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事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成 20 年 10 月 20 日 

担当グループ：農村開発部水田地帯Ｇ水田地帯第１課 

１．案件名  

東ティモール国農産物加工・流通業振興計画調査 

２．協力概要 

（1）事業の目的 

①東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」）において、農産物の加工・流通を 

振興するため、農産物の加工・流通を支援する行政の体制整備、行政による農民組織や 

民間業者等へのサービス強化、流通にかかわる制度・基準や道路インフラなどの基盤整 

備を進めるためのマスタープランを策定する。 

②マスタープランの作成及び実証調査の実施を通じて、東ティモール側カウンターパートの農産

物の加工・流通の振興に必要な計画策定、事業実施に係る能力強化が図られる。 

（2）調査期間 2008 年 11 月～2011 年 3 月（29 カ月） 

（3）総調査費用 2 億 5,000 万円 

（4）協力相手先機関 東ティモール農業水産省（MAF）アグリビジネス局 

（5）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

①調査対象地域：東ティモール全土 

②対象分野：国内消費向け及び輸出向けの農産物（畜産物及び水産物含む）の加工・流通 

３．協力の必要性・位置付け 

（1）現状及び問題点 

2002 年 5 月に独立した東ティモールでは、全就業人口の 80％強が農林水産業に従事し、農林水産

業が GDP に占める割合は年々増加し 32％（2005 年、石油・天然ガスセクターを除く）に及んでい

る。そのため、貧困削減と経済成長の促進をめざす国家開発計画（2002～2007 年）においても、農

林水産業の発展が重要な位置を占めている。現在、国家開発計画フェーズ II を策定中であるが、新

政権になって初めての予算年度となる 2008 年の優先分野（6 つ）の 4 番目「雇用と収入の向上」

においても、食糧安全保障、農業生産性の向上と普及強化、農業分野に関連する民間セクターの活

性化等が重点とされている。 

東ティモールでは、主要作物であるコメ、メイズ、キャッサバ、サツマイモなどは、自給自足的な

生産が中心であり、特に、主食であるコメは、国内消費量 8 万 3,000 トン（推定）に対し、国内生

産量は 3 万 3,000 トンしかなく（自給率は 40％）、国産米の流通量も限定的であり、不足量の約 5 万

トンを政府及び民間ベースの輸入に頼っている（2006/2007 年）。このため、灌漑施設の整備・維持

管理や農業機械化の促進、栽培技術の向上などにより、その生産性の回復・向上を図ること、地方

の生産地から首都ディリへの流通を改善すること等が課題となっている。 

一方、最大の輸出商品作物はコーヒーであるが、輸出量は年間 1 万トン前後と小規模にとどまって

おり、他の輸出実績のある農畜産物（バリ牛、落花生等）についてもその量は限定的であるため、

東ティモール政府はインドネシア向けやインドネシアを経由した輸出を中心に拡大すべく、国境貿

易所を両国の間で開設する準備を進めるなど積極的な取り組みを開始している。 

このようななか、東ティモール政府は、食糧安全保障に向けてコメを中心とする農業生産性の向上

をめざすと同時に、「セクター投資プログラム（SIP）2005 年」の中で農産物の加工・流通の促進を

今後の重要な政策と位置づけ、2005 年には MAF 内にアグリビジネス局を設置するなど体制を整備し



 

