
i 

終了時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：トルコ国中央アジア・中東向け自動制御技術

普及プロジェクト 
分野：教育-職業訓練・産業技術 

教育 
援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA トルコ事務所 協力金額（評価時点）：224,317 千円 

協力相手先機関：国民教育省（MoNE） 
技術教育・職業訓練総局（GDVTE）

協力期間：2012 年 2 月～2015 年 4 月 日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

トルコ共和国（以下、「トルコ」と記す）では、1990 年以降の製造業の急速な拡大に伴い、

製造業技術者、特に中堅技術者の質的、量的ニーズを満たすことが急務とされ、トルコ政府は

本分野の人材育成を開発計画の重点課題と位置づけ、取り組んできた。このような政策を受け、

教育システムの向上にかかる取り組みも進められてきたが、産業界からのニーズが高まり、更

なる人材育成強化が喫緊の課題となった。このような背景の下、トルコ国民教育省（Ministry of 
National Education：MoNE）はわが国の支援を受けて、2001 年から 2006 年にかけて、自動制御

技術を備えた人材の育成のための技術協力プロジェクト「自動制御技術教育改善計画」を実施

し、アナトリア西部のアナトリア職業高校イズミール校及びアナトリア中部に位置する同高コ

ンヤ校に自動制御技術（Industrial Automation Technology：IAT）学科を設立した。 
この成果を受けて、同省では、国内各地のアナトリア職業高校 20 校に IAT 学科を新設した。

さらに、イズミール校の付属施設として、IAT トレーナー養成のための教員研修センター

（Teacher Training Center：TTC）も設立するに至った。これらの拠点校や TTC での研修を基に、

国内における産業人材技術教育の普及に取り組んでいる。 
上述プロジェクトが終了を迎えるころ、トルコでは「第 9 次開発計画（2007～2013 年）」が

策定され、同計画においても「人的資源の開発」が主要目標の 1 つに掲げられ、引き続き当該

分野への取り組みが重視されることとなった。このような背景もあり、前身プロジェクトの成

果を受けて 2007 年から 2010 年にかけて、技術協力プロジェクト「自動制御技術教育普及計画

強化プロジェクト（The Project on Strengthening the Program of Expanding Industrial Automation 
Technologies Department：SPREAD）」を実施し、TTC における教員研修の実施体制整備を進め

た。TTC では、各地に新設された IAT 学科のために、16 コースの教員研修カリキュラムとシラ

バス教材などを開発したほか、2010 年のプロジェクトの終了時評価までに、国内の職業高校か

ら 727 名を対象とする教員研修を実施した。TTC ではその後も独自に e-learning システムの導

入や民間企業の従業員を対象とした実務者研修を行い、産業技術に携わる教員研修の実施・運

営体制の強化を図った。 
これまでの JICA との協力を基に、MoNE は TTC における研修を通して、トルコ周辺国の技

術教育・職業訓練能力向上をめざし、中央アジアや中東地域への展開を検討。IAT（電気・電

子技術、メカトロニクス、機械技術、ICT を含む）職業訓練校教員を対象にした研修を計画し

た。トルコ政府の要請を受けた日本国政府が、2011 年 11 月に JICA 詳細計画策定調査団を派遣

して技術協力のフレームワークをトルコ政府と合意した。国内では、MoNE がトルコ国際協力

調整庁（Turkish Cooperation and Coordination Agency：TIKA）にプロジェクト実施に係る協力を

要請し、トルコ国中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト（以下、「本プロジェク

ト」）は 2012 年 2 月に開始に至り、2015 年 4 月まで実施されることとなっている。 



ii 

１－２ 協力内容 
(1) 上位目標：対象国で IAT に関する技術教育・職業訓練能力が向上する。 

 
(2) プロジェクト目標：対象国教員の IAT に関する技術教育・職業訓練能力が向上する。 

 
(3) 成果（アウトプット） 

1) ターゲット・グループの研修が適切に計画される。 
2) ターゲット・グループに対して効果的に研修が実施される。 
3) フォローアップシステムが構築される。 

 
(4) 投入（2012 年 2 月～終了時評価時点） 

日本側： ・ 日本人専門家：専門家 5 名（合計 29.6 人/月） 
・ 本邦研修：合計 3 名 
・ 供与機材：66,507 ユーロ（約 910 万円）相当 
・ プロジェクト運営費：100 万トルコリラ（約 4,820 万円） 

