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事前評価結果要約表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 19 年 10 月 9 日  
担当：農村開発部第二 G 畑作第 1T 

１．案件名 ：  

ニカラグア「小規模農家のための持続的農業技術普及計画」技術協力プロジェクト 

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要 

     本プロジェクトは、ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア国」）の農業技術庁の能力・

体制を強化し、有機農法を主とする低投入型の持続的農業技術の開発、普及を通じて、

小規模農家レベルでの持続的農業技術の適用を目指すものである。 

(2) 協力期間：2007 年 11 月～2012 年 11 月（5 年間）  
(3) 協力総額（日本国側）：約 3.1 億円 

(4) 協力相手先機関：ニカラグア農業技術庁（ INTA） 

(5) 国内協力機関：農林水産省 

(6) プロジェクト対象地域：ニカラグア国中北部地域（ヒノテガ、マタガルパ各県）  

及び太平洋南部地域（マサヤ、グラナダ、カラソ、リバス各県） 

(7) 裨益対象者及び規模： 

直接裨益者 

・ INTA 職員      93 人（カウンターパート（以下、「C/P」）となる 30 人を含む）

・対象地域の小農   500 戸（モデル農家を含む）  

間接裨益者  
・全 INTA 職員   200 人（直接裨益者を除く）  
・対象地域の小農  1,800 戸（直接裨益者を除く） 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

ニカラグア国は、国土面積 12 万 9 千 km2、人口は 514 万人（2005 年国勢調査）、1 人

当たり GDP は、908US$（2006 年ニカラグア国中央銀行）である。1979 年から 10 年以上

続いた内戦による国内経済の疲弊の影響も残り、現在はハイチ国に次ぐ中南米 貧国と

なっている。同国では 2001 年 7 月に PRSP-I を策定し、2005 年 12 月には PRSP-Ⅱ（同年

11 月に策定した国家開発計画を、世銀と IMF が PRSP-Ⅱとして承認）を策定して貧困削

減に取り組んでいる。2001 年に行われた全国調査によれば、貧困人口（年収 383US$未
満）は 45.8％、極貧人口（年収 200US$未満）は 15.1％であり、PRSP-Ⅱでは極貧人口の

割合を 2010 年までに 11.5％へ引き下げることを目標に掲げており、この目標の達成のた

めには、就業人口の 43％（2001 年「ニ」国中央銀行）を占める農業分野における貧困対

策が不可欠となっている。  
小規模農家（所有面積 14ha 以下の農民。以下、「小農」）が抱える具体的な課題として

は、土壌肥培管理や病害虫対策を含む技術の不足、市場に関する情報の不足、資材購入

や生産物の販売のための組織化の不足等による生産性・収益性の低さが挙げられ、併せ

て、土壌流亡や地力低下等の自然資源・環境に与える影響も見られる。  
ニカラグア国は、2005 年に「有機農法振興国家戦略」を策定し、有機農法を、現地の

実情に即した、持続的で競争力のある低コストの代替農業技術の 1 つと位置付けて、振

興を図ろうとしており、小農にとっても適用可能な 1 つの選択肢として、同農法の促進・

普及を推進している。  
そこで、この戦略に沿った形で小農の抱える問題を解決するためには、政策の方向に

加えて、具体的な技術を示すことにより、小農に技術的な選択肢を提供する必要がある。

この点について、ニカラグア国政府機関には十分な経験が無いことから、我が国に対し、

小農を対象とした、持続的農業技術の開発及び普及に関する協力を要請した。  
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なお、持続的農業とは、一般的に化学肥料、農薬等の投入を抑制しつつ、それを通じ

て、より安全な食料生産や自然資源と環境の保全に寄与し、さらには生産性と収入の向

上を目指す体系を指すが、本プロジェクトにおいては、このような考え方を基本としな

がら、特に有機農法を取り上げることとする。  
  

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

本プロジェクトは、PRSP-Ⅰにおいては「幅広い経済成長と構造改革」の一環として位

置付けられ、経済成長による貧困削減を目指した「農村開発」の課題の解決に貢献する

ものである。 

次に、PRSP-Ⅱにおいては「貧困削減のための経済開発」を実現するためにいくつかの

課題が示されているが、本プロジェクトは、低投入型の持続的農業技術の小農への普及

を通じて、「主要産業のクラスター化」、「農村開発」、「環境保全」の課題の解決に貢献す

るものである。 

また、農村の生産性向上のための政策と戦略を示した「農村・生産性開発プログラム

(PRORURAL)」においては、食料の生産性の向上と自然環境の保護を掲げるとともに、

「有機農法振興国家戦略」を策定し、代替農業技術の 1 つとして、有機農法を活用した

課題への対応を目指している。 

 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける

    位置付け） 

1994 年 12 月、1997 年 6 月、1999 年 2 月の 3 回にわたるニカラグア国政府との政策協

議の結果、社会開発・貧困対策、社会インフラ、経済インフラ等 6 つの援助重点分野が

合意されている。この合意に基づき、ニカラグア国に対する我が国の国別援助計画（2002
年 10 月）では、今後 5 年間の援助重点分野として、農業・農村開発、保健衛生・医療、

