
中間評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ミャンマー 案件名：コーカン特別区麻薬対策・貧困削減プ

ロジェクト 

分野：農業開発 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部水田一課 協力金額（評価時点）：5.2億円 

 

協力

期間 

(R/D): 2005.6.1～2010.3.31 先方関係機関：先方関係機関：国境地域尐数民

族・開発省、コーカン特別区、ミャンマー農業

公社、教育省、保健省 

(延長): 日本側協力機関：農林水産省 

(F/U) : 他の関連協力：なし 

(E/N)（無償）  

１-１ 協力の背景と概要 

JICAは、ミャンマー政府の要請に応じ 1997年からコーカン特別区において、ケシ代替作

物の一つとして日本ソバの導入による収入向上を目指す協力を 2004年まで実施し、その結

果、ソバの栽培技術がある程度現地に定着した。しかし、同時にコーカン特別区の慢性的

貧困状況を改善し、住民生活の向上を図るためには、米、トウモロコシ、バレイショ等の

自給作物の増産及び、日本ソバのみならずお茶などの換金作物や家畜飼育等を含めた、営

農技術の改善に加え、保健、教育、生活改善等の包括的な支援が引き続き必要であると判

断された。 

 このような背景から、JICAは 2004 年 1月及び 6月にプロジェクト形成調査を実施した。

同調査の結果を基にしたミャンマー側からの技術協力プロジェクトの要請を受け、2004 年

8 月に事前評価調査を実施し、2005 年 3 月に本案件実施にかかる R/D を締結し、2005 年 4

月 1日から 5年間のプロジェクトが開始された。これまで、2006年 3月および 2007年 1月

に運営指導調査を実施している。 

これまでのプロジェクト前半においては、ケシ栽培撲滅後の危機的貧困状況の緩和のため、

道路工事や農業資材、蚊帳の配布などの緊急支援を中心に実施してきた。今後は、緊急支

援の活動を踏まえて、パイロット地区において農業、保健、教育、生活改善を含む包括的

な中長期的開発のための支援を行うべく、現在、その方針となる中長期活動計画の策定作

業を進めている。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

上位目標 1：コーカン特別区の貧困層の生活が改善される。 

上位目標 2：コーカン特別区がケシ栽培からの転換地域の地域開発モデルとして提示さ

れる。 

 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト目標 1 ケシ撲滅直後の貧困層の危機的状況が緩和される。 

プロジェクト目標 2 ミャンマー政府及びコーカン特別区の協調と住民の主体的な取り

組みによる域開発活動がパイロット地区を中心にして実施・展示される。 

 

（３）成果 

成果１：コーカン特別区の危機的状況（食糧難、マラリア感染、道路・給水施設の未

整備）が緩和される。 

成果 2：パイロット地区を中心にケシ代替作物の栽培から販売までの技術・手法が改善

される。 

成果 3：パイロット地区を中心に改善された営農技術が普及される。 

成果 4：パイロット地区を中心に住民の生活が改善される。 

成果 5：パイロット地区を中心に保健状況、教育の環境が改善される。 



(4)投入（調査時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 8名   短期専門家派遣 1名 

機材供与 23,862千円（本邦調達）、US$11,360（現地調達） 

ローカルコスト負担 US$5,717,107 

研修員受入   5名  

 

相手国側： 

カウンターパート配置 9名  

ローカルコスト負担 US$16,000（現地通貨 Kyat20,000） 

土地・施設提供 プロジェクトオフィス 

２. 評価調査団の概要 

調査団員 （担当分野：氏名職位） 

（担当分野：氏名  職位） 

(1)総括：本間 穣（JICA農村開発部第 1G貧困削減・水田地帯第 1T） 

(2)地域開発：清家 政信（JICA国際協力専門員） 

(3)農業：宮武 文典（農林水産省大臣官房国際部国際協力課） 

(4)教育：小林 和恵（国際基督教大学教育研究所） 

(5)評価分析：山内 弘美（国際航業株式会社) 

(6)計画管理：佐伯 風土（JICA農村開発部第 1G貧困削減・水田地帯第 1T） 

調査期間 2007年 8月 26日（日）～9月１5日(金) 評価種類：中間レビュー 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

