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終了時評価調査結果要約表 

１ 案件の概要 

国名：グアテマラ共和国 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：農林水産-農業-農業一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：4 億 2,000 万円 

協力期間 (R/D): 2006年 10月 12

日 ～ 2011 年 10 月

11 日（5 年間） 

先方関係機関：農牧食糧省(MAGA)、農業科学技術庁(ICTA) 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：  

１－１ 協力の背景と概要 

 グアテマラ共和国（以下、「グアテマラ」と記す）は、国土面積 10 万 9,000k ㎡（日本の約 1/3）、

人口は 1,263 万人（2004 年）でそのうち 52％を先住民が占めている。グアテマラでは、1996 年

の内戦終結後、政府がその復興に取り組んでいるが、いまだに人間開発指数は 177 カ国中 117 位

で、グアテマラ貧困ラインである＄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。グアテマラ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の生活を営んで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高原地域研究センター（Instituto de Ciencia 

y Tecnología Agrícolas, Centro de Investigación del Altiplano：ICTA-CIAL）には、自給作物やジャガ

イモ、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（Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación：MAGA）が掌握しているにもか

かわらず、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の１つである。グアテマラが蓄積している

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

サービスをうま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－農民間をつ

な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独立行政法人国際協力機構

（Agencia de Cooperación Internacional del Japon：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、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 をカウ

ンターパート（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 月から開始するに至った。 

 

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。  
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(2) プロジェクト目標 

 対象地域において、農業技術の普及体制が確立される。 

(3) アウトプット 

1) 提案された農業普及メカニズムのなかで、MAGA 県事務所が農牧普及計画立案及び調

整能力をもつ。 

2) 提案された農業普及メカニズムのなかで、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もつ。 

3) 市役所が市の持続的農村開発の主導機関として機能する。 

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。  

5) 普及メカニズムが他のコミュニティ、他の市、及び他の県に伝達されている。 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

 長期専門家派遣：延べ 4 名、短期専門家派遣：延べ 4 名、研修員受入：①本邦研修延べ 15

名②第三国研修延べ 43 名、機材供与：46 万 7,000 ケツァル及び 40 万 8,000 ドル、ローカル

コスト負担：570 万ケツァル（2010 年 12 月末まで） 

相手国側： 

 カウンターパート配置：48 名（終了時評価時）、ローカルコスト：計 3 億 2,700 万ケツァ

ル（2010 年 12 月末まで）、土地・施設提供：プロジェクト事務所（MAGA ケツァルテナン

ゴ事務所内）、ICTA-CIAL の研修室・圃場など 

２ 評価調査団の概要 

 担当分野 氏 名 所 属 

調査者 団長 

計画調整/農業普及 

評価分析 

赤松 志朗 

大木 智之 

道順 勲 

JICA 国際協力専門員 

JICA 農村開発部畑作地帯グループ畑作地帯第一課長 

中央開発株式会社海外事業部 

調査期間  2011 年 2 月 23 日～2011 年 3 月 18 日 評価種類：終了時評価 

３ 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 成果 1：提案された農業普及メカニズムのなかで、MAGA 県事務所が農牧普及計画立案及

び調整能力をもつ。 

達成状況：「県の農業普及計画を作成する」という指標は、達成しておらず、プロジェクト

終了時までに達成する見込みもない。MAGA 県事務所と市役所間で一定の調整が行われてい

るが、MAGA 県事務所職員の参画度を高める必要がある。 

 

(2) 成果 2：提案された農業普及メカニズムのなかで、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もつ。 

達成状況：さらに改善する余地はあるものの、成果 2 は、プロジェクト終了時までに満足で

きる水準で達成する見込みである。 
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(3) 成果 3：市役所が市の持続的農村開発の主導機関として機能する。 

