
 

終了時評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：パレスチナ 案件名：パレスチナ持続的農業技術確立のための普及システム

強化プロジェクト 

分野：農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部畑作地帯

グループ畑作地帯

第二課 

協力金額（評価時点）：4.3 億円 

 

協
力
期
間 

（R/D）： 

2007 年 2 月 27 日 

先方関係機関： 

パレスチナ自治政府農業庁（国立農業研究所、普及地域開発局、

各県支局） 

協力期間： 

2007 年 3 月 31 日～ 

2010 年 3 月 30 日

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

パレスチナ自治区（以下、「パレスチナ」と記す）のヨルダン渓谷地域（ジェリコ県及びトゥ

バス県・ナブルス県の一部）は、面積 1,000km²、人口 8 万 9,000 人でヨルダン川西岸地区の東部

に位置している。労働人口の約 7 割が農業分野に従事していることから、農業は地域の安定及

び発展において重要な役割を果たしている。また、同地域のすべての用水は湧水及び地下水か

ら賄っている。同地域の農地は 1 万 3,500ha と推定され、そのうちジェリコ県の農地は約 4,000ha

を占め、ほぼ 100％灌漑されている。また、農業と畜産を合わせた専業農家数は、約 1,800 世帯

である。JICA「ジェリコ地域開発計画調査」（2005 年 10 月～2006 年 9 月）では、同地域で営ま

れている農業の主たる問題として、農家の技術レベルの低さ、水管理の不徹底、土壌の塩類集

積、肥料・農薬の不足や価格の高騰、イスラエルの検問所での検査に時間を要することによる

農作物の品質劣化等が指摘されている。また、農業普及については農業庁（Ministry of 

Agriculture：MoA）の普及地域開発局（General Directorate of Extension and Rural Development：

GDERD）及び国立農業研究所（National Agriculture Research Center：NARC）が実施しているが、

双方の連携はなされておらず、同時に農家のニーズがこれら関係機関によって十分に把握され

ていないことが指摘された。 

このような状況下、日本政府は、イスラエル、ヨルダンとの連携の下、パレスチナ経済の自

立のため、ヨルダン渓谷地域での「平和と繁栄の回廊」構想を提唱した。JICA は、この「平和

と繁栄の回廊」構想の具体化のために「ジェリコ地域開発プログラム」（2006～2010 年度）を策

定した。 

本プロジェクトは、迅速かつ機動的に平和構築支援を行うためにファスト・トラック制度1を

活用しつつ、上のプログラムの農業分野の技術協力事業としてパレスチナ政府より要請がなさ

れ、2007 年 3 月より 2010 年 3 月の 3 年間の予定で開始されたものである。 

  

                                                 
1  緊急性の高い事業を、簡素化された手続きなどにより、迅速に計画・実施するための JICA の制度。 



 

１－２ 協力内容  

本プロジェクトでは、循環型農業、節水農業及び土壌保全に係る研究の実施、研修等を通じ

た普及関係者の能力向上、農業研究展示圃場（Demonstration Agricultural Research Farm：DARF）

の運営を通じた農家の自立的な営農の実施によって、農業普及のための体制基盤を整えること

を目的としている。 

 

（１）上位目標 

「平和と繁栄の回廊」構想が実現するために裨益対象者である小規模農家の農業生産性が向

上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

研究活動と普及活動が連携することにより効果的な農業普及のための体制基盤が整う。 

 

（３）成果（アウトプット） 

① 現地の風土に適した技術を考慮した形で、循環型農業及び節水農業、土壌保全の研究が

実践される。 

② 専門技術員（Subject Matter Specialist：SMS）2及び普及員による普及活動が活発になる。

③ プロジェクトサイトの小規模農家によって循環型農業及び節水農業、土壌保全に係る改

善技術の導入が始まる。 

 

