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終了時評価調査結果要約表 
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）：3億8,700万円 

協力期間 
（R/D）：2008年3月31日 
        ～2013年3月30日 

先方関係機関：ニカラグア農牧技術庁（INTA） 

日本側協力機関：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、「ニカラグア」と記す）は、国土面積12万9,000km2、人口は567万
人（2008年統計局）、1人当たりGDPは1,096USドル（US$）（2009年中央銀行）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も残り、現在は中南米でハイチ共和国（以

下、「ハイチ」と記す）に次ぐ低所得国となっている。2001年に行われた全国調査によれば、貧

困人口（年収383USドル未満）は45.8％、極貧人口（年収200USドル未満）は15.1％であり、PRSP-
Ⅱ（Poverty Raduction Strategy Papers）［2005年11月に策定した国家開発計画を、世界銀行（世銀）

と国際通貨基金（International Money Fund：IMF）がPRSP-Ⅱとして承認］では極貧人口の割合

を2010年までに11.5％へ引き下げることを目標に掲げており、この目標の達成のためには、ニ

カラグアの就業人口の30％（2008年ニカラグア中央銀行）を占める農業分野を通じた貧困対策

が不可欠となっている。 
小規模農家（所有面積14ha以下の農民）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

化の不足などによる生産性・収益性の低さが挙げられる。また、不適切な農薬の使用による健

康被害、環境への負荷、その他農地肥沃度の低下等の問題も指摘されている。ニカラグア政府

は、2005年に「有機農法振興国家戦略」を策定し、有機農法を現地の実情に即した持続的で競

争力のある低コストの代替農業技術のひとつと位置づけて振興を図ろうとしており、小規模農

家にとっても適用可能なひとつの選択肢として有機農業の促進・普及を推進している。この戦

略に沿った形で小規模農家の抱える問題を解決するためには、政策の方向に加えて、具体的な

技術を示すことにより、小規模農家に技術的な選択肢を提供する必要がある。この点でニカラ

グア政府機関には十分な経験がないことから、わが国に対し小規模農家を対象とした持続的農

業技術の開発及び普及に関する協力を要請し、本技術協力プロジェクトが実施された。 
本プロジェクトの対象地域は、ニカラグア中北部地域［ヒノテガ（Jinotega）、マタガルパ

（Matagalpa）の各県］及び太平洋南部地域［マサヤ（Masaya）、グラナダ（Granada）、カラソ

（Carazo）、リバス（Rivas）、マナグア（Managua）の各県］であり、中北部地域は、国内の主

要な野菜生産地（レタス、ニンジン、ブロッコリー、トマト等）であり、一方の太平洋南部地

域は、果樹（マンゴー、パパイヤ、柑橘類など）の主要生産地である。実施機関のニカラグア

農牧技術庁（Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria：INTA）は、マナグアにある本庁

のほかに6つの地域事務所から成るが、各地域事務所はその下部組織として試験場と複数の普及
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事務所を有し、普及活動と技術試験を実施している。本プロジェクトは、INTAが持続的農業技

術を普及するための体制を強化するとともに、対象地域の小規模農家への技術の適用、普及を

めざすものである。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、ニカラグア中北部地域及び太平洋南部地域において、持続的農業技術1の

普及体制強化と対象地域の小規模農家への技術適用を目的として、持続的農業技術の開発、持

続的農業技術普及のためのシステム整備、小規模農家への技術研修等を実施する。 
 
 （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強化され、対象地域の小規模農家で習得された技術の適用

が始まる。 
 
 （3）アウトプット 

1 持続的農業技術が開発される。 
2 持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される。 
3 対象地域の農家が持続的農業技術を習得する。 

 
 （4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額約3億8,700万円 
長期専門家派遣：延べ6名、短期専門家派遣：延べ4名 
研修員受入：本邦研修 計12名、第三国研修 計60名 
機材供与：総額 約2,300万円 
ローカルコスト負担：約1,900万円 

