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中間レビュー調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ニカラグア共和国 案件名：小規模農家のための持続的農業技術普及

計画プロジェクト 

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第一課 協力金額（本評価時点）：1.9億円 

協力期間：2008年 3月～2013年 3月 先方関係機関：農牧技術庁（INTA） 

日本側協力機関名：特になし 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

ニカラグア共和国（以下、「ニ」国と記す）は、現在、ハイチに次ぐ中南米最貧国となってい

る。小規模農家（所有面積 14ha 以下の農民。以下、「小農」と記す）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みられる。その一方で、「ニ」国の政府機関で

農業普及事業を担う農牧技術庁（INTA）は、国際機関等の協力を得て多くの農業技術プロジェ

クトを実施してきているが、それらの技術は小農を含め必ずしも農家レベルにまで普及してい

ないのが現状である。その原因としては INTAの活動予算及び普及員数が少なく、また普及員自

身の技術能力（農家レベルでの作物栽培、営農の知識・経験）が十分でないことが考えられる。

このような背景の下、わが国に対し小農を対象とした持続的農業技術の普及及び普及体制の構

築に関する協力を要請し、「小規模農家のための持続的農業技術普及計画プロジェクト」（2008

年 3月～2013年 3月）を開始した。 

なお、ここでいう持続的農業とは、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、生産性と収入の向上をめざす体系である。

今般、プロジェクトが協力期間の中間に至ったことから、技術協力の開始から現在までの実

績と計画達成度を総合的に調査、評価するとともに、プロジェクト後半の活動計画について今

後の協力の枠組みも含め協議し、必要に応じて計画の修正を行うため、中間レビュー調査団を

派遣した。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標： 

対象地域の小規模農家に持続的農業技術が普及される。 

 

（２）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の適用

が始まる。 

 

（３）成果： 

１．持続的農業技術が開発される。 

２．開発された持続的農業技術普及のための研修システムが整備される。 

３．普及員と対象地域の農民が持続的農業技術を習得する。 
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（４）投入（2010年 8月現在） 

日本側： 

専門家派遣  長期専門家 3名（約 76 MM）、短期専門家 2名（約 8 MM） 

本邦研修   4名 

資機材供与  車両、コンピュータ、オートバイなど合計 129,576米ドル 

現地業務費  172,908米ドル 

「ニ」国側： 

C/Pの配置     本部 5名、地域事務所 6名、普及員 32名 

ローカルコスト  757,280米ドル 

施設提供     プロジェクト事務所、倉庫 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査団 調査団員数 4名 

（１）団長     多田 融右  国際協力専門員 

（２）計画管理   山中 祥史  JICA農村開発部畑作地帯第一課 担当 

（３）評価分析   久保 英之  グローバルリンクマネージメント株式会社 

（４）通訳     寺邑 陽子  JICE 

調査期間 2010年 9月 27日～2010年 10月 14日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標の達成見込み 

普及体制については、①普及員が技術普及を行う能力を既に身に付けていること、②定

期的にパイロット農家を訪問し、モニタリング・支援活動を行っていること、を確認した。

また、パイロット農家については、持続的農業技術を既に適用し始めていることを確認し

た。しかし、苗床管理が不十分であるなどの事例もみられることから、パイロット農家に

対する助言は依然として必要である。 

 

（２）上位目標の達成見込み 

技術講習会・フィールドデイを通じて、パイロット農家が周辺農家と持続的農業技術を

共有しつつあることが確認された。また、展示圃では化学肥料・農薬を全く使用していな

い農家においても、展示圃以外の圃場では化学肥料・農薬を使用した農法が実践されてい

た。 

 

（３）各成果の達成状況 

成果１： 

土壌改善分野の技術では、「育苗土」「ぼかし肥」の改良・実用化が行われている。病

害虫防除分野の技術では、小規模温室と育苗トレイを組み合わせた可動式ミクロ育苗施

設を実用化した。また、ニーム・唐辛子・ニンニク・ユーカリなどの葉・種子を素材と

した自然農薬の普及も行っている。 

一方、上記技術の普及・現地適応化に関しては、これまでに 105 カ所の展示・研修圃

場（以下、「展示圃」と記す）をパイロット農家に設定し、技術導入を進めつつある。 

 

成果２： 

これまでに、研修カリキュラム 3 種（有機農法研修用、総合的野菜栽培管理／有機農

法研修用、土壌保全研修用）、及び複数の教材（PDC活動のガイドライン、有機肥料製造
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法のマニュアル、トマトにおける各種微量要素欠乏症の診断表、農家向け各種パンフレ

