
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：グアテマラ 案件名：高原地域先住民等小農生活改善に 

向けた農業技術普及体制構築計画 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部畑作地帯第一課 協力金額（評価時点）：4 億 3700 万円 

(R/D): 2006 年 10 月 12 日～2010 年

11 月 11 日 

先方関係機関： 

農牧食糧省(MAGA)、農業科学技術庁(ICTA) 

(延長): 日本側協力機関： 

(F/U) : 他の関連協力： 

 

 

協力期間 

(E/N)（無償）   

１-１ 協力の背景と概要 

グアテマラ国（以下「グ」国）は、国土面積 10 万 9 千 k ㎡（日本の約 1/3）、人口は 1,263 万人（2004 年）でその内 52％

を先住民が占めている。1960 年から 36 年間続いた内戦は、20 万人以上の死者を出すとともに、同地域の社会・経済

基盤や先住民文化を破壊し、「グ」国発展の大きな障害となった。1996 年の内戦終結後、「グ」国はその復興に取り組

んでいるが、未だに人間開発指数は 177 カ国中 117 位で、「グ」国貧困ラインである GNI＄568/年以下で生活する人々

が全人口の半数以上を占め、その多くは先住民である。「グ」国経済において農業は GDP の 22.3％を占めるにすぎな

いが、就業人口 429 万人のうち 45％が従事する「グ」国の重要な産業である。人口の過半数を占める先住民の多くは、

高原・山岳地帯に居住し、条件の悪い土地で自給自足を余儀なくされている小規模農民である。また、先住民の 76％

は貧困ライン以下で生活している。長期に及んだ内戦が、国内の農業生産環境を低下させたことに加えて、1997 年に

は経済構造調整政策に基づき、農業普及サービス部局が廃止されたために、小規模農民には営農技術や農業情報

がほとんど届かなくなった。高原・山岳地帯の農業技術研究・開発を担当する農業科学技術庁（ICTA）の高原地域研究

センター（CIAL）には、自給作物やじゃがいも、野菜等の生産・貯蔵技術があり、小規模農民向け融資制度や流通・商

業化に関する情報は、農牧食糧省（MAGA）が掌握しているにも拘らず、普及されていないために、小規模農民は、低

収量のまま放置されている。他方、小規模農民は農業資材の共同購入といった組織活動を行っておらず、農業情報の

不足により資材を安価に購入できない、農業生産物を中間業者に買い叩かれるといった問題を抱えている。こうした状

況は、小規模農民が貧困から脱却できずにいる要因となっている。「グ」国が蓄積している技術や農業情報を活用し、

農村開発を進めるためには、行政側の能力を強化するとともに、行政サービスを上手く活用していけるような自立的農

民組織の育成を組み入れた行政と農民との間を繋ぐ技術普及体制の再構築が必要である。このような背景を受けて

JICA は、0.7ha 以下の小規模農民が集中しているトトニカパン県とソロラ県及びケツァルテナンゴ県の 3 県を対象とし、

MAGA・ICTA を C/P 機関とした技術協力プロジェクト「高原地域先住民等小農生活改善に向けた農業技術普及体制構

築計画（PROETTAPA）」を 2006 年 10 月から 5 年間の予定で開始するに至った。 

2009 年 8 月、プロジェクト開始から約 3 年経過したことから、JICA とグアテマラ側関係者は、プロジェクトの中間レビ

ュー調査を実施することとした。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

プロジェクトで確立した普及体制により対象地域の小規模農民の生計が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

対象地域において、農業技術（栽培技術(＊1)、販売・融資の情報）の普及体制が確立される。 

(＊1）栽培技術について、対象作物はトウモロコシ、フリホール豆、じゃがいも等を想定しており、農民リーダーの展示

圃場を活用して普及する予定。 

 

（３）成果 

成果 1:確立された農業普及メカニズムの中で、県ＭＡＧＡ事務所が普及計画立案及び調整能力を持つ 

成果 2:確立された農業普及メカニズムの中で、ＩＣＴＡ－ＣＩＡＬが適正農業技術の参加型技術開発、検証、移転及び研

修に関する調整と実施能力を持つ 

成果 3:普及員が農民グループの生産及び組織的活動強化支援に必要な能力を持つ 

成果 4;農民グループが生産及び組織的活動に必要な知識と技術を適用する能力を持つ 

成果 5:プロジェクトで確立された普及メカニズムが他県に普及されている 

 



（４）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣       ４名    機材供与       16,780 千円 

短期専門家派遣       ２名    ローカルコスト負担  38,420 千円 

研修員受入（本邦研修）   ８名 

（第三国研修）１０名     

相手国側： 

カウンターパート配置 33 名（のべ 47 名）  

土地・施設提供        ローカルコスト負担（光熱費、機器維持管理費、通信費等） 

その他  対象 8 市 16 名での普及員雇用（のべ 28 名） 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

