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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：スリランカ国 

 

案件名：トリンコマリー県住民参加型農業農村復興

開発計画 

分野：農業開発 /農村開発  援助形態：技術協力プロジェクト（PROTECO）  
所轄部署： JICA スリランカ事務所  協力金額（評価時点）：222 百万円  
 
 
協力期間  

（R/D）：2005 年 10 月 31 日～  
2009 年 10 月 30 日  

（延長）：  
（F/U）：  
（E/N）（無償）  

先方関係機関：国家建設・エステート基盤振興省  
日本側協力期間：日本工営株式会社  
他の関連協力：  
（PROTECO）コミュニティ・アプローチによるマナ

ー県復旧復興計画（MANRECAP）  
（有償）農村経済開発復興事業（PEACE）  

１－１ 協力の背景と概要 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ国」）では、分離独立を求める反政府組

織 LTTE と政府との内戦が、1970 年代後半から主に北東部地域で続いている。この北東部地域

の政府・経済の中心であるトリンコマリー県では、2002 年の停戦協定及び 2006 年以降の政府支

配地域の拡大によって、国内外の避難民が再定住しつつあるが、内戦により経済・社会基盤が

破壊された結果工業化が著しく立ち遅れており、県民の 60％は農林水産業で生計を立てざるを

得ない状況である。しかし、灌漑施設等のインフラの多くも荒廃し、コメ、野菜等の農業生産

活動は低迷したままであり、再定住の進展や地域の復旧復興のためにも、農業生産性の向上が

重要となっている。  
これら状況に対処するため、北東部地域の農村部において、農村インフラ復旧や農業生産性

の向上により、貧困の削減に寄与することを目的とした技術協力の要請を、スリランカ国政府

は我が国に要請した。これを受け、独立行政法人国際協力機構（以下、「 JICA」）は、国家建設・

エステート基盤振興省をカウンターパート（以下、「C/P」）機関として、2005 年 11 月から 4 年

間の予定で本プロジェクトを開始し、5 名の長期専門家（チーフアドバイザー、農村開発、農村

インフラ、農業、調整員）を派遣中である。  
 
１－２ 協力内容 

本案件は、トリンコマリー県のムラウェワ、タンパラカマム、クッチャベリの 3 つの郡から 6
村を対象とし、農家約 1,500 世帯を直接裨益対象者としている。また、プロジェクト実施関連機

関職員約 30 名も能力向上の対象としている。  

(1) 上位目標 

プロジェクトで構築された農業・農村復興のための開発モデルにより、トリンコマリー県

内の農村が活性化する。 

(2) プロジェクト目標 

トリンコマリー県において、住民参加型による農業・農村復興のための開発モデルが構築

される。 

(3) 成果 

アウトプット 1：住民組織（CBO）が強化される。  
アウトプット 2：「コミュニティ主導による復旧方式（CMR）」により農村インフラが  

整備される。  
アウトプット 3：農業以外の所得向上に関する技術が向上する。  

(4) 投入（評価時点） 

日本国側： 

長期専門家派遣    5 名  機材供与（事務所資機材を含む）  34 百万円  
短期専門家派遣    3 名  ローカルコスト負担 52 百万円  
研修員受入   本邦研修 6 名   その他（工事費）  26 百万円  
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スリランカ国側： 

C/P 配置     述べ 34 名  
土地・施設提供       ローカルコスト負担 2 千 3 百万ルピー 

２．評価調査団の概要 

調査者 （日本国側） 

1. 岩屋 照美  団長・総括 JICA 農村開発部技術審議役 

2. 赤松 志朗  参加型開発 JICA 国際協力専門員 

3. 小向 絵理  平和構築  JICA 国際協力専門員 

4. 栗原 謙治  農村開発  JICA 農村開発部貧困削減・水田地帯第一チーム  

ジュニア専門員 

5. 湯浅 啓一郎 計画管理  JICA スリランカ事務所 所員 

6. 興津 暁子  評価分析  (株)タックインターナショナル 主任研究員 

 （スリランカ国側） 

1. Mr. R. Thamakulasingam      Additional Secretary, Ministry of National 
                             Building and Estate Infrastructure Development 
2. Mr. S. Shanmugasivananthan  Regional Director of Irrigation, Trincomalee,  

