
１－１　協力の背景と概要

イラク共和国（以下、「イラク」と記す）北部に位置するクルド自治地域（エルビル県、ドホー

ク県、スレイマニア県）は、イラク国内でも 300mm ～ 1,200mm と年間降水量が多いことから

潜在的な農業生産性は高く、イラク全体の食糧自給のためには、クルド地域の生産性向上は重

要である。しかしフセイン独裁政権下の弾圧と農村破壊、近年の干ばつなどの影響でクルド地

域の農業生産は減退し、農業の復興や破壊された農村の復興、農民の農村への帰還などが課題

となっている。農業セクターのなかでも園芸作物（果樹・野菜）は、集約的な栽培により小規

模の農地面積でも現金収入を得る手段となり得ることから、農村における広範な生計向上に貢

献する可能性のある品目である。そのため、農村振興につながる園芸作物の生産拡大に向け、

市場ニーズに基づくマーケティングの促進までを視野にいれた適正な園芸技術を導入・普及し

ていくことが求められている。

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、クルド自治政府（KRG）農業・水資源省（MoAWR）
を実施機関、クルド自治地域（エルビル県、ドホーク県、スレイマニア県）のプロジェクトチー

ム（県ごとに 6 名程度）をカウンターパート（C/P）とし、現地の栽培条件に適し、市場ニーズ

を踏まえた園芸技術が対象農家に普及されることを目的に、「クルド地域園芸技術改善・普及プ

ロジェクト（以下、本プロジェクト）」を 2011 年 8 月より 2016 年 8 月までの 5 年間の計画で実

施中である。今回、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロジェクト

の残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、中間レビュー報告書に取りまとめること

を目的として、中間レビュー調査が実施された。

１－２　協力内容

（１）上位目標

適正園芸技術の導入 ･ 普及とマーケティングの促進を通じて、クルド地域農民の園芸作

物の売り上げが増大する。

（２）プロジェクト目標

現地の栽培条件に適し、市場ニーズを踏まえた園芸技術がプロジェクト対象農家に普及

される。

（３）成　果

１ ）適正園芸技術の検討のためのベースライン調査が実施され、対象地域の関連情報が整
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理される。

