
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

１．案件名 

マラウイ国「シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト」 

２．協力概要 

（１）協力内容 

本プロジェクトは、マラウイ湖の南端より流下するシレ川の中流域に位置する２つの伝統

的行政区をプロジェクト対象地域とし、育林の実施可能性などを基準にプロジェクト対象

村落を選定する。そして、選定されたプロジェクト対象村落において、森林の保全・復旧

に配慮した育林も含む各種生産活動が地域住民によって実施されることを目的とし、地域

住民の知識･技術の習得、必要な資源へのアクセス能力強化、マラウイ政府プロジェクト

実施機関の住民支援能力向上に向けた支援を行う。 

（２）協力期間 ： 2007 年～2012 年（5年間） 

（３）協力総額（日本側） ： 約 3.8 億円 

（４）協力相手先機関 ： 1) エネルギー・鉱業・天然資源省 林業局（実施機関） 

  2) 農業・食料安全保障省 土地資源保全局（実施支援機関） 

  3) 女性・児童開発省 地域開発局（実施支援機関） 

（５）国内協力機関 ： 農林水産省林野庁 

（６）裨益対象者及び規模 ： ＜直接受益者＞ 

・ 政府関係機関（プロジェクトカウンターパート約 4 名、

普及員・約 8名） 

・ プロジェクト対象村落内の住民（毎年 10 カ村程度とし、最

終的には約 50 カ村、3,500 世帯を対象とする） 

 ＜間接裨益者＞ 

・ シレ川中流域、及び下流域内の住民と、プロジェクト対象地

域に近接するブランタイヤ市の住民（約３百万人） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点： 

マラウイ共和国（以下、「マ」国と記す）は、『人間開発報告書 2005』における人間開発指標

の値が全 177 カ国中 165 番目に位置するなど、世界でも最も貧しく生活環境の厳しい国の一つ

である。「マ」国の人口は 12.9 百万人を越え、陸地面積における人口密度は 1.34 人/km2とアフ

リカの中では高い水準にある。近年特に加速しているこの人口圧の上昇は、農地の拡大や木材

の伐採による森林の減少、土壌の劣化、水資源の枯渇などを引き起こし、人口の約 80％が居住

する農村部の生活基盤を脅かしている。特に、国内燃料消費の 90％を占める薪炭材の供給源で

ある森林の面積は減少しており、1990 年には国土の 38％ (4.2 百万 ha)が森林に覆われていた

のに対し、2005 年には 30.7％（3.4 百万 ha）まで減少している。この減少傾向は特に人口密度

の高い「マ」国南部で顕著である。 

マラウイ湖の南端から「マ」国南部に流下するシレ川の中流域における森林資源は、同地域

に近接する「マ」国最大の商業都市ブランタイヤ市の人口増加に伴う薪の採取等の理由により

急激に減少しており、同地域の土地の保水能力の減少、地力の低下による農業生産性の低下な

どを引き起こし、生活基盤が脆弱な地域住民の貧困状態をさらに悪化させている。さらに流出



した土砂がシレ川に流れ込み川床を押し上げることによって、地域内に複数存在するダム群に

おける土砂の大量堆積を誘発し、発電及び水道水確保（主にブランタイヤ市用）に支障をきた

すなど、同地域のみならず広範な地域に悪影響が発生するに至っている。これらの問題に対処

するためには地域住民による持続的森林資源管理が不可欠であり、それを実現するための住民

に対する支援が必要である。 

「マ」国政府は、エネルギー・鉱業・天然資源省林業局所属の林業普及員（ブランタイヤ県

で 12 名程度）を中心に上述の問題に対応するための努力をしているが、同局の人的、財政的資

本の不足により、その活動は十分に行われているとは言い難い状況である。このような状況の

下、JICA は「マ」国政府の要請を受け、1999 年から 2000 年まで「シレ川中流域森林保全計画

調査（開発調査）」（以下、「マスタープラン調査」と記す）」を、2002 年から 2004 年まで「シレ

川中流域における森林復旧・村落振興モデル実証調査（開発調査）」（以下、実証調査と記す）

を実施し、同地域の森林再生、流域保全、土壌保全を実現するための村落天然資源管理計画の

