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評価調査結果要約表（和文） 

I. 案件の概要 

国名：カンボジア 案件名：森林分野人材育成計画フェーズ II 

分野：自然資源管理 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： R/D まで 地球環境部 

        R/D 以降 カンボジ

ア事務所 

協力金額： 4.77 億円 

協力期間 
2005 年 12 月 15 日 

～2010 年 12 月 14 日 

先方関係機関：カンボジア国農林水産省森林局 

日本側協力機関：農林水産省 

１．協力の背景と概要 

カンボジア（以下同国）では、内戦終了後の急速な経済発展と人口増による開発圧力か

ら徐々に森林面積が減少しており、森林資源の保全は極めて重要な課題となっている。こ

うした中、同国政府は、地域住民による森林資源を含む村落資源の適切な管理の推進を主

要な課題のひとつとして取り上げ、取り組みを始めているが、実務を担当する地方森林官

は具体的な手続きを十分に理解しておらず、また、住民自身も森林を含む村落資源の自主

管理・利用のための知識、技術、経験が不足している。これまで、NGO やドナーなどの支

援を受け、関係機関がそれぞれ村落開発的な支援をしているが、十分な連携は図られず、

経験は蓄積されてこなかった。 

JICA は、2001 年 12 月から 3 年間、「森林分野人材育成計画フェーズ 1」（以下、フェーズ

1）を実施し、森林・野生生物研修センターを建設、同国では初となる森林分野における訓

練・研修の実施体制を構築した。フェーズ 1 では、延べ約 1,500 人の森林官（中央および地

方）に対して研修を実施し、森林に関する技術力の向上を図った。 

フェーズ 1 実施の結果、森林官が、それぞれの現場において実践的な技術や知識を習得し、

関係機関と連携しながら実際の活動を実施すること、そしてそれにより地域住民の生計向

上を図り、村落資源の持続的な管理を推進していくことが新たな課題として認識されるこ

ととなった。 

こうした状況を受け、同国政府は、2004 年に「森林分野人材育成計画フェーズ 2」（以下、

フェーズ 2）を我が国に要請した。3 回の事前評価調査、1 年間のパイプライン期間による

プロジェクト・デザインの検討を経て、プロジェクト目標を「森林官の人材育成を通じ、

フィールドプロジェクト（FP）サイトにおいて、地域住民が持続的に村落資源を利用でき

る」とすることで合意、2005 年 12 月より 5 年間の予定でプロジェクトを開始した。現在は

3 名の長期専門家（チーフアドバイザー/研修計画・運営、村落林業/業務調整、村落林業 2）

を派遣中である。 

今回実施する終了時評価調査は、2010 年 12 月にフェーズ 2 が終了を控えていることから、

プロジェクト開始時からの実績を確認し、評価 5 項目の観点から分析して同国関係者との

協議を行い、その結果を踏まえ、プロジェクト、同国関係者、JICA に対する提言・教訓を

取りまとめることを目的とする。 
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２．協力内容 

(1) 上位目標 

参加型コミュニティ資源管理が実施された地域において、地域住民による持続的コミュ

ニティ資源利用が担保される。 

 

(2) プロジェクト目標 

森林局内の管轄事務所の人材育成を通じて、フィールドプロジェクト(FP)サイトにおける

地元住民の生活の安定に資する持続的コミュニティ資源利用が担保される。 

 

(3) アウトプット 

1) アウトプット０ 

プロジェクト活動全般に係る準備、及び第 1FP サイトと FP サイト以外の森林局出先機関

職員を対象とした研修に係る準備が完了される。（過去の研修評価及びベースライン調査の

結果に基づいた現状と研修ニーズの把握。） 

 

2) アウトプット１ 

FP サイトにおいて、CF 活動とその他関連活動の円滑な事業実施を通じて、コミュニティ

資源が適切に管理される。 

 

3) アウトプット２ 

FP サイトにおいて、森林資源を含むコミュニティ資源の重要性が地元住民に認識される。

 

