
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：グアテマラ事務所（2016 年 3 月）

国名
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

グアテマラ

I. 案件概要

事業の背景

グアテマラでは同国貧困ライン以下で生活する人々が全人口の半数近くを占め、その多くが先住民で
あった。先住民の多くは内陸部の高原・山岳地帯に居住し、条件の悪い土地で自給自足的な生活を余儀
なくされている小規模農民であった。経済構造調整政策により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り、小規模農民は生産性の低い種子の使
用、病虫害や不十分な肥培管理に起因する低収量の状況のままであった。

JICA は、開発調査「中部高原貧困緩和持続的農村開発計画」を行い、持続的な農業開発計画案を提案
し、参加型開発手法や教訓を提示した。しかし、農業普及制度が廃止されていたため、その成果をパイ
ロットエリアから他地域へ広めることができなかった。この点からも、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った。

事業の目的

本事業は、ケツァルテナンゴ県、ソロラ県、トトニカパン県のパイロット市 8 市において、(i) 農牧食
料省（MAGA） 県事務所の農牧普及計画立案及び調整能力強化、(ii) 農業科学技術庁高原地域研究セン
ター（ICTA-CIAL）による適正農業技術の開発・普及員の能力強化（研修実施）、(iii) 市役所の技術的能
力強化及び普及員による農民グループの能力強化を通じ、「市の普及計画が策定され農民グループに実践
されること（農業技術の普及体制が確立される）」を図り（プロジェクト目標）、もって「対象地域の小
規模農民の生計向上」（上位目標）に寄与することを目指した。本事業では、以下の目標が設定された。

1. 上位目標: 本事業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。
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。

実施内容

1. 事業サイト（パイロット市）：ケツァルテナンゴ県、ソロラ県、トトニカパン県内 8 市（Cantel, 
Concepción Chiquirichapa, San Andrés Semetabaj, San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán, Momostenago, 
Santa María Chiquimula, Totonicapán）

2. 主な活動
①市役所の農業普及計画の作成・実施、②ICTA-CIAL の適正農業技術開発・検証及び普及員への研
修策定・実施、普及員・農民への技術移転、③普及員による農民グループ能力強化

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣: 延べ 8 人
(2) 研修員受入：58 人（本邦研修延べ 15 人、第
三国研修延べ 43 人）
(3) 機材供与: 耕運機、トラクター、車両、バイ
クなど

相手国側
(1) カウンターパートの配置: 48 人
(2) 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
(3) ローカルコスト: 計 3.27 百万ケツァル

事前評価年 2006 年 協力期間 2006 年 10 月～ 2011 年 10 月 協力金額 425 百万円

相手国実施機関 農牧食糧省（MAGA）、農業科学技術庁（ICTA）
日本側協力機関 農林水産省水産庁

Ⅱ 評価結果

1 妥当性
【事前・事業完了時のグアテマラ政府の開発政策との整合性】
本事業の実施は、「社会・経済再活性計画」（2004年8月）、「農業政策2004-2007」、事業完了時政権（2008 年～2012 年）

の国家計画（Plan de Gobierno）、「農業政策2008-2012」などグアテマラの政策文書において、貧困削減及び貧困農民の支援・
中小生産者団体の生産増加・農牧普及サービスの強化などが謳われており、グアテマラ政府の開発政策と合致している。
【事前・事業完了時のグアテマラにおける開発ニーズとの整合性】
事前評価時・事業完了時ともにグアテマラにおける先住民の貧困状況及び本事業対象3県の貧困状況は依然として深刻であ

り、食料自給や農業収入向上に資する本事業の実施は、グアテマラのニーズと合致している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

2005年のグアテマラ政府との政策協議により合意された我が国の対グアテマラ援助の重点分野の一つは「（先住民族にも配
慮した）農村生活の改善」を含むものであり、よって、本事業の実施は事前評価時における日本のODA政策と合致している。
【評価判断】
以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【本事業のプロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
「対象地域において、農業技術の普及体制が確立される」というプロジェクト目標は、事業完了時点において、おおむね達

