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評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 

国名：トルコ共和国 案件名：東部黒海地域営農改善計画 
分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署： 農村開発部 協力金額（評価時点）：約 3.2 億円 
 
 
協力 
期間 

（R/D）: 2007 年 1 月 1 日～ 
2010 年 3 月 31 日 

先方関係機関： 
＜総括機関＞ 
農業農村開発省（MARA）農業生産開発局（TÜGEM） 
＜実施機関＞ 対象 6 県の県農業局（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） 
日本側協力機関： なし 
トルコ側協力機関： 農業農村開発省の組織化支援局、防除管理

局、関連研究所及び大学等1 
１－１ 協力の背景と概要 

 トルコ国は、昔から東西の貿易の中継地として栄え、2006 年の経済指標は一人当たり GDP 5,534 US$、
実質 GDP 成長率 6.1%で、DAC リストでは高中所得国とされている。現在は、観光業を中心としたサ

ービス業が 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）の内、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少しており、就業人口当たりの GDP は他

産業に比して低下している。そのため、農村住民が新たな職を求めて都市部に流出し、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）では、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 はわずか 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。 
1999～2000 年に我が国が実施した開発調査「東部黒海沿岸地域開発計画調査」において策定された

総合地域開発マスタープランでは、上述の課題を解決するための小規模農家に対する営農改善指導の必

要性が指摘された。これを受け、同マスタープランの実施促進を図るため、トルコ国政府は中山間地に

おける農村開発に知見を有する我が国に、同地域の所得格差の是正を目的とした技術協力プロジェクト

の実施を要請した。この要請に基づき、独立行政法人国際協力機構（以下、JICA）は、技術協力プロジ

ェクト「東部黒海地域営農改善計画」を 2007 年 1 月から 3 年 3 カ月間の予定で開始した。 
 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
 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。 

（2）プロジェクト目標 
 協力対象地域における営農改善の振興基盤ができる。 

（3）アウトプット 
1）営農改善のための情報及び普及体制が整備される。 
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。 
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。 

 （4）投入（評価時点） 
日本国側： 
短期専門家派遣 8 分野、計 51.04M/M 
研修員受入 計 4 名 

                                            
1 黒海農業研究所、ヘーゼルナッツ研究所、養蜂研究所、茶・園芸研究所、黒海技術大学、5 月 19 日大学など 
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資機材供与 現地調達 46,785YTL（新トルコリラ）及び本邦調達 3.4 百万円 計 7.2 百万円 
ローカルコスト負担 16.6 百万円 

相手国側： 
カウンターパート配置 12 名2 
ローカルコスト負担（資機材供与含む） 491,000YTL（40.5 百万円） 
プロジェクト事務所スペースの提供 

２. 評価調査団の概要 

調査者 総括/団長： 時田邦浩 JICA 国際協力専門員 
営農改善/普及：古市信吾 アイ・シー・ネット株式会社 
評価分析： 道順 勲 中央開発株式会社 
協力計画： 大西 静 JICA 農村開発部畑作地帯グループ畑作地帯第二課職員 

調査期間  2008 年 10 月 16 日～2008 年 11 月 2 日 評価種類：中間評価調査 
３. 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

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」： 
   代替収入源の開発活動を通じ、これまでに適正生産技術に係る 6 項目の技術情報がまとめられ、

モデル事業において普及担当者を通じて参加農家への指導が行われた。一方、これまで提供された

情報はいずれも生産段階の技術改善であり、今後は経営分析や収穫後（収穫・加工・流通販売等）

の改善技術に係る情報の整備と提供が必要である。 
   また、普及人材の能力強化のため、普及担当者向けセミナー（研修）の企画・実施と、業務マニ

ュアルのドラフト作成が行われた。業務マニュアルは、今後内容構成の見直しを行い、2009 年 3
月末までに完成予定である。 

 
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」： 

   Trabzon 県内の 3 町村にモデル地区が設置され、生産物別・地区別に計 18 の農民グループが形

成された（2008 年 2 月現在）。制定したグループ規約に基づく農民グループの自立的運営体制の整

備が進んでいるが、生産活動の開始直後で収穫・販売には未だ至っていないこともあり、多くの農

民グループでは「販売面でのユニオン・組合等との調整」機能の強化が今後の課題である。 
 
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。」： 

   対象各県のセミナーを受講した普及担当者が中心となり、各県 1 カ所ずつ展開地区が選定され、

農民グループの組織化が行われた段階である。本格的な活動、すなわち新規の作物栽培導入や手工

芸品生産等は、2009 年に開始予定である。 
   また、各県の営農改善計画の作成は、プロジェクト活動計画（以下、PO）上では第 4 年次に予

定されているため、未着手であるが、JICA 専門家によって構成骨子案が作成されており、同骨子

案を基に検討が進められる予定である。なお、策定する計画を明確にするため、本評価調査におい

て、Trabzon 県の計画を中期（2010～2013 年）営農改善計画（案）、その他 5 県を含む全県の計画

を、2010 年度の営農改善計画とした。 
 
 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：概ね高い 
   トルコ国家計画庁（State Planning Organization：以下、SPO）は、「第 9 次国家開発計画（2007～

