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パレスチナ西岸地区におけるオリーブ害虫対策と女性グループの貧
困削減（フェーズ 3）
・贈与契約締結日：２０１１年１２月８日
・事業期間：２０１１年１２月８日～２０１２年１２月７日
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２．事業の概要と成果
（１）上位目標の達成度 ①当事業は「パレスチナ西岸地区トバス県における環境保全型有機農
業の実施による高品質オリーブオイル（EV オイル）の生産と女性の収
入向上」を上位目標として実施された 3 ヵ年事業の最終年度であっ
た。高品質オリーブオイルの生産においては、計 29 世帯が参加し、
大量捕獲による効率的な害虫対策方法を確立しただけでなく、高品質
オリーブオイルの生産にも成功した。
②女性の収入向上に関しては、計 24 名の女性が無農薬農法習得により
農業技術を向上させ、また上記 24 名を含む 25 名の女性が加工食品作
りに参加し、食品の加工技術を向上させた。年間を通して NIS 9,994
（約¥224,000）の高品質の加工食品を販売し、収入向上につながった。
（２）事業内容
a) オリーブ害虫対策の構築
b) 有機農業（ＰＣ農法）の導入
（３）達成された効果 a) オリーブ害虫対策の構築
成果目標①：裨益者である「聖の木農業組合」（以下、組合）農家（29
世帯）が、大量捕獲による効率的なミバエ対策について、オリーブ害
虫対策への参加を通じて実用的な知見を身につけ、地域のオリーブ栽
培者にもこれを普及する。
[目標達成度] 裨益者である組合農家（29 世帯）は、当会職員の指導
を受け、実務を通して害虫対策に関する実用的な知見を得ることがで
きた。また、事業終了後に組合農家を対象に実施したアンケートによ
ると、回答した 23 世帯の農家全てが、当事業への参加により害虫対策
における知見が向上した、と回答した。
また、当事業を通じて得た害虫対策の知見をパンフレットにまとめ、
地域のオリーブ栽培者を中心に、計 2,000 部を裨益農家、パレスチナ
農業庁、農業開発に取り組む国際機関等に広く配布したことで、当事
業で得た知見、成果を広範囲に広めるとともに、自主的に対策を講じ
るためのガイドラインを提供することができた。
成果目標②：科学的根拠に基づいたトラップの利用により、効率的な
防除対策が図られ、オリーブ生産量と品質の向上につながり、参加農
家（29 世帯）が 10％程度収入を向上させる。
[目標達成度] 参加農家におけるエコトラップの使用、及び 3 世帯にお
ける、トラップ費用のコストダウンのために開発したアンモニア・ト
ラップの使用を通じて、効率的な防除効果を得ることができた。参加
農家 11 世帯におけるモニタリングの結果、エコトラップの効果は対策
を講じない場合と比較し、1 世帯を除いて、ミバエによる損傷被害は
減少し、損傷した実の個数は対策を講じない場合の半分以下から少な
いところでは 1 割程度となった。また、アンモニア・トラップにおい
ても 3 世帯におけるモニタリングの結果、対策を講じない場合と比較
し、3 世帯全てにおいてミバエによる損傷被害は減少し、損傷した実
の個数は対策を講じない場合の 6 割程度から少ないところでは 1 割程
度となった。
また 2012 年産オリーブオイルは害虫による被害を減少させられた
ことから高品質の製品となり、当年度のパレスチナにおける市場販売
単価に比べ約 2 割程度高値にて販売でき、収入向上につながった。
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成果目標③：参加農家と近隣国の専門家が、事業を通じて取得した知
見を共有し、地域レベルでのミバエ対策の構築が進展する。
[目標達成度] 事業に携わった各国の専門家やパレスチナ農業庁、オリ
ーブ農家間でミバエ個体数に影響を与える要因やアンモニア・トラッ
プの有用性等のミバエ対策の知見が共有された。今後、組合がミバエ
対策に関する知見を地域に広めていくとともにヴォルカ二センターが
当事業で得られた結果を国際的に発表することを検討している。
成果目標④：日本人専門家が参画して、政治的に分断されたイスラエ
ル・パレスチナの農家と研究者間をつないで事業が実施されることで
事業関係者が地域の平和構築の基礎となる相互の信頼を醸成する。
[目標達成度] 国際オリーブ害虫対策ワークショップを実施し、パレス
チナおよびイスラエルから専門家やオリーブ農家が参加した。日本人
専門家やその他国際専門家により他国での害虫対策における知見の共
有が行われた他、イスラエルオリーブ専門家によるオリーブに関する
プレゼンテーションが実施された。参加農家からは、ミバエ対策につ
いての新たな情報を得ることができてよかったとの声が聞かれた。ま
た、イスラエル・パレスチナ両参加農家から質問や意見が飛び交う活
発なワークショップとなり、参加者間が草の根レベルで交流を行った
ことで、平和構築の第 1 歩となる活動を実施することができた。今後、
イスラエル・パレスチナの参加者が本事業で実施された交流活動を契
機に、相互への信頼や理解を深めることが出来たといえる。
b) 有機農業（ＰＣ農法）の導入
成果目標①：裨益者が、無農薬農法による害虫防除方法の知識習得な
ど、農業技術をさらに向上させ、地域への無農薬農法の普及をはかる。
[目標達成度] 当会現地職員の農業技師が 24 名の女性裨益者の家庭菜
園を月に平均 2 回程度訪問し、無農薬農法による栽培指導を行った。
その際、栽培状況の評価、口頭でのフィードバックを実施し、裨益者
の農業知識・農業技術の向上が見られた。例えば、野菜どうしの植え
合わせによる害虫防除方法やコンポストの活用方法を習得した。また、
事業中盤と終盤の 2 回、7 つの評価軸に沿って裨益者の家庭菜園の状
況、栽培方法に関する理解度の評価を実施し、書面による評価表を女
性にフィードバックしたことで、更に効果的な指導が実施できた。
成果目標②：裨益者が、食品の加工技術（タイム乾燥技術を含む）を
向上させ、高品質の加工食品を製造・販売する。新規商品の開発・販
売についての経験を積み、販促活動などを自主的に行う。
[目標達成度] 研修にて品質管理方法に関する指導を行った他、持続性
を鑑み女性グループを組織化し、メンバーの中から主要な各役職を選
出した。そのうち製造管理担当が、当会現地職員による OJT を通じて
製造、品質管理方法を学んだことで、高品質の加工食品を製造・販売
していく体制を整えることができた。また、各種展示会に加工食品を
出展し、製品販売方法や接客方法に関して実地で学んだほか、ラマッ
ラやベツレヘムなどのギャラリー等に一部の製品を継続的に納品でき
ることとなり、顧客との安定的な関係が構築できた。
成果目標③：女性裨益者が加工食品販売を通じて、より多くの収入を
得られるようになり、トバス地域において女性グループによる収入創
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（４）持続発展性

