
 

評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：エチオピア国 案件名：ベレテ・ゲラ参加型森林管理計画 

分野：自然環境保全・森林資源管理/保全 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部森林・自然環境保全

第２T 

協力金額（評価時点）：3.62 億円  

(R/D): 2003 年 10 月 1 日～ 

2006 年 9 月 31 日 

先方関係機関：オロミア州農村土地・自然資源

管理局(OARDB) 

(延長): 日本側協力機関： 

(F/U) : 他の関連協力：特に無し 

 

 

協力期間 

(E/N)（無償）   

１-１ 協力の背景と概要 

エチオピア国（以下「エ」国）は、かつては国土面積の約 35％（約 42 百万 ha 相当）が

森林で占められていたといわれるが、不適切な土地利用や過度の森林伐採、人口増加等に

より、森林は面積的にも質的にも減少・劣化した。国連の報告によると、2000 年時点では

森林面積は約 4.5 百万 ha にまで減少し、森林保全のため管理されている土地は、国土面積

の約 2％のみであるとされている。 

こうした事態に対処するため、「エ」国政府は全国森林優先地域（NFPA、現在は州森林優

先地域；RFPA）の選定等、森林保全のための施策を打ち出しているが、その実施は十分で

はない。  

このような状況に対処すべく、JICA は「エ」国政府からの要請に基づき、同国の中でも

貴重な森林生態系を有している南西部地域の森林保全に関するマスタープランの策定を目

的とした、開発調査「エチオピア国南西部地域森林保全計画調査」（1996 年～1998 年）を

実施した。オロミア州ベレテ・ゲラ森林優先地域（150,000ha）の森林・地域社会調査の実

施、地形図・植生図を作成し、これら調査結果に基づき、森林管理計画策定に必要な提言

を行った。 

また、「エチオピア国自然環境保全協力基礎調査団」（2002 年 3 月～4 月）により、ベレ

テ・ゲラ森林優先地域においては居住地や農地の拡大により天然林が毎年減少しており、

森林資源の有効利用、森林生態系の保全のための早急な対策が必要であることが改めて確

認された。本調査の結果を受け、2002 年 6 月、「エ」国政府はベレテ・ゲラ森林優先地域内

の二つの郡（セカ・チョコルサ郡、ゲラ郡）において住民参加型による村落森林管理計画

の策定・実施を目的とした技術協力プロジェクトの正式要請を我が国に対して行った。 



 

１-２協力内容 

ベレテ・ゲラ森林優先地域の森林面積減少に対処するため、オロミア州、ジンマゾーン、

ベレテ郡、サカ・チョコルサ郡の職員の能力を向上させつつ、住民参加型森林管理システ

ムのモデルを策定する。 

 

（１）上位目標 

ベレテ・ゲラ森林優先地域内外において、地域住民による森林管理が持続的に行われて

いる。 

 

（２）プロジェクト目標 

ベレテ・ゲラ森林優先地域内のプロジェクト対象村落において、住民が参加型森林管理

を持続的に実施する。 

 

（３）アウトプット 

アウトプット１：参加型村落調査に基づき、対象村落が決定される。 

アウトプット 2：森林官と開発普及員等の森林管理技術および参加型計画立案、評価・モ

ニタリングに関わる技術が向上する。 

アウトプット 3：対象村落内の森林管理・土地利用上の境界線が確定される。 

アウトプット 4：対象村落内の地域住民の自然資源管理能力が向上する。 

アウトプット 5：ベレテ・ゲラ森林優先地域において適切な参加型森林管理のシステムが

策定される。 

アウトプット 6：参加型森林管理に関する情報及び教訓が関係者間で共有される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣：    4 名 機材供与：   総額 0.53 億円 

短期専門家派遣：    5 名 ローカルコスト負担：総額 0.34 億円 

研修員受入： 本邦 7名、第三国 8名 その他（研修費等）：総額 0.22 億円 

相手国側： 

カウンターパート配置： 38 名  

土地提供        ローカルコスト負担：カウンターパート給与 

 

 

 

 

 



