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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：スリランカ民主社
会主義共和国 

案件名：スリランカ民主社会主義共和国 乾燥地域の灌漑農業におけ
る総合的管理能力向上計画 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額（2009.10.31時点）：約1億7,000万円 

相手国実施機関：灌漑・水管理省（Ministry of Irrigation and Water 
Management） 

所轄部署： 
JICAスリランカ事務所 

日本側協力機関：農林水産省 

R/D署名日：2007年3月14日 協力期間 

4年間（2007年6月1日～2011年5月31日） 

他の連携協力： 

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」と記す）（人口約2,000万人、面積約6

万6,000km2）では、農村部の貧困率が高く、また特に乾燥地帯の灌漑農業に従事する農家の農業
生産性や農業所得が低いことが重要な課題として認識され、灌漑・農業・流通・加工各セクタ
ーの総合的管理能力向上の必要性があることから、当プロジェクトは、農業生産性を向上させ
るために政府職員と農民組織の能力向上を図る総合的な研修体制を確立することを目標とした
技術協力である。 
 
１－２ 協力内容 
（1）上位目標 

対象地域において農業所得が向上する。 
 
（2）プロジェクト目標 

農業生産性を向上させるために政府職員と農民組織の能力向上を図る、総合的な研修体
制が確立される。 

 
（3）成果（アウトプット） 

1）モデルサイトにおいて農民組織の運営管理に関して政府職員と農民組織の能力が強化・
改善される。 

2）モデルサイトにおいて灌漑施設管理、水管理に関して政府職員と農民組織の能力が強化・
改善される。 

3）モデルサイトにおいて農業生産に関して政府職員と農民組織の能力が強化・改善される。
4）モデルサイトにおいて流通・加工に関して政府職員と農民組織の能力が強化・改善され
る。 

5）カウンターパートを指導員とし、他の政府職員の能力向上を図るための体制が整備され
る。 

 
（4）投入（2009年10月初旬時点） 

日本側： 
・長期専門家派遣 3名 ・機材供与 約1,952万円（1米ドル＝120円）
・短期専門家派遣 2名 ・ローカルコスト負担 約4,338万ルピー 
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・研修員受け入れ 4名 
相手国側： 
・カウンターパートの配置（合計約80名） 
・日本人専門家の執務室、同室の家具・電話、電気水道代 
・ローカルコスト負担  車両購入時の税金など 

２．評価調査団員の概要 

調 
査 
者 
 
 

総 括 西野 恭子 JICA スリランカ事務所 次長 
農業生産、流通加工、
普及 

金森 秀行 JICA 国際協力専門員 
 

農業制度、農民組織、
灌漑 

柏原 学 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課  
課長補佐 

協力計画 Arinda Elapata JICA スリランカ事務所 ナショナルスタッフ
評価分析 田村 智子 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティ

ング 
P. U. Wickramaratna Director（Engineering）, Ministry of Irrigation and 

Water Management（MIWM） 
G. A. M. S. Emitiyagoda Deputy Director（Extension）, Head of Secretariat, 

Department of Agriculture（DOA）, Ministry of 
Agricultural Development and Agrarian Services
（MADAS） 

Pushpa Wijewantha Director, Livestock Planning and Economics Unit, 
Department of Animal Production and Health
（DOAPH）, Ministry of Livestock Development
（MOLD） 

M.M.M. Aheeyar Division Head, Hector Kobbekaduwa, Agrarian 
Research and Training Institute, MADAS 

Palitha Wadduwage Provincial Director, Provincial DoA, North 
Western Provincial Council  

調査期
間 

2009年11月6日～27日 評価の種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 評価結果の要約 
（1）妥当性 

当プロジェクトの目標は、スリランカの国家開発政策、日本のODA政策及びJICAの国別
援助方針と整合性があり、また、スリランカの農村地域の貧困度の高さや、乾燥地帯にお
ける灌漑農業の生産性や収入の低さを考慮すると、当プロジェクトにより同地帯の農家の
農業生産性や農業収入を向上させる強い必要性が認められる。よって当プロジェクトの妥
当性は高い。 