出活動のモデルとなることを目指す。
[目標達成度] 当事業を通じた加工食品の売り上げは総額 NIS9,994
（約¥224,000）にのぼり、収入を増加させることができた。25 人の裨
益者が加工品づくりに参加したため、一人当たり換算で年間約 NIS400
（約¥8,965）の収入増加となったが、目標としていた一人当たり 1 日
5 時間の対価、
NIS60 は達成できず、
約 NIS20 に留まった（※約 NIS400
の収入を得るのに要した一人当たり年間労働時間は約 96 時間である
ため、1 時間換算で NIS4.16 となり、5 時間当たりでは約 NIS20）。今
後は十分な労務費を確保するため、製造の効率性や材料の仕入れ価格、
価格設定などを見直していく必要がある。その一方で、サウジアラビ
アのバイヤーからは加工食品の大口受注を受け、今後もビジネスを継
続していける関係を構築できたほか、ジェニンのフェアトレード団体
である CANAAN FAIR TRADE からも無農薬農法により栽培されたタ
イムの品質が評価され、事業期間中に大口の納品を 2 回行っただけで
なく、裨益者が直接契約を行い今後も継続的に納品していく販路を確
保することができた。
成果目標④：女性裨益者が、事業終了後も自立的に製造販売などの活
動が継続できることができるよう、女性グループの体系化をはかる。
[目標達成度] 裨益者の中から組合に登録している女性、意欲のある
女性を中心として、リーダー、サブリーダー等の各役職が選出され、
グループの組織化を行った。選出されたメンバーを対象に、NICCO
現地職員による OJT を中心とした実地研修を通して能力開発を行
った。また、活動を継続できるよう組合への加盟登録の状況をフォ
ローアップし、11 人が会員費の支払いを終え、登録を完了した。当
女性グループは組合内の女性無農薬栽培・食品加工サブグループと
位置付けられた。その他経済的な理由から現段階では会員登録が困
難な裨益女性に関しても、将来的に登録を行う意思確認を行った上
で、加工食品の製造・販売活動に継続的に参加し、登録を今後実施
していく素地を築いた。
オリーブ害虫対策においては、組合員農家を害虫トラップモニタ
リング、害虫トラップ交換などに参加させ、実際の作業を通して能
力強化を計り、事業終了後も害虫対策を講じることができるよう、
技術や知識の定着化を視野に入れ事業を行った。また、事業終了後
も継続的に裨益農家が、アンモニア・トラップを安価に再生利用し
て害虫対策が実施されるよう、手作りトラップ用機械 3 点を購入し、
機材の使用方法の技術移転を行った上で、組合に譲渡した。これに
より技術移転した、害虫対策の実施に継続的に取り組む体制を構築
することができた。
また、裨益女性を対象として、PC 研修/会計研修、組織化のための
研修を実施し、キャパシティビルディングを行った。その結果、女
性グループの体系化を図り組合内の女性無農薬栽培・食品加工サブ
グループとして活動を継続していく体制を構築することができた。
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３．事業管理体制、その他
（１）特記事項
特になし
完了報告書記載日：２０１３年３月７日
団体代表者名： 理事長 小野 了代 （印）
【添付書類】
① 事業内容、事業の効果に関する写真
② 事業詳細報告
③ 別紙 1：事業変更事後報告書「資金の項目間移動について」
④ 別紙 2: ヴォルカニセンター作成による害虫対策レポート
⑤ 日本ＮＧＯ連携無償資金収支表（様式４－a）
⑥ 外部監査報告書