相手国側： 
カウンターパート配置：92名（終了時評価時） 
ローカルコスト：計 約1億2,300万円（ただし、人件費が大半を占める） 
土地・施設提供：専門家事務室、倉庫、打合せスペースの提供 

                                                        
1 本技術協力でめざす持続的農業の定義は、「化学肥料、農薬等の投入を削減しつつ、それを通じてより安全な食料生産に寄与

し、また自然資源と環境を保全し、生産性と収入の向上をめざす体系」であることを、INATAと調査団員間で確認した。 
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２．評価調査団の概要 

調査者 

総 括： 
計画管理： 
評価分析： 
通 訳： 

永代 成日出 
鈴木 俊康 
道順 勲 
高濱 さえ子 

JICA国際協力専門員 
JICA農村開発部畑作地帯第一課 
中央開発株式会社 海外事業部 
財団法人 日本国際協力センター（JICE） 

調査期間 2012年11月19日～2012年12月9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 

成果1：「持続的農業技術が開発される」 
達成状況：成果1は、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。指標1-1「持続的な

技術が4種類開発される（土壌の肥沃度改善に関するものが2種類、農家レベルで適用可能な

病害虫管理技術が2種類）」については、2009年から2012年までに29件の試験研究と8件の適応

試験が実施され、うち4件はINTAの技術カタログに記載される見込みである。ただし、一定

の確立された技術として持続的農業技術を農民へ普及を図るためには、持続的農業技術を体

系的なものにすること（例えば、作物別に作物栽培サイクルを通じた技術の適用方法などの

確立）が必要であると考える。したがって今後、INTAが本プロジェクトで得た知見や経験を

活用して、更に技術開発を独自に進めていくことが期待される。 
 
成果2：「持続的農業技術普及のための技術認証システムが整備される」 
達成状況：成果2はプロジェクト終了時までに達成される見込みである。指標2-1「持続的農業

の技術認証カリキュラムが技術ごとに作成される」に関しては、プロジェクト終了時までに

「土壌保全・土壌肥沃管理」及び「総合的病虫害管理」に関する研修カリキュラムの 終版

が作成される予定である。また、指標2-2「2012年9月までに、1名以上の普及員が持続的農業

の技術認証を受ける」については、技術認証制度の整備が遅れたため、2012年9月までに技術

認証を受けた普及員を出すことができなかったが、2012年12月5日に開催の合同調整委員会に

おいて、マナグア地域の普及員12名が技術認証を受けた。プロジェクト対象地域の他の普及

員の認証作業については、プロジェクト終了時まで完了する予定である。 
 
成果3：「対象地域の農家が持続的農業技術を習得する」 
達成状況：成果3の2つの指標（指標3-1「210以上の展示圃が設定される」、指標3-2「2,100名以

上の農民が研修を受ける」）とも、既に達成されている。プロジェクトで実施した農民対象の

調査結果から、技術移転を受けた農家の持続的農業技術の習得・適用状況も良好であるとい

える。 
 
プロジェクト目標：「持続的農業技術の普及体制が強化され、対象地域の小規模農家で習得され

た技術の適用が始まる」 
達成状況：研修及び展示研修圃（Parcela Demostrativa y Capacitación：PDC）での普及活動を通

じてINTAの普及員の能力強化が図られ、普及員の技術認証システムの整備が進められつつあ

り、指標1「50％以上の普及員が2つ以上の技術認証を受ける」は達成される見込みである。
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また、指標2「70％以上の展示圃農家がプロジェクトで導入された持続的農業技術を実践する」

については、技術適用状況を測る指標として必ずしも適切ではないが、過去に持続的農業技

術の普及対象となった農民が継続的に技術を適用している割合は非常に高く、所期の目標は

達成される見込みである。 
 
３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 
次の観点から妥当性は高いと判断する。①対象地域・社会及びターゲット・グループの

