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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

2006年 8月 22日 

担当事業部：農村開発部 

１．案件名 

トルコ国「東部黒海地域営農改善計画」（旧名：東部黒海地域農業開発） 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述： 

伝統的な農業地帯であるトルコ東部黒海地区においては、主要農産物であるヘーゼルナッツと茶の

取引価格の下落により生計が不安定になり、貧しさからの脱出を一層困難にしている。本プロジェクト

は、同地域の小規模農家に対する営農改善に協力することで、収入の安定化と向上を目的とするもの

である。 

（２）協力期間：2006年 12月～2010年 3月（約 3年 4 ヶ月） 

（３）協力総額（日本側）：約 3.2億円 

（４）協力相手先機関：農業農村開発省（MARA） 農業生産開発局（TUGEM） 

（５）国内協力機関：農林水産省 

（６）裨益対象者及び規模： 

（a）協力対象地域 

東部黒海地域の 6 県（トラブゾン県、ギレスン県、リゼ県、アルトウィン県、ギュムシャーネ県及びオ

ルドゥ県） 

（b）対象者 

   〔直接裨益対象者〕 

協力対象地域の普及員（注1）：約 120名 （20名×6県） 

モデル地区（注2）の小規模農家グループ（注3）：約 350戸 （500戸×70％）（注4） 

農村女性グループ：約 700名 （350戸×2人） 

   〔間接裨益対象者〕 

協力対象地域の小規模農家：約 140,000戸 （（208,000戸×70％）（注5）－（直接裨益対象者）） 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点 

トルコ共和国（以下、トルコ）は昔から東西の貿易の中継地として栄え、2004 年の経済指標は一人当

たり GNI 3,750US$、経済成長率 8.9％で、DAC リストでは低中所得国（LMICs）とされている（以上、世

銀）。現在は観光業を中心としたサービス業が最大産業であるが、依然として農業も主要産業のひとつ

である。国土 78万 km2（日本の 2倍強）のうち 33.2％が農地として利用され、農業従事者が全就業人口

に占める割合は 36％（2005年）で、70年代から大きな変動がない。また、農業従事者の 57％が女性で

                                                  
注1 県農業局に所属する農業技術者のうち、農家への技術指導を行っている者と定義する。 

注2 日本側が直接協力する地区を、モデル地区と定義した。 

注3 トルコには統一的な農家規模区分が無く、土地所有面積が 2ha以下の農家を小規模農家と定義した。 

注4 モデル地区の農家戸数と小規模農家の割合（2005年調査団調べ）。 

注5 協力対象地域の農家人口と小規模農家の割合（2005年調査団調べ）。 
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あり、農業は女性の雇用にも貢献している。その一方で、農業が GDP に占める割合は年々減尐してお

り（1970 年：35％→2005 年：11.7％）、就業人口あたりの GDP は他産業に比して低下している（以上、

World Factbook）。そのため、農村住民が新たな職を求めて都市部へ流出し、このことが農村部の経済

の一層の停滞を引き起こしている。 

本プロジェクトの対象となる東部黒海地域の6県（トラブゾン県、ギレスン県、リゼ県、アルトウィン県、

ギュムシャーネ県及びオルドゥ県）は、標高 200m～2,500mに広がる山岳地帯で、地中海性気候に属す

るため年間を通じて温暖だが、年間降水量は約 450～1,300mm で地域による差が大きい。就業人口の

60％（女性に限っては 90％）が農業に従事しているが、農家の所有農地は狭く（2ha以下の小規模農家

が 68％）、かつ分散しているため生産性が低く、同地域の農業 GDPは僅か 23％に過ぎない。地形と気

象の制約から生産が可能な作目が限られ、現状では比較的育てやすいヘーゼルナッツと茶が主要生

産物である。しかし、近年は無計画な過剰生産に伴う品質低下と価格の下落が起こり、これら 2 作物を

中心とした営農形態では農家の収入維持が困難となりつつある。トルコ政府は同地域におけるモノカ

ルチャーによる経済構造の脆弱性を憂慮し、中山間地における農村開発に知見を有するわが国に、同

地域の所得格差の是正を目的とした開発調査の実施を要請した。これを受け、わが国は「東部黒海地

域開発計画調査」を実施し、2000 年には、小規模農家に対する営農改善指導が喫緊の課題であること

を示唆し、改善方針を記したマスタープランが策定された。 

 

