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終了時評価調査結果要約表（延長期間を含む） 
 
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：農村開発 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（評価時点）：2億 9,000万円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2008年 2月～2012年 2

月（4年間） 

（延長）：2013年2月まで（1年間

延長） 

（F/U）： 

先方関係機関：北部大西洋自治区プエルトカベサス

市役所、BICU 大学、URACCAN 大

学、PANA PANA（NGO） 

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 

ニカラグア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）の北部大西洋自治区（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、政府やドナーによる支援も少なく開発から取り残されている。郊外の道路は

すべて未舗装で、太平洋側を結ぶ幹線道路でも河川に架橋されていない区間があり、雨期には

通行が困難となり住民の経済活動や生活に支障を来している。 

また、住民の大部分は粗放な焼畑農業を主とする農業に従事しているが、肥沃な土壌が限ら

れていることから、肥沃な農地を求めて居住地から離れた耕作地を利用している（平均徒歩 2

時間）。このように遠距離耕作のため労働効率が極めて悪く、総じて有機物の乏しい土壌は肥沃

度が低く、また単一作で病害・虫害の被害も多いが、技術指導は全くなく何ら対策がとられて

いない。このような状況から既存の陸稲、イモ類、マメ類の収量は十分でなく、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る。他方、プエルトカベサス市

内の市場では、野菜等換金作物はほぼ 100％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。また、栽培作物が根菜類やマメ、コメに限られていることか

ら、食材が限定され、食物の摂取が偏っている等農民は種々の問題を抱えている。 

プエルトカベサス市では、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業普及機関である農牧技術庁（INTA）の出先機関は、RAAN

内では Siuna市と Waspam市に置かれているが、それぞれ 5名程度の職員が活動している程度で

あり、プエルトカベサス市には存在せず、普及サービスがいき届かない現状にある。また、プ

エルトカベサス市内には農牧林業省（MAGFOR）RAAN 支所が置かれているが、プエルトカベ

サス担当者は 1 名のみであり、活動能力は不十分であり、中央政府の技術普及サービスがいき

届かない状態に陥っている。このためプエルトカベサス市においては、農業を主とする技術的

指導、及びその技術を利用する組織の強化による生産と収入の改善支援が課題となっている。

以上の背景の下、2008年 3月から 2012年 2月までの 4年間の実施期間で、プエルトカベサス市

内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を目的とし、プロジェクトが開始された。2011

年 9 月の終了時評価において、自然災害や治安状況悪化等の外部条件の影響によりプロジェク

トの活動が遅れていることから、1年間の協力期間の延長が提言され、これに基づき、協力期間

が 2013年 2月までに延長された。 
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１－２ 協力内容 

4つの実施機関が形成する農村開発委員会（CDR）の管理の下、プエルトカベサス市内のプロ

ジェクト 3対象地域（Llano Norte、Llano Sur、Tasba Pri）において、農民プロモーターを中心と

したモデル農民グループを形成し、農民間の農業技術普及を通じて生計（生活水準）の向上を

めざす。 

    

（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戦略計画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：総投入額 2億 9,000万円 

長期専門家派遣 2名 機材供与 約 1,153万 7,333円

短期専門家派遣 3名（合計 4.4 MM） ローカルコスト負担 約 4,550万 3,861円

研修員受入 11名（集団研修コース） 

相手国側： 

カウンターパート配置 カウンターパート（C/P）職員 7名及び CDR委員 10名 

土地・施設提供 BICU 大学付属大西洋資料センター（BICU-CIDCA）2 階にプ

ロジェクト事務所 

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大学）・カリブ海沿岸自治大学（URACCAN大学）・PANA PANA圃場

ローカルコスト負担 約 1,447万 1,236円 

２．評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名  職位） 

総  括：中尾 誠 国際協力機構農村開発部審議役兼次長 

計画運営：瀧口 暁生 国際協力機構農村開発部畑作地帯第一課 

評価分析：大橋 由紀 合同会社 適材適所 

調査期間 2012年 9月 30日～10月 21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１：農村開発委員会が規約と戦略計画に基づき機能している。 

