
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

担当部：農村開発部第1グループ
水田地帯第3チーム

1．案件名

インド国住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本プロジェクトにおいては、チリカ湖周辺漁村住民の参加の下、協力相手先機関であるチリカ開発公
社（CDA）を中心に、自然資源の持続的な利用・管理、湖の環境モニタリング、パイロットプロジェ
クトによる湖周辺漁村住民の生計の安定・向上を図る活動等を通じて、村落開発支援事業の実施運営
体制の構築を含む事業実施運営体制の整備を行う。これによりCDAにおいてチリカ湖周辺地域におけ
る環境調和型の村落開発支援事業の実施能力が強化されることを目標とする。また、チリカ湖周辺の
環境を保全するためには、周辺漁村住民だけでなく、より広域の一般住民の協力も必要であるとこ
ろ、周辺農業村落住民や流入河川の流域住民に対しても、プロジェクトの実施や環境保全の重要性に
ついての理解を促進し、チリカ周辺地域全体としての持続的村落開発の展開を図る。

（2）協力期間：

2006年6月～2009年5月（3年間）

（3）協力総額（日本側）：

約2.8億円

（4）協力相手先機関：

チリカ開発公社（CDA）

（5）国内協力機関：

水産庁、ラムサール・センター・ジャパン、他

（6）裨益対象者及び規模：

（a）対象地域

オリッサ州チリカ湖周辺の村落（8村）

（b）対象者

（直接裨益者）

パイロットプロジェクト対象4地域から2漁村ずつ約2000人（約40グループ）
チリカ開発公社職員及びプロジェクトスタッフ約50人

（間接裨益者）

チリカ湖の周辺132漁村約12万人（24,000世帯）

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点



インドは現在、順調な社会経済発展により、都市部住民の中間層を中心に所得の向上が見られるが、
人口の7割を占める農村住民については発展の効果は見られず、両者の経済格差が拡大している。こ
のため近年インド政府は人口の26.1％にのぼる貧困層への対応として、農村開発及び貧困対策に関す
る政策に重点を置きつつ、開発戦略に環境配慮が組み込まれなかったことに因る環境悪化が懸念され
る中で、環境上脆弱な地域の保護のため自然資源の持続可能な利用を図るなど、環境保全に配慮した
開発活動を重視している。

インド国内でも最も貧しい州の一つに数えられているオリッサ州は、面積156,000km2、人口は約
3670万人（2001年）で、人口の87％は村落部に居住している。1999～2000年の同州の貧困ライ
ン＊1以下の人口比率は47.2％と極めて高い。また、同州のチリカ湖周辺地域は1981年にラムサール
条約湿地＊2に登録されているが、一方で同湖の水産資源に依存している漁村住民が12万人にのぼ
り、重要な湿地の保全に取組みつつ、深刻な貧困の下に暮らす湖周辺住民のニーズの充足を図ること
が重要となっている。

チリカ湖周辺村落では従来より漁村住民による伝統的漁業が行われており、彼らの収入源及び蛋白源
として住民の生活基盤となっているが、経済的要因や人口増加に伴う漁業資源への圧力の増大、地域
開発による水質悪化に起因した水産資源への影響が懸念されており、限られた湖内の自然資源に多く
を依存した現在の生計手段は、こうした負の影響に対して極めて脆弱である。例えば、1980年代中
のエビ価格高騰以降、資金力を持ったエビ養殖の新規参入者が急増し、種苗用の天然稚エビを含む稚
仔魚の過剰採取により漁獲漁業の水揚げ量が減少するなどの影響を及ぼしている。かかる状況に対応
するため、エビ養殖及び違法な魚網使用取締りや規制のための法律が策定されているが、実効性に乏
しく、これら問題の解決には至っていない。

