
  

 

評価調査結果要約表 

1．案件の概要 

国  名：ミャンマー連邦 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・農村開発 支援形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：8.04 億円 

先方関係機関：国境地域少数民族・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 

日本側協力機関：農林水産省 

協力期間 2005.6.1～2010.3.31 

他の関連機関： 

１-１ 協力の背景と概要 

JICA は 1997 年からケシ代替作物の一つとしてのソバ栽培支援を行うため、シャン州のチ

ャウメ地区を中心に個別専門家を派遣してきた。2003 年のケシ栽培停止後は、代替作物と

してソバの栽培が拡大する中で、農業開発、基礎インフラ整備、教育・保健の充実等の包

括的なアプローチによる技術協力プロジェクトを 2005 年 4 月から 2010 年 3 月までの 5 年

間で実施することになった。 

2007 年 9 月に実施した中間評価調査で、プロジェクト後半では緊急支援から「パイロッ

ト郷開発支援」への移行が有効であることが確認されたため、プロジェクトではパイロッ

ト郷（コーカン特別区の全 18 郷のうち 6郷を対象）を中心として農業、保健、教育、生活

改善を含む包括的な貧困削減への取り組みを中心とした活動を実施してきた。 

プロジェクトの 終年度にあたる 2009 年 8 月にプロジェクトサイトのあるコーカン特別

区ラオカイ市において、コーカン軍、ミャンマー国政府軍の衝突が発生したことから、同

区への外国人の立ち入りが禁止されることになった。そのため、2009 年 8 月以降は、プロ

ジェクトの連絡所があるラショー（ラオカイから約 200Km）を拠点として、長期専門家がカ

ウンターパートを遠隔で指示することでこれらの活動を実施した。しかしながら、現場で

の直接的な指導ができないことから、活動のいくつかを中止・延長せざるを得ず、成果・

プロジェクト目標の達成に一部支障が生じた。 

 

１-２ 協力内容 

 本プロジェクトは、ケシ撲滅後の危機的な状況を緩和し、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組みによる地域開発活動をパイロット地区を中心に実

施・展開するため、１）自給作物の増産支援、ソバ・茶・クルミなどの換金作物の普及や

ボカシ肥料の導入・普及といった農業分野、２）家畜飼育（豚・水牛・山羊）のリボルビ

ングシステム、手工芸の製作による収入創出支援や安全な水の供給支援といった生活改善

分野、３）学校保健を通じた保健・衛生教育、寄生虫駆除やトイレ整備、学校建設や識字

教室の運営支援といった保健・教育分野の活動を実施した。 

 

 



  

（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 

日本側 

長期専門家派遣 10 名 (302.93 人月) 供与機材 25,037 千円 

短期専門家派遣 1 名(1.19 人月) 在外事業強化費 679,996 千円 

本邦研修 5 名  (2009 年 9 月現在) 

ミャンマー側 

カウンターパート配置 19 名 ローカルコスト負担 2,000 万チャット

土地、建物、資材提供  1 チャット≒13.92 円（2010 年 2 月現在） 

2．評価調査団の概要 

調査団 萩原 知 総括 国際協力機構 農村開発部 水田地帯グループ 次長 

日高 弘 協力企画 国際協力機構 農村開発部 水田地帯第一課 

小笠原 暁 評価分析 VSOC コンサルタント 

調査期間 2010 年 2 月 9 日〜2010 年 2 月 24 日 評価種類：終了時評価 

3．評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標： 

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。 

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地域開

発活動がパイロット地区を中心にして実施・展示される。 

指標 1：食糧自給率が増加し、年間６ヶ月以上の食糧充足を維持する。マラリアによる死

亡率が国家レベルを下回る。 

指標 2：パイロット地区におけるプロジェクト活動から成功体験の好事例が得られる。 

 

 プロジェクト目標１は概ね達成されたと判断できる。2については、紛争の影響により 1

部の活動が中止、延期になったことから部分的に達成されている。 

緊急支援活動（種子・肥料、蚊帳の配布）の結果、食料自給期間が 6 ヶ月間確保される



  