ット）が制作されている。また、普及員に対して研修を実施できる試験場の研究員が 3

名、PDC 農家において上記技術の現地講習会（フィールドデイ）を開催できる普及員が

10名育成されている。 

 

成果３： 

これまでに 5種類の普及員向け研修が 11回開催され、延べ 195名が参加した。また、

2種類の農民向け研修が 142回開催され、延べ 1,834名が参加した。持続的農業技術に関

する普及員の習得度は進んでいるものの、病虫害など、依然として知見を高める分野は

ある。パイロット農家についても、技術習得度は向上しつつあるが、一部では、可動式

ミクロ育苗施設の管理が適切にできていないなどの課題もみられた。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は極めて高い。 

本プロジェクトは、「ニ」国の新たな国家農業政策を具現化する主要な手段のひとつと

して INTA関係者に認識されている。また、「ニ」国における野菜生産の約 80％は小農が

担っており、国全体の食料の安全確保、栄養改善に貢献している。 

農業・農村開発は日本の対「ニ」国援助重点分野のひとつであり、中小農に対する生

産活動への支援、栽培技術・種子生産管理・病害虫の総合防除・土壌分析などの関連技

術の研究や普及の重要性が特記されている。 

事前調査では、小農のニーズとして生産と食品の安全性確保及び投入コストの削減が

同定されたが、本調査では、すべてのインタビュー対象者が食の安全性と低コスト性を

評価していた。 

 

（２）有効性 

有効性はかなり高い。 

プロジェクト目標については、指標の数値設定がないものの、現在のパイロット農家

に限っていえば既に達成されつつあるといえる。成果達成からプロジェクト目標達成に

至るロジックについても適切にデザインされている。 

 
（３）効率性 

効率性はかなり高い。 

日本側の投入は、専門家派遣、本邦研修、資機材供与、ローカルコスト負担ともに計

画どおり実施されている。「ニ」国側の投入も、C/P の配置、ローカルコスト負担、施設

の提供が計画どおり行われており、C/Pについては、プロジェクト活動が進展するにつれ、

担当普及員の人数及び投入時間が増加している。 

第三国研修の有効活用により、普及員は主要な持続的農業技術を習得し、展示圃にお

いて導入、農家による実践に結び付けている。 

 
（４）インパクト 

現時点におけるインパクトは限られているが、将来的には高いインパクトが期待できる。

上位目標の達成見込みについては、徐々にではあるが持続的農業技術を実践する小農

が増え始めている。その他の波及効果について、最も重要な収量への影響は、昨年・今

年とも異常気象に見舞われたため評価できないが、多くのパイロット農家は、異常気象
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にもかかわらず、持続的農業技術を導入したことで作物への悪影響は比較的抑えられた

と感じている。 

 