成された。達成を測る指標である「パイロット市の普及計画が策定され様々なアクター間の調整のもとに実施されている」に
ついて、パイロット市 8 市において、(i) 普及調整を行う組織の開設、(ii) 普及計画の立案、(iii) 普及予算の確保、(iv)農家グ
ループ・市役所による本事業提案のメカニズム利用、が行われたからである。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】
事業完了後、市役所による普及は、Santa Lucía Utatlán 市を除き 7 市において、ある程度継続している。パイロット市 8 市の

うち、Cantel 市、Santa Lucía Utatlán 市、Santa María Chiquimula 市を除く 5 市において、普及調整を行う組織である普及調整会



議が現在まで継続しており1、市役所内担当者や農業分野のステークホルダーなどのキーパーソン、そして当事者である市民が
参加しており、円滑な情報共有がなされ、普及調整会議としての役割を十分に果たしている。また 8 市のうち Santa Lucía Utatlán
市を除く 7 市において引き続き普及計画が立案・実施されている。普及員は全市で継続して雇用されており、普及調整会議が
継続していない Cantel 市及び Santa María Chiquimula 市においても、農民グループとのコミュニケーションは持続されており、
普及活動自体は継続されている2。農業普及活動に関する予算は、普及計画が存在しない Santa Lucía Utatlán 市を除いて、7 市
で確保されているものの、規模は市によって大きく異なり、事業実施中のレベルに達していない市もある。
普及サービスを受けた農民グループについては、普及計画が立案・実施されている 7 市では、事業期間中に結成されたグル

ープが活動を継続している。そのうち、3 市においては、事業完了後に、グループ数の増加、活動範囲の拡大が見られた。ニ
ーズに基づいた申請により普及サービスは提供されており、主な活動は、本事業で普及した農業技術である、ハウストマト、
堆肥生産（ぼかし）、各種野菜に関する指導を基軸として、各種活動が引き続き行われている。
グアテマラにおける農業普及体制は、事業実施中の 2010 年に SNEA が策定され、現在は、政権交代後の 2012 年に策定され

た「国家農村普及システム（SNER）」が国家システムとして農業普及の役割を担っている。SNER 成立に伴い、MAGA 普及員
チームが国内全 338 市に配置され、これら MAGA 普及員が、各地に組織化された農民グループリーダー（プロモーター）へ、
プロモーターが農民グループメンバーへ知識や技術を伝達するカスケード方式が採用されている。SNER では、地方自治体を
はじめとして、農民組織、開発パートナー、NGO、民間企業、アカデミアなど、本来ならば農業普及に携わる種々のステーク
ホルダーを各地でシステム内に組み込む必要があるが、現状としては MAGA 普及員とこれらアクターとの間に、協働関係が
あまり見られないケースも少なからず確認されており、この意味において SNER による普及体制は未だ発展段階にある。パイ
ロット 8 市では 2 市においてのみ、MAGA 普及員と市普及員の間に協働関係がみられた。SNEA 構築時には、政府関係者が本
事業の視察行う等、国連食糧農業機関（FAO）などの他機関の事業と並び本事業の知見が参考にされている。本事業は SNER
の公式文書にて言及はされてはいないが、1997 年に廃止された農業普及体制の再構築（SNEA、2010 年）の礎のひとつとなっ
ていることが SNEA 文書に記載されている。ICTA-CIAL の農業技術は、MAGA が構築した SNEA 及びその後の SNER の MAGA
普及員の普及活動に組み入れられ、ICTA-CIAL は現在も農業技術の開発、検証、移転を行っているが、事業で実施した普及員
への研修の継続や研修モジュールのアップデートは行われていない。
【本事業の上位目標の事後評価時点における達成状況】
上述のとおり、現在、グアテマラによる農業普及はSNERにより行われており、対象3県合計51市すべてにSNERのMAGA普

