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第 5 章 ネパール王国村落振興・森林保全計画II 
 

地図：ネパール全図 

出所: 村落振興・森林保全計画・緑の推進協力プロジェクト終了時評価調査報告書 1999 年（JICA） 

対象郡プロジェクトサイト 

出所：村落振興・森林保全計画フェーズ 2  (本案件) 終了時評価調査報告書 2004 年（JICA） 

パルバット郡 

カスキ郡 
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写真（視察サイト） 
Kaski 郡 Pumdi Bhumdi 村： 
かつて土壌が露出していた土地に箒

草などを植栽し緑化と生計向上を同

時に行っている 

 

Kaski 郡 Pumdi Bhumdi 村： 
村の岩石を敷設した山道。 
児童の高校への通学も含め、村内の移

動が安全になった。 

Kaski 郡 Bhadaure Tamagi 村： 
公民館に集まったパワーグループと

ワード保全委員会メンバー 
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Kaski 郡 Kaskikot 村(複製事業) 
水源保護。これにより水源汚染の防止

が可能となった。 

Kaski 郡 Kaskikot 村(複製事業) 
簡易水道場： 
水源保護により生活用水・安全な水へ

のアクセスが向上し、生活用水を得る

ための負担が軽減された。 
写真は生活用水場。 

 

略語表 

略語 正式名称 和訳 

CBWMP Community based watershed management prospect 流域管理見通し 

CRMP Community resource management plan 村落資源管理計画 

DSCO District Soil Conservation Office 郡土壌保全事務所 

DSCWM Department of Soil Conservation and Watershed 
Management, MFSC 

森林土壌保全省、土壌保全流域管

理局 
MFSC Ministry of Forest and Soil Conservation 森林土壌保全省 

PG Power group パワーグループ 

POWER Poor people, Occupational caste and Women’s 
Empowerment for Resource management  

（村落資源管理に社会的弱者が参画

できるよう促すプログラムの名称） 

SABIHAA Samudayik Bikas Tatha Hariyali Ayojana 
 (直訳は Community Development and Greenery Project) 

住民参加型村落資源管理事業 
（本案件のネパール語の呼称） 

UG User group ユーザーグループ 

VDC Village Development Committee 村開発委員会 

WCC Ward Conservation Committee ワード保全委員会 
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5.1 案件別評価調査の概要 
5.1.1 プロジェクトの背景 

ネパール山間部では、燃料・家畜飼料・林産品を目的とした過度な林産資源利用や

生計のための森林地の農地転用など人為的要因による森林破壊・土壌浸食に加え、豪

雨等の自然災害による土砂流出や村落資源破壊などが発生し、森林の荒廃化や林産資

源の劣化など環境破壊が進むとともに丘陵山間地住民の貧困化を加速させる状況にあ

った。こうした状況を改善すべく、ネパール政府は 1988 年に全 12 プログラムからな

る「森林セクターマスタープラン 1989-2010」を策定し、うち「土壌保全・流域管理プ

ログラム」に係る協力を日本政府に要請した。これを受けて我が国はプロジェクト方

式技術協力「林業普及計画」(1991-1994)を実施するとともに、開発調査「西部山間部

総合流域管理計画調査」（1995-1988）、プロジェクト方式技術協力「村落振興・森林保

全計画」 (1994-1999)、青年海外協力隊チーム派遣「緑の推進協力プロジェクト」

（1994-1999）の 3 事業をパッケージ協力として実施した。「林業普及計画」の一環とし

て行われた調査では、過去のトップダウン方式の他国政府・国際支援組織の協力事業

は十分な効果をあげておらず、ニーズに基づく住民主体の事業が生活向上と環境保全

の実現に有効となることが提言されるに至った。 

ネパール政府はこの調査結果と提言を重視し、土壌保全・流域管理プログラムを村

落環境・森林資源開発計画と位置づけて、我が国に技術協力を要請した。我が国はこ

れを受け、本案件「村落振興・森林保全計画フェーズ 2」が 1999 年７月から 2004 年 7

月まで実施された。 

 

5.1.2 プロジェクトの概要 

本対象プロジェクトの概要は以下のとおり。 

 

上位目標 住民男女による村落資源の適正な管理を通じて、ネパール山間地域における貧困を緩

和し自然環境を改善する 
プロジェ

クト目標 
ネパールの山間地域に適用可能な、住民による企画、実行、モニタリングおよび評価

への積極的な参加を伴う、公正で持続的な住民参加型村落資源管理モデルを開発する

アウトプ

ット 
1)カスキ郡およびパルバット郡のプロジェクト対象村落において、 

1-a)対象地域の住民が自分たちの組織を作り運営する能力を持つ、 
1-b)対象地域の住民が、村落資源を持続的に管理、計画、実施、評価することが可

能となる、 
1-c)プロジェクトのモデル全体に社会・ジェンダー配慮の視点を反映させる、 

2)カウンターパートに、 
2-a)村落レベルの流域管理見通しを作成する能力が移転される、 
2-b)丘陵地帯での参加型村落資源管理プロジェクトの実施能力が強化される。 

投入 【日本側】 
・長期専門家 14 人（チーフアドバイザー、村落振興、流域管理、社会ジェンダー）
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・短期専門家 12 人（業務調整、村落振興、流域管理、社会・ジェンダー、費用対効

果分析、LAN システム、普及教材、施工技術マニュアル、他） 
・C/P 研修：2004 年 1 月時点：本邦・第三国研修の実施計 27 人（本邦研修 11 人、

フィリピン研修 8 人、ラオス研修 5 人、インド研修 3 人） 
・機材供与：34,850 千円（2004 年 1 月時） 
・事業費：全協力事業費 約 6 億 3,110 万 2 千円、うち現地業務費：1 億 6 千 621 万円

【ネパール側】 
・人材: 計 50 人（森林土壌保全省から 6 人、土壌保全流域管理局より 7 人、カスキ

郡とパルバット郡土壌保全事務所より 16 人（所長・中堅技術者）、カスキ郡とパル

バット郡の村落開発モチベーター20 人、女性モチベーター1 人 
・事務室施設及び活動サイト：森林土壌保全省・土壌保全流域管理局内事務室、カス

キ郡土壌保全事務所敷地、パルバット郡土壌保全事務所敷地、各郡サブプロジェク

トサイト（計 10 村内） 
・事業費：日本政府による貧困農民支援(旧称 2KR)の見返り資金、森林土壌保全省・

Kaski 郡と Parbat 郡の土壌保全事務所より推定で事務所業務費の約 60%（約 3,900 
万ルピー＝約 5,900 万円） 

 

5.1.3 事後評価調査の目的 

本事後評価は「村落振興・森林保全計画 II」を評価対象とし、国民への説明責任を果

たすために案件を評価すること、また JICA 事業の改善を図るため評価結果を基に案件

実施にかかる教訓を導き出し、フィードバックすることを目的としている。 

 

5.1.4 評価調査範囲 

本評価調査の対象範囲は下表の通りである。 

 

調査対象範囲 

案件名 村落振興・森林保全計画フェーズ 2 

協力期間 1999 年 7 月 16 日－2005 年 7 月 15 日 

主な調査先 森林土壌保全省・土壌保全流域管理局 
カスキ郡土壌保全事務所 
カスキ郡村開発委員会 
カスキ郡ワード保全委員会 
カスキ郡パワーグループ 
カスキ郡におけるサイト視察（2 箇所） 
パルバット郡土壌保全事務所 
パルバット郡村開発委員会 
パルバット郡ワード保全委員会 
パルバット郡パワーグループ 
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面談相手組織(人数) 

森林土壌保

全省(MFSC) 

郡土壌保全

事 務 所

(DSCO) 

村落開発委

員会(VDC) 
Ward 保全委

員会(WCC) 
ﾊﾟﾜｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾟ

(ﾕｰｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ) 元ﾓﾁﾍﾞｰﾀｰ 計 

2（ｶﾄﾏﾝｽﾞ） 6 (ｶｽｷ) 
2 (ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ) 

4 (ｶｽｷ) 
2 (ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ) 

5 (ｶｽｷ) 
2 (ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ) 

5 (ｶｽｷ) 
2 (ﾊﾟﾙﾊﾞｯﾄ) 1 (ｶｽｷ) 31 人 

 

視察村別サブプロジェクト地（カスキ郡） 
Bhadaure Tamagi 村 Kaskikot 村（複製事業） Pumdi Bhumdi 村 
植栽・緑化 
山道敷設 
水源保護・水路敷設 
排水渠整備 
土砂災害・侵食防止 

水源保護・水路敷設 
貯水池建設 

植栽・緑化 
山道整備 
水源保護・水路敷設 
橋建設 
土砂災害・侵食防止 

 