ようになった（緊急支援活動前は、4 ヶ月）。2004 年のデータと比較すると全ての郷でマ

ラリアによる死亡率が抑えられていることを C/P 等からの聞き取りにより確認した。 

食用作物（コメ、メイズ）の優良品種の導入・栽培、換金作物（茶、ソバ等）の栽培技

術の改善、農業資材（ぼかし、堆肥等）の生産、家畜のリボルビング・システムの実施、

初等教育、識字教育の強化、学校及び地域保健の促進、等、各分野において優良とされる

活動事例が生み出され、実践されつつある。 

 

（２）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。 

指標 1-1：裨益者の農業生産（食用作物）が農業緊急支援を通じて 10%増加する。 

指標 1-2：マラリアの突発的流行が予防される。 

指標 1-3：ラオカイ－コンジャン間の交通が雨季の間も機能する。 

 

成果 1は概ね達成されている。 

緊急援助として肥料と種子が配布され、農業生産財等へのアクセス改善により受益者の

農業生産の増大に貢献した。 

蚊帳の配布により、緊急支援後のマラリアの大量罹患が抑制された。蚊帳の配布以来、

マラリアの大流行は報告されていない。 

ターシェンタン－コンジャン間の道路改修により、雨期においても人やモノの移動が容

易になった。プロジェクト活動や実施(成果の産出･達成やプロジェクト目標の達成)だけで

なく、他の開発パートナー(WFP や NGO)の緊急援助活動の促進要因となった。 

 

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。 

指標 2-1：プロジェクトの支援による営農改善の好事例が認識される。 

指標 2-2：対象代替作物の収量が 10%向上する。 

指標 2-3：プロジェクトが支援する換金作物（ソバ、チャ等）の販売量が増加する。 

指標 2-4：カウンターパートの能力が強化される。 

指標 2-5：研修・普及のためのポスター、パンフレット、マニュアルが作られる。 

 

 成果 2は部分的に達成されている。 

コメ、メイズにおいて、優良品種が同定され、農家に配布された。特にコメの低地品種

（YJ-202）は、マンロー郷での普及成果の兆しが現れ始めており、農民自身での種子増殖・

配布が実施されている。いくつかのモデル農家においては、既に水稲の収穫高が 30％増加

しているとのことであった。 

210 万本のお茶の苗木が農民に配布されるとともに、密植栽培の導入及び指導が行われつ

つあることから、今後の生産・販売量の増加が期待される。 

ソバについては、一部サトウキビ栽培（民間との契約ベース）に取って代わった郷もあ

るが、ソバ委員会と民間業者の契約により、継続して一定程度の販売量が確保されている。

2009 年に実施予定だった、お茶・ソバの栽培に関する調査・技術指導、ナリ・ターシェ

ンタン農場における試験・土壌試験については、中止・延期になったため、栽培技術の改



  

善に一部支障をきたした。 

 

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。 

指標 3-1：年間 50 名以上の農家が農業研修を受ける（中央／移動研修） 

指標 3-2：研修を受けた農家の半数以上が研修を通じて習得した技術を適用する 

指標 3-3：カウンターパートの能力が強化される。 

指標 3-4：研修・普及のためのポスター、パンフレット、マニュアルが作られる。 

 

成果 3は部分的に達成されている。 

2005 年度から 2009 年度において、18 郷すべてから 1,600 名以上の農家が農業研修を受

講している。 

2006 年度から 2009 年度においてぼかし研修を受講した 1,000 名以上の農家のうち、100

名以上の農家が継続してぼかしの技術を実践している。加えて、2007 年度から 2009 年度に

おいて堆肥研修を受講した 133 名の農家のうち、54 名の農家が継続して堆肥の技術を実践

している。 

ミャンマー農業サービス公社（MAS）のプロジェクトスタッフは、ぼかしの農業研修を自

身で運営できるようになっており、いくつかの有用な技術も身に付け始めている。彼らの

農家に対するコミュニケーションスキルも向上している。 

2009 年度に実施予定だった、ぼかしの研修及び農家への指導、モデル農家、ナリ農場に

おける営農技術の展示活動が中止になったため、営農技術の普及は一部支障をきたした。 

 