トルコ側： ・ プロジェクト要員：プロジェクト・ディレクター（1 名）、プロジェクト・

マネジャー（1 名）、常時 5 名～7 名のカウンターパート（Counterpart：
C/P）、並びに TIKA より 1 名が合同調整委員会（Joint Coordination 
Committee：JCC）委員、1 名～3 名の職員がプロジェクトの支援にあた

った。 
・ プロジェクト施設：プロジェクト事務所スペースと実験室 5 室 
・ プロジェクト資機材：合計 301,046.35 トルコリラ（約 1,450 万円）相当 
・ プロジェクト運営費：829,536 トルコリラ（約 3,990 万円）  

２．終了時評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総  括 植木 雅浩 JICA トルコ事務所次長 

協力企画 1 近内 みゆき JICA トルコ事務所企画調査員 

協力企画 2 エミン・オズダマル JICA トルコ事務所シニアプログラムオフィ

サー 
評価分析 津曲 真樹 有限会社アイエムジー・パートナー 

調査期間：2013 年 9 月 15 日～27 日 評価種類：終了時評価 

３．調査結果の概要 

３－１ 調査結果の要約 

(1) 成果の達成状況 
成果 1「ターゲット・グループの研修が適切に計画される」に係る指標は、それらすべ

てが終了時評価時点までに満たされていることから、成果 1 は達成されたと考えられる。

終了時評価（2014 年 9 月実施）の時点で、いまだ 4 コースの研修の実施を控えている段階

である。しかしこれまでの実績から、それぞれの指標を満たす可能性が高いことから、成

果 2「ターゲット・グループに対して効果的に研修が実施される」は達成される見込みで

ある。 
TTC 側では、ウェブベースの情報システムとフォローアップ調査の実施に対し、十分な

準備が行われた。しかし、実際にシステムが機能するようになるには、研修効果の評価に
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係るデータ収集の段階で研修参加者の関与が不可欠であるが、実際の関与は十分とはいえ

ない状態である。言語の壁やインターネット接続の問題などを乗り越えることが課題だが、

この状況は安易に好転するものでないことが明白である。そのため、成果 3「フォローア

ップシステムが構築される」の達成見込みは、研修参加者がどの程度フォローアップに関

与するかのレベルに準じる。 
 

(2) プロジェクト目標の達成見込み 
国別研修の対象国別に設定された国別指標、並びに合同研修に参加したグループに対す

る合同研修用指標が満たされる可能性は一様でなく、カザフスタンとパキスタンについて

は高い一方で、アゼルバイジャンについては低く、合同研修においては中程度である。そ

のため、プロジェクト目標「対象国教員の IAT に関する技術教育・職業訓練能力が向上す

る」の全体としての達成可能性は中程度である。 
 

(3) 上位目標の達成見込み 
指標の達成には、投入資源（金銭的、技術的、及びロジスティックスの観点から）が必

要である。それらは、参加国自体の MoNE の取り組み、あるいは外部リソースによる支援

を通じたもののいずれかによる。インパクトが発現しつつある事例として、カザフスタン

が挙げられる。同国では本プロジェクトのパイロット校が、日本の中小企業のカザフスタ

ンへの進出を支援する日本政府による資金や、世界銀行によるカザフスタン教育機関に対

する支援等別のリソースを獲得したことが成果発現に影響している。4 校のパイロット校

のうち 3 校において、IAT コースが開始されており、設備購入の準備も進められている。

そのような補完的支援の大部分は、プロジェクトによって仲介され、プロジェクト活動の

一部としてカザフスタンへの働きかけが行われたものである。上位目標「対象国の IAT に

関する技術教育・職業訓練能力が向上する」達成のために必要とされるこの種の補完的支

援は、プロジェクト期間終了後に他の参加国に対して提供されることはない。そのため、

上位目標（基本的に、実施機関自体によるプロジェクト期間「後」の取り組みによって達

成される目標）の達成見込みは中程度である。 
 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 
本プロジェクトの妥当性は、①トルコ政府の、特に近隣国に対する国際協力に係る政策