 
（2）有効性 

政府職員及び農民組織を対象とした各種の研修が実施され、農民組織の能力が向上しつ
つあることなどから、プロジェクト目標はおおむね順調に達成されつつあり、また、協力
期間内にプロジェクト目標が達成される見込みがあると考えられる。一方、プロジェクト
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目標の「総合的なメカニズム（Integrated mechanism）1」という言葉の意味が関係者のなか
で明確に共有されていないことは懸念される。したがって当プロジェクトの有効性は中程
度である。 

 
（3）効率性 

日本側及びスリランカ側の投入は計画どおり実施され、また、期待された成果はほぼ順
調に発現しつつある。特に成果1・2・3については確実に達成されつつあり評価に値する。
一方、成果を順調に達成するためには本要約表の3.3項に記すとおりいくつかの阻害要因も
あることから、当プロジェクトの効率性は中程度である。 

 
（4）インパクト 

モデルサイトにおける活動により、稲作の生産性の向上、収入増加のための方法が示さ
れたことは評価に値する。しかし、上位目標の対象地域の人口はモデルサイトの人口と比
較すると大変多いことから2、当プロジェクトの効果が他の地域へ確実かつ効果的に普及さ
れない限りは、当プロジェクトが上位目標の達成に貢献することは困難である。また、特
筆すべき正負のインパクトは現在のところ発現していない。このような理由から、当プロ
ジェクトのインパクトを現時点で判断するのは時期尚早であると思われる。 

 
（5）自立発展性 

スリランカ灌漑局の当プロジェクトへの関心が高く、また、モデルサイトの農民組織の
活動に対する意欲も高いことは、当プロジェクトの自立発展性を高める貢献要因となるで
あろう。一方、当プロジェクトの自立発展性を確保するためには、スリランカ政府は今後、
いくつかの課題を克服する必要がある。例えば、同国の灌漑・農業関連分野の人的資源や
予算、物的資源は限られており、現状のままでは、将来当プロジェクトの効果を他の農民
組織や村々へ拡大する際に困難が予想される。限られた人的資源について一例を挙げると、
同国における州政府所属の農業普及員の担当地域は広く、1名が数千世帯の農家を受け持っ
ているのが現状である3。当プロジェクトにおいても、数人の州政府所属の農業普及員が、
プロジェクトの便宜供与の下モデルサイトの農民に対して優先的に訓練や普及活動を実施
しているが、プロジェクト終了後、同職員が他の地域の農民にも同様の頻度にて類似の内
容の訓練や普及活動を実施することができるかどうかについては疑問である。このような
課題があることを鑑み、当プロジェクトの自立発展性は中程度よりやや低いと判断する。

 
３－２ 効果発現に貢献した要因 
（1）計画内容に関すること 

スリランカには灌漑・農業分野における技能・知識の豊富な蓄積があり、一般的に政府
職員の能力は高いといわれることから、当プロジェクトでは日本人長期専門家の投入は3名
のみとし、現地のリソースを最大限に活用する計画であった。現在、計画どおり日本人長
期専門家は3名であり、加えてローカル・コンサルタント3名がJICA専門家チームのメンバ
ーとして活躍している。また、モデルサイトにおいてはJICA専門家チームと灌漑・農業・
畜産分野の政府職員が協力し合って農民への技術指導を行っている。このような現地リソ
ースの活用は、プロジェクトの効率的な運営に貢献するものである。 

                                            
1 事前評価時の判断により、和文 Project Design Matrix（PDM）ではこれを「総合的な研修体制」と訳している。 
2 上位目標の対象地域であるアヌラーダプラ県とクルネーガラ県における総農家数は約 25万 5,000であり、モデルサイトの総農家数
は約 530である。 

