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終了時評価調査結果要約表（当初協力期間） 
 

１．案件の概要 

国名：ニカラグア共和国 案件名：プエルトカベサス先住民コミュニティ生

計向上計画 

分野：農業セクター 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部畑作地帯第一課 協力金額：1億 9,000万円（2010年度末実績） 

 

 

協力期間 

（R/D）：2008年 02月 27日～2012

年 02月 26日 

先方関係機関：プエルトカベサス市役所等 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力：なし 

（E/N）（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）は、国土面積 12万 9,000k ㎡、人口 514万

人（2005 年国勢調査）、1 人当たり GDP は 1,096 USD（2009 年ニカラグア中央銀行速報）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により、現在はハイチ共和国

に次ぐ中南米最貧国となっている。なかでも、北部大西洋自治区（RAAN）を含む大西洋側地方

は、貧困人口が 76.7％と国内でも最も貧困度が高く、貧困対策が大きな課題となっている。RAAN

は国土面積の 24.6％を占め、主にミスキート族などの先住民族の多くが居住している地域であ

り、ニカラグア政府やドナーによる開発支援も少ない。 

住民の大部分は粗放な焼畑農業を主とする農業や林業、また沿岸地域では主に漁業に従事し

ている。農業については肥沃な土壌が限られており、労働効率の悪い遠距離耕作を営んでいる。

総じて酸性で有機物の乏しい土壌は肥沃度が低く、また未熟な耕作技術により作物の病害虫の

被害も多いが、技術指導による農業・農村開発分野における支援はほとんど対策がとられてい

ない。このような状況から、しばしば自家用の穀物さえ不足し、流通には若干の余剰分をまわ

す程度であり、プエルトカベサス市内の市場には換金作物の多くが首都から運ばれており、農

民は市場を現金収入の場として十分に活用できていないなど、種々の問題を抱えている。 

これらの課題に対し、プエルトカベサス市等の自治体が住民支援の役割を担っているが、人

材や技術不足のために十分な活動ができていない。現地 NGOや他ドナーによる協力は小規模に

行われているが、小規模融資や保健医療分野等の社会開発分野が主な協力分野となっており、

農業従事者が大部分を占める地域にもかかわらず農業技術支援は行われていない。ニカラグア

政府の農牧業の研究・普及機関である農牧技術庁（INTA）の出先機関は、プエルトカベサス市

には存在せず、中央政府の技術普及サービスがいき届かない現状にあり、地元のリソースを生

かした普及体制を整えることが必要である。 

このような背景の下、同地域における先住民コミュニティの貧困削減のために、農業・農村

開発を主とする技術的な指導及び組織強化を通じた住民の生産と収入の改善支援が日本に要請

された。本プエルトカベサス先住民コミュニティ生計向上計画は、プエルトカベサス市役所を

カウンターパート（C/P）機関とし、同市役所、大学 2校〔モラボ・インターユニバーシティセ

ンター・ブルーフィールズ・インディアン・カリビアン大学（BICU-CIUM）、カリブ海沿岸自治
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大学（URACCAN）〕及び NGO（PANA PANA）より構成された農村開発委員会（CDR）を実施

機関として、2008年 2月から 4年間の予定で実施されてきた。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

１）モデル農民グループで確立された農業の普及により、プエルトカベサス市全体におい

て、農民の生計（生活水準）が向上する。 

２）プエルトカベサス市以外の先住民自治地域へ、農業普及活動が波及する。 

 

（２）プロジェクト目標 

モデル農民グループの生計（生活水準）が向上する。 

 

（３）成果 

１）農村開発委員会が規約と役割分担に基づき、機能している。 

２）モデル農民グループに普及された技術が導入されている。 

３）農村開発委員会の持続的な農業普及活動の実施体制が確立される。 

 

（４）投入（評価時点） 

【日本側】 

長期専門家派遣 延べ 3名 機材供与      約 360万円（4万 1,000 USD） 

短期専門家派遣 なし ローカルコスト負担 約 5,120万円（56万 9,000 USD） 

研修員受入   6名 

【相手国側】 

C/P配置 6名 ローカルコスト負担 約 5万 8,000 USD 

土地・施設提供 事務所・展示圃場など 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 

総括：丸岡 秀行 JICA農村開発部審議役兼次長 

農業開発政策／環境保全型農業：城殿 博 JICA国際協力専門員 

評価分析：寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 

通訳：高濱 さえ子 （財）日本国際協力センター 

調査期間 2011年 9月 1 ～ 24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）アウトプットの達成状況 

