ms. Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、

小向専門員、中条副調査役、奥田桐子コンサルタント） 

 

 フィランディア市役所は OVOP イニシアチブの「キンディオの道」フェスティバルへの観光客招

致にとどまらず、継続的に観光客を呼びこむための工夫を模索中である。例えば、特産品の

コーヒーの栽培地を見て回るコーヒー農園ツアーや、農家の暮らしや地域文化に触れられる

コミュニティ・ツーリズム、散策ツアー、エコツーリズムなどである。主に外国人観光客の招致

に力を入れようとしている。 

 市の開発計画に観光振興が明記されており、町全体の観光振興のための観光ワーキンググ

ループが立ち上げられている。理事会メンバー以外開催観光に携わる多業種の人々が参加

し、観光客受入体制の整備や業種ごとの振興計画の策定などを行っている。各セクター（交

通、ホテル、レストランなど）の代表者で構成される理事会も開催されている。 

 コミュニティ・ツーリズムを進めるうえで農村部住民のニーズを把握するために、市役所観光

課の職員などが定期的に農村部を訪れてのヒアリング実施、関連の統計の分析・活用、セク

ターごとの参加型ワークショップなどを実施している。こうした農村部住民の意見は観光ワー

キンググループなどで共有され、また、市の観光開発計画に反映されている。 

 県庁との関係性は非常に良く、1 年半ほど前に策定された県の観光振興計画と整合性を担

保する形で市の観光振興計画が策定された（現市長就任後の 2016 年 1 月以降に策定）。市

が中央政府の観光振興予算申請をする際などにも、県による全面的な推薦やバックアップを

受けている。一方で、中央政府から観光振興プロジェクトなどがトップダウンでおりてくることも

あるが、そのようなプロジェクトをそのまま市で実施することはできるだけ避けている。現場ニ

ーズに合わない内容のことが少なくないためであり、現状は県庁と連携した動きを取るほうが

現実的である。 

 OVOP のボトムアップの発想は、コミュニティのニーズを最も身近に把握している市にとって

は、非常に共感できる理念である。市長が 4 年ごとに代わってもコミュニティが継続的に発展

していくためには、中長期的な視点での住民の能力強化等を行う必要があると認識してい

る。 

 フィランディアは IDP の受入れ都市であり、市内には 750～800 人程度の IDP が暮らしてい

る。IDP の多くは農業に従事しており、必要な技術講習なども実施している。 
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日 時 2016 年 8 月 24 日（水）14:50-15:30 

面談先 SENA キンディオ及び OVOP メンバー 

場 所 フィランディア市中心部カフェテリア 

面談者 Mr. José Roberto Murillo Zapata（フィランディア市長）、Mr. Marco Horacio 

García（SENA キンディオ校・商工観光インストラクター）ほか 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、羽田由紀子（短期専門家/社会的包摂・コミュニティ

開発）、田中泰明（業務調整専門家）、ローカルコーディネーター2 名、Ms. Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、

小向専門員、中条副調査役、奥田桐子コンサルタント） 

 

 SENA キンディオ校は現在、商業観光（ホテルサービス、土産品、接客など）、農牧業（コー

ヒー、トマト、乳製品など）、建築の 3 分野に注力した研修を実施している。 

 SENA キンディオは OVOP 県委員会のメンバーであり、県全体で観光振興を進めるために、

観光業に従事する（今後従事したい）住民に対する研修を中心とした支援メニューを提供し

ている。OVOP 推進への協力に全面的にコミットメントしている。 

 SENA ボゴタ本部は各地域の SENA から成る SENA・OVOP 委員会を立ち上げている。し

かしこの委員会よりも、地域レベルの SENA ローカル委員会（キンディオ県委員会）の方が

活発な OVOP 関連活動を展開していると認識。ただ、現時点では、他県の SENA との横の

つながりはないため、今後、特に OVOP イニシアチブのある県の SENA と情報交換を行っ

たり、必要な連携を行うことも有効だと考えている。 

 SENA キンディオ校ではコミュニティ住民に対して研修を提供するだけではなく、各業種の

調査・分析を実施し、その結果をパンフレット等にまとめる活動も行っている。 
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日 時 2016 年 8 月 26 日（金）14:30-16:00 

面談先 パイパチーズ生産者協会（ASOQUESOPAIPA） 

場 所 ASOQUESOPAIPA 会員のチーズ工場内ミーティングスペース 

面談者 Mr. Rodrigo Vázquez（ASOQUESOPAIPA 会員）ほか 4 名 

訪問者 青木孝（チーフアドバイザー）、羽田由紀子（短期専門家/社会的包摂・コミュニテ

ィ開発）、ローカルコーディネーター2 名、Ms. Valeria Reinosa（JICA コロンビア・

プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、小向専門員、中条副調査

役、奥田桐子コンサルタント）ほか 

 

 現在の ASOQUESOPAIPA 会員は 15 名。パイパチーズの生産者自体は、パイパとパイパ
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に隣接するソタキラ市の両市を合わせて54人いる。同組合では、会員に対する経営に関す

