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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： 

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 

所轄部署：JICAスリランカ事務所 協力金額：2億4,000万円（評価時点） 

協力期間 
（R/D）：2007年6月1日～ 
    2011年5月31日 

先方関係機関：灌漑・水資源管理省（MIWRM） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力： 
開発調査「灌漑分野に係る総合的管理能力向上

計画調査」 ・有償資金協力「農村経済復興開

発事業（PEACE）」 

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）の乾燥地域の農村部では、

農外雇用・所得の機会が限られ、中小規模農家の大半が低い所得水準から脱却できない状況に

ある。乾燥地域は国土の約70％を占め、コメ生産量が全体の約80％という穀倉地帯であり、中

小規模農家の水稲生産は灌漑に大きく依存しており、低い収益性、不適切な末端施設の維持管

理、非効率的な水管理、といった問題点を抱えている。 
これらの課題を解決するためには、中小規模の稲作農家を対象に、生産コストの削減、水利

用の効率化等による土地生産性の向上、畑作の導入による生産の多様化、組織化（農民の組織

化、土地利用の集団化、集出荷の共同化等）による生産性向上などを組み合わせた総合的な改

善策が必要である。特に、灌漑農業分野においては、水資源の効果的かつ公平な利用を通じた

灌漑面積の拡大及び畑作物の生産拡大等による生産性及び所得の向上が不可欠であり、そのた

めには関連する政府職員及び農民組織に対する総合的な灌漑管理能力の向上が求められてい

る。 
このような背景の下、JICAは政府職員及び農民組織の灌漑分野に係る総合的な管理能力を高

めるための計画を作成することを目的として、2005年10月から2006年7月にわたり、開発調査

「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画調査」を実施した。同調査は、乾燥地域を代表する

アヌラダプラ県に位置する灌漑地区2カ所を対象とし、灌漑、農業、流通・加工各セクターの

主要問題点とその改善方向を示したうえで当該セクターの能力向上計画を取りまとめた。本プ

ロジェクトは同調査の結果を受け、スリランカ政府の要請を踏まえ、農業生産性の向上に向け

た政府職員〔大規模灌漑・水管理を担う灌漑・水資源管理省（Ministry of Irrigation and Water 
Resource Management：MIWRM）灌漑管理部、灌漑局職員を中心としつつ、普及・研修を担う

農業省職員、小規模灌漑・水管理を担う農業開発省及び州政府農業・畜産関連現場職員等〕と

農民組織の能力向上を実現する体制を確立することを目標に、2007年6月より実施されてきて

いる。 
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１－２ 協力内容 

本案件は、スリランカ対象2県において、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する。具体的には①農民組織の

運営管理、②灌漑施設管理・水管理、③農業生産、④流通加工の4分野における政府職員と農

民組織の能力強化・改善、及び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

ための体制整備、に係る技術協力を行う。 
    
（1）上位目標 

対象地域において農家の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メカニズ

ムが確立される。 
 
（3）成 果 

1．モデルサイトにおいて、農民組織の運営管理に関する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・水管理に関する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、農業生産に関する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、マーケティング・加工に関する政府職員と農民組織の能力が

強化・改善される。 
5．モデルサイトで開発・改善された研修・ファシリテーション技術を、政府職員や研修

機関が、他の職員・機関に普及するためのメカニズムが提案される。 
 
（4）投 入 

日本側：総投入額 2億4,000万円（評価時点） 
長期専門家派遣：延べ4名 
短期専門家派遣：延べ4名 
スリランカ人専門家：延べ5名 
研修員受入：本邦研修17名（評価調査後の予定4名を含む） 
機材供与：2,104万8,114円 
ローカルコスト負担：7,459万4,668.64 スリランカ・ルピー（計画額を含む） 

 
スリランカ側：カウンターパート配置：延べ129名 

プロジェクト執務室及び付帯施設 
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２．評価調査団の概要 

調査者 

 
担当分野 氏 名 所属・職位 

団長・総括 大塚 卓哉 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 

農民組織/灌漑・水管理 野村 栄作 農林水産省農村振興局整備部設計課海外

土地改良技術室 課長補佐 

評価分析 板垣 啓子 株式会社グローバル・リンク・マネジメン

ト 研究員 

計画管理 園山 英毅 JICAスリランカ事務所 企画調査員 
 

調査期間 2010年11月25日～12月15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）プロジェクト目標の達成状況 
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