１）アウトプット１： 

2011 年 7月 27日にプエルトカベサス市議会において CDRの内部規定及び戦略計画が

承認され、CDR は常設化されるに至った。しかしながら、コミュニティに直結した組織

としての CDRの機能が十分に発揮されるには、コミュニティの農業支援に向けた各構成

機関の役割分担の明確化など、なお準備のプロセスが残っている。現在準備中の持続的

農業普及計画により、自治体、教育機関及び NGOの特徴を生かした役割分担が明確にさ

れ、これに沿って、終了時までに各構成機関がコスト負担を含み役割を果たすようにな

ることがアウトプット１の達成のための条件となる。 
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２）アウトプット２： 

現在第 1 グループのモデル農民に対して巡回指導が行われている。プロモーターの畑

や展示圃場を利用して、必要な農業技術の指導が行われるとともに、農民が直面する農

業生産に係る問題や制約条件がモニタリングされているが、どの程度のモデル農民が自

分の畑や家庭で、指導された農業技術や生活改善の学習内容を実践しているかを示す、

まとまったデータは存在しない。第 2 グループのモデル農民については、まだグループ

が存在しないので、巡回指導が行われる段階に到達していない。第 2 グループが大半を

占めることから、指標の一部は達成が困難と考えざるを得ない。 

３）アウトプット３： 

CDRを構成する 4機関の支出合計をみると当初予算の約 7割が執行できている。また

CDR が常設委員会となり内部規定が施行されたことで、委員会として予算確保を見通す

ことも可能となった。そのような状況から、CDRの構成機関が 2012年度の活動予算を確

保できるかがアウトプット３の達成の条件となる。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標が達成される見込みは、6カ月後のプロジェクト終了時点においても薄

い。これは、モデル農民の大半を担当する第 2 グループの農民プロモーターが、仮に研修

半ばで技術指導を始めたとしても、主な作物の植え付け時期を既に過ぎているため、残余

期間ではその効果は限定されると考えざるを得ないためである。このような状況にあって

は、プロジェクト終了時までに、主要作物の収量増加や技術・技法の取得が指標で期待し

ているような程度や範囲で生じるとは見込めない。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

ニカラグアの「国家人間開発計画（PNDH）」によれば、本プロジェクトが対象とする RAAN

は国家開発の重点地域のひとつである。さらに、中央政府が策定した「カリブ沿岸開発計

画」（2009～2012）では 12 分野の重点目標のひとつに「先住民地域や極貧村落の 1 万世帯

に生産能力を付与する」ことを掲げている。プロジェクト対象地域が所在するプエルトカ

ベサス市の「開発戦略計画 2003～2012」でも農牧生産の技術開発や支援プログラムの実施

が必要とされている。本プロジェクトは、以上のカリブ海沿岸地域への支援に重点を置く

国家政策と対象地域の自治体の開発戦略の実施に貢献する。 

対象の 3 地区はいずれも農林業または零細漁業に生計を依存している。肥沃な土地が限

られていることに加え、これまで開発援助がほとんど実施されていない地域であるため、

本プロジェクトが行う農業普及は裨益対象グループのニーズを満たすものとなる。 

日本の対ニカラグア事業展開計画（2010 年 8 月）が定める「農村地域貧困削減支援プロ

グラム」の下において、2011 年現在、本プロジェクトを含み計 6 件の各種援助スキームに

よる事業が実施中である。このプログラムの目標（貧困削減、農村地域の生活水準向上、

所得向上・雇用創出、地場産業育成）のうち、本プロジェクトの協力内容は 3 分野に合致

し、このプログラムの実施によく貢献する。 

 

（２）有効性：中程度 

外部要因の影響を受けた結果、第 2 グループの農民プロモーターの研修に大幅な遅れが

生じており、雨期との兼ね合いもあって、プロジェクト終了時までにモデル農民にまで技

術指導の手が伸びることは難しい状況にある。第 2 グループのモデル農民が全体の大半を

占めていることから、今後 6カ月のうちにプロジェクト目標が達成される見込みは薄い。
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このため、事情のいかんを問わず、本プロジェクトの有効性は高いと評価できない。 