るアドバイスや原産地認定の手続きなどの支援を行っている。 

 会員のなかには、乳牛飼育による生乳生産からチーズ生産までの全工程を行う生産者もい

れば、生乳を購入したうえでチーズ生産のみを行う者もいる。現在は 15 人のチーズ生産者

に対して、約 200 人の生乳生産者が生乳を販売している。約 5.5ℓの生乳から、1 libra（約

0.45kg）のチーズが生産される。 

 現時点では各生産者が別々に市場（多くはボゴタ市）に販売しており、主な販売ルートは、

①ボゴタ市の商店への直接契約販売、②中間業者への販売、③スーパマーケットなどへの

契約販売の主に三つである。 

 現在は協会という組織体だが、将来的に協同組合にすることを検討中である。協同組合に

して共同出荷もめざしたい。会員の拡大が必要だが、具体的なメリットがなければ会員にな

らない生産者が多いため、どのような活動を行っていくか吟味が必要。 

 チーズ生産で残った生乳は、マーガリン、リコッタチーズ、家畜の飼料などに再利用されて

いる。 

 チーズの品質の確保には、原材料となる生乳の品質確保も重要であり、酪農家との生産チ

ェーンの見直しも必要である。ソタキラ市には生乳生産者の協同組合があるため、より密接

な連携が求められている。 

 現在、小規模酪農家からの生乳購入も積極的に進めており、例えばシングルマザーや貧困

層などとの売買契約を開始するなどの動きを進めている。同時に大手酪農家と協働の改善

も検討中である。 

 パイパチーズの地元であるにもかかわらず、パイパ市民の間でのパイパチーズの知名度は

低い。製品のほとんどが首都のボゴタ市に販売されており、地産地消はされていない。パイ

パ市民の多くはパイパチーズと他のチーズとで何が違うのか認識しておらず（差別化が図ら

れていない）、したがって積極的な消費にもつながっていない。 

 パイパチーズは市場で「半熟成チーズ」と分類化されているため、高付加価値税がかけられ、

ほかの生チーズや熟成チーズなどに比べて割高で売られている。そのため、価格競争で負

けることが多く、販売量の増加になかなかつながらない。今後はパイパ市役所（観光課）とも

協力して、市の観光資源（温泉）と連携した観光振興を通じて、パイパを訪れる観光客への

プロモーションを強化していきたい。また地元住民への着地型販売も進めていきたいと考え

ている。地元で売れば、ボゴタ市への販売に必要な輸送費などのコストを価格に加算せず

に済み、価格を抑えられる可能性がある。 
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インタビュー記録 29 

日 時 2016 年 8 月 29 日（月）10:30-12:30 

面談先 トゥチン市の住民 

場 所 トゥチン市内コミュニティスペース 

面談者 カーニャ・フレチャ製品生産者その他コミュニティ住民 

訪問者 青木孝（短期専門家/チーフアドバイザー）、羽田由紀子（短期専門家/社会的包

摂・コミュニティ開発）、中川圓（短期専門家/マーケティング）、プロジェクトローカル

コーディネーター3 名、倉岡由紀（JICA コロンビア・企画調査員）、Ms. Valeria 

Reinosa（JICA コロンビア・プログラムオフィサー）、調査団メンバー（上田専門員、

小向専門員、中条副調査役、奥田桐子コンサルタント）ほか 

 