総括    梅崎 路子  JICA 農村開発部 次長兼畑作グループ長 

農村開発 赤松 志朗  JICA 国際協力専門員 

農業普及 石原 正敏  （元）茨城県農業総合センター農業研究所長 

計画管理 鈴木 央   JICA 農村開発部畑作地帯第一課 シニアプログラムオフィサー 

評価分析 東野 英昭  株式会社レックス・インターナショナル 

農業･環境担当 シニアコンサルタント 

調査期間  2009 年 8 月 23 日〜2009 年 9 月 18 日 評価種類：中間レビュー 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

 ３－１－１ 成果の達成状況： 

全般 

プロジェクトの協力期間前半では、農村開発審議会制度と地方分権の枠組みの中で、市役所を現場での農業普及

活動実施機関、MAGAとICTA-CIALを調整・支援機関と位置づけた農業普及システムの構築に、一定の進捗が認めら

れる。それぞれの成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果 1 確立された農業普及メカニズムの中で、県 MAGA 事務所が普及計画立案及び

調整能力を持つ。 

指標 県の農業普及計画ができている。 

達成状況 

(低〜中程度) 

• 2009 年 7 月末現在、県の農業普及計画は未作成であり、スケジュールに対し

て遅れ気味である。 

• しかし、県 MAGA 事務所の普及計画立案、調整能力は以下の事実から向上

していると思われる。 

• 対象 8 市の農業普及計画素案及び 2009 年度農業普及活動計画案が、県

MAGA 事務所及び CIAL の協力下、それぞれの活動計画と連携する形で作成

された。 

• 市役所普及計画立案への関与、及びプロジェクト・コンセプト作成等を通じて

農業普及計画の重要性に対する理解を深めた。しかしながら作成されたコン

セプトは、関係者間での共有が十分になされているとは言えない。 

 

成果 2 確立された農業普及メカニズムの中で、ICTA-CIAL が適正農業技術の参加

型技術開発、検証、移転及び研修に関する調整と実施能力を持つ。 

指標  普及担当者が必要としている研修が○回実施される。 

達成状況 

(中〜高い) 

研修 

• ICTA-CIAL の C/P が過去 2 年間に行った研修の実績は以下の通りである。 

• 2007 年：市の普及員対象技術研修 10 回、C/P 対象 PLSD 研修 7 回。 

• 2008 年：市の農業普及員対象技術研修を 10 回。 

• 短期専門家を招聘し、C/P 対象 PLSD 研修 6 回。 

• 2009 年：栽培技術、組織強化、ジェンダーなどの研修を 5 回(計画 10 回)。 

• 研修教材（マニュアル 8 種を含む）と普及員の研修カリキュラム作成。 

• ICTA-CIALのC/Pの農業技術に関する研修実施能力が向上したことは研修

受講者、及び日本人専門家からの聞き取りで確認できた。 



• 研修を担当するあらたな C/P の配置、必要に応じた外部講師の派遣による

研修を実施の努力が認められるものの、農業普及法、参加型開発手法、農

民組織強化等についての研修内容の充実が急務である。 

参加型適性農業技術開発 

• 参加型適正農業技術開発及び移転に関する手法の確立については、CIAL

圃場や農家圃場での活動を通じて実践的経験を積んでいるが、プロジェクト

前半の活動の重点を研修においたこともあり、参加型農業技術開発そのも

のの確立は遅れている。 

 

成果 3 普及員が農民グループの生産及び組織的活動強化支援に必要な能力を持つ 

指標 3 3-a:普及担当者の普及計画ができている。 

3-b:普及担当者の指導に農民の○％が満足している。 

 

達成状況 

(中程度) 

全般  

• 2008.2から9市で開始された市の普及員による普及活動は、ｶﾌﾞﾘｶﾝ市の離脱

(2008.12) で 8 市による活動となっている。また、市の普及員は定着率が低く

(のべ 28 名中 12 名が離職)、技術移転の効率を阻害している。 

普及計画の策定状況 

• 市役所雇用の普及員は、市役所関係者に対する農業普及や活動計画作成

に関する研修参加を通じて基本的な知識を習得し、長期的な課題と目標が設

定された計画素案を作成した（2009 年初頭）。その後、CIAL、MAGA 県事務

所、市役所と個別の詳細打合せを行って計画内容を完成させた。 

• 市役所農業普及計画案に沿って、具体的な活動内容と目標値を含む 2009 年

度の農業普及活動計画案が策定された。 

• 更に、市役所、県 MAGA 事務所及び CIAL の年間活動計画に沿って、それぞ

れの担当者が各自の担当部分に関する活動計画案を作成した。 

• これらの一連の活動を通じて、普及員は、農民グループの生産及び組織的活

動強化支援に必要な能力を一通り身につけ、今後、普及活動を計画的に実

施していくことが可能となった。市役所農業普及計画案や活動計画案のモニ

タリング及び評価を通じて、計画案の改善と作成及び実施能力の向上を図る

ことが必要である。 

農民の満足度 

• 農民のニーズの充足度、満足度については、2009.7 末現在、データの収集が

なされていないが、今後、モニタリング、評価の項目に含めていく予定である。

また、中間レビュー評価調査での農民グループでの聞き取りでは、普及員の

指導に満足しているとの声が寄せられた。8 市の市長や市議会のメンバーも、

普及員の活動に満足している。普及員の多くは、地元の出身で、現地のマヤ

の言葉を話すことも、農民に技術を普及する上で重要な要素である。 

 

