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事業事前評価表 

国際協力機構農村開発農業・農村開発第二グループ第三チーム 

１．案件名 

国 名： パレスチナ自治区 

案件名： 和名 市場志向型農業のための農業普及改善プロジェクト 

英名 Project for Improved Extension for Value-Added 

Agriculture (EVAP Phase 2) 

２．事業の背景と必要性  

（1）当該国における農業セクターの開発実績（現状）と課題

パレスチナ自治区（以下、「パレスチナ」という。）において、農業セクター

は、GDP貢献度が 5.6％（2011年）に留まるものの、食糧安全保障、コミュニテ

ィ再建及び土地保全の観点からパレスチナの安定及び発展において重要な役割

を果たしている 1。耕作可能面積は、1,200㎢と国土の約 1/5を占め、西岸地区、

ガザ地区共に農業のポテンシャルは高い 2。パレスチナにおける農業は、イスラ

エルによる移動・物流の制約や地下水取水量の制限（西岸地区）といった構造

的な制約要因を負っているものの、農業資材購入費の削減等、農業収益性改善

の余地も大きい。 

JICA はこれまで、西岸地区のヨルダン渓谷地域３県を対象とした「ヨルダン

渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト（以下、「EVAP」という。）」（2011

年 9 月～2015 年 7 月）の実施を通じ、パレスチナ農業庁の農業普及関係職員が

市場志向型の営農・技術指導を実践できるよう普及業務の改善支援を行ってき

た。その結果、同地域をモデルとした「EVAP普及パッケージ」4がまとめられて

いる。同パッケージは、パレスチナ農業庁が推進するグループ普及手法を具体

的に図示化したものとして同庁に高く評価され、「農業普及戦略（2015 年～2018

年）」においても、今後パレスチナ全域に、同パッケージが用いられることが明

記されている。 

他方、「EVAP普及パッケージ」を用いた普及活動はまだ開始されたばかりであ

り、引き続き改善が必要である。パレスチナ農業庁には技術系職員が多く、EVAP

1 後述するパレスチナ農業セクター開発戦略によれば、同セクターの労働人口は全労働人口の 11.5%を占め

るとされている。なお、パレスチナ県農業局より入手した統計情報によれば、農業従事者は約 11万人とさ

れているが、本事業で対象とする中小規模農家については耕作する農作物の種類により土地保有面積が異

なり、画一的な定義づけは困難であるため統計数値は存在しない。 
2 National Agriculture Sector Strategy（2014-2016）によると、耕作可能面積のうち、西岸地区が約 90%、

ガザ地区が約 10%を占めている。 
4 「EVAP普及パッケージ」は、農家自身が収益性に基づいた判断を行い、農家自身が収益性改善に向けた
一歩を踏み出せるようになることを目指した、農業普及サービスの活動ステップを示すもの。農家のニー
ズに基づく技術の導入・検証をベースとして生産性向上・収益改善を図るパッケージとなっている点が特
徴。 
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では、農家のニーズに基づく技術・ノウハウの普及手法よりも、「特定の新規性