5.1.5 評価調査の制約 

ネパール国内でマオイストによるストライキが頻発している情勢から、車輌による

遠路移動は往復路中で足止めとなるリスクが高いことを考慮し、パルバット郡へのサ

イト視察は見合わせた。（調査期間中に 3 度のストライキがあった） 

 

5.1.6 評価調査団の構成 

本評価の現地調査は以下のメンバーにより実施された。 

氏名 担当 所属先 

小島 京子 農漁村開発評価Ⅰ／評価分析 インテムコンサルティング㈱ 

Subhadra Maharjan フリーランスコンサルタント Earth Travel Ltd. , Kathmandu 

 

5.1.7 評価調査期間 

国内準備・整理期間を含め 2009 年 4 月～7 月。現地調査日程は、次のとおり。 
月日 曜 作業内容 調査地 

5 月 25 日 月 
午前: アシスタント調査員との打合せ、アポイントメント調整作業、調査準備作業 
16：00  JICA ネパール事務所訪問、日程・調査方法説明、資料収集 

ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

6 月 7 日 日 
（5 月 25 日～6 月 7 日：地域の結核及び肺の健康プロジェクト事後評価調査） 

調査準備、収集ドキュメントレビュー 
ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

6 月 8 日 月 
14:00～森林土壌保全省・土壌保全流域管理局訪問 

(1)調査目的・日程説明、(2)調査質問票回答収集、(3)資料収集 
ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

6 月 9 日 火 

移動：カトマンズ → ポカラ  

15:00～カスキ郡土壌保全事務所訪問 

(1)調査目的・日程説明  (2) 聴き取り調査 

ポカラ 

6月10日 水 
終日： カスキ郡サイト視察-1 (Bhadaure Tamagi 村) 及び聴き取り調査  

①村落開発委員会、②ワード保全委員会、③パワー（ユーザー）グループ 
ポカラ 

6月11日 木 
11:00～カスキ郡土壌保全事務所にてパルバッド県関係者への聴き取り調査 

①パルバット郡土壌保全事務所職員、②村落開発委員会 
ポカラ 
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6月12日 金 
11:00～カスキ郡土壌保全事務所にてパルバッド県関係者への聴き取り調査 

③集落保全委員会、④パワー（ユーザー）グループ 
ポカラ 

6月13日 土 調査結果とりまとめ ポカラ 

6月14日 日 
終日：  カスキ郡サイト視察-2 (Pumdi Bhumdi 村)及び聴き取り調査  

①村落開発委員会、②集落保全委員会、③パワー（ユーザー）グループ 
ポカラ 

6月15日 月 追加調査、カスキ郡選挙事務所訪問、統計資料収集、調査結果とりまとめ ポカラ 

6月16日 火 
10:00～12:30 カスキ郡土壌保全事務所にて、カスキ郡とバルバット郡代表者と

の会議： (1)調査結果報告  (2)意見交換・コメント受領 
ポカラ 

6月17日 水 移動：ポカラ → カトマンズ 、午後：調査結果とりまとめ ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

6月18日 木 

11:00～12:30 森林土壌保全省・土壌保全流域管理局訪問 

(1) 調査結果報告 (2)意見交換)・コメント受領 

午後：調査報告書案の修正 

ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

6月19日 金 
午前中: 調査結果報告書案の作成 

16:00 JICA ネパール事務所訪問、調査結果報告 
ｶﾄﾏﾝｽﾞ 

 

5.2 評価方法 
5.2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

対象案件の実績確認事項、終了時評価時の提言事項、評価項目ごとの設問及びデータ

収集方法など、調査方法等について、添付資料の評価グリッドを参照。 

 

5.2.2 評価手法 

本評価調査における、調査方法は以下のとおり。 

評価方法 実施内容 

質問紙票調査 実施機関であった森林土壌保全省・土壌保全流域管理局に対し調

査票（質問票）を事前配布し、情報収集・内容の精査を行った。

聴き取り調査 実施機関、C/P 組織、主要活動主体者への聴き取り調査を行った。

実施サイト視察 本案件で構築された村落流域管理モデル(SABIHAAモデル)及び複

製事業の成果や状況を把握するため、現場視察を行った。 

デスクレビュー 関連資料のレビュー・分析を行った。 

 

5.2.3 評価のプロセス 

本評価のプロセスは以下の通り。 

評価のプロセス 実施内容 

事前準備 2009 年 3 月から 4 月にかけて、関連資料（添付の参考資料リストを参

照）のレビューを行い、評価グリッド等を含むインセプションレポー

ト及び現地調査資料作成を行った。 
現地調査 2009 年 6 月 7 日から 6 月 19 日にかけて、現地調査を実施した。現地

調査の 終段階で、調査結果を取りまとめ、先方関係機関へ案を報告

し、意見・コメントを受けたのち、JICA 事務所に報告を行った。 
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国内分析 2009 年 6 月から 7 月にかけて行った現地調査を通じて収集した情報と

資料の分析、及び評価調査報告書の作成を行った。別途、評点付けガ

イドラインに基づき対象案件の評点付けを行った。 

 

5.3 プロジェクト実績の検証 
5.3.1 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標は「ネパールの山間地域に適用可能な、住民による企画、実行、

モニタリングおよび評価への積極的な参加を伴う、公正で持続的な住民参加型村落資

源管理モデルを開発する」であるが、本案件期間中に住民参加型村落資源管理モデル

（SABIHAA モデル）が構築され、現在までに複製事業が行われている。 

期間中には村落資源管理の技術・知識について関係者間で差異がみられたことと、

（本案件がプロジェクト目標の指標の一つとして設定していた）ワード保全委員会や

UG以外の住民グループの組織化による独自の活動が実施されるまでには至っていなか

った。22  しかしながら、案件終了以降から現在において、事業関係者間に参加型村落

資源管理の一定の共通理解の構築が見られること、UGメンバーがPGのメンバーとなり

活動を継続し、WCCのメンバーがPGの組織活動を支援するなど、既存の組織における

機能の進展が見られた。 

 

(1)指標に係る実績 

終了時評価時点達成度（2004 年 6 月） 事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：プロジェクト終了までに C/Ps が参加型村落資源管理の技術と知識を十分に習得する 

期間中には、参加型流域管理、参加型村落資

源管理に係るネ国関係者の理解は、一定のレ

ベルに達したものの、アクターにより理解の

差も見られた。 

村民／Power group, WCC, VDC, DSCO 関係

者間で、村落資源管理に係る共通認識が見ら

れ、本案件実施前に比して積極的な理解が育

成されている。 

指標 2：プロジェクト終了までに 30％以上の WCC が自立している 

期間中に対象地の 88 のWardすべてにおいて

Ward保全委員(WCC)が結成された。23 WCC

の自己評価では、68％のWCCが良好な組織

運営能力を有した。本案件の活動により

WCCに基金が作られ、村内のサブプロジェ

クト資金として活用された。 

本案件で組織化されたWCCの活動が継続し

ているかについて追跡調査はなく明確な把

握が不可能。カスキ郡土壌保全事務所によれ

ば WCC は SABIHAA モデル或いは複製事業

の際に組織化されるので、サブプロジェクト

が終了すれば解散する傾向がある。 

                                      
22 ワード保全委員会(WCC)とユーザーグループ（UG）は本案件が独自に設定した組織体である。なお、UG はネパールの

森林法に規定される Forest User Group とは異なる。、 
23 一村は9ワードで構成されるため対象村のワード総計は90であるが、うち２ワードが前事業(ﾌｪｰｽﾞⅠ)対象地であった

ため、政府方針に基づきこれ（２ワード）を対象からはずし88ワードとした。UGにより430のｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが実施され、

森林保全に係る事業はうち約111（3分の1程度）。出所: 終了時評価調査報告書。 
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指標 3：プロジェクト終了までに DSCO/DSCWM が複製事業を計画する 