平成 25 年 2 月 14 日作成
公益社団法人日本国際民間協力会

事業内容説明写真

フェーズ 2 の振り返り及びフェーズ 3 の目的と

聖ジェラシモス教会でネステル博士にミバエ個体数ならび

概要説明のため裨益者全員と行った会議（12 月）

に温度と湿度のデータ作成を教わる
NICCO パレスチナ人職員（1 月）

聖ジェラシモス教会にて専門家（ヴォルカニセンターのネ

NGO Sindyanna of Galilee の事務所（イスラエル）にてオリ

ステル博士、ギリシャ人研究者のレブーラキス博士、パレ

ーブオイルやオリーブ製品の製造・販売に関する情報交換

スチナ人オリーブ専門家ジャービ氏）と当該事業での役務

（2 月）

等について打合せを行う NICCO 職員（写真右端）
（1 月）

1

Sindyanna of Galilee の製品について Sindyanna of Galileen の

アッカーバ村の農民に害虫対策について助言する NICCO 職員

代表に質問をする裨益者

（3 月）

（2 月）

「聖の木農業組合」加盟に関する説明を熱心に聞く女性裨

アッカーバ村で女性裨益者に指導を行う中屋有機農業専門

益者（3 月）

家（写真中央、鉢巻を着用）
（3 月）

現地の材料を使った有機肥料の作り方を女性裨益者に実演

裨益女性に野菜栽培用シートの説明をする、NICCO 職員

する中屋有機農業専門家（写真中央、鉢巻を着用）
（3 月）

（写真中央、右手に黄色い資料）
（3 月）

2

オリーブ蛾用フェロモントラップについて説明する

裨益女性の家庭菜園（写真手前きゅうり、写真奥トマト）

ネステル博士（4 月）

（4 月）

農業技師（写真中央、男性）による裨益女性への家庭菜園

展示会（Expo Home）に出品した加工食品

での指導（4 月）

（左の皿からザータル・スパイス、オリーブオイル、
ベジタブル・サラダ・ピクルス、ミックス・ピクルス、
チリ・シャッタ、スパイシー・ソース）
（4 月）

展示会（Expo Home）で接客をする裨益女性（写真左、2 名）

ピクルスを加工中（4 月）

（4 月）

3

女性グループ能力強化講習でグループワークを行う

展示会（JIFNA）への出展

女性裨益者

（6 月）

（5 月）

RIMI トラップ作成中の裨益農家（6 月）

裨益農家による RIMI トラップ交換（6 月）

Tubas Festival で接客をする裨益女性（写真左）
（7 月）

加工食品を試食される山口民間援助連携室室長（写真中央）
（7 月）

4

RIMI トラップ完成品（8 月）

設置された ECO トラップ（9 月）

ザータルを加工中（9 月）

ナザレにて開催したミバエ対策国際ワークショップ（9 月）

ミバエ対策国際ワークショップで講演する

ODA 評価団へ説明を行う NICCO パレスチナ人職員（写真右）

塚田害虫対策専門家（9 月）

（9 月）

5

会計研修を受ける女性裨益者と講師（写真右）

コンピュータ研修で熱心にメモを取る女性裨益者

（11 月）

（11 月）

卒業イベントで事業成果を発表する

卒業イベント参加者（12 月）

NICCO パレスチナ人職員（12 月）

6

日本 NGO 連携無償資金協力
「パレスチナ西岸地区におけるオリーブ害虫対策と女性グループの貧困削減（フェーズ 3）」
詳細報告書
平成 25 年 3 月 7 日
公益社団法人 日本国際民間協力会（NICCO）
1. 事業の実施成果

＜プロジェクトの自己評価＞
1．計画の妥当性 【受益者ニーズとの整合性】
事業地のトバスは、ヨルダン川西岸北東部の農村地帯で、農業収
入に依存する世帯が約 80%にのぼる。同県北西部では、古来よりオリ
ーブが栽培されているが、水不足や害虫のオリーブミバエ（ミバエ）
による被害により、品質や収量が低下する問題を抱えている。また、
トバスでは、域内外市場向けに野菜が大規模栽培されているが、化
学農薬の大量投入による、人体への影響や環境汚染問題が深刻化し
ている。
上記状況を踏まえ、当会の環境保全型有機農法（ＰＣ農法）の普
及と連動させた収入創出・貧困削減対策の知見を最大限に活かし、
農業生産性と農業製品の品質向上および農家の貧困削減を図った当
事業は受益者ニーズと合致していたといえる。
【受入国の政策との整合性】
2000 年 9 月に始まった第二次インティファーダ以降、イスラエル
占領下での経済封鎖や検問所の設置等により、パレスチナ人の生活
は打撃を受けてきた。約 10 万人のイスラエルへの出稼ぎ者が失業し
たため、農村部での農業の重要性が増した一方で、パレスチナの農
産業は、収穫量や農作物加工品の品質の低さ、マーケティングの課
題を抱えており、自助努力による解決は困難な状態にある。
加えて、パレスチナ農業庁が制定した農業セクター戦略
（2011-2013）においても、パレスチナにおける農作物の生産性向上、
農作物の品質向上及びそれに付随する域内外のマーケットにおける
競争力向上は重要課題として位置付けられている。従い、受入国の
状況を踏まえ政策にも沿った事業内容であったと考える。