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。 

指標 4-1：パイロット地区毎に 2つ以上の活動グループが組織される。 

指標 4-2：パイロット地区毎の１つ以上の収入向上活動が農家によって開始され、継続す

る。 

指標 4-3：パイロット地区の半数以上の住民が生活が向上したことを認識する（例、給水

施設等） 

指標 4-4：カウンターパートの能力が向上する。 

指標 4-5：研修・普及のためのポスター、パンフレット、マニュアルが作られる。 

 

成果 4は部分的に達成されている 

3 種以上の活動グループが各対象郷にて設立され、現在 29 の活動グループがリボルビン

グ方式による動物肥育などの収入創出活動に従事している。 

プロジェクトで整備した給水施設は、9村、486 世帯の住民の水汲みによる労働負担軽減

に貢献した。カウンターパートの農家に対するコミュニケーションスキルが向上し、豚コ

レラの予防接種技術が向上した。 

 2009 年度に実施予定であった第 2 回目に貸出した豚のモニタリング、タウシェ郷におけ

る 3箇所の水供給施設の整備が未実施であり、成果の達成には一部支障をきたした。 

 

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。 

指標 5-1 パイロット地区の全児童が保健教育を受け、学校で安全な水とトイレへアクセ



  

スする。 

指標 5-2 パイロット地区の未就学児童が識字教育を受ける。 

指標 5-3 カウンターパートの能力が向上する。 

指標 5-4 安全な水と衛生に対する意識とアクセスがパイロット地区の住民の間で明ら

かに向上する。 

指標 5-5 研修・普及のためのポスター、パンフレット、マニュアルが作られる。 

 

成果 5は部分的に達成されている。 

小学校教師（パイロットエリアの約 8割）に対する研修を通じ、4,200 人の児童の保健知

識・衛生習慣の改善を図った。また、農村ヘルスサブセンターを建設し、地域コミュニテ

ィーと共同で、駆虫剤等の配布、EPI プログラムを実施し（ターゲット人口の約 1/3 をカバ

ー）、地域保健の強化も図ったが、今後カバー率の拡大が求められている。 

 識字教育については、73 の識字クラスを開催するとともに、5 郷のパイロットサイトで

2,364 人の村民が受講した。また、識字教育の教師の研修を学校休み期間中に実施し、教育

の質の向上も併せて行った。 

 2009 年度に実施予定だった 2郷の小学校の整備、13 校のトイレの整備、識字コースの新

規開設が未実施であったため、教育・保健の環境整備に一部支障を生じていると評価した。

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下の理由により高い。 

ミャンマー国政府は、1999 年に「ケシ撲滅１５年計画」を掲げて、2014 年までにケシ撲

滅を宣言している。したがって、本プロジェクトはミャンマー国政府の政策と合致してい

る。 

本プロジェクトは、わが国のミャンマーに対する ODA 基本方針である「緊急性が高く、

真に人道的な案件」に合致するとともに、厳しい貧困状況にある対象地域の人々の緊急ニ

ーズにも合致している。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標の達成状況については、プロジェクト目標 1 については達成、プロジ

ェクト目標 2 については、おおよそ達成されたと判断される。一部は実施されていない活

動があるが「成功経験のよい事例」の蓄積が CP の中で見られ、本プロジェクトの有効性は

比較的高い。 

プロジェクトが蚊帳を配布してからマラリアの大流行は報告されていない。肥料と種子

の配布により、農地の生産性が向上し食糧の安全保障にも貢献している。 

コンジャン－ターシェンタン間の道路改修(43km)は雨期においても、市場や公共施設へ

のアクセスの改善、日用品の輸送に貢献している。 

また各成果の結果で構成される「成功経験のよい事例」はプロジェクト実施以来数多く

蓄積されている。パイロット郷開発支援、技術改善・村レベル・ターゲットグループアプ

ローチを取ることにより、農業、生活改善、保健・教育の各分野において、優良な成功事

例が生じている。 



  

 