2003 年末(事業開始から約３年後)の期間中

に、カスキ郡、パルバット郡、シャンジャ郡

の村を対象に複製事業を計画、開始した。 

対象村(VDC)を変えて SABIHAA モデル複製

事業が行われている。カスキ郡については 6

村で、パルバット郡については 5 村で複製事

業が実施されている。 

指標 4：プロジェクト終了までに対象地域住民によって WCC や POWER ｸﾞﾙｰﾌﾟ以外の新たな住

民グループの組織・活動が実施される 
プロジェクト期間中に、Ward保全委員会や

パワーグループ以外の新たな住民グループ

の組織化はない。24 

サブプロジェクトごとに組織化されたUG
は、サブプロジェクトが完了すると自然解散

する傾向があるが、カスキ郡（Badhuare 
Tamagi, Phumdibumdhi村）とパルバット郡

（Pilpatli村）では、UGはPGメンバーとなり、

PGは女性のみで構成される組織でなく、ニ

ーズを共有する男女混合の組織となるなど、

組織の機能の発展がみられる。25 
 

(2)SABIHAA モデルの構築に係る情報 

政府は郡土壌保全事務所(DSCO)が自治体や村民と協力し、村民が林産物資源・土壌・

水資源管理に参画する効果的かつ標準化可能な村落資源管理の方法を模索していたが、

本案件前には、統一された方法論は確立していなかった。本案件の実施により、期間中

に住民参加型村落資源管理モデル（以下SABIHAAモデル）が開発され、複製事業が期間

中に開始された。モデルの有効性をより明確に把握することも意図しながら、これまで

カスキ郡の 11村(VDC)、パルバット郡の 10村(VDC)でモデル及び複製事業が行われ 26 、

他４郡ですでに実施が始まっている。年内には他 2 郡でも、複製児事業を実施する予定

とされる。27   

SABIHAAモデルではワード保全委員会（WCC）が形成され 28、対象村民ニーズに基

づく事業計画、パワーグループ(PG)組織化と女性や弱者層の地域参加促進が行われる。

WCCは流域管理見通し（CBWMP）・村落資源管理計画（CRMP）の策定、サブプロジェ

クト事業費の管理、他ワードとの調整を主導し、裨益者である住民が主体として参画す

                                      
24 本案件は本指標（指標 4）における「新たな住民グループ」について、森林保全や流域管理の企画・申請・実施に直

接参画する裨益者グループを想定していた。そのため本案件期間中にワード間のステークホルダーの調整を担う調整

委員会(Coordinating Committee:CC)が設立されたが、本案件では CC を指標 4の達成事項とみなしていない。 

25 いずれの PG も代表、会計は女性が勤めていた。カスキ郡 Badhuare Tamagi 村の ward 2 の場合、ward に居住す

る殆どの世帯(家族)から PG に所属するメンバーがいる。ヒアリングによれば PG に参加しない Ward の住民は、山奥

僻地に居住するため会合や活動参加が困難、健康上理由で活動参加が困難（高齢者、障害者等）が理由であるという。 
26  SABIHAA モデル・複製事業の実施村(VDC)は、カスキ郡では Bhalam, Dhikurpokhri, Armala, Pumdi Bhumdi, 

Dhadaure Tamagi, Thumki, Shidha, Bhalam, Dhikurpokhori, Kaskikot, Sarangkot。パルバット郡では Beliwas, 
Saraukhola, Thanamaula, Limithana, Pipaltari, Mudikuwa, Hiaulalakuri, Kyang, Banau, Dhading. 

27 Myagdi, Baglung, Syangja, Tanafu の 4 郡で既に開始, Shindhupalchowk, Kavre の２郡で開始を予定。 
28 基本的な WCC の構成員は、５人のワード委員、２人の PG 代表者、プロジェクトにより推薦を受けワード委員長から

承認された集落代表者、必要に応じて UG 代表、による 10 人前後である。 
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る点が重視されている。モデル構築のプロセスでは、村民のエンパワメントや知識強化、

DSCOが担う行政サービスの強化が認められた。 

ネパール側で理解されている SABIHAA モデルの効果とメカニズムは、以下のとおり

まとめられる。 

SABIHAAモデルにより得られる効果 

・政府とともに地域住民(裨益者)のコミットメントが確保される、 

・地方村民(裨益者)の村落資源管理に係る理解が深化される、 

・郡土壌保全事務所(DSCO)の行政サービスが強化される、 

・計画における透明性が向上する、 

・村民(裨益者)がより明確に地域計画に参加する、 

・投入対効果が高い。 

 

SABIHAAモデルのメカニズム（カスキ郡、パルバット郡において） 

・裨益を受ける当事者(村民)がニーズ特定・計画に参加する、 

・ワード保全委員会(WCC)が組織され DSCO, VDC とともに協働する、 

・村民のエンパワメントと能力育成を行う、 

・村民が労働・奉仕活動・地域資源を提供する、 

・村内の社会的弱者に配慮する、 

・村落資源管理計画(CRMP)は、流域或いは小流域の多分野に及ぶ包括的な計画となる、 

・5村で実施し、5村が完了すれば別の 5村に移る（同じ村で 2回以上行わない) 

・SABIHAA モデル複製事業 1 件の期間は 5 年、必要に応じ 1 年から 2 年のフォローアッ

プ期間を設ける、 

・森林土壌保全省土壌保全流域管理局が政策方針を示し郡では DSCO が実施を支援する 

・財源は貧困農民支援(旧称 2KR)の見返り資金、土壌保全流域管理局・郡土壌保全事務所

予算を活用する、 

・SABIHAA モデル複製事業費の 32%は緑化活動に、20%はパワーグループ(PG)の活動に、

48％は人材育成の活動に活用される。 

 

(3)村民の成長(キャパシティデベロプメント)に係る情報 

 

1) 村落資源管理に係る共通理解の構築 

終了時評価調査時には、村落資源管理についての関係者の理解は非常に幅があり十

分とはいえない、との指摘があった。本調査における村民における聞き取り調査では、

共通理解の構築、マインドセットや生活行動のポジティブな変化が確認された。 

具体的には、村落資源とは、森林、水源／水、土地（土壌）、森林に生息する動物・

植物などの自然資源や、農地／農産物、橋梁、田畑、山道、家畜など人的・経済的資
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源を意味する、という回答を共通して得た。また、村落資源を管理するとは、森林、

水源、動植物、土壌を守ること、過剰な森林伐採、動物の密猟を防ぐこと、天然水を

適切に用いること、密猟者から資源を守るなど自然資源や村資源の保全を行うことで

ある、との回答を得た。 

更に村民から、SABIHAA モデル／複製事業を経験する前には認識なく利己的に資源

を利用していたが、現在は村民間で林産資源の活用時期や方法を合意するなどにより

資源保全に配慮した利用を行うようになった、との積極的なコメントを得た。 

 

2) 参加とエンパワメント 

裨益者が直接計画・実施に係るという方法が、村民のニーズ特定と地域事業参加へ

のモチベーションを高めたと考えられる。SABIHAA モデル事業では高いコストを伴わ

ない知識・技術、地域に既存の資源・資材を活用し、労働や奉仕を提供し、地域生活

を改善しながら地域資源を保全する方法を学んだ。このほか、村落による程度の差が

あるとされるが、流域管理の見通しや流域管理計画提案書の作成、会計書作成などの

スキルを習得している。 

 

(4) 郡土壌保全事務所(DSCO)の成長(キャパシティデベロプメント) 

 

1) 村民へ、森林・土壌保全と村民生活向上の調和を図る方法を伝える 

村落資源管理にかかるネパール国の基本理解は以下のとおり。 

環境保全には住民の協力が必要である。ネパール国における森林破壊・林産資源の

荒廃と貧困との関係性は強く、村落住民当事者が林産物資源・土壌・水資源管理に参

画することが、森林・土壌・林産資源保全には重要である (出所：暫定三ヵ年計画、第

10 次 5 カ年計画)。住民自身により村落の資源（森林、水源、土地、動植物など自然資

源、農地、山道、水路、及び橋梁など人的資源）を保全することで、貧困緩和（生計

向上を含む生活の改善）につなげることができ、同時に森林保全・流域管理を行いな

がら生活をよくする方法を選択し、村落の振興と自然資源の保護を並行して実現する

必要がある。 

この理解は DSCO により村民へ、定期研修等（村民や PG へのセミナー、成功例をも

つサイトの視察）でも伝えられている。DSCO は、村民の殆どが極度な貧困層であるこ

とから、流域管理に住民の参加・協力を得るためには住民が納得できる合理的な根拠

が必要となることを認識したうえで、環境・流域資源保護に資する経済活動は何か（野

菜栽培、果樹植栽・栽培、竹／箒草植栽、芝生植栽、薬草植栽、家畜飼料樹植栽、水

源保護・灌漑、きのこ栽培等）、資源を破壊しうる経済活動は何か（無計画な家畜放牧・

森林伐採・薪採取・水源利用と汚染等）を示し、生活の質的向上と資源保全をどう調

和させるかについての理解敷衍に尽力している。こうした行政サービスは、全国の

 245



  
 

第 5章 ネパール王国村落振興・森林保全計画 II 

DSCO 事務所で恒常化されているものではなく、本案件を通じて育成され定着してきた

ものとされる。 

 

2) 他分野の地方行政組織との調整 

村落資源管理が森林保全、農業、治水、ジェンダー主流化、福祉等の多分野へ取り

組む包括的な計画となることを認識し、DSCO が主導し関係行政組織を参加者とする郡

レベル調整ワークショップ（District level co-ordination workshop）を定期開催している。 

 