2. 効率性

3. インパクト

【プロジェクトのアプローチの適切性】
当事業の 3 年間の上位目標は、パレスチナ西岸地区トバス県にお
ける環境保全型有機農業の実施による高品質オリーブオイル（EV オ
イル）の生産と女性の収入向上であった。当上位目標を達成すべく、
3 ヵ年の最終年度となる当事業では、2 年次までの事業実施成果を受
け、オリーブ害虫対策においては害虫対策の効率と経済性の向上、
有機農業の導入においては、有機野菜栽培/加工食品の製造のみなら
ず、加工食品の販路拡大、裨益女性の組織化を念頭に置き事業を実施
した。
知識、技能の習得のみならず成果の効果的な発現を念頭に置き支
援を行った当事業のアプローチは、上位目標を効果的に達成するた
めに適切であった。
当事業は事業計画に沿って資機材の投入、スタッフ雇用、各ポジ
ションへの配置及び各プログラム実施を行った。全体としてほぼ計
画通りに事業は進捗しており、予算も使用されている。資機材調達、
スタッフ雇用、及び各プログラム開催も事業計画スケジュールに沿
ったものであり、投入時期に関しても適切であった。
オリーブ害虫対策においては、害虫対策用トラップの交換作業を
裨益農家と共に実施することで、農家へ害虫対策技術の移転を図っ
ただけでなく、事業実施上の効率性向上も図ることができた。また、
当事業による成果は、直接裨益者の「聖の木農業組合」メンバーに限
定せず、周辺地域のオリーブ栽培関係者の国際オリーブ害虫対策ワ
ークショップへの参加、事業から得た知見、害虫対策方法をまとめ
たパンフレット作成、他オリーブ農家への配布により、広範囲に間
接的に波及するものであり、投入規模は妥当であった。
[オリーブ害虫対策]
・国際専門家による国際オリーブ害虫対策ワークショップを実施し、
パレスチナの裨益農家のみならず、イスラエルのオリーブ生産者、イ
スラエルの関係 NGO 等にも参加を促すことで、事業を通じて得られ
た知見や情報の広い共有を図るとともに、パレスチナ人とイスラエ
ル人の民間レベルでの交流を促進することができた。
・事業終了時に当事業を通じて得た害虫対策の知見をパンフレット
にまとめ、関係団体やパレスチナのオリーブ農家に広く配布したこ
とで、当事業で得た知見、成果を広範囲に広めることができた。
[有機農業の導入]
・家庭菜園での有機栽培の継続、展示会などを通じて加工食品の販

4. 自立発展性

売活動を強化し、パレスチナ、イスラエル、サウジアラビアなどの
域内外市場への販路拡大を図ったことで、有機農業の知識が向上し、
加工品のマーケットを広めることができた。従来は地元の組合等に
参加し、細々と商品の製造・販売を行う女性もいたが、ほとんどの
女性は家で家事に専念していた。このような女性が独自に加工品の
製造・販売を行うことは、男性優位のパレスチナ社会においては困
難を伴うものであったが、当会の事業に参加したことで、可能とな
った。また、収入増加により、多くの女性が子供の教育費の一部に
充当したため、家族全体に利益があったと言える。
[オリーブ害虫対策]
・事業終了後も裨益農家がオリーブ害虫駆除用手作りトラップを継続
使用可能な体制を構築すべく、手作りトラップ用機械 3 点を組合へ譲
渡し、手作りトラップの効果・使用法について指導を行った。これに
より、害虫対策の知識のみならず、害虫対策の持続性を鑑みた体制を
構築することができた。
・3 年間の事業成果や有効な対策方法についてまとめた害虫対策マニ
ュアルをパンフレット形式にて作成、域内のオリーブ農家等に広く配
布して、組合員以外のオリーブ農家も自立的に対策を講じるように推
進した。パンフレット配布により、多くの人が害虫の対策方法や手作
りトラップの活用法について知り、実際に使用することで、その効果
が波及していくことが予想される。
[有機農業の導入]
・裨益女性を対象として、組織化における研修、PC 研修/会計研修、
を実施し、キャパシティビルディングを行った。 これらの研修を通
じて、組合の概念や目的を理解し、パソコンを使用して収支の記録を
つけることが可能となり、今後も女性達が独自に持続的に活動を続け
ていける準備が整った。
・裨益女性が自立的に活動を継続できるよう、「聖の木農業組合」へ
の加盟登録をフォローアップし、11 人が登録を完了した。また、経済
的な理由から登録が困難であった裨益女性に関しても、将来的に登録
を行う意思確認を行った上で、活動に継続的に参加し登録を今後実施
していく素地を築いた。
・裨益女性により、裨益女性の中から「聖の木農業組合」に登録して
いるもの、意欲はあるが組合に参加できていないものを中心として、
リーダー、サブリーダー、会計担当等の各役職が選出され、OJT を中
心とした実地研修を通して能力開発を行った。
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Project: “Olive Pest Control and Poverty Reduction of Women Groups in the West
Bank”
NICCOD: “Nippon International Cooperation for Community Development”
By
David Nestel, Dept. of Entomology, Inst. Plant Protection, ARO