との整合性、②MoNE の産業技術教育・職業訓練に係る戦略・方向性との整合性、③参加

国のニーズとの整合性、④日本の ODA 政策との整合性、⑤日本の協力が有する経験や技

術の比較優位から、高いと評価される。 
 

(2) 有効性：中程度 
指標が規定するプロジェクト目標達成の見通しは、カザフスタンとパキスタンについて

は高く、アゼルバイジャンは低く、合同研修対象国については中程度と混在していること

から、プロジェクト全体としての有効性は中程度と評価される。指標達成度がより高いカ

ザフスタンとパキスタンの場合は、成果 1 におけるエクゼクティブマネジャー及び技術教

育・職業訓練教育分野の管理職を対象とした国別研修が、その後の活動に対する参加国の

MoNE 上層部の関与につながっている。なかでもカザフスタンの場合は、プロジェクト成

果の達成が、IAT パイロット校に対するプロジェクトの外からの投入資源や取り組みと同
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時進行で進んでいた。その例が、日本の中小企業のカザフスタンへの進出を支援する日本

政府による資金の、本プロジェクトのパイロット校への供出や、世界銀行によるカザフス

タン教育機関に対する支援である。 
さらに、成果 3 によって示されたのは、C/P と参加者間が直接やり取りできるコミュニ

ケーション手段がなければ、達成の見込みはより限定的になるということである。研修参

加者の応募手続きは、TIKA が担っていたが、国別の事情に影響されることがあり、時に

技術要件を満たさない候補者が採用されるケースに至った。 
 

(3) 効率性：高い 
投入と成果の関連性を、以下の 5 つの観点にかんがみるとプロジェクトが結果を導いた

点から、プロジェクトの効率性は高い。 
1) 投入と成果の関連性 

研修スケジュールはトルコの年間スケジュールに沿って作成された。参加国によって

会計/事業年度が異なる場合があることを考慮すると、その実態を踏まえて研修実施に最

適な時期を見極めることができれば、投入と成果の関係における効率性を更に向上させ

ることができた可能性がある。しかし、年間スケジュールについては、事前に十分に練

られ、必要に応じて JCC との綿密な協議の下で十分な調整を行い、投入を成果に転換さ

せた。期待どおりに投入が成果に転換されなかった唯一の課題点は、（調査に対する無回

答など）C/P が研修を受けた、もしくはこれから研修を受ける参加者との直接的なコミ

ュニケーションチャネルをもてなかった場合に発生した。 
2) 成果レベルの達成  

プロジェクトの開始時点で設定された重要な前提条件（「国別研修対象国におけるニー

ズ調査の結果として、当該国政府が調査チームの推奨する対象機関と内容を承認する」

並びに「研修内容の特定化に関する協議が、合同研修対象国間で実施される」）は、成果

の産出を支える条件として大方満たされた。 
3) 日本による投入の適切さ 

投入は予定どおりに実行された。しかし、計画段階では予測されなかった状況（先行

プロジェクト時代の C/P の多くの離脱により、本プロジェクトの開始時点で C/P 規模が

約 25 名から 7 名まで減少し、その数はさらにマズハルゾルル工業高校（Mazhar Zorlu 
Technical and Industrial Vocational High School：MZTVH）の人材要請により 5 名にまで減

少した）を考慮し、効果的なプロジェクトの実施のため追加の投入が求められた。この

関連で、カリキュラムデザインの指導を行う短期専門家が投入された。この投入は日本

側とトルコ側の双方から高く評価され、このような介入がプロジェクトのより早い時点

で行われればなお効果的であった、という意見が述べられた。 
4) トルコ側による投入の適切さ 

トルコ側もまた、プロジェクト活動を支援するための投入資源の確保に努めた。最も

困難を伴ったのは、C/P の配置であった。TTC において計画された活動に必要な人材は、

年間当たり 77.7 人/月と算出され、7 名のフルタイムの人材配置が求められた。しかし、

この仕事量を 5 名の C/P が担うこととなり、1 名のフルタイムの職員よりも負担の多い

状態のなかで、各自が責任をもって業務にあたった。 
トルコ側はまた、初年度と第 2 年度において、TIKA の予算より資機材の調達も行っ

た。あらかじめ予測できなかった状況により、第 3 年度用として計上された 50,000 トル

コリラ（約 240 万円）はまだ支出されていない。MoNE と TTC によると、近い将来にこ
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の予算も執行される見通しである。 
5) 関係機関が当初締結したコスト負担割合の遵守 

