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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 21 年 10 月 21 日 

担当部：地球環境部 

1. 案件名 

スリランカ国 気候変動に対応した防災能力強化プロジェクト 

(Disaster Management Capacity Enhancement Project Adaptable to Climate 

Change, Sri Lanka) 

2．協力概要 

(1)プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述： 

本プロジェクトは、スリランカ（以下「ス」国）の防災体制が強化されることを目標と

する。プロジェクトの成果として、①「ス」国の防災関連機関に対する防災センターの指

導・調整能力の強化、②気象局の気象観測、分析、予測能力の向上、③国家建築研究所の

土砂災害対策能力の向上、④早期警報避難システムの適切な運用、⑤パイロット 3 地域に

おける県、郡、コミュニティの各レベルの防災能力の強化が見込まれる。 

 

(2)協力期間：2010 年 1 月～2013 年 1 月（3年間） 

 

(3)協力総額（日本側）：2.6 億円 

 

(4)協力相手先機関：防災センター（Disaster Management Centre: DMC）、気象局（Department 

of Meteorology: DOM）、灌漑局（Department of Irrigation: DOI）、国家建築研究所

（National Building Research Organization: NBRO） 

 

(5)国内協力機関：国土交通省、気象庁 

 

(6)裨益対象者：  

 直接裨益者：防災センター、気象局、灌漑局、国家建築研究所、パイロット地域

の地方行政機関の職員 

 間接裨益者：防災に関係するスリランカの中央・地方行政機関、パイロット地域

の住民等 

3．協力の必要性・位置付け 

(1)現状及び問題点： 

2004 年 12 月のスマトラ沖地震・津波災害を経験し、国連機関やドナー国、国際 NGO から

の支援を得て復旧・復興活動を行った「ス」国は、2005 年から 2006 年にかけて「ス」国中

央政府レベルでの災害対策に取り組み、国家防災委員会、災害管理・人権省、防災センタ

ーを新設した。「ス」国は日本政府に対し、これらの機関への技術支援を要請し、2006 年
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10 月から 2009 年 3 月にわたり開発調査「防災機能強化計画調査」を実施した。この調査で

は、1）「ス」国南西部 4河川の洪水対策マスタープランの策定、2）予警報、情報伝達シス

テムの計画策定、3）コミュニティ防災、4）関連省庁のキャパシティ強化（情報伝達に必

要な機材の操作や災害時の対応・運営に関する技術移転）についての活動が計画・実施さ

れた。また、この調査とともに日本政府は無償資金協力「気象情報・防災ネットワーク改

善計画」を展開した。この無償資金協力においては、リアルタイムで観測を行うための気

象観測機材の更新を行い、「ス」国内 38 箇所における気象情報の自動観測を実現した。 

 上記開発調査の結果、予警報システムの運用能力や災害時の対応能力、情報伝達能力等

において基礎的な能力の向上は達成され、また、無償資金協力によって気象局の自動気象

観測システムが構築されたことで、今後災害予測能力が向上することが期待されている。 

 しかし、これまでの支援の成果を活かして、今後は、気象局や灌漑局といったリアルタ

イムの気象関連データ、水文観測データを観測・分析・予測する機関の能力の向上及び、

防災センターの、「ス」国防災関連機関の調整、国民に対する災害情報の正確かつ迅速な伝

達能力の向上が引き続き必要であること、また、昨今の気候変動の影響で今後このような

災害の増加、激甚化が想定されることから、今後の気候変影響も考慮した「ス」国防災体

制における災害対応調整、情報伝達機関である防災センター、災害観測、予測を行なう気

象局、国家建築研究所、灌漑局の能力強化、災害に脆弱なコミュニティを抱える地域行政

といった防災体制それぞれのレベルの強化を「防災機能強化計画調査」で得られた知見を

活用しつつ支援していく必要がある。 

 

(2)相手国政府国家政策上の位置付け： 

「ス」国は、2005 年に Sri Lanka Disaster Management Act を制定し、防災センターを立

ち上げた。2006 年には防災センターの監督省として災害管理・人権省を設立し、その後、

気象局および国家建築研究所を同省に移管した。また、スリランカ政府は UNDP の支援を受

け、国家防災計画（2009 年-2013 年）の策定を計画しており、現在最終ドラフト版を作成

中である。この計画は、各政府機関が防災計画を立案・実施する際に考慮され、政府機関、

民間機関、NGO やコミュニティ等のすべての関係者が活用できることを目標としている。 

 

