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評価調査結果要約表（終了時評価） 
 

１．案件の概要 

国名：トルコ共和国 案件名：トルコ共和国東部黒海地域営農改善計画 

分野：農業開発 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）：3.14億円 

（R/D）：平成18年10月20日 

先方関係機関： 

１）主務官庁：農業農村開発省（MARA）農業生産

開発局（TUGEM） 

２）実施機関：トラブゾン県農業局他、対象地域５

県農業局 

日本側協力機関：なし 

 

 

協

力

期

間 協力期間：平成19年３月１日から平成

22年２月28日（３ヶ年３カ月） 
他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

トルコ共和国（以下、トルコ）の東部黒海地域は、標高200～2,500mに広がる山岳地帯で、年

間降水量は約450～1,300mmと地域による差が大きい。就業人口の６割（女性に限っては９割）

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％を占める）、ま

た傾斜地が多いなどの地形条件等により栽培可能な作物が限られるため、生産性が低く、同地域

の農業が同地域のGDPに占める割合はわずか23％にすぎない。同地域では国家政策に基づきヘー

ゼルナッツ及び茶の栽培が広く行われ、国営企業による買付が行われてきたが、近年トルコ政府

は、これら作物の過剰生産により圧迫された財政の再建を目指し、農業構造改革の一環として国

営企業の民営化や一部地域でのヘーゼルナッツの生産抑止策を講じるとともに、地域農業のモノ

カルチャーからの脱却と市場経済化、及び農家所得の安定化を目指している。 

しかしながら、これまで国家の保護政策に頼ってきた地域農家は品質・生産性向上に対するイ

ンセンティブや市場志向に乏しく、上記二大作物以外の農業生産はいまだに自家消費用の小規模

な作物栽培や家畜飼育にとどまっている。1999～2000年にわが国が実施した開発調査「東部黒海

地域開発計画調査」においては、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、同調査を通じ策定された総合地域開発マスタープランの実施促進を図るため、農

業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Affairs：MARA）農業生産開発局（General Directorate 

of Agricultural Production and Development：TUGEM）を主要なカウンターパート（Counterpart：

C/P）機関とする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月より３年３

カ月間の予定で開始した。本プロジェクトは、トラブゾン県、ギレスン県、リゼ県、アルトウィ

ン県、ギュムシャネ県及びオルドゥ県を協力対象地域として、営農改善の振興基盤の構築を目指

している。 

 

１－２ 協力内容（プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）） 

（１）上位目標 

  １）協力対象地域の小規模農家に営農改善が広まる。 

  ２）モデル地区の小規模農家の所得が向上する。 
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（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）成果（アウトプット） 

営農改善のための情報及び普及体制が整備される。 

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。 

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） 

 ＜日本側＞ 

  短期専門家派遣 ８名（74.96人月） 現地国内研修 73名 

  携行機材 3,462千円 

  本邦研修 ４名（２コース） ローカルコスト負担 20,672千円 

 ＜相手国側＞ 

  C/P配置 13名 C/P予算 90,850千トルコリラ

  事務所施設提供；トラブゾン県内にある中央水産研究所内の一事務所 

２．評価調査団の概要 

調査団員数５名   

団長・総括 時田 邦浩 国際協力機構 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） 

協力計画 

 

田中 博之

 

国際協力機構農村開発部 畑作地帯グループ 畑作

地帯第二課  

調査者 

評価分析 飯田 春海 グローバルリンクマネージメント（株） 

調査期間 平成21年10月30日（金）～11月20日（金） 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）アウトプット１～３の達成状況は以下のとおりである。 

 

 

＜指標１－１＞ ５項目以上の代替収入源・技術改善の情報が農民に提供される。 

プロジェクトは、対象地域での活用を前提に、試験栽培やモデルプロジェクトを通じて、以下

のとおり８つの技術情報を取りまとめた。これらは、１）イチゴの半促成栽培、２）ブルーベリ

ー栽培、３）牧草サイレージ作成、４）簡易パイプ温室の導入、５）新規作物の試験栽培（スウ

ィートコーン）、６）苗木の生産、７）栽培カレンダー（茶、イチゴ、キウイ、カキ、観賞樹）、

そして、８）茶の収穫の機械化である。 

 