Ministry of Irrigation and Water Management 
3. Ms. Rohini Singarayer        Director, Centre of Information Resources  

Management（CIRM）     
4. Dr.S. Gnanachandran         Director Planning, Department of Agriculture,  

Eastern Project 
5. Mr. P.Sundaralingam         Director Planning of Trincomalee District 

調査期間 2007 年 9 月 27 日～2007 年 10 月 12 日  評価種類：中間評価  
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ 投入実績 

(1) 日本国側投入実績（評価時点） 

専門家については、延べ 5 名の長期専門家と 3 名の短期専門家が派遣された。スリラン

カ国側 C/P6 名が本邦における研修を受けている。また、オフィス機材、車輌、農業機械、

種子、肥料、OA 機器等、総額 3 千 4 百万円相当の機材を供与し、農民を対象とした多数

の研修・セミナー、ワークショップを行い、施設整備については、コミュニティに施設工

事を請け負わせる Community Contract によって、小規模灌漑用溜め池、農村道路、集会所

等の整備・改修等を行った。  

(2) スリランカ国側投入実績（評価時点） 

  スリランカ国側からは、毎年 30 名以上の C/P が配置され、実績ベースで総額約 2 千 3
百万ルピーである。内訳は、プロジェクト事務所用施設の提供が 54 万ルピー、車輌や機

材の免税措置が 2 千百万ルピー程度である。  
 

３－１－２ 成果達成の実績 

  アウトプット 1： 

各村における Community Based Organization（以下、「CBO」）会員の数は、25 の  CBO の

内、20 で増加したが、複数の CBO においては、内戦の悪化で村人が村外に避難したため、

会員の数が減ったところもある。Community Action Plan（以下、「CAP」）については、59
の CAP の内、49 の CAP の活動が開始された。CBO の会議数に関しては、あまり変化はみ

られなかったが、経営管理の指標である会計帳簿の作成は、ベースラインに比べ、2 倍程度

の CBO が会計帳簿をつけるようになった。  
   全体としては、全ての CBO で CAP や CMR（Community Managed Rehabilitation）に対す

る理解が、プロジェクトからの研修を通じて深まり、一連のプロセスを通じてコミュニテ

ィ内の理解と協力が著しく向上した。また、ある地域においては、複数の民族間の協同で

の作業が行われ、民族間の理解と融和に貢献している。  
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アウトプット 2：  
   各村で策定された CAP に基づき、5 村で 8 件の改修・建設工事を計画し、7 件の工事を始