（５）自立発展性 

現時点においても一定水準の自立発展性が備わっているが、今後のプロジェクト活動を

通じて、更に高まっていくものと考えられる。 

政策面について、少なくとも現政権の任期である 2012年 1月までは継続運用される。

組織・制度面について、INTAの普及体制及びパイロット農家／展示圃を核とする一般

農家との持続的農業技術の共有メカニズムは、既にある程度機能している。 

財政面については、現在、日本側が経費負担している技術開発・展示圃活動に対する

INTA側の予算割り当て次第である。 

技術面については、大半の技術は地域資源を材料として生産できるものである。ただ

し、病害虫問題など、普及員の技術的知見が不十分である分野もあるため、引き続き普

及員の知識・実務経験を高めていく必要がある。 

 
（６）効果発現に係る貢献・阻害要因 

１）貢献要因： 

ａ）新たな国家農業政策との一致 

「ニ」国政府は、2000 年代中期、化学肥料・農薬を多用する農業から、低投入及び

有機質肥料・自然農薬の投入を奨励する農業政策へと転換した。本プロジェクトは、

この新たな国家農業政策を具現化する案件として位置づけられたことから、INTA 幹

部・職員の関心を集め、オーナーシップの醸成及び円滑な進捗につながった。 

ｂ）既存の普及制度を利用したプロジェクト活動の推進 

INTAには「普及員⇔村の普及推進係（Promotor）⇔一般農家」という普及制度があ

るが、本プロジェクトは、この制度を強化する形で活動を実施してきた。このため、

普及員・農家の間の情報共有がスムーズに行われた。 

ｃ）短期的な成果が見込まれる持続的農業技術の導入 

インタビューを行った 9 割以上のパイロット農家が、当該技術の導入後 1 年未満で

あるにもかかわらず継続的利用を明言していたが、その理由として、可動式ミクロ育

苗施設、畝立て・等高線栽培・生垣・石垣など、作物栽培の初期段階において具体的

な成果を上げ得る技術が導入されていることが挙げられる。 

２）阻害要因： 

ａ）異常気象 

プロジェクト対象地域では、2010 年 8 月末時点で例年の約 170％の降水量が観測さ

れ、展示圃には病気が広がり、収穫も困難な状況にある。中米では、2年連続で異常気

象が発生しているが、今後も、高い頻度でこのような異常気象が発生する可能性があ

る。その場合、圃場における農業技術の導入のみでは持続的な生産体制を確立するこ

とはできず、治水など、プロジェクトの対応範囲を超えた対応が必要となる。 

 

３－３ 結論 

中間レビュー調査団は、INTAの C/Pと日本人専門家の良好な関係により、本プロジェクトの

活動が大変順調に実施されていること、及び協力期間内における成果・プロジェクト目標の達

成見込みが高いことを確認した。また、評価５項目については、妥当性・有効性・効率性が高

く、インパクト、自立発展性は、プロジェクト開始後 2 年強であることから現段階での評価は

限られているが、今後のプロジェクト活動を通じて高まっていくものと判断された。 
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３－４ 提言と教訓 

３－４－１ 提言 

調査結果に基づき、調査団は以下のとおり提言を行った。 

 

（１）展示圃の適正数 

普及員によるパイロット農家へのフォローアップ活動を維持するため、展示圃活動の

規模は 3～5カ所程度に抑えるべきである。 

 

（２）技術認証システムの導入 

持続的農業技術に関する普及員の習得度を確認する技術認証システムの導入を提案す

る。技術認証システムの作業過程は以下のとおりである： 

１）普及員が当該技術の研修を受ける。 

２）普及員が研修で習得した技術を展示圃に導入する。 

３）普及員とパイロット農家が技術講習会・フィールドデイを実施する。 

４）パイロット農家が普及員により導入された技術を適用する。 

５）パイロット農家が展示圃で技術を実践していることを研究員がモニタリングする。

６）プロジェクトが普及員を認証する。 

 

（３）フィールドデイの強化 

パイロット農家から周辺農家への技術普及に際しては、農家のニーズに応じた技術指

導を行う機会を設けることが望ましい。 

 

（４）現地適用化のための試験 

持続的農業技術を、各地域で入手可能な資源を用いて生産できる技術に改良するため、

各試験場は更なる実証試験を行う必要がある。また、中型苗床管理施設での共同栽培な

ど、グループ活動の促進も視野に入れることが望ましい。 

 

（５）活動予算の確保 

プロジェクト終了後の自立発展性にかんがみ、普及員の農家巡回に係る費用を INTAの

次年度年間計画（Plan Operativo Anual）に組み込む必要がある。 

 

（６）基幹穀物調査 

基幹穀物に関する基礎調査を実施し、状況を把握する必要がある。なお、稲作につい

ては第三国研修を実施したドミニカ共和国の受入れ機関である農牧林研究庁（IDIAF）と

連携し、持続的農業が可能な彦ばえ品種の導入を図る。 

 

（７）女性・家族の参加 

パイロット農家の選定に関しては、女性や家族が積極的にかかわれる農家を優先的に

選ぶことが望まれる。 

 

（８）持続的農業技術の広報活動 

持続的農業技術は、「食の安全」、「土壌環境の保全」など、広く国民生活及び環境保全

に貢献する内容を含んでいることから、これらの情報は広く一般に周知していくことが

望ましい。 
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（９）PDMの改訂 

「ニ」国政府の政策変更を受け、プロジェクトデザインの一部変更及び指標の目標値

設定を行うため、PDMを改訂する必要がある。PDMの変更案は付属資料５のとおり。 

 
３－４－２ 教訓 

（１）技術普及を目的とするプロジェクトは、普及を担当する行政機関がもつ既存の制度と

組織体制を踏まえたうえで、これを強化する形でプロジェクト活動を推進すべきである。

 

（２）新しい技術を農家へ導入する際には、短期的な効果が期待できる技術を含めておくこ

とが有効である。 

 

（３）化学肥料・農薬の低投入による持続的農業は、無投入による有機農業と混同されるこ

とが非常に多いため、明確なメッセージを関係者に向けて発信し続ける必要がある。  

 




