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国名
東部黒海地域営農改善計画

トルコ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

東部黒海地域（DOKAP）は、山岳地域に位置するアルトゥイン県、ギレスン県、ギュムシャネ県、オ
ルドゥ県、リゼ県、およびトラブゾン県の 6県にまたがり、トルコでも最も開発の遅れた地域の一つで
ある。同地域の労働人口の 60％は農業に従事しているが、点在する小規模農地により、多くの農民の
生産性は非常に低い。また、地形や天候により、耕作可能な作物は限られており、茶やヘーゼルナッツ
が同地域の主要生産品となっている。しかしながら、生産過多は低品質と価格低下を引き起こしており、
農民は茶やヘーゼルナッツの栽培を基盤とする生計を維持することが難しい状況に陥っていた。

プロジェクトの目的

1. 上位目標：
1） 協力対象地域 6県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。

2. プロジェクト目標：協力対象地域（6県）における営農改善の振興基盤ができる。
3. 課題解決への道筋： 本プロジェクトは、農業技術に関する情報・普及システムを構築し、モデル

地区における複合営農を行うとともに、協力対象地域の小規模農民向けの営農改善計画を策定す
る。また、本プロジェクトは、複合営農の実践により、営農改善の方法論および能力を構築するこ
と、すなわち収入源の多様化を通じた農民の所得安定化あるいは向上を目指す。普及員および小規
模農民の能力強化を通じて、対象 6県への営農改善の普及ともに、モデル地区の小規模農民の生計
向上を図る。

実施内容

1. プロジェクトサイト： アルトゥイン県、ギレスン県、ギュムシャネ県、オルドゥ県、リゼ県、お

よびトラブゾン県の 6県およびモデル地区としてトラブゾン県の 3村（Kuruçm, Coşandere Uğirlu）
2. 主な活動：普及員向け営農改善研修、複合営農および年間営農改善計画に関するマニュアルの作成、

農民グループの形成、モデル地区における複合営農の実践、等
3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 短期専門家 8人
(2) 研修員受入 8人
(3) 機材供与 車両、PC、茶摘み機等、35 品目

相手国側
(1) カウンターパート配置 20 人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務所

協力期間 2007 年 1月～2010 年 3月 協力金額 314 百万円

相手国実施機関
農業農村開発省農業生産開発局（省は、食料・農業・牧畜省（MoFAL）に改組、局は農地改革局に改組）、
トラブゾン県農業局（PDA）、アルトゥイン県農業局、ギレスン県農業局、ギュムシャネ県農業局、オル
ドゥ県農業局、リゼ県農業局

日本側協力機関 NTC インターナショナル株式会社

関連案件

我が国の協力：東部黒海地域開発計画調査（開発調査、1999～2000 年）、東部黒海地域参加型地方開発
人材開発プロジェクト（技術協力プロジェクト、2005～2009 年）、国別研修東部黒海地域人材育成コー
ス（研修、2010～2012 年）、シニアボランティア派遣（野菜栽培・農民組織、2011～2013 年）

他ドナーの協力：農業改革実施プロジェクト（世界銀行、2001～2009 年）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「開発計画」（2001～2005 年、2007～2013 年）に掲げら
れた「競争的な農業基盤の創出」というトルコの開発政策、「農民所得の安定化及び向上に向けた東部黒海地域における農業
基盤の改善」という開発ニーズ及び農業技術の普及および黒海地域の開発を含む農業・漁業分野における向上を重点分野とす
る日本の援助政策と十分に整合しており、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
本プロジェクトでは、①普及員、トラブゾンのモデル村および展開村の農民

の能力開発を通じて、複合営農を含む営農改善のための基盤およびシステムを
構築するとともに、②普及サービスの強化、が図られた。プロジェクト目標①
は、モデル村および展開村の小規模農家により複合営農が導入されていること
から、達成されたと判断される。事後評価時点においても、トラブゾン県のモ
デル村で複合営農を導入したおよそ 70％の農家が、複合営農を継続している。
小規模農家への効率的な技術移転および能力開発については、参加型アプロー
チにより農民グループが自発的に形成された。そうしたグループ活動では、複
合営農の好例を学ぶための視察が行われ、営農技術の普及を可能とした。プロ
ジェクト目標②についても、達成したと判断される。終了時評価時点において、
普及サービスが不十分であるとした農民は 6％であり、事後評価時点でインタ
ビューを行った農民は、プロジェクトで整備された普及サービスに満足してい
るとの回答を行った。

上位目標については、本プロジェクトで育成された普及員によるモデルプロ
ジェクトの実施を含め、本プロジェクトにより対象各県で作成された営農改善計画が実施されたことにより、対象 6県全体で
1,474 戸の農家が複合営農を実践している。また、トラブゾン県のモデル村および展開村の小規模農家は、営農改善により所

トラブゾン県における複合営農で栽培されて

いるキウィフルーツ



トラブゾン県 Yaliköy（展開地区）で導入

されたビニールハウス栽培

得が向上したと認識している。
さらに、対象県における農村女性を取り巻く社会経済環境における正の変化が確認されている。例えば、本プロジェクトの

活動として設立されたトラブゾン県コサンデレ女性グループのメンバーは、自分たちで制作した手工芸品を販売し、収入を得
ている。

以上より、本プロジェクトの有効性・インパクトは、高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

東部黒海地域 6 県にお

ける営農改善のための

基盤・システムの構築

（指標 1）モデル地区および展開地区でプロ

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思がある。

（プロジェクト完了時）達成。86％が農民グループに参加（594

戸、うち、モデル地区 272戸、展開地区 322戸）

（事後評価時）トラブゾン県においては、モデル村 510 戸が営農

改善に係る情報にアクセスしており、371 戸が複合営農を継続し

ている。

（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。

（プロジェクト完了時）達成。農民の 6％のみが、普及サービス

が不十分と回答。

（事後評価時）モデル地区の農民へのインタビューでは、プロジ

ェクトで整備された普及サービスに満足と回答しているが、植物

の病害予防等、プロジェクトでは扱われなかった問題について、

さらなる技術支援が必要とされている。

(上位目標 1)