めており、その内 4 つの農村インフラに関しては、すでに工事を完了している。また、運

営管理に関する計画も、3 つの農村インフラについては策定され、他のインフラに関しても

策定の予定であることが確認された。改修された農村インフラに関しては、農業生産活動

や、他のコミュニティ活動に広く活用されていることが確認された。  

  アウトプット 3：  
   指標の一つである「デモファームにおける稲作の収量」は、 20％増加したことが確認さ

れた。しかしながら、農業技術の採用度合いを見る指標や、農作物の流通に関する指標に

関しては、未だ確認できる時期に至っていないことから、指標による確認はできない。鶏、

ヤギ、牛に関しての管理方法は、向上していることが確認された。家畜普及員に関しては、

プロジェクトが準備した、質の高い、3 つの言語による研修マニュアルを使用して活動する

ようになった。  

  その他のアウトプット：  
（アウトプット「農業以外の収入向上に関する技術の向上」は、PDM に記載の無いもので

はあるが、CAP により活動が開始されていることにより、これら活動の成果も検証を行っ

た）  
   洋裁と手工芸の分野で、活動を始める女性が増加した。問題は、生産品の流通の部分で、

技術の更なる向上と製品の流通確保が、この分野の課題である。  
 

３－１－３ プロジェクト目標達成の見込み 

  プロジェクト目標の達成可能性に関しては、プロジェクト開始以来、様々な外的要因によ

って、これまで活動が少なからず阻害されていた状況を鑑み、未だ結論を出す時期ではない

ことで合意を得たが、適正な農業技術の導入に関しては、収量の増加、科学肥料の削減、そ

れに伴う費用の削減等をデモファームの農家は実感できており、これからの拡大につき期待

がもたれるものと判断された。  
 

３－１－４ 上位目標達成の見込み 

  上位目標達成の見込みについて、以下のような可能性を観察することができた。1) 収入向

上を目指した活動や、コミュニティ・コントラクトのアプローチは、受益者や直接関わって

いる地方行政官に大変感謝されており、プロジェクト終了後、周囲の村落への展開が期待で

きる。2) 関係者の間で、プロジェクトで導入された様々な適正技術による収量の向上、収入

の向上の可能性につき実感されている。3) プロジェクトの異なった経済層毎の住民へのアプ

ローチと戦略が適切であり、かつ効果を上げているとの認識を得ている。  
 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