(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）： 

・我が国の対「ス」国援助重要課題は、「平和の定着」を目的とした「人道・復旧」と「国

作り」支援、そして「中長期開発ビジョン支援」を通じた経済基盤の整備に向けた制度改

革と援助、外貨獲得能力向上と貧困対策に対する支援である。JICA はこの 2 つの課題解決

に向けた支援の一環として津波災害復興と防災に関して支援を行っている。2004 年 12 月の

インド洋津波被害の復旧・復興支援に係る既存案件は終了したが、防災面での支援は継続

している。 

・「兵庫行動枠組」で掲げられる 5 つの優先行動（1．防災を国、地方の優先課題に位置づ
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け、実行のための強力な制度基盤を確保する。2．災害リスクを特定、評価、観測し、早期

警報を向上する。3．全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用す

る。4．潜在的なリスク要因を軽減する。5．効果的な応急対応のための事前準備を強化す

る。）に沿って、災害観測体制の強化（上記 1.、4.に該当）、中央防災機関（防災センター）

の強化（上記 1.、5.に該当）、コミュニティ防災活動の支援（上記 3.に該当）を行なう計

画である。 

・対スリランカ JICA 防災プログラムにおいては、構造物対策（ハード対策）、非構造物対

策（ソフト対策）両面から、また気候変動への適応も含めて「ス」国の防災能力強化を計

画している。本件と並行して計画が行われている「南西部洪水対策・気候変動適応策事業」

（有償資金協力を想定）では、構造物対策（ハード対策）を主とする洪水対策を実施し、

本技術協力プロジェクトでは、主に、非構造物対策（ソフト対策）による洪水、土砂、気

象災害対策を行う計画であり、気候変動緩和策としては、「気候変動対策能力強化プロジェ

クト」を別に計画中であり、緩和策、適応策両面からの支援を計画している。 

4．協力の枠組み 

(1)プロジェクト目標： 

災害観測・予測活動からパイロット地域住民の防災活動、避難にいたる防災体制モデルが

確立される 

【指標】 

①災害観測機関から発信された情報が防災センターを介して、パイロット地域に伝達さ

れる災害情報の伝達速度の向上及び、誤報の減少。 

②①の情報を受けてパイロット地域で予警報発令、避難等の防災活動が行なわれる。 

 

(2)上位目標： 

災害観測・予測から住民の防災活動、避難にいたる防災体制モデルがパイロット地域以外

にも普及する 

【指標】 

①災害観測機関から発信された情報が防災センターを介して、パイロット地域以外に伝

達される災害情報の伝達速度の向上及び、誤報の減少。 

②①の情報を受けてパイロット地域以外で予警報発令、避難等の防災活動が行なわれる。

 

(3)成果・活動： 

成果 1：防災センターの指導・調整能力が強化される 

【活動】 

1－1 防災に係る既存委員会の活動の活性化を図るための防災センターの運営・調整に

係る問題点の抽出及び活動の支援 

1－2 国家緊急対応計画の策定 

1－3 防災センターが活動報告書を作成する際の災害分析・記録方法の指導 
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1－4 開発事業に伴い発生する可能性がある災害リスクを評価・軽減する制度の構築 

1－5 気象局、灌漑局、国家建築研究所、地方行政、その他防災関係機関の職員を対象

とした防災研修プログラムの開発と実施 

【指標】 

1－1 防災に関する調整会議における議題数及び成果 

1－2 国家緊急対応計画(案)が作成される。 

1－3 年次報告書へ災害分析の追記 

1－4 開発事業に伴い発生する可能性がある災害リスクを評価・軽減する制度が確立さ

れる。 

1－5 防災研修プログラムの開発数、実施回数 

 

成果 2：気象災害観測機関である気象局のモニタリング・分析・予報能力が向上する 

【活動】 

2－1 無償資金協力で導入した自動気象観測システム(Automatic Weather Station :AWS)