（４）投入（評価時点）： 総投入額 4.6 億円 

日本側： 

   短期専門家派遣：12 名（108.4 人/月）、携行機材：0.31 億円、 

本邦研修（2010 年 2 月予定）：3 名（1 コース）、 ローカルコスト負担： 0.35 億円 

相手国側：  

  カウンターパート（C/P）配置：36 名、C/P 予算：0.25 億円3 

事務所施設提供：ジェリコ市のアラブ協会の所有する建物と施設の一区画 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括 

 

土壌保全・節水農業 

 

営農改善・普及 

評価分析 

梅崎 路子

 

國廣 博昭

 

古市 信吾

飯田 春海

国際協力機構 農村開発部次長 兼 畑作地帯

グループ長 

農林水産省 農村振興局整備部設計課 海外土

地改良技術室 海外技術調整係長 

アイ・シー・ネット（株） 

グローバル・リンク・マネージメント（株）  

調査 

期間 

2009 年 12 月 1 日（火）～ 

12 月 23 日（水）

評価種類：終了時評価 

  

                                                 
2 農業庁 GDERD に配属されている普及員の指導員。 
3 2009 年 12 月の JICA 精算レート 1 米ドル=86.66 円に基づいて、29 万 9,338 米ドルを換算。 



 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）アウトプットの達成度 

アウトプット 1：現地の風土に適した技術を考慮した形で、循環型農業及び節水農業、土

壌保全の研究が実践される。 

アウトプット1はおおむね達成されている。 

プロジェクトが活動の展開に先立って実施した、ヨルダン渓谷の農業普及サービスに係る

SWOT分析ワークショップの結果、研究部門については、①NARCが、活動予算の不足等から

農業普及にかかわる研究活動は行っていない、②GDERDのSMSとNARCの研究者が技術的な

交流を行うメカニズムが農業庁内になく、③これらの結果、農業庁内で研究者とSMSの連携

による普及員への適切な技術供与、普及員から農家への必要な技術移転という普及サービス

に必要な技術情報の連鎖を阻む要因となっていた。 

同ワークショップの結果を受けて、プロジェクトは、研究員、SMS、普及員、農家の間で、

相互の関係性を強め、共通した目的のために活動する参加型研究・普及のアプローチを採用

した。そして、ヨルダン渓谷のアイン・エルベイダ、アン・ナサリア、ジフトリック、オウ

ジャ、ジェリコの5地区に、参加型研究・普及活動の拠点となるDARFが設置された。 

NARCの研究者（C/Pである7名）は、同圃場活動の運営を行うタスクフォースのメンバーと

して、SMSと共に、週1回のペースで現場を巡回し、営農に係る課題の情報を収集し、課題解

決のための応用研究を行うという過程をプロジェクト活動で行った。終了時評価調査のイン

タビュー結果より、プロジェクトに参加した研究者が、対象地域の農家が抱える技術的課題

について把握し、その諸課題のなかから栽培と畜産における応用研究テーマを適宜、選択し、

対応が可能な状態であることが確認された。 

 

＜指標 1－1＞：農業庁及び NARC が実施する研究課題の数が増加する。 

2008年6月に開催された「DARFタスクフォース・ワークショップ」において、ジェリコ渓

谷における循環型農業、節水農業及び土壌保全に係る技術的な課題が検討された。その結果、

10の応用研究テーマが選定された。これらは、①農薬使用量の削減、②スイカ栽培における

土壌消毒、③野菜栽培における適性灌漑、肥培監理、④土壌消毒における臭化メチルの代替

法、⑤物理的防虫法、⑥キュウリ栽培の比較検討、⑦モロヘイヤ栽培の除草、⑧小型反芻家

畜の飼料製造、⑨ヒツジ飼育におけるホルモン投与、⑩サイレージ製造法である。これらの

テーマを各DARFで取り組むため、2008/2009年作期の詳細活動計画が作成された。NARCの研

究者は、DARFのタスクフォース・メンバーとして、活動を通じて、上述のテーマの実証研究

を行った。したがって当該指標については達成されている。 

 