   プロジェクトの妥当性は高いと評価される。理由として、①2006 年 8 月以降のスリラン

カ国政府軍によるトリンコマリー県南部への軍事侵攻後、スリランカ国政府は平和の対価

として、東部地域開発と安定を最重要課題として揚げており、プロジェクトで得られる成

果は、その課題に貢献するものである。また、②我が国 ODA 及び JICA の理念である、平

和構築に関する協力政策・貧困削減に関する協力政策と一致し、 JICA の国別援助事業実施

計画の援助重点課題となっている、③多数の援助機関が復旧復興を継続し、支援が飽和し

ている地域も見受けられるものの、開発に重きを置いたプロジェクトの数が少ないことか

ら、農村の再生化と活性化に対する開発プロジェクト協力の余地が大きいことから、この

プロジェクトの妥当性は高い、及び④農業が主要な収入源であり、民族の混在する農村に

おいて、住民参加型手法を導入し、かつ農業・農村開発モデルを策定する手法は、同地域

における農村復興計画では有効であり、関係のステークホールダーからも高く評価されて

いる。  
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(2) 有効性 

   プロジェクトの有効性は中程度と評価される。①農業技術の普及に関して、デモファー

ムにおける受け入れの高さは確認されたが、これらの技術が周囲の農家に普及していくの

かという点については、もう少し時間をかけて見守る必要があること、②デモファームの

サイズが平均的農場のサイズに比して小さいため、デモファームとしての効果が低い点、

③プロジェクトの 3 つのアウトプットは、プロジェクト目標達成へいずれも大きく貢献し

ているものの、地方政府関係者の能力向上なくして「開発モデル」としての展開は難しい

ため、農業農村開発に係る行政サービスの向上を目指していく必要がある点等である。  
 

(3) 効率性 

   プロジェクトの効率性は中程度に高いと評価される。本プロジェクトの活動が、アプト

プットに至る関係性は効果的に結びついていることが確認され、本プロジェクトの効率性

は十分確保されていると言える。ちなみに、アウトプット 1 と 2 に関しては、効果の達成

度は高いと判断された。アウトプット 3 に関しては、農業技術の普及に関して、治安の悪

化等による時間的制約のため、現段階では評価できる段階まで至っておらず、達成度は中

程度と判断された。その他のアウトプット「農業以外の生計向上に関する技術の向上」に

関しては、住民への技術の受け入れに関して問題は無いが、製品の流通に関して問題が残

っている点等により、達成度は中程度と判断された。  
本プロジェクトが、全体の投入に見合ったアウトプットを出しているかどうかという点

においては、本プロジェクトが平和時に実施される通常の開発プロジェクトではない点か

ら、通常の視点では評価が難しいと思われる。 

(4) インパクト 

   プロジェクトのインパクトに関しては、上位目標達成の達成見込みを判断するのに十分

な材料がないため、現段階で判断をするものではないが、以下のようなプロジェクトの初

期的インパクトを観察することができた。①コミュニティ・コントラクトで建設されたコ

ミュニティ・インフラに関して、インフラの従来の目的以外にも様々な利用が開始されて

いる。②住民自身による販売組織の立ち上げ等、住民自身のアイディアに基づく活動によ

り、収入を増加させるための活動が始められようとしている。③農道の建設を契機として、

異なった民族間の連携が強化される等、プロジェクトによる活動が民族間相互の連携を深

めているケースも見られるなどの点が観察された。また、ネガティブなインパクトに関し

ての認識は、現在まで関係者の間で持たれていないことを確認した。  

(5) 持続性 

   プロジェクトの持続性や自己発展性に関しても、現時点で判断することは時期尚早であ

るが、持続性の見込みを示す以下のような事実が確認された。①コミュニティで建設した

インフラに関して、いくつかのインフラの運営管理計画が策定され、その他のインフラに

関しても、住民の運営管理に対する高い関心を確認することができた。②CBO が強化され

たことによって、将来的にこうしたインフラ建設に関して、コミュニティで実施を請け負

っていく組織力が向上した。③プロジェクト実施を通じて、数的には十分とは言えないま

でも、現在活動をしているフロントラインの地方行政官の技術力の向上が確認できた。④

プロジェクトは、月々のニュースレターや、定期的な会議を通じて、プロジェクト関係者

への広報に広く勤めているため、プロジェクトへの関心や理解が関係者の間で深まってい

る等の点が確認された。  
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

効果発現に貢献した要因で計画内容に関することとしては、農業が主要な収入源であり、

民族の混在する農村において、住民参加型手法を導入し、かつ、農業・農村開発モデルを

策定する手法は、同地域における農村復興計画では有効であることが挙げられる。また、

プロジェクト実施体制の確立に対するプロジェクト側の努力として、フィールドにおける

手薄な相手側地方行政官を補うため、多数のローカル雇用の専門家を投入している。この

ことが、タイムリーで適正な技術的支援を可能にし、プロジェクトを効率的に実施するの

に有効であった。  
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(2) 実施プロセスに関すること 

実施プロセスに関することとしては、プロジェクトの民族バランスの特異性に注意を払

ったアプローチが挙げられる。そのため、このプロジェクトに対する住民の受け入れが高

いものになっており、住民の参加度を高める結果となった。また、他の要因としては、プ

ロジェクトからコミュニティに対する定期的で、かつ、継続的な技術的支援が行われてき

たことが挙げられる。こうした丁寧な支援が、コミュニティの能力向上とやる気に貢献し、

コミュニティの小規模インフラ事業の質が向上し、事業の速度が速まる結果となった。 

 