本アウトプットは評価時点では一部達成されていない。「指標 1-1. カウンターパートが計

画どおりに配置される」については、プロジェクト期間を通して必要な人材が配置された。

「指標 1-2. プロジェクト運営予算が適正に確保され、執行される」については、人件費や

事務所経費等が確保・執行されたが、普及活動に必要な経費は必ずしも十分な額が適時に
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は確保されなかった。「指標 1-3. 委員会及び定例運営会議が適正な頻度で開催される」につ

いては、CDR の会合は各組織のトップである委員全員の日程調整が困難であり、計画どお

りの頻度では開催されなかった。規約や戦略計画の記述と比較すると現在の CDRの機能に

は改善の余地がみられる。 

 

（２）アウトプット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。 

本アウトプットは高い達成度が確認された。「指標 2-1. 農民プロモーターが 100 名（20

コミュニティ×5 名）育成される」については、合計 23 コミュニティの 110 人の農民プロ

モーターが育成された。「指標 2-2. モデル農民グループが 20コミュニティで選定される（20

グループ約 500名）」については、プロジェクトのモニタリング結果によると、農民グルー

プに参加している農民の人数は 600人に達している。「指標 2-3. モデル農民グループの 50％

が農業生産性向上に関する技術や手法を実践している」については、80％が農業生産性向

上に関する技術や手法を実践していることが確認された。「指標 2-4. モデル農民グループの

50％以上が生活改善研修で学んだ内容を実践している」については、90％以上が生活改善

研修で学んだ内容を実践していることが確認された。 

 

（３）アウトプット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。 

本アウトプットは評価時点では十分に達成されていない。「指標 3-1. カウンターパート機

関以外の複数の機関が「持続的農業普及計画」を実施する」について、プロジェクト活動

は対象地域内で活動する複数の機関とさまざまな連携をもちながら実施された。持続的農

業普及計画は現在見直しを行っており、2012年末までには完成する予定である。「指標 3-2. 

右普及計画を実行する予算が確保される」については、既述のとおり普及活動に必要な経

費は必ずしも十分な額が適時には確保されていない。現在 2013年の予算確保のために、2012

年 11月の予算申請に向けて必要な年間計画を作成中である。 

 

（４）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。 

本プロジェクト目標は高い達成度が確認された。「指標１：モデル農民グループの 50％が

地域に適した技術を導入することにより主要作物の収量が増加する」については、80％が

主要作物（コメ、フリホーレス豆、根菜類）の収量が増加したことが確認された。「指標２：

モデル農民グループの 50％が新たに 3作目またはそれ以上を新規に導入する」については、

80％が新たに 3作目またはそれ以上を新規に導入したことが確認された。「指標３：モデル

農民グループの 50％が生活改善研修で学んだ内容を継続的に実践している」については、

50％以上が生活改善研修で学んだ内容を継続的に実施していることが確認された。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトは高い妥当性が確認されている。プロジェクトの内容はニカラグア政府

の「国家人間開発計画（PNDH）」やプエルトカベサス市の「開発戦略計画」の重点分野と

整合しており、また日本の対ニカラグア援助戦略とも整合している。対象地域住民の多く

は零細な農林漁業により生計を立てており、対象地域のニーズにも合致している。さらに、

「考える農民の育成（農民の主体形成の促進）」、「ニーズに基づいた技術支援」、「農民間の

技術」を特徴とした本プロジェクトの普及モデルは適切であると関係者に高く評価されて

いる。 
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（２）有効性 

本プロジェクトの有効性は高いといえる。プロジェクト目標の指標の達成度は高く、さ

らに、参加している農民からは作物の生産性の向上、食生活の改善、収入の向上、周囲の

人々との関係の改善などの点から生活が改善している様子が確認された。これらは特にア

ウトプット２の達成の結果であり、従来自助努力による生産活動を推進することが難しか

った地域で、活動の状況は農民グループによって異なるものの、農民プロモーターや農民

たちがプロジェクト活動をとおして自分たちで入手可能な資源を活用した生産活動に従事

するようになったことがプロジェクト目標の高い達成度に直接結びついている。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトでは、活動の進展状況によりそれぞれのアウトプットの達成度は異なっ