成果 4 農民グループが生産及び組織的活動に必要な知識と技術を適用する能力を

持つ 

指標 4-a:モデルコミュニティ、周辺コミュニティに○組織の農民組織が設立される。 

4-b: 設立された農民組織の活動計画が全て作成されている。 

 

達成状況 

(低〜中程度) 

全般 

• プロジェクトの実施開始当初、活動地域では、農業支援事業の受け皿として

組織された名目だけの農民グループや、興味を同じくする有志の集まり程度

のものが殆どで、生産活動を共同して行うレベルに達しているグループは極

めて少なかったが、プロジェクト開始後には農民グループの数には次の変化

が見られた。一部の農民グループは市場にアクセスする必要性から、自分た

ちのグループを強化する必要性を感じているが、このようなグループはまだ多

数ではない。 

農民グループの数 

• 2008 年度にプロジェクト活動の一環として、展示圃活動を実施するに際して

は、農民グループを形成することから開始し、担当農業普及員及び市役所と



の活動内容に関する合意の上で、50 ヶ所の基礎穀類展示圃が設置され、50

の農民グループによって運営された。そのうち 12 のグループはビニールハウ

スによる生産活動を始めている。 

農民組織の活動計画 

• 農民グループの規約や計画書は未整備であり、今後、これらに関する支援を

行う必要がある。まだ、農民グループ形成及び組織的活動を開始する端緒が

開かれた段階である。 

 

成果 5 プロジェクトで確立された普及メカニズムが他県に普及されている。 

指標 普及体制を他県に活用する計画書が作成されている。 

 

達成状況 

(中程度) 

• 2008 年中盤から「国家農業普及プログラム」委員会が設置され、当プロジェク

トから 2 名が参加して、SEGEPLAN 等にプロジェクトの農業普及に関する考え

方や方法を説明し、同委員会が作成する政策や普及システム構想に反映す

る努力を行った。 

• 2009 年 3 月 に グ ア テ マ ラ 国 内 で 活 動 す る 普 及 ･ 援 助 機 関 関 係 者

（MAGA/NGO/大学等）を招き、PROETTAPA を含め、実施されている普及モ

デルについて 100 名以上が参加したセミナーを開催し、普及の成功事例を共

有した。このセミナーには、市長たちも参加した。また、同年 4 月には、普及に

関する国際会議で ICTA が PROETTAPA の普及手法を説明した。 

 

 ３－１－２ プロジェクト目標の達成状況： 

中間レビュー調査の時点では、対象地域のモデルコミュニティで、50 グループの農民が、市の普及員の指導によっ

て、PROETTAP の下で開設された展示圃場やビニールハウスで野菜の栽培活動などを行っている。市の普及員は、プ

ロジェクトの研修によって能力を向上させ、農民グループに対する栽培技術の移転を支援している。また、販売・融資

の情報にかかわる支援も、モデルコミュニティの農民グループに対しては、基礎レベルで開始されている。 

一方、農業技術普及体制構築の一環として、プロジェクトのコンセプト（添付資料  7）の中で提示された「農業委員

会」は、2009 年 7 月末の段階では、まだ設置されていない。 

これらの事実は、成果（アウトプット）レベルでは、それぞれの組織が、それぞれの活動を実施し、一定の進捗をみせ

ているものの、農業技術普及体制のシステム作り（連携と調整機能の導入）が遅れていることを示している。 

 

 ３－１－３ 進捗のプロセス： 

プロジェクト開始直後(2006.10〜)は、JICA の技術協力スキームに対する両国関係者の情報と理解共有の不足、参

加型手法の適用方法についてのスタンスの違い等から、活動が円滑に行われなかった面も否めず、全般的に進捗は

遅れ気味である。しかし、日本人専門家と MAGA 首脳部と ICTA の努力によってプロジェクトの実施体制は徐々に改善

されている。 

 