4) アウトプット３ 

地元住民のニーズに応じて活用されうる実践的知識や技術が、FP 内森林局職員によって

習得される。 

 

5) アウトプット４ 

実践的知識や技術が、事務所や現場での活用を目的に、効率的かつ効果的な研修を通じ

て森林局地方出先機関職員により習得される。 

 

(4) 投入 

日本側 

専門家派遣  ：長期 8 名、短期 3 名  合計 183.3M/M (終了時評価時）

C/P 本邦研修  ：合計 29 名 

機材供与  ：125,774 米ドル 

    車両 2 台、研修用 GPS、地方 FA 事務所用バイク、

    PC、コピー機等 

ローカルコスト負担 ：合計 785,517 米ドル 
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カンボジア側 

C/P 配置  ：研修センター職員、地方 FA 事務所職員等、現在 46 名 

施設・設備  ：専門家用執務室、土地、施設の提供 

ローカルコスト  ：合計 129,000 米ドル 

 

Ⅱ． 評価調査団の概要 

調査者 団長・総括 平田 仁 JICA カンボジア事務所 次長 

森林管理 井上 幹博 林野庁国有林野部監査室 監査官 

評価分析 高橋 佳子 有限会社 Y’s コンサルティングオフィス

評価管理 １ 渋谷 幸弘 JICA カンボジア事務所 所員 

評価管理 ２ 長田 彩子 JICA カンボジア事務所 ナショナルスタ

ッフ 

調査期間 2010 年 6 月 13 日 ～ 2010 年 6 月 25 日 評価の種類 終了時評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

３－１． 実績の確認 

3-1-1. アウトプットの達成度 

各アウトプットの達成度は以下のとおり。 

（１）アウトプット０ 「プロジェクト活動全般に係る準備、研修に係る準備が完了する」

このアウトプットはプロジェクト開始当初の準備として達成する計画であり、2006 年に

すでに成果が発現している。主な内容は、フェーズ１で作成された研修カリキュラム、研

修用教材、研修計画策定および研修講師の選定であった。「フィールドプロジェクト(FP)マ

ニュアル」は 2006 年度に英語版が作成されているものの、実際に FP 活動が開始されると

実態にあわない箇所が出てきたため、その後「FP マニュアル(ver.2)」に更新され、現在関

連した活動がアウトプット１の下で実施されている。 

 

（２）アウトプット１ 「FP サイトにおいて CF 活動と関連活動によってコミュニティ資

源が適切に管理される」 

選定された７つの CF サイトでの活動は、主に１）参加型計画策定・レビュー、2）CF 合

法化支援、3）生計向上支援活動、4）林業活動の４つである。活動の実施体制は、担当す

る地域の森林局出先機関（FAC-FAD-FAT）とその職員が住民を支援するという形になって

おり、森林局職員が支援の実践を通じて学ぶ場ともなっている。 

達成状況は、第一次選定 CF サイト２CF(2006 年開始)と第二次選定サイト 5CF（2008 年

12 月開始）によって大きく差が出ている。後発の 5 サイトでは現在のところ、1）、2）及び

4）の CF 巡視活動体制ができ、CF 境界杭設置や CF 案内板設置などが実施されたものの、3）

の生計向上活動は 2010 年 7 月以降開始されるという状況である。第二次選定サイトでは「コ

ミュニティ資源が適切に管理される」という状態には達しておらず、そのための体制づく

りの途上にある。 

なお、「CF 合法化」については全ての CF で最終ステップ 8 まで進んだところはない。手

続きの進捗はあるものの承認待ちの状態である。全国でも 2010 年 3 月の時点で 4 件の CF
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しか最終ステップまで進んだところがない困難な手続きである。合法化手続は、地方森林

局事務所から森林局、農林水産省まで全てのプロセスを経る必要があることから、合法化

手続きの推進の為には、中央及び地方政府機関双方の関与が不可欠である。なお、経済土

地コンセッションとの問題があるのは 2CF のみである。 

 