＜指標1－2＞：農業庁及びNARCが作成する研究報告書の数が増加する。 

 DARFの活動を通じて行われた実証研究の結果は、同圃場の2008/2009年作期活動報告書と

して取りまとめられた。同報告書では、上述の10テーマの実証研究結果が扱われ、 終報告

書がプロジェクト終了までに完成することとなっている。したがって当該指標については達

成される見込みである。 



 

＜指標 1－3＞：農業庁及び NARC が実施した研究活動を基にした普及活動に利用できる技術

の数と質が向上する。 

各 DARF の 2008/2009 年作期の活動結果を基に、2009/2010 年作期の詳細活動計画が作成さ

れた。2009/2010 年作期の詳細計画では、上述の 10 のテーマを継承するとともに新たに 4 つ

のテーマが追加された。NARC の研究者は、展示試験圃場の活動を通じて、有効性の高い実

証研究を行うための能力向上ができたといえる。したがって当該指標については達成されて

いる。  

 

アウトプット 2：SMS 及び普及員による普及活動が活発になる。 

アウトプット2はおおむね達成されている。 

前述した SWOT 分析ワークショップにおいて、普及サービスにおける SMS 及び普及員に係

る以下の要因が明らかとなった。これらは、①農家に直接的に技術指導を行う普及員は組織

的な能力向上の機会がない、②SMS は、普及員の技術アドバイザーの役割を果たしていない、

③SMS と普及員の連携が弱い、④普及員の活動は、活動予算の不足やイスラエルによるオー

トバイの禁止等により活発に行われていない、ことなどである。 

C/P である 10名の SMS に対して、普及員の技術アドバイザーとしての役割を果たせるよう、

その能力開発とともに、普及サービスでの普及員との連携の強化が図られた。まず、分野ご

との技術の向上を目的として、循環型農業、節水灌漑、土壌保全に関する研修が実施された。

また、研究員や普及員とともに、各 DARF の運営管理を行う一方で、SMS は、フィールド・

デイ4では、農家を対象とした多数の研修で講師を務めた。これらの活動を通じて、SMS は、

普及員との良好なコミュニケーションを形成し、農家からも良きアドバイザーと認識される

に至った。 

 C/P である 13 名の普及員に対して、農家に技術情報を伝えるコミュニケーション手法の能

力開発を目的として研修がされた。そして、DARF の活動で実施された応用研究の結果より、

有望品種の選定、太陽光熱土壌防除、土壌分析、テンシオメーターの使用法、ペスト・マネ

ジメント、コンポスト及びサイレージの作成について、農家へ直接的な技術指導を普及員が

担った。普及員は、これらの活動を通じて、営農改善のための知識と技術や、効果的な普及

法を習得し、普及サービスに対する自信を深めた。 

 

＜指標 2－1＞：普及活動の頻度が増加する。 

 普及員による普及サービスは、主に DARF でデモ農家及びキー農家5への技術指導、情報提

供として実施された。そのほかに、周辺農家に対する、車両を用いたモバイル普及、ワーク

ショップ、フィールド・デイによる普及サービスが実施された。特に、フィールド・デイで

は、現在までに、計 47 回開催され、参加者総数は 867 名となった。したがって当該指標につ

いては達成されている。 

 

＜指標 2－2＞：研究成果を普及し得る普及員の数が増加する。 

 普及員は、DARF の応用研究の成果を、普及サービスを通じて対象農家への技術指導とし

                                                 
4 農家に対する、DARF あるいは試験圃場を活用した推奨作物の紹介。 
5 活動対象地域において、DARF を設置した中核農家をデモ農家、地域の篤農家をキー農家と呼称。 



 