こうした状況から、1991年にチリカ開発公社（CDA）が設立され、チリカ湖の生態環境保全や湖内
および周辺における領域横断的な開発に取組んでいる。1990年代には、海と湖を結ぶ開口部が砂州
により閉塞し、湖の環境が変化し漁獲が落ち込んだために周辺漁民が大きな打撃を受けた。これに対
しCDAは、砂州の開削などの取組みにより水質改善を行い、漁獲高を回復させ、湖を取り巻く環境を
修復させる等の対応を行ってきた。しかし、自然環境の保全及び持続的な自然資源の利用をベースと
した周辺貧困村落の開発を図るには、漁民を中心とした住民との協働による長期の取組みが不可欠で
あり、水産資源の管理利用についての理解を促進するとともに、CDAを中心とする各種関係機関との
連携体制を構築することが必要である。

このような問題に対応するため、同地域における自然環境保全のためのJICAの基礎調査が2001年に
実施され、湖周辺の零細漁村住民参加の下、環境保全及び持続的資源の利用・管理ができるような
CDAの事業実施能力の向上を目指したプロジェクトが要請された。
＊1 インド政府の定める貧困ライン：月別一人当たり支出が地方部、都市部それぞれ49ルピー、57ルピー以下。
一日一人当り摂取カロリーが地方部、都市部それぞれ2,400カロリー、2,100カロリー以下。
（1973-74時点の物価を基準。実質的には現在約15％物価上昇。1993年国家計画委員会専門家グループによる設定）

＊2 イランのラムサールにおいて1971年に採択された、特に水鳥の生息地として国際的に大切な湿地に関する条約。
湿地には泥炭地、湖沼、河川、海や入り江、干潟、マングローブ湿地や人工的なダムなどがある。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

インド政府による第10次5ヵ年計画（2002年4月～2007年3月）で掲げられた11の主目標の中で、
本プロジェクトは「貧困率の削減」に寄与する。また、同5ヵ年計画の環境関連の構想の開発展望に
おいて、自然資源の持続可能な利用及び環境上脆弱な地域の保護が掲げられており、湿地についても
住民参加型での適切な保全及び管理が率先して行われるべきであると明記されている。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

現在策定作業中の外務省対インド国別援助計画では、重点課題を1）経済成長の促進に資する支
援、2）貧困・環境問題の改善に資する支援、3）人材育成・交流の飛躍的向上のための支援としてい
る。また、JICA国別事業実施計画では、1）貧困対策（主に、保健医療・農業農村開発）、2）経済改
革支援／インフラ整備、3）環境保全を重点分野としており、貧困削減及び環境保全に対する支援を
軸とする本プロジェクトはこれらの援助政策等と合致している。



4．協力の枠組み

協力の対象となるチリカ湖周辺地域の漁村住民の生計安定・向上のためには、貧困削減と人間の安全
保障の観点から、本案件で取組まれる自然資源の有効利用に関するアプローチの他に、安全な飲料水
の確保のための衛生環境の改善、住民自らが現状を認識し変革に取組むための基礎的な教育、医療機
関へのアクセスなど多くのニーズの充足を図る必要がある。このためプロジェクト実施期間中におい
て現地NGOや草の根無償資金協力と連携するとともに、ボランティア事業等のスキームとの連携も視
野に入れた活動を検討する。

本プロジェクトの枠組みは以下の通り。

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

目標：

チリカ地域の環境調和型村落開発に関するチリカ開発公社（CDA）の能力が向上する。

指標・目標値：

パイロットプロジェクト実施に携わったCDA職員数の増加
プロジェクト対象村の漁民の収入向上が実践される世帯の出現
CDAが中心となった自然資源の持続的利用に係る啓蒙活動の実施回数の増加