＜指標１－２＞ 普及員強化のための研修パッケージが業務マニュアルに取りまとめられる。

プロジェクトで扱う技術情報やセミナーの内容を取りまとめた業務マニュアルは、先ず、ドラ

フト版が2008年３月に作成された。その後、プロジェクトの中で修正作業が行われ、2009年３月

に 終版が作成された。同版は、トラブゾン県のウェブページ内で閲覧できるとともに、各県の

コーディネーターに配布されている。 

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。 
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＜指標１－３＞ 研修を受けた普及員の75％以上が複合営農化を十分理解する。 

プロジェクトでは、対象地域の営農改善を担う普及人材育成のための研修をセミナー方式で実

施してきた。これらのセミナーは、基礎コース（セミナー１A、１B、１C）、調査コース（２A、

２B）、計画コース（３A、３B）、実施コース（４A、４B）で構成されている。対象６県から、

計72人の農業局スタッフが参加しており、セミナー参加者数の合計は200人となっている。 終

的に、セミナーの理解度テストの正答率６割の参加者の割合は85.1％、同７割以上は71.8％とな

った。 

 

 

 

＜指標２－１＞ モデル地区の80％以上の農民グループにおいて自立的運営体制が整う。 

トラブゾン県のモデル地区で支援を行ってきた女性グループを含む17の農民グループに対し

て、その自立的運営体制の状況を確認する質問票調査が、プロジェクトによって実施された。自

立度を計る基準は、定期的な総会の開催、生産計画の立案、普及サービス受け入れの調整、生産

資機材の調達支援、販売過程でのユニオン・農業組合との調整、運営委員の選定、意志決定及び

メンバーの登録に関する記録の保持が用いられた。質問票調査の結果では、17グループのうち自

立的運営体制が整っていると判断されたグループの割合は80％となった。 

 

＜指標２－２＞ モデル地区でプロジェクトに参加した小規模農家の50％以上において、プロジ

ェクト活動を通じて複合営農が実践される。 

トラブゾン県のモデル地区で、プロジェクトの活動に参加した農家数は総計272であり、その

うちの74％に相当する202戸の農家が、資機材を導入して、複合営農や手工芸を実践するに至っ

た。また、モデル地区の272戸の農家に対して、複合営農を導入、実施しているか否か、質問票

調査を行った結果によると、既に複合営農を実践している農家数は79％となっている。 

 

 

 

＜指標３－１＞ 各県（対象６県）の2010年度の営農改善計画が2009年７月までに作成される。

対象６県の2010年度の営農改善計画は、ドラフト版が2009年８月までに作成され、プロジェク

トチーム側に送付された。その後、同チームは各県農業局（Provincial Directorates of Agriculture：

PDA）を訪問し、それぞれの計画の内容の検証を行った。その結果を受けて、 終版の県営農改

善計画が作成され、MARAのTUGEMに送付された。 

 

＜指標３－２＞ トラブゾン県中期（2010～2013年）営農改善計画（案）が作成される。 

現在、プロジェクトチームの支援によって、トラブゾン県中期（2010～2013年）営農改善計画

が策定中であり、プロジェクト修了までに完成する見込みである。 

 

＜指標３－３＞ 展開地区の50％以上の農民グループにおいて自立的な運営体制が整う。 

展開地区における複合営農導入のための農家支援は、2008年より開始されている。現状におけ

る運営体制の自立状況を把握するために、対象となる21農民グループに対して、上述の指標２－

１と同じ基準を用いて、質問票調査が実施された。質問票調査結果によると、自立的運営体制に

達しているといえる農民グループは全体の29％となった。モデル地区と比較して数値が低くなっ

たことの要因としては、対象となった農民グループに対する支援と活動が実質的には2009年に行

アウトプット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。 

アウトプット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。 
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われ、活動の歴史が浅いことが挙げられる。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。 

 

 

成果の達成において、モデル地区及び展開地区で活動する農家は各PDA普及員と連携し、それ

ぞれの栽培品種ごとにグループを形成して相互の協力の下に活動しており、特に、トラブゾンの

イチゴ栽培農家は、収穫後の販売において大きな成功を収めるに至っている。また、１女性グル

ープは銀細工の製作・販売に活発に活動している。これらの状況から、プロジェクト目標の「対

象地域における営農改善ための振興基盤」は、その基礎が形づくられたといえる 

 