対象 6 県の小規模農家

への営農改善の普及

（指標 1-1）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。

（事後評価時）6 県で合計 1,474戸の農家が複合営農を適用。（こ

のうち、トラブゾン県モデル地区で 371 戸、トラブゾン展開地区

で 465 戸、その他 5県で 465 戸）

（指標 1-2）2013 年末までに対象 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

（事後評価時）展開地区で農民に対し複合営農を直接指導してい

る普及員は 48名（育成された 125 名の普及員のうち 38％）

(上位目標 2)

モデル地区の小規模農

家の生計向上

（指標 2-1）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。

（事後評価時）インタビューを行った農民全員が、改善の水準に

は差異が認められるものの、複合営農の実践により所得が向上し

たと回答。

出所：終了時評価報告書、対象 6県の農業局、農民へのインタビュー（モデル地区 3村 15 名、展開地区 4村 16 名）

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、かつ、協力金額・期間は計画内に収まり（それぞれ計画比
98.1％、97.5％）、効率性は高い。

4 持続性
政策面では、本プロジェクトで導入された営農改善の普及は、第 9次開発計画に

おいて、農業システムの効率性の改善およびより高度な組織化と競争力の創出に焦
点を当てていることにより裏付けられている。また、制度面では、対象 6県におけ
る営農改善の普及制度は、十分に機能している。行政官および普及員についても、
十分な人数が配置されている。MoFALおよび各県の農業局の 3名が普及サービスを
担当している。また、プロジェクト終了後の 2010～2012 年にかけて、125 名の普及
員が育成され、そのうち 48名が対象 6県の複合営農の指導にあたっている。さら
に、ほとんどの農民グループが営農改善に係る活動を継続している。技術面では、
MoFAL によると、MoFAL および各県の農業局の職員、普及員および農民グループは、
本プロジェクトを通じて習得した営農改善に係る知識・技術を維持している。新た
に活動に参加した普及員や農民への研修は、トラブゾン県農業局により、継続され
ている。しかしながら、農民からは、病害や生産の変動等のプロジェクト期間中に
経験されなかった問題が、プロジェクト終了後に生じており、こうした課題に対す
る更なる普及サービスの向上が必要とされている。さらに、新たに導入された果物
等の農産品については、プロジェクト終了後に初めて収穫されており、農民らはこ
れらの農産品の販売に関する知識・スキルを必要としている。こうした農民のニーズに対応するため、MoFAL と JICA は、シニ
アボランティアの派遣と普及員への研修により、プロジェクトにおける支援を行っている。財務面では、営農改善のモデルプ
ロジェクトの実施のため、MoFAL は必要な予算を対象6県の農業局に配分しており、各農業局は営農改善の普及のため予算を
執行している。対象 6県の予算総額は、2010 年 845 百万トルコリラから 2012 年 990 百万トルコリラに増額されている。以上
より、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標および上位目標を概ね達成した。プロジェクト終了後も、複合営農を基盤とする営農
改善モデルは、トラブゾン県のモデル村および展開村、他県の展開村の小規模農家により導入・維持されている。本プロジェ
クトで導入された営農改善は、トラブゾン県の農民の収入向上に貢献している。さらに、営農改善モデルは、普及サービスの
強化を通じて、対象 6県の小規模農家に普及されている。持続性については、営農改善の普及は国家開発計画により裏付けら
れており、普及員や農民への研修を含む、行政・普及システムは、中央および県レベルで十分に機能している。加えて、本プ
ロジェクトで育成された普及員および農民は営農改善に係る知識・技術を維持している。病害予防や新規作物の生産管理など、
プロジェクトで取組が行われなかった技術的な課題については、JICA の支援のもと、MoFAL が取組を行っている。また、営農
改善普及に必要な予算は MoFAL により確保されており、対象 6県の農業局が予算執行を行っている。以上より、総合的に判断
すると、本プロジェクトの評価は非常に高い。

Ⅲ 教訓・提言



実施機関への提言：

【食料・農業・牧畜省】

・果樹等の作物については、収穫に数年を要することから、農民への技術支援を引き続き行うことが求められる。また、当該
分野の専門家と共同して、農業生産の安定化を図るため、普及員が妨害予防や生産管理などの課題に対応するための知識・技
術を身に付けることが必要とされる。
・農業生産による収入を得るため、初めて収穫される農産品のマーケティング・販売は重要である。そのため、普及員とマー
ケティングの専門家による協働が求められる。

JICA への教訓：
・事業期間が限られているため、事業完了後、病害予防、生産量変動への対応等の課題には実施機関や農民が対応することが
想定されていた。しかし、プロジェクトの効果発現・継続とその持続性を確実にするためには、これらの予期された課題につ
いても終了後の実施機関の対応任せとせずに、プロジェクト活動として取り組めるよう、プロジェクト期間を確保する必要が
ある。
・グループ活動への支援は、農業技術の普及のみならず、所得創出活動の普及としても有効である。農民グループは、モデル
サイトの視察を通じて好例を学び、またメンバーの協力のもとこうした学びの実践を促進することにつながる。また、グルー
プ活動は、農村女性グループによる手工芸品の生産、販売など、その他の所得創出活動も促進した。