達成状況：対象 8 市の多くが、農業普及活動に関する年間活動計画を作成している。また、

全 8 市で農業関連の技術委員会が設けられ、年間活動計画作成等の支援を行っている。ただ

し、技術委員会が適切に機能しているかどうかは、市によって異なる。改善の余地はあるも

のの、市役所は、持続的農業開発の主導機関として、満足できる水準で機能している。  

 

(4) 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もつ。 

達成状況：対象農民グループの生産に関わる知識・スキルの向上は、満足できるものである

と思われる。ただし、組織能力の強化については、必ずしも十分ではない。  

 

(5) 成果 5：普及メカニズムが他のコミュニティ、他の市、及び他の県に伝達されている。 

達成状況：今後さらに本プロジェクトの農業普及メカニズムを紹介するセミナー開催が予定

されており、そのセミナーに他の多くの市長等が参加すれば、プロジェクト終了時までに、

この成果が達成されることになる。 

 

(6) プロジェクト目標：「対象地域において、農業技術の普及体制が確立される。」 

達成状況：本プロジェクトでは、市役所（計画部・普及員、技術委員会）を主導機関として、

MAGA 県事務所、ICTA-CIAL、農民グループ、開発審議会制度と調整・協働しつつ農業普及

サービスを小規模農家に提供している。本プロジェクトの普及メカニズムの実施により、小

規模農家に裨益効果が認められる。したがって、本プロジェクトでは、機能可能な農業普及

メカニズムを提示できているといえる。ただし、このメカニズムについては、特に資金面、

技術面での継続性にリスクがある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い。地域社会・農民のニーズ、グアテマラ政府政策、わが国支援方針との整合

性がある。 

 

(2) 有効性：機能する農業普及メカニズムが提示できている。なお、メカニズム改良の余地が

ある。 

 

(3) 効率性：中程度 

日本側及びグアテマラ側投入（人材、予算等）において、必ずしも十分でない点があった。

本プロジェクトが「普及メカニズム構築を目標とする」ことをプロジェクト関係者が理解した

プロジェクト後半には、実際に機能可能な普及メカニズムの構築作業が進展した。  

 

(4) インパクト：  

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。」 

達成の見通し：現時点で、上位目標が将来達成できるかどうか見通すことは困難。 
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1) その他のインパクト 

 いくつかのインパクトが観察された。 

①国家普及プログラム構築に際し、本プロジェクトのメカニズムが参考材料とされた。  

②保健セクターとの協力活動（栄養改善面） 

  

(5) 持続性 

1) 政策面 

 グアテマラ政府は、貧困削減、格差是正、農業近代化を重要視している。また、MAGA

は、全国的に農業普及体制の構築を図りつつある。したがって、本プロジェクト終了後も

政策面での持続性は確保される。 

 

2) 組織面： 

①MAGA の場合 

今後は、MAGA 県事務所の普及担当者のより組織的な参加が求められる。 

②ICTA-CIAL の場合 

プロジェクト終了後も、組織的に研修、技術実証、普及員や農民への技術移転を継続さ

せる必要がある。 

③市役所の場合 

市行政では、4 年ごとに実施される選挙で、市長が交代する可能性があり、それに伴っ

て、普及員の継続配置や市技術委員会の継続性が確保されないリスクがある。  

 

3) 財政面： 

①MAGA の場合 

プロジェクト終了後も、農業普及事業実施に関する市役所との連携・調整、市の技術委

員会への参加に必要な経費を継続的に負担することが必要である。 

②ICTA-CIAL の場合 

ICTA の予算状況は、極めて厳しい状況にあり、本プロジェクトの普及メカニズムを継

続させるためには、ICTA-CIAL が普及員向け研修コースの実施と技術開発・技術移転に関

わる十分な予算を確保することが必要である。 

③市役所の場合 

必ずしも、市予算から生産プロジェクトに充てることができる予算は多くないが、今後

も、継続的に農業普及にかかわる活動へ予算支出することが必要である。 

 