（３）アウトプット２ 「FP サイトにおいてコミュニティ資源の重要性が地元住民に認識

される」 

７CF の全てにおいてメンバーは減少しておらず、６CF では開始当初よりメンバーが増加

していることが確認された。また、CF メンバーの会議出席率は２CF において増加、その他

の CF では維持ないし微減していることが確認された。減少率が大きい２CF はいずれも先

行して開始された CF であるが、これは活動が軌道に乗ったことに伴い、全てのメンバーが

会議に参加しなくとも活動が円滑に進めることが出来るようになったことの結果であると

考えられる。 

７CF のうち６つは何らかの形で NGO 等の支援をプロジェクト以前（2005 年以前）に受

けた経験がある。CF メンバーへの聞き取り調査結果でも、プロジェクト以前からコミュニ

ティ資源の重要性が認識されていたと思われる事例が混在していた。従って、このアウト

プットはプロジェクトによる貢献もあるものの、それ以前から住民は重要性に係る認識を

深めていたと思われる。よって、アウトプット２については、一つのアウトプットとする

必要であったか疑問であり、アウトプット１の活動に加え、指標の一つとしてもよかった。

 

（４）アウトプット３ 「住民のニーズに対応する実践的知識や技術が、FP 内森林局職員

によって習得される」 

地方 FA 職員の技能と知識の習得状況調査結果によれば、5 つの CF 間では 2006 年の第一

次選定 CF2 箇所と 2008 年の第二次 CF の差はあるものの、全体として C/P の自己評価が高

かったのは 1 位「FP 実施に関連した業務の能力」、2 位「自己の責務に対する意識」、3 位「FP

活動に係る自己評価」であった。このことから、C/P はプロジェクトの CF/FP 活動の実践を

通じて知識や能力を向上させたと認識しており、調査団のサイト訪問の結果からもこれら

を確認した。また、各 CF メンバーへの調査結果からも、FA 職員が提供した技術や情報は

実践的であったと調査対象メンバーの 100%が回答していた。 

森林局から CF への現物による支援の活用状況は、プロジェクトによるモニターがなされ

なかったものの、地方 FA 職員が確認したところではその殆どが CF により活用されていた。

 

（５）アウトプット４ 「実践的知識や技術が、研修を通じて森林局地方出先機関職員に

より習得される」 

63 コースの研修が実施され、累計で 1,899 名の地方 FA 職員が参加した。331 名の元研修

生へのアンケート調査によれば、その 22%が「研修で職務に役立つ満足な知識と技能を得

た」と回答している。また、47%が「研修で得た知識と技能を活用した」と回答した。従っ

て、およそ半数が得た知識を活用しているものの、職務に役立つのに満足な程度と思って

いるのは元研修生の 4 分の１ほどにすぎないことが判明した。また回答者のコメントとし

て、各 FAC によって選ばれた研修生の中には研修内容と担当業務が一致していないケース
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が多いことが指摘されており、「職務に役立つ満足な知識と技能を得た」と回答するものが

少なかったこととも関連していると考えられる。従って、プロジェクトが実施している研

修参加人数枠を FAC に割り当てる選考方法に工夫の余地があったと思われる。 

「人材育成」を適切に実施するには、まず何のために、どのような人材を育成したいの

か、またそのような人材がどのくらいの割合になれば十分と言えるのか、研修開始時の能

力の適切な把握と、それに応じた研修内容の検討といった明確な目標設定と詳細な計画が

必要であった。コース実施数やコース参加者数は活動そのものであり、人材育成の成果は、

「必要とする能力を習得した人材」がどの程度育成されたかである。さらにアウトプット

の成果が上位の目標達成に貢献するためには、研修実施のみならず、それらの能力がどの

ように活用されるのか、困難な現状を踏まえた仕組みづくりも「研修」の視野に入れる必

要があった。 

 

3-1-2. プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標 ：「森林局内の管轄事務所の人材育成を通じて、フィールドプロジェク

ト(FP)サイトにおける地元住民の生活の安定化に資する持続的コミュ

ニティ資源利用が担保される。」 

指標  ：「プロジェクト終了までに、対象 CF 毎に、コミュニティ資源の持続

利用を担保する手法やノウハウが、70%の CF メンバーに習得される。」

 