3) カスキ郡及びパルバット郡の 近の実績 

 

カスキ郡の実績概要 
FY 2007/08 2006/07 2005/06 

【事業規模概要】 
SABIHAA モデル対象村(VDC) 4 (複製） 7（2 複製 2, 5 FU） 7（2 複製, 5 FU）

DISCO 事業対象 5,734 世帯 4,178 世帯 7,512 世帯

CDFWCP 裨益世帯 3,822 世帯 2,991 世帯 5,653 世帯

SABIHAA モデル対象ワード 36 wards 63 wards 63 wards
SABIHAA モデルを含む全事業費 Rs 7,012,204

(100 ％)
R.s 8,431,488

(100 ％)
Rs 12,312,489.61

(100 ％)
DSCO 支援財源 Rs 4,315,218

(61.5 ％)
Rs. 4,833,026

(57.32 ％)
Rs.724,7909.43

(約 58.9 ％)
村民の労役・地域資材等 Rs 2,696,986

(38.5 ％)
Rs. 3,598,461

(42.68 ％)
Rs.5,125,019.78

(約 41.6 ％)
【裨益規模概要】 
村落資源管理計画策定ワード 9 wards 18 wards 0
PG 活動参加 947 人 1,400 人 1,400 人
スキル研修活動 176 人 222 人 289 人
学校での環境教育実施校数、学習

生徒数 
3 校 

585 生徒

n.a.
391 生徒

10 校
500 生徒

苗木植栽 46 50 50
劣化・被災地修復 168.55 ha 156.48 ha 338.4 ha
農地生産性向上 22.1ha 21.5 ha NA.
水源保護 2 箇所 2 箇所 3 箇所

貧困村民生計向上 100 世帯 173 世帯 337 世帯

Source: Activities & Achievement of Community Development and Forest / Watershed Conservation Project, FY 2004/05, 2005/06, 
2007/08, DSCO, Kaski District 
※ 流域管理の全事業費における SABIHAA モデル・複製事業費 (貧困農民支援の見返り資金、及び DSCO 財源) は:  
2007/08 年度の複製事業は Rs.2,700,000 (38.5％) 、2006/07 年度の複製事業及びフォローアップ支援が Rs.2,120,000 (複
製児業が Rs. 1,350,000, フォローアップが Rs. 770,000 ) (50.7%) 、2005/06 年度の複製事業及びフォローアップ支援が

Rs.3, 600,000 (複製事業が Rs.1,350,000、フォローアップが Rs.2,250,000) (42.7 %)  
 

パルバット郡の実績概要 
年度 2007/08 2006/07 

【事業規模概要】 
SABIHAA モデル対象村(VDC) 5（5 replications） 5（5 replication） 
DISCO 事業対象 616 世帯 681 世帯

CDFWCP 裨益世帯 2,043 世帯 583 世帯

SABIHAA モデル対象ワード 45 wards ﾞ 45 wards
SABIHAA モデルを含む全事業費 Rs 10,358,646

(100 ％)
Rs 8,528,004 

(100 %)
DSCO 支援財源 Rs.5,359,934 Rs. 5,241,224
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（51.7 ％） （61.5 ％）

村民の労役・地域資材等 Rs. 4,998,712
（48.3 ％）

Rs. 3,286780
（38.5 ％）

【裨益規模概要】 
村落資源管理計画策定ワード 45 wards 45 wards
PG 活動参加 137 世帯 137 世帯

スキル研修活動 120 人 132 人
学校での環境教育実施校数 3 校 3 校
苗木植栽 40 25
劣化・被災地修復 15 ha 15 ha
農地生産性向上 8 ha 20 ha
貧困村民生計向上 220 世帯  50 世帯

Source: Profile of KR II Program, FY2006/07, FY2007/08, Parbat District Soil Conservation Office 
※ 流域管理の全事業費における SABIHAA モデル・複製事業費 (貧困農民支援の見返り資金、及び DSCO 財源) は:  
2006/07 年度の複製事業が Rs.675,000 (7.9%)  

 

5.3.2 上位目標の達成状況 

上位目標「住民男女による村落資源の適正な管理を通じて、ネパール山間地域にお

ける貧困を緩和し自然環境を改善する」では、丘陵地域の自然環境と資源保護（緑化

面積、水源保護数、浸食・劣化地の修復面積など）の改善程度、貧困削減の程度を指

標に設定している。しかし設定された「丘陵地」について指標を測定するための統計

等資料が存在しないため、本案件の効果をなんらかの形で測定するために、聴き取り

調査と視察による定性的な情報の収集に努めた。 
調査によれば、カスキ郡とパルバット郡では、限定的かつ村落による相違はあるが、

肯定的効果が認められた。 

 

(1) 指標に係る実績 
終了時評価時点達成度 

（2004 年 6 月） 
事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1： ネパール丘陵地帯における貧困ライン以下の人の割合が減少する 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査と視察によれば、プロジェクトサイトでは、植林に

よる商業植樹種の増加、自家用野菜種の増加、水源保護による自

家用水の確保、環境に悪影響のない生計向上活動等により、生活

の質的改善に係る効果がみられる。 
指標 2：(ネパール丘陵地帯において) 初等教育学校（小学校）入学率 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査によれば、プロジェクトサイトでは、対象地域の女

性の識字が育成され、村民において教育の重要性がより強く認識

されるなど、限定された効果がみられる。 
指標 3：丘陵地帯に住む人々の自家消費用の野菜の種類が増える 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査によれば、プロジェクトサイトでは、土壌・農地整

備、野菜栽培知識の習得により、10 年前に比して多様な野菜種の

栽培が可能となっている。 
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指標 4：(ネパール丘陵地帯において) 水汲みに要する時間が削減される 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査と視察によれば、プロジェクトサイトでは、水源保

護、用水路敷設、山道整備等により、住居集落に近いところに

家庭飲用水場を確保できるなど、限定的な効果が見られる。 
指標 5：丘陵地帯に改善緑地が増える 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査と視察によれば、プロジェクトサイトでは、かつて

土壌露出していた土地が大幅に緑化されるなど、限定的な効果

がみられる。 
指標 6：(ネパール丘陵地帯において) 私有地における植栽面積（の増加） 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査によれば、プロジェクトサイトでは、私有森林地の

所有者に土壌保全事務所が植林の必要性と知識を提供するこ

とで私有地が緑化されるなど、限定された効果がみられる。 
指標 7：(ネパール丘陵地帯における) 保護水源の数（の増加） 

記載なし 指標測定のための該当データなし。 
聴き取り調査と視察によれば、プロジェクトサイトでは、水源

保護事業が行われている。 
注：指標における（ ）内は、調査者による説明追記 

 

(2)環境保全に係る変化 

森林保全、土壌保全、水資源保護等について、多くの面談者から、本案件の実施に

より以下の変化があったと回答を受けた。なお、終了時評価時に「サブプロジェクト

（SABIHAA モデル事業）の実施では生計向上の活動に偏りがちである」との指摘があ

ったため、カスキ及びパルバット郡では、その後から緑化等の環境保全について直接

的な活動を増やすよう配慮してきた、とのことであった。 
・燃料用の薪を地域で収集時期・量・方法など村民で合意した採取の習慣が生まれた、 
・以前は洗濯、飲料水汲み、家畜の水やりなど、用途に関係なく自由勝手に水源を利

用して水源を汚していたが、水源を守り用途に応じた水の利用をするようになった、 

・植栽により村全体が緑化された、 

・土砂崩れ・侵食地でガリー整備や植栽による土地保全が可能となった、 

・Community Forest を守りながら、林産資源を用いることができるようになった、 

・私有地の緑化に協力し、緑地面積が増加した（数値把握なし。パルバット郡の Pilpatri

村には Community Forest がなく、薪燃料は私有地の森林からのものを購入している

が、私有地の緑化のために所有者への働きかけを行っている） 
 

(3)生活の質に係る変化（生計向上、貧困削減） 

Poverty Trends in Nepal (1995-96 and 2003-04) (September 2005, Central Bureau of 
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Statistics: CBS /NPCS) 29 によれば 1995 年から 2003 年の 10 年間に貧困状況は大幅に低

減され、全人口における貧困率は 26 %（或いは 11 % ポイント）の改善であった。地

域別では、カスキ郡・パルバット郡を含む西部山岳丘陵地域（中部・西部・極西部を

含む）の貧困率の場合には、55％から 37.4%と 32% (或いは 17.6 %ポイント) の改善で

ある。30.  