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

目標：

チリカ地域において環境調和型村落開発が展開される。

指標・目標値：

村落開発の新たな行動計画を策定した村の数

（2）成果（アウトプット）と活動

成果1：

CDA及び漁村住民による湖の自然資源利用及び環境保全のための水産資源管理能力が向上する。

（活動）

1．1 現状に即して漁獲データの調査方法を改良し、漁獲データ収集体制を構築する。

1．2 水産資源管理のための合理的な水質モニタリング調査を実施する。

1．3 自然資源の持続的利用に関し、漁村住民への啓蒙活動を実施する。

1．4 漁獲データ等を分析し、水産資源管理計画（案）を策定する。

1．5 水産資源管理計画（案）を試行する。

（指標）

1．1 漁獲データレポート作成頻度の増加

1．2 水質モニタリングレポート作成頻度の増加

1．3 水産資源管理に関する関係者向け研修の回数と参加人数



1．4 水産資源管理計画（案）を導入した漁民及び漁村の数

成果2：

対象村における漁村住民の生計安定及び向上のための能力が強化される。

（活動）

2．1 CDAと漁村住民＊3が共同して生計安定及び向上のためのパイロットプロジェクト対象村を選定
する。

2．2 パイロットプロジェクト行動計画（漁具漁法改良、エコツーリズム等）を策定する。

2．3 漁村住民によるパイロットプロジェクトの範囲を拡大するため、プロジェクトの一部として識
字・計算能力等の生活向上のための研修を実施する。

2．4 CDAと漁村住民が共同してパイロットプロジェクト行動計画の運営管理を実施する。
＊3 必要に応じて、既存の住民組織や任意のグループを活用する。

（指標）

2．1 パイロットプロジェクト行動計画の策定における集会数と参加者数

2．2 パイロットプロジェクト実施数と参加者数

2．3 識字・計算能力等の生活向上のための研修を実施した村落数

成果3：

CDA及び関係機関によるチリカ湖周辺村落開発支援事業の実施運営体制が強化される。

（活動）

3．1 成果1及び2の活動のため、CDA、関係機関職員に対し、パイロットプロジェクトの立案、実施
及び評価等の必要な研修を行う。

3．2 CDAが中心となり、関係機関を交えたプロジェクトの評価発表会を開催する。

3．3 CDAが中心となり、チリカ湖周辺における環境調和型村落開発に関する指針、教訓及び提言を
取りまとめる。

（指標）

3．1 定期的な関係機関会議の開催回数（パイロットプロジェクト計画・評価及び水産資源管理計画等
の各段階）

3．2 パイロットプロジェクトを踏まえた指針、教訓及び提言の数

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額 約2.8億円）

a）専門家派遣

（長期2名）チーフアドバイザー／農漁村開発、業務調整／環境保全

（短期）水産資源管理、水質モニタリング、漁家経営、漁民組織化促進、粗放養殖、水産加工、漁法
改善、エコツーリズム、手工芸 等

b）供与機材

車両、水質センサー（曳航式）他

c）研修員の受入れ



（本邦研修）年間1‐2名程度

2）インド国側

a）カウンターパート

（地域社会）チリカ湖周辺漁村住民 他

（政府）CDA、州政府水産局 他

b）建物・設備・機材

プロジェクトに必要な事務室、会議室、研究室、電話等

c）プロジェクト活動費 

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

留意すべき外部要因として、以下のものが想定される。

1）前提条件

カウンターパート機関が必要な予算と人員を配置する。

2）プロジェクト目標達成のための外部条件

チリカ湖の上流域における開発事業等により、湖の環境が大きく変化しない。

3）上位目標達成のための外部条件

チリカ湖の環境と開発に関する方向性が変わらない。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

インド国の第10次5ヵ年計画では、貧困削減を重点目標として掲げている。また同計画によっ
て、環境保全についても、生物多様性の保全を念頭に置いた持続的な自然資源の利用、住民参加
による湿地等の適切な管理について明記されており、本プロジェクトはこれらの課題の達成に資
するものであることから、政策的優先度が高い。
インド国内においても、オリッサ州は最も開発の遅れた州の一つであり、その中でも湖の漁業資
源に依存し生計を立てている零細漁村住民は最貧困層に位置づけられる。これら零細漁村住民の
生活能力及び生計向上を盛り込んだ村落開発事業の実施運営能力の強化を目指す本協力の優先度
と必要性は高い。
JICAの対インド国事業実施計画では、貧困対策と環境保全を協力実施上の重点分野としており、
本プロジェクトはその両者のバランスと持続可能な開発の達成を目指すものとして位置づけられ
ている。
チリカ湖はラムサール条約登録湿地であり、類似環境を持つ北海道のサロマ湖、NGOラムサール
センタージャパンなどを通じたチリカ湖保全に係る意見交換や交流等、これまでも日本との結び
つきが非常に強い。本年1月に滋賀県で行われた湿地再生のための国際シンポジウムにおいても
基調講演の中でチリカ湖における環境保全の取組みが事例として紹介されており、地球レベルで
取組まれる湿地保全の枠組みが、我が国の国際協力を得て実施されることは、国際社会において
も高い評価が得られることが期待される。