＜指標１＞ モデル地区及び展開地区でプロジェクトに参加した小規模農家の50％以上が、その

営農活動を継続する意志がある。 

プロジェクトに参加した小規模農家数は、モデル地区が272戸、展開地区では322戸であり、そ

の総計は594戸となる。質問票調査の結果によると、86％の農家がプロジェクトで支援された営

農活動を継続する意志を表明している。とりわけ、活動実施期間が長く、数々の会合や指導を通

じて農家とプロジェクトスタッフ間での相互理解が進んだモデル地区の農家の継続に対する意

志は強い。一方で、展開地区の農家では、生産物が販売過程に至る前にプロジェクトが終了して

しまうことに対する不満も多い。 

 

＜指標２＞ モデル地区において普及サービスに対して「不十分」と評価する者の割合が50％か

ら20％に低下する。 

モデル地区において実施されたベースライン調査では、対象とされた農家の50％が政府の普及

サービスに対して不十分と回答した。質問票調査では、同ベースライン調査と同じ設問を用いて、

240戸の農家に対して実施した（調査対象農家は、プロジェクトで支援した農家以外も含まれて

いる）。その結果、普及サービスが不十分と回答した農家は、全体の６％に減少した。なお、プ

ロジェクトの支援を受けていない地域においてもなぜ、PDAによる普及サービスが不十分とする

農家がモデル地区同様に減少したかについては調査内容の更なる検証が必要とされた。 

 

（３）上位目標の達成見込みは以下のとおりである。 

 

 

＜指標１＞ 2013年末までに、対象６県において1,200戸以上の小規模農家が複合営農を実践す

る。 

この指標を達成するためには、各県において、毎年度、２件以上のモデル事業が開始されるこ

とが必要である。そのためには、普及スタッフの拡充を含めたPDAの取り組みの強化とともに、

MARA側の継続的な財政支援が必要となる。展開地域の各県は、今後の活動のために、まずは中

期営農計画の策定が必要とされる。 

 

＜指標２＞ 2013年末において、対象６県の展開地区を担当する普及員の75％以上が営農改善を

指導できる。 

今後、営農改善事業を展開地区で拡大していくためには、おおよそ、各郡に１人の普及担当者

の配置が望ましいと思われる。現在、各農業局において、プロジェクトで実施したセミナーを受

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。 

上位目標１：協力対象地域の小規模農家に営農改善が広まる。 
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講したスタッフは74人おり、各県平均で12人程度となっている。しかし、これらの参加者のすべ

てが、郡レベルでの普及活動に従事するものではなく、かつ、その後に対象地域外のPDAに移動

したスタッフもいる。 

そのため、展開地区で事業を拡大するのには、各郡で普及活動を担う人材を充実させる必要が

あり、MARA側で、大学や研究機関より協力を得つつ、これらの人材に対する研修を継続的に行

う必要がある。 

 

 

 

＜指標３＞ 2013年末において、営農改善を実施した小規模農家の70％以上が、収入が安定また

は増加していると意識する。 

モデル地区のイチゴ栽培のように収入増加をもたらした成功事例を、今後も多く実施していく

ことが必要といえる。そのためには、トラブゾンPDAは、現在策定中の中期営農改善計画におい

て、農民グループに対して、栽培育成のみならず、販売面においても情報の提供と支援が不可欠

であるといえる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 評価五項目として、妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性に係る評価結果は以下

のとおりである。 

 

（１）妥当性 

トルコ政府は第９次五カ年計画において、５つの開発軸の１つとして地域開発を掲げて地

域間格差の是正、農村部からの人口流出の緩和を課題とし、その解決のために、農村地域に

おける収入源の多様化が必要であるとしている。 

また、わが国及びJICAのトルコに対する援助重点分野の１つは「地域間格差の是正」であ

り、「黒海沿岸地域の開発」を取り上げている。 

東部黒海地域の山間部では、主に茶やヘーゼルナッツ栽培によるモノカルチャーで生計を

立てている小規模農家が多く、複合的営農の導入によって、収入の多様化を図り、農村地域

の活性化を行うことへのニーズが高い。そのため、小規模農家に対して、イチゴや果樹等を

導入することで農業の多様化を図り、生計向上を目的としたプロジェクトの妥当性は高い。

 