て行ってきたが、その経験を生かして、プロジェクト対象地域外の普及員に対する技術指導

も行った。2009 年 12 月に実施された「小型反芻家畜の飼料製造技術」セミナーでは、ジェリ

コ支局の畜産担当及び農村開発担当の普及員が、西岸の他地区から参加した 36 名の普及員に

対して、オウジャの DARF の実証に基づいて、自家製造の飼料と改良ヒツジの優位性につい

て、プレゼンテーションを行った。したがって当該指標については達成されている。 

 

アウトプット 3：プロジェクトサイトの小規模農家によって循環型農業及び節水農業、土

壌保全に係る改善技術の導入が始まる。 

アウトプット 3 はおおむね達成されている。 

各 DARF の実証研究の結果を基に、その実践の担い手である各デモ及びキー農家、さらに

周辺農家は、プロジェクトの支援を受けつつ、循環型農業、節水灌漑及び土壌保全技術を基

盤とした有望作物・品種の導入を行った。例えば、農薬によらない太陽熱土壌防除、接木苗

を用いたスイカ栽培、テンシオメーターの導入は、デモ農家のみならず、ほとんどのキー農

家で導入、実践された。さらに、農作物の耐病性の向上と収穫量及び品質の向上を目的とし

た整枝技術（トマト、パプリカ）や、温室内のミツバチを利用した果物・野菜の授粉、コン

ポストやサイレージ作成も順次、デモ及びキー農家で実践されるようになった。さらに、デ

モ及びキー農家の活動に刺激を受けた周辺農家が、フェネル等の有望品種の栽培を行ってい

ることが確認されている。 

他方、営農を支える技術分野の活動について、①農産物流通とマーケティング、②農産加

工、③農家生活の改善が実施された。 

 

＜指標 3－1＞：小規模農家の能力の評価が向上する。 

 各 DARF のデモ農家及びキー農家では、以下のような各種の有望作物・品種の導入が図ら

れた。これらは、①スクワッシュ（耐病性が高く、形状と色の良い有望品種の特定）、②クラ

スタートマト（温室栽培で適切な整枝による収量の高い品種の特定）、③野菜の温室栽培（ビ

ニール及びネットハウスで行う害虫害の少ない栽培法）、④改良されたアワシ羊（高温乾燥地

域であるヨルダン渓谷でも飼育可能であり、効率性の高いミルク生産の実現）などである。

これらの有望作物・品種の導入と実践において、デモ農家及びキー農家の営農技術は、確実

に改善されている。したがって当該指標については達成されている。 

 

＜指標 3－2＞：小規模農家が適用した技術の数が増加する。その適用状況が適切である。 

 現在まで、各 DARF のデモ農家及びキー農家では、平均して 7 種類以上の有望作物・品種

が導入された。各 DARF では、ジェリコでは 9 種類、アイン・エルベイダでは 10 種類、ジフ

トリックでは 9 種類、アン・ナサリアでは 7 種類、オウジャでは 10 種類となっている。した

がって当該指標については達成されている。 

 

＜指標 3－3＞：当該技術を導入した農家の割合が増加する。 

 プロジェクトは、DARF の周辺農家に対して、普及員による普及活動やフィールド・デイ

の開催等を通じて、営農技術や有望作物の波及を意図していた。本終了時評価調査の普及員



 

に対するインタビュー結果より、周辺農家へのこれらの技術や作物等のおおよその波及事例

は、ジェリコでは 15 件以上、アイン・エルベイダでは 30 件以上、ジフトリックでは 20 件以

上、アン・ナサリアでは 15 件以上、オウジャでは 10 件以上となっている。したがって当該

指標については達成されている。 

 