年度 プロジェクトの実施体制の状況 

2007 JICA の技術協力スキームに対する両国関係者の情報共有不足、グアテマラ側 C/P

の雇用形態による活動取り組みへの影響、グアテマラ側予算計上の遅れ、C/P の交

代等の課題が見られた。 

日本人専門家と、MAGA 首脳による交渉によって、グアテマラ側現場責任者(National 

Coordinator)の任命、プロジェクトの予算執行機関としての承認、C/P の任命、San 

Carlos 大学との連携形成、2008 年度予算計上等がなされた。 

2008 プロジェクトの基本コンセプトの策定、農業普及員雇用を中心とする市役所との合意

形成、C/P 継続雇用についての交渉、2008 年一部予算の執行、2009 年度予算の計

上と承認等。 

2009 グアテマラ側の百万ケッツアルの予算が確保された（2009 年 7 月末時点で８万ケッツ

アルのみが執行されている）。また、MAGA 予算による 3 名の C/P 技術者と 1 名の事

務職員の新規雇用、必要資機材の購入(ビニールハウス関係)、C/P 活動費支出等

が約束された。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 



 プロジェクトの妥当性は、以下の理由により高いものと判断する。 

① グアテマラ国の政策との整合性 

グアテマラ国政府は、1996 年末の和平協定締結以来、農村部の人的キャパシティ・デベロップメントを優先課題の１

つとし、同時にインフラ整備、基礎教育の充実、及び社会インフラの整備に努めている。2002 年に地方分権法と開発審

議会法が制定され、地方自治の強化が図られた他、2006 年には、「包括的な農村開発政策」が策定され、政策の重点

が農村部へシフトした。現コロン政権（2008～2012）「包括的な農村開発政策」が制定され、必要な法整備にも取組む姿

勢を見せている。同年 4 月には、大統領府農村開発審議会（CEDER）を設置し、農村開発における貧困層のエンパワ

ーメントを目指し、農村部における生産セクターを包括的に支援するとしている。MAGA は、2008～2012 年農牧政策に

おいて農業普及プログラムを実施しており、その一環で農業普及委員会を設置し、同委員会が全国農業普及システム

の文書を策定した。 

本プロジェクトは、西部高原地帯の三県を対象に、小規模農民への栽培技術と販売・融資情報の普及体制のモデル

確立を目指すもので、プロジェクトの実施方針は、開発審議会制度と地方分権の政策に則って策定されている。対象と

なるコミュニティには農民グループが組織され、県 MAGA 事務所、市役所からの計画、モニタリング、評価に関わる支

援、ICTA-CIAL と市役所普及員による技術面での支援（農業技術開発と参加型移転）を受ける一方、自らも主体的に

活動に参加することを通じて、栽培技術と生産・販売に関わる能力を向上させていくことが期待される。 

 これらの内容から、プロジェクトはグアテマラ国の政策と高い整合性を持つと判断する。 

 

②ターゲットグループのニーズとの整合性 

1997 年に MAGA の農業普及部局が廃止され、グアテマラ国の小規模農民に対する農業技術支援は NGO、農業資

材会社、生産組合等の私的組織及び団体に任された。しかし、それらの組織及び団体は、広範囲な地域のニーズの異

なる農民の現状を改善するための役割を果たせず、小規模農家が、食糧自給や農業収入向上に対する大きな阻害要

因となっていた。状況を打破するために、グアテマラの現状に合致した公的農業普及体制の再構築を目指す当プロジ

ェクトの目的や実施は、小規模農民の生計改善に大きな役割を果たすと考えられる。 

 

③日本政府の政策との整合性 

日本国政府による「政府開発援助（ODA）国別データブック 2008—グアテマラ国に対する政府開発援助(ODA)の考え

方」において、我が国は、グアテマラに対する ODA について、内戦後のグアテマラ政府の和平定着、先住民と非先住

民、農村部と都市間における是正格差への努力の姿勢を評価し、ODA 大綱の重点課題である「平和の構築」及び「貧

困削減」の観点から意義を有するとしている。 

2008 年 6 月、現地 ODA タスクフォースはコロン政権下のグアテマラ政府に対する初の現地経済協力政策協議を

実施し、引き続き「農村開発」、「持続的経済開発」、「民主化の定着」を我が国の対グアテマラ援助重点分野とすること

で合意した。本プロジェクトは我が国の対グアテマラ援助方針に合致している。 

  

④JICA の援助方針との整合性 

JICA は、グアテマラ国国別援助方実施針の中で、「農村開発」を援助重点分野としている。先住民族が多く居住する

西部及び北部地域や、貧困度が高い地域を対象に、生活改善アプローチを採用した人間の安全保障のための教育、

保健・衛生等に加え、農業をはじめとした各種産業に資する協力を地域開発の観点から統合的に計画、実施するとし

ている。さらに、その実施過程においては（1）住民自身による意思決定と実施メカニズムの構築、(2)開発に携わる内外

の個人および組織間での対話、(3)公共政策の実施能力向上を図ることにより持続性のある貧困削減への取り組みを

具現化することを目指す方針を打ち出している。 

本プロジェクトは、JICA グアテマラ国事務所が策定した「西部高原農村地域生活改善プログラム」中のプロジェクトと

して位置づけられ、西部地域の小規模農民を対象に、コミュニティ、市、県レベルの組織の連携を通じて、農民グルー

プへの農業技術移転を、農民自身の主体的な参加を重視して行うプロジェクトであり、上に述べた JICA の援助方針と

の整合性が高いことは明らかである。 

 