策定と、パイロット事業による同計画の実証を行った。上記 1999 年から 2004 年にかけて実施

された調査により提案・実証されたモデル（以下、「実証モデル」と記す）は、植林とアグロフ

ォレストリー、収入創出活動を組み合わせ、短期的なインセンティブを高め、利益を生むスパ

ンの長い植林活動を継続的に実施させるというものである。2004 年の実証調査終了にあたって

は、実証モデルを応用すれば長期的には天然資源の荒廃に対処することが期待できることが示

された。 

しかしシレ川中流域の問題に根本的に対処するためには、パイロット事業地域から周辺地域

への森林資源管理活動の展開・普及が必要であったため、「マ」国政府は我が国に対し実証モデ

ルを周辺村落へ普及することを目的とする支援を要請するに至った。 

この要請を受けて本事前調査が実施され、実証モデルの効果的・効率的な展開のためには、

実証調査のアプローチに PRODEFI モデル1を取り入れ、より普及展開に適したものに修正する必

要性が確認された。 

 

（２）相手国政府の国家政策上の位置付け： 

「マ」国政府は、1997 年 11 月に策定された『Malawi 2020』において、天然資源と環境の適

切な管理ための戦略の中で、土壌劣化の防止や水資源劣化の防止などの観点からも森林の再生

と適正管理の必要性を述べている。また、2007 年 1 月に策定された「マ」国の中期開発戦略

『Malawi Growth and Development Strategy（MGDS）』では、森林資源は天然資源の中でも水産

資源に次いで重要であり、重要地域における森林再生プログラムの開始や植林活動の強化、民

間セクターとの連携を通して、持続可能な森林の利用・管理を実現し、森林資源の劣化を減少

させるという中期目標が掲げられている。 

また、2002 年に天然資源環境省（当時）が策定した『National Environmental Action Plan』

（国家環境行動計画）の中でも、「マ」国経済に影響を及ぼす環境問題の一つとして森林減少が

                                                  
1 PRODEFI モデル：セネガル国総合村落林業開発計画で提唱されたモデル。研修を中心とした地域開発アプローチ

で、「住民が持っている活力を引き出し、その活力を個人や組織の活動の活性化、さらには、地域への開発へとつなげて

いく方法論」と定義されている。具体的には、①地域の研修ニーズから、②地域の（人的・物的）資源を用いて、③研修参

加者を選別せず、④多数を対象にして、⑤（本当の）現地/現場で研修を実施する、というアプローチである。  



挙げられており、森林資源保護、植林による森林の再生、木質燃料のより効率的な活用の三つ

の主要戦略によって現状を打開し、早急に解決すべき喫緊の課題とされている。 

 

（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） 

JICA 国別事業実施計画において、『食糧安全保障』分野のうち、『農村生計多様化プログラム』

に位置付けられ、持続的な天然資源の管理・利用と、それに結びついた収入創出活動によって、

「マ」国の主要農産物であるメイズ生産以外の生計手段を確保し、現金収入の増加による食糧

の安定確保に貢献することが期待されている。 

 

４．協力の枠組み 

（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 

【プロジェクト目標】 

プロジェクト対象村落において、森林の保全・復旧に配慮した育林も含む生産的な各種活

動が実施される 

【指標2】 

・ 研修参加者に対する生産的な各種活動の実践者の割合（ＸＸ％以上) 

・ 3 年目までの対象村落における、年間植栽本数のベースラインデータに対する増加率

(ＸＸ％) 

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 

【上位目標】 

プロジェクト対象村落において、村落住民が生計の向上を通じて持続可能な森林資源管理

を実践する 

【指標】 

・ 木質資源の成長量と伐採量の差(ＸＸ以上) 

・ 対象村落における生計が向上した世帯の割合(ＸＸ％以上) 
 