及員が配置されているが、本事業が導入した普及体制である市役所による普及が、パイロット市以外で適用されているケース
は確認されていない。MAGA普及員の活動状況（普及対象農民グループ数・農民数、普及されている技術など）については、
回答が得られなかった。よって、上述のとおり、MAGAによる普及体制設立への本事業の影響はあるものの、具体的な普及体
制やその活動内容などに対する本事業の実質的な影響は確認できない。
農民の生計向上に関しては、Santa Lucía Utatlán市及びSan José Chacayá市の農民へのインタビューによれば、事業実施中に生

活状況が改善され、生産作物の多様化や作物栽培の自家消費により健康状態が良好になった。現在普及活動が行われていない
Santa Lucía Utatlán市では、事業完了後は、農民グループの活動が行われておらず生活状況改善の継続は限定的であるが、農業
普及サービスが継続されているSan José Chacayá市では、生計の向上、生活の質の向上、健康状態の向上の継続が確認されてい
る。
【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】
本事業では用地取得・住民移転は行われず、また環境への負のインパクトも発生していない。

【評価判断】
本事業は、事業完了時点でプロジェクト目標は達成され、また本事業によって導入された普及体制は、パイロット市におい

ては一部地域を除いて継続されている。上位目標は、本事業の実施により、農民の生計は向上したが、普及体制の他地域への
適用は確認されていない。よって、本事業の有効性／インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

（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。

パイロット市の普及計画が策定され

様々なアクター間の調整のもとに実施

されている

完了時点での達成状況：達成

（完了時）パイロット市 8 市において、①普及調整を行う組織の開設、

②普及計画の立案、③普及予算の確保、④農家グループ・市役所によ

るメカニズムの利用、が達成された。

（事後評価時点）

 8 市中 5 市において普及調整会議が現在まで継続。

 8 市中 7 市において引き続き普及計画が立案・実施され、普及予

算も確保されている。

 普及員は全 8 市において継続して配置。

（上位目標）

本事業で確立した普及

体制により対象地域の

小規模農民の生計が向

上する

本事業が確立した普及体制の小農生活

改善上の効果が認められることにより、

本事業対象の３県内の 30％以上の市に

おいて、市役所による農業普及が行われ

ている

達成状況：未達成
（事後評価時点）パイロット市以外において市役所による農業普及は
確認されていない。

パイロット市の小規模農民が、市を中心

とした普及活動が行われたことで、生活

が向上したと感じている

達成状況：一部達成
（事後評価時点）インタビューした農民は、生計向上、生活の質の向
上、健康状態の向上を感じている。

出所：JICA 内部資料、実施機関への質問票・インタビュー、農民インタビュー

3 効率性

                                                  
1 Santa Lucía Utatlán 市、Santa María Chiquimula 市については、4 年ごとに実施される市長選での市長交代による市の体制変更の影響による。

Cantel 市では、本事業終了から時間が経過するにつれ、徐々に関係者の関与が薄まり、2013 年以降は開催されなくなった。
2 Santa Lucía Utatlán 市については、普及員が一名雇用されているものの、他の業務との兼務であり普及活動は行われていない。



本事業は、協力期間は計画どおりであったが（計画比:100%）、協力金額は計画を若干上回った（計画比：108%）。よって、
効率性は中程度である。

4 持続性

【政策・制度面】
2009年策定の「国家総合農村開発政策（PNDRI）」において貧困層及び先住民が農村開発政策の優先的対象であるとされ、

前ペレス・モリーナ政権（2012年～2015年）の「農民経済強化のための家族農業プログラム（PAFFEC）2012-2015」は家族農
家を支援し、また「国家農村普及システム（SNER）」が構築され、農業普及を推進していたものの、同システム内において、
本事業で構築された市役所を中心とした農業普及体制との連携関係構築は依然として模索状態にあり、今後の見通しも未だ不
明瞭である。
【体制面】   

MAGAに関しては、SNER構築により、未だ発展段階にあるものの、農業普及を担当するDICORER（地域調整・農村普及局）
が主導してMAGA普及員が全国で農業普及活動を実施している。しかしながら、MAGA（SNER）普及員と市役所の役割分担・
協働については不明な点も多い。人員配置については、MAGA普及員は全国に配置されているものの、モニタリング体制は構
築途中であり、また人員配置は十分とはいえない。パイロット8市に関しては、5市において普及調整会議が引き続き開催され
ており、普及員は全市において雇用されているが、普及活動が未だ実施されていないコミュニティも多く、人員配置は十分で
はない。ICTA-CIALは、農業技術の開発・検証・移転の役目を引き続き担っており、職務遂行上、十分な人員が配置されてい
る。
【技術面】