（２）相手国政府の国家政策上の位置付け 

トルコ政府は、第 8 次 5 ヶ年国家開発計画（2001 年～2005 年）において、人的資源の開発、雇用機

会の増大及び地域間格差・収入格差の是正を最重要課題としている。特に、農業部門の開発は国家

開発計画の最も重要な事項の一つとされており、その主要な目標は、①組織化され、競争力のある、

かつ持続可能な農業部門の達成、②人的資源、生産性向上、農業関連機関の組織能力強化などを含

めた生産要素の効果的活用、③地域の自然に適した地域プログラムの重要性への配慮等としている。

また、（１）で述べたように、開発の進んだ大都市へ労働力が移動し、経済活動の鈍化が進んでいる東

部黒海沿岸地域については、国家政策に沿って「東部黒海地域開発計画」が策定されており、同計画

の農業分野では、①農作物の多様化と集約化、②企業的経営へ向けた開発（組織化や農業経営の研

修）、③土地所有の改善、④研究・開発の推進、⑤篤農家の参加も得た効果的な普及を戦略としてい

る。本プロジェクトは、これらの国家計画の実現に必要なプロジェクトとして位置付けられる。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ 

政府開発援助に関する中期政策（2005年 2月）では、「成長を通じた貧困削減のための支援」の一環

として、地域間格差の問題が存在する農村地域の発展のためには、農業生産性の向上が必要である

としている。また、2004 年 8 月に作成されたＪＩＣＡ国別事業実施計画では援助重点分野のひとつとして

「地域間格差の是正のための農漁業及び保健医療等基礎生活分野の改善」を掲げている。 

４．協力の枠組み 

本プロジェクトは、小規模農家の営農改善を目的とし、①ヘーゼルナッツと茶以外の代替収入源の検

討、②営農改善のための普及モデルの確立及び③普及モデルの広域展開に協力するものである。営農

改善の手段の一つとして、収入源の多様化が挙げられる。今までの調査によって、対象地域で生産され
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ている様々な農作物が確認されているが、その多くは自家消費されており、これらの農作物を代替収入