２）�市場ニーズに合致した園芸作物の適正技術が取りまとめられる。

３ ）成果１及び２により明らかになった情報に基づき、適正技術の普及活動詳細計画が作

成される。

４）�活動詳細計画に沿って、農民支援のための普及活動が実施される。

（４）投　入

＜日本側＞

専門家派遣：専門家 10 名（長期専門家 5 名、短期専門家 3 名、調査団による派遣 2 名）

本邦研修：1 名（1 コース）

第三国研修：8 名（1 コース）

現地業務費支出：31 万 4,694 米ドル

＜相手国側（クルド自治政府：KRG）＞ 
C/P 配置：20 名

ローカルコスト支出：C/P 給与等

事務所施設提供： エルビル市内の KRG/MoAWR 内及びエルビル、スレイマニア、ドホーク各

県農業局内（試験場等）

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

（１）成果１～４の達成状況は以下のとおりである。

成果１： 適正園芸技術の検討のためのベースライン調査が実施され、対象地域の関連情報

が整理される。

成果１は達成された。

指標 1-1：ベースライン調査の実施とその内容

2011 年 12 月から 2012 年 3 月の期間に、ベースライン調査が実施された。同調査は、

農家営農、市場、普及体制の 3 つの項目を対象としている。農家営農調査報告書は、

2013 年 6 月に完成し、7 月に 500 部が印刷された。市場調査報告書は 2014 年 1 月に完

成し、2 月に 200 部が印刷された。普及体制報告書は 2014 年 2 月に完成し、プロジェ

クト内部向けとして 15 部が印刷された。またすべての報告書はイラク側関係者と協働

２．評価調査団の概要

日本側 団長・総括 加藤　憲一 JICA 農村開発部畑作地帯課　課長

栽培管理 相川　次郎 JICA 国際協力専門員

協力企画 村上　亮介 JICA 農村開発部畑作地帯課　職員

評価分析 飯田　春海 グローバルリンクマネジメント株式会社

イラク側

（KRG）

Mr. Wale Omer Husain  MoAWR エルビル県農業局試験場　職員

Mr. Oral Musi Muhammed  MoAWR スレイマニア県農業局試験場　職員

Mr. Najeb Odesho Deno  MoAWR ドホーク県農業局園芸課　職員

期　間 2014 年 2 月 18 日～ 3 月 8 日 評価種類：中間レビュー調査
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で調査・作成され、先方が求める内容が網羅されている。

指標 1-2：各地域別適正野菜・果樹のリスト作成とその内容

2012 年 2 月から 3 月において、各県で 2 日のワークショップが実施され、以下の適

正品種のリスト化が行われた。

①園芸作物：トマト、キュウリ、イチゴ、ミニトマト、赤キャベツ、ブロッコリー等

②果樹栽培：ブドウ、モモ、ザクロ等

指標 1-3：各地域別の園芸作物の市場動向レポート作成とその内容

ベースライン調査として、各県の市場調査が実施された。各県における野菜・果樹

に関する卸売市場の概要及び野菜・果樹の国産作物と輸入作物に関する出荷取扱状況、

市場ニーズ（入荷時）の調査、価格比較が行われて、報告書が取りまとめられた。今

後市場の変化に応じて、追加の調査が行われる。

指標 1-4：各地域別普及員数と普及員のレベル判定調査報告書の作成とその内容

ベースライン調査として、各県の普及体制調査が実施された。各県における普及所

の普及員配置、普及員の学歴・専門性、普及所管内の農家統計、普及活動などが調査

され、報告書が取りまとめられた。

成果２：市場ニーズに合致した園芸作物の適正技術が取りまとめられる。

成果２はこれまでの活動により部分的に達成された。引き続きの活動により、プロジェ

クト終了までの達成が見込まれる。

指標 2-1：デモンストレーションの種類とその内容

＜ 2012 年＞： 2012 年 3 月に 3 県ごとの野菜春夏作の計画が作成され、エルビル県と

スレイマニア県で実施されたが、秋冬作は試験研究分野全体の計画が

MoAWR 大臣から承認されず実施に至らなかった。

＜ 2013 年＞： 2013 年の野菜・果樹試験計画が、2012 年 11 月に作成され、2013 年 1
月以降に実施された。

＜ 2014 年＞： 2013 年 11 月に 2014 年野菜・果樹試験計画が作成され、現在、実施中

である。また、篤農家を対象としたデモ圃場は、スレイマニア県でトマ

トの促成栽培を実施した。

指標 2-2： フィールド・デイの開催、参加者割合（地域の園芸農家総数に対する）とその

内容

試験栽培の結果を農家に周知するためのフィールド・デイが、以下のとおり、開催

された。

１）トマト促成栽培のフィールド・デイ

エルビル県： 2013 年 3 月（参加者 30 名）

スレイマニア県：2013 年 5 月（雨天のため参加者 6 名）

ドホーク県：2013 年 5 月（参加者 62 名）

２）ブロッコリー栽培のフィールド・デイ

スレイマニア県：2014 年 1 月（県農業総局長を含む 50 名が参加）

ドホーク県：2014 年 1 月（参加者 30 名）

指標 2-3：園芸技術ガイドライン

C/P を対象とした、「閉鎖型育苗施設・技術ガイドライン」が策定されている（2013
年 12 月）。そして、これまでの試験結果を反映し、トマト促成栽培、ブロッコリー栽
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培等の技術ガイドラインが順次、策定される予定となっている。