ているが、全般的には限られた投入を適切に活動に用いている。アウトプット１について

は、ニカラグア側の予算確保が必ずしも十分とはいえないことや CDRの機能にも改善の余

地があることから、一部の指標は未達成である。アウトプット２については、高い達成度

が確認できた。アウトプット３については、さまざまな組織・機関との連携を行うなど持

続的な実施体制の確立に努めてきたが、達成度を高めるためにはプロジェクト活動の継続

に必要な予算の確保が求められる。投入については、プロジェクト期間の前半は治安状況

の影響もあり、現地状況に適した普及手法確立のため試行錯誤した結果、すべての投入が

効率的に発現しないこともあったが、そのような経験から教訓を得てプロジェクト期間の

後半では投入をアウトプットの達成に効率的に結びつけることができている。 

 

（４）インパクト 

適切な計画に沿って予算を確保しながらプロジェクト活動を継続・拡大していくことで、

上位目標の達成が見込まれる。プエルトカベサス市以外の地域への普及については、特に

延長期間において、州レベルの生産者会議に参加するなどしてRAAN政府やMAGFOR、FAO

等の RAAN 内で活動する関連機関との関係を育んできた。これら機関のなかにはプロジェ

クトでつくり上げた普及モデルや人材を活用して普及活動に取り組む意欲を示している機

関もあり、今後の展開が期待される。正のインパクトとして、育成された農民プロモータ

ーが自主的に期待以上の活動を行っているケースや、女性のプロモーターの生活への良好

な変化等、さまざまなインパクトが確認された。負のインパクトは確認されなかった。 

 

（５）持続性 

政策面では、本プロジェクトの手法や成果は 4 つの実施機関や州政府生産局などの他の

関係機関から高く評価されており、今後も活用していく意思を表明している。組織・財政

面では、C/Pはプロジェクトの活動を継続していくために十分な知識・能力を習得しており、

実施機関はそれらの人材を今後もプロジェクト活動の継続のために配置することに合意し

ている。活動に必要な予算を確保していくことが不可欠であり、2013 年の予算計画をプエ

ルトカベサス市議会に提出し予算請求を行う予定である。プエルトカベサス市外での活動

については、CDR の州レベルでの認知度を高めるとともに、実施体制については適切な体

制を検討していく必要がある。技術面では農業技術の導入にはコミュニティで受け入れら

れ活用されるための配慮がなされており、継続して技術が活用されると考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

・異なる機関の連携による CDR をプロジェクトの実施体制としたことで、各機関の少ない
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人材を最大限に活用し、農業技術の普及活動に取り組むことができた。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・プロジェクトの関係者の多くが対象地域の問題への意識が高く、本プロジェクトの手法が

適切なものであることを納得したうえで活動に従事していたことが、プロジェクト活動の

進展に貢献した。 

・本プロジェクトが導入した手法は対象地域にみられる援助への依存傾向を低減する取り組

みであり、このような手法を導入したことが成果の発現に貢献した。 

・MAGFORの C/Pの参加でポストハーベスト等の技術が導入されたり、家族経済省が普及ガ

イドラインにコメントを提供したりするなど、さまざまな機関との連携・協力の下にプロ

ジェクト活動を進めたことで、活動の内容が充実した。 

・対象地域のコミュニティでは、MASANGNI（「緑の種子」の意）の既存の植林用の苗の圃場

や、アクション・メディカ・クリスティアーナ（AMC）の圃場で本プロジェクトの研修を

実施するなど、同じ地域で活動する NGOと十分に連携することでプロジェクト活動が促進

された。 

・2010 年からラジオ放送でプロジェクト活動の広報と普及を始めた。それにより、コミュニ

ティへの訪問が難しい時期においても、週 2 回の放送でコミュニティの人々に対してプロ

ジェクト活動に関する情報やポジティブなメッセージを送り続けることができた。 

・URACCAN 大学の実習、インターン、論文研究などにより、学生がコミュニティでモデル

農民グループの農作業を手伝ったり農業技術に関する調査を実施したりしたことで、プロ

ジェクト活動の進展に貢献した。 

 