（2）有効性

環境保全と住民の生活基盤としての資源の持続的利用を両立させるためには、それらを包括的に
管理するCDA等の機関の役割が重要であり、プロジェクトでは特定の地域を選んで村落開発活動



等を行うこととしているが、プロジェクトにおける活動を通じ、プロジェクト対象でない村落に
おいても活動が行えるように、実施体制強化も盛り込んだ形での村落開発におけるCDAの能力強
化を目指している。
パイロットプロジェクトの対象地域選定にあたっては、漁場環境、村落の社会経済条件、主体性
等を総合的に勘案し、最終的に各々の村落の組織に最適な活動を選定する。4地域8村落のパイ
ロットプロジェクトでの実証結果をもとに、村落開発のための活動について将来他地域に展開す
る際に現実的な対応が可能となる。また、これら一連の事業計画・実施・評価を先方機関と漁村
住民が協力して行うことにより、周辺村落開発の実施体制の構築が図られる。

（3）効率性

先方実施機関の主導による対象地域住民に対する環境保全や水産資源管理などの啓発活動が展開
されるところ、より広範な住民にインパクトを与えることができるよう、湖周辺地域に配布され
ている既存のニュースレター、プロジェクト広報、啓発活動記事等を有効に活用する。
本案件では、水質モニタリングや水産資源管理の分野など、長期的支援が必要とされる活動に係
る日本人短期専門家をプロジェクトの前半に集中的に派遣し、その後の成果の発現状況を見極め
ながら、徐々に現地で育成された人材を活用していくことで投入の効率化を図る。
人材のプロジェクトへの投入効率を高めると同時に、インド国内関係機関との連携体制強化を促
進するため、インド国内の研究機関や省庁および帰国研修員等で、当該プロジェクト専門分野に
適切な人材を積極的に活用していくことについて先方政府と合意している。

（4）インパクト

パイロットプロジェクト対象サイトについては、社会経済調査の結果を基に、予め設定しておい
た条件と照らし合わせながら、それらを満たす村落を先方実施機関の主導で選定することとして
いる。これにより、先方側のオーナーシップの下、プロジェクト終了後も選定村落以外の村落を
支援するための基盤になると思料される。
対象サイトの選定は広範な住民協議の実施の過程の中で行われ、当該プロジェクトの対象に至ら
なかった村落についても、プロジェクトの終了後に同様の活動がCDAを中心に実施される体制を
プロジェクト期間中に構築し、住民とCDAの信頼関係を担保することにより住民間での利害衝突
が発生しないよう配慮する。
住民参加による資源量の調査実施や、湖の環境保全に資する水産資源管理とその効果に関する
ワークショップの開催を計画し、それらに対する興味と知識を持つことが期待されることから、
チリカ湖の環境保全に対して正のインパクトが生じると考えられる。
チリカ湖周辺地域の漁村住民人口は約12万人で、湖周辺全体の人口が約17万人であることから
も、裨益人口規模の観点から地域におけるインパクトが大きい。また、パイロットプロジェクト
対象地域以外へ村落開発支援事業が展開されれば、湖周辺住民の貧困削減に貢献する。

（5）自立発展性

事前評価調査時の漁村住民との対話において、日々の漁獲状況の変化から不適切な資源の利用に
対する一定の規制の必要性を訴える声が一部の漁民から出されたこと、更に環境の悪化に伴う漁
獲量の大きな減少を経験していることなどに鑑み、漁民のニーズとして中長期的な資源管理の必
要性は高いと考えられる。CDA及び関係機関による環境保全・水産資源管理及び村落開発支援の
体制が強化充実されれば、今後長期にわたる漁村住民を含むインド国側の主体性及び継続性を高
く保つことが可能である。
インド国は、第10次以前の5カ年計画から貧困層の生活条件の改善を一貫して計画に打ち出して
おり、現政権も農村における貧困対策を優先課題としていることから、政策面の持続性は見込ま
れる。
本案件は、インド国側が既に育成されている人的資源を活かして主体的に行い、日本側は技術面
からそれらを支援、強化することにより、相手国機関のさらなるオーナーシップを図るための協
力であり、プロジェクト終了後もその成果を活かす活動が継続して実施されることが期待され
る。