成果１：コーカン特別区の危機的状況（食糧難、マラリア感染、道路・給水施設の未整備）

が緩和される。 

化学肥料、種子の配布により作物収量が増加した。シンタン、ホンシン郷において

は前年度比で 10％以上の増加が見られた。 

蚊帳の配布により 2004年以降マラリアが大発生していないことに貢献した。また、

配布された蚊帳は概ね適切に使用されていた。 

ターシュエータン～コンジャン間の 43km の道路改修により、緊急支援オペレーシ

ョン（農業資材及び蚊帳の配布）が効率よく実施できるようになった。具体的には同

区間の移動時間が、乾期 6時間が 2.5時間に短縮し、雤期時は通行不可であったもの

が、通行可となった。また、WFPや NGOも支援活動が円滑に実施できるようになった。 

 

成果 2：パイロット地区を中心にケシ代替作物の栽培から販売までの技術・手法が改善さ

れる。 

MASのナリ試験場、ターシェータン展示圃場、コンジャン普及センターの基盤が整

備され、換金作物栽培に関する各種試験が実施されている。 

最近の価格の上昇により茶の栽培が盛んになっており、農民の収入向上にも大きく

影響している。プロジェクトの活動においても、ナリ試験場で茶の苗木を 7万本育苗

したり、コンジャン普及センターを核に、村レベルでの育苗を行うなど、タイムリー

かつ着実な取り組みを行っている。 

ソバにかかる支援については、ソバ支援として行ってきた肥料の配布がリボルビン

グ化されて２年目に入っており、今後は原則として必要に応じ技術的支援を行ってい

く。ロンタン周辺では、ソバ栽培からサトウキビ栽培へ一転しているが、ケシ栽培撲

滅後の一定期間にソバ栽培が果たした役割は高く評価されるべきであると Natala 局

長の発言があった。 

 

成果３：パイロット地区を中心に改善された営農技術が普及される。 

MASのナリ試験場、ターシェータン展示圃場、コンジャン普及センターで実証され



た技術を中央研修やモバイル研修で普及し、さらに農家間で普及する仕組み作りが出

来つつある。 

ボカシなどのように農民が結果を直接感じることが出来るアプローチを重要視し

てきたことは今後も引き続き重要である。 

 

成果 4：パイロット地区を中心に住民の生活が改善される。 

家畜のリボルビング方式による貸し出しを軸に活動を行っている。活動は 2006 年

9月ころ、約 1年前から開始しているが、ようやく配布した子豚が販売できるところ

まで成長してきた。村人との話し合いを踏まえて、豚、ヤギで異なるリボルビング方

式を採用しているが、病気対策や給餌などの技術的な改善を図りつつ、持続的に回転

できるシステムを追及するモニタリング活動に重点を置く必要がある。 

給水タンクの建設についても、徐々に工事が進んでおり、完成した給水タンクを活

用した村レベル・学校レベルでの生活改善に取り組む必要がある。 

生活改善については、啓発や研修の過程で必要となる最低限の読み書きや計算につ

いて、識字教育の活動とも協力して進めることが効率的であることから、この点にも

配慮することが重要である。 

 

成果 5：パイロット地区を中心に保健状況、教育の環境が改善される。 

教育分野においては、コーカン特別区内のミャンマー学校に対して教育省が教員を

派遣したり（給与とインセンティブの問題はあるものの）、コーカン特別区が識字教

育を支援する（ケロシンランプの配布）などの幾つかのポジティブな動きが見られる。 

保健分野では、国境診療所のルーラルヘルスセンターへの再編が計画上では進んで

いる模様であるが、いつ実行に移されるのか確実な情報は無い。 

こうした状況下で、可能な協力として、①教育環境整備（学校改修)、②識字教室（ま

ずはコーカン語の読み書き、加えてミャンマー語会話。ミャンマー語も話せると雇用

の機会が拡大するので住民の関心は高い）、③学校保健、を対象としていくことが妥

当である。 

コーカンの村レベルで数尐ない公的機関である学校をベースとした活動の展開が

現実的かつ有効であり、生活改善分野と同様に村レベルのアプローチを基本とし、生

活改善分野とも協力して実施していくことが重要である。 

 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト目標 1：ケシ撲滅直後の貧困層の危機的状況が緩和される。 