教育等の 6 つを設定している。この内、農業・農村開発分野については、ニカラグア国

の貧困問題の抜本的な解決のために、農村部の貧困削減に資する生産活動の支援を進め

る、としている。  
     また、JICA の国別事業実施計画 (2007 年 3 月 )は、国別援助計画の 6 つの重点分野の中

から、技術移転の効果が期待できる分野として、農業・農村開発、保健衛生・医療、教

育、防災の 4 つを絞り込んで掲げており、農業・農村開発分野においては、農畜産物の

生産・供給の増大と、貧困層への支援が重要であると言及している。本プロジェクトは、

農業・農村開発分野中の持続的生産技術支援プログラムに含まれており、農畜産物の生

産性向上という開発課題の解決に資するプロジェクトと位置付けられる。  
 

(4) 他ドナーとの関連 

米州農業協力機構(IICA）では、有機農産物に関する制度整備や国内外の市場開拓に関

する支援を行っていることから、同機構の知見・経験を 大限活用できるように連携を

求めていく。 

また、本プロジェクトの対象地域では、例えば NGO（CLUSA Nicaragua、CIVITE 等）

が農民の組織化、モデル農場の運営、巡回指導等の活動を通じて有機農法の普及活動を

行っていることから、これら NGO と協力して、既存農法の改良・普及を進めることを検

討する。 

４．協力の枠組み 

  本プロジェクトでは、①一部の地域で実践されている有機農法の改良を通じた小農が適

用可能な持続的農業技術開発、②研修講師（ INTA 研究員・普及員の一部）による普及員向

け研修活動、③普及員による小農向け普及活動、の実施能力の向上を図るとともに、これ

ら活動を通じて、小農レベルでの持続的農業技術の適用を促進することで、「持続的農業技

術の普及体制の構築と、小規模農家での定着の開始」をプロジェクト目標とする。また、

普及を通じて小農から持続的農業技術のニーズや課題等を抽出し、研究に反映させていく

ことで、計画・実施・確認・修正のサイクルを構築し、持続的農業技術及びその研修方法

の継続的な改善を通じて、長期的な目標である「持続的農業技術の適用（上位目標）」の達

成を目指す。 

 



 iii

ニカラグア国の中北部地域は野菜の主要生産地であることから、レタス、ニンジン、ブ

ロッコリー、トマト等を、太平洋南部地域は果樹の主要生産地であることから、パパイヤ、

マンゴー等の柑橘類を対象として、持続的農業技術の開発・普及を行う。 

また、農牧林業省に配属されている JICA 個別専門家（農業開発アドバイザー）が、

MAGFOR への働きかけやセクター会合等での情報提供・提案を行うと同時に、本プロジェ

クトで能力強化された INTA 普及員が、「プエルトカベサス先住民コミュニティ生計向上計

画」が協力対象とする普及員へ、持続的農業技術の情報を提供することで、本プロジェク

トの成果の更なる波及を図る。  

〔主な項目〕 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

   プロジェクト目標：持続的農業技術の普及体制が構築され、対象地域の小規模農家で

普及された技術が定着し始める。 

[指標]・研修を受けた XX 戸以上の小規模農家（研修を受けた小規模農家の XX％）が

プロジェクトで開発された持続的農業技術の適用を開始する。 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

上位目標：対象地域の小規模農家で持続的農業が普及される。 

[指標]・2020 年までに、XX 戸以上の小規模農家（対象地域の小規模農家の XX％）が

プロジェクトで開発された持続的農業技術を適用する  
 

(2) 成果（アウトプット）と活動 

成果 1. 持続的農業技術が開発される。 

活動 1－1. 対象地域における小規模農家の野菜・果樹栽培の現状と課題を調査する。

活動 1－2. 農家レベルで活用されている既存の持続的農業技術を調査する。 

活動 1－3. 既存の技術の改良を通じて農家レベルで適応可能な持続的農業技術を開発

し、検証する。 

活動 1－4. モデル農家の農地に展示圃場を設置する。 

      [指標]・農家レベルで適用可能な土壌肥沃度保全技術が XX 種類開発される  
・農家レベルで適用可能な病害虫管理技術が XX 種類開発される  
・モデル農家の農地に XX カ所の展示圃場が設置される  

 

成果 2．開発された持続的農業技術の普及のための研修システムが整備される。 

活動 2－1. 研修教材と研修カリキュラムを作成する。 

活動 2－2. 研修講師（ INTA 研究員・普及員の一部）を育成する。 

[指標]・カリキュラム及び研修教材が作成される  
・研修講師が XX 人育成される 

 