成果３： 成果１及び２により明らかになった情報に基づき、適正技術の普及活動詳細計画

が作成される。

成果３はプロジェクト終了までに達成される見込みである。

指標 3-1：活動詳細計画書

各県の篤農家を通じた適正技術の普及手法・アプローチが検討されており、2014 年

6 月に策定作業予定となっている。

成果４：活動詳細計画に沿って、農民支援のための普及活動が実施される。

成果４はプロジェクト終了までに達成される見込みである。

指標 4-1：普及員への研修を通じた普及員レベルの向上

2014 年の 9 月以降の活動実施が、現在、検討されている。

指標 4-2：普及員向け教材

今後の活動詳細計画の策定において、普及員向けの研修教材の内容が検討される。

指標 4-3：普及員による農家研修の実施、参加者割合

今後の活動詳細計画の策定において、農家研修の回数や内容が検討される。

指標 4-4：フィールド・デイ開催と参加者割合

今後の活動詳細計画の策定において、フィールド・デイの回数や内容が検討される。

（２）プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。

プロジェクト目標： 現地の栽培条件に適し、市場ニーズを踏まえた園芸技術がプロジェク

ト対象農家に普及される。

プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成される見込みである。

指標１：農家による適正技術の採用度

普及活動をまだ開始していないため、農家に対してはフィールド・デイ等での適正

技術の周知にとどまっている。更なる適正技術確立のための試験栽培と並行しつつ、

農家を対象とした技術の普及は、2014 年の 9 月以降に開始される予定であり、それ以

降の農家による適正技術の採用が期待される。

（３）上位目標の達成予測は以下のとおりである。

上位目標： 適正園芸技術の導入 ･ 普及とマーケティングの促進を通じて、クルド地域農民

の園芸作物の売り上げが増大する。

現時点（2014 年 2 月）では上位目標の達成を予測するのは困難である。

指標１：適正園芸技術を導入した農家の数

現状では、適正園芸技術を導入した農家の数の予想は困難である。
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指標２：適正園芸技術を導入した農家の収入の増加