（３）効率性 

本プロジェクトの投入は適切であり、効率性は以下の理由より適切であると判断される。

コンジャン－ターシェンタン間の道路改修(43km)は、ミャンマー国の地元の建設会社と受

益者の共同で実施され、現地の資材・技術を活用したで「石敷き工法」が採用された。 

プロジェクト活動は成果の達成に貢献し始めており、特に識字委員会、家畜貸し出し委

員会、ソバ委員会といった受益者委員会は成果の達成に大きな貢献を果たし始めている。

各成果(成果 1～成果 5)は、徐々に成果を産出し始めている。 

しかしながら、2009 年 8 月に発生した軍事衝突により、2009 年度のいくつかの活動には

遅延が見られている。効率性にも負の影響を与えている。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは中位であると判断される。技術、組織・個人面において、

以下のインパクトの発現が認められており、今後他の郷、村への普及の可能性が考えられ

る。 

改修された道路により、特に雨期においてラオカイ－ターシェンタン間の所要時間が 6

時間から 2.5 時間に短縮された。コーカン特別区がプロジェクトの工法を使い、幹線道路

からマンロー間を結ぶ 5km 以上の枝道を独自に建設した。 

マンロー郷で、プロジェクトが配布したイネ優良品種種子(YJ-202)を用い、独自に種子

増殖・農家への配布が行われている。 

リボルビングによる家畜貸し出しを行う３グループが、プロジェクトからの資金援助な

しに家畜配布事業を運営し始めている。 

本プロジェクトの負のインパクトの発現は観察されていない。 

 

（５）自立発展性 

組織面、財政面、技術面における自立発展性は以下の通りであり、本プロジェクトの自

立発展性は中位であると判断される。 

 

制度・政策面：ミャンマー政府は、麻薬撲滅 15 ヵ年計画を維持し、海外からの援助を得

つつ同戦略を推進する意図を有している。しかしながら、2009 年 8 月以降、コーカン特

別区の自治権が縮小されると同時に、ミャンマー政府行政機関の役割が大きくなってい

る。こうした中で特別区の下部組織の役割を有していた郷長、村長のリーダーシップは

弱まってきている。 

 

組織面：プロジェクトによって設立された様々な受益者委員会はまだ独立した組織とし

て成熟しているとはいえない。したがって、受益者委員会には、ミャンマー国政府側に

よる支援が引き続き必要である。本プロジェクトにより支援されたロンタン郡とタウシ

ェ郷の農村ヘルスサブセンター（RHSC）は、2名の助産師の配置、薬剤の供与による MOH

のイニシアティブの発揮もあり、機能し始めている。 

 

財政面：ミャンマー国側のコスト負担の実績は、2005 年度の 20 百万チャットのみであり、



  

将来のプロジェクト活動の財政負担の今後の見通しに関しては、不透明である。 

 

技術面：CP は営農、農業研修･普及、生活改善、保健/教育といった分野において様々な

スキル及び技術を身に付けている。具体的には語学能力の向上、受益者(農家)へのコミ

ュニケーション力、トレーニング等の実施能力、EPI の実施管理等の能力を身に付けてい

る。150 人以上の農家が、農業研修により得た技術（ぼかし、堆肥）を彼ら自身の手で実

践し始めている。しかしながら実践している農家の数は限られている。 

  

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

パイロット郷開発支援を掲げて 6 つのパイロット郷を選定し、技術改善アプローチ、村

レベルアプローチ、ターゲット･グループアプローチの 3つのアプローチによりプロジェク

ト活動を進めたことが結果として幅広い受益者にプロジェクトの恩恵をもたらすことに成

功した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

コミュニティレベルの活動実施には、受益者委員会の活動が不可欠であった。プロジェ

クトによって設立された 100 に及ぶ識字委員会、家畜貸し出し委員会といった大部分の受

益者委員会は、人材面、組織面等で未熟な部分もあるものの、本格的に活動を開始し始め

ており、成果を発現し始めている。 

 