3 当中間レビューにおいてインタビューした州政府所属の農業普及員は 1名で 6,500農家を担当していた。 
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（2）実施プロセスに関すること 

現在のところ、実施プロセスに関する効果発現の貢献要因は特にない。 
 
３－３ 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 

1）当プロジェクトの3つのモデルサイトは、アヌラーダプラ県とクルネーガラ県にまたがり、
相互に26～66キロ離れて位置する。これらのサイトは、将来プロジェクト効果の波及が期待
される範囲を考慮してプロジェクト開始前に選定された。JICA専門家チームはこれらサイ
トを頻繁に訪問する必要があるが、移動に時間が費やされるため実際の活動に費やす時間が
相当制限されることがプロジェクトの実施段階になって分かった。また、車両での移動に要
する燃料費がかさむこともプロジェクトの効率性にマイナスの影響を及ぼしている。 

2）当プロジェクトでは、外国援助機関等の資金援助が投入された場合の開発モデルとして、
PEACE4事業対象灌漑地区から1カ所モデルサイトを選出するのに加え、通常の政府予算で賄
える範囲の資金による開発モデルをつくるために、PEACE対象地区以外から2カ所のモデル
サイトを選出した。しかし、実際は後述の2か所のモデルサイトにおいても、大規模な灌漑
施設改修の実施及びリボルビング・ファンドの導入による農民組織の活性化の必要性が認め
られたため、それぞれ約600万ルピーと約150万ルピーの資金5が各サイトにJICAより投入さ
れた。中間レビュー時にこれらの投入について検証したところ、投入はモデルサイトでの成
果発現に貢献しているが、その金額は通常の政府予算で賄える範囲の額ではないことが分か
った。このような経緯から、3つのモデルサイトで形成予定の開発モデルはいずれも資金援
助が投入されることを前提としたものになる予定である。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

1）当プロジェクトのPDMの指標や活動の一部は、プロジェクトのめざす方向性や現状にそ
ぐわない点が多くみられたが、中間レビュー時までそれらの見直しが検討されることがなか
った。そのため、PDMの指標に沿ったプロジェクトの成果達成状況の把握が適切に行われ
ていなかったようである。 

2）中央レベルの（Joint Coordination Committee：JCC）は年4回、県レベルのJCCは年6回の開
催が計画されていたが、いずれもこれまで3回しか開催されていない。上述のようにPDM見
直しが遅延したのはJCCが計画どおり開催されていなかったことも一因であると思われる。

3）灌漑局の現場の職員は、当プロジェクトのモデルサイトにおける灌漑施設の改修業務に
関与するための十分な時間をもっていないようである。また、灌漑施設の改修においては、
デザインや見積もりの作成を灌漑局の地域事務所が実施しているが、これらの手続きは大変
複雑であり承認までに相当の時間を要する。これらが原因となって、モデルサイトにおける
改修工事の開始や実施が遅延し、その結果、工事の実施が耕作期と重なり、工事を実施する
農民への負担が増すこととなった。 

4）Geographic Information System（GIS）システムの技術研修を受講した灌漑局の現場の職員
のほとんどが他の地域に転勤したことは、技術移転の定着度にマイナスの影響を及ぼす結果
となった。 
 

                                            
4 ODAローンで 2006年より実施されている「農村経済開発復興事業（Pro-poor Economic Advancement and Community Enhancement 

Project：PEACE）」。北東部州と北西部州を含む乾燥地域に存在する約 180の農民組織を対象に、灌漑施設の改修・所得向上プログ
ラム・農民組織の強化等を通じ、農村の持続的な農業開発をめざす事業であり、2011年 5月まで継続の予定である。 

5 2009年 12月の為替レートでそれぞれ約 500万円と 125万円に相当する。 



v 

5）当プロジェクトの事前調査においては、当プロジェクトの成果が前述のPEACEに波及す
ることが期待されていたが、中間レビューの時点ではそのような波及効果は発現していな
い。これは、これまで当プロジェクトはモデルサイトでの活動に集中していたためであると
考えられる。 