（２）有効性 

プロジェクト目標は、前述のとおり、その実施期間終了までに達成される見込みである。

そして、プロジェクトが、対象６県のPDAの人材育成を図りつつ、新たな技術や知識を導入

して小規模農家の営農改善の事例を提示した役割は高く評価されている。 

一方で、特に展開地区で導入されたキウイ等の果樹は、栽培後の収穫までに時間を要する。

また、各県農業局のセミナー参加者間のネットワークの構築や「業務マニュアル」の活用が

必要とされている。 

 

（３）効率性 

プロジェクトの活動は、計画どおりに実施され、日本側、トルコ側の投入も有効に活用さ

れた。予算面においては、特にMARAによるモデル事業実施のための経費の負担が効果的で

あった。 

上位目標２：モデル地区の小規模農家の所得が向上する。 
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一方、プロジェクト実施期間中、６人のトルコ側C/Pのうち、３人が転任等で不在となっ

た期間があり、2009年８月まで再配置されなかったため、プロジェクトチームの負担が増加

した。 

 

（４）インパクト 

上位目標は、対象６県において、営農改善を実施する農家数の更なる拡大を掲げている。

本プロジェクト終了後、MARA主導でプロジェクトを実施する際には、各県に対する活動予

算の継続的な支出とともに、普及スタッフの拡充と能力向上が不可欠となる。 

そのほかのインパクトに関しては、１）活動対象地域でモデル農家の活動に触発された近

隣農家が果樹栽培の導入を図る動きが表れている、２）従来は独自の収入源をもたなかった

農村女性がグループ活動によって収入を得るに至った事実は、当該農村地域において１つの

変革をもたらしたことなどが挙げられる。 

 

（５）自立発展性 

以下の観点からプロジェクトの自立発展性は高い。 

１）政策・制度面 

トルコ政府は、第９次五カ年計画や「農業戦略2006～2010」において、地域間格差の是

正と、農村部の収入増加・生活改善を重要な課題としており、低開発地域である東部黒海

地域は今後も重点開発対象地域である。これらの政策を背景にして、MARAは、本プロジ

ェクトを2013年末まで継続する方針である。 

２）体制・財政面 

MARAは、各県のモデル事業実施費として、2009年には80万リラの予算を計上しており、

2010年も同額の予算計上をするとしている。さらに、必要に応じた財政支援が2013年まで

継続される。 

一方、プロジェクトのC/Pは、引き続き、現在のプロジェクト事務所で活動を継続する

こととなるが、トラブゾン県農業局長の管理下に置かれる。そのため、MARAより同県局

長に対して、C/Pがプロジェクトの活動を継承することを保証するよう、レターが発出さ

れる予定である。 

３）技術面 

プロジェクトの活動を担ってきたC/Pや、セミナーを受講した各PDAのスタッフ、及び、

モデル事業に参加した農家グループは、今後もプロジェクト活動で得た知識や技術を維持

し、かつ、複合営農を継続していくことが、質問票調査結果やインタビューで明らかとな

った。 

一方、2009年８月にプロジェクト事務所に配属された３人の新C/Pは、プロジェクトが

実践した手法や技術について、今後も習熟していくことが求められる。今後、プロジェク

トが導入したアプローチを継承し、対象支援農家の拡大を図るために、大学等の研究機関

との協力によって技術的な課題への対応や人材育成が欠かせないと思われる。また、現在、

各PDAスタッフ間では、情報交換や相互の協力を行う機会に乏しいため、これらの人材間

のネットワークを形成し、技術の維持と向上を図ることも重要といえる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）MARAのTUGEMによる各県への活動予算の充当 

MARAのTUGEMは、モデル及び展開地区で実施される活動の実施経費を2007年度以降、
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負担している。このローカルコスト負担は、プロジェクト活動が円滑に実施されることを容