全般的に、R/D において締結されたコスト負担割合に関する同意である、「JICA の負

担分はコスト全体の 70%を超えないこと」について遵守されており、2014 年 9 月までの

JICA による貢献は全コスト（実績値に基づく）の 55%である。 
 

(4) インパクト：中程度 
カザフスタンにて発現しつつあるインパクトとして、プロジェクトとは別の投入資源が

成果を産出するために獲得されている（日本の中小企業のカザフスタンへの進出を支援す

る日本政府による資金の、本プロジェクトのパイロット校への供出や、世界銀行によるカ

ザフスタン教育機関に対する支援にパイロット校が含まれた等）。4 校のパイロット校中 3
校において IAT コースが開始され、機材購入の手配が現在進められている。そのような補

完的支援の大部分は、プロジェクトによって仲介され、プロジェクト活動の一部としてカ

ザフスタンへの働きかけが行われたものである。授業自体は既に進行中であるが、コース

を通じて提供される知識と技能の質を確保するために、本プロジェクトのトルコ C/P を第

三国専門家として派遣することが、MoNE、TIKA、及び JICA 間の協議にて合意されてい

る。現在準備が進められており、実現すれば上位目標の達成に貢献することが期待される。 
この種の追加的支援は、プロジェクトが同様の、積極的な働きかけを他の参加国へ行わ

ない限り、プロジェクト期間の終了後に他の参加国に対して提供されることはない。その

ため、上位目標（基本的に、実施機関自体によるプロジェクト期間「後」の取り組みによ

って達成される目標）の達成見込みは中程度である。 
 

(5) 持続性：中程度 
下記の観点を総合的にかんがみ、プロジェクトが達成した成果が持続する可能性は中程

度と評価される。 
1) 制度面 

プロジェクトに係るそれぞれの役割と責任については、R/D に明示されており、次の

ように、MoNE、TIKA、TTC の間で理解されている。MoNE は、プロジェクトの実施と

管理に関する全体的な責任を担い、すべての利害関係者に対する全体的な調整もその責

任の範疇として管理する。TIKA は、対象国の出先事務所との調整により、参加者と関

連機関との連絡役として、研修の実施に係る調整を行う。TTC は、研修の企画と実施の

担当、並びに参加者に対して、研修後のそれぞれの国での実務に資するためのフォロー

アップの提供を行う。しかし、国際研修プログラムの実施では、期待される結果を導く

ために設定された過程を完全にコントロールできないことが多く、繁雑な対応が求めら

れることを、それぞれの関係者が十分に把握したうえで対応する準備ができていたかは

明白ではない。 
各組織にはそれぞれの任務領域があり、その制約により、新たなニーズに対し柔軟な

対応ができないことがある。例えば、技術的な問題の対処を行うのは TTC がふさわしい

が、同組織は共通の言語を有しない海外の研修参加者とコミュニケーションをとる立場

になく、またその能力も不十分である。そのような状況では、プロジェクト傭上の通訳

による介在が必要となった。将来的にもこのような煩雑さは残ることから、課題の 1 つ

1 つを協働による努力によって対処していることは評価されるが、プロジェクト完了後

の制度面の持続性確保の観点から不安が残る。 
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2) 技術面 
本プロジェクトを通し C/P は、教員のための IAT 研修の計画、実施、モニタリングそ