（２）アウトプットと活動 

【アウトプット１】 

プロジェクト対象村落において、参加住民が生産的な各種活動についての知識・技術を身

につける 

【活動】 

1.1 プロジェクト対象地域の自然条件及び社会経済条件を調査する 

1.2 上記調査結果を踏まえて、プロジェクト対象村落を選定する 

1.3 プロジェクト対象村落内の詳細調査を実施する 

1.3.1 プロジェクト対象村落における潜在的可能性のある生産的な各種活動について

の情報を収集する 

1.3.2 プロジェクト対象村落のベースラインデータの収集、及び住民の抱える課題、研

修ニーズ等を調査する 

1.4 研修にかかる準備を行う 

1.4.1 プロジェクト対象村落周辺で活用できる人的・物的資源を調査する 

                                                  
2 上位目標、プロジェクト目標、アウトプットに係る具体的な指標の数値に関しては、プロジェクト開始後、速や

かに設定することとする。 



1.4.2 上記活動で得られた情報を分析・検討し、各プロジェクト対象村落に適した研修

科目を選定する 

1.4.3 育林も含む生産的な各種活動に係る研修内容を検討し、研修計画を策定する 

1.5 育林も含む生産的な各種活動に係る研修を実施する 

1.6 プロジェクト対象村落の育林も含む生産的な各種活動状況をモニタリングし、必要で

あれば活動や研修内容の修正等を行う 

【指標】 

1.1 研修参加者数(ＸＸ人) 

1.2 各対象村落における研修実施回数(最低ＸＸ回以上) 

 

【アウトプット 2】 

プロジェクト対象村落住民が、生産的な各種活動に必要な資源にアクセスできるようにな

る 

【活動】 

2.1 育林も含む生産的な各種活動を実施するために必要な最小限の資源を村落民が調達

できるように、資源を供給可能な各機関と供給に係る調整を行う 

2.2 育林も含む生産的な各種活動に必要な資源の供給可能機関に係る情報を村落民に提

供する 

2.3 村落民の育林も含む生産的な各種活動に必要な資源調達能力が向上するよう支援す

る 

【指標】 

2.1 研修参加者の中で資源にアクセスできた人の割合(ＸＸ％以上) 

2.2 研修参加者の中で資源へのアクセス能力に関し、エンパワーされたと感じる人の割合

(ＸＸ％以上) 

 

【アウトプット 3】 

プロジェクト実施機関（林業局、土地資源保全局、コミュニティ開発局等）関係者の育林

を含む生産的な各種活動に係る支援能力が向上する 

【活動】 

3.1 アウトプット 1、2に係る活動を通じて、OJT を実施する 

3.2 育林も含む生産的な各種活動の促進に係るガイドラインを作成する 

3.3 ガイドラインに基づいた支援活動を実施し、その活動のモニタリングを行う 

【指標】 

3.1 日本人の専門家の支援なしで企画・実施されている研修の割合(プロジェクト最終年

にＸＸ％) 

3.2 ガイドラインについて十分に理解しているプロジェクト C/P の割合(ＸＸ％) 

3.3 プロジェクトアプローチに満足している研修参加者の割合(ＸＸ％以上) 

 

（３）投入（インプット） 

①日本国側（総額約３．８億円） 

１）専門家派遣（チーフアドバイザー並びに業務調整については、特定の専門分野の専門

家を兼任することもある） 

・チーフアドバイザー 

・業務調整 

・森林資源管理 

・農村開発 

・その他必要な特定分野の専門家（短期専門家） 

２）機材供与（車輌：四駆、オートバイ、研修用機材） 



３）研修員受入れ 

４）プロジェクト活動に必要な経費 

・研修開催経費、研修教材費など現地活動費 

 