6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

（1）貧困

本案件は、インド国貧困層の多くが生活する農村部の中でも、特に所得水準の低い漁村住民を受益者
の中心に置き、生活能力及び生計向上を目指す活動を行うことから貧困削減に寄与する。

（2）ジェンダー

本案件で想定される生計向上のための活動の中には、水産物加工や手工芸品の開発など女性の積極的
な参加が期待される。これらの活動は将来的にも女性が重要な担い手となることが見込まれ、資源の
有効利用等に関する知識と技術の普及を図る際には、女性の積極的参加に配慮することが重要であ
る。

（3）環境

本案件では、湖の自然資源を対象としてそれらの資源の維持・管理を図り、また、水質モニタリング
などを通して湖の環境保全についての活動を提案するものであり、自然資源の回復・保全に貢献す
る。

（4）人間の安全保障

1）人々を中心に据え、人々に確実に届く援助：

漁村住民の生計の安定・向上を成果の1つに掲げ、環境保全のみでなく、湖の自然資源に依存して生
活する人々によるそれらの賢明な利用を図ることを目指している。

2）社会的に弱い立場等にある人々に確実に届くことを重視する援助：

インド国内において漁民は伝統的カーストにおける最下層に位置づけられ、本案件ではその漁村住民
を中心に直接的な支援を行う。

3）地方政府のレベルと地域社会や人々のレベルの双方にアプローチし、相手国や地域社会の持続的
発展に資する援助：

漁村住民と行政が共同となってパイロットプロジェクトを策定し、その実施においてCDAを中心とす
る関係機関の支援体制を強化することで、当該地域を継続的に支援する人材や組織の能力を強化育成
している。

4）途上国における様々な援助機関、NGOなどと連携することを通じて、より大きなインパクトを目
指す援助：

本案件実施にあたっては、現地NGOとの連携を不可欠なものと考え、村落における活動においては現
地NGOの経験と既存のネットワークを活用し、住民のレベルまで効果的に届くアプローチを採用す
る。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

メキシコ「ユカタン半島沿岸湿地保全計画」（2003～2008年）JICAプロジェクト
同プロジェクトでは、相手国実施機関である保護区管理事務所を中心とし、行政、住民、観光業
者等湿地に関わる関係者間の効果的連携を促進するための作業部会が設けられ、同管理事務所に
より関係者間の調整を行うことができるようになった。また、代替生計手段を選択する際は、漁
業等の第一次産業による自然環境への影響を和らげるため、環境を保全しつついかに生産活動を
軌道に乗せるか、いかに裨益人口を拡大し、住民の中での公平性を増大させるかが課題と考えら
れた。プロジェクト実施中でも、成果をあげつつある活動については積極的に広報ツールを用い
て発信し、他の地域への伝播を図った。
インドネシア「スラウェシ貧困対策支援村落開発計画」（1995～2001年延長を含む）および
バングラデシュ「住民参加型農村開発行政支援計画」（2000～2004、2005～2010年



（フェーズ2））
両プロジェクトでは、住民の組織強化を図る際に現地NGOを積極的に活用することで、相手国関
係者の継続的な意欲や志気の向上に繋がった。また、プロジェクト開始段階から県レベルの地方
行政が参加することで、行政と村落コミュニティーの協同による活動を行った。それらの教訓を
活かし、本案件においても地方政府及び現地NGOを積極的に活用し、漁村住民自身が主体的に作
成する行動計画に基づいた事業を実施することにより、住民自身の積極的かつ継続的な参加を促
し、プロジェクトの自立発展性を確保することを目指す。

8．今後の評価計画

1. プロジェクト開始後1.5年経過時点（2007年：中間評価）
2. プロジェクト終了の半年前（2009年：終了時評価）
3. プロジェクト終了の3年後（2012年：事後評価）