This last year of the project was dedicated to explore the possibility of reducing costs of
control through home-made mass-trapping devices, and by improving pest control
management systems. In addition, at the end of the 2nd year, the project applied a
questioner to the farmers to inquire on their perception of the project, the contribution of
the project to their knowledge and their willingness to apply the pest control management
tools explored throughout the project. This is a mid-term project questionnaire to explore
the sensation of farmers regarding the project and the next phase direction.
Although the Eco-Trap was found effective for olive fly control under the conditions of
Tubas, the implementation costs are high. As a result we decided to look for a cheaper
option. This was based on combining two of the characteristics of olive fly attraction:
attraction to color and food. We removed the sexual attraction component (the
pheromone) from the system, considerably reducing costs. In addition, we suggested
using commercially available sticky-traps that can be recycled simply by removing the
exposed coating glue with fresh glue. A simple mechanical system was developed for this
aim. Figure 1. Shows the suggested mass-trapping device, which is composed of a plastic
yellow sticky trap (Rimi@), loaded with ammonium bi-carbonate powder (which simulate
protein food) packed on a porous plastic bag that provide a slow releasing effect of the
ammonium. The ability of the trap to attract flies was explored in both, Israel and Tubas.
The effectiveness of this device, in contrast to the eco-trap, was investigated in Tubas
during the olive production cycle of 2012.
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Fig. 1. Ree-usable Rimi yellow sticky-trap loaded w
with ammonium
m bicarbonatee suggested as an
alternative device to maass-trap the ollive fly

Mannagement opption to reduuce control costs were eexplored onnly in an Israaeli plot. Thhe
ideaa was to findd key periodds to implem
ment controll strategies, and a simplle field tool to
indiccate the apppropriate perriod.
F
Farmer’s P
Perception oof the Projeect at the en
nd of 2nd-yeear
Following is a ssummary off the questioons and answ
wers of farm
mers in the T
Tubas regionn:
1 What is thhe main olive variety that yoou cultivate?
1)
・ 80% culttivate “Nabalii Baladi” onlyy
・ 14% culttivate “Nabalii Baladi” and
d “Improved Nabali
N
(Nabaali Mohassan))”
・ 6% cultivvate “Improvved Nabali (Nabali Mohasssan)” and “Baarnea (K18)””.
2 What is thhe aim of the pproduction?
2)
・ 19% answ
wered: for “oolive fruits” and “olive oil””
・ 81% answ
wered: just foor “olive oil”
3 How manny trees do youu have in yourr orchard?
3)
・ 76% of th
he farmers haave more than
n 150 trees
・ 24% of th
he farmers haave less than 150 trees
4 Are you ffamiliar with thhe damage byy the olive fly??
4)
1100%answereed “Yes”
5 Did you aapply any typee of control meethod to reducce damage by olive fly durinng 2011?
5)
1100% answerred “Yes”
6 If yes, whhich control m
6)
method did youu use?
・14% used R
Rimi Trap
・86% used E
Eco-Trap
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7) Did you apply any type of control method to reduce damage by the olive fly in previous years?
100% respondents answered “Yes”
8) Was produced quantity and quality of olive oil in 2011 better than in 2010?
a. 38% answered “Better than 2010”
b. 54 % answered “Worse than 2010”
c. 9% answered “Similar to 2010 ”
9) Do you think that using Eco-Trap in 2011 has some effect on the damage by the olive fruit fly?
100% answered “Yes”
10) If yes, do you think it improved the harvest quality and quantity:
100 % answered “Yes”
11) Would you use Eco-Trap next year?
100% respondents answered “only if provided by NICCOD or other organization”
12) Do you think that the project helped increase your knowledge and awareness concerning damages
by olive fruit fly other pests
“100 %” answered “Yes”
13) Do you think that Eco-Trap is economical?
“100%” answered “No”, and said that they are expensive and will not buy by
themselves.
14) Are you interested in another kind or traps?
・ 76% respondents are interested in Rimi & Eco-Trap
・ 24% are interested only in Eco-Trap

The questionnaire characterized the farmers, and their perception of the eco-trap ability to
reduce damage. They also provided information on their willingness to continue using the
Eco-trap, and under which conditions. Important answers included their sensation that
control was worst with eco-trap (54% in contrast to 38% that felt better control), and their
willingness to continue with eco-trap only if NICCOD (or other organization) will
subsidize the device. In addition, 76% were interested to look for a cheaper control
device, which provided the basis for this 3rd year of work. Their perception of lower
control than previous year is probably related to the fact that olive fly populations and
damage fluctuates over a two years cycle, leading the farmers to perceive lower control
levels than previous year. However, and as shown in previous year report, the eco-trap
and mass-trapping strategy significantly declined the damage caused by the flies when
contrasted to control plots with no olive fly management. Their negative perception to the
3

eco--trap may allso have resuulted from tthe high pricce of the devvice, and thhe added cossts to
prodduction, whiich leads a llarge majoriity of farmers to requesst the explorration of cheeaper
deviices.
Red
ducing Olivve Fly Masss-Trapping Costs
I.

Exploriing Cheapeer Mass-Traapping Devvices:
1. Evaluatiion of trapping abilitiess of Rimi+A
Ammonia deevice

mi trap with ammonia was
w tested booth in Israell and in the
The proposed reeusable Rim
thority. In Issrael we set an intensivee experimennt during 20011 (from A
August
Paleestinian Auth
till D
December) in
i 3 plots inn Timra, close to the tow
wn of Nazarreth. In eachh of the plotts we
had 5 replicate stations in w
which the ree-usable Rim
mi trap withh ammonia w
was contrastted to
Rim
mi traps withhout ammonnia and with McPhail traaps loaded w
with a 3% aammonium bbicarbbonate solutiion. Fig. 2 shows
s
the avverage numbber of flies per trap perr day for thee three
typees of traps. It
I is clear thaat the re-usaable Rimi+A
Ammonia deevice catch 2-3 times m
more
fliess than the otther two trapps.