を含む各種観測機材の操作・維持管理マニュアルの確認及び、課題の抽出 

2－2  抽出された課題により、操作・維持管理マニュアルの改訂あるいは作成 

2－3  気象状態の解析に関する研修の実施 

2－4  地域レベルの警報基準の策定 

2－5 短期気象予測の試行 

【指標】 

2－1  設置された AWS で取得されたデータが消失しない。 

2－2 2 日以上の短期気象予測が試行される 

 2―3 地域レベルの警報基準が運用される 

成果 3：土砂災害観測機関である建築研究所の土砂災害対策能力が向上する 

【活動】 

3－1 低コストの土砂災害対策手法（簡易山腹工事、水抜き工事による対策等）の実施 

3－2 土砂災害モニタリング、評価手法の確立及び実施 

3－3  土砂災害警報基準の作成 

【指標】 

3－1 低コストの土砂災害対策手法がスリランカ側独自で 1箇所以上で実施される。 

3－2 地すべり危険度評価、挙動解析の実施の結果が報告書としてまとめられる。 

 

成果 4：防災センターからパイロット地域に発せられる早期警報避難システムが適切に機能

する 

【活動】 

4－1 警報発令に関するルールの作成 

4－2 情報伝達訓練の実施 
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【指標】 

4－1 警報発令ルールに沿って警報がパイロット地域に伝達される。 

4－2 早期警報システム運用に係る机上訓練・情報伝達訓練が 3 箇所のパイロット地域

で各 1回以上実施される。 

成果 5：パイロット地域における県（District）、郡（Division）、コミュニティの各レベル

の防災能力が強化される 

【活動】 

5－1 パイロット地域における既存防災委員会の運営能力の向上 

5－2 パイロット地域におけるコミュニティ防災の推進活動の実施  

5－3 パイロット地域におけるコミュニティ防災活動の実施（水位標、簡易雨量計の設

置、小規模対策工、避難訓練等の実施） 

【指標】 

5－1 パイロット地域における防災に関する調整会議で報告、議論された議題数が増加

する。 

5－2 パイロット地域における地方行政機関の指導により、パイロット地域内のコミュ

ニティでハザードマップが作成される。 

5－3 パイロット地域における地方行政機関の指導により、パイロット地域におけるコ

ミュニティレベルでの定例避難訓練が実施される。 

 

(4)投入： 

日本側(総額約 2.6 億円) 

・専門家派遣： 

1)総括／防災行政、2)コミュニティ防災、3)気象予測、4)土砂災害対策、5)都市開発、

6)法規制 (約 58M/M) 

・機材供与（水位標、雨量計等） 

・本邦研修 

・在外事業強化費 

 

スリランカ側 

・カウンターパートの配置 

・日本人専門家とカウンターパート用の執務環境（執務室・設備含む）の整備 

・プロジェクト運営管理費の確保 

 