図る総合的メカニズムが確立される」の達成状況：プロジェクトが実施した調査によれば、

研修受講者の研修満足度は政府職員（99％。なお、習得知識・技術の実践割合は94％）、

農民（100％）と共に高く、モデルサイトの全農民組織（Farmer’s Organization：FO）の能

力評価の結果も著しく改善されている〔2007年11月のベースライン調査時と比較し、2010
年11月の最新調査時（以下、「終了時評価時点」）には3地域平均154％の上昇率〕。研修諮

問委員会や作業委員会の活動についても確認され、協力期間終了までにプロジェクト目標

が達成される見込みは高いと判断される。 
 
（2）アウトプットの達成状況 

成果1「モデルサイトにおいて、農民組織の運営管理に関する政府職員と農民組織の能

力が強化・改善される」：プロジェクトで実施された研修について政府職員への質問

票調査において、研修への満足度は100％、習得知識・技能の実践割合も94％から100％
となっている。2つ以上の研修に参加した回答者の全員が習得知識・技能を実践して

いる。モデルサイトではFOが既にコミュニティ開発計画及び集落開発行動計画

（Community Action Plan：CAP）を策定・実施しており、加入資格保有農民の加入割

合も全FOで100％を達成した（ベースライン調査時は2カ所の対象地域では75％、83％
と指標が達成されていなかった）。年次総会へのFO構成員の参加率にも著しい改善が

みられ（ベースライン調査時は10～25％であったが、終了時評価時点では46～72％に

上昇）、全FOにおいておのおの4分野（灌漑、稲作、家庭菜園、畜産）の部会が下部組

織として設置されている。したがって、本成果は既に達成されたと判断される。 
 

成果2「モデルサイトにおいて、灌漑施設管理・水管理に関する政府職員と農民組織の

能力が強化・改善される」：灌漑及び水管理の分野で実施された研修に対する政府職

員の満足度は全研修について100％、習得知識・技能の実践割合は67～100％、平均で

86％であり、指標の目標値を達成している。一方、モデルサイトにおいては、対象の



 

iv 

全FOが水路や農道、その他の末端灌漑施設の改修を行っており、水管理についても各

FOが水管理計画を策定しており、それに基づいた適切な配水が行われている（中間レ

ビュー時には水管理計画策定に係る活動は開始したばかりであり、成果を確認するこ

とは困難であった）。したがって、本成果は既に達成されたと判断される。 
 

成果3「モデルサイトにおいて、農業生産に関する政府職員と農民組織の能力が強化・

改善される」：農業生産に関連して実施されたさまざまな研修に対する政府職員の満

足度及び習得知識・技能の実践割合は共に92～100％、平均で98％であり、指標の目

標値を達成している（本指標については中間レビュー時に既に達成済）。これら農業

生産技術に関する研修に参加したモデルサイトの農民も、習得知識・技術を活用して

いる。営農多様化に関しては、3モデルサイトのすべてにおいて、FOの部会の活動を

通じ、家庭菜園や畜産などの活動が導入されたほか、キンブルワナ（Kimbulwanaoya）
及びラジャンガナ（Rajangana）では乾期の水田での作物多様化が試みられた。なお、

全FOにおいて配水計画に基づく作付計画が策定・実施されており、農業投入材の共同

購入システムも導入されている。以上より、本成果は既に達成されたと判断される。

 
成果4「モデルサイトにおいて、マーケティング・加工に関する政府職員と農民組織の

能力が強化・改善される」：マーケティング・加工の分野において、市場情報や起業

促進に関連した研修を実施しており、質問票調査の対象となった全政府職員の全員

（100％）が、研修内容は満足すべきものであり、習得内容を自らの業務に活用して

いると回答している。モデルサイトの農民はカシューナッツ、ライム、コメなどの加

工とマーケティングに関する研修を受講しており、これらの加工技術を活用した収入

向上活動が計画・開始されている。したがって、本成果は既に達成されたと判断され

る。 
 

成果5「モデルサイトで開発・改善された研修・ファシリテーション技術を、政府職員

や研修機関が、他の職員・機関に普及するためのメカニズムが提案される」：本成果

の指標となる活動は今般調査時点では未実施であるが、研修活動のモニタリングや評

価など、本成果達成に向けた準備活動が進められており、2011年3月に実施予定の総

合的研修プログラム、ワークショップ及びセミナーの詳細計画内容も検討されてい

る。これらの活動が予定どおりに実施される可能性は高く、本成果がプロジェクト終

了時までに達成される見通しは高いと判断される。 
 
（3）中間レビューにおける各提言への対応 

1）農民組織管理 
コミュニティ・ディベロップメント、リーダーシップ育成、農家における農業会計に

関する研修が政府職員と農民に施された/施される予定である。また、農民の潜在的ニー

ズを明確にするべく、フォローアップCAPワープショップが行われた/行われる予定であ

る。 
 



 