（２）プロジェクト目標の達成度 

研究活動と普及活動が連携することにより効果的な農業普及のための体制基盤が整う。 

プロジェクトは、参加型研究・普及のアプローチを基礎に、効果的な農業普及システムを

開発し、5 つの DARF の設立と運営を通じて、研究と普及の連携強化が図られた。各 DARF

では、研究員、SMS、普及員、そして、農家の関係者が協力してタスクフォースを組織し、

各 DARF の詳細活動計画を策定し、数々の応用研究と実証試験を実施した。また、上記の関

係者に対して、研修、ワークショップ、セミナー、フィールド・デイ等を通じて、営農技術

や普及サービスに関する能力開発が実施された。農業庁の研究員、SMS、普及員は、DARF

の活動を通じた経験を蓄積するとともに、普及サービスにおけるそれぞれの役割を理解した。

こうした活動の 終的な成果は、農家レベルでの適正技術の採用と有望品種の特定として

現われた。5 つの DARF の各デモ農家では、平均して 7 種類の有望作物・品種が導入、栽培

された。また、各 DARF の 70％以上のキー農家が、同様な有望作物・品種を導入するという

効果が確認された。これらの結果より、各 DARF を通じた活動は、参加型研究・普及の有効

なプラットフォームとして機能していると理解される。この観点から、プロジェクト目標は、

その実施期間終了までに達成されるものと見込まれる。 

 

＜指標 1＞：研究員と普及関係者の双方によって、デモファームが運営される。 

 5 つの DARF では、研究員、SMS、普及員、農家によって組織されたタスクフォースにより、

2008/2009 年作期の詳細活動計画にのっとって、同 DARF の運営が行われた。また、同年の活

動を評価したうえで、翌 2009/2010 年作期の詳細活動計画がタスクフォースによって策定さ

れ、実施されている。したがって当該指標については達成されている。 

 

＜指標 2＞：多岐にわたる研究、研究者と普及員の協調によって普及活動の種類と数が増加す

る。 

研究員と普及員の連携によって、フィールド・デイ、研修、ワークショップ等のさまざま

な形で普及活動が実施された。また、営農技術情報を記載した農家向けの農業技術冊子が作

成され、フィールド・デイで配布された。したがって当該指標については達成されている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

プロジェクトの目的は、農業庁が策定した「農業分野中期計画 2006-2008 年」における農業

分野の制度的・法的枠組みの整備と強化や、 適な農業開発という重点課題や、効果的な農

業技術の普及サービスを望んでいた対象地域の農家のニーズと合致している。また、日本政

府の「平和と繁栄の回廊」構想と、その具体化のために実施されている、JICA の「ジェリコ



 

地域開発プログラム」の農業分野の事業として重要な役割を担っている。このことから、プ

ロジェクトの妥当性は高い。 

 

（２）有効性 

プロジェクトは、対象地域であるヨルダン渓谷において、「研究活動と普及活動が連携する

ことにより効果的な農業普及のための体制基盤が整う」ことを目標とした。プロジェクト活

動では、5 つの DARF を、参加型研究・普及のプラットフォームとして機能させた。また、

そのなかで、農業庁の研究員、SMS、普及員の普及サービスに係る責任と役割が明確になっ

た。各 DARF の農家では、参加型研究・普及の成果として、節水灌漑技術を活用した 7～10

種類の有望作物・品種が導入・実践された。現状では、プロジェクトがめざした参加型研究・

普及が具体的に現れており、プロジェクト目標は協力期間終了までに達成される見込みであ

る。この観点から、プロジェクトの有効性は高いといえる。 

 

（３）効率性 

プロジェクト活動において、日本側の専門家、供与機材、現地業務支出は効果的に活用さ

れた。また、パレスチナ側の C/P である研究者、技術者、普及員は、積極的に活動にかかわ

り、DARF の管理運営に携わった。一方、イスラエルによる農薬の輸入停止措置などの障害

があったが、成果達成への影響は大きくなかった。この観点から、プロジェクト目標に資す

る DARF の管理運営に係る活動は効率的であったといえる。 

 