Fig. 2. Ollive fly trappinng trends in Tiimna (close too Nazareth) between Augustt and Decembeer
2011. Blaack line showss the trapping ttrend for the re-usable
r
Rimii+ammonia, while
w
the orangge line
shows traapping trends ffor the Rimi trrap without am
mmonia. The red
r line shows trends for thee
McPhail ttrap loaded wiith a 3% ammoonium bicarboonate solution. Traps were sserviced and reeplaced
every weeek.
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A siimilar experriment was rrun in the arrea of Tubass (Palestiniaan Authorityy) from Junee
2011 till Novem
mber 2012. IIn contrast tto the experriment in Isrrael, in the T
Tubas experriment
re-uusable Rimi+
+ ammonia device was contrasted to
t the catching ability oof Rimi trapps
withhout ammonnia. Fig. 3 shhows the ressults. Similaar to what w
was observedd in Israel, tthe reusabble Rimi+am
mmonia catcch at least 2 fold more fflies than thhe Rimi trap without
amm
monia.

March
Fig. 3. Ollive fly trappinng trends in Tuubas (Palestinian Authority)) between June 2011 and M
2012. Blaack line showss the trapping ttrend for the re-usable
r
Rimii+ammonia, while
w
the orangge line
shows traapping trends ffor the Rimi trrap without am
mmonia. Trapss were servicedd and replacedd every
week. Uppper graph for flies/trap/day for males andd the lower forr females.

with
Thhe results off these two eexperimentss clearly shoowed that thhe re-usable Rimi trap w
am
mmonium biicarbonate aattracts and traps more olive flies thhan other tyype of traps..
Baased on thesse results wee run an expperiment in the area of T
Tubas contrrasting the ccontrol
abbilities of thee re-usable Rimi
R
trap w
with ammoniia to the Ecoo-Trap and reference pllots
wiithout controol.
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2 Control abilities of Rimi+Amm
2.
monia device
Tw
wo set of exxperiments w
were run durring 2012 inn the Tubas region: onee contrastingg the
coontrol abilityy of the Rim
mi+ammoniaa device vs. that of the Eco-Trap
E
annd Referencce
ploots, and a 2nnd set contraasting Eco-T
Trap controll ability withh damage inn reference plots.
p
In the two situuations, devvices were placed
p
in thee different plots at end-JJune. Eco-trraps
weere reinforceed with a 2nnd device in mid-August. Rimi+am
mmonia devicces were chhanged
evvery month w
with fresh trraps. Samplling consisteed of checkiing damage (active dam
mage
wiith tunnelingg) in 100 fruuits sampledd at random
m in each of tthe plots. Foor the contraast
beetween the R
Rimi+ammoonia, the ecoo-trap and reeference, 3 orchards
o
weere used (3
repplicates) at a similar eleevation and in a close-bby area. In each
e
orchardd the 3 treattments
weere running simultaneouusly. Treatm
ment plots w
were separatted by a disttance of at least
1000m. The 2nnd experimenntal set was conducted iin 6 orchardds. Similar tto the previoous
exxperimental set, orchardds were diviided into twoo plots, onee loaded withh Eco-Trapss and
thee other left aas referencee. In this casse, orchardss were spreaad on differeent geographhic
areeas, coverinng a larger reegion. Fig. 4 and 5 show the resultts of these eexperiments..

Fig. 4. Daamage trends (active
(
damagge with tunneliing) during 20012 in plots prootected with
Rimi+am
mmonia traps annd Eco-Trap iin contrast to rreference (no ccontrol) plots.
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Fig. 5. Daamage (active damage with tunneling) treends during 20012 in plots prootected with E
EcoTrap in coontrast to referrence (no conttrol) plots.

As ccan be seen from the results, the levvel of damaage in refereence plots with
w no olivee fly
conttrol reachedd as an averaage 25 % (F
Fig. 4). Bothh treatments,, the Rimi+aammonia annd the
Eco--Trap, resullted in significantly low
wer levels off olive damaage (F = 21..4 P < 0.01)). No
diffeerences werre found in tthe level of damage bettween the tw
wo treatments. Fig. 5 shhows
the rresults of thhe 2nd experiimental series, in whichh damage inn Eco-Trap pplots is conttrasted
withh that on refference plotss. In this casse, referencee plots had aalso a signifficantly highher
leveel of damagee than the onne observedd in plots wiith Eco-Trapp (F = 43.6, P < 0.01).
Dam
mage in the rreference pllots in this eexperiment, however, was
w less thann the one fouund in
the 1st experimeental series. Differencess were probbably relatedd to the fact that these pplots
weree located in a different area to the ones
o
of the 1st experimeental series,, showing a
diffeerent generaal damage leevel.
II.