2 

つつある。 

しかし、東ティモールでは、依然として農産物の加工・流通にかかわる民間業者は極めて少なく、

小規模な農家によって生産された農産物が加工されることなく付加価値の低い状態でわずかに流通

しているのが実情であり、農産物の加工・流通を支援する行政の体制整備、行政による農民組織や

民間業者への支援の強化、流通にかかわる制度・基準や道路インフラなどの基盤整備などにより、

国内における農産物の加工・流通の改善や促進を図るとともに、それらのうち可能性のある農産物

を輸出につなげていくことが課題となっている。また、他ドナーによる起業支援などの取り組み事

例はあるものの、アグリビジネス局の政策策定、制度・基準づくり、農産物市場情報提供、農家や

生産者組合等へのサービス提供などに必要な体制及び能力の不足が著しく、これらの事例を普及し

ていく際の壁になっており、アグリビジネス局をはじめとする関係機関の能力強化を図るとともに、

東ティモールの農産物の加工・流通の振興に係る方向性を明らかにすることが不可欠な状態にある。

こうした背景から、東ティモール政府は、アグリビジネス局の能力強化も含めた農産物加工・流通

の振興に向けたマスタープランを策定するための開発調査の実施をわが国に要請した。 

（2）相手国政府国家政策上の位置づけ 

農業分野の SIP において、農村工業開発の観点から、①村落に根ざした農村開発、②MAF と農民組

織の連携強化、③コーヒー産業での教訓・経験の有効活用、④特定産品（ココナッツ油、キャンド

ルナッツ、バニラ等）の生産促進を重点とし、農産物加工・流通を振興することとしている。 

（3）他国機関の関連事業との整合性 

民間セクターの強化を目的として、ドイツ技術協力公社（GTZ）がパイロット事業として、農業機械

の修理・アフターケア業者支援、肥料・農薬等販売店支援、キャンドルナッツ集出荷業者支援等の

起業支援（技術指導、情報提供、関係者とのマッチング、初期資金の支援、銀行保証の提供など）

を行っている。同様に、米国国際開発庁（USAID）が NGO との連携により民間部門の育成として、キ

ャンドルナッツ油の生産・出荷等の起業と経営を支援している。これらは、いずれも個人に対する

起業支援としては一定の成功を収めているが、その普及拡大への方策を示すには至っていない。 

これに対して本調査では、アグリビジネス局の能力強化に力点を置き、起業を支援していく役割を

担う行政の機能強化をめざしており、上記のような他ドナーや NGO による先行事例が広く普及展開

されるためのマスタープランを策定する。 

（4）わ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 

JICA 国別事業実施計画（2006 年 9 月）においては、東ティモールに対する協力方針として、安定

した自立可能な国家となるような協力を重視することを謳っており、農業・農村開発は基幹産業で

ある農業分野での生産性向上と住民の収入向上をめざす重要な課題と位置づけられている。4 つの

協力の柱のひとつである「農業・農村開発プログラム」においては、①農産物の生産性向上、②農

民の現金収入増の機会確保に取り組むこととしており、農産物加工・流通の振興は後者に該当する

ものである（国別援助計画は未策定である）。 
４．協力の枠組み 

本調査によって策定されるマスタープランでは、国内における農産物の加工・流通の改善や促進

を図るとともに、それらのうち可能性のある農産物を輸出につなげていくことをめざし、東ティモ

ールの現状に即した小規模な農民組織、起業家、アグロディーラー（仲買人・流通業者）による農

産物の加工・流通を促進するため、MAF アグリビジネス局が中心となって、自らの能力強化と農産

物の加工・流通を支援する行政の体制整備、行政による農民組織や民間業者等へのサービス強化（技
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術、資金、情報、農民組織化支援、起業家育成、アグロディーラー育成）、流通にかかわる制度・基

準や道路インフラなどの基盤整備を進めるための開発計画を取りまとめて提言する。 

本調査では、東ティモールの農産物加工・流通の振興のためのマスタープラン及びその実現のた

めのアクションプランを策定し、さらに、策定した計画の有効性を検証するためアクションプラン

のなかからいくつかの実証調査を行う。 

本調査は、2 つのフェーズから構成され、フェーズ I では、マスタープラン（案）及びアクショ

ンプラン（案）を策定し、フェーズ II では、実証調査（フェーズ I で選定されたパイロットプロジ

ェクト）を実施し、マスタープラン及びアクションプランの最終版を策定する｡ 

調査にあたっては、東ティモール政府の脆弱な行政能力、未整備なインフラ、小規模な国内マー

ケット（人口約 100 万人）、東ティモール特有の事情（ドル経済、高いガソリン価格、部族社会等）、

他ドナーによる類似案件からの教訓の活用等に留意して進める。 

（1）調査項目 

＜フェーズ I（7 カ月）＞ 

1） 既存データの収集及び現状分析 

a） 農業生産に係る基本情報を収集する。 

b） 農産物加工・流通の振興に関連する農産物の需要と供給、輸出入（輸出入企業）、国内流通、

価格情報、生産資材の流通状況等を把握する。 

c） 農産物の加工・流通（国内向け、輸出入を含む）に係る現状を把握し、課題を整理する。 

① 農産物加工・流通の振興に係る政策、戦略、統計情報、政府の実施体制（組織、人員、予算）

及び活動状況 

② 政府による支援（技術、資金、起業支援、組織化支援、民間投資支援）、農村金融、加工技術・

収穫後処理技術、生産者組合やアグロディーラー（仲買人・流通業者）への支援状況 

③ 法律・規制、規格・品質、検疫、輸出入手続き、関税等 

④ 市場・道路等のインフラ 

⑤ 環境社会配慮等 

d） 他ドナー・NGO・民間業者の活動状況の情報収集を行う。特に、GTZ や USAID による起業家

支援プロジェクトの実施方法や結果を調査し、その教訓を抽出し、マスタープラン策定や実

証調査の実施に反映させる。 

2） 上記に基づいた農産物の加工・流通振興の可能性と制約を明確化する。 

3） 上記に基づいたマスタープラン（案）を策定する。 

4） アクションプラン（案）を策定する。 

5） 実証調査の対象となるパイロットプロジェクトの選定基準の作成及び選定を行う〔実証調査

の内容・規模はアクションプラン（案）の検討結果によるが、例えば、コメの収穫後処理と

流通の改善、果物の加工、水産物の加工（干物）、アグリビジネス局による市場情報の提供サ

ービス等が考えられる〕。 

＜フェーズ II（26 カ月）＞ 

1） 実証調査の実施・モニタリング・評価のうえ、技術マニュアルとして取りまとめる。 

2） 実証調査の経験及び教訓の抽出を行う。 

3） 実証調査結果をフィードバックしたアクションプランの策定を行う。 

4） 以上を反映したマスタープランの策定を行う。 
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（2）アウトプット（成果） 