一方、先行した第 1 グループの農民プロモーターが所在するコミュニティでは、時を経

るにつれ、プロモーター及びモデル農民が員数の増減が生じてはいるが、農民プロモータ

ー自身の技術定着やモデル農民への普及は確実に進んでおり、特に Tasba Pri地区のコミュ

ニティでは、プロジェクトの成果を多くみることができる。ひとつには堆肥の生産による

肥料の確保とその施肥による収量の安定確保や増加、またトマトやピーマン等の野菜を中

心とした新規作物の導入がある。水撃あるいは手押しポンプなど地元で調達可能な資材で

製作できる機材の導入により、従来は雨期に限定されていた作付けパターンの打開に見通

しが立ちつつあることも重要である。以上は、第 2 グループのモデル農民への普及が可能

となることで、本プロジェクトの有効性が格段と増すことを示唆する。 

 

（３）効率性：中程度 

特に 2010年 1月以前の前半期間では、安全の確保を損ないかねない状況があった。その

結果、展示圃場が Bilwi近郊の 1カ所に変更されるなど、本プロジェクトの活動の地理的範

囲が大幅に縮小されることとなった。また、当初は普及員を主体とした普及アプローチを

めざしたが、2010年 1月の PDM（ver.1）の導入に伴い、プロジェクト実施チームを主体と

した普及アプローチに変更された。この変更により、「普及計画」の作成など、中断された

活動が生じた。2010 年前半はコミュニティの圃場が撤収されていたため、第 2 グループの

農民プロモーターの研修開始が遅れた。これにより、雨期との兼ね合いもあって、アウト

プット２の達成が終了時までに見込めないこととなった。以上のなかで、アウトプット２

の未達成は、本プロジェクトの効率性を低めた大きな要因となっている。 

 

（４）インパクト：中程度（予想） 

1 番目の上位目標の達成を可能とするには、プロジェクト目標の達成を通じて、CDR が

プエルトカベサスの農業普及活動の実施・調整機関として機能することが前提となる。な

お、対象コミュニティ以外の場所に本プロジェクトの効果が及んでいる事例として、隣の

自治体である Waspam に居住する普及員が、プロジェクトの研修を受講した例がある。研

修の成果を活用した普及を行っている可能性が高い。これは部分的ながら、2番目の上位目

標の発現を示唆する状況といえる。 

 

（５）持続性：中程度（予想） 

１）政策面 

プロジェクト対象地域が位置する RAAN は、「国家人間開発計画（PNDH）」及び「カ

リブ沿岸開発計画」において開発優先地域のひとつに挙げられている。セクター別には、

住民が生計を依存する農業セクターに重点が置かれている。農牧林業省（MAGFOR）に

よる”Hambre Cero”計画や農林開発庁（IDR）によるマイクロ・クレジットなど、農業

セクターを対象とする個別の政府プロジェクトが実施されてきた。政府の RAAN に対す

る支援政策は今後も継続すると判断される。プエルトカベサス市の「開発戦略計画 2003

～2012」では農業生産の技術開発に重点を置いている。2009 年 2 月には市の天然資源環

境部に農業生産を担当する部署が新設されるなど、農業セクターへの支援体制は強化さ

れつつある。 

２）組織・財政面 

プロジェクト便益の再生産を担うこととなる CDRは、常設の委員会として市議会の承

認を受けた。また、2012年から 2017年を実施期間とする CDR戦略計画の承認も得られ

た。ただし、CDR の機能が十分に発揮されるには、現在準備中の持続的農業普及計画に
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より、自治体、教育機関及び NGOの特徴を生かした役割分担が明確にされ、これに沿っ

て各構成機関が役割を果たすようになることが求められる。 

３）技術面 

本プロジェクトの研修や圃場での指導により移転された技術は、堆肥づくりや水撃ポ

ンプの製作のように、地元で入手可能な資材・資源により対応可能なものが多い。また、

農民間普及を可能とするために、栽培技術も低投入で簡易な内容のものが選定されてい

る。第 1グループの農民プロモーターには、移転技術が既に定着した者も見受けられる。

巡回指導を維持することにより、技術面の持続性は確保できると考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）実施プロセスに関すること 