Exploriing Manageement tactiics to Reducce Costs:

Prevvious knowlledge suggests that the olive fly has non-reproductive stagges that are
affeccted by bothh, the availaability of addequate host fruit to lay eggs and cllimate. Veryy high
7

or low temperatures are known to reduce reproductive activity and increase the rate of
olive fly mortality. In addition, lack of fruit (as during the spring) affects male and female
readiness to reproduce (“reproductive dormancy”). Knowing the time of reproductive
dormancy, and the awakening time could allow us to be more precise in the establishment
of control schedules, allowing us to reduce control costs. During 2011 and 2012 we
followed an olive fly population in Israel to try to explore the timing of reproductive
dormancy in the region, and simple tools that may allow us to determine reproductiveawakening time of the population. Reproductive readiness was indirectly measured by
the attraction of flies to white color sticky traps loaded with pheromone. Female
reproductive readiness in the population was measured by dissecting trapped females in
yellow sticky-traps and observing the proportion of females with ovary development
within the population. White traps without pheromone were used to control the
attractiveness of white color.
Results are shown in Figs. 6-8. In Fig 6, the orange line shows the average amount of
male flies trapped in yellow sticky traps while the green line shows the average amount
of flies trapped in white sticky traps activated with pheromone (olean). White traps
without pheromone are shown as a black line. The experiment started in May 2011 and
continued until today (November 2012). In general, males are trapped throughout the
year in yellow sticky traps. In contrast, males are mainly caught during certain periods in
white traps activated with pheromone: autumn 2011, spring 2012, early summer (June)
and again towards the autumn 2012. During the other periods, trapping is low, suggesting
a low attractiveness of pheromone traps, or low activity of flies, like during the hot
summer of 2012 (this is also observed in the yellow sticky-trap).
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Fig. 6. Avverage (betweeen 3-5 traps inn the plot) malle trapping in K
Kfar Monash (Israel) betweeen
March 20011 and Novem
mber 2012. Orrange line show
ws male trappping in yellow sticky-traps; green
g
line show
ws the average trapping of m
males in white sticky
s
traps acctivated with a pheromone (olean)
(
dispenserr; black line shhows male trappping in whitee-sticky traps w
without pherom
mone.

Figuure 7 shows the averagee trapping trrends for fem
male olive fflies. As witth males, fem
males
are ttrapped throoughout the year in yelllow sticky trraps. Howevver, and in ccontrast to m
males,
whitte traps withh pheromonne do not attrract, as expeected, females (confirm
ming the
attraactiveness of
o olean onlyy to males). Figure 7 alsso shows thhe situation in
i the trappeed
popuulation of feemales regarrding ovaryy developmeent. During 22011 we haave many miissing
dataa. However, for 2012 thhe proportionn of femaless with develloped eggs, or no develloped
eggss, throughouut the year is more com
mplete (exceppt for the hoot summer in which trappping
in yeellow stickyy traps was vvery low, annd females dry-out,
d
preecluding from
m us to expplore
theirr ovaries). T
The results oof 2012 cleaarly show thhat female fllies in the poopulation haave
perioods of no eggg developm
ment (betweeen 100 and 150 Julian days, whichh correspondds to
earlyy April to eaarly June).
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Fig.7. Upper graphs shoows the averagge (between 3-5 traps in thee plot) female trapping in Kffar
(
betweeen March 20111 and Novembber 2012. Orannge line showss female trappping in
Monash (Israel)
yellow stiicky-traps; greeen line showss the average ttrapping of fem
males in whitee sticky traps
activated with a pherom
mone (olean) ddispenser; blacck line shows female trappinng in white-stiicky
traps withhout pheromonne. The lower graph shows tthe situation oof female ovarries (with deveeloped
eggs or noot) sampled onn yellow-stickky traps and diissected underr a stereomicrooscope. In 2011 there
were manny missing datta (lack of fressh females in yyellow sticky-ttraps). In 20122 we missed some
date earlyy in the summeer, and during July-August (due
(
to low traapping in yelloow sticky trapps).

d for 2012, providingg us a clear picture of thhe
Fig. 8 combiness the male aand female data
reprroductive sittuation of thhe olive fly population
p
dduring the sseason. Bothh, olive fly m
male
and female have a relativelly lower repproductive activity durinng the cold months of the
t
wintter and sprinng. A small peak in pheeromone atttractiveness and female ovary
deveelopment is seen aroundd March. Thhis period m
may coincidee with the laast reproducctive
10

effort of the olivve fly popullation derived from the previous seeason (and bbefore the frruit
com
mpletely dropps from the tree). Both,, attractivenness to pheroomone and eegg-developpment
are ccompletely halted betw
ween 110 andd 155 Juliann days (Midd-April to eaarly June).
Com
mplete stop of
o reproductive activityy coincides with
w the perriod of olivee blooming, while
the rre-initiationn of the reprooductive acttivity coinciides with thhe hardeningg of the olive pit.
Duriing June-earrly July botth, pheromone attractionn and egg ddevelopmentt, peak.
Afteerwards, durring the hot summer moonths, both activities deecrease (we have a manny
misssing data duue to very loow trapping during this time of the year). Full reproductivve
activvity is re-iniitiated durinng the Fall, w
when tempeeratures dropp and becom
me optimal for
olivee fly activityy and reprodduction.

Fig. 8. Trrends of male olive
o
fly attraccted to white ssticky traps acctivated with ppheromone (black
line) and pproportion of females with developed egggs during 20122 in Kfar Monnash (Israel) (ggreen
bars). Durring the hot suummer monthss, we were nott able to obtainn information of the femalee
reproducttive situation ddue to very low
w catches in yyellow sticky-ttraps. Figure aalso shows the time
of peak bllooming and ppeak pit hardenning in the sam
mpled orchardd, which coinccide with the pperiod
of reproduuctive dormanncy during the spring periodd.
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Although early to apply, the data shows that olive fly control strategies can be targeted to
specific periods of the year. The timing of application could be estimated based on the
white-traps with pheromone catching levels, which provide a very nice indication of the
reproductive situation in the olive fly population. The application of this system to
manage the flies, however, requires more investigation and fine-tuning.