調査対象 CF メンバーの 68%は FP 活動に「従事した」と回答しており、それらの活動を

通じて CF メンバーが手法やノウハウを学んでいることが確認された。また、51%の CF メ

ンバーは、移転された技術を「適用した」と回答していることから、概ね半分の CF メンバ

ーは、FP 活動を通じて学んだ手法やノウハウを適用した段階であると判断できる。しかし

ながら、これらの結果からは指標にある「70%の CF メンバーが習得した」状態に到達した

とはいえない。 

アウトプット１の結果にあるとおり、第二次選定 CF として 2008 年 12 月に活動が開始さ

れた５つの CF においては、これまでに導入された活動は、１．参加型計画策定/レビュー、

２．CF 合法化、３．CF 巡視体制構築・強化、４．CF 境界画定、５．境界杭設置、６．地

図標識板設置などである。一方、生計向上支援活動などについては、そのほとんどが今後

活動が本格化する予定である。現段階では、第二次選定 CF はプロジェクト終了半年前にお

いて未だ活動を実施している状況であり、アウトプットレベルの成果（アウトプット１）

を発現させ、さらにプロジェクト目標達成へ貢献できる見込みは低いと言わざるを得ない。

従って、これまで FP 活動を通じて CF メンバーへ移転された手法やノウハウ、技術が、

持続的なコミュニティ資源の利用を担保するに十分であるかも、現時点では未だ確かとは

言えない状況である。 

 

3-2. 評価結果の要約 

評価の結果は、「とても高い」、「高い」、「中程度」、「低い」、「とても低い」の 5 段階で表現

した。 
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（１） 妥当性 

プロジェクトの上位目標及びプロジェクト目標の妥当性は「高い」。 

 

FP サイト地域住民のほとんどは、農業とコミュニティ資源に依存して生計を立てている。

しかしながら、近年では FP サイト周辺において土地開発が急速に拡大していることが認識

されており、このような状況が地域住民による持続的コミュニティ資源利用の脅威となっ

ている現状があることから、本プロジェクトの実施は地域住民のニーズに合致している。

また、カンボジア政府は、CF を持続的コミュニティ資源管理の潜在的手段と見なしている。

カンボジアの森林法によれば、地方 FA 職員は CF の合法化において地域住民を支援する役

割を果たすこととなっており、地方 FA 職員の育成は極めて重要であることから、プロジェ

クトの実施は FA 及び FA 職員のニーズにも合致している。 

政策面では、カンボジアの「国家森林プログラム(NFP)」（2010 年）には 6 つの優先課題

があり、それらは１）森林区画、分類及び合法化、２）保全、森林資源開発および生物学

的多様性、３）森林法施行及びガバナンス、４）コミュニティ・フォレストリー、５）キ

ャパシティー・研究デベロップメント、6）持続可能な森林資金調達であることから、プロ

ジェクトの上位目標及びプロジェクト目標との整合性が極めて高い。日本側のカンボジア

に対する援助方針については、外務省の「国別援助計画」において「現在カンボジア政府

が取り組んでいる森林犯罪の監視モニタリングプロジェクト等を積極的に支援する。また、

荒廃した森林資源の再生、持続可能な森林経営の観点から、造林、苗畑、コミュニティ・

フォレストリー等の観点から人材育成を支援する林業訓練プロジェクト、森林計画の策定

および造林技術等を積極的に支援していく。」とあり、これらの方針を受けたプロジェクト

であることは明確である。  

 

（２） 有効性 

プロジェクトの有効性は以下に照らして、「中程度」である。 

 