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 

特に無し 

(2) 実施プロセスに関すること 

実施プロセスに関しては、プロジェクト実施の前提となるトリンコマリー県内の治安が、

プロジェクト開始後大きく乱され、日本人専門家がプロジェクト対象地域外に長期にわた

り退避する期間が続いたことである。また、ハルタルや事件事故による現場への移動制限、

検問所でのチェック、交通手段の制限により現場での活動時間が通常より制限された、そ

のため、プロジェクトの活動が遅れる原因となった。  
ベルー村は、対象村の一つであったが、プロジェクト開始当時津波支援の対象地でもあっ

たことから、津波被害の住民が再定住のための住宅の建設と、再定住が終わるのを待って、

プロジェクト活動を始めることで合意していたが、その住宅建設が大幅に遅れたため、中

間評価の時点で未だ活動が開始されていなかった。  
プロジェクト対象地域において、多数の緊急援助を目的にしたばら撒き援助が入っている

ため、本プロジェクトが目的とする「コミュニティの自立」とコンフリクトを起こしてい

る。そのため、プロジェクトが進めようとしている回転資金といった、自己負担に関して

悪影響が出ている。  
 

３－５ 結論 

本プロジェクトは、行政が脆弱な紛争被災地で復興開発を目指しているものであり、スリラ

ンカ国側行政機関の C/P が不足する中、住民組織自らを開発の担い手として捉え、プロジェク

トを実施している。前半の 2 年間は、停戦合意が事実上崩壊したため治安が悪化し、活動が制

限される中においてもこの手法は効果的に機能し、対象村における成功事例が蓄積されること

により、概ね計画通りの成果を上げていることが確認された。制約の多い条件下にあっては、

現時点では最大限の成果が引き出されているものと思われる。  
また、事業実施が遅延しているベルー村については、スリランカ国側の強い要請により、引

き続き、本プロジェクトの対象村として取り扱うこととした。プロジェクト後半において、可

能な範囲で最大限の成果を上げられるよう、他ドナーの既存の開発計画との競合にも配慮しつ

つ、早急に開発モデルを策定することが望まれる。  
なお、今回の調査を通じてスリランカ国側の中央・地方政府レベルの関係者は、本プロジェ

クトの成果を高く評価するとともに、その実施内容についても十分な理解と強い関心を寄せて

いることが確認された。特に合同評価委員会においてはスリランカ国側評価団からは長時間に

及ぶ熱心な議論、建設的な多く意見が出された。これらは、スリランカ国側の持続的な本プロ

ジェクトへの支援を示唆するものと思われる。  
 

３－６ 提言 

３－６－１ プロジェクトに対する提言 

(1) 脆弱な農家に対するアプローチの見直し 

 再定住の農家や、その他の理由で貧困層にある農家に対しては、プロジェクトに関わ

る会議やディスカッションの時間帯を、農民の仕事が終わった後に取る等の工夫を

し、こうした弱者のプロジェクトへの参加を高める。  
 脆弱な農家に対するプロジェクトの「アプローチと戦略」を明確にする。  
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(2) デモファーム農場の方向性 

 デモファームのスケールについては、その周囲の農場のスケールに合わせた適正な 

大きさにする。 

 デモファームがある村単位で、毎月一回程度のデモ農場見学の機会を作る。  
 デモファームの場所に関して、できるだけ人通りの多い通りに面して作る等、人の  
目に触れやすくする工夫をする。  