して改善における調整・管理・運営面の能力を強化させた。一般的に 1 つのコースが試

行され、改良され、そして標準化されるまでには、およそ 3 回の実施を要する。IAT の

基礎、中級、上級コースから成る、十分に練られた研修パッケージを C/P が提供できる

ようになるには、特に、上級コースに関しては経験が少ないことから、上級を含め更に

数回のサイクルの施行が望ましい。プロジェクトを通じて、彼らの IAT 分野の指導者と

しての専門性は、周辺国で比較優位をもつものであり、トルコにとって重要な財産とな

るということが証明された。その知識は、トルコ政府が掲げる、製造業における国際競

争力の強化のための能力向上ビジョンに貢献できるものである。そのためにも、彼らの

有する専門知識が近隣諸国とのやり取りのなかで活用され続け、その過程で生まれる結

果が国内における更なるイノベーションに注がれ、トルコの競争力向上につながること

が望まれる。 
3) 財務面 

予算に計上された資金は、大方確保されている。財政面の持続性には、継続的な努力

が求められる。 
4) プロジェクトが達成する成果の持続性に影響を与える、その他の要因 

プロジェクトの期間中、TTC の持続可能性に関する徹底的な協議が行われた。現時点

では、MZTVH 付属のサービス提供機関としての位置づけは、プロジェクト期間後も継

続されることと見込まれる。TTC に対するニーズは、その目的が自国の国内研修、ある

いはトルコ政府の国際協力を強化するという国家政策の実施部門としてであっても、継

続すると予測される。ゆえに、TTC の維持は、共通アジェンダとして優先されるべきで

ある。 
 

３－３ 結論 

本プロジェクトの妥当性は、①トルコ政府の、特に近隣国に対する国際協力に係る政策との

整合性、②MoNE の産業技術教育・職業訓練に係る戦略・方向性との整合性、③参加国のニー

ズとの整合性、④日本の ODA 政策との整合性、⑤日本の協力が有する経験や技術の比較優位

から、高いと評価される。 
指標が規定するプロジェクト目標の達成の見通しが、カザフスタンとパキスタンについては

高く、アゼルバイジャンは低く、合同研修対象国については中程度というように混在している

ことから、プロジェクト全体としての有効性は中程度と評価される。 
効率性は、①本プロジェクトの投入の結果、成果をもたらせていること、②成果の達成度、

③日本による投入の適切さ、④トルコによる投入の適切さ、並びに⑤関係機関が当初締結した

コスト負担割合の遵守により、高い。 
国別研修の対象国別に設定された国別指標、並びに合同研修に参加したグループに対する合

同研修用指標が満たされる可能性は一様でないことから、プロジェクト目標の全体としての達

成可能性は中程度であり、よって、インパクトは中程度である。 
プロジェクトの持続性もまた中程度であり、これは実施機関の現在の制度面、技術面そして

財政面に対する総合的な評価に基づくものである。 
 
３－４ 提言 

(1) 技術面の持続性を担保するための、十分に練られた IAT 研修コースパッケージを通して
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のフォローアップ（MoNE、TIKA、JICA、TTC 向け） 
終了時評価の過程において、プロジェクトによって生みだされた成果の技術面における

持続性は、プロジェクトにかかわったすべての関係者にとって最も重要な共通アジェンダ

であることが明らかになった。そして、プロジェクトの完了までに上級コースの実施が 1
回しか計画されていないことに関して、懸念の声が聞かれた。その理由として、IAT 研修

コースパッケージ（基礎、中級、上級）を構築するためには、1 回の開講では上級コース

のプログラムを十分にテストし、また改良することができない可能性が指摘された。 
そのような事情を踏まえ、終了時評価団はあらかじめ合意された基準（例えば、IAT 部

門設立を後押しするための投入資源を国内に有するかどうか等）に基づいて、プロジェク

トが培った技術面の持続性を担保するために、研修プログラムを試行の段階から改良でき

るよう、参加国のうち選定された国を対象とする追加研修の企画・実施を行うべく、プロ

ジェクトを一定期間延長することを提言する。この提言は、MoNE の事業計画に含まれて

いる、TTC が 2015 年 4 月より実施する現職職員研修の妨げにならないことを、評価団は

C/P と確認済みである。この提言を実現可能な形に落とすために、各機関それぞれ以下を

検証し、近い将来 JCC にて活動手順を合意することが求められる。 
・ TIKA：既に終了時評価団に確約しているとおり、プロジェクト参加国に打診し、追加研

修に関するそれぞれのニーズや参加意思等に関するフィードバックを収集する。（パキス

タン、パレスチナ、カザフスタンについては、既に TIKA の現地事務所によって、IAT
プログラムは非常に有益というフィードバックが得られている。さらに、カザフスタン

とパキスタンの政府関係者からは、上級コース研修のニーズも伝えられている。） 
・ TTC：TIKA が収集したフィードバックに基づき、既に計画されている 2015 年度の現職