成果 3. 普及員と対象地域の小規模農家が持続的農業技術を習得する。 

活動 3－1. 研修講師が普及員に対する研修を実施する。 

活動 3－2. 対象地域の普及員が小規模農家に対する研修を実施する。 

活動 3－3. 普及員が研修を実施した小規模農家の持続的農業技術の使用状況を確認 

し、フォローを行う。 

活動 3－4. 持続的農業技術及び研修システムを見直す。 

[指標]・XX 人の普及員が研修を受ける 

・500 人の小規模農家が研修を受ける 

・研修を実施した 500 人の小規模農家のフォローを行う。 

・持続的農業技術及び研修システムが見直される。 

*プロジェクト開始後のベースライン調査により、プロジェクトサイトの小規模農家の

状況等を詳細に調査した上で、具体的な指標及び支援技術等を決定していく。  
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(3) 投入（インプット） 

①日本国側（総額  約 3.1 億円） 

・長期専門家（3 名）：チーフアドバイザー /栽培技術×1 名×5 年  
有機肥料（製造、施肥）×1 名×5 年  
業務調整 /研修・普及×1 名×5 年  

・短期専門家（日本人、第三国）：XX 名×XX カ月  
・供与機材：車輌、研究資機材、施設整備等  
・現地業務費：研修の実施、資料 /教材作成、調査費用、展示圃場整備等  
・研修員受入：XX 名×XX カ月  

②ニカラグア国側 

・プロジェクトの実施に必要な施設及び設備の提供 

・C/P の配置 

・燃料費、事務用費、普及経費、出張旅費等を含む C/P 経費の確保 

 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

・上位目標達成のための外部条件: 持続的農業技術の普及を重視するニカラグア国政府

の方針に変更が無い 

・プロジェクト目標達成のための外部条件:農業生産に関わる気象条件が安定している 

・成果達成のための外部条件：ニカラグア国の農業生産を取り巻く経済・社会的環境が

急激に変化しない、能力向上の対象となる INTA 職員が頻繁に交代しない 

・前提条件:プロジェクトの実施体制が変更されない、有機農法に対する小農の理解が

得られる、有機農法の普及に関わる組織（例えばニカラグア国立自治大学レオン校、

NGO 等）の本プロジェクトに対する協力が得られる 

５．評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

      この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ニカラグア国は PRSP-Ⅰの基本方針の 1 つとして「幅広い経済成長と構造改革」を挙

げており、特に農村貧困の改善のための農業開発を貧困削減のアプローチとして重視

し、農牧業生産性の向上や農村部の雇用創出の努力を必要としている。PRSP-Ⅱの経済

成長戦略では、農村開発政策として 4 つの階層に分けた農業従事者グループに合わせ

た施策を展開するとしている。本プロジェクトは、この内、下位 2 つの「極貧層農民」

及び「基本的生産能力を持つ貧困層農民」の生産力向上に寄与することにより、この

政策を実現する技術支援である。また「農村・生産性開発プログラム（PRORURAL）」、
「有機農法振興国家戦略」において、環境に配慮した農業の振興が掲げられ、同国の

重要な農牧政策の 1 つとなっている。  
  ・実施機関である INTA は、農業技術の研究・普及部門を有しており、本プロジェクト

で実施予定の農業技術の開発、研修システムの整備、小農への研修の実施を一貫して

実施できる体制を持っており、本プロジェクトの実施能力は高い。 

  ・収益が十分に上がらず、農薬や化学肥料を購入できない農家がいる反面、コストと

経費のバランスを無視して農薬や化学肥料を購入することで、収益の低下を招いてい

る農家もある。また、過度の化学肥料の使用によって地力低下を起こしている圃場も

ある。これら小農の抱える課題を解決するため、安定的な収量が確保できる低投入型

の持続的農業技術の開発・普及は、小農の農業生産性向上の手段として妥当である。

・ニカラグア国政府は、これまで日本国が「生物防除技術支援プロジェクト」（2002.8～
2005.7）やボランティアを通じて行ってきた技術協力を高く評価しており、我が国の

技術協力に対する期待が大きい。また、日本国では比較的小規模な農家向けの持続的

農業技術が長年培われてきており、本プロジェクトの対象である小農に対して、日本

国の技術と経験を十分に活用できる。  
 

(2) 有効性 

      この案件は、以下の理由から有効性が見込める。 
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・効果的な農業普及のためには、 INTA 研究員、普及員双方の能力向上が必要であるが、

プロジェクトの活動ではこれら能力向上に直接取り組むため有効である。  
・本プロジェクトの活動は、開発された持続的農業技術の小農への普及までが含まれて

おり、プロジェクトの成果がターゲットグループである小農に直接裨益する仕組みと

なっている。 

 