易にするとともに、トルコ側のオーナーシップ意識を大きく向上させた。  

 

（２）農家グループ・女性グループを支える自治体首長の支援 

モデル地区の１つであるCoşandere村の女性グループによる銀細工の作製・販売活動では、

プロジェクト側のみならず、同グループが所属する同村の村長が継続的に支援を行ったほ

か、同村長は、グループメンバーとPDAや郡庁との間の橋渡しや、情報の提供を行っている。

また、国内で開かれているフェアへの参加の奨励等に積極的にかかわった。このことが、グ

ループのモチベーションを高め、活動を維持することに貢献した。 

 

（３）先進農家の存在とリーダーシップ 

展開地区では、プロジェクトの開始以前より、キウイ等の果樹生産を行ってきた農家が存

在し、プロジェクト活動において、これらの農家が、農民グループ形成において強いリーダ

ーシップを発揮する事例があった。 

 

（４）日本人専門家に対する信頼 

モデル地区及び展開地区の活動現場において、日本人専門家への信頼感が厚く、これらの

専門家が活動に存在することが、トルコ側関係者のモチベーションの向上につながった。

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 １）労働許可証の制約による日本人専門家の短期的滞在 

 ２）PDMにおけるあいまいな表現 

 ３）プロジェクト事務所の設置場所 

 ４）プロジェクト実施期間による時間的制約 

 ５）協力対象作物の制限 

 ６）言語の壁 

これらの阻害要因については、中間評価調査時において指摘されており、２）、３）について

は既に解決している。PDM、プロジェクト目標の定義や指標等、内容が検討され、合同調整委員

会（Joint Coordinating Committee：JCC）で正式に承認された。また、プロジェクトの設置場所は、

トラブゾン県内の中央水産研究所となった。一方、１）、５）については、プロジェクト側での

解決が困難であることから、これらを前提条件として、活動が実施されている。４）については、

特に展開地区において、果樹栽培の収穫が数年を要することから、プロジェクト終了後に、MARA

側でフォローすることとなる。６）については、プロジェクトチームに通訳２人を配置すること

で対処している。 

 

３－５ 結論及び提言 

（１）結論 

プロジェクトは、その枠組みにおいて目標を達成し、予定どおり2010年３月で終了する。

特に、新規農業技術の紹介と普及アプローチは、地域の複合農業の導入に効果的であった。

ただし、マーケティングに関するモニタリングと指導、並びに展開地区でのグループ活動と

女性活動の強化も引き続き重要な課題である。 
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（２）提言 