MAGA普及員に関しては、ある一定の技術レベルを確保する研修システムは省内に存在するが、現場レベルではMAGA普及
員の知識・技術水準にばらつきが見られる。ICTA-CIALに関しては、内部のみならず外部研修を活用し、職員の知識・経験の
アップデートが行われている。パイロット8市に関しては、一部を除き農業普及のための十分な知識・技術を有している市普
及員が雇用されている。
【財務面】
国内全338市に基本的に3人のMAGA普及員が配置されていることを考慮すると、MAGAの農業普及活動予算は増加を検討す

る余地がある。ICTA-CIALの年間計画には十分な予算が確保されていないため、農業部門に対する支出が十分ではない。パイ
ロット市に関しては、Santa Lucía Utatlán市を除く7市において農業普及のための予算が確保されており、必要最低限の活動は
実施されているものの、潜在的裨益者を今後も開拓すべき現状を鑑みると、予算増加を検討する余地があるが、見通しは不明
瞭である。
【評価判断】
以上より、本事業は政策・制度面、体制面、技術面、財務面で課題があり、本事業によって発現した効果の持続性は低い。

5 総合評価

「対象地域において、農業技術の普及体制が確立される」というプロジェクト目標は、事業完了時点において、おおむね達
成された。達成を測る指標である「パイロット市の普及計画が策定され様々なアクター間の調整のもとに実施されている」が
達成されたからである。事業完了後もパイロット 8 市においては、1 市を除き本事業により構築された普及体制による普及サ
ービスが継続している。上位目標に関しては、対象農民の一部に生計向上はみられたものの、普及体制の他地域への適用は確
認されていない。持続性については、本事業は、国レベルでの農業普及体制と市役所中心の農業普及体制との間の調整不足、
不十分な人員配置や一部技術の欠如、不十分な普及予算という点で、政策面・制度、体制面、技術面、財務面で課題がある。
効率性に関しては、協力金額が計画を上回った。

以上より、総合的に判断すると本事業の評価は、低いと評価される。

Ⅲ 教訓・提言：

【MAGA への提言】

MAGA 普及員の知識・技術水準にばらつきが見られることから、雇用に際しては現場のニーズに即したより明確な選定基準を

設けたり、既に雇用されている普及員に対する再研修システムを整える等して、普及員の質を確保する更なる取り組みが必要

である。また、農業普及に携わる様々なアクターが特別な連携なしに個々に活動を実施しているのが大方の現状であるため、

農業分野における主要アクターとして今後どのような調整を行っていくのか具体的なアクションが求められる。

【JICA への教訓】

本事業は、1997 年に廃止された農業普及体制の再構築を目的として実施されたものであるが、事業終了前の 2010 年に国家

農業普及体制である SNEA（当時）が確立され、本事業が提案する市役所を中心とした普及体制の位置づけを明確にするに至

らなかった。SNEA 構築に関し FAO が大きく貢献する一方、JICA はそのプロセスに十分関与しなかったこと、また、農業普

及を担当する MAGA とも普及メカニズム構築戦略の相違や予算問題により SNEA との連携を図ることができなかったことが

原因と思われる。

一国の農業普及体制再構築に寄与するような事業においては、各開発パートナーとの連携・デマケや役割分担を十分に調整

しつつ、相手国の体制構築のプロセスに十分関与し、構築中の国家普及体制における事業の位置づけ・役割・連携を明確にす

ることにより、事業の効果の発現・持続を図ることが重要である。



写真・キャプション 写真・キャプション

農業普及員が巡回指導している農民グループのトマト栽培

（Cantel 市）

本事業で指導したボカシ堆肥生産技術が、市のゴミ収集所

にて利用されている（Santa Lucía Utatlán 市）