(5)外部要因（満たされるべき外部条件）： 

前提条件 

「ス」国の防災政策に大幅な変更が生じない。 
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外部条件 

① 「プロジェクト目標」から「上位目標」の達成： 

パイロット地域以外の防災機関に対する予算と人員が適切に配分される 

防災センター及び災害観測機関と地方の防災機関との役割分担が大きく変化しない。 

② 「成果」から「プロジェクト目標」の達成：  

防災センター、技術官庁やパイロット地域の防災機関に対する予算と人員が適切に配

分される 

③ 「活動」から「成果」の達成： 

技術移転を受けたカウンターパートが現在の部署に留まる 

5．評価 5項目による評価結果 

(1)妥当性：以下の理由から妥当性が高いと判断される 

・日本の「ス」国に対する援助政策の重要課題は、①「平和の定着」を目的とした「人

道・復旧」と「国作り」支援、②「中長期開発ビジョン支援」を通じた経済基盤の整

備に向けた制度改革と援助、③外貨獲得能力の向上、④貧困対策に対する支援、に重

点を置く一方で、2004 年以降は同国で防災分野への支援にも力を入れている。 

・JICA の「ス」国国別援助実施方針における開発課題の一つとして防災を位置づけてお

り、防災プログラムを設置して有償資金協力、無償資金協力、技術協力の枠組みを活

用し、これらの課題の克服に取り組んでおり、本プロジェクトも防災プログラム内に

位置づけられるプロジェクトとして上記開発課題の解決に貢献するものである。 

・「ス」国は、2005 年に防災法の制定と防災センターの設立、2006 年には、災害管理・

人権省を創設した。また、同国政府は国連開発計画の支援を受け、国家防災計画（2009

年－2013 年）の策定に取り組んできた。この計画は、各政府機関による事業計画立案

と実施の際に考慮され、政府機関、民間機関、NGO やコミュニティなどすべてのステイ

クホルダーが活用できることを目標としている。 

・我が国は、頻発する洪水や土砂災害への対策に早くから取り組み、これら災害による

危険を軽減するために研究や必要な観測を重ねるとともに、防災に関する組織体制を

整備してきた。スリランカの災害対応における課題は、日本がこれまで経験してきた

課題と類似しており、日本が保有する防災の豊富な技術や知見は、「ス」国に効果的に

適用可能である。 

・スリランカの主な災害は洪水災害及び土砂災害であり、｢ス｣国内で最も洪水災害、土

砂災害が頻発する地域（3県）をパイロット地域として選定することで、直接的な被害

の軽減に貢献することが可能である。 

 

(2)有効性：以下の事由により有効性が見込まれる 

・スリランカで頻発する災害である洪水及び土砂災害に対し、災害観測、被害予測を担

当する技術官庁である DOI, DOM, NBRO の能力強化、観測情報の伝達、防災指導を担当

する DMC、住民への災害警報、避難を担当する地域行政全ての能力強化を実施すること
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により、プロジェクト目標の達成が期待できる。また、上記能力強化に係る課題は、｢防

災機能強化計画調査｣によって明らかになっており、必要部分に的確な支援を行なうこ

とが可能である。 

・これまでの我が国の支援もしくは他国の支援によって開発されたコミュニティ防災実

施に係るマニュアル、ツールが開発されており、特に成果 5 に関し、それらマニュア

ル、ツールを活用することにより、パイロット地域行政機関が行なうコミュニティ防

災活動を円滑に推進することが可能であり、また、同マニュアル、ツールはこれまで

の災害被害を経て改訂されているものもあり、住民被害に直結した支援が期待できる。

 

(3)効率性：以下の理由から効率的な実施が予測される 

・開発調査のパイロットプロジェクトで導入されたモニタリング機材や情報伝達機材は、

調査を通じてその有効性が確認されており、本プロジェクトではその適切な活用や維

持管理が活動の 1 つとなっている。また、コミュニティ活動を通じて作成されたコミ

ュニティ教育用の資機材は、本プロジェクトにおけるパイロット地域での活用が期待

されているほか、無償資金協力で導入された AWS も、本プロジェクトでの適切な活用、

維持管理が求められている。このように、本プロジェクトでは、これまでに日本側の

支援で導入された資機材を活用した活動が多く計画されており、機材調達に関する投

入コストが削減される。 

・開発調査におけるカウンターパート研修により、構造物対策と非構造物対策のバラン

スの重要性を理解できたこと、防災訓練の一つである「危機管理演習」の視察により、

訓練がどのようなものかを理解でき、自らが情報伝達訓練を実施する上でイメージを

持つことができたこと等、カウンターパートの防災に関する知見が広がったことが確

認されている。よって、本プロジェクトにおけるカウンターパート研修も上記知見を

利用しながら実施が可能であり、能力向上へ直結させることが容易になると期待でき

る。 

・これまでの我が国の支援もしくは他国の支援によって開発されたコミュニティ防災実

施に係るマニュアル、ツールを利用してパイロット地域の地域行政機関のコミュニテ

ィ防災活動を技術的に支援することによって地域行政機関のコミュニティ防災活動を

円滑に推進することが期待できる。 

・開発調査で抽出された教訓や提言を活用した支援が想定されることから、これまでの

支援の成果を継続的に活用しながら支援が可能である。 

・UNDP は、2004 年以降「ス」国の防災分野に対する支援を強化してきた。国家防災計画

の策定においても同国を支援している。よって、本プロジェクトでも外部リソースと

して UNDP との連携を促進し、情報・意見の交換やデータの共有を行うことで防災分野

支援の円滑な実施が期待できる。 

 

(4)インパクト：以下のインパクトが見込まれる 
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・上位目標であるプロジェクトで確立した防災体制モデルが拡大、維持されるには、本