（４）インパクト 

上位目標「『平和と繁栄の回廊』構想が実現するために裨益対象者である小規模農家の農業

生産性が向上する」に対し、プロジェクトでは、5 つの DARF の実証を通じて生産性の向上

と、減農薬による生産物の品質向上に取り組んできた。今後、これらの技術が効果的に多く

の農家に普及・拡大されることが望まれる。また、ポジティブ・インパクトについては、①

スイカ等の苗木の接ぎ木栽培技術の導入、②ジェリコの市場情報の農家への提供、③対象地

域外の普及員による食品衛生技術の実践、④ジフトリックの女性グループによる食品加工活

動等において確認された。他方、ネガティブ・インパクトは確認されなかった。 

 

（５）持続性 

プロジェクトが具体化した参加型研究・普及の成果を、今後、農業庁側で継続していくた

めには、同庁で活動にかかわった C/P（研究者、SMS、普及員）をどのように活用していくの

か、今後の組織的、予算的措置の検討が必要とされ、プロジェクトの持続性はやや弱い。 

 

３－３ 結 論 

プロジェクトが DARF を参加型研究・普及のプラットフォームとして導入したことにより、

普及活動の関係者（研究者、SMS、普及員、農家）は、農家レベルで実際に起こっている問題

の解決策を見いだすために、共に働き連携を深めるようになった。その結果、既にいくつかの

有望な技術が提案・採用されている。農業生産を支援するマーケティングや金融等に関する有

用な情報もプロジェクトによって蓄積された。ただし、研究活動と普及活動の直接的な連携を



 

持続し強化することや、対象地域の農民の生計向上を実現することが課題として残された。ま

た、普及活動の関係者の更なる能力強化が必要であることに加え、現実的な普及システムがパ

レスチナ農業庁のなかに制度として組み込まれることが必要である。 

全体としては、プロジェクト期間中に所与のプロジェクト目標をおおむね達成すると結論づ

けることができる。 

 

３－４ 提 言 

（１） プロジェクト期間終了までになすべき事項への提言 

 プロジェクトが実施している研修プログラムの計画、実施、評価の実務を農業庁に移転

する。 

 改良技術の導入によってもたらされた農家経営の改善の度合いについて作付記録などを

基に示す。 

 DARF のコンセプトについて整理し記録に残す。 

 プロジェクトの成果を農業庁の関係者にとどまらず外部に発表する機会をつくる。 

 技術リーフレットを早急に農家に対し配布する。 

（２） 研究活動と普及活動の関係強化のための提言 

 普及活動に関連して研究者の貢献が大きいことを正当に評価する。 

 プロジェクトの成果を下敷きにして効果的な農業普及のためのシステムを構築し、それ

に必要な資源を農業庁が確保する。 

 農業庁は普及活動を補強する各種の要素（市場情報の提供、生活改善活動、農民金融等）

についてもプロジェクトの経験を参照してしかるべき方策を検討する。 

（３） 日本側による更なる支援に関する提言 

 プロジェクトの成果は「効果的な農業普及の体制基盤の整備」にとどまっており、した

がってこの基盤に立って更なる普及を図るためには、技術協力プロジェクトによる日本

側の協力を検討する必要がある。 

 

３－５ 教 訓 

 ファスト・トラック制度は、プロジェクトの開始を早め、迅速に必要な支援ができる一方

で、開始にあたって計画の熟度を十分に上げられない場合があるなど長所と短所の両面が

あることをよく理解し、短所を補う工夫をすることが重要である。 

 プロジェクトがよって立つ基本的な理念や方法論をぶれることなく継続して関係者に訴え

ることは、短期間で一定の成果を産出し、プロジェクト目標を達成するのには効果的であ

った。 

 プロジェクト目標で達成した内容についての持続性は重要である。しかし、プロジェクト

が置かれた環境によっては、必ずしも制度的自立性の担保されない暫定的な手段（本プロ

ジェクトの場合は DARF の設立）の採用も有効である。 

 

 