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 

特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

2009 年 8 月に発生したコーカン軍とミャンマー国政府軍の軍事衝突により、プロジェク

ト活動は遅延を余儀なくされ、大きな活動の阻害要因となった。現在は専門家の遠隔操作

によりプロジェクト活動が実施されている。通信手段の不足、道路のアクセスの悪さ(特に

雨期)によりプロジェクトの活動範囲に制限があった。 

また、識字率の低さ、通信・道路事情の悪さからプロジェクトによるモニタリングも非

常に時間・手間がかかるものとなった。そのため、本調査においてもプロジェクトの効果

を測定するためのデータ入手に困難な活動があった。 

 

３-５ 結論 

ミャンマー国内においても、極めて特殊な環境下（域内での言葉の問題、対象地域の文

化・政治的な特異性等）でのプロジェクトであったが、日本人専門家、ミャンマー側、コ

ーカン側 CP、その他関係者の協力により、一定の成果を収めることができた。しかしなが

ら、ミャンマー政府、コーカン特別区の武力衝突により、いくつかの活動に未実施のもの

が残されていることから、プロジェクトの目標全体としての達成には至っていない。その

ため、本終了時評価調査では、支障が生じた事業の進捗を取り戻すための延長が提言され、



  

2011 年 3 月まで農業、生活改善、保健・教育分野において、活動を延長することとなった。

 

３－６ 提言 

（１）活動期間の延長 

専門家、C/P からの聞き取り調査を通じ、2009 年 8 月以降、以下の活動に支障をきたし

ていることを確認した。プロジェクト目標の達成には、これら活動の完了が不可欠である

ことから、プロジェクト期間を延長し、これらの活動を継続することが必要であると国境

地域少数民族・開発省に提言した。 

成果２：ソバ栽培、チャ農家に対する技術指導、ターシェタン圃場における試験的展示。

成果３：ボカシ・堆肥作りの研修、ナリ圃場／モデル農家圃場における展示活動 

成果４：家畜貸出事業における豚のモニタリング、タウシュエ郷における水供給施設整

備（3箇所） 

成果５：識字教室及び学校保健に関する教師研修、識字教室（2 箇所）、おける学校建設

（1箇所）、学校改修（1箇所）、学校トイレ整備（13 箇所）、拡大予防接種プログラム（EPI）

 

また、これら継続すべき活動について、関係機関であるコーカン特別区、ミャンマー農

業公社、教育省、保健省と活動内容・必要とされる期間を一つずつ、協議・確認すると

ともに、併せて、現場での活動は当面 C/P のみによる活動となることが予想されること、

小規模インフラ整備については、2010 年度の雨期明 10 月以降の開始となること、すべて

の活動終了後に確認調査やラップアップ研修等を行う必要があることを考慮し、延長期

間は 1年半とすることを提言した。 

 

（２）カウンターパートの配置について 

プロジェクト期間の延長に際しては、現在のカウンターパートの継続的配置、ラオカイ

における多目的機能を有する事務所スペースの継続的提供が必要である。 

 

（３）モニタリングの実施について 

プロジェクトによって建設・改修された施設の持続的利用、受益者委員会の持続的活動の

ためにミャンマー側による継続モニタリング及び支援が必要である。 

 

３－７ 教訓 

（１）プロジェクト期間中に適切な定量的データの入手が困難であることが、判明した場

合は、もしくは、現場で収集できる数値指標が限られる場合は、近似指標（proxy indicator）

で代替して類推するといった手法も検討する必要があろう。 

 

（２）プロジェクトサイトが遠隔地かつ辺境地にある場合は、活動結果に関するデータの

収集に特に配慮する必要がある。限られた通信手段、言語の違い、道路事情等の理由で現

地からの情報を収集・改修できない場合は、予めプロジェクトサイトに通信手段を準備す

る。もしくは、可能な限りアクセスのよいプロジェクトサイトを選定することが考えられ

る。 

 



  

３－８ 今後のフォローアップ体制 

現在のカウンターパートの継続的配置、ラオカイにおける事務所スペースの継続的提供に

ついて評価調査団より提言がなされた。プロジェクト期間延長についても、ミャンマー国

側、日本国側共に手続きを開始することが確認された。 
 