プロジェクト目標である、技術官庁からコミュニティにいたる防災体制の構築を達成

し、パイロット地域での被災者の減少または避難者の増加を達成するといった具体的

な成果に結び付けていく必要がある。本プロジェクトで実施を予定している、土砂災

害に対する小規模対策工の導入による、土石流被害の直接的な軽減や、本案件と並行

して、主に堤防建設や排水機場の改修など、構造物対策の観点から洪水対策を行う｢南

西部洪水対策・気候変動適応策事業｣（有償資金協力を想定）を実施する計画になって

おり、これまでのソフト対策中心の防災体制からハード対策も含めた防災体制への拡

充が想定されることなどから、上位目標が達成される可能性は高い。 

・本案件と並行して、上記｢南西部洪水対策・気候変動適応策事業｣が実施される場合、

本プロジェクトの活動から得られる経験や知見を円借款事業に応用することが期待さ

れ、本プロジェクトと円借款事業での技術移転による人材育成面での相乗効果が見込

まれる。 

 

(5)自立発展性：以下のように予測される 

・財政面に関しては、防災セクターは、予算や支援が付きやすい状況が続いており、自

立発展性は高いと考えられる。一方で、防災センターは、日本の「防災白書」のよう

な政治的・経済的サポートを担保するために戦略的に活用が可能な報告書を作成して

いない。よって、本プロジェクトを通じて防災センターが作成するアニュアルレポー

ト（決算、活動報告書）が改定されるとともに、そのレポートが防災分野に関係する

機関の適切な予算担保に活用された場合、各実施機関の財政面での自立発展性が期待

できる。 

・人材・組織面においては、防災センターの職員数は確実に増加しているほか、関係機

関の職員数は維持されており、自立発展性は高いと考えられる。一方で、本プロジェ

クトで習得される防災に関する技術や知見が持続的に共有・蓄積されるためには、各

実施機関で技術移転を受けた職員の異動が回避されなければならない。回避できない

場合は、プロジェクトのインパクトを測ることが困難になり、人材・組織面での自立

発展性は低くなると見込まれる。また、防災センターにおいては、現在の職員雇用形

態（2年間の短期契約）を改善するとともに、長期的に職員の人材育成や組織強化を実

施することが望まれる。 

・技術官庁はそれぞれの分野において基礎的な知識や経験を有する。よって、警報の内

容やコミュニティでの雨量観測や水位観測等、開発調査や日本での研修を通じて蓄積

した知見や習得した技術を継続的に活用しており、これに加えて、本プロジェクトで

投入予定の日本人専門家から新たな技術協力を得ることでスリランカ側の技術面での

更なる自立発展性が見込まれる。 

・資機材という観点では、情報伝達用の通信機器をはじめ、雨量計やコミュニティ活動

用の資機材等が年々増加している。また、気象局は、自発的にドップラーレーダの導
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入を計画するなど、課題解決に向けた、自立発展性は高いといえる。 

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

・「ス」国防災関係機関とコミュニティの自然災害への対応能力が向上することで、近年

深刻化する気候変動への適応に寄与することが見込まれる。 

・貧困やジェンダーへの負のインパクトは予測されず、コミュニティ防災能力が強化さ

れることで、同国の貧困層や社会的弱者に対する災害リスクも軽減されることが期待

される。 

7. 過去の類似案件からの教訓の活用 

本プロジェクトに先行して実施された開発調査「防災機能強化計画調査」（2006 年-2009 年）

では、以下の教訓が示された。 

・DMC の指揮・調整能力が向上することで早期警報やコミュニティ防災に関する現状が改

善されることが期待できることが教訓として示されており、本プロジェクトでは、DMC

が技術官庁から適格に情報を収集し、地域防災機関に正確に伝達していくハブ的な役

割を強化していくと同時に、スリランカ国の防災機関内での日常的な連携を構築する

調整機関としての能力向上を計っていく。 

・気象局が有する観測経験を活用して、過去の災害現象と気象の関係を整理・分析でき

ればリアルタイムベースの気象観測システムを確立できることが教訓として示されて

おり、AWS からリアルタイムで取得される気象情報を漏れなく記録し、分析する能力の

向上を計っていく。 

・国家建築研究所は、地すべりに関する警報発令の能力向上に向けた観測と分析やハザ

ード・リスクアセスメントを継続させるための適切な知識を習得することで早期警報

能力の向上が見込めることが教訓として示されているため、本プロジェクトでは、土

砂災害頻発地において、専門家による OJT 実地指導を通じた計画し、現場の状況に則

した能力向上を計るものとしている。 

8．今後の評価のタイミング 

・中間レビュー：プロジェクト終了後の 1.5 年前頃 

・終了時評価：プロジェクト終了時の半年前頃 

・事後評価：プロジェクト終了時の 3年後頃 

 