源として見直す。また、農家の過半数が女性であることを考慮し、比較的労力の尐ない農産物や（果樹栽

培、養蜂等）、食品加工、民芸品等も代替収入源として検討する。代替収入源の選定に当っては、生産者

となる小規模農家が簡易に導入できることが大前提であり、既に現地で生産されている物を対象に、協

力者の存在（各種研究機関、大学、篤農家等）、流通・販売の可能性、生産に必要な投入等から総合的

にポテンシャルの高い代替収入源を検討する。 

本プロジェクトの対象地域は東部黒海の 6県であるが、プロジェクト事務所を設置する予定のトラブゾン

県内にモデル地区を設置し、日本側からの直接投入はできるだけモデル地区へ集中させることとする。

モデル地区以外の普及員や農民に対しても、セミナーやスタディー・ツアーを通じて能力向上を促すが、

普及実践等の大きな活動や投入は、トルコ側が主体となって実施することを予定している。モデル地区で

は、営農改善のための各種指導を普及員や篤農家に対して OJT で行い、これらの人材は、モデル地区

の成果を協力対象地域内に波及させる際の中心的役割を担う予定である。 

本プロジェクトでは、開発効果の持続性と自立発展性を確保するため、協力期間中はできるだけトルコ

側からの投入を活用することとしている。特に、協力の中心となるトラブゾン県以外の 5 県に対しては、ト

ルコ側の人材が中心となって営農改善を指導していくこととする。また、協力期間の最終ステージでは、

モデル地区で確立させた普及モデルを基に、営農改善を協力対象 6 県で波及させるべく、県別の営農改

善計画（案）の作成に協力する。 

プロジェクト実施にあたっては、農業農村開発省（MARA）内の関係局、対象作物の研究機関、国家計

画庁（SPO）、農業分野の関連大学等から構成される合同調整委員会（JCC）を設置し、本プロジェクトの

計画策定や運営管理を行う。実施機関である MARA の農業生産開発局（TUGEM）は、右委員会により策

定された計画を実行する体制をとる。 

 

〔主な項目〕※指標の具体的数値は、プロジェクト開始後の調査結果による。 

（１）協力の目標（アウトカム） 

１） 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

目標：協力対象地域における営農改善の振興基盤ができる。 

指標・目標値：・モデル地区で複合営農が定着した農家の割合（○％） 

・モデル地区の農家の普及サービスへの満足度 

・普及員以外の関係者の取組み姿勢の変化 

 

２）協力終了後に達成が期待される目標と指標・目標値 

（上位目標） 

目標：・協力対象地域の小規模農家に営農改善が広まる。 

・モデル地区の小規模農家の所得が向上する。 

指標・目標値：・プロジェクト終了後に対象6県で複合営農が定着した農家の割合（○％） 

・対象6県で営農改善を指導できる普及員の割合（○％） 

・営農改善を実施した農家の収入の変化（導入前より下がらず、且つ安定している状態） 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

成果1：営農改善のための情報及び普及体制が整備される。 

1-1 農民参加型の営農分析を実施する。 

1-2 代替収入源の市場性を調査する。 

1-3 代替収入源の適正生産技術を検討する。 
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1-4 複合営農の形態を検討する。 

1-5 営農分析、市場調査、適正生産技術及び複合営農の計画立案に係るマニュアルを作成する。 

1-6 モデル地区の担当普及員を対象とした研修を実施する。 

指標：・小規模農家が導入可能な代替収入源の提案数（○件） 

・普及員強化のための研修パッケージの確立 

 

成果 2：モデル地区において、複合営農のモデル的な取り組みが開始される。 

2-1 モデル地区の農民を組織化する。 

2-2 モデル地区で複合営農の普及活動を実践する。 

2-3 女性活動のモデル地区において農村女性を組織化する。 

2-4 農村女性組織を対象に生産活動を指導する。 

2-5 農家間のスタディー・ツアーを実施する。 

指標：・モデル地区で複合営農化を指導できる普及員の割合（○％） 

・普及体制の変化（例：協力体制の強化、関連機関のデマケの整理、管理委員会の設立等） 

 

成果 3：協力対象地域の小規模農家を対象とした、営農改善計画が提案される。 

3-1 トルコ側主導により、展開地区（注6）を選定する。 

3-2 トルコ側主導により、展開地区の社会経済調査を実施する。 

3-3 協力対象地域の普及員に複合営農化に係る技術･ノウハウを指導する。 

3-4 農民リーダー、農村女性リーダーに対し、組織化研修を実施する。 

3-5 トラブゾン県の営農改善計画（案）を作成する。 

指標：・モデル地区外で複合営農化を理解している普及員の割合（○％） 

・作成された営農改善計画（案） 

 

（３）投入（インプット） 

①日本側（総額 約 3.2億円） 

a） 専門家派遣： 

（営農改善、普及、組織化、生産技術、女性活動支援、流通等） 

※本プロジェクトは業務実施契約を予定しており、代表となる専門家は総括も兼任する。 

b） ローカルコンサルタント傭上費（ベースライン調査） 

c） C/P研修：3名程度（営農、農業普及、農村女性活動等） 

d） 資機材費（複合営農・普及に必要な資機材、プロジェクトカー等） 

e） ローカルコスト（専門家の旅費等） 

 