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 

計画内容に関する要因は特定されなかった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・プロジェクト開始前（2007 年 9 月）にニカラグアを襲ったハリケーン・フェリックスの被

害や、プロジェクト実施中の武装強盗などの外部要因は、活動に遅れを生じさせ、プロジ

ェクトの全般的な進展に影響を及ぼした。 

・本プロジェクトでは外部からの支援への依存や援助体質を減少させ、農民自身の自助努力

や創造力の醸成を促進するために、単に物資を提供するような方法はとっていない一方で、

対象地域では従来の物資供与による支援を行う支援団体も存在している。直接農民への指

導を行う C/P からは、従来型の支援が本プロジェクトの意図とは反する影響を与え、農民

の本プロジェクトへの参加意欲に対してネガティブな影響が生じるケースもあったと指摘

されている。 

 

３－５ 結 論 

以上のように、本プロジェクトのプロジェクト目標は十分な達成度が確認された。評価時点

において十分に達成されていない成果指標も一部あり、プロジェクト期間中に達成すべき課題

もいくつか残されてはいるものの、後述の提言を考慮しつつ課題に取り組むことで達成度を高

めることが可能である。よって、本延長期間をもって協力を終了することが妥当であると結論

づけられる。 
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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） 

プロジェクトの効果が持続し、他の地域に波及するために、合同評価委員会として、プロジ

ェクト終了後に向けた提言を以下のとおり行った。 

    

（１）CDRのあり方について 

現在の CDRはプエルトカベサス市内における活動を前提として、同市役所を中核とした

4団体で構成されている。他方、プロジェクトは協力期間中の成果に基づいてプエルトカベ

サス市外にまで活動を展開することをめざしている。また、RAAN においてはテリトリー

政府の設立や権限移譲が進行中であり、行政機能のあり方は将来的に変化していく可能性

についても考慮する必要がある。 

このような状況下、CDR については必ずしも現在のあり方にこだわることなく、その構

成要員の増員や、機能、意思決定機構の変更等について、地域の状況の変化に柔軟に適応

させていくことが望ましい。 

CDR の永続性を確保するためには、法的ステータスを有した組織として設立することも

一案である。 

 

（２）他組織との調整及び連携について 

本プロジェクトで導入した TAWAN INGNIKA（ミスキート語で「農村の光」の意）のモ

デルは、受益者の自立意識を高め自らを開発主体として認識させる特徴を有している。こ

のモデルは、多くの組織が行っているような従来型の手法、即ち、住民に物を与えること

によって支援への依存性を高めることにもつながり得る手法とは全く異なっている。 

同一地域内でこのように全く異なる手法で活動が実施される場合、時として効果が減少

したり、場合によっては混乱を起こして状況を悪化させることもあり得る。このため、よ

りよい連携及び相乗効果をめざして、こうした支援を行う他組織とより一層の効果的な調

整を行う必要がある。 

 

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） 

本プロジェクトはこれまで普及システムが存在しなかった地域において、地域に適した普及

モデルの創出と、またそのモデルを実行し得る人材とチームの育成を成し遂げた。このモデル

の持続性を確保する機能を強化する必要はあるものの、この取り組みは既存の普及システムの

存在する地域における普及システムの強化とは全く次元の異なるものであり、これを成し遂げ

たプロジェクトチームの努力は称賛に値する。 

特筆すべきことは、この過程において、普及の手法や技術内容については当初の想定したも

のにこだわらず相当柔軟な試行錯誤を行ってきたことである。 

協力の開始にあたり綿密な調査や仮定の設定が重要であることは論を待たないが、活動の進

捗とともに明らかになりあるいは変化していく状況に即して、必ずしも当初の仮定に固執する

ことなく果敢に新たな取り組みを行うことも必要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

・評価時点でフォローアップは予定されていない。 

 

 