１）プロジェクト終了（2010年３月）までの活動 

プロジェクトでは農民グループによる共同出荷の効果をモデル地区や展開地区で示し

てきた。しかしながら、展開地区での農民グループはまだ販売を始めていない。農民の心

配を緩和するために、販売やマーケティングに関する活動をすること、展開地区の女性活

動支援に特に配慮することが必要である。また、普及スタッフの活動マニュアルの利用の

促進も必要である。セミナーや研修は効果的に実施され、普及スタッフがPDAと農民との

触媒としての活動を進めるための能力が強化された。プロジェクト終了後、セミナーがト

ルコ側により持続的に実施・管理されるためには、セミナーの標準化（コンセプト、モジ

ュール、シラバス、教材、評価）が必要である。 

２）プロジェクト終了（2010年３月）までの関係機関間のネットワークの強化 

県コーディネーター間や普及スタッフ間の活動は限られており、モデル地区や展開地区

での学習機会を増やすことが求められている。そのため、普及スタッフの相互訪問やメー

リンググループでの経験や意見の共有が必要である。農民支援のための代替作物の栽培カ

レンダーや栽培標準の改訂に必要な、現場での試験と普及活動との連携が弱い。普及員、

県コーディネーターやリージョナルコーディネーターにより、農民が 新の研究成果を入

手でき、研究機関が農民のニーズを入手できるような活動の実施を提言する。モデル地区

の農民グループが活動の達成状況や情報を他の農家と共有するためのウェブページの作

成へのプロジェクトチームによる支援が推奨される。 

３）2010年以降のプロジェクト実施・管理システム 

2010年３月以降トルコ側が独自に進める東部黒海地域営農改善計画（DOKAP-TARIM）

の新しい管理システムを構築する必要がある。リージョナルコーディネーターは、毎年の

定期会議やセミナー開催や、対象県の展開地区での円滑な活動の実施のために、調整を行

う事務局の役割継続が求められている。そのためには、リージョナルコーディネーターの

事務所は、中立的な立場を維持するため、引き続き中央水産研究所に置かれなければなら

ない。また、ジェンダー担当の女性の専門家の配置も重要である。プロジェクト予算の流

れについては各県が説明責任を有し、プロジェクト予算をプロジェクトの活動にのみに利

用する。2010年以降、展開地区の増加を考慮し、MARAが予算を徐々に増やすことが期待

される。 

４）プロジェクト対象県への更なる支援 

プロジェクト対象の各県では、プロジェクトの計画策定や活動実施のために関係者間の

会議を行っている。しかしながら、その役割や機能がモデル地域を有するトラブゾン県と

比べ、十分に活用されていない。各県が、MARAの指導によりセミナー参加者で構成され

るタスクフォースを設置することを提言する。各県の中期展開計画を作成するための各県

コーディネーターに対する本邦研修を2010年に実施することを提言する。PDA職員の本邦

研修への参加はPDAのプロジェクトに対する関与の促進の観点から有効である。 

５）将来の支援活動の合同モニタリングシステム 

2010年３月以降、新しい枠組みでトルコ政府により実施されるプロジェクトの進捗を合

同でモニタリングするための新しいモニタリングシステムが構築される必要がある。その

ために、プロジェクトチームが 2010 年３月までに、 2010 年から 2013 年までの

DOKAP-TARIMのPDMと活動（支出を含む）をモニタリングするための標準フォーマット

の作成を支援することが必要である。また、2010年３月以降もJCCを毎年開催するととも

に、トルコ側のDOKAP-TARIMが終了する際には、インパクト調査を日本とトルコが合同
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で実施することを提言する。 

６）東部黒海地域に対する将来の支援 

東部黒海地域総合開発マスタープラン支援の基本的な考えは、トルコの東部地域と西部

地域の地域間格差是正である。農村女性や農民組織のエンパワメントのような農村開発は

地域間格差是正に直接寄与するため、継続支援に対して強いニーズがある。JICAが現在の

プロジェクトに続くプロジェクト形成のための企画調査員を配置することを提言する。

 

（３）教訓 

１）行政区分と事業運営 

プロジェクトでは、対象となる６つのPDA間の調整を行うため、C/Pのなかで、リージ

ョナルコーディネーターを１人、任命した。しかし、トルコでは、広域的な地方行政単位

がなく、リージョナルコーディネーター自身も行政的な権限がないため、PDA間の調整を

行うことは困難であった。当初、MARA本省のプロジェクトに対する関与は大きいもので

はなく、現地のプロジェクトチームへたびたび訪問することで、両者の関係性が改善した

状況がある。しかし、本来は、このようなリージョナルコーディネーターの任命は、MARA

本省によって行われる必要があった。 

２）農村女性支援 

対象地域の農業における女性の役割の重要性は高く、プロジェクトが行った農村の女性

支援は効果的なものであった。しかし、その女性を支援するC/Pには、女性の配置が行わ

れなかった。社会・文化的背景から男性による支援活動への女性出席者は制約される等、

男性による女性活動への支援の効果は限定されるため、もし、女性C/Pが配置されていた

ら、その制約はなく、更なる効果的な活動が実施できたと思われる。 

３）栽培品種の種類と技術支援 

現地で新品種の導入において、日本側生産者保護の観点から、日本政府の農林水産省か

らの技術的支援を受けることが部分的に難しい部分があった。そのため、プロジェクトで

は、代替収入源の作物の一部を短期間に収穫を得ることができる単年性作物から収穫まで

時間を要する永年性作物に変更する必要があり、一部作物についてプロジェクト期間中に

収穫までの一連の営農作業を実施することができなかった。プロジェクト・デザインにお

いては、このような技術的支援が制限されることも十分に考慮し、事前に日本側関係機関

と調整のうえ、適切な作物・品種の選定や協力期間の検討が不可欠である。 

 

 