職員研修に加え、各国のフォローアップ研修の実施に要する時間と実施時期について概

要をまとめる。 
・ MoNE：上記 TTC の分析による見通しに基づき、プロジェクトによるフォローアップ研

修を実施可能とするスケジュールを決定する。 
・ JICA：上記の TTC の分析による見通しに基づき、フォローアップに必要な投入資源、及

び JICA が提供可能な予算を算出する。 
・ JCC：上記事項につき協議し、フォローアップに係る合意を形成する。 

 
(2) 言語/その他の理由でアクセスが難しい参加者との研修終了後のコミュニケーション 

（TTC、TIKA 向け） 
研修参加者帰国後に行われるウェブを使用したフォローアップの過程で、C/P が数多く

の課題を経験した。主に、C/P と参加者間の共通言語の欠如や、参加者側の国内における

インターネット規制などのアクセスにかかわる課題が挙げられる。そのため、残りの研修

コースについて、そのようなリスクの高い参加者については、①TTC で当該者のプログラ

ムを担当する C/P、②TIKA 本部の担当者、③当該者の本国の TIKA 事務所の窓口担当者、

による支援システムが構築されるべきである。また、これらの関係者がトルコ側と当該国

の間に参加者のためのネットワークを構築していることを事前に参加者に知らせ、だれが

これらのメンバーかについて、連絡先とともに伝えるべきである。 
また TTC 到着後は、C/P は参加者と研修終了後のコミュニケーション方法について協議

すべきである。研修後のコミュニケーションを着実に維持するためには、このようなネッ

トワークが有益であることを認識してもらう必要がある。 
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(3) 第三国専門家の派遣（MoNE による TIKA、JICA、TTC との調整） 
研修参加者が帰国後、実際に授業を行う際の知識と技能の質を確保するため、JCC の助

言の下、本プロジェクトのトルコ C/P を第三国専門家として派遣することが計画されてお

り、2015 年初旬に実施見込みである。この派遣の実現は画期的な出来事であり、プロジェ

クトを通して C/P がどれほどの知見・能力を備えたかを証明するものである。プロジェク

トの具体的な結果の証しとするためには MoNEのリーダーシップの下で入念な事前準備が

求められる。 
 

３－５ 教訓 

・ ウェブベースのリソースの活用（成果 3 に関連） 
IT に依存した情報共有システムに対する需要が今後も増加するなかで、プロジェクトの受益

者が IT に詳しく、サービスに対し容易にかつ安価でアクセスすることができ、また双方のコ

ミュニケーションを可能にする共通言語があるかに注意を払うべきである。 
・ 研修終了後のフォローアップ策定（成果 3 と関連） 

研修終了後に双方向のコミュニケーションを継続させるためには、関係継続の利点について

共通の認識をもつことが重要である。 
・ 参加国における高位の意思決定権者の理解と早期の関与の必要性（プロジェクト目標に関連） 

パキスタンの事例が示唆するように、早い時点における高位の意思決定権者のコミットメン

トにより、その後の円滑なオペレーションが可能となる。 
・ 上位目標の適用性（上位目標に関連） 

プロジェクトでいうところの上位目標は、プロジェクトが達成したことを促進するために実

践機関の努力により導き出される、（プロジェクト終了後 3〜5 年という）長期的に予想され

る取り組み成果を指すものである。本プロジェクトの上位目標は、本目標の実現のためには

実質的な前提条件となる、大規模な投入（例として、IAT 機材の購入）を考慮に入れていな

い。 
・ 三角協力を支援するための、第三国内の投入資源の動員（全般） 

トルコのような新興国において第三国支援を行う際、支援の授受の関係は協働パートナーの

関係へと変化している。そこでは、二国間協力では明確な、援助提供側に対する受け手側の

直接的な説明責任は確立されない。JICA は当該国事務所が窓口となり、プロジェクト実施機

関に対して支援を提供する一方、実施機関はその先の第三国の受益者に支援を提供する。そ

の第三国の受益者に対して JICA 当該国事務所は直接コンタクトするアクセスを有しない。

本プロジェクトでは、対象国内で獲得できる投入資源を動員して運営した。JICA の各国別事

務所の支援による二国間の枠組みに加えて、カザフスタンの例のように、プロジェクトでは

その他の資金源（世界銀行や日本外務省）にアクセスし、対象国の機関の支援と組み合わせ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
  