②マラウイ国側（総額約０．５億円） 

１）人員の配置 

・カウンターパート（プロジェクト・ダイレクター：南部営林局長、プロジェクト・

マネジャー：ブランタイヤ県営林事務所副所長、その他：関係森林官） 

・プロジェクト支援要員（秘書、運転手） 

・プロジェクト実施ユニット（ブランタイヤ県営林事務所、ブランタイヤ農政局、地

域開発局に所属の普及員） 

２）プロジェクト実施に必要な施設・建物（事務所・倉庫・駐車スペース） 

３）プロジェクト実施にかかる必要な水及び電気等運営費用 

４）その他必要性に鑑み双方で合意した施設・資機材 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

・前提条件：特になし 

・アウトプット達成のための外部条件：プロジェクト実施機関関係者（カウンターパート）

がプロジェクト活動に継続して従事すること 

・プロジェクト目標達成のための外部条件：研修を受けたプロジェクト対象村落の住民（人

材）の多数が都市部へ流出しない 

・上位目標達成のための外部条件：「マ」国の経済状況が悪化しないこと／「マ」国の国家

政策が変化しないこと 

 

５．評価 5項目による評価結果 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・「マ」国政府の国家開発計画、中期開発戦略、国家環境行動計画などにおいて、持続可能な

森林の利用・管理の実現、森林資源の劣化の減少が掲げられており、「マ」国の政策的なコ

ミットメントも認められる。 

・対象地域は家庭用熱エネルギーの確保（地域住民の 90％以上が薪炭材に依存）による森林

資源の減少により、土地保水能力の減少、地力の低下、ダム群への土砂の流出（水道水、

電力の確保に支障をきたしている）などが引き起こされており、地域住民による持続的な

森林資源管理体制の構築が喫緊の課題となっていることから、住民のニーズ、関心は極め

て高い。 

・「マ」国における国別事業実施計画では、『食糧安全保障』分野のうち、『農村生計多様化プ

ログラム』に位置付けられている。具体的には、生産的な各種活動の展開によって現金収

入の増加が見込まれ、農村生計の多様化、ひいては食糧安全保障の実現に貢献するものと

期待されており、我が国協力における優先度も高い。 

（２）有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から有効性が見込まれる。 



 ・本プロジェクトのアウトプットは活動参加村落住民及びプロジェクト・カウンターパート

の能力向上を図ることであり、これにより参加住民の知識・技術の改善、モチベーション

の向上、ひいては、参加住民による育林を含む生産的な各種活動の活発化が期待されるこ

とから、プロジェクト目標が達成される見込みが高い。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

 ・過去の開発調査（マスタープラン調査及び実証調査）、フォローアップ活動（青年海外協力

隊員の派遣（「村落開発」及び「植林」の 2 名））などの成果、教訓を踏まえて、参加村落

住民の自助努力をベースにした生産的な各種活動の活性化を目的としていることから、高

い効率性が期待される。 

 ・本プロジェクトは長期専門家／短期専門家による調整のもと、現地普及員、現地 NGO など、

現地リソースを最大限利用し、住民の自助努力をベースに活動を実施するものであり、費

用対効果は高いものと推定される。 

 ・プロジェクト対象地域は、開発調査が実施され実証モデルが策定されているなどある程度

下地ができており、また現在もフォローアップのための青年海外協力隊員が派遣されてい

ることからも相乗効果が期待でき、高い効率性が期待される。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測できる。 

 ・「プロジェクト目標」である育林を含む生産的な各種活動が実施されることにより、プロジ

ェクト対象村落住民の収入・生計向上のオプションが増え、生計を炭焼きなどに依存して

いた住民が他の生産活動へシフトすることも見込まれ、森林への人的インパクトが減少す

ることが期待できる。 

 ・現地のニーズや地域住民の能力に即した育林を含む生産的な各種活動に関する技術やノウ

ハウが地域住民に共有・蓄積されることにより、対象村落内の研修参加世帯のみならず、

対象村落内の非参加世帯及び非対象村落へも伝播し、成果が波及することが期待できる。

 ・対象村落内の全世帯を対象としてプロジェクト活動が実施されることから、村落内の生計

状況全体の底上げに貢献することが期待できる。 

 ・実証調査では導入した生産的な各種活動による収益をエイズ孤児院へ分配していた村落も

確認されたことから、本プロジェクトにおいても、このような社会的弱者に対してのプラ

スのインパクトが予測できる。 

 