4) 技術面： 

①ICTA-CIAL の場合 

各地域の気候や土壌条件に適した、そして、農民のニーズに沿った技術開発と適用技術

の実証を今後も継続的に進めていく必要がある。普及員によって異なるニーズに沿って、

より柔軟に対応できるよう研修カリキュラム・プログラムを改良し、普及員の能力向上を

継続的に進めていく必要がある。 
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②市役所の場合 

職員（計画部職員と普及員）の継続性が確保されれば、本プロジェクトの普及メカニズ

ムの運用を継続できるであろう。ただし、市の普及員の技術的水準は、各普及員の学歴や

普及員になってからの年数・経験と研修受講実績によってバラツキがあるので、農民のニ

ーズに沿って、より有用な農業技術を提供していくためには、さらに継続的に知識・スキ

ルを高めることが求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

 特になし 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

 特になし 

 

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 

第一次の事前評価調査から第二次事前評価に移る段階で、プロジェクトの主目的が、農業普

及メカニズムの構築へと方針が大きく転換されている。しかし、どのようにすれば、農業普及

メカニズムを構築できるか、その困難さを十分には考慮せず、必要性の観点を重視した意思決

定が行われた。そのため、プロジェクトの活動内容には、農業普及メカニズム構築の手順が具

体的は示されていなかった。その後も、2009 年 8 月から 9 月にかけて実施された中間評価調査

まで、的確な軌道修正ができていなかった。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

 ①対象農民グループ数が多すぎて（60 農民グループ）、普及事業の計画と実施に多くの労力

をかけてしまっている。この点は、軌道修正するようプロジェクト・チームに働きかける

必要があった。 

 ②農民グループに対するプロジェクト活動の成果の取りまとめとフィードバックが不足し

ていた。 

 ③地方自治制度や開発審議会制度に関する分析の不足 

 

３－５ 結論 

 本プロジェクトでは、小規模農家を対象とした農業普及サービスが、市役所（計画部・普及員、

技術委員会）を主導機関として、MAGA 県事務所、ICTA-CIAL、農民グループ、開発審議会制度

との調整・協働する枠組みのなかで実施された。本プロジェクトの普及メカニズムの実施により、

小規模農家に裨益効果が認められる。ただし、この普及メカニズムの他地域での適用性を高める

ため、また、持続性の観点でのリスクを低減させるために対処すべき点がある。それらについて

は、提言の項で説明する。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

３－６－１ プロジェクトの残り期間に関するプロジェクトチームへの提言事項 

(1) 本プロジェクトの経験に基づき、農業普及メカニズムに関するガイドラインを作成す

る。 

(2) 本プロジェクトの普及メカニズムを地方分権化制度の枠組みのなかで、拡大適用するこ

とが期待される。また、国家農業普及プログラムにおける分権化の枠組み内で、考慮すべ

きである。 

(3) 農家グループを対象に実施した活動の結果を整理・分析し、取りまとめる。  

(4) 研修カリキュラムの改善、マーケティングに関する普及員向け研修実施、及び研修材料

の整理・取りまとめ。 

(5) 本プロジェクトが実施した、技術開発及び適用試験の結果を今後の活動実施の参考とな

るよう取りまとめること。また、地域で異なる農民のニーズ、気象と土壌条件等に応じた

技術開発・技術適用試験を継続すること。 

(6) 現在、市役所で使用されている機材が、プロジェクト終了後も市役所で利用されること

を規定する合意文書の作成。 

 

３－６－２ グアテマラ側への提言事項 

(1) MAGA の国家農業普及プログラム関係者の本プロジェクトの普及メカニズムへの参画。 

(2) 普及員向け研修プログラムの継続実施と普及員・農民への技術移転の継続。  

(3) ICTA-CIAL 内に研修担当部署を設けること。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 本プロジェクトは、先住民が多く居住する地域を対象としている。対象市のコミュニティに属

する人が市役所普及員として雇用された。普及員が農民と同じ文化をもつことが要因となって、

農民への技術移転が円滑に進められている。 

  

 

 