 当初はカーニャ・フレチャ製品生産者（以下、「生産者」と記す）とのミーティングが予定され

ていたが、現地到着時には、生産者のほか非生産者の住民や中高校生など広くコミュニテ

ィ住民の参加による集会が開催された。 

 同集会では、調査団歓迎の伝統的ダンスの披露に続き、参加者一人ひとりが全員自己紹

介をする時間が設けられた。その後、生産者によるアクションプランの進捗発表、中高生に

よるカーニャ・フレチャ製品関連活動の発表、トゥチンの観光開発計画などの発表が行われ

た。 

 生産者によって約 10 程度の異なる生産者組合がつくられており、組合同士の関係性はお

おむね良好とみられる。組合のなかには、紛争被害者による組合（下記参照）やアフロ系住

民による組合、若者グループも存在する。 

 トゥチンは紛争によって直接攻撃を受けた土地ではないが、周辺地域から紛争被害者を受

け入れてきた。これら紛争被害者はカーニャ・フレチャ製品の生産の一部に携わっているほ

か、紛争被害者による生産者組合もつくられている（約 60 家族 250 人）。カーニャ・フレチャ

製品は原料採取から製品製作までの工程が分業化されているため、さまざまな属性の住民

が生産活動の一部を担うことが可能である。また、紛争の暴力によって身体的障がい者と

なった人々にとって、カーニャ・フレチャ製品生産の作業に携わることが身体的リハビリにも

つながっている。 

 プロジェクトを通じて策定されたアクションプランの進捗に関し、在コロンビア日本国大使館

の草の根・人間の安全保障無償資金協力にて供与された「伝統工芸品生産者支援センタ

ー」の改善が挙げられた。同センターは、観光客に対するカーニャ・フレチャ製品の販売所

になる予定だったが、現時点では十分活用されているとは言い難い。一方で、SENA の民

芸品イノベーションコースへの若者の参加などは進んでいる。 

 中高生による発表4では、カーニャ・フレチャ製品の品質・デザイン向上や販売改善、それに

よるコミュニティ全体の生活向上のために、中高生自らがワークグループを立ち上げて創意

工夫をしている活動について発表がなされた。具体的には、①地域伝統のカーニャ・フレチ

ャ製品（特に帽子）を作ることは、伝統と住民のアイデンティティを継承するうえでは非常に

                                                  
4 トゥチンのリーダーの一人が教職員であり、教育活動と OVOP をリンクさせ、中高生を巻き込んだ活

動をしている点はこのイニシアチブにおいて特徴的である。 
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重要だが、同時に、生産・販売活動による正当な利益を得なければ事業の継続性が確保で

きない、②正当な利益を得るために、適正価格を設定する必要がある、③現状は各生産者

が個別に価格を設定しているため、結局は価格競争に陥りコスト割れする価格で販売され

ることもあり、生産者に正当な利益が還元されないケースも多くみられる、④そのため現状

のコスト計算（原材料費、人件費、時間など）、利益の加算方法などを見直し、適正価格を

試算する試みを行っているところである。こうした中高生の取り組みの目的は、これまでの

生産者のメンタリティに風穴を開けること、それにより、カーニャ・フレチャ製品生産によって

正当な生計を成り立たせることである。カーニャ・フレチャ製品が地域産品として経済的にも

文化的にももっと魅力あるものとなれば、地元にとどまって地域と民族の伝統を継承する若

者も増える。中高生によるほかの活動として、カーニャ・フレチャ染色に、人体や環境に悪影

響を及ぼす化学染料の代わりに自然染料を使う提案（染料実験も実施）なども行っている。 

 2016 年 1 月の新知事就任以降、知事への面会はまだ行われていない。トゥチンでは元々

県庁とのつながりや県庁からの支援が十分にあるとはいえず、今後もどの程度の関与が期

待できるかは未知である。 
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No. Item Date Contents Language Distributed to

1 Boletin OVOP Feb 2015 Feb 2015 Activities of OVOP Spanish
To Local OVOP
Comittee and National
Comitee

2 Boletin OVOP May 2015 May 2015 Activities of OVOP Spanish
To Local OVOP
Comittee and National
Comitee

3 Boletin OVOP August 2015 August 2015 Activities of OVOP Spanish
To Local OVOP
Comittee and National
Comitee

4 100 CD of Video for Filandia OVOP Sep 2015
Presentation of the
Activity of OVOP

Spanish
Community, Varias
Institutions of Filandia,
Quindio Department

5 Boletin OVOP Octubre 2015 Oct 2015 Activities of OVOP Spanish
To Local OVOP
Comittee and National
Comitee

6 2,000 Brochures OVOP December 2015
Brief explanation of
OVOP

Spanish
Participants for the
OVOP National
Seminor 2015

7 1,000 Villavieja Community Catalog March 2016

Presentation of the
commercial or
touristic activies in
Villavieja

Spanish

Comunnity, Varias
Institutions of Villavieja
and Department,
National Fair for

8 2,000 Momoxcul Broucher March 2016
Presentation of
activities and its
members

Spanish
Members of Mompoxcul

9
2,000 Natural and Cultural Tourism Development Plan for the Nudo de la GUACA Pueblo Indigena de los
pastos

March 2016
Presentation of
Plan of Tourism
Development

Spanich

Municipalities, NGOs,
Associations, Privete
sector who are working
with OVOP

10 100 Concept Document for OVOP Colombia March 2016
Explanation of the
OVOP Concept

Spanish

Participants for the
OVOP National
Seminor 2015 and
member of local

11 4,500 Iniciative Paper (500 /iniciative) March 2016
Brief Explanation
for each iniciative

Spanish

Participants for the
OVOP National
Seminor 2015 and
member of local

12 1,000 Introduction for OVOP iniciatives March 2016
Brief Explanation
for All iniciatives

Spanish

Participants for the
OVOP National
Seminor 2015 and
member of local

13 100 Collection of Good Practices March 2016
Explanation of
good practices

Spanish

Participants for the
OVOP National
Seminor 2015 and
member of local

14 100 National Seminor Booklet March 2016
Explanation for
National Seminor

Spanish

Participants for the
OVOP National
Seminor 2015 and
member of local

15 Boletin OVOP March March 2016 Activities of OVOP Spanish
To Local OVOP
Comittee and National
Comitee

16 500 Collection of Good Practice June 2016
Explanation of
good practices

Spanish
Members of local
comitee

17 100 Concept Document for OVOP Colombia June 2016
Explanation of the
OVOP Concept

Spanish
Members of local
comitee

18 500 OVOP Brochures June 2016
Brief Explanation
for All iniciatives

Spanish
Member of local
comitee

F.Y. 2014

F.Y. 2015

F.Y. 2016

18．作成文書リスト
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19．討議議事録（M/M）（西文）
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