現状では、適正園芸技術の導入による農家の収入値の予想は困難である。

３－２　評価結果の要約

評価５項目として、妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性に係る評価結果は以下の

とおりである。

（１）妥当性

イラク連邦政府の「国家開発計画（2010 ～ 2014 年）」が掲げる農業セクタービジョンでは、

食料安全保障のための国内生産の振興、農村部の貧困削減や経済多様化による石油依存の

是正のための農業生産額の増加を掲げている。また、プロジェクト実施対象地域であるク

ルド自治地域の「農業セクター戦略計画（2009 ～ 2013 年）」では、地域資源の有効活用に

よる農業生産の向上を掲げている。プロジェクトの目標は、これらの計画の内容と合致し

ている。

2012 年作成の対イラク国別援助方針では、経済成長のための産業の振興と多角化が掲げ

られており、農業分野はその重点分野のひとつとなっている。プロジェクトは、そのため

の農業関連技術向上のためのプロジェクトとして実施されている。

（２）有効性

現在、成果１は達成されており、成果２の達成に向けて、野菜と果樹の試験栽培が各県

において実施されている。今後成果３、４の活動も順次開始予定であり、プロジェクト終

了までにプロジェクト目標は達成されると見込まれる。一方で、①園芸作物の市場動向、

②種子会社の動向、③クルド自治政府（KRG）の予算状況には十分留意する必要がある。

プロジェクトデザインについては、先方のニーズ等に合わせて一部活動のスケジュール

変更を検討しているが、プロジェクト成果からプロジェクト目標へつながる構成自体に問

題はない。

（３）効率性

日本側及び KRG 側の投入は、プロジェクト活動を進めるためにおおむね適切なものであ

り、プロジェクト活動の効率的実施に用いられた。

プロジェクト開始当初は、KRG 側のプロジェクトに対する理解不足によりプロジェク

ト運営が一部阻害されることがあったが、適切な連携体制の構築が進められており、プロ

ジェクト運営も効率的になりつつある。

（４）インパクト

インパクトの発現（上位目標の達成）のためには、C/P がプロジェクト終了後も、特定

された適正技術を各県で継続して普及させることが不可欠である。普及活動が開始されて

いない現状でのインパクトの発現の予測は困難だが、今後の C/P の能力開発と普及実施体

制の構築が重要なものとなるだろう。

その他のプロジェクトの実施によるポジティブ、ネガティブなインパクトは、特に観察

されていない。
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（５）持続性

政策面では、イラク連邦政府の国家開発計画（2013 ～ 2017）はプロジェクトの方向性と

合致している。クルド自治政府の農業開発戦略計画は、現在改訂中（2014 年 3 月現在）で

あるが、現計画（2009 ～ 2013）は本プロジェクトの方向性と一致している。

財政面については、現時点では問題は生じていないものの、構造的に社会的・政治的な

要因に左右されやすいため、留意が必要である。

技術面では、各県農業局の C/P は、これまでの活動を通じて、順調に知識や技術を身に

付けてきている。プロジェクト終了まで活動が継続されることで十分な知識や技術が移転

されることが見込まれる。

（６）結　論

本プロジェクトでは、ベースライン調査及び着実な栽培試験の実施により各種データが

蓄積されつつあり、既に一部の適正技術が特定されている。なお当初はプロジェクト前半

に完了する予定であった栽培試験だが、先方の新規作物や高度な技術に対する高いニーズ

等を踏まえてプロジェクト終了まで継続していくことが関係者間で合意されている。今後

はこの栽培試験と並行して適正技術の普及も実施していく予定であり、一部プロセスに変

更はあるものの、プロジェクト終了までに当初の目標は達成される見込みである。

一方で、本プロジェクトは、まだ情勢が安定しているとはいい難いイラクにおける技術

協力プロジェクトであり、社会的・政治的な不安定要因に影響を受ける可能性が高い。そ

のため社会的・政治的な不安定要因及びそれらがプロジェクトに与える影響について、適

時適切な状況把握を行い、リスクを低減または回避する対策を考えつつプロジェクトを運

営し、必要に応じてプロジェクトの方向性を修正することが求められる。

４．提　言

４－１　プロジェクトへの提言

（１）活動計画（PO）の改訂

適正技術の特定のための栽培試験はプロジェクト終了まで継続し、並行して普及を実施

することがプロジェクト関係者間で協議されているため、この結果に沿って、PO を改訂す

ることが望まれる。

（２）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）指標の改訂

これまでの活動でイラク側関係者のキャパシティ・デベロップメント（CD）が実現され

てきた。しかし現行 PDM には、関連する指標が設定されていないので、プロジェクトにお

いて CD が重要であることを関係者間で共有するために、CD に関する指標の追加を検討す

る必要がある。

（３）クルド自治地域 3 県のモニタリング機能強化

プロジェクトが各県の活動進捗を適時把握することは、栽培管理の視点で重点である。

日本人専門家が自由に移動できる環境にないことも踏まえ、モニタリングの機能強化が必

要である。 

（４）試験栽培の結果等の適時報告

試験結果を定量的に分析し、MoAWR に対して適時報告することで、プロジェクトへの
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理解が促進され、プロジェクトの円滑な実施につながると考えられる。

４－２　日本側への提言

イラクの治安状況等の理由から、日本人専門家派遣は当初計画とは一部異なっている。また

専門家の現地活動も一部制約されている。活動制約を考慮したうえで、適時適切な日本人専門

家を派遣することが重要である。

４－３　クルド自治政府（KRG）への提言

（１）KRG/MoAWR から各県農業局への予算配賦が不安定であるが、各県農業局の円滑な活動

はプロジェクトに欠かせないため、MoAWR には適切な予算配賦を求めたい。

（２）日本人専門家による技術移転という視点から、各県の C/P は少なくともプロジェクト終

了時まで異動をさせないように求めたい。
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