プロジェクトのターゲットグループである CF メンバーは、CF/FP 活動を通じて育成され

た地方 FA 職員（C/P）及び各講師から、実践的な手法やノウハウを移転されてきた。しか

しながら、CF メンバーのうち全 CF の平均でも「移転された技術や情報を適用した」と回

答したのは 51%に留まった。従って、プロジェクトが目標とした「CF メンバーが手法やノ

ウハウを習得する」という段階には至っていない。アウトプットの貢献度では、５つのア

ウトプットのうち、アウトプット 1、アウトプット２及びアウトプット３の３つは直接的に

プロジェクト目標の達成に貢献した。特にアウトプット３は、FP サイトの地方 FA 職員が

地域住民のニーズにあった技能を習得することを目指したものであり、地方 FA 職員は研修

等で得た知識や技能を、アウトプット１及びアウトプット２の CF/FP 活動の実践を通じて

習得し、サイト内地域住民の持続的コミュニティ資源利用の体制づくりに貢献するという

アプローチの基盤をなすものであった。アウトプット１の達成度でも既述したとおり、2008

年 12 月に開始した第二次選定 CF の 5 サイトでは、終了時評価時点でも、生計向上活動の

ほとんどがこれから実施される予定であり、アウトプット１もまだ十分に発現していない

状況である。このように、プロジェクト後半に入ってから５つの第二次選定 CF を開始する
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という状況では、最も重要なアウトプット１がプロジェクト目標達成に十分貢献すること

は困難な状況であった。 

 

（３） 効率性 

プロジェクトの効率性は「中程度」である。 

 

ほとんどの投入は、発現した各アウトプットに照らして、その投入タイミング、数量、

質及びコストにおいてはほぼ適切であった。効率性に貢献した要因としては、FWTC の研

修用に供与された GPS が、CF の境界画定用で必要となった地方 FA 事務所へ貸し出され使

用されていることが挙げられる。これは当初新規購入の要望が出されたものであったが、

研修用機材を有効活用し対応した。 

一方で効率性を阻害した要因もあった。１）プロジェクト開始当初フェーズ１で育成さ

れた FWTC の 10 名の C/P (研修担当)が配置されたが、半年後に改訂されたプロジェクト内

規の処遇に不満を持ち 6 名がプロジェクトを離れた。２）研修は、プロジェクト実施期間

中にカンボジア側の主導により実施する体制に移行することが計画されていたが、現時点

でも移行はされておらずその予定もない。またカンボジア側による研修費用の負担も移行

されていない。 

RECOFTC との CF 研修における連携は、2006 年度に 7 ヶ月余り派遣された短期専門家が

担当しプロジェクト開始当初から計画されていたものの、結果として 4 名の C/P が

RECOFTC 主催の CF 研修講師養成研修(TOT)を 2008 年 1 月から 12 月にかけて 63 日間受講

した（開催場所と機材、受講者の送迎は FWTC が提供し、プロジェクトは 4 名の受講料の

半分を支払っている）。C/P は、4 名のうち 3 名がコンポンチュナン FAC から（現在は、3

名ともコンポントラチッチ FAC/FAD 事務所に所属）、1 名が FA 本局からであった。このよ

うな計画の遅れから、FP 研修講師として育成された C/P による最初の CF 研修が実施され

たのは 2009 年 9 月下旬になってからであった。現在までのところ、この 4 名による研修は

合計 4 回（2 回が FWTC、2 回がコンポンチュナン FAC でそれぞれ CF メンバーと FA 職員

を対象として実施され、計 81 名が彼らによる研修を受講しているものの、特にコンポント

ラチッチ FP（コンポンチュナン FAC）における研修実施のタイミングは、CF 活動開始から

3 年近くが経過した後の研修実施となっていた。 

なお、全般的なプロジェクトの活動の遅れは、プロジェクト開始当初の PDM が適切な内

容ではなかったこと、それに伴いプロジェクト実施体制を整えることに時間を要したこと

が原因と考えられる。 

 

（４） インパクト 

プロジェクト実施のインパクトは「中程度」である。 

 

プロジェクト実施によるプラスのインパクトは確認できているものの、上位目標の達成

については本プロジェクト以外の要因も多く、またプロジェクト目標が十分に達成されて

いないことから、後に記述する自立発展性にも課題のある現時点では上位目標達成の見込

みを判断するのは困難である。 
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プロジェクト実施によるインパクトとして、１）調査対象の元研修生のうち 54%が研修