のある技術の導入」及びその検証のための「機材・設備の供与」が重視される

傾向にあり、結果、EVAP では、技術の検証活動に時間がかかり、農家への普及

技術の定着率が伸び悩むものもあった。今後、「EVAP普及パッケージ」を用いて、

パレスチナ全域のより幅広い層の農家への確実な技術普及を図っていくために

は、農家や農家グループの実態（グループのサイズ、メンバーの均質性、営農

形態、ジェンダー等）をより詳細に把握した上で、農家自身による気づきやモ

チベーションを高める機会をさらに導入する等、同パッケージにおける普及手

法の見直しに重点を置くことが求められている。また、普及技術の内容につい

ても、特定の技術のみならず、「土づくりから市場まで」の一連の流れの中で農

家が抱えている営農上のボトルネックに対応できるよう改善が求められている。

さらに、普及員をはじめとする県農業事務所関係者が、多数のドナーによる支

援を戦略的に活用し、幅広い層の農家ニーズに基づく市場志向型の農業普及活

動を実践していけるようになることが重要である。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

パレスチナ農業庁は、農業セクターを雇用創出、貧困削減、食糧の安全保障

上重要なセクターと位置付けている。パレスチナ農業セクターの開発戦略であ

る「国家農業セクター開発戦略 2014 年～2016 年」 （National Agriculture 

Sector Strategy “Resilience and Development” 2014-2016）では、戦略的

目標の一つとして農業庁が提供するサービスの改善が掲げられている。加えて、

上記の「農業普及戦略」では、「EVAP普及パッケージ」を用いた市場志向型農業

の促進が掲げられている。 

本事業では、パレスチナ全域において、市場志向型農業に対する普及員のノ

ウハウ・経験、予算管理、モニタリング等の能力向上を図ることによる農業普

及サービスの改善を目指しており、上記開発戦略及び普及戦略に合致している。 

 

（3）農業セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

我が国の対パレスチナ国別援助計画（2012 年）においても、同セクターへの

支援は、重点分野「持続的な経済成長の促進」に位置づけられ、貧困削減や食

糧安全保障の観点からも同セクター開発の必要性は高いとされている。 

JICA のパレスチナにおける農業開発プログラムについては、2006 年7 月に

提唱された「平和と繁栄の回廊」5構想に基づいて、ジェリコ農産加工団地（JAIP）

                                                   
5 「平和と繁栄の回廊」構想では、イスラエルとパレスチナの共存共栄に向けた中長期的取り組みとして、

ヨルダン・イスラエル等周辺国と協力しながら、ヨルダン渓谷の経済社会基盤を強化していくことを目指

している。先行事業である EVAPは、同構想の３つのサブプログラムの一つである「農業開発、農産物加

工・流通振興サブプログラム」における主要な協力案件であり、地場産品の競争力強化を下支えする協力

として重要な役割を担うものと位置づけられてきた。 
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に将来的に寄与するものとして、その関連性を念頭に置きつつ、農業技術の向

上・普及、農産業に不可欠な水資源の安定供給体制整備等を通じ、農業生産性

や付加価値の向上を図り、主要産業の一つである農業分野の活性化を支援する

ものという位置づけである。 

パレスチナにおける主な農業分野の事業は以下の通り。 
「ジェリコ地域開発計画調査」（2005年10月～2006年9月、開発計画調査型技術

協力） 

「持続的農業技術確立のための普及システム強化プロジェクト」（2007年3月～

2010年3月、技術協力プロジェクト） 

「ジェリコ農産加工団地のためのPIEFZA6機能強化プロジェクト」（2010年7月～

2011年12月、技術協力プロジェクト） 

「ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プロジェクト（EVAP）」（2011 年

9月～2015年 7月、技術協力プロジェクト） 

 本事業は、上記２．(1)記載のとおり、これまでの協力の成果を生かし、「EVAP

普及パッケージ」の改良と、中小規模農家層を裨益対象として、パレスチナ全

域における市場志向型の営農実践のための普及サービス改善を目指している。 

 

（4）他の援助機関の対応 

農業セクターに対する協力は、国際連合食糧農業機関（FAO）や国際農業開発

基金（IFAD）をはじめとする国際機関、欧州連合（EU）、スペイン、デンマーク、

オランダ、フランス、イタリア、オーストラリア等のドナー、NGO（国際 NGO、

パレスチナ NGO）が行っており、農業大臣、副大臣以下、農業庁関係局、国際機

関（FAO 等)、ドナー、NGO の代表が集まる「農業セクター・ワーキング・グル

ープ」とよばれるドナー・コーディネーション・メカニズムが存在する。同ワ

ーキング・グループでは、各機関の支援内容の情報共有及び調整が行われてい

る。 

ただし、他ドナーは、NGOや農協・農民グループに直接資金や機材援助を行っ

ているケースが多く、農業庁をカウンターパートとした支援は我が国以外には

デンマーク国際協力庁（DANIDA）といった一部の機関に限られる。 

DANIDAは 2015年 9月現在、農業庁普及・地域開発総局を主としたカウンター

パートとする 5カ年間(2016年～2021年)、総額約 20百万 USD（水関係のインフ

ラ整備を含む）の支援を計画中であり、一部農業庁の人材育成支援については

FAOを実施機関とすることが見込まれている。また、FAOは事業実施や戦略ペー

パー作成に係るアドバイス業務を実施しているほか、2015 年 9 月現在、農業庁

マーケット総局において、マーケティングに関する情報整備支援を開始してい

る。DANIDA、FAOによる支援のいずれも、市場志向型の営農実践という観点で本

                                                   
6 PIEFZA：Palestinian Industrial Estates and Free Zones Authority 
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事業との相乗効果が見込まれるものの、活動の重複可能性もあるため、本事業