（５）自立発展性 

以下の通り、本プロジェクトによる効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続さ

れるものと見込まれる。 

【政策・制度面】 

・ 本プロジェクトは我が国及び「マ」国の関連政策との整合性が高い。また地方分権化に

関する法令及び政策の整備が進められており、本プロジェクトのような多面的アプロー

チが導入され易い環境が整えられることが期待される。 

・ 土地使用権の保証に関する法令及び政策の見直しが、利用者である農村住民に有利にな

る方向で行われていることから、植林などへの住民の長期的投資を促進することが期待

できる。 



【財政面】 

・ 本プロジェクトは住民の自助努力をベースに活動を実施するものであり、最大限現地リ

ソースを活用することから、類似プロジェクトと比較しても低コストで運営・管理する

ことが可能である。そのため「マ」国側独自の予算においても実施可能であると思料さ

れる。 

【組織・技術面】 

・ 本プロジェクトのカウンターパートを含むプロジェクト・チームのメンバーへの技術移

転手法は、主に現場での実践を通じた OJT が用いられることから、柔軟性の確保、経験

の蓄積といった観点から受容性が高く、プロジェクト終了後も上記メンバーが持続的に

活動することが見込まれる。 

・ 育林を含む生産的な各種活動の支援のためのガイドラインは、農林業等に係る技術的な

ものではなく、むしろ活動実施を支援する関連職員が活用可能な普及手法や活動支援調

整手法が主な内容となることから、汎用性が高いものとなり、将来の持続的森林資源管

理の普及推進に貢献するものと期待される。 

・ 対象地域の自然・社会環境に適した実践的かつ汎用性の高い普及手法に係るノウハウが

「マ」国に蓄積されるため、他地域でも同様の事業を行うことが可能となる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）貧困 

 本プロジェクトはシレ川中流域の村落住民（貧困層）を対象に実施するものであり、生産的

な各種活動に係る研修を通じて、村落内の生計状況全体の底上げが期待される。 

 

（２）ジェンダー 

 主に女性を対象とした生産的な各種活動の導入も想定されており、女性の参加や関与を推進

する予定である。 

 

（３）環境 

本プロジェクトは、森林の保全・復旧を目途として実施されるものであるため、基本的に、

環境に対して悪影響を及ぼすことはない。しかし、例えば、村落住民により畜産が大規模に行

われることなどがあれば、過剰放牧などによる天然資源の荒廃や、糞尿による汚染等が懸念さ

れるため、それらの点に十分留意する必要がある。 

 

（４）人間の安全保障の視点 

「マ」国は、人間開発指標においても低位に位置付けされるなど、貧困率が高いことからも、

本プロジェクトは、貧困層に対して支援が直接行き届くように、活動のひとつである研修対象

者を対象村落の全住民とし、森林の保全・復旧を目的とした生計向上対策にも十分配慮しつつ

実施されるものである。しかし、あくまで本プロジェクトが行う研修への参加は住民個人の意

思で決定されるものであり、また本プロジェクトの実施により、村落内での軋轢などが生まれ

ないよう、各村落内での人間関係、平等性、ジェンダー等に十分配慮する必要がある。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

（１）「シレ川中流域における森林復旧・村落振興モデル実証調査」 



当該案件で実施された各種活動（林業活動及び収入創出活動）の成果、住民活動グループ・

カウンターパート機関間との調整方法、プロジェクト実施ユニットの機能、対象村落選定につ

いての選定方法など、本プロジェクトにおいても最大限活用し、事業の効率的な推進を図って

いく。 

 

（２）「セネガル国総合村落林業開発計画（PRODEFI）」 

当該案件で開発された「研修という形で住民へのインプットを開始」し、「住民の反応を見て、

次の支援活動を検討する」というアプローチが、本プロジェクトにおいても有効であると考え

られ、現地リソースの活用方法、地域住民及び普及員の能力向上対策等に係る経験・教訓など

が活用できる。 

 

８．今後の評価計画 

中間評価（2010 年頃）、終了時評価（2012 年頃）を実施する予定である。 

また、事後評価に関しては、プロジェクト終了後 3年後を目途に JICA マラウイ事務所が実施

する。 

 
 
 