 コンポスト、炭化水稲籾殻（CRH）供給につき、場所によっては規模の大型化を検  
討する。  

(3) スタディーツアーの実施 

 プロジェクトの受益者に対するスタディーツアーを行う。スタディーツアーの目的と

しては、他の地域で行われている適正技術の習得、また、様々な成功例やグッドプ

ラクティスによる啓蒙等である。 

 スタディーツアーの際、受益者の移動に対するサポートを行う。 

(4) フロントラインで活動する行政官の能力向上への支援 

 JICA スタッフとフロントラインで活動する行政官の仕事上の交流を、さらに頻繁に

していく。たとえば、技術的な計画段階から実施を経て、結果のシェアリングまで  
の一貫した作業を共同で行う等。  

 上記に関連し、 JICA スタッフとフロントラインの行政官が共同で、フィールドでの

活動を行う。  
 2 カ月に一度ほどの頻度で、フロントラインで働く行政官、 JICA スタッフ及び上級

行政官の間で、技術に関するワークショップを開催し、プロジェクトのプロセスや

方法、問題点や成功例に関するレビューを行う。  

(5) 流通面の向上 

 プロジェクトの受益者が生産を進めるのと同時に、流通に関する情報の提供を行い、

生産物の集荷場所や販売所等、流通に必要なシステムを構築する。 

(6) プロジェクトの広報 

 プロジェクトにおける成功例や成功話については、ドキュメンテーションを行い、

広く流布させる。 

 デモファームにおける結果については、詳しい分析を行い、それを広く農民の間で

シェアする。 

(7) 生活用井戸に対する優先度 

 貧困層にある農民の生活用水及び家庭菜園のための生活用井戸の改善は、直接的に

沢山の貧困層に裨益する活動であり優先度は高い。修理可能な井戸の修理を行う作

業のためには、プロジェクト受益者は、共同作業は厭わない姿勢を示しており、プ

ロジェクトによる井戸の補強作業完了後、その後の管理に関しては責任を負ってい

く意思も固い。 

(8) ベルー村の取り扱いについて 

 プロジェクト後半に際し、ベルー村での活動を開始するが、時間的な制約及びプロ

ジェクトの他の村での活動量に鑑み、 JICA は他ドナーとの重複を避け、まず、CAP
の策定及び CAP の中の、幾つかの活動のみに絞って活動を行う。  

 活動を始める前に、ベルー村のニーズアセスメントとプロジェクトデザインを別途

行い、その結果を PDM に反映させる。  

(9) 民族融和の促進 

 プロジェクト地域における 3 民族の融和を促す配慮につき、プロジェクトが引き続

き、積極的に民族融和を促進の努力を行う。  
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３－６－２ JICA スリランカ事務所に対する提言 

(1) 安全管理の促進 

 必需の安全管理に対しての定期的なモニタリングを行い、予見の難しい事態に常に

最善の努力で対処する。 

 

３－６－３ 中央政府機関に対する提言 

(1) 行政官の雇用と再配置 

 以下の行政官をトリンコマリー県に優先的に雇用する。  
（Agriculture Officer, Agrarian Development Officers, Agriculture Research and Production 

Assistant, Veterinary Surgeon, Irrigation Engineers and Engineering Assistants）  
 雇用されている行政官の適正配置を施行する。  

(2) ニラベリ農業サービスセンター（ASC）に対する地方行政官の配置  
 ニラベリ農業サービスセンターにおける行政官の欠員については、できるだけ速や

かに農業開発局より必要な行政官を配置し、同 ASC の活用を最大限にするべく努力

をする。  
 

３－６－４ 地方政府機関に対する提言 

(1) フロントラインで働く行政官に対する能力向上 

 前述 3-6-1 (4)に呼応するものとして、地方政府機関においては、フロントラインで

働く行政官がプロジェクトとの連携を強化し、以下の活動が可能になるよう地方政

府機関として必要な措置をとる。 

ⅰ) JICA スタッフとフロントラインで活動する行政官の仕事上の交流を、もっと頻

繁にしていく。たとえば、技術的な計画段階から実施を経て、結果のシェアリ

ングまでの一貫した作業を共同で行う。  
ⅱ) JICA スタッフとフロントラインの行政官が、共同でフィールドでの活動を行う。

ⅲ) 2 カ月に一度ほどの頻度で、フロントラインで働く行政官、 JICA スタッフ及び

上級行政官の間で技術に関するワークショップを開催し、プロジェクトのプロ

セスや方法、問題点や成功例に関するレビューを行う。  

(2) ドナー協調の促進 

 ドナーや NGO 間のコーディネーションに関して、DS ディビジョン毎に強化されな

ければならない。適正なコーディネーションのためのメカニズムを設定し、援助の

重複を避け、開発援助のアプローチの標準化を行う。  

(3) プロジェクト終了に対する準備 

 プロジェクト終了に対するフェーズアウト計画及び戦略を策定する。フェーズアウ

ト計画の中では、コミュニティや地方行政サービスが負っていくべき責任につき、

明確にする。 

 