⑤プロジェクトの手段としての妥当性 

グアテマラ国では、2002 年に地方分権法が制定され、地域開発が重要政策として実施されているが、唯一の地方自

治体は市役所であり、市役所が地方自治における役割と機能を果たすことによって、効果的な農村開発が実現可能と

なる。しかし、市役所は、これまで農業普及に関わる行政サービスの経験が皆無であり、単独での農業技術普及活動

の展開は不可能であった。このような状況下で、当プロジェクトでは、市役所を中核とする農業技術普及体制の構築を

目指している。その手段として、開発審議会内に農業委員会の設置、MAGA 県事務所および ICTA-CIAL との連携を通

じて、農民への支援を行う戦略を取り、各組織がプロジェクト活動を通じて、求められる能力の強化を果たすことを狙い

としている。農民についても、各組織の支援を得ながらも、主体的な参加を通じ能力を向上していくことが期待される。



これらの手段は、グアテマラ国の地方自治と開発審議会の枠組みの中で、適切な戦略の下に行われており、プロジ

ェクトの手段として適切であると評価する。 

⑥日本の技術的優位性の有無 

日本の農家は殆ど全てが小規模農家であり、それら小規模農家の農業技術や経営法を改善する普及体制について

は、日本は世界でも有数の実績を挙げている。また、集約的な野菜栽培技術や農協を通じた組織的農民活動につい

ても、日本は世界に例を見ない成果を挙げている。 

 

（２）有効性 

プロジェクトの有効性は、以下の理由により中程度であると判断する。 

①プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト開始直後においては、JICA の技術協力スキームに対する情報共有不足、参加型手法の適用方法につ

いてのスタンスの違い等から、活動が円滑に行われなかった面が否めない。更に、C/P の大幅な交代などの影響を受

け、プロジェクト・コンセプトの関係者への浸透も必ずしも十分でないなか、進捗は全般的に遅れ気味である。 

日本人専門家と MAGA、ICTA 首脳部の取り組みによってプロジェクトの実施体制は徐々に改善の傾向にあり、2009

年度には、グアテマラ側の予算の確保や、C/P 技術者の採用に努力するなどの変化が見られる。 

2008 年 1 月に、9 市の参加により開始された市の普及員による活動は、2009 年 7 月末現在、8 市の市役所が中心と

なって現場での農業普及活動を実施している。ICTA-CIAL による技術研修と、県 MAGA 事務所による支援が市普及

員の活動を技術的にバックアップしている。 

これらの事実から、農業普及体制の大枠は出来ていると判断されるが、市の普及員は、定着の度合も低く、能力に

ついても、今後の向上が急務である。また、MAGA、ICTA-CIAL、市役所は、それぞれ担当する活動を展開しているが、

それらの活動を連携・調整し、農業技術普及体制の構築を可能とするためには、各機関の調整と開発審議会への働き

かけが必要であるが、この点で、MAGA 県事務所の取り組みには、改善の余地がある。 

 

②成果の達成状況と外部要因（阻害要因） 

3.3「成果の達成状況」で述べたよう成果の達成は遅れ気味である。プロジェクト進捗に拘わる主な阻害要因として

は、以下のものがあったと考えられる。 

MAGA の予算確保の遅れ 

ICTA の予算不足 

グアテマラ側普及実施機関の特定の遅れ 

グアテマラ側 C/P の交代 

市役所普及員の定着度の低さ 

 

（３）効率性 

プロジェクトの効率性は他の案件と比較して低いものと判断する。グアテマラ側の投入の遅れが、活動の進捗、成果

の発現に影響を与えた主な要因である。 

①日本側投入 

日本側投入は、全般的に、R/D に定められた質、量、タイミングで行われ適切なものと判断する。専門家による技術

指導と、日本、グアテマラ国、第三国における研修、セミナーの組み合わせにより、技術移転の効果を生み出し、予定

より遅れているものの、プロジェクトの成果が発現しつつある。しかし、日本人専門家の派遣数は、プロジェクトの業務

内容の難度や調整を要する対象機関の数、地域範囲の広さを考えると、必ずしも十分ではなかったと思われる。なお、

供与あるいは貸与された機材は、維持管理状態も良好で、有効に活用されている。 

 

②グアテマラ側投入 

各関係組織の努力により、改善されつつあるものの、プロジェクト開始から、中間レビューまでの投入については、カ

ウンターパート配置や予算確保等の質、量、タイミングの各面で課題が見られる。予算確保の遅れ、C/P の配置に関し

ては、成果の達成状況の項で触れた通りである。 

また、研修・セミナー、普及活動に関わる活動費などのコスト負担については、グアテマラ側による応分の負担が予

定されていたが、執行手続きの遅れから、日本側で大部分を負担した。 

対象地域の 9 市役所による普及員の雇用は、今後の地方分権の中核を担う組織である市役所(市長)の、農村開

発、農業技術普及に取組んでいく意欲の表れと認識し、高く評価したい。 

 