しかし、SABIHAAモデル事業の実施は 1999 年以降 41 村に過ぎず (全村の約 1%) 31 、

対象村での生計向上活動も非常に小規模に留まる。本案件がどの程度貧困削減に貢献

したのかを測ることは不可能であり、現在の展開を続けるSABIHAAモデル複製事業の

実施がもたらす貧困削減への影響を測るには、今後も更に多くの実績が必要である。 

期間中には様々な森林保全・土壌保全と調和させた生計向上の取り組みが行われて

いるが、継続しているものもあれば（カスキ郡における薬材樹・箒草・家畜用牧草の

植栽、竹栽培など）、減少したものもあった（パルバットの養蜂）。 

本案件の期間中及び現在DSCOが関わる生計向上活動はいずれも非常に小規模なも

のであるが、対象村民は極度に貧困状況にあるため、これを重要と考えている。DSCO

によれば、行政サービス組織として土壌保全・流域管理の業務を効果的に行うため、

及び環境保全(土壌保全・流域管理)への住民の協力を得るために、非常に小規模であっ

ても生活の改善や生計向上の支援は必要であろう、としている。 

両郡では本案件終了後も、住民当事者が生計向上の手段を試行錯誤し、活動を拡大

していた。UG はサブプロジェクトが終了すると自然解散する傾向があるが、PG と合

体して活動を行う例が両郡で確認された(メンバーには男性村民もいるが議長、基金管

理は女性が担当していた）。PG は会費の徴収、利子設定など基金の増加と運用能力を

高め、マイクロクレジット的な相互扶助活動を続けていた。カスキ郡 Pumdi Bhumdi 村

では Community Forest の資源利用ができるよう Power community forest group の名称で

森林保全事務所に組織登録していた。つまり、過去の事業で組織化されたグループが、

新たな機能をもち役割を広げた活動を行っていた。 

 

(4)教育に係る変化 

初等教育就学率は本案件期間前からカスキ郡、パルバット郡は大きな問題はなかっ

たが、識字学習（読み書き、計算）を通し学校教育の重要性を認識するようになった

との回答が多かった。識字学習を通し学ぶ楽しさ大切さを知った、夫や子どもが PG や

村の学習活動を応援してくれるようになった、計算や PG 基金の会計知識を学び家計や

内職収支の管理に役立った等、家庭内での肯定的変化も確認された。識字教室は単に

                                      
29 データは CBS/NPCS による 1995-96 年と 2003-04 年のネパール生活水準調査 (NLSS- I and II)に基づく。 
30 ネパール政府は食糧支出と非食糧支出の和により貧困ラインを定義する。このうち食糧支出は国際機関が定義した1 

人当たり1日に 低限必要なカロリー摂取量の範囲内2,124 kcal を基準に算出。下位50％の支出階層の代表的な食生

活形態に基づき37 品目から成る食糧バスケットの品目内訳が設定されている。 

31  2007 年現在でネパールには 3,915 の VDCs、58 の municipalities がある。出所: Statistical Year Book, CBS/NPCS, 2007 
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読み書き計算を覚える場でなく村の相互扶助や村落資源・森林保全を学ぶ場であった、

との意見も得た。 
 

5.3.3 終了時評価における提言への対応状況 

終了時評価時に評価調査団からなされた提言と、提言事項に係る事後評価時点での

状況は以下のとおりであった。 

 

(1)将来の普及に向け、自然資源管理及び社会・ジェンダー主流化を踏まえたガイドラ

インを改訂すること 

本案件後に実施された「フォローアップ事業」（2004 年７月 16 日～2005 年７月 15

日）で改定がなされた。 

 

(2)関係機関及びドナーとの知見の共有に基づき、村落振興森林保全事業モデル

（SABIHAA モデル）のコンセプトを周知させること 

カスキ郡及びパルバット郡土壌保全事務所は、上記（１）の改定オペレーショなる

ガイドラインを郡内の多分野の自治体や地方行政組織に配布し、SABIHAA モデルの理

解促進を図った。また、記述のとおり、村民を対象に定期的に行うセミナー等を実施

し、村落資源と資源管理に係る理解の育成を行っている。また、本案件終了後のフォ

ローアップ期間にセミナーを実施し（ポカラセミナー）、中央政府出先機関と WCC が

策定した流域管理見通し/村落資源管理計画を共有した。 

 

(3)自然資源管理及び社会・ジェンダー配慮に関する郡土壌保全事務所(DSCO) 職員の能

力を強化すること 

上記の「フォローアップ事業」でのガイドラインの改定に当たり、①参加型計画、

③ログフレームを用いた提案書作成、③参加型モニタリング・評価をテーマとした 7

日間の研修が、省・DSCO 職員を対象に行われた。 

 

(4)モデル村落に対し、改訂ガイドラインを踏まえた流域管理見通し(CBWMP)及び村落

資源管理計画(CRMP)の見直しのための人材育成を図ること 

カスキ郡とパルバット郡では日本貧困農村支援を財源とした人材育成活動、DSCO 財

源による研修等活動が定期的に行われている。予算は経常費として措置されている（カ

スキ郡の場合、2007 年度経常費は開発事業費の 18.5%、人材育成に該当する経費は約

12%の約 75 万円である）。研修種は、ジェンダー社会公正研修、WCC 女性研修・視

察学習、学校での環境保全教育、WCC 総合計画策定研修、ユーザグループスキル研修

（サブプロジェクト実施の際に行われる）、公共サービス従事者のための能力育成研

修、プロジェクト調整を学ぶワークショップ、村落資源管理プログラムの導入と関係
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者調整の方法研修、ワークショップ複製事業の活動経験を共有するワークショップ、

など。 

 

(5)森林土壌保全省・土壌保全流域管理局（DSCWM／MFSC）による他地域への｢SABIHAA モ

デル｣の複製活動に関し（日本側関係者が）助言・指導すること 

JICA は本案件終了後「フォローアップ事業」（2004 年７月 16 日～2005 年７月 15 日）

により追加的協力を行ったほか、継続的な技術的助言を続けてきた。SABIHAA モデル複

製事業の進捗報告は、報告書の形でワード保全委員会から DSCO に提出され、DSCO はこ

れを毎年進捗報告書にとりまとめて森林土壌保全省、JICA、日本大使館に提出し、日

本側からの助言を定期的に受ける体制が整えられている。 

更に、ネ国はJICAへSABIHAAモデルを活用した新規の技術協力プロジェクトの要請

を行い、これに応じて 2008 年 12 月にJICAは「地方行政強化を通じた流域管理向上プ

ロジェクト(2009-2014 予定)」の事前調査を行った。2009 年 6 月に討議議事録が署名さ

れている。32 

 

(6）ネパール政府は JICA と協力し、モデルの他地域への適応に向けて努力すること 

政府は参加型村落資源管理モデル（SABIHAA）が環境保全と生計向上に有効と認

識し、2009 年現在までに Kaski, Parbat で継続されるほか、Syangja, Tanhu, Banglung, 

Myangdi 群の計 6 群で複製事業が行われてきた。今後は 2 郡を加え 8 郡に広げる計

画である。 

 

(7)ネパール政府は協力終了後もモデルの有効性を検証するために少なくとも 3 年毎に

対象地域のモニタリングを行うこと 

郡レベルでは、郡土壌保全事務所がワード保全委員会(WCC)とともにモニタリングを

行うほか、SABIHAA 複製事業を行う村の視察を定期的に行い、サブプロジェクトを終

了した村落についてニーズベースのフォローアップ支援を行っている。SABIHAA モデ

ル複製事業の進捗報告は、報告書の形でワード保全委員会から DSCO に提出され、上

述のとおり、DSCO はこれを毎年進捗報告書にとりまとめ森林土壌保全省、JICA、日

本大使館に提出している。 

完了したモデル事業・複製事業の追跡モニタリングは一部サイトのみで、全サイト

を対象としたものは行われていない。 

 

                                      
32 現行の JICA 対ネパール国援助実施計画で本案件は「環境・気候変動」を課題とする「気候変動の緩和・適応プログ

ラム」に位置づけられていたのに対し、言及の新規事業は「行政制度整備・強化」を課題とする「中央政府の開発事

業実施能力強化プログラム」に位置づけられている。 
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5.4 評価結果 
5.4.1 評価 5 項目による分析 

(1)妥当性 

本案件は我が国・JICA の対ネパール援助方針と合致するとともに、当時のネパール

の「森林セクター政策」における「自然資源管理を通じた保全、貧困層、女性、社会

的弱者への参加を重視した自然資源管理による貧困削減」という目的とも合致してい

た。事業アプローチは、土壌保全流域管理局における村落資源管理モデルの構築のニ

ーズ、及び林産・村落資源の保護と生活の向上という村民のニーズに応じたものであ

った。これらから、本案件の高い妥当性が判断される。調査項目ごとの詳細は以下の

とおり。 

 