ニーズとの整合性、②ニカラグア政府の開発政策との整合性、③日本国（以下、「日本」と

記す）政府の支援方針との整合性、④プロジェクトアプローチの妥当性。 
 
 （2）有効性 

研修及び展示研修圃（PDC）での普及活動を通じてINTAの普及員の能力強化が図られ、

遅れてはいるものの、普及員の技術認証システムの整備が進められつつあり、プロジェク

ト終了時までに技術認証システムの提案がなされる見込みである。また、持続的農業技術

の普及対象となった農民の技術適用状況が良好であることが確認されている。このように、

持続的農業技術の普及体制の強化と、小規模農家の技術適用状況が進展していることから、

プロジェクト目標の達成度は高い。したがって、有効性は高いと判断する。 
 
 （3）効率性 

総合的に勘案すると、本プロジェクトの効率性は中程度である。 
 
 （4）インパクト 

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」の達成の見通し

上位目標の指標を2016年までに達成する可能性は十分にあると考えられる。 
 

2）その他のインパクト 
本プロジェクトの波及効果・インパクトとして以下の点があることを確認した。 

① INTAが実施中あるいは実施予定のプログラムでの持続的農業技術の利用 
② 持続的農業技術を適用した農家の作物栽培における効果（生産コストの低減、化学

農薬類を利用した場合と比較して安全な作物が収穫できること、技術の応用・普及、

持続的農業技術の活用に向けた普及員と農民の態度の変化） 
 
 （5）持続性 

政策面と組織面での持続性は確保される見込みが高い。一方、財政面の持続性について

は、INTAが試験研究や普及活動に関する資金を外部資金に依存する割合が高いため、外部

資金の有無に影響される。技術面については、一定の持続性が確保されると見込まれるも

のの、本プロジェクトでは20種類以上の持続的農業技術の導入を図ってきたため、職員に

よっては、個々の技術についての理解度を今後、更に高めていく必要があると考えられる。
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したがって、今後も継続して技術の理解度の向上に取り組む必要があると思われる。 
 
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 
プロジェクト開始当初を除き、日本人専門家とカウンターパート間、並びにINTAの地域

事務所間のコミュニケーションが非常に良好であったことが、良かった点としてまず挙げ

られる。また、INTAの本部職員やプロジェクト対象地域内のINTA地域事務所、試験場、普

及事務所の職員の多くが、本プロジェクトに積極的に参加したことも、持続的農業技術の

農民への普及が進んだ要因であるといえる。さらに、ニカラグア政府やINTAが、有機農法

等の環境に優しい技術の普及を図っていく方針をもっていることが、持続的農業技術の普

及を図るうえで時機を得たものであることも促進要因である。 
 
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 
プロジェクト目標には、普及体制の強化が含まれているものの、結果的には、普及員の

能力判定を行う制度の提案が主目的となってしまった。PDMの活動項目に、普及体制の現

状把握と改善策を検討し、普及体制の強化を図ることが明確に分かるような書きぶりをす

べきであったと思われる。 
 
 （2）実施プロセスに関すること 

① プロジェクトマネジメントで不十分な面があったこと（プロジェクトの枠組みや詳細

活動計画についてカウンターパート側と情報共有や計画作成が不十分であったことな

ど） 
② 一部の日本人専門家のプロジェクトの枠組みに関する理解不足（現場での普及活動に

注力して、普及面での成果は上がっているものの、INTAの普及体制の改善・強化、研

修カリキュラム作成等の職員能力向上策の整備、教材・マニュアル・パンフレット類

の作成、作物の栽培サイクルを考えた技術パッケージづくりを考慮に入れた実証・適

応試験の計画づくり等の面が不足） 
 
３－５ 結 論 

普及員技術認証システムに関する提案書の 終案作成、農家展示研修圃活動ガイドの 終版

の作成、普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の作成など、プロジェクトの

残り期間（2013年3月末までの約4カ月間）に完了させるべき活動があるものの、プロジェクト

目標の達成度は、持続的農業技術の開発、INTA普及員の能力向上、プロジェクト裨益小規模農

家の技術適用状況から判断して、プロジェクト終了時点において達成される見込みである。特

に、持続的農業技術の小規模農家への普及は、その裨益者数と技術の適用度において高い成果

を上げていると考える。したがって、本プロジェクトは予定どおり2013年3月末に終了すること
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が妥当であると思われる。 
 