   肥料や種子の配布、蚊帳の配布、道路建設は、危機的な貧困状況を緩和することに

大きく貢献したと評価できる。農業資材の普及による食糧自給状況の改善が改善さ

れ、従来は 4.4ヶ月/年であった自給率が 6.0ヶ月/年になった（WFP及びプロジェク

トの報告による）。 

プロジェクト目標 2 ミャンマー政府及びコーカン特別区の協調と住民の主体的な取り組

みによる域開発活動がパイロット地区を中心にして実施・展示される。 

具体的には以下のとおり。 

（１）農業 

   茶等、換金作物栽培の支援システムがプロジェクト、MAS、コーカン特別区、農民

との連携での導入、実証されている。新しい営農技術であるぼかし、堆肥が農民、コ

ーカン特別区に受け入れられている。 

 

（２）生活改善 

   生計向上の一例として家畜のリボルビング方式による村落への貸し出しが導入さ

れ、結果として住民が家畜の売買により現金収入を手に入れ始めた。家畜の飼養管理

の一環としてワクチン接種に関する研修も導入されている。 

 

 



（３）保健 

   保健教育、トイレの建設、教師用の教材作成により、教師及び生徒の間で保健・衛

生に対する観念が確実に向上している。 

 

（４）教育 

   プロジェクトによる非就学児童及び成人のための識字教育クラスの導入・実施は、

コーカン特別区に対して、識字教育の重要性を改めて認識させることになった。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

・ ミャンマー政府は 2014 年までの麻薬撲滅を目指す 15 ヵ年計画を 1999 年より実施中

であり、コーカン特別区は 2003 年に撲滅を達成した。プロジェクトはケシ撲滅の結

果、収入源を失い貧困状態が急激に悪化した人々をターゲットにしており、ミャンマ

ー政府の政策に合致している。 

・ ケシ撲滅直後の住民ニーズは、ケシ栽培に代わる生計手段の形成であり、プロジェク

ト目標２及び成果は住民のニーズに一致している。 

・ 本プロジェクトは日本の ODA政策および JICAの援助重点分野と整合性がある。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標１：高い 

・ 緊急支援による種子と肥料が活用されたことで収量が向上しており、プロジェクトは

食糧自給率の向上に寄与した。 

・ 2004年以降、マラリアの大流行は起こっていない。コーカン特別区で活動する NGOへ

のインタビューによれば、蚊帳の配布の際に使用方法を IECで説明する手法は有効で

ある。また、配布された蚊帳は現在も十分に使用されている。 

・ ターシュエタン～コンジャン間の道路改修により、バス料金や生活用品の価格が低下

した。本プロジェクトのみならず他の援助機関や NGOの活動が円滑になるなど、貧困

層の危機的緩和に貢献した。 

 

プロジェクト目標 2：中程度 

・ 緊急支援段階においても成果 2～6（農業、生活改善、保健、教育）にかかる活動が行

われ、プロジェクト目標 2（貧困削減の成功経験）の達成のための基礎が構築された。 

・ 農業分野では目に見える形で経験が蓄積されつつあるが、他の分野に関しては核とな

る活動が始まったばかりであり、有効性を判断することは時期尚早である。 

 

（３）効率性 

プロジェクト目標 1：中程度 

・ 道路改修により緊急支援活動だけでなく他の援助機関や NGOの活動も活性化された。

また、種子、肥料、蚊帳配布により多くの人々が恩恵を受けた。 

・ 一方、保健／教育の 2代目専門家の派遣の遅れが緊急支援活動の実施に支障をもたら

した。 

 

プロジェクト目標 2：中程度 

・ プロジェクト開始当初より、保健／教育分野の C/P不在により成果 5および 6にかか

る活動の実施に支障をもたらした。 

・ 生活改善の専門家派遣の遅れにより、成果 4にかかる活動の実施に支障をもたらした。 

・ 分野間の協調により、（研修等の）機会が最大限に活用された。 

 

（４）インパクト 

現時点で判断することは時期尚早であるが、以下の事例が確認された。 

・ コーカン特別区は、ストーン・ピッチング工法や識字教室など貧困削減の成功事例を



評価し、独自のイニシアティブにより実施に移している。 

・ 道路改修により、輸送コストの低減や民間企業との契約によるキャッサバ栽培が開始

されるなど、予期していなかったインパクトが発現している。 

 