1)実施の必要性／ターゲットグループと裨益者ニーズとの整合性 

ネ国では全人口の約半数が山間丘陵地域に暮らしており、生活経済水準は低く貧困

層が大多数を占める。村民は慣習的に燃料、家畜飼料、食糧など生活必需資源の多く

を林産物資源から得てきていたが、森林破壊や土砂流出災害に因む林産物資源利用の

減少や農産物生産性の低下が貧困層を更に困窮化させ、森林破壊と貧困の悪循環を生

んでいると考えられていた。このことからネ国では、直接的な森林環境と資源の保全

とともに住民が森林保全の重要性を認識しながら村落資源管理を適切に行えるため

の方策が必要とされていた。 

本案件はこうしたネパール国民と、関係行政組織のニーズに応じたものであった。 

 

2) 実施の優先度／ネパール国開発政策、我が国及び JICA の実施支援計画との整合性 

本案件実施当時、ネパール政府は「森林セクター政策」において、「自然資源管理

を通じた保全、貧困層、女性、社会的弱者への参加を重視した自然資源管理による貧

困削減」を長期目標としており、目標達成のための効果的なモデル開発を目指してい

た。また、我が国/JICA は当時の対ネパール援助重点分野において、本案件を「社会

サービスの充実と住民のエンパワーメントを通じた国民生活の改善」、及び「持続可

能な開発を通じた環境保全」に位置づけていた。すなわち本案件は、これらネパール

国の当該分野政策と JICA の援助方針と整合していた。 

 

3) 手段としての適切性／アプローチの適切性 

本案件では、住民が主体となり住民のニーズに基づいた生活向上のための包括的

村落振興事業を計画・実施・管理するという、住民の社会公正を含むエンパワーメ

ントを主眼とするデザインが提案されている。すなわち住民の生活向上ニーズの充

足を行いながら、 終的に森林保全・林産資源を含む村落資源の保全に貢献すると

いう方向性を持って実施されている。 
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SABIHAA モデルでは、WCC の組織化、住民が計画・実施にかかわりながら多分

野に跨るサブプロジェクトを実施するという方法を基本とした。サブプロジェクト

における村落環境や生計向上に係る活動では、自然環境保護と生活改善の関係性を

住民に伝えるとともに、両者をどのように調和させるか（両者をどのように両立さ

せるか）についての知識育成や、モチベーション向上にも取り組んだ。 

UG がサブプロジェクトの完了とともに解消する傾向があることや、地方自治体や

行政組織との連携を強める意図から、SABIHAA モデル事業の実施では UG にもっと

も近い行政組織であるワードに注目し、流域管理計画策定と実施の単位とした。こ

の方法は村落資源管理のニーズと、地方分権化政策で目指す地方行政能力の向上に

も資し、郡土壌保全事務所の能力向上ニーズにも対応したものであった。 

 

(2)有効性 

本案件の実施により、対象郡に参加型村落資源管理の知識と理解が育成され、

SABIHAA モデルが構築された。案件終了後も複製事業が継続されており、明確な有

効性が認められる。調査項目別の詳細は以下のとおり。 

 

1) プロジェクト目標の達成状況 

期間中に対象の 2 郡・10 村・88 ワードにおいてパイロット事業の実施、モデルの

構築、複製事業の実施が行われていること、WCC の組織化と機能の育成は顕著であ

り、十分な組織能力を有するに至った点は、顕著な結果として評価できるよう。期

間中に村落資源管理についての共通理解の構築に遅れがあった点、及び（本案件が

目標指標に設定した、WCC や UG 以外の村落資源管理を直接担う住民グループの）

新たな組織化が明確には行われなかった点が不十分な事項として残るが、目標の達

成度は総合的に十分・適切な程度と判断される。 

 

2) 外部条件の検証 

期間中には、リスク要因と予測された頻繁な C/P の異動はなく(外部条件 1)、活動

進捗を妨げる阻害要因とはならなかった。森林土壌保全省・土壌保全流域管理局は、

村落資源管理に係る参加型アプローチを SABIHAA モデルとして期間中に採用、終了

後から現在においても採用し続けてきた(外部条件 2)。ネパール側によれば、モデル

の有効性の把握には、今後さらに複製事業を実施した上で検証することが必要であ

る。 

 

(3)効率性 

アウトプットの産出状況は村落における村民グループの組織化、村落資源管理計

画策定・実施等について良好であり、他の事項についてある程度の成果が得られた。
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投入の量、時期、分野は活動とアプローチに適したものであり、特にサブプロジェ

クトにおける村民の労役や村落資材の活用は住民参加の実施において適切なもので

あった。これらから、十分な効率性があったと判断される。調査項目別の結果は、

次のとおり。 

 

1) アウトプットの産出状況 

ワード保全委員会の組織化・強化・モニタリングの実施能力育成（アウトプット

1-a）について顕著で、ワード保全委員会は全 88 ワードで組織化された。自己評価 (ス

パイダーウェブ) によれば、課題として自主基金管理能力に弱点が見られたが、うち

55%が運営知識・技術を身に着けた。 

村落資源管理計画及び年間行動計画の策定・モニタリング・評価 (アウトプット

1-b)についても約 70%のワード保全委員会が適正に行うなど概ね良好な状況であっ

たが、森林保全・流域管理に係る活動がうち 14%程度で、インフラ整備、生計向上、

学習活動が比較的多いと考えられた。期間中は、計 419 件にのぼったサブプロジェ

クトの村落資源管理計画と年間行動計画の進捗把握が困難となり、モニタリングが

不十分な点があった。 

村落住民のジェンダー社会公正への配慮（アウトプット 1-c）では、村民は女性や

社会的弱者層が村落資源管理に参加することを重要と認識するに至ったが、実際の

参加状況では、女性の参加程度に比して、障害者や低カースト層などの社会的弱者

層の活動参画はやや低いレベルに留まった。 

期間中、郡土壌保全事務所は村落資源管理についての共通した理解を構築し、ワ

ード保全委員会が村の実情を考慮した流域管理見通し作成を行うプロセス（アウト

プット 2-a）について、ある程度適切に支援できるようになったと判断できる。 

郡土壌保全事務所が開発モデルを活用・アップデートしながら村落資源管理事業

を実施する能力（アウトプット 2-b）については、プロジェクト関係者内での村落資

源管理の共通概念・理解の構築が十分でなかったことが影響し、十分なまでに至ら

なかった。しかしながら、案件終了後にガイドラインの改定や研修、会議等、これ

へ対応した措置がとられている。 

 

2) 投入のタイミング・コスト・分野の適切性 

  日本側の投入は概ね計画どおりに行われ、供与機材も適切な維持管理がなされ、

現地業務・活動費の支出も適正に措置された。ネパール側についても、カスキ郡、

パルバット郡ともに必要な人材がアサインされた。 

活動費やリソースの投入では、サブプロジェクトで村民からの労役提供がなされ、

行政側からは財源面で余裕がない中でも、貧困農民支援（旧称 2 KR）の見返り資金

及び対象両郡の土壌保全事務所の財源を活用するなど、財源確保の努力が行われた。 
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3) 効率性を高めた要因、阻害した要因 

効率性を高めた要因は、以下のとおり。 

①オペレーショナルガイドライン 

ガイドラインを予算執行状況の公示と透明性の確保、行政サービスの迅速化、社

会・ジェンダー配慮、サブプロジェクト採択・運営手順に至る包括的な内容とした

ことで、住民参加型事業の実施手順書としての活用が可能となった。 

②住民自己評価ツール 

ワード保全委員会の自己評価ツールとなるスパイダーウェブが、住民のオーナー

シップに貢献した。 

③モニタリング 

ワード保全委員会月例報告書、会計報告書、メンバー変更記録を作成し活動の進

捗把握を行った。Ward 保全委員会の活動状況は、Ward 開発委員が Ward について

62 項目を確認するシートを用いてモニタリングが行われた。 

④村内の調整委員会(CC) 

ワード間の官民のステークホルダー連携を目的として構築した関係者間ネット

ワークが、ワード間の問題への対処や、ワード保全委員会から村落開発委員会及び

郡開発委員会など自治体との情報共有を円滑化した。 

 

効率性を阻害した要因は、以下のとおり。 

①マオイストの影響（政情不安） 

2000 年 3 月のモウジャ村プロジェクト事務所の襲撃事件を契機に活動が半年間

中断した。また、緑の推進協力（協力隊チーム派遣）活動が撤退、協力要員が減少

したため人材不足が発生し、特に資源管理分野の技術移転に影響した。事業再開後

も政情不安を理由に JICA 専門家と現地雇用職員の活動制限があり村落サイトの視

察が、終了時評価時(2003 年)まで不可能となった。 

このほか、事業の財源を狙いとして、マオイストが政府機関、NGO、地域組織グ

ループに対して、援助額として一部を寄付するよう要求したり、要求に応じない報

復として事業妨害を行うなどの事件が発生した。マオイストによるストライキによ

り、活動や移動を妨げられることもあった。 

 