2013）」の 5 つの開発軸の一つとして地域開発を掲げ、地域間格差の是正や農村部からの人口流出

の緩和のための一手段として、新たな付加価値化産業等の経済活動や農業における収入源の多様化

の必要性を示している。また、同庁を始めとしてトルコ国政府が地域開発に取り組む優先地域とし

て、東部黒海地域は重点地域の一つに挙げられている。農業農村開発省（以下、MARA）の「農業

戦略 2006～2010」、及び 2007 年に編纂された「東部黒海地域農業マスタープラン」でも、農業及

び農外収入の多様化、品質向上や加工による農産物の付加価値向上を目指すこととしている。 
   また、我が国並びに JICA のトルコに対する援助重点分野の一つは「地域間格差の是正」であり、

この中で「黒海沿岸地域の開発」が取り上げられていることから、本プロジェクトはトルコ国及び

                                            
2 中間評価調査時の人数であり、正式任命 C/P7 名、県コーディネーター配置 5 名。 
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我が国双方の政策との整合性が高い。 
  本プロジェクトの基本的アプローチは、複合営農のモデル地区での実践と、対象 6 県の展開地区

への展開・普及である。このため、本プロジェクトには、小規模農家が適用できる代替収入源及び

複合営農形態の検討・開発、農業普及サービスの強化、農民の組織化といった包括的な活動が含ま

れており、複合営農化を推進するためのアプローチとして概ね適切である。また、モデル地区選定

においては、他地域への適用性を考慮し、茶栽培地域やヘーゼルナッツ地域等、特徴的な地区が選

定されており、概ね適切であるが、それ以外にも地区によって異なる条件（都市部へのアクセスや

沿岸・内陸の農業形態等）を考慮に入れた適切な技術支援がなされる必要がある。 
 
(2) 有効性：満足できる水準 

   プロジェクト活動が今後も円滑に進捗すれば、設定された成果 1～3 及びプロジェクト目標は概

ね達成可能と予想されるため、本プロジェクトの有効性は、概ね満足できる水準と言える。 
 
(3) 効率性： 満足できる水準 

本プロジェクトの効率性は、人員の面では、労働許可証の問題により直営専門家の派遣が不可能

となる、C/P 配置や JICA 契約専門家の派遣に遅れが生じる、などの問題が生じたが、その他は概

ね満足できる水準である。モデル事業及び展開事業の実施に係る予算は、トルコ側により負担され

ている。 
 
(4) インパクト： 

   上位目標の達成見込みがあるかどうか判断するには、時期尚早である。ただし、以下のとおりい

くつかの正のインパクトが見られ、負のインパクトは見られなかった。 
・Trabzon 県 Akçaabat 郡内の農家計 5 戸がパイプ温室（ビニールハウス）を導入した。 
・本プロジェクトのセミナーを受講した農業技術者が、郡予算を活用して担当地区の農家約 20 名

向けのスタディー・ツアーを独自に企画し、本プロジェクトのモデル地区やその他の地区の視察

を行った。 
・Trabzon 県 Maçka 郡役場が、郡内で銀細工の研修プロジェクトを実施する計画を作成し、EU が

 支援する農村開発プログラムに対する提案書を提出した。 
  
(5) 自立発展性：政策面、制度・組織面、財政面の自立発展性は、確保されるものと予想される。特

に、財政面については、トルコ国側が協力終了後も本プロジェクトを 2013 年まで継続実施するこ

とを表明していることから、MARA からの継続的な予算配分が期待できる。 
1) 政策面 

「第 9 次国家開発計画（2007～2013）」、「農業戦略 2006～2010」及び東部黒海地域農業マスタ

ープランにおいて、農業活動の多様化による農家の所得向上が重視されている。したがって、本

プロジェクトの政策面での自立発展性は確保されていると言える。 
2) 制度・組織面： 

普及担当者の増員計画があり、普及サービスの改善が期待される。一方、協力終了後も展開事

業を継続するためには、普及担当者の能力強化、Trabzon 県農業局におけるプロジェクト体制の

維持、他の県農業局における実施体制の整備、県農業局間の連携及び大学や研究機関等との連携

が課題となる。 
3) 財政面： 

これまでの MARA 及び Trabzon 県（県一般予算及び県特別予算）による予算配分実績、及び

トルコ国側が 2013 年まで本プロジェクトの活動継続を表明したことから、財政面での自立発展

性の見込みは高く、協力終了後も必要な予算が確保されることが期待される。 
4) 技術面： 

展開事業の実施のための普及担当者の能力強化に係るセミナーの準備・実施手順について、

C/P に技術移転がなされたことから、協力期間終了後は、プロジェクトチームが主体となり、展

開事業の継続実施に向けた普及担当者の技術向上のためのセミナーを実施していくことは可能

と思われる。他方、JICA 専門家による直接の技術指導が行われない Trabzon 県以外の 5 県につ

いては、各県の状況に応じた適切な活動を実施するためには、プロジェクトチームや研究機関か

ら十分な技術支援を得ることが不可欠である。 
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３－３ 結論 