（４）インパクト 



①上位目標の達成見込み 

プロジェクト目標に示される農業普及体制が構築されれば、活動対象地区である 8 市のコミュニティや、その周辺の

小規模農民の生計向上の基礎を与えるであろう。 

しかし、上位目標「プロジェクトで確立した普及体制により対象地域の小規模農民の生計が向上する。」の達成のた

めには、流通や、販路の開拓、農産品加工による付加価値の創出等の要素が充足される必要がある。よって、普及実

施機関である市役所、研修実施機関である ICTA-CIAL、そして各機関の業務の連携と調整を担う MAGA が、それぞれ

の面で活動を効果的に、また、面的にも拡大していくことが上位目標達成の条件となる。 

また、西部高原地域では、日本国政府の草の根無償スキームによるトト二カパン県の「道の駅」が 2009 年後半から

活動を開始することに加え、2010 年度は、同地域の三県で JICA の「一村一品運動」プロジェクトが開始されることもあ

り、これらの活動との連携も上位目標の達成見込みを高める要素であると考えられる。 

 

②インパクト 

中間レビュー時点でのインパクト検証は時期尚早であるが、いくつかの正のインパクトが発現していると見られる。 

政策面 

2008 年に誕生した現政権は、貧困層の支援に力を注いでおり、貧困地域を対象とした農村開発の基礎として農業普

及を重視しているが、地方自治体である市役所を核とした農業普及体制のモデルが、PROETTAPA の実施により提示

されたことは、MAGA が、農業普及の重要性に目を向けるきっかけとなったと考えられる。 

また、PROETTAPA の実施により、市役所の役割と機能が、農業技術普及の分野で明確に位置づけられたことによ

って、開発審議会制度の枠組みの中で、地方自治体(市役所)と中央政府の出先機関である県 MAGA 事務所や、

ICTA-CIAL が業務を通じて連携を取りながら業務を進める先進的な事例となった。 

 

組織面 

本プロジェクトは、農村開発審議会制度と地方分権の枠組みの中で、市役所を中核とした農業普及システムの構築

を、MAGA 及び ICTA-CIAL の連携と協働を通じて実現することを目指しているが、プロジェクトを通じて、モデル地域の

8 市（当初 9 市）は、普及員を雇用し、MAGA、ICTA-CIAL との連携を通じて、農業技術の普及に取組み始めており、農

業普及計画の策定を行った。グアテマラ国において、市役所を中心として、複数の組織が連携し、農業普及に取組ん

だ例は過去に見られないものであり、地方自治組織としての計画立案、実施能力の向上にインパクトがあった。 

また、従来、研究･技術開発に重きを置いてきた ICTA-CIAL が、PROETTAPA の活動を通じ、普及員と共に現場に赴

いて農民のニーズに耳を傾け、農民の望む技術開発を行うアプローチを取るようになった。更に、従来行っていなかっ

た市の普及員に対する研修体制の確立に取り組み、業務の対象分野を広げた。 

 

技術面 

1997 年の MAGA による農業普及部局の廃止以来、10 年以上に亘って小規模農民に対する行政の農業普及が行わ

れていない事実から見て、当プロジェクトの活動は農民に対する技術面のインパクトは大きいと考えられる。 

特に、伝統的農法であるミルパについては、これまで基本的方法や改善方策についての検証がなされてこなかった

が、当プロジェクトの展示圃場の実施によって農民の信頼を得られるような技術的提案ができるようになりつつあること

は、技術的に非常に大きなインパクトであると考えられる。 

また、高原に位置する活動地域では、ビニールハウス利用等の、あらたな野菜栽培、付加価値の高いバレイショの

種芋生産技術の習得は収益向上の面から、農民に対する大きなインパクトが期待される。 

 

環境面 

プロジェクトが推進する農法は、有機物施用による地力維持、土壌保全の強化、農薬の適正使用等も含んでおり、よ

り持続的な農業の観点に立脚している。 

但し、プロジェクトで導入しているビニールハウスに関しては、2〜3 年に一度交換することを目安とするビニールシー

トの適切な処理が必要である。 

 

社会面 

内戦の影響が残っている先住民社会では、グループの設立や組織的活動が困難な状況である。当プロジェクトで

は、緩やかな繋がりの農民グループから開始し、より強い規範を必要とする農民組織の設立と運営までを活動の中に

含んでおり、これらは先住民社会の活動の形態に変化をもたらす可能性が見込まれる。しかし、プロジェクト対象地域

であるトト二カパン市のように先住民族の伝統的な意思決定のメカニズムが、長年に亘り維持され、成果を上げ、住民

に支持されている地域においては、開発審議会の枠組みにおける普及体制の構築に固執するあまり、伝統的な社会

のありかたと軋轢を起こさないように配慮し、柔軟に対応する必要がある。また、ビニールハウスの建設にあたって、上



水道を利用して灌漑を行う場合は、住民間で問題が生じないように注意を払うことが必要である。 

 