終了後得た知識や技術を他の人と共有したとしており、そのうち 43%が共有した相手は職

場の同僚であるとしていた。このことから、FWTC で研修を受講した地方 FA 職員の 4 分の

１は職場での知識・技術の共有・伝播をしていると推察できる。また、同インタビュー調

査の結果では、特に GPS の操作方法を同僚に教えた元研修生が多かった。また、２）クラ

ヤ FAT（コンポントム FAC, コンポントマール FAD）の職員はコミューンの開発計画策定

会議に招かれた。これまではコミューンに対してプロポーザルを提出する立場だったとい

うことから、このような事例は今後のコミューンとの連携のあり方を示唆するものと思わ

れる。  

  

（５）自立発展性 

プロジェクト終了後のカンボジア側における自立発展性は、以下の観点から「低い」。 

 

１）組織的自立発展性 （「中程度」） 

FA のプロジェクト関係者からは、プロジェクト終了後も FWTC では地方 FA 職員を対象

とした研修を実施していく計画があること、また CF の実施についても同様であることが明

言された。FWTC はフェーズ I からの十分な活動経験を有していることから、プロジェクト

で実施した３分野の研修コースについては研修を継続して実施することは可能と考えられ

るが、この点は活動経費が手当てされるかという財政的自立発展性にかかっている。  

FP サイトの CF/FP 活動におけるプロジェクトのアプローチは、FA の地方機関

FAC-FAD-FAT の各レベルに C/P を配置し、彼ら自身が主体的に実施するというものであっ

た。このアプローチは、円滑なプロジェクトの実施はもとより、地方 FA 職員の個々の能力

開発に直接的に貢献をするものであったことから、地方 FA 事務所にも組織的に経験が蓄積

された。今後の課題はプロジェクトが支払っていた日当の手当が無くなっても、必要な活

動を継続することができるという財政的自立発展性にかかっている。なお、この財政的自

立発展性は、以下で述べる「フォローアップができる体制の構築」にも不可欠な条件であ

ると言える。 

 

2) 技術的自立発展性 （「高い」）  

FWTC の 4 名の C/P は、森林管理計画、造林、コミュニティ・フォレストリーの研修コ

ースの実施については十分な技術的能力を習得している。 

FP サイトの地方 FA 職員の 34 名の C/P は、各地方事務所によって差はあるものの、特に

プロジェクトの CF/FP 活動を通じた実践的な知識と技能は概ね習得されている。また FA 職

員から技術や情報を移転された各 CF メンバーへの調査によっても、それらが「実践的であ

る」ことが検証された。 

FP サイト以外の地方 FA 職員は、FWTC 研修コースの受講を通じて実践的な技術と知識

を移転されてはいるものの、これまでのところそれらを活用し、満足する程度役立ったと

しているのは全体の 4 分の１にすぎない。従って、今後の CF 活動においては、何らかの形

で CF/FP 活動を実践した経験を持つ FA 職員及びプロジェクトの C/P が、フォローアップを

行うことができる体制の構築が必要である。 
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FP サイトの CF メンバーの手法やノウハウの習得状況については、プロジェクト目標に

もなっているが、現時点ではおおよそ半数程度のメンバーが適用している状況で、残りの

プロジェクト期間での CF/FP 活動の成果発現が待たれる。 

 