Conclusions:
Results of this year point at two main facts: damage caused by the olive fly can be
reduced with a strategy of mass-trapping control, and Rimi+ammonia devices seem to be
effective to reduce damage (at the same level as the Eco-Trap). In addition, the results
showed that the olive fly has a reproductive dormancy stage in spring, and that
awakening from dormancy can be monitored with simple glued white traps loaded with
female pheromone. The ability of the Rimi+ammonia trap to significantly reduce
damage, thus, provides us with a cheaper tool to control the fly in the area of Tubas.
Further cost reductions are possible with the introduction of precise timing and
establishment of the Rimi+ammonia device in orchards. This, however, could only be
implemented when more information is obtained from the area of Tubas regarding
dormancy patterns and the ability of white-pheromone traps to indicate male
attractiveness and population awakening from dormancy.
Project Summary
The project’s aim throughout the 3 years was to develop and establish a regional system
to control damage inflicted by the olive fly. The olive fly is the main pest of olives, and
damage can reach up to 100% of the production. As Fig 9 suggests, main effects of fruit
damage are observed in both, olive oil productivity and quality. In addition to the general
aim of reducing olive fly damage, the project focused on exploring control methods that
are considered as friendly to the environment (“ecological”). The general concept to
achieve regional management (Fig. 9) was to explore the ecology of the olive fly in
Tubas, and other areas, and to investigate accepted systems and tools of control, such as
Mass-Trapping with the Greek Eco-Trap.
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Fig. 9. Diiagram showinng the outcom
me of lack of ollive fly control (left figure), and the approoach to
reduce daamage and incrrease olive oill quality (rightt figure).

The Greek Eco--Trap and M
Mass-Trappiing were fouund to significantly redduce damagee
infliicted by the olive fly. H
However, thee high cost oof the devicce led farmers to expresss a
negaative feelingg towards it. As a resultt, during thee 2nd and 3rdd year of thee project wee
expllored cheapeer and semi-rustic systeems of Masss-Trapping control. Thee results sugggest
that the proposeed device m
may be able tto provide a satisfactoryy level of ollive fly conttrol,
reduucing damagge and increeasing qualitty. This devvice also redduces controol costs, wheen
conttrasted to thhe Eco-Trap.
Our approach aalso allowedd us to underrstand what environmenntal factors,, and which
seassons, affect oolive fly poppulations annd damage. In addition,, we were abble to underrstand
and follow the ffield reprodductive behaavior of the fly,
f which m
may allow us
u in the futuure to
fine--tune controol strategies and timingg, reducing costs
c
of conttrol.
Finaally, the projject allowedd farmers (thhe main benneficiaries oof the projecct) to interacct with
expeerts (from Jaapan, Palesttine, Israel aand Greece)) and to learn
rn about diffferent controol
apprroaches in ddifferent areas of the woorld. The intteraction waas facilitatedd by direct
conttact and visiits to the farrms, and by seminars deedicated to tthe olive flyy ecology annd
conttrol, and to other
o
pests and
a diseasess. Moreoverr, the fact thhat the entiree communitty was
invoolved in the project alloowed them to appreciatee the benefitts of appliedd research aand the
creaation of infraastructure too pursue ressearch aimedd at solving their produuction probleems.
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（様式４－a）
日本ＮＧＯ連携無償資金収支表

公益社団法人 日本国際民間協力会
パレスチナ西岸地区におけるオリーブ害虫対策と女性グループの貧困削減（フェーズ3）

【収入の部】
総収入
【支出の部】
１．現地事業実施経費
（１）直接事業費
（ア）資機材購入費等
（イ）ワークショップ等開催費
（ウ）専門家派遣費
（２）事業管理費
（ア）現地スタッフ人件費
（イ）現地事務所借料等
（ウ）現地移動費
（エ）会議費
（オ）通信費
（カ）事業資料作成費
（キ）事務用品購入費等
（ク）本部スタッフ派遣費
（３）情報収集費
（４）その他安全対策費
２．本部事業実施経費

（１）本部事業管理費
（ア）本部スタッフ人件費
（イ）会議費
（ウ）通信費
（エ）事業資料作成費
（オ）事務用品購入費
（２）その他安全対策費

３．外部監査費

（１）外部監査実施経費
（イ）現地外部監査実施経費
（ロ）本部外部監査実施経費
総支出
残高

自 平成23年12月8日 至 平成24年12月7日

連携無償
389,783.00

その他資金

268,982.99
136,859.34
101,310.79
8,972.70
26,575.85
131,949.30
41,331.32
3,687.68
52,767.12
0.00
5,591.61
2,163.37
2,578.67
23,829.53
174.35
0.00
102,784.62
102,784.62
101,972.91
0.00
454.28
0.00
357.43
0.00
12,050.03
12,050.03
2,862.50
9,187.53
383,817.64
5,965.36

71.74
0.00
0.00
0.00
0.00
71.74
0.00
0.00
71.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,136.27
3,136.27
3,136.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.50
12.50
12.50
0.00
3,220.51
(3,220.51)

証憑番号

1-207
208-231
232-275
276-313
314-344
345-935
936-1063
1064-1069
1070-1094
1095-1137
1138-1150
1151-1215
1216-1247
1248-1256
1257-1258
1259