(4)インパクト 

SABIHAA モデル複製事業の実績が 6 郡 41 村程度に過ぎない現在において、丘陵

山岳地域での指標に基づく上位目標の達成度を測ることは難しい。しかしながら、

本案件の実施を通じて構築された SABIHAA モデル・複製事業により、村民の森林保

全と生活改善を調和させること、村落資源管理の理解、教育の重要性の認識、女性
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の識字能力向上や村における新しい役割の認識などの効果と、多側面の波及効果が

確認された。調査項目ごとの詳細は以下のとおり。 

 

1) 上位目標の達成度 

本案件の終了時評価調査時において指摘されたとおり、上位目標の「貧困緩和・

自然環境改善」は長い時間を要し、多分野における幅広い対策を必要とするもので

ある。既に述べたとおり、オリジナル PDM で設定された指標事項について統計等の

根拠データはネパールには整備されておらず、指標どおりの達成度の判断はできな

いであろう。 

しかしながら、対象郡における調査結果では、包括的な流域・村落資源管理を扱

う SABIHAA モデルがもたらす、森林保全、土壌保全、水源保護、安全な水へのアク

セスの向上、生計向上、教育の肯定的理解、村民のエンパワーメントや土壌保全事

務所の行政サービスの向上など、多面的な正の効果が確認された。このことから、

上位目標の達成については、多面的なある程度・限定的な達成が得られた、と判断

されるであろう。 

 

2) プロジェクト目標と上位目標の関係性、外部条件とリスク要因の検証 

「貧困緩和・自然環境改善」（上位目標）を実現するには、SABIHAA の基本モデ

ルを開発（期間目標）することに留まらず、十分な複製事業を行った上で有効性を

確認するプロセスが必要である。SABIHAA モデルの必要に応じたアップデートがな

されることを前提とし、有効性が認められ、全国展開が進められ、他の関連分野の

開発事業との連携協力を伴う長期的な取り組みが継続されるなら、上位目標の達成

へ貢献することができるであろう。 

PDM に記載された(上位目標の)外部条件について、ネパール国がプロジェクトで

開発された事業モデルを導入・活用し（外部条件１）、省・土壌保全流域管理局がモ

デルを導入・活用促進している（外部条件４）条件は、満たされているといえる。

他方、山間丘陵地域の人口増加速度は緩まる傾向にあるが（外部条件 3）、若年壮年

人口の流出と高齢化は村落資源管理にとって新たな問題となる可能性がある点、過

去 10 年のネパールの経済成長は顕著であるが(外部条件 2)、政情不安が経済不況に拍

車をかける近年の状況を考慮すべきであろう。 

上位目標の達成や中長期的な波及効果を妨げ得る、他の考慮されるべきリスク要因

としては、今後の地方分権化政策と地方自治の進展が政府の計画より大幅に遅延する

こと、地方議会選挙の実施が予測より大幅に遅延し、郡における開発事業計画や予算

の措置を妨げること、自然要因による環境悪化や村落資源の低減による山間丘陵地域

村民の貧困化、などが挙げられよう。 
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3) 波及効果 

本案件実施による波及効果として、以下が確認された。 

①事業計画と事業費措置の透明性の向上 

村落地域の開発計画の形成が、住民自身によりできるようになり、計画書作成、

予算・会計書の作成を行う能力が育成され、事業の透明性が格段にあがった。事業

資金の使途を一般公表したことで、財源使途の透明性も増した。 

②SABIHAA モデルの他分野への応用とグッドプラクティス・教訓の活用 

土壌保全流域管理局は、ワード保全委員会がアクターとして開発事業を行なうと

いうSABIHAAの手法が、保健衛生、教育等の他分野へも応用可能であると認識し、

他省庁へ情報提供を行なうようになった。 

SABIHAA 複製事業の開始に伴い数多くのプロジェクト視察訪問者、マスメディア

を通じた広報がなされ、本案件を森林分野にとどまらず、広範囲な多分野に知らし

めた。これにより、地域開発や農村開発に関心をもつ関係者に対し、本事業の実績

や教訓など、有益な情報を提供することが可能となった。 

③教育的・社会心理的インパクト 

本案件の Power program や識字学習を通じて、村民において教育の重要性が以前

に比してより認識されるようになった。PG 女性メンバーには、以前は人前で意見

をいうのが怖かったが人とコミュニケーションが取れるようになった、村での新し

い役割を見つけた、自信が持てるようになったなど自己理解(self-esteem)に係る肯

定的な心理的変化が認められた。 

④ JICA 他類似事業への効果 

本案件は森林分野協力で住民参加、女性、社会的弱者が重視された事業であった。

青年海外協力隊事業、開発調査、他スキームとの総合的プログラムアプローチを展

開した本案件の実績が、その後の JICA の同分野の協力計画・実施・管理に、大き

な教訓と情報を与えることができた。 

⑤JICA 専門家人材の育成と日本-ネパール国協力関係構築への貢献 

我が国のネパール国への森林保全／流域管理分野の実績は長く、協力のプロセス

では森林分野事業に派遣された青年海外協力隊員が、実践技術・知識を学んだ後に

専門家としてネパール国に再び派遣され尽力した者がいる。33 これは技術協力事

業が日本側の人材育成、ネパール国との長期的な協力関係を構築した例と言える。 
 

(5)自立発展性 

本案件で構築した SABIHAA モデルの一定の効果が認識され、複製事業が展開され

ている。政策／制度／組織面では地方自治法の施行や地方自治体・行政組織の連携

について、技術面では今後の SABIHAA モデル複製事業の効果測定や展開に係る留意

                                      
33 出所、JICA 地域部。 
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点を十分に配慮した取り組みがなされれば、財政面では大きな懸案はないことから、

自立発展性は十分に認められるであろう。調査項目ごとの詳細は以下のとおり。 

 

1) 政策／制度面 

ネパール政府は「暫定三ヵ年計画 2007-2009 年」(Three Year Interim Plan)の「森林・

土壌保全」（12 章）において、土壌・流域管理事業を拡大していくこと、事業では地

方自治体が主導的に取り組むこと、村落住民の参加による森林・土壌保全が必要で

あることを明記している。森林土壌保全省・土壌保全流域管理局は SABIHAA モデル

が有効かどうかについて、より明確な情報と検証を得るという目的も含めて、複製

事業を展開していく意向を明らかにしており、政策面でのイニシャティブと継続性

は高い。 

郡においては、現在DSCOが担うSABIHAAモデル複製事業の実施促進や、村民へ

の村落資源管理に係る理解やスキルの育成を含め、地方自治体の行政サービスが標

準化されることが期待される。地方自治法では村落振興、流域／自然資源管理を主

導する組織に郡開発委員会（DDC）や村落開発委員会（VDC）が規定されている。

DSCO事務所の設置がない郡では、34  地方自治体の役割が十分に機能することが期

待される。 

ネパールの地方行政では、地方議員選挙が議員任期満了から 7 年を過ぎても未だ

行われていないことや、発効 10 年を経過した地方自治法が未だ十分に施行されてい

ない等の不安定要素があるが、政府は地方分権化を進め地方行政を強化する目的で

2008 年から地方行政・コミュニティ開発プログラム（Local governance and community 

development program）を進めており、今後の進展が期待されている。地方開発事業予

算を有する DDC や VDC など地方開発省(Ministry of Local Development) 管轄下の自

治体組織の機能が十分なものとなれば、地域計画と参加型村落資源管理計画

(SABIHAA モデル)の調整や、SABIHAA モデル複製事業の規模が拡大されることや、

メカニズムを修正する必要などもありえるであろう。これについては、今後の留意

事項としたい。 

 

2) 組織／財政面 

現在実施中の 6 郡及び予定 2 郡（計 8 郡）の SABIHAA モデル事業費規模は、現在

の基準額（約 Rs.73,000／年／件）から積算すれば 40 村（1 郡で 5 村を対象とする）

／360Ward として年間事業費は約 3,400 万円程度と見込まれ、大規模な予算は必要と

されないと考えられている。SABIHAA モデルを含む DSCO の村落資源・流域管理事

業全体では、約 86%の割合で日本からの貧困農民支援（旧称 2KR）の見返り資金を

活用、約 14％が DSCO 財源で（貧困農民支援の見返り資金財源のうち新規 SABIHAA
                                      
34 全国の 75 郡中、DSCO が設置されている郡は、56 郡であり、幾つかの事務所は複数郡を管轄している。 

 258



  
 