  プロジェクト活動は、概ねスケジュールどおりに進捗していると言える。また、5 項目評価では、

特にプロジェクトの継続を表明したトルコ国側のオーナーシップによる財政面での自立発展性の高さ

が挙げられる。 
 一方で、作成された成果品の技術的な充実の度合いや、個別の活動の適切性については、第 5 章にて

分析のとおり、更なる改善の余地がある。 
 また、協力期間が 3 年と限られているため、代替収入源や複合営農形態の検討、及びモデル・展開事

業等、真の成果の発現に結びつける（すなわち、複合営農の収益性・地域格差是正への効果が証明され、

対象地域に適した経済活動として本格的に導入される）には、協力終了後のトルコ国側による活動の継

続・発展に負う面が極めて大きい。したがって、今後は技術面での自立発展性の確保が 大の課題とな

る。 
 
 
３－４ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) 対象各県において展開事業を実施するため、普及担当者の増員と、増員された普及担当者に対す

る研修が必要である。 
(2) プロジェクトチームは、展開事業に対する技術支援を強化し、また、県コーディネーターとの連

携強化を図る必要がある。 
(3) PDM であいまいな表現や不適切な指標が認められたため、修正を行う。 
(4) 業務マニュアル案の使用者や目的を明らかにし、内容構成を見直す。 
(5) セミナー参加者の意見に基づき、実技と現場視察を増やす等、セミナーの内容を充実させるとと

もに、協力終了後も定期的に内容の見直しを行う。 
(6) 女性の参加支援を強化すべきである。プロジェクトチームに女性の C/P を配置するとともに、

JICA 専門家が更に長期間支援することが望まれる。 
(7) プロジェクトの成果をより多くの受益者に普及させるとともに、プロジェクトに対する支援を得

  るため、主要な関係者に対する情報伝達に努力が求められる。 
(8) 対象 6 県の 2010 年用営農改善計画と Trabzon 県の中期営農改善計画案を策定する。 
(9) 協力期間中、C/P、県コーディネーター及び普及担当者の配置を継続する。 
(10)実証試験等に関し、現場の活動での研究機関や大学との連携を強化する。 
(11)JCC メンバー機関のプロジェクトへの理解が不十分であるため、活動の内容や方向性に関する議

論を行う場としては、参加者をある程度絞った会合の別途開催等、状況に応じた柔軟な運営管

理が求められる。 
 
 
３－５ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管

理に参考となる事柄） 

(1)条件不利地域に対する協力の検討では、優遇政策や補助金の有無、農家の実質的な農業依存度、

農業部門の改善によってもたらされる成果の限界等の要因を吟味し、農業部門以外への支援や 
行政システムの改善も含めた、包括的な地域開発の可能性を検討することが重要である。また、

競争力の劣る条件不利地域の農産物の支援には、相応の戦略的方策が必要である。 
(2)調査・検討に必要な 低限の期間を除き、案件形成からプロジェクト開始までを迅速に行うこと

が望ましい。 
(3)当初の要請から案件内容が大幅に変更されたが、現場レベル等、一部のトルコ国側関係者に対し

  ては、変更後の実施方針が十分伝わらないままプロジェクトが開始された。相手国側の要請によ

って、案件内容が変更となった場合は、政府行政官から実務者レベルまで、十分な合意を形成す

ることが望ましい。また、適切な案件名も重要である。 
(4)本邦の農家保護の観点や協力期間の制約から、一部の作物や特定品種、加工技術等について、協

力対象としての取り扱いに制限が生じた。中進国に対する短期間の協力などでは、制約要因によ

る影響を 小限とする協力内容が望ましい。また、日本の ODA としての協力の制約につき、予

め先方関係者と十分な理解を形成した上で、必要に応じ R/D にもその旨を明記する。 
(5)協力対象地域の選定に当たっては、専門家投入等の実施体制を把握した上で、絞り込みの可能性

や、日本国側が直接支援できない地域に対する技術支援の方策・体制等も、予め検討することが

望ましい。 
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(6)ベースライン調査や開始初期の活動では、現地再委託のみならず、専門家と C/P とが行動や分析

を共にすることで、具体的な課題の発見や、農家の実情への理解を深めることが望ましく、その

ための十分な期間の確保が必要。 
(7)民活技プロにおいては、案件設計や活動内容の修正の可能性を含めた率直な意見交換が、直営型

技プロに比べて、おろそかになる傾向があるため、プロジェクト実施上の課題や制限要因につい

て、柔軟なコミュニケーションを図るよう、一層留意することも必要と思われる。 
 