（５）自立発展性 

現時点で判断することは時期尚早であるが、以下の事例が確認された。 

・ 農業：MASとの共同活動が今後も引き続き期待される。 

・ 生活改善：家畜リボルビングシステムは郷および村レベルの家畜委員会によって維持

されることが期待される。 

・ 識字教室：実施運営システムは運営委員会とスーパーバイザーによって管理されるこ

とが期待される。 

・ ボカシやコンポストなどの新しい営農技術や衛生教育の実践が住民に徐々に浸透し、

実施されつつある。ボカシについては、研修を受けた農家から周辺農家への波及効果

も確認されている。 

 

３-３ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容及び実施プロセスに関すること 

・ 緊急支援活動の経験の積み上げが、パイロット郷開発支援におけるアプローチの基礎

として機能することが考えられる。 

・ プロジェクトには、コーカン特別区及びミャンマー政府内の複数の機関がカウンター

パートとして配置されており、また、プロジェクトの現場が首都ネピドー及びヤンゴ

ンから非常に離れていることから、関連機関とのコミュニケーション・調整が複雑で

あった。 

・ コーカン特別区ではミャンマー語が通じずコーカン語が話されていること 

・ 道路状況が非常に悪いことから、プロジェクトサイトへのアクセス、それに伴うモニ

タリングが困難なケースがある。 

 

３-５ 結論 

  上述したとおり DAC評価 5項目による評価結果は、以下のとおり。 

（１） 妥当性については、一貫してミャンマー国の政策、現地のニーズ、日本の援助政

策に合致している。 

（２） 有効性については、種子、肥料、マラリア対策の蚊帳の配布を通じた緊急支援が

貧困状況を緩和するに大きく貢献したことから高い。 

（３） 効率性については、一部専門家の派遣が遅れたこと、保健分野の C/Pが未だ配置

されていないことから中程度である。 

（４） インパクト、持続性については、現時点で有効な事例から評価するのは時期尚早

と考える。 

 

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） 

（１）緊急支援のモニタリング 

肥料や種子の配布、蚊帳の配布、道路建設は、危機的な貧困状況を緩和することに大

きく貢献したと評価できる。しかしながら、こうした緊急支援・復興支援における協力

内容として、本プロジェクトのどのような支援がどのような時間軸で有効であったのか

等については、本プロジェクト実施を通じて引き続き分析していく必要がある 

マラリア対策としての蚊帳配布については、プロジェクト専門家との協議により、今

後、保健分野の中で具体的なモニタリング方法について検討し実施して行くこととし

た。モニタリングを実施しつつ、要すれば啓蒙・研修の改善、追加的な蚊帳配布の実施

も含めて必要な対応について検討していく。 

 

（２）パイロット郷開発支援におけるアプローチ 

①農業、生計向上、保健及び教育に関する活動の連携 



パイロット郷における開発支援では、さまざまな活動の連携がプロジェクトの効果を

より強化すると考えられる。今後、パイロット郷ごとのアプローチについて対象とな

る郷レベルで検討し、プロジェクトに関わる関係者が共通の理解を持つことが重要で

ある。 

 

②シャオカイ郷のパイロット地域への追加 

専門家との協議を踏まえて、シャオカイ郷を 6つ目のパイロットエリアとして追加す

ることを合同評価調査団として支持することを提言の一つとして先方関係者へ伝え、

基本的な了解が得られた。 

追加する理由は、１）低地の農業開発が可能なため、２）他の郷の活動を強化するた

め生計向上、保健教育の活動の基盤となるため、３）道路建設のための現場事務所と

してシャオカイオフィスが効果的に活用可能なためとした。 

一方で、プロジェクトチームのキャパシティーを考慮して、１）シャオカイ郷での活

動は当初、農業に集中すること、２）生計向上、保健、教育に関する活動は当該地域

で活動している NGOと連携して実施するべき。 

 

③収入創出活動 

プロジェクトは貧困層に対する収入創出活動を継続するべきである。例えば導入した

家畜リボルビング配布システムに対する住民の関心は非常に高い。そのため住民のや

る気を更に強化するため、グループ内に競争的な側面も入れるべき。また、併せてコ

ーカン特別区に見合ったリボルビングシステムを見極めるためプロジェクトではシ

ステムのモニタリング、評価をおこなうべき。 

 

④保健、教育における村落レベルでの活動 

ミャンマー側及びコーカン側の双方の行政組織が不十分であり、村レベルで直接的な

支援を行い、成功事例を作って、周辺への伝播を図っていくアプローチも重要である。 

そのためには、C/P機関と連携して最も適切なアプローチを実証し、継続していくべ

き。 

 

 