第 5章 ネパール王国村落振興・森林保全計画 II 

モデル/複製事業及び FU に占める割合は約 54％）であるが、複製事業実施について

既に貧困農民支援の見返り資金からの財源が確保されている点から、当面の財政面

での懸案事項はないと考えられる。 

カスキ郡、パルバット郡でのこれまでの SABIHAA モデル・複製事業では、DSCO

が大きな役割を担っている。一方で、今後 SABIHAA 複製事業数が段階的に拡大され

ていった場合、多分野が関わるという SABIHAA モデルの性質上、DSCO の業務範囲

やマンデートを超える活動規模が増加するとも推測されるであろう。このことから、

郡や村の地域計画を担う地方自治体財源の活用、自治体組織や他省庁出先機関の役

割・業務との調整などが、長期的な今後の課題となる可能性があろう。 

 

3) 技術面 

村民が環境保全と生計向上の関係性を認識した上で生活を改善する活動を選択で

きるよう、DSCO は村民への村落資源管理の理解促進を続けており、DSCO の行政サ

ービスとして恒常化しつつある。また、サブプロジェクトの実施でも DSCO 中堅技

術者がサイトの責任者となり、DSCO が雇用した村落ローカル・モチベーターは補佐

を行う。このような DSCO がリーダーシップをとる支援体制は DSCO の村落資源管

理事業における住民支援の能力を育成してきたと考えられ、今後も維持されていく

ものと見込まれる。 

WCC は裨益者である村民 UG の意向の吸い上げと調整役として組織化され、事業

の実施では計画書の策定や事業費管理を担っており、SABIHAA モデル・複製事業に

従事する組織として郡内で認知されるに至っている。 

 

5.4.2 貢献・阻害要因の分析 

(1)プロジェクトの貢献要因 

ワード保全委員会(WCC)が作成した流域管理見通し、及び村落資源管理計画は、村

落開発委員会(VDC)と郡開発委員会(DDC)にも提出されていることで、村や郡が担う

地域計画に有効な情報を提供することが可能となっている。また、村落振興と村落

資源管理における 3 者（WCC、VDC、DDC）間の共通理解と協力関係、業務や行政

サービスのデマケーションを促し、効率的な総合的村落資源管理の計画づくりや実

施に役立つと考えられる。 

 

(2)プロジェクトの阻害要因 

1999 年に地方自治法 (Loca-Selfl Governance Act 2055/ 1999) が施行されたが、規定が

十分に適用されていない実情がある。その一つとして、2002 年に任期が失効したにも

かかわらず村開発委員会 (Village Development Committee)やワード委員会 (Ward 

Committee)の選挙が行われておらず、フルメンバーが正式に選出されていないことが挙
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げられる。35 こうした地方自治体組織における状況は、開発事業費予算の執行にも影

響を与えており、今後の地方行政組織の権限・業務の実施を妨げる恐れがある。他の

リスク要因としては、自然要因による環境悪化による村落資源（自然及び人的資源）

の低減や山間丘陵地域村民の貧困化、が挙げられる。 

 

5.4.3 結論 

以上のとおり、本案件は高い妥当性、明確な有効性、適切な効率性が判断され、波

及効果を含むインパクトが確認された。実績でみたとおり、SABIHAA モデルの効果と

して、政府及び地域住民(裨益者)双方のコミットメントが確保されること、地方村民(裨

益者)の村落資源管理に係る理解が深化されること、郡土壌保全事務所(DSCO)の行政サ

ービスが強化されること、村落資源（地域）計画の透明性が向上すること、裨益者で

ある村民がより明確に地域計画に参加すること、投入対効果が高いことなどが認めら

れており、本案件のプロジェクト目標の達成状況は顕著なものであったと言える。 

DSCO、WCC という支援組織との協働を通じて、村落住民は村落資源管理における

役割の認識を深めている。今後の複製事業の展開においては、貧困にある村落農民に

環境保全の優先性をどう論理的に示し協力・参加を得ていくのか、構築した住民主体

の村落資源管理システムを SABIHAA モデル事業が完了した村内で再び活用される可

能性があるか等が、本案件の自立発展性に影響を与える、再考されるべきテーマであ

ろうと思われる。SABIHAA モデル・複製事業の 終裨益者は誰であるのかを念頭に今

後より多くの実績を積みながら効果的なモデルへとアップデートされていくことが期

待される。 

 

5.5 提言と教訓 
5.5.1 提言 

(1) 村落資源管理に係る多分野の行政組織の調整活動を行政業務として発展させる 

村落資源管理では、多様な地区／地域（Ilaka、一般には 3~4 村の集合範囲）で働く

多分野の行政サービスが関わってくるため、地方行政組織の調整程度が村落資源管理

計画・実施に影響を与える。このことから、現在 DSCO 主導で行われている郡レベル

調整活動を、恒常的な地方行政の業務とされることが望ましい。これについて、森林

土壌保全省土壌保全流域管理局の政策方針に位置づけられることが期待される。 

 

(2) SABIHAA モデル複製事業の投入対効果確保のための事業額積算の検討 

現在実施されている SABIHAA モデルの複製事業では、1VDC に対する予算額がフェ

                                      
35 村開発委員会は村住民より選出される議長 1 名と副議長 1 名、住民選出による各ワード委員会議長の計 9 名（9 ワー

ド）、及び村開発委員会任命による村議会メンバー2 名により構成される。ワード委員会は住民からの選出による議長

およびメンバーで構成される。村開発委員会、ワード委員会ともに、任期は 5 年である。出所：地方自治法（Loca-Selfl 
Governance Act 2055/ 1999) 
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ーズ 2 期とほぼ同額である(SABIHAA モデル複製事業 1 件・1 年あたりカスキ郡では平

均 Rs.75, 000、パルバット郡では平均 Rs. 72,000)。ニーズと活動規模により 1 件当たり

の事業費には幅が設定されており、ニーズに応じた FU があるが、近年のネパール国の

物価上昇を鑑みれば、これまでと同等の投入対効果を求める場合には、事業費基準の

引き上げが必要となる可能性がある。これに係り、事業費積算の方法をレビューされ

ることが望ましい。 

 

5.5.2 教訓 

(1) 実施単位設定に係る留意事項 

地域開発ではターゲットとなるSettlement（居住集落）36 やcommunity（地域共同体）

は同じ関心事項を持つ仲間であっても同じ行政区画内に居住するとは限らない。異な

る居住区の村民がニーズや関心事項を共有する場合もあれば同じ行政区住民が改善を

予定する地理的範囲が複数行政区画に跨る場合もある。本案件の場合は行政区の

Ward(厳密にはWCC)をサブプロジェクトの事業単位としたが、サブプロジェクトエリ

アが実施単位Wardと異なる行政区（隣区）を含む場合、別Ward居住者の協力を得るの

が困難な場合があった。37 

他方、当該分野事業を先行事業(Phase I)から知るカスキ郡 DSCO 職員によれば、本案

件の Phase I では行政区画に係らず（Ward を跨る場合がある）UG 単位(UG-wise)の支援

事業が行われ、デンマーク政府国際開発庁 (DANIDA)の協力事業では集落単位

(settlement-wise)の事業が行われたが、大規模になった場合に責任の所在が不明瞭になる

（責任感、オーナーシップが薄れる）、モニタリングやフォローアップで困難が生じる、

行政区(Ward)を跨る場合は政治的な軋轢が出る等の問題があったとされる。 

カスキ郡 DSCO は、WCC は郡で既に広く認識されており、計画策定・実施の主体と

して今のところ も有効な実施方式と思われ、今後は上記のような問題の対処は各

WCC 代表を中心に構成される調整委員会(CC)が解決に当たることができると考えてい

る。 

いずれの方式も強みや弱点を持つであろうし、SABIHAA モデルは長年の JICA 協力

の中で試行錯誤の結果作られたものであるので、サブプロジェクト実施単位の選定に

おいては、上記の過去の経験や教訓が十分に考慮・活用されること期待されよう。 

  

(2) 農村部の社会・人口動態を考慮する 

全調査対象村で、高齢化、若年・壮年層の出稼ぎ(国内外)比率の増加、という課題を

抱えていた。SABIHAA モデルでは「村民の労働提供による参画」というコンセプトが

重視されているため、事業を活性化していく段階で、今後も拡大しつつある上記の問

                                      
36 ここに記載する居住集落とは、行政区画ではなく、自然発生の居住世帯の集合地域を示す。 
37 カスキ郡及びパルバット郡土壌保全事務所、カスキ、パルバット郡 WCC へのインタビュー調査結果 
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題が係ってくる可能性があろう。 

SABIHAA モデルの実施規模は現在までも小さく、今後の進捗も段階的なものと見込

まれるが、将来的・長期的には事業計画で社会・人口動態要因を考慮されることが望

ましい。 
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