 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

団長・総括    勝田 幸秀  JICA 地球環境部第 1グループ長 

参加型森林管理 柴田 晋吾  農林水産省林野庁森林整備部計画課 

評価計画     吉倉 利英  JICA 地球環境部森林・自然環境保全第２チーム

評価分析     森 真一   有限会社アイエムジー代表取締役 

調査期間 評価分析団員 2006 年 6 月 04 日～2006 年 6 月 24 日 

他団員      2006 年 6 月 11 日～2006 年 6 月 24 日 

評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

対象地域において住民による森林管理組合が形成されて、対象小集落及びオロミア州政

府との間で森林管理仮契約が署名され、仮契約に基づいて森林管理のモニタリングを積極

的に行っていることから、プロジェクト目標はほぼ達成されたといえる。 

指標１「プロジェクトの支援を受けた対象村落の 70%以上が、森林管理活動を継続的に実施

する。」：二つの対象村落（ガンダ）における各一つの対象小集落がプロジェクトの支援に

より、森林管理仮契約に記載された森林管理活動を持続的に行っていることから、本指標

は満たされている。 

指標２「プロジェクトの支援を受けた地域住民の 70%以上が、プロジェクト参加後、森林の

蚕食（農民と共に毎年行うフィールド調査により推定される）を減少させる。」：対象とな

った二つの小集落の森林は伝統的な方法により利用・保全されており、森林管理仮契約は

対象地域の住民が森林を使う権利をオロミア州政府が正式に保証するものとなっている。3

回にわたって行われたモニタリングにより、プロジェクトの対象地域の住民は森林の破壊

活動を一切行っていないことが明らかになったため、本指標は満たされている。 

指標３「対象村落とオロミア州政府との間で、「森林管理契約」が締結される（2006 年 9

月）。」：森林管理仮契約が、対象小集落とオロミア州政府との間で 2005 年 8 月に締結され

た。1年間のモニタリングの結果を受けて、森林管理仮契約は再検討され、正式な森林管理

契約の締結若しくは仮契約の延長に向けた手続きが 2006 年 8月中旬までに行われる予定で

あることから、本指標はほぼ満たされている。 

 

アウトプット１：森林のタイプや住民の利用状況を踏まえ、対象村落を選定した。さらに

実施単位としては、行政組織でなく社会組織を用いること、およびプロジェクトの限られ

た実施能力を鑑みて、小集落（アファロ、チャフェ）が適切と判断された。一方、参加型

森林管理および村落振興活動について、参加型のベースライン調査の結果を基に行動計画

が策定された。 

アウトプット２：既存の研修プログラムが活用されたが、カウンターパートの技術面、運

営面の能力が研修プログラム、ワークショップおよび OJT を通じて向上した。 



 

アウトプット３：ワークショップや GPS 測量により、対象小集落の人々の間で暫定的境界

線が確定された。 

アウトプット４：森林管理組合のメンバーを代表する執行管理委員会がそれぞれの小集落

で定期的に開催される一方、メンバーの過半数の参加による総会が数回開催された。森林

管理組合及び農業・村落開発事務所の権利と責任を規定した森林管理仮契約（暫定的境界

を示す地図を含む）が、2005 年 8 月にアファロ及びチャフェ小集落で締結された。 

アウトプット５：森林管理組合による合同モニタリングの結果を受けて、仮契約の終了期

限である 2006 年 8 月中旬まで、森林管理契約締結若しくは仮契約の延長に向けて森林管理

仮契約は再検討されることとなる。 

アウトプット６：プロジェクト活動の情報は、他のドナー、NGO、連邦政府に共有されてお

り、利害関係者の意識の向上に役立っている。 

 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

天然林を地域住民の参加によって守るべきことはオロミア州政府の法律・政策と整合し

ている他、住民参加による自然資源管理は、JICA のエチオピアに対する援助政策の柱の一

つである。また、住民へのインタビュー調査によると、回答者はすべて、森林管理仮契約

によって自分たちが森に住んで利用する権利が確保された、と非常に満足していており、

住民のニーズと一致している。 

 

（２）有効性 

プロジェクトの有効性は高い。森林管理仮契約の実施をつうじて森林管理システムはほ

ぼ完成しており、まもなく正式の森林管理契約の締結若しくは仮契約の延長へと進むこと

が見込まれていることから、アウトプット 5 がほぼ達成されつつある。アウトプット 1～4

はプロジェクト目標の達成にそれぞれ寄与し、アウトプット 6 は今後の上位目標の達成へ

の道筋を作っている。以上より、プロジェクト目標もほぼ達成されたといえる。 

 

（３）効率性 

以下の理由により、プロジェクトの効率性はあまり高くない。(1) 短期専門家の TOR が

エチオピア側カウンターパートと日本人専門家の間で十分な協議がなされないまま、専門

家が派遣された。(2) オートバイや GPS 等の一部の機材が有効に活用されていない。(3)す

べてのカウンターパートが、自らの所属先の行政事務とプロジェクト関連活動の両方の職

務を遂行していることから、プロジェクトに十分な時間を割くことができず、プロジェク

トの円滑な遂行が若干滞った。 

 



 

（４）インパクト 

参加型森林管理に関わる研修等を通じ、カウンターパートの意識が向上した。また、住

民に対するインタビュー調査によると、製粉機の供与、道路の補修、改良養蜂箱の普及に

より、収入向上が期待される。さらに、森林管理仮契約の締結と実施は、森林管理組合の

参加メンバーに、森林内に住み、森林を利用する権利が公式に確保されたとの安心感をも

たらした上、森林保全への意識が高まっており、大きな社会的インパクトが確認されてい

る。これらプロジェクトの効果として、対象村落周辺の住民も森林管理仮契約に高い関心

を持っており、今後、ベレテ・ゲラ優先地域内で拡大していくこと（上位目標の達成）が

見込まれる。 

 