３－６－５ プロジェクト PDM の改訂 

プロジェクトの中間評価を踏まえ、PDM の改訂を行う。特に、過去の活動実績、今後の活

動阻害要因、プロジェクト側、行政側の実施能力を考慮し、より現実に即したプロジェクト

の組み立てにしていくことを目的とする。改訂のポイントは以下のとおり。  

 プロジェクト目的に関して、「開発モデル： a model の構築」が明確に規定されてないた  
め、解釈にばらつきが想定されることから、モデルの意味を「アプローチと方法論：

approaches and methodologies」と規定する。  

 アウトプットに関して、既存の 3 つのアウトプットに加え、新たに 2 つのアウトプットを

設定する。この 2 つのアウトプットは、すでに活動自体始まっているもの及びプロジェク

ト目標達成に必要なアウトプットという観点から設定する。  

 全体的な言葉の明確化と指標の明確化を行う。特に指標に関しては、測りやすい指標の観

点から選び、指標の目標とベースラインを明確にする。 
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 ベルー村に関しては、新たにニーズ・アセスメントとプロジェクト・デザインを行い、PDM
に反映させる。また、ベルー村は、活動の期間が他の村と違うことから、指標の達成度は

別途設定する。  
 

３－７ 教訓 

(1) 村のタイプ別アプローチ設定の重要性 

プロジェクトのインターベンションをかける対象の村においては、住民の背景的なこと

に考慮し、アプローチを変えて働きかけを行わなくてはならない。住民のタイプには、①

商業的規模の農家、または平均的規模の農家のタイプ、②商業的規模、または平均的規模

ではあるが内戦により影響を受け、再定住している農家のタイプ、及び③脆弱な農家の 3
タイプである。こうした対象別のアプローチの設定により、プロジェクトの効率及び活動

の質を向上させて行くことができる。  

(2) プロジェクトによる頻繁で定期的なスーパービジョンの必要性 

プロジェクトによる頻繁で定期的なフィールドにおけるスーパービジョンにより、コミュ

ニティの人々のモチベーションが上がり、人々からの貢献度が増す結果となったと観察さ

れた。フィールドレベルでの両者の相互の働きかけは、こうしたコミュニティ支援のプロ

ジェクトには不可欠な要素である。 

(3) 復興期にある地域での開発支援プロジェクトの実施方法 

本プロジェクトのように、内戦による、または、戦争による被害の復興期にあって、人

的資源が不足している地域で実施される、開発を目的としたプロジェクトの場合、相手国

政府側の機能の不足を補いながらプロジェクトを実施していく必要がある。この場合、相

手国政府側の C/P を補うインプットをプロジェクト側から、または、外部のソースから行

う。ただし、この実施方法は、相手側政府の人的資源の増強を抑える働きにならないよう、

相手国側に人的な配置を常に促し、配置が増えるにつれ、徐々にこちらの投入を減らして

いくものでなくてはならない。  

(4) デモ農場にスケールの適正化 

デモ農場のスケールについては、周辺の農場の規模に合わせ、適宜適正な規模にして行く

必要がある。 

(5) 啓蒙を目的としたツアーの必要性 

新しい技術の向上のための研修などを行ったあと、現場での実践指導や啓蒙ツアーは、

研修生のモチベーションを高めるために重要である。 

(6) 建設機材供与の重要性 

コミュニティ・コントラクトによるコミュニティ・インフラ整備において、研修やコント

ラクトを交わすのみではなく、建設機材を供与したことがコミュニティ・コントラクトの

質を向上させた。 

(7) 復興期における開発プロジェクトの意義と問題点 

本プロジェクトは、東部における内戦からの復興期の初期の段階から開発を目的に始め

られたことは、農民自身のエンパワーメント、コミュニティの組織としての復興、また民

族融和の観点からもその意義は大きいとの共通の認識を観察した。しかしながら、同時に、

他のドナーや NGO による復興プロジェクトのばら撒き援助の中にあって、「自己負担」や

「回転資金」の考え方とは完全に相反するため、その実施を難しくしているという現状も

ある。そのため意思決定権者である上層レベルでの仕切りや、枠組みつくりが必要である

と思われる。  
      

 