（５）自立発展性 

プロジェクトはグアテマラ国の政策と整合性が高く政策面での支援が期待できるが、財政面の自立発展性には懸念

が残る。一方、農民グループについては、プロジェクト協力期間の後半には、展示圃活動を通じて、技術移転が進み、

新たな栽培技術を受け入れるとともに、流通･販売活動のために組織強化の必要性への認識が高まることが期待され

る。 

 

政策面 

本プロジェクトは、先住民の多くが居住する西部高原地帯の三県を対象に、条件の悪い土地でトウモロコシ、フリホ

ール豆の栽培を中心とした自給自足的な生活を余儀なくされている小規模農民への栽培技術と販売・融資情報の普

及体制のモデル確立を目指すものであり、実施方針は、開発審議会制度と地方分権の政策に則って策定されている。

現政権の、農村開発の基礎として農業普及を重視する政策と高い整合性を持ち、政策的な支援が期待される。 

 

組織面 

本プロジェクトは、農村開発審議会制度と地方分権の枠組みの中で、市役所を中核とした農業普及システムの構築

を、MAGA 及び ICTA-CIAL の連携と協働を通じて実現することを目指している。 

MAGA の県事務所は、県普及計画の策定、市役所普及計画策定の支援や、CODEDE における農業委員会の設置

促進など、プロジェクト関係者の活動を連携・調整する機能を強化していくことで、協力期間終了後も、農業普及体制の

中で、活性化された農民グループのニーズを汲み取っていくために求められる重要な機能を果たすことが期待される。

ICTA-CIAL は 1973 年以来、グアテマラ国の農業技術の研究･開発に従事しており、豊富な経験を備えたスタッフを

有している。PROETTAPA の活動では、組織をあげて研修活動というあらたな分野に挑み、実績を上げた。現時点で、

グアテマラ国内で、普及員を対象とする研修を実施している公的機関は、ICTA-CIAL のみであり、農業普及が重視さ

れる中で、組織の存在意義は高まっている。 

普及の実施機関である、8つの市役所は、中間レビューの時点では、それぞれが2名の普及員を雇用しており、農業

普及を通じて、地域開発を実現していく意欲が見られる。しかし、普及員の雇用の継続と安定が課題である。 

 

財政面 

2008 年後半からの世界的な経済不況により、グアテマラ国の財政状況も深刻な影響を受けている。MAGA、

ICTA-CIAL とも 2009 年度予算は前年度から減少している。 

MAGA は、2008 年のプロジェクト予算 45,000 ケッツアルに対して、2009 年度は、100 万ケッツアルを計上し、支出可

能な状況であるとしている。しかし、2009年7月の時点で、実際に執行されたのは、8万ケッツアルに留まっており、プロ

ジェクト活動の財政的な自立性については不安がある。 

ICTA-CIAL の予算不足は慢性化しており、プロジェクトによる供与機材に対する税金や、車両の保険代を捻出する

ことが困難である。また、プロジェクト活動に必要な燃料代等を日本側が負担してきている状態である。 

一方、市役所は、国家予算の 10%を毎年受け取ることが法的に定められており、ある程度の財政的な基盤は期待で

きる。市長の判断で、普及員の継続雇用は可能と見られる。 

 

技術面 

PROETTAPA の活動では、参加型手法を用いて、農民の意見を取り入れつつ、対象地域（高原地域）の条件を考慮

して、新規作物(高収益作物)を含めた栽培技術の改善を目指している。 

MAGA 県事務所と ICTA-CIAL の C/P は、日本人専門家のアドバイスを受けつつ、2008 年から市の普及員と農民グ

ループの展示圃場活動を支援し、2009 年には対象作物の範囲を拡大している。彼らはプロジェクト活動を通じて主体

的に経験を蓄積し、農民のニーズに合致した作物の栽培技術を移転している。 

一方、農民グループについては、プロジェクト協力期間の後半には、展示圃活動を通じて、技術移転が進み、新たな

栽培技術を受け入れるとともに、流通･販売活動のために組織強化の必要性への認識が高まることが期待される。 

 