②トルコ側 

a） C/P（普及員） 

b） 研究機関の協力 

c） モデル地区の篤農家の協力 

d） 土地、建物、事務用品等 

e） ローカルコスト（C/Pの旅費・出張費、施設維持管理費等、資機材購入費） 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

・協力対象地域の農村人口が極端に減尐し、経済活動が困難な状態にならない。 

② 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・技術移転した普及員が離職しない。 

                                                  
注6 トルコ側が主導となって指導する地区を、展開地区と定義した。展開地区は、多くて 5箇所（トラブゾン県を除いて、1

件 1地区）とする。 
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・技術移転した篤農家が離農しない。 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

・天災、病虫害等により、営農が困難な状態にならない。 

④ 上位目標達成のための外部条件 

・東部黒海地域開発に係る国の政策に変更が生じない。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ トルコ国政府が掲げる、「東部黒海地域開発計画」に位置付けられる。 

・ JICA 国別事業実施計画における、「地域間格差是正のための農漁業及び保健医療等基礎生活分

野の改善」に位置付けられる。 

・ 協力対象地域は、農業を主とした低所得地域であり、対象地域・協力の枠組みは妥当である。 

・ 対象地域は急峻な山岳地域であり、山岳地帯において複合営農を展開してきた我が国の農業に

は、経験・技術上の比較優位性が認められる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から有効性が見込める。 

・ モデル地区で営農改善の普及モデルを確立させ、モデル地区のトルコ側人材が中心となって成果

の波及を図るため、技術移転の成果をプロジェクト内で反復確認でき、技術とノウハウの定着性が

高い。 

・ 代替収入源は、農業従事者の過半数を占める女性の労働能力にも留意して選定するため、女性の

参画が容易であり、再現性が確保される。 

・ 協力対象地域における貧困問題の中心である小規模農家の営農を改善することにより、地域間所

得格差の拡大を防ぐ効果がある。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ 代替収入源の検討にあたっては、既存の資源（生産物、生産技術、土地、労働力等）の活用を前提

としており、新規投入を必要最小限に抑える計画である。 

・ トルコ側の人材は、収入源の多様化による営農改善を自ら指導したことはないが、作物個々の生産

技術は高いため、日本側からは営農改善にかかる助言をするだけで、プロジェクトの継続性が確保

できる。 

・ 協力対象地域の主生産物であるヘーゼルナッツと茶の公的試験研究機関も、本プロジェクトへの協

力を表明しており、代替収入源の導入にあたっては、これら機関と連携した広報・普及が期待でき

る。 

・ 普及員による直接指導のほかに、展示圃場へのスタディー・ツアーや農民間の交流も想定してお

り、複数の経路で普及展開される。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測できる。 
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・ 本プロジェクト実施にあたり、トルコ側の生産技術やオーナーシップの高さが確認されており、本プロ

ジェクトによって営農改善のノウハウを指導することにより、協力終了後も長期的にプロジェクト活動

の継続が可能であり、上位目標達成の見込みが高い。 

・ 現在、女性の社会的地位は低いが、プロジェクト活動を通じて女性の生産活動と社会的位置付けを

見直す事により、女性の精神的・経済的な立場の改善が期待できる。 

・ モデル地区の選定は、プロジェクトで作成した選定クライテリアに沿い、決定プロセスが明確である

よう留意してトルコ側が決定する。また、モデル地区での活動成果は、広く協力対象地域内で情報

共有するため、モデル地区以外の農家からの反発は無いと予測される。 

・ 営農改善を通じて農家の所得を向上させることにより、農業展開の可能性をアピールすることが可

能であり、農村部から都市部への人口流出を防ぎ、経済の活性化を促す効果が期待される。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトは、援助終了後にも効果が持続するように、以下の諸手段を講じた計画とする。 