土壌条件と適正技術の導入：プロジェクトが対象とする 3 地区のうち、普及活動が最も

進んでいるのは Tasba Pri地区である。同地区は土壌が農業に適しており、地区内における

農作物の育ちも比較的良好である。これが他の 2地域よりも活動を容易にした。 

他方、土壌がやせており農業生産に適さない土地が多い Llano地区においては、堆肥の導

入などにより、やせた土地でも実施可能な農業手法の普及がめざされた。その結果、この

ような条件下でも、多様な作物の栽培・収穫が可能なことが試験的に示された。Llano地区

では、化学肥料の使用に文化的に消極的な考えが一般的といわれる。プロジェクトの導入

した肥料はコミュニティにある自然の資源を活用してつくることが可能なことから、農民

の関心を得ることができた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）実施プロセスに関すること 

＜外部条件の影響＞ 

プロジェクト開始直前の 2007年 9月に RAAN北部を通過したハリケーン・フェリックスは

Llano Norte 地区及び他の対象地区において、住宅や果樹の倒壊など、甚大な経済的被害をコ

ミュニティに与えた。また、プエルトカベサスの社会情勢が安定しない期間が続いており、

2008年 4月の Bilwiの暴動に伴う市役所襲撃、また 2009年 4月の武装強盗と、プロジェクト

活動の実施に直接影響を与えた事件も発生した。以降も 2009 年 11 月の市内暴動、2010 年 4

月の幹線道路封鎖、6月の空港封鎖及び Wana川渡しの封鎖、2011年 3月の燃料値上げや土地

問題の抗議デモ、9月の URACCAN大学の学生ストライキと、Bilwiや周辺では大小の社会的

な騒擾が続いている。 

このような状況のなかで、特に 2009年 4月の武装強盗事件の発生に際しては、事後に安全

対策レベルが高められ、展示圃場が Bilwi近郊に限定された結果、コミュニティでの活動が一

時期停滞することを余儀なくされた。その後、活動の制限は緩和されたが、この事態はプロ

ジェクト活動の進捗を遅らせる大きな要因となった。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトはニカラグアではまれにみるハリケーンにより対象地域が被災した直後に開

始された。緊急支援や復興プロジェクトにより大量の物資援助が行われているなかで、3年半に

わたって本プロジェクトは自助努力の育成に向けた地道な支援を継続した。前半期間には治安

状況の悪化に伴うさまざまな影響を直接・間接に受け、活動実施のうえで多大な障害が生じた

こともある。そのような状況のなかで、開始以来 3 年目にして、現状に対応しかつ実施可能な

普及体制の構築に成功し、その結果、活動が先行したコミュニティでは、普及指導の結実を示

す営農状況が見受けられるに至っている。活動の遅延が災いし、期限内にはプロジェクト目標
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の達成は見込めないものの、限られた条件のなかで、本プロジェクトに従事するプロジェクト

実施チームと農民は、その使命を十分に果たしてきたと評価できる。 

 

３－６ 提 言 

（１）プロジェクトへの提言 

１）CDR「持続的農業普及計画」及び農業普及のための「ガイドライン」の 2011 年 12 月

までの策定。 

２）営農・生計等の状況を継続的に把握するための、過度に負担がかからない簡易な情報

収集・モニタリング方法の 2011年 12月までの導入。 

３）カリブ海沿岸開発庁と連携を取りつつ、大西洋岸自治区の自治体（RAAN 政府、プエ

ルトカベサス以外の市役所等）、当該地域で活動する政府機関（MAGFOR、INTA等）、さ

らにはドナー〔国連食糧農業機構（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、中米経済統合銀

行（CABEI）、ドイツ復興金融公庫（KfW）等〕や NGO を集めた、プロジェクトの成果

を公表し普及を図るためのセミナー／ワークショップの 2012年 1月までに開催。 

 

（２）ニカラグア側への提言 

１）CDR による次年度活動計画の適時・適切な策定、必要な投入の関係機関での合意、各

機関で必要な予算措置。その前段として、プロジェクト実施期間中の適切な予算の確保。

２）MAGFOR、RAAN政府といった機関の CDRへの参加検討。 

３）畜産分野、販売、種子確保等の分野における支援強化。 

４）他ドナーの活動との連携促進。 

５） 2大学が中心となっての、プロジェクトの経験、成果、弱点や、民族的テリトリーごと

の住民の認識、あるべきアプローチの相違等に係る研究促進。 

 

（３）日本・ニカラグア側双方に対する提言 

１）自然災害や事件によりプロジェクトの活動が遅れていることにかんがみ、プロジェク

ト活動期間の 1年間延長。 

２）延長の場合、PDM ver.3への改訂。 

 

３－７ 教 訓 

農村での住民主体となる開発事業、特に援助慣れの傾向があるコミュニティや外的干渉に慎

重なスタンスを取るコミュニティでの事業においては、生活改善アプローチのような住民の主

体性を醸成するような活動をまずは行うことで、事業実施の基盤づくりが促進される。 

 

３－８ フォローアップ状況 

協力期間の 1年間延長が提言されている。 

  