（５）自立発展性 

ゾーンと郡政府の行政能力は未だ低く、独自で森林管理契約を他の地域に拡大していく

だけの運営・組織能力を有していないこと、また、本プロジェクトの実施中エチオピア側

はカウンターパートの給料以外のローカルコストはほとんど負担しておらず、森林管理契

約を他の集落に拡大していく財政がないことにより、自立発展性は低いと判断される。技

術面においても、カウンターパートの住民への支援や継続的なモニタリングの実施におい

て、一層の技術向上が求められる。ただし、意識面においてカウンターパートおよび住民

の双方に向上が見られており、今後、自立発展性を向上させていく基盤が整いつつあると

いえる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

カウンターパート及び地域住民に対する、参加型自然資源管理の研修やワークショップ、

類似プロジェクトの見学は、プロジェクト関係者の意識向上に非常に役立ち、森林管理仮

契約の締結へとつながった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

供与した製粉機の運営組織の形成を通じて、住民の組織力が強まり、森林管理組合の円

滑な運営につながっている。また、村落振興活動の実施により、プロジェクト側が住人の

声に耳を傾ける姿勢を見せられたことから、住民の関心が高まり、森林管理組合の形成へ

とつながった。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし。 

 



 

（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクト開始当初のカウンターパートのモティベーションの低さ及び日本人専門家

の多忙といった双方の要因により、カウンターパートのプロジェクト運営、特に意思決定

における関与が限られており、効率性や自立発展性に影響したと考えられる。しかし、プ

ロジェクトの進行に従って、カウンターパートの意識が高まり、次第に積極的に運営に関

わるようになってきた。 

 

３-５ 結論 

(1)エチオピア政府の政策、住民のニーズ、日本の援助政策と、それぞれ整合しているこ

とから、プロジェクトの妥当性は高い、(2)参加型森林管理システムは実際上ほぼ完成して

おり、プロジェクトの有効性は十分である、(3)供与機材が必ずしも有効に使われておらず、

プロジェクトの効率性はあまり高くない、(4)地域住民に、森林で暮らして森林を利用する

上での安心感をもたらしており、プロジェクトのインパクトは非常に高い、(5)制度面、財

政面、技術面の持続性に欠け、プロジェクトの自立発展性は低いが、住民およびカウンタ

ーパートの意識変化が今後の改善に寄与すると期待される。 

以上により、本プロジェクト実施の「妥当性」「有効性」「インパクト」は高いと判断さ

れるものの、「効率性」と「自立発展性」に課題がある。しかし、意識面の変化など改善・

向上に向けた基盤が整いつつある他、実施の妥当性（政策との整合、住民のニーズ等）は

引き続き高いことから、効率性や自立発展性の確保に留意しつつフェーズⅡプロジェクト

を検討・実施することにより、上位目標の達成が期待できる。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

• プロジェクト終了時までに、残りの活動を完了させる。具体的には、森林管理仮契約

の締結までのプロセスにおける経験や教訓を整理するとともに、2006 年 8 月に期限が

切れる森林管理仮契約の延長若しくは本契約化を支援する。また、政府関係者、NGO や

他ドナーを招いて公開セミナーを実施する。 

• プロジェクト供与機材をエチオピア側に引渡し、適切に記録・管理されるための体制

を築く。 

• 本プロジェクトのフェーズⅡ（4年間のプロジェクトを実施）として、これまでの仮契

約のプロセスを踏まえた参加型森林管理ガイドラインを整備するとともにベレテ・ゲ

ラ森林における森林管理組合のアプローチのガイドラインをまとめるとともに、ベレ

テ・ゲラ森林優先地域内の他村落に参加型森林管理を普及する。また、自立発展性を

確保するために、エチオピア側のローカルコストの負担をプロジェクトの実施・継続

の条件とする。 

 

 



 

３-７ 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） 

• カウンターパートがプロジェクトの運営や意思決定において効果的に関わることがで

きるための仕組みと環境を整備する。 

• 類似プロジェクトを見学する機会をプロジェクト初期段階に設け、関係者の意識向上

を図る。 

• 本プロジェクトにおける参加型森林管理計画は、村落振興活動を通じた自然資源管理

能力の向上もねらいとしていることから、原則として、村落振興活動は森林管理と同

じレベル（村落・集落等）で実施する（ただし、現地の状況を勘案する）。 

 

３-８ フォローアップ状況 

プロジェクト期間の終了時（2006 年 9 月末）までに、エチオピア側が一定のローカルコ

ストを負担することが、フェーズⅡ開始の条件となる。フェーズⅡプロジェクトにおいて

は、主にフェーズⅠの実績を踏まえた参加型森林管理ガイドラインを整備し、ベレテ・ゲ

ラ森林優先地域内に普及するとともに、森林資源管理におけるカウンターパートや住民の

能力強化を図る。 

 