1） 東ティモールにおける農産物の加工・流通の振興を図るためのマスタープランが策定される。

2） マスタープランの作成及び実証調査の実施を通じて、東ティモール側関係者の農産物の加工・

流通振興に係る能力が向上する。 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

分野 人数

総括/開発政策 １ 

市場/流通 １ 

収穫後処理/加工/特産品化 １ 

住民組織/生産者組合支援 １ 

インフラ整備 １ 

（ｂ）その他 

・カウンターパート研修（本邦研修 2名/年程度） 

・調査に必要な資機材の購入 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（1）提案計画の活用目標 

・策定されたマスタープランが東ティモールの農産物の加工・流通振興の施策として活用される。

・策定されたアクションプランが東ティモール、もしくは他ドナーにより実施（事業化）される。

（2）活用による達成目標 

・農産物加工・流通（農産物の国内流通・輸出）に係る制度・基準等の制定 

・上記による民間投資の増加、輸出の増加 

・アグリビジネス局による農産物の加工・流通支援のためのサービス強化 

・農産物の加工・流通に係る起業の増加 

６．外部要因 

（1）協力相手国内の事情 

① 政策的要因：開発政策の変更による提案事業の優先度の低下 

② 行政的要因：MAF 及び関係機関の組織・人員の急激な弱体化、予算減 

③ 経済的要因：農産物価格の急激な変化、インドネシアとの国境貿易事情の変化 

④ 社会的要因：東ティモールにおける治安の急速な悪化 

⑤ 自然的要因：天候不順、大規模な病虫害、自然災害等の発生 

（2）関連プロジェクトの遅れ 

特になし。 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

（1）貧困 

農産物加工・流通の振興による経済の活性化を通じて、地方に生活する多くの貧しい農民・漁

民は雇用や収入向上の機会が増大することが期待される。その際には、利益を上げるのが加

工・流通業者だけとなることなく、農業生産や農産物加工・流通に携わる多くの零細農家の収

入が向上するように配慮する。 
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（2）ジェンダー 

豆腐やテンペ（伝統的な大豆加工品）の生産等の小規模な家族経営的な食品加工の振興を通し

て農産物市場を活性化していくことも一つの方策であり、上記の貧困削減の視点からも重要で

ある。このような家族経営的な食品加工において女性の果たす役割は大きい。 

東ティモールでは国内の混乱により働き手を失った母子家庭も多いことから、農産物の加工・

流通を振興する際に貧しい女性の働く機会、収入向上の機会をつくり出すような支援となるよ

うに配慮する。 

（3）環 境 

本調査の実施及びマスタープランの計画内容において、環境に重大な影響を与えることは想定

されていない。むしろ、東ティモールでは、農薬や化学肥料を使用するプランテーション的な

栽培は少なく、コーヒーにおける有機栽培の認証取得のように自然に近い環境での栽培に高い

付加価値を置く意識があることから、こうした農業生産のあり方を維持し支援するような計画

内容（有機農業の推進、有機肥料の利用促進など）となるように配慮する。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

実施中の「ラクロ川及びコモロ川流域住民主導型流域管理計画」（開発調査）、「マナツト県稲作向

上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、コーヒー生産者組合の立ち上げを支援する草の根技術

協力事業などにおける多くの農村調査や活動を通じて、農業だけでなく複数の労働に従事している

農家も少なくなく農業活動にかかわることができる時間が限られていること、水利組合や生産者組

合などの組織化の歴史が浅く農民組織の立ち上げや集団でのルールにのっとった行動様式の変化と

定着（意識変容）には時間を要すること、農民組織化には村長や県知事のような行政官だけでなく

村の長老の関与が有効であることなど、東ティモールにおける農村の事情が明らかになってきてい

る。本調査の実施にあたっては、これまでの協力事業を通じて把握している農村地域の状況や農民

組織化の際の経験の蓄積を踏まえて、生産者組合支援などの計画づくりや実証調査事業の実施を効

率的に進める。 

９．今後の評価計画 

（1）事後評価に用いる指標 

1） 活用の進捗度 

・策定されたマスタープランを活用した農産物加工・流通の振興に係る施策の策定状況 

・策定されたアクションプランの実施に向けた東ティモールもしくは他ドナーによる事業化の 

状況 

2） 活用による達成目標の指標 

・マスタープランに基づき実施された各種施策・制度改善の数 

・アクションプランに基づき、東ティモールもしくは他ドナーによって実施された事業の数 

・農家所得の向上 

（2）上記 1）及び 2）を評価する方法及び時期 

1） 活用の進捗度：計画終了時及びフォローアップ調査によるモニタリング（各年） 

2） 活用による達成目標の指標：事後評価：2014 年（事後評価、3 年後） 

（注）調査にあたっての配慮事項 