(3) 効率性 

      この案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・本プロジェクトで開発する持続的農業技術を、研修講師（ INTA 研究員・普及員の一

部）が INTA 普及員へ、 INTA 普及員が小農へ伝えることで、限られた人数で多くの人

へ持続的農業技術を普及することが可能である。また、有機農法の普及活動を行なっ

ている NGO と協力して既存農法の改良・普及を進めることで、効率的な支援を行うこ

とが可能である。 

・本プロジェクトでは、一部の地域ですでに実践されている、有機農法の改良を通じ

て持続的農業技術を開発するため、効率的な技術の開発が可能である。 

 

(4) インパクト 

     この案件のインパクトは、以下のように予測できる。 

・本プロジェクトにより、小農が適用可能な持続的農業技術の開発及びその普及体制が

構築され、INTA によってプロジェクト終了後も普及活動が継続して行われることによ

り、上位目標である「対象地域の小規模農家で持続的農業が普及される」の実現が期

待できる。 

・本プロジェクトで普及を予定している持続的農業技術は、小農でも容易に適用可能な

低投入型であり、対象地域外で活動する INTA 職員を、プロジェクトで実施する研修

に招聘することで、同研修を通じて本プロジェクトで得た経験を共有し、対象地域外

の小農への持続的農業技術の普及が可能となる。 

・本プロジェクトの持続的農業技術の開発・普及活動を通じて、農薬や化学肥料の使用

量の抑制による農業投資の削減に加え、過度の農薬や化学肥料の使用による農地の地

力低下、小農の健康被害、環境悪化の防止に繋がる。また、農薬や化学肥料を購入で

きない小農に対して低投入型の持続農業技術を普及することで、適切な土壌管理・病

害虫対策が講じられるようになり、収量の増加に繋がることが期待される。 

 

(5) 自立発展性 

     以下のとおり、本案件による効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続さ

れるものと見込まれる。 

・ニカラグア国は、「有機農法振興国家戦略」にて 2015 年までの有機農法の振興戦略を

定めており、プロジェクト終了後も、同国の継続的な取り組みが期待できる。  
・ INTA はこれまでも、普及員の巡回活動や INTA の試験場での研修等を通じて、農業技

術の普及を行っており、プロジェクト終了後も継続的に、小農に持続的農業技術を普

及していくことが想定される。 

・本プロジェクトで開発・普及する持続的農業技術は、低投入型の有機農法であるため、

INTA の普及員の指導の下、小農自身が継続的に取り組むことが可能である。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

＜貧困＞ 

・本プロジェクトは、農村地域の小農を対象とし、持続的な農業技術の開発と普及を通じ

た小農の農業技術の向上を目標としており、貧困削減に資する案件である。 

＜ジェンダー＞ 

・貧困農村地域では、女性が農業に従事しているケースが多く見られる。農薬を不適切に

使用している農家においては、農作業の過程で女性が農薬の害を受けるケースが見られ

ることから、農薬の使用を抑えた有機農業を推進する当プロジェクトの成果が、女性の
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健康改善に貢献すると考えられる。 

＜環境＞ 

・本プロジェクトにて開発される有機農法が小農によって活用されることで、化学肥料や

農薬の投入量の削減に繋がることから、本プロジェクトが、ニカラグア国農村地帯の自

然環境の保全及び改善に貢献することが期待される。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

・エルサルバドル国技術協力プロジェクト「農業技術開発普及強化計画」（1999.2～2004.2）
では、農業技術の開発と普及を連携させることで、農民のニーズを把握、技術開発と農

民ニーズの合致、農民に対する技術普及、農家圃場における開発された技術の実証にお

いて大きなメリットを発揮した。本プロジェクトにおいてもこの教訓を活かし、農業技

術開発と普及を連携させることで、小農が適用可能な農業技術の普及に取り組む。  

・ボリビア国技術協力プロジェクト「 小規模農家向け優良稲種子普及計画」（ 2000.8～
2005.7）では、農民レベルでの優良稲種子と技術の普及を図るに当たり、現地農民の実

情を把握している農民組織、NGO 等の現地のリソースと連携し、効果的な普及活動を行

った。本プロジェクトにおいても、有機農法に関係する農民組織、NGO、他ドナーと連

携（技術や普及方法の共有、活動地域の分担等）して持続的農業技術の開発及び普及の

実施を検討することとする。 

８．今後の評価計画 

2008 年  4 月頃 運営指導調査（計画打合せ）  
2010 年  5 月頃 中間評価調査（プロジェクト開始後約 2 年半経過時点）  
2012 年  6 月頃 終了時評価調査（プロジェクト終了の半年前）  
2017 年 11 月頃   事後評価（プロジェクト終了後約 5 年経過時点） 

 