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 残りのプロジェクト期間中にプロジェクトが行うべき活動 
① 試験活動（試験場での技術試験と農家圃場での適応試験）についての報告書のファイ

リング及び電子データのCD化 
② 普及員技術認証システムに関する内容の改訂と今後のシステム活用について提案作成

③ 本プロジェクト対象地域の普及員に対する技術認証の完了 
④ 作成中あるいは作成予定の普及員及び農民向けの技術パンフレット・マニュアル類の

完成 
⑤ 普及員研修カリキュラム（案）の内容改善と研修教材の取りまとめ（ファイリングと

電子データのCD化） 
⑥ パイロット農家展示研修圃活動ガイドブックの 終版の作成 
⑦ プロジェクト終了時セミナー（プロジェクト成果の報告）の開催 

 
３－６－２ プロジェクト終了後にニカラグア側が行うべき事項 

① 試験場及び農家圃場での適応化試験の継続実施 
② 普及手法・普及体制の改善 
③ 持続的農業技術に関するパンフレット類の更なる作成 
④ 普及員研修カリキュラム及び研修教材の改善 
⑤ 持続性確保に向けた戦略の策定 

 
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） 

① プロジェクト期間中に合計で227カ所の展示研修圃（PDC）で、持続的農業技術の普及活

動が実施され、周辺農家の参加数を考慮すると、かなり多くの農民に技術を伝えること

ができたことは本プロジェクトの大きな成果である。ただし、PDCにおいて農民に持続

的農業技術を伝えること、また普及活動を通じて普及員の能力・経験の向上を図ること

に重点が置かれる一方、普及活動のモニタリング・評価を適切に行い、普及活動が適切

に実施されているか、また、次回の普及活動の改善にどうつなげていくか、さらには、

普及活動によってどのような効果・成果が出ているのか（技術の有効性、作物の生産性

や収益性に対する効果など）を適切に把握するシステムをつくることが不十分であった。

今後、類似のプロジェクトを実施する際には、普及対象となった農家の基本情報（農地

面積、栽培作物、収量など）、支援対象作物、導入技術、生育状況や収量の変化、生産コ

ストの変化、技術移転結果（導入技術採用・継続的使用の状況など）の状況を定期的に

収集・整理・分析するモニタリングの仕組みを普及活動実施前に検討し、PDCでの活動

の効果をきちんと把握できるようにしておくことが重要である。 
② プロジェクト開始初期は、プロジェクト内容についての両国関係者間の共通理解が十分

には取れていなかったとの指摘があった。2年目以降は解消されたものの、初期の段階か



 

vii 

ら、プロジェクト内容の詳細やプロジェクト・コンセプトについて十分な理解を促進す

ることが重要である。プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：
PDM）には、プロジェクトの目的、達成すべき成果、活動項目、投入について、その概

要が記載されているものの、それはあくまでも概要であり、さらにまた、本プロジェク

トでは詳細な活動計画（Plan of Operations：PO）が作成されていない。プロジェクトの

内容改善とプロジェクト活動の円滑な進捗のためには、カウンターパートとJICA専門家

が共同でプロジェクトの活動計画を作成することが必要である。 
③ プロジェクト・デザインでは、ジェンダーの視点が考慮されていなかったものの、別途

INTAのジェンダーについての方針と戦略に沿って、プロジェクトの技術移転活動に際し

て生産者家族の参加が促進され、普及員が農村家庭の総合開発と男女共同参画の視点を

取り込み、強化した。裨益者により大きなインパクトを与えるには、プロジェクト設計

の時点でジェンダーの視点からの活動を含めていくことが望ましい。 

 
 