3) 財政的自立発展性 （「とても低い」） 

FWTC で実施してきた研修コースの経費（1 コースあたり$3,500）は、終了時評価時点で

も全て日本側が負担している。プロジェクト開始時の計画ではプロジェクト 3 年目から、

段階的にカンボジア側に移行することになっていたが、実際には移行されておらず、その

予定も無いことが確認された。研修経費のカンボジア側への移行については、これまでに

何度か協議の場が持たれてきたが、カンボジア側の財政事情により移管が実現できないま

ま現在に至っている状況である。 

また FWTC の研修と CF/FP 活動をつなぐ FP ファシリテータ 2 名への聞き取りでは、「地

方 FA から要請がなければ、自ら出向くような活動はプロジェクト終了後にはできない」と

回答した。 

FP サイトでは、先行した CF のうちボエンコック CF では、生計向上の活動から野菜生産

や養鶏に取り組んだメンバーはこれらの販売から収入を得ることができ、すでに生計が向

上した住民もいる。従って、プロジェクトによる支援終了後も彼ら自身で活動を継続して

いく可能性は高い。しかしながら現時点では第二次選定の５つの CF における生計向上活動

は開始されておらず、プロジェクトが支援した全 7CF の財政的自立発展性の見込みは判断

できない状況である。 

FA 事務所の C/P の CF/FP 活動に対しては、プロジェクトから活動日数分の日当が支給さ

れている。プロジェクト終了後の活動について「モニタリング等も含め継続する」という

のが訪問したほとんどの FA 事務所 C/P の回答であるが、バイクのガソリン代などもこの日

当でカバーされており、今後の活動の継続が担保されるような予算がカンボジア側によっ

て手当てされない場合、CF 訪問の頻度が減る可能性もある。ほぼ支援活動を終え生計向上

の効果が発現しているボエンコック CF を除いて、プロジェクト終了後の継続した支援活動

及び新規 CF の活動も財源次第という状況である。 

 

3-3. 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

1） プロジェクトでは 3 つの対象カントンメントにおいて７つの CF に CF/FP 活動を導入

し、すべての活動は地方 FA 事務所職員（FAC-FAD-FAT）の C/P を通じて地元住民（CF

メンバー）による参加型アプローチで実施されてきた。このアプローチは、現場レベ

ルで協働する機会が少なかった地方 FA 職員と地元住民（CF メンバー）が連携して活

動する機会を提供すると共に、それを通じて特に地方 FA 職員の能力強化、さらに CF

グループの能力強化に効果的な貢献をした。 

2） 生計向上支援については、CF 合法化、及び林業活動とともに CF/FP 活動の３つのコン

ポーネントの一つとして計画されている。生計向上の活動が実施されている CF は現在

のところまだ少ないものの、３つの活動の最初のステップとすることで、地域住民の

CF 活動参加へのモチベーションを高める機会になっている様子もあり、他の CF での
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今後の成果にも期待は高い。 

（２）実施プロセスに関すること 

1） FP サイトでの CF/FP 活動の推進については、地元機関との連携による CF 合法化、生

計向上支援の研修（野菜栽培、養鶏）など、活動が実施された CF では効果が得られて

いた。 

2） FP 活動は住民の参加を通じて活動が実施されており、FA 地方事務所の C/P は地域住民

へのファシリテータとして活動に従事してきた。このような実施体制の構築は、FA 地

方事務所職員と CF メンバーや地域住民との間で、適切なコミュニケーションを促進す

ることに貢献した。 

 