・ 活動当初からトルコ側の投入（特に人材）を大きくし、プロジェクト終了後も活動が無理なく継続でき

る体制を確立させる。また、プロジェクトの最後のステージにおいて、トラブゾン県の営農改善計画

（案）の作成に協力する。作成過程のノウハウを指導することにより、トルコ側の計画策定能力を高

め、プロジェクト終了後に自立発展性を確保する。 

・ 人材育成を重視し、OJT による技術移転と、展開地区における実践を組み合わせて、技術の習得と

指導力を高める。また、普及員だけではなく、篤農家も育て、スタディー・ツアーの拠点等として活用

することにより、他の農家にも営農改善の成功事例を示すことにより、農家の取組みにインセンティ

ブを与える。 

・ 代替収入源の選定にあたっては、現地で既に生産されているものを活用するため、基本的な生産技

術は既にトルコ側が持ち合わせている。また、営農改善を実施する農家の労力が、導入前より大き

くならないよう留意するため、継続的に実施可能である。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）貧困： 

協力対象地域では、就業人口に占める農業従事者の割合が 60～75％と非常に高く、地域所得を国

内平均と比べると約 2/3 の低所得地域である。特に、小規模農家の生産物は主に自家消費用として

利用されており、現金収入の機会が限られており、多くの小規模農家は、出稼ぎ、日雇い労働、両親

の退職金等で生活を支えている。本プロジェクトは、このような小規模農家の営農改善を主体としてお

り、貧困削減、地域格差の是正及び地域経済の活性化に貢献するものである。 

（２）ジェンダー： 

協力対象地域において、ほとんどの女性は農業従事者である。本プロジェクトでは、営農改善を通

じて、女性の労働の軽減や社会的役割を見直す予定である。本プロジェクトによる成果は、農家所得

の安定・向上だけでなく、女性の地位向上に関する提案として、トルコ全国に投げかけられることが期

待される。 

（３）環境： 

本プロジェクトで検討する代替収入源は、既存の資源（生産物、生産技術、土地、労働力等）を活用
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する予定であり、新たに大規模施設の建設や土地改良を行うことは想定していない。また、調査にお

いて、有機農業に関心があることが分かっており、代替収入源として農作物が選定された場合も、でき

るだけ投入（農薬や化学肥料）の尐ない生産方法を検討する。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

（１）フィリピン共和国「農村生活改善研修強化計画」（1996～2001年） 

農業研修局において農村生活改善研修プログラムが作成・制度化されることにより、農村地域の生

活の質の改善を目指した当該プロジェクトの終了時評価において、①効率的なベースラインサーベイ

がプロジェクトの初期段階に短期間で実施されること及び②プロジェクトに対する投入は受益者の経

済規模及び経済効果を踏まえて実施されることが重要であるとされている。本プロジェクトではこの教

訓を活かし、代替収入源の検討において、様々な角度から可能性を調査の上、適正な営農改善の提

案・指導を行う。 

（２）ラオス人民民主共和国「ヴィエンチャン県農業農村開発計画Ⅱ」（1997～2002年） 

当該プロジェクトは農業生産、農業生活環境改善及び農家組織の育成強化等を通じ、対象モデル

地域において住民参加による持続可能な農業農村開発の手法と技術を確立することを目的とした。終

了時評価において、成果を他地域に波及させる観点から、地方の現場責任者とは別に中央の政府機

関にもプロジェクトの担当官を任命することが望ましいことが教訓として挙げられている。本プロジェク

トでは、活動の拠点となるプロジェクト事務所、対象 6 県及び中央の農業農村開発省にそれぞれ責任

者を配置し、モデル地区の成果を適宜情報共有しながら人材育成を図り、モデル地区以外への成果

の波及を確保する。 

８．今後の評価計画 

（１）中間評価：プロジェクト開始の 1.5年後（2008年） 

（２）終了時評価：プロジェクト終了の半年前（2009年） 

 