との整合性が図られ、適切に役割分担を図ることができるよう、緊密なコーデ

ィネーションが必要である。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、パレスチナ農業庁、県農業局関係者の普及実施体制・能力強化及

び「EVAP 普及パッケージ」の改良を通じて、効果的な農業普及活動の実践を支

援し、もってパレスチナ全域の農家の農業所得向上に寄与するものである。 

（2）事業サイト/対象地域名 

パレスチナ全域（西岸地区 11県及びガザ地区 5県）（総農業従事者約 11万人 7） 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：パレスチナ西岸地区の 268対象農家グループ（約 650 世帯 9）、パレ

スチナ全域の普及員、専門技術員、各県農業・畜産関連職員、パレスチナ農業

庁関係職員 

最終受益者：パレスチナ西岸地区及びガザ地区の約 35210農家グループ（約 8800

世帯） 

（4）事業スケジュール（協力期間）：2016 年 4 月～2021 年 3 月を予定（計 60

カ月） 

（5）総事業費（日本側）：7億円（実施計画策定時までに精査） 

（6）相手国側実施機関：パレスチナ暫定自治政府農業庁普及・地域開発総局 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・ 専門家派遣：総括、農業普及計画、農民組織、ジェンダー、園芸作物、

家畜飼育、節水技術、研修教材開発、マーケティング等（約 160M/M を

想定） 

・ 本邦研修（農業普及、マーケティング、畜産、果樹等） 

・ 機材供与：活動に必要な資機材の供与（車輛 3台等） 

・ 現地活動費 

2）パレスチナ側 

・ カウンターパートの配置 

プロジェクトダイレクター（農業庁副大臣補、1名）、プロジェクトマネ

ージャー（農業庁普及・地域開発総局長、1名）、農業庁普及・地域開発

                                                   
7 注記 1参照のこと。 
8 1つの西岸県農業局拠点につき 2グループとの試算。 
9 本事業で直接支援する農家グループの対象農家が、１つの農家グループ平均 25世帯とした時の試算。 
10西岸地区の各対象県における 2年目以降の普及活動（県主体による活動）、ガザ地区における間接的支援
による普及活動及び農民間普及にかかる試算。 
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総局普及計画部職員（3名）、専門技術員（灌漑、野菜栽培、畜産、マー

ケティング、果樹等の各分野 2～3名）、18県農業局農業事務所の普及担

当職員（各 4～6名）  

・ プロジェクト用執務室の提供 

・ 利用可能なデータ、情報、地図 

・ ローカルコスト負担（人件費や地方出張旅費等） 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類（A,B,Cを記載）：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、農業普及サービス改善を図る技術協力