 

４．結 論 

いくつかの阻害要因があったにもかかわらず、モデルサイトにおける活動が順調に進捗して
いることを高く評価するとともに、今後は、下記の提案事項に十分留意しつつ、モデルサイト
での実績をほかの地区にも普及するためのメカニズムの作成にも積極的に取り組むよう期待す
る。 
また、既存のPDMの指標には非現実的な点や現状にそぐわない点がみられ、また各成果の基

に最大10項目の活動が記載されており、複雑な印象を与えた。また成果5を達成するために計画
されていた活動はやや目的にそぐわないものであった。そこで当中間レビューでは、指標を改
定し、活動の表記を単純化し、成果5を達成するための活動を変更すべくPDMの改訂を提案し、
JCCミーティングでの承認を得た。今後は、実施計画表（PO）の改訂を行い、活動の詳細と実
施スケジュールについてプロジェクト関係者間で共有する必要がある。 
 

５．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

５－１ 農民組織管理 
（1）コミュニティ・デベロップメント、リーダーシップ育成、農家における農業会計に関す
る研修を政府職員と農民に施すこと。 

（2）農民の潜在的ニーズを明確にするべくCAPワープショップ6の結果を再検討し、更なる生
産性や収入の向上のために必要に応じて計画を修正すること。 

 
５－２ 灌漑施設管理・水管理 
（1）モデルサイトにおいてGISシステムを継続的に適用し更新していくために、灌漑技師事務
所はGISシステムにより積極的に取り組むこと。具体的には、専門の部署を設けたり、専門
の人材を配置したりする必要がある。 

（2）農民組織の管理能力の向上のため、専任のプロジェクト・マネジャー7をすべての灌漑ス
キームに配置すること。 

（3）スリランカ政府は、現場で働く政府職員が当プロジェクトの活動に滞りなく従事できる
よう、車両燃料や日当に関する予算を確保すること。 

（4）灌漑施設の改修にかかわる準備作業の遅延を防ぐため、灌漑局の幹部職員は、現場の職
員の指導・モニタリングをより頻繁に行うこと。 

 
５－３ 農業生産、流通・加工 
（1）稲 作 

1）農民組織の小委員会の会員数が多くなりすぎた場合、小委員会のなかに25～30名からな
る部会を組織することにより、小委員会の機能性や活動の効率性を高めること。 

2）共同出荷、加工、農産物の付加価値の向上に積極的に取り組むこと。 

                                            
6 CAPとは“Community Action Planning”をさす。CAPワークショップは参加型手法を用いて農村開発計画を作成するワークショッ
プである。 

7 スリランカでは現在、大規模灌漑スキームにはいずれも、灌漑局の灌漑マネジメント部に所属するプロジェクト・マネジャーが専
属で配置されており、農民組織の管理能力の育成などにあたっているが、小・中規模灌漑スキームにはそのようなマネジャーは配
置されていない。 
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（2）家庭菜園 
1）共同販売や農産物付加価値の向上に積極的に取り組むこと。 
2）小規模の家庭菜園を実施する場合は、純所得や栄養状態の改善を通した生活改善をめざ
し、一連の営農技術（a package of farming techniques）の導入を図る。 
 

（3）畜 産 
1）乳牛・水牛の飼育における生産性の向上のための研修のほか、農業会計の記録管理、乳
製品の品質改善・加工、企業家精神育成に関する研修を企画・実施すること。 

2）現地で入手可能な原材料による混合飼料とコンポストの生産をモデルサイトに導入する
よう試みること。 

 
５－４ その他一般 
（1）プロジェクト目標にある「総合的なメカニズム（integrated mechanism）」という言葉につ
いてプロジェクト・チームは明確な定義を提案すること。ナショナルJCCはその提案を検討
し、必要に応じて修正のうえ承認すること。 

