
  
 

第 5章 ネパール王国村落振興・森林保全計画 II 

評価結果要約表 
 

１. 案件の概要 

国名： ネパール国 案件名： 村落振興・森林保全計画 II 

分野： 林業・森林保全 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：  協力金額 （評価時点）：約 6.31 億円 

先方関係機関：森林土壌保全省土壌保全流域管理局 
協力期間 

(R/D)1999.7.16 – 2003.7.15 

(実質)1999.7.16 –2004.7.15 日本側協力機関： 農林水産省林野庁 

他の関連協力： 

 

 

 

旧プロジェクト方式技術協力 「林業普及計画」 1991-1994 

開発調査 「西部山間部総合流域管理計画調査」 1995-1998 

旧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 

1-1 協力の背景と概要 

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。 

 

1-2 協力内容 

(1) 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 

(2) 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 
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(3) アウトプット（成果） 

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。 

 

(4) 投入（プロジェクト終了時） 

【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） 

・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 6.31 億円、うち現地業務費：1.66 億円 

【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）、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：日本政府の貧困農民支援(旧称 2KR)見返り資金、森林土壌保全省土壌保全事務所業務費 

２ 評価調査団の概要 

調査者 評価分析 小島 京子 インテムコンサルティング㈱社会開発部 シニアコンサルタント 

調査期間(現地)   2009 年 5 月 25 日〜2009 年 6 月 7 日 評価種類：事後評価 

３ 実績の確認 

3-1 プロジェクト目標の状況 

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。モデルの特質・効果として、政府と地域住民のコミットメントが確保される、

地方村民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、計画の透明性が増す、裨益者である村民がより明確に地域計画に参加する、投入対効果が

高い、などが認められている。期間中には村落資源管理の知識について関係者間で差異がみられ、

本案件が目標達成の指標とした新たな住民グループの組織化は実現していないが、現在は事業関係
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者間に参加型村落資源管理の一定の共通理解の構築があること、ユーザーグループ（UG）がパワー

グループ(PG)に参加して活動を拡大するなど、既存の組織における機能の進展が見られる。 

 

3-2 上位目標の達成状況 

上位目標では、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、貧困削減の程度の変化が指標として設定されていたが、「丘陵地」における該

当の統計等資料が存在しないため、明確な達成度の検証はできなかった。他方、本案件の効果を定

性的に測定するために行った聴き取り調査（計 31 人）と視察（カスキ郡の 3 村 12 箇所）の結果、

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、肯定的な効果が認められた。 

 

3-3 終了時評価での提言の活用状況 

以下、提言の一部について記載する。 

（1）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、改訂したオペレーショナル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。村民について

は、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。 

 

（2）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貧困農村支援の見返り資金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。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、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者調整方法研修、等。 

4 評価結果の概要 

4-1 評価結果の要約   

(1) 妥当性 

ネ国では全人口の約半数が山間丘陵地域に暮らし、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

る方策が必要とされていた。すなわち、本案件はネパールの「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、社会的弱者の参加を重視した自然資源管理による貧困削

減」の目的に合致し、土壌保全流域管理局における村落資源管理モデル構築のニーズ、林産・村落
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資源の保護と生活の向上という村民ニーズにも応じたものであった。更に我が国・JICA の対ネパー

ル援助方針と合致していたことから、妥当性は高かったと判断される。 

 

(2) 有効性 

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、及び村落資源管理を担う(WCC や UG 以外の)新たな村落住民グループの組織化は

なかった点が不十分事項として残ったが、目標の達成度は総合的に十分・適切な程度であった。 

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

とが必要であるとしている。 

 

(3) 効率性 

88 のワードでワード保全委員会が組織化され、管理とモニタリングの能力が育成された（アウト

プット 1-a）。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、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。ただし、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で、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、障害者や低カースト層などの社会的弱者層の活動参加については、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ことについて（アウトプット 2-a）、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）については十分なまでに至らなかった

が、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。 

 

(4) インパクト 

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。他方で、対象郡における調査結果では、包括的な流
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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、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。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。上位目標や中長期的な波及効果を妨げ得る、他のリ

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、

政情不安の影響により地方議会選挙の実施が予測より大幅に遅延することで郡の開発事業計画や予

算措置を妨げること、自然要因による環境悪化や村落資源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。 

 

(5) 自立発展性 

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 モデルの有効性をより明確に検証する目的も含め、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。 

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 1 件あたり

の基準額（約 Rs.73,000／年／件）から積算すれば 40 村（1 郡で 5 村を対象とするとして）／360Wards

の年間事業費は約 3,400 万円程度である。カスキ郡、パルバット郡での SABIHAA モデルを含む DSCO

の全村落資源・流域管理事業の財源は、約 86%の割合で貧困農民支援（旧称 2KR）の見返り資金を

活用、約 14％は DSCO 財源にとどまるが、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の規模が増加する

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。 

 

4-2 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、村や郡が担う地域計画に有効な情報が提供されてきた。

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
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えられる。 

 

4-3 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)メンバーの選挙が行われず、（期間中

及び現在まで）フルメンバーが正式に選出されていないことが挙げられる。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

の実施や予算執行の妨げともなる可能性がある。 

 

4-4 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

デル事業が一旦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となる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。 

 

4-5 提言 

4-5-1 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分野の行政サービスが関わるため、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望まれる。 

 

4-5-2 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 モデルの複製事業は、1VDC に対する予算額がフェーズ 2 期とほぼ

同額である。ニーズと活動規模により 1 件当たり事業費は幅が設定されておりニーズに応じた FU が
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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である可能性がある。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。 

 

4-6 教訓  

4-6-1 SABIHAA モデル複製事業の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）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ず、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、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、

聴き取り調査によれば、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。他方、本案件の先行事業では、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、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)間の政治的な

軋轢が出る等の問題があったとされる。 

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、サブプロジェクトの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・活用されることが期待されよう。 
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