であり、用地取得・住民移転は想定されず、「国際協力機構環境社会配慮ガ

イドライン」（2010年 4月公布）上、環境面や社会面における望ましくない

影響は最小限であると判断されるため。 

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

パレスチナでは、農家の４割は女性であり、作物生産や家畜飼育における

女性の役割が大変大きいことから、本事業では、EVAP で一部開始されたジ

ェンダーに関する取り組みをさらに強化し、対象農家グループにおける男女

の関係性の実情を十分把握するとともに、特に、男性へのアプローチを工夫

し、男性のジェンダー認識（家庭内の役割、決断権の共有など）の向上を図

ることが重要である。その際、対象地域のジェンダー規範（男女が同じ集会

に出ることが困難、といった保守的なジェンダー規範を持つ場合もあり得

る）に十分配慮し、ジェンダー平等推進のための取り組み方を工夫していく

ことが求められる。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

 先行事業であるEVAPにおいては、我が国外務省の発案、イスラム開発銀行

との協力に基づいて構築された、東アジア諸国との連携スキーム「パレスチ

ナ支援のための東アジア会議（CEAPAD）」の枠組みを活用し、インドネシア、

マレーシア等CEAPAD加盟国において熱帯果樹栽培、家畜人工授精等の第三国

研修を実施してきており、本事業においてもこうした研修を活用していくこ

とが期待される。さらに、パレスチナの農業技術の向上をめざし、地域間協

力として、周辺国での技術研修の実施を予定している。第三国研修を通じて

学んだ技術のうち農民への普及が期待される技術については、必要に応じ展

示圃場での検証後、本事業の活動を通じて各地に普及される。 

2）他ドナー等の援助活動 

農業セクターの他ドナーによる協力の内、本事業との連携の可能性のある

支援は、上述した DANIDA や FAO による事業であるが、本事業ではより農家
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へ直接裨益する現場での農業普及活動改善を目指し、そのための市場情報整

備・提供等を DANIDA や FAO による支援とするといった調整・整理を図るこ

ととする。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標 

パレスチナ全域における「EVAP普及パッケージ」 を利用した普及活動を

通じて収入が向上した農家が増加する。 

指標: パレスチナ全域において、「EVAP普及パッケージ」を利用した普及活

動の対象農家の農業所得が X％増加する。（％については事業開始後

に設定）。 

 

2）プロジェクト目標 

パレスチナ農業庁、県農業局関係者による「EVAP 普及パッケージ」を利

用した普及活動を通じて、パレスチナ全域の対象農家グループの農家の農業

所得が向上する。 

指標: 事業終了時に、対象農家グループの農家の農業所得が Y％向上する。 

 

3）成果 

成果１：パレスチナ農業庁、県農業局関係者の「EVAP 普及パッケージ」の

実施・マネジメント能力が強化される。 

成果２：「EVAP普及パッケージ」が、パレスチナ全域で適用可能な普及パッ

ケージに改良される。 

成果３：「EVAP 普及パッケージ改良版」（案）を用いた普及活動を通じて、

対象の農家グループにおいて市場志向型農業が実践される。 

成果４：中小規模農家が行う農業生産について、市場ニーズに応じた適性技

術が整理される。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件 

（2）外部条件（リスクコントロール） 

・対象地域における政治・治安状況が悪化しない。 

・気候条件が大幅に変化しない。 

・実施機関の体制に大幅な変更がない。 

・農産物の市場価格が大幅に下落しない。 

・パレスチナ自治政府の農業普及に関する方針が変化しない。 
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６．評価結果                                                

本事業は、パレスチナの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

（1）類似案件の評価結果 

先行事業である EVAPでは、パレスチナの特性（気候的な環境、市場状況、政

治状況に起因する制約要因等）を考慮したうえで、ニーズに合致した適正技術

の検証と普及が図られた点については、パレスチナ自治政府より高く評価され、

上記２．（１）で記載のとおり、同事業で開発された「EVAP普及パッケージ」は、

農業庁普及総局により「普及戦略」に盛り込まれる運びとなった。 

他方、活動開始当初、普及活動よりも技術の検証活動に多くの労力が費やさ

れ、結果的に普及にかける時間が十分ではなかったこと、さらに、特にターゲ

ット層であるところの中小規模農家のうち、実際に技術を導入している農家が

限定的であり、対象農家グループ内においても技術情報の活用度合が異なるこ

とが判明した。 

 (2）本事業への教訓 

上記(1)の教訓を踏まえ、適正技術の検証のための時間は短縮し（既存の技術

を最大限活用する）、その分同技術の普及に十分な時間をかけ、対象農家グルー

プ内での効果的な技術情報拡散の仕組みを含めた普及方法の改善を図り、事業

期間中に目に見える成果を確実に生み出すことをプロジェクト計画に反映させ

た。さらに、本事業においては、農家へ確実に届く農業普及活動に重点を置く

ことについて、カウンターパートをはじめパレスチナ側関係者の十分な理解を

図ることをプロジェクトの成果に組み込んだ。    

     

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（１）のとおり。  

（2）今後の評価計画 

事業開始３カ月  ベースライン調査 

事業終了３年後  事後評価 

以 上 