（2）研修の結果について体系だったモニタリングを実施し、その結果を研修プログラムや研
修内容に反映させること。 

（3）県レベルのJCCミーティングは1年に4回、中央レベルのJCCミーティングは年に2回は開
催すること。 

（4）政府職員の能力強化を更に推進すること。 
（5）マニュアル類については、素案を改訂し最終版を作成のうえ、関連分野の研修所や研修
プログラムで活用されるよう取り計らうこと。 

（6）モデルサイトで開発された研修・ファシリテーションの手法をほかの地区にも普及する
ためのメカニズムを提案すること。 

（7）農業・畜産関係の研修所の代表者が作業委員会8に加わるよう取り計らうこと。 
（8）PDMを現実的な観点から改訂すること。 
 
６．教訓（当該プロジェクトから導き出されたほかの類似プロジェクトの発掘・形成、実施、
運営管理に参考となる事柄） 
６－１ 農民組織管理 
＜プラスの結果を導いた教訓＞ 
（1）農民組織のなかに課題別の小委員会を設け、農民組織の強化を促進することが可能であ
る。例えば、小委員会の設置は、農民組織の会員相互の知識や経験の共有を促進するのに
有効である。また小委員会は、研修・普及活動のターゲット・グループもしくは受け皿と
して効果的に機能することが分かった。小委員会があることにより、各分野の政府職員が
研修や普及活動を実施する際、農民の参加が促進され、日程の調整や参加者への連絡が容
易になる。 

（2）農民組織は、灌漑施設の維持管理組織としてだけでなく、農業開発プログラムをより効
率良く実施するための責任ある組織としても期待がもてる。 

（3）CAPワークショップは、地域開発計画を作成する際に農民の参加と同意を得るための効
果的な手段である。 

＜マイナスの結果を導いた教訓＞ 
（1）プロジェクトの活動は地域住民の興味や要望に応じるだけでなく、潜在的可能性やフィ 

                                            
8 作業委員会（working committees）は、当プロジェクトで実施すべき研修のニーズ分析やマニュアル作り、研修の実施などのために
分野別に設置された委員会である。 
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ージビリティーを確認して実施するべきである。例えばモデルサイトの1つであるカドゥ
ルガスダマナにおいて住民からの要望により酪農が導入されたが、村の人口が少ないこと
や自然資源が限られていることなどを勘案すると、導入による農民の生産性向上や収入増
加の可能性は制限的である。他の2つのモデルサイトにおいては酪農の導入は成功してい
るが、同じ酪農モデルがいずれのサイトにおいても効果を表すとは限らないことにも留意
し、カドゥルガスダマナのような場合は生活改善のための営農の一環として採用する等の
配慮をすべきであった。活動がいずれのサイトにおいても効果を表すとは限らないことに
も留意すべきであった。 

 
６－２ 灌漑施設および水管理 
＜プラスの結果を導いた教訓＞ 
（1）毎週ミーティングを開き、灌漑施設改修における課題について段階的に話し合う手法は、
政府職員と農民の双方向的なコミュニケーションを高めるのに効果的である。 

（2）灌漑施設の改修工事において、政府職員の立ち会いの下関係農家が現場にて工事内容を
相互確認し合意形成を図る参加型手法は、農家間の利害関係を効果的に解消するのに有効
である。 

（3）灌漑施設の改修を通して水管理や維持管理に関する農民の意欲を高めようとする際に、
圃場水管理グループを形成すると効果的である。 

（4）GISシステムは灌漑分野のみに活用される計画であったが、灌漑セクターのみならず、農
業セクターにおいても有効活用できることが分かった。 

 
６－３ 農業生産、流通・加工 
＜プラスの結果を導いた教訓＞ 
（1）リボルビング・ファンドの導入は、農民の自立を促し、意思決定能力を高めるのに有効
である。 

（2）PD法は農民の現場での研修に適用できる。 
（3）農民への研修は、目的をはっきりさせ、かつ段階的に実施すると効果的である。 
 

 