３-４ 結論 

プロジェクトの実施には、高い妥当性が認められるが、プロジェクト開始直後は、JICA の技術協力スキームに対する

両国関係者間の情報共有不足、参加型手法の適用方法についてのスタンスの違い、グアテマラ国側の投入の遅れ等

から、活動が円滑に行われなかった。2007 年末の選挙後には、政権政党の交代に伴う MAGA の C/P の大幅な交代な

どがあり、現時点で進捗は全般的に遅れ気味である。 

しかし、日本人専門家と MAGA、ICTA-CIAL 首脳部の連携によってプロジェクトの実施体制は徐々に改善されてお



り、2009 年度には、グアテマラ側の予算の確保や、C/P 技術者の採用などに若干の変化が見られ、地方自治と開発審

議会の枠組みの中で、市を核とした普及体制のモデルが形をなしつつある。 

プロジェクトのコンセプトでは、農村開発審議会制度と地方分権の枠組みの中で、市役所を中核とした農業普及シス

テムの構築を、MAGA 及び ICTA-CIAL の連携と協働を通じて実現することを目指しているが、プロジェクトの活動を通

じて、モデル地域の 8 市（当初 9 市）は、普及員を雇用し、MAGA、ICTA-CIAL との連携を通じて、農業技術の普及に取

組み始めており、農業普及計画の策定を行った。プロジェクト対象地域において、市長と農民が普及員の仕事を高く評

価している。グアテマラ国において、市役所を中心として、複数の組織が連携し、農業普及に取組んだ例は、過去に見

られないものであり、地方自治組織としての計画立案、実施能力の向上の面で強いインパクトがあった。 

MAGA、ICTA-CIAL、市役所は、PROETTAPA の下で、それぞれ担当する活動を展開しているが、それらの活動を連

携・調整し、農業技術普及体制の構築を可能とするためには、プロジェクトのコンセプトに示されたように、各機関の調

整と開発審議会への働きかけが必要である。 

この点で、MAGA 県事務所の取り組みには、改善の余地がある。今後は、県普及計画の策定、市役所普及計画策

定の支援や、農業委員会の設置促進などの面で、関係者を連携・調整機能を強化していくことが期待される。 

一方、ICTA-CIAL は、普及員と共に現場に赴いて農民のニーズに耳を傾け、農民の望む技術開発を行うアプローチ

を取るようになった。更に、市の普及員に対する研修体制を確立し、業務を広げたことにもインパクトが見られる。 

プロジェクトの自立発展性については、予算面での課題が見られる。PROETTAPA に参画している各機関で、予算の

減少傾向が見られるが、特に ICTA-CIAL については深刻である。 

 

３-５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

“試験的に実証され、且つ有効な農業普及体制に係る制度モデルを形成し、これをより広範囲な対象地域への応用

に向けた提案としてまとめる”には、関係機関及び関係者による積極的かつ合目的な連携と精力的な取り組みが求め

られている。以下の諸点が具体的な各関係機関および関係者に向けた提言である。 

 

(1)  2008 年に纏められ、2009 年 3 月の JCC に提出された PROETTAPA のプロジェクト・コンセプト（添付資料 7）

は、事業ビジョンと各関係機関のあるべき連携関係や期待される役割を示す基礎文書であると認められる。同

コンセプト・ペーパーに示されたビジョンと考えがさらに明確に普及されることを通じて事業プロセスが加速され

ることを期待する。これが関係機関・関係者に周知されるための明確な指示が可及的速やかに発出されるよ

う、MAGA 次官が務める PROETTAPA プロジェクト・ディレクターによる組織的イニシアティブを求めたい。 

 

(2)  PROETTAPAが目指す農業普及制度モデルの形成には市自治体の参画が不可欠であり、MAGA県事務所は

地域の活性化を目指した市自治体との連携強化において重要な役割を担うことが想定される。MAGA 県事務所

がプロジェクト・コンセプトに示された必要なメカニズムの形成と実効ある運営に積極的に取り組むことを期待す

る。また、MAGA 県事務所が、現在、連携している 8 つの市自治体との連携事例をグッド・プラクティスとしてまと

め、その結果を幅広くアピールするなどの活動、普及対象農家の生計の向上に不可欠な流通に関連する情報

を積極的に収集し、PROETTAPA の諸活動を通じて農家に提供することを期待する。なお、同分野においては、

日本の協力による“1 村 1 品運動”や“道の駅”支援などが新たに開始される予定されており、参考にされたい。

 

(3)  事業進捗遅れの要因の一つはプロジェクト予算の未執行である。書面上の予算確保額が確実に執行される

様、MAGA が現状況の改善に取り組むことを期待する。特に ICTA-CIAL に対する資源投入が不可欠であるが、

予算の現象が続いており活動の継続が危惧されるため、状況の改善を期待する。 

 

(4)  現在の PDM は、上述（１）で言及したプロジェクト・コンセプトを明瞭に示すものとなっていない。これが早期に

改定され、JCC の承認を経た正式計画文書となることを期待する。その際、ベースライン調査の結果を踏まえ、

終了時評価の際の有効かつ明確な指標が盛り込まれることを期待する。 

 

(5)  最後に、現在グアテマラ政府・MAGA が積極的に取り組む農業普及関連事業は、資源の配分に係るものであ

る。一方、PROETTAPA が試みる制度モデルはそれら開発サービスの受容に係るものである。今後も農村開発

を目的とする多様なサービスが計画・実施されることが予想されるが、それらが効果を発揮するためにも、この

“受容メカニズムの形成”が果たす役割は極めて重要である。 

 