3-4. 問題点及び問題を惹起こした要因 

（１）計画内容に関すること （現 PDM の論理性について） 

1） PDM は、事前調査時以来数回の変更がなされたものの、現 PDM(ver.2)においてもその

表現と論理性は未だ十分に明確とはいえない。特にプロジェクト目標の表現は不明確

である。プロジェクト目標を例にとれば、「森林局内の管轄事務所の人材育成を通じて

（アウトプット）、フィールドプロジェクト(FP)サイトにおける地元住民の生活の安定

化に資する（上位目標）、持続的コミュニティ資源利用が担保される(プロジェクト目

標)」と分析でき、プロジェクト目標の中にアウトプットレベルと上位目標レベルの内

容が含まれている。PDM の論理性が高ければ、それぞれ上下の要約欄に上位目標もア

ウトプットも明確に書かれることになるので、説明や表現を繰り返す必要はない。ま

た、アウトプットとプロジェクト目標の関係が分かりにくく、目標の表現を補足する

はずの指標も、達成度を適切に測定するものとはなっていなかった。PDM が論理的で

無いことにより、プロジェクト開始後におけるプロジェクト実施体制構築の遅れ、円

滑な事業実施や効率的な資源配分の阻害といった点について、悪影響を及ぼすことと

なった。 

（２）実施プロセスに関すること 

1） 2008 年 12 月に開始した第二次選定 CF の 5 サイトでは、終了時評価時点でも生計向上

活動の多くはこれから実施される状況であり、アウトプット１もまだ十分に発現して

いない状況である。このことから、最も重要なアウトプット１がプロジェクト目標達

成へ十分に貢献できない状況となった。この原因も当初の PDM の内容に原因があると

考えられる。 

2） プロジェクトの成果の活用と将来の方向性について、特に財政的な持続性についての

議論がプロジェクト関係者でなされるべきであったが、この点のコミュニケーション

は十分でなかった。 

3） 自立発展に向けて、カンボジア側のプロジェクトオーナーシップ醸成への取り組みが

十分でなかった。この点は、カンボジア側に対しプロジェクト実施中の 5 年間をかけ

て自覚される必要があり、そのための働きかけが日本側のあらゆる立場から常にされ

なければ容易に育つものではないことから、より戦略的な日本側の対応が必要であっ

た。 

4） プロジェクトの目標達成度モニタリングについて、プロジェクトでは PO に沿った活動
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の進捗管理が実施されていたが、各指標による目標の達成度モニタリングは十分に実

施されてこなかった。プロジェクトの前半では投入状況と活動の進捗状況管理を主に

行うことで問題ないが、プロジェクト後半はプロジェクト目標達成に向けて、アウト

プットの発現状況、プロジェクト目標の達成度もプロジェクト運営上管理すべき重要

な項目であった。 

 

3-5. 結論 

 協力期間内のプロジェクト目標の達成は現時点では見込めない。そのため、自立発展性

の観点からプロジェクト終了後、上位目標達成に向けてプロジェクトの成果をいかに活用

していくかを、プロジェクト残り期間で検討する必要がある。残り期間に各種の検討事項

および提言事項に対応することにより、プロジェクト目標の達成は見込まれることから、

予定どおり 2010 年 12 月 14 日をもってプロジェクトを終了することとする。 

 

3-6. 提言 

（1） プロジェクトは、今後のプロジェクト成果の普及と共有を目的として、研修教材

と CF/FP 実施マニュアル等を取りまとめ、編纂すべきである。 

（2） プロジェクトは、2010 年 12 月までにワークショップを開催し、プロジェクトの

成果と経験を、カンボジア国内のステークホルダー、開発パートナー、地方 FA 事務所、

地方自治体との共有をはかるべきである。 

（3） プロジェクトは、FWTC の機能が持続することを目的として、2011 年以降のより

一層の有効活用策を提案すべきである。 

（4） プロジェクト及び森林局は、プロジェクト終了後に継続が必要な活動について、

どのように財政的自立発展性を向上させるかを議論し、検討すべきである。 

（5） 森林局は、地方 FA 事務所に対し、各 CF 及び地域住民への支援（モニタリング、

技術的支援、必要な機関との調整）が継続できるよう配慮すべきである。 

（6） プロジェクト活動が遅れる原因となった PDM に関連する問題について、プロジ

ェクトにおいて課題を取り纏め、関係者間で共有すべきである。 

 

3-7. 教訓  

（1） PDM 策定に際しては、明確なビジョンとアプローチについての慎重な審査がプ

ロジェクト開始前になされるべきである。 

（2） （カンボジアでの）コミュニティ資源管理の推進においては、中央及び地方自治

体の双方がともに関与する必要がある。このアプローチは、地方の行政機関及び CF グ

ループの能力強化において有効に貢献する。 

（3） （カンボジアでの）CF 合法化の推進においては、中央及び地方自治体双方の関

与が必要である。 

（4） （カンボジアでの）地域住民あるいは CF メンバーへの生計向上支援のアプロー

チは、CF 開発を効果的に促進することができる。地方 FA 職員は、CF 開発の一部とし

て地域住民の生計向上を促進する役割を果たすことができる。 

 