v 

2）灌漑施設管理・水管理 
① モデルサイトにおいて地理情報システム（Geographic Information System：GIS）を

継続的に適用し更新していくため、灌漑技師事務所職員へのGISシステム研修等が

実施され、また同事務所内への専任部署設置、専門人材の配置が行われた。 
② 農民組織の管理能力向上のためのすべての灌漑スキームへの専任プロジェクト・マ

ネジャー配置については、人員不足のため実現できていない。 
③ 現場で働く政府職員が本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・日当予算をスリランカ政府側も分担した。 
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、灌漑局の幹部職員によるモ

ニタリング会合が4回実施され、かつ週ごとの関係者会合が実施された。 
 

3）農業生産、流通・加工 
① 稲作に関し、農民組織の小委員会内に25～30名から成る部会がさらに組織され、小

委員会の機能性や活動の効率性が高まった。また、農民組織の要望に応じ、共同出

荷、加工、農産物の付加価値の向上に係る政府職員及び農民への研修等が実施され

た。 
② 家庭菜園に関しても、政府職員及び農民への、共同販売や農産物付加価値の向上に

係る研修等が実施された。また、小規模の家庭菜園を実施する場合に、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）の導入が図られた。 

③ 畜産に関し、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

する研修等が実施された。また、現地で入手可能な原材料による混合飼料とコンポ

ストの生産に係る研修等が実施された。 
 
4）その他 
① 県レベルの合同調整委員会（Joint Coordnating Committee：JCC）及び全国レベルの

合同調整委員会（National Joint Coordinating Committee：NJCC）が開催され、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、関係者間により定義が明確化され、合意された。 
② 研修結果に係る体系だったモニタリング手法が作成され、同手法に則って質問票調

査が2度実施された。 
③ 中間評価後、県レベルのJCCミーティングが年4回、中央レベルのJCCミーティング

が1回実施された。 
④ カウンターパート（Counterpart：C/P）研修、課題別研修、企業家精神育成のための

研修、リーダーシップ/コミュニティ開発研修及びGISシステム研修が実施され、政

府職員の能力強化が推進された。 
⑤ マニュアル類が最終化され（一部作成中）、関連分野の研修所に配布された。 
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について検討する委員会が設置され、協議が継続的に実施さ

れている。また、6カ所の普及サイトが選定され、現況調査が実施された。さらに、
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2011年3月には本メカニズム提唱のためのワークショップが開催予定である。 
⑦ 農業・畜産関係の研修所の代表者が次回作業委員会に加わる予定である。 
⑧ 2009年12月に全国レベルの合同調整委員会（NJCC）にて改訂版プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）が承認された。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
スリランカの国家開発計画、実施機関の政策・計画に大きな変更はなく、本プロジェク

トの方向性は日本の協力政策にも沿っていることが確認された。また、研修受講者が研修

を高く評価し、習得技術の活用による便益が営農や所得改善をもたらしていることから、

本プロジェクトは受益者ニーズに対する適切な対応であったと判断できる。よって本プロ

ジェクトの妥当性は依然として高いと評価される。 
 
（2）有効性 

プロジェクト目標については、協力期間内に達成が見込まれており、プロジェクト実施

の有効性は高いといえる。また、アウトプットがプロジェクト目標に至る論理性は妥当な

ものであり、プロジェクトの各成果とその相互関連がプロジェクト目標達成に大きく貢献

していると考えられる。 
 
（3）効率性 

本プロジェクトの運営において、日本・スリランカ側双方の投入、活動は成果達成にお

おむね効果的に結びついているが、カウンターパート配置や本邦研修実施時期など、一部

の投入に関しては問題も指摘されており、本プロジェクトの効率性は中程度と判断され

る。 
 
（4）インパクト 

プロジェクトの活動に関連したポジティブな効果、影響が確認され、ネガティブな効果、

影響は特定・報告されなかった。灌漑施設及び水管理の改善による農業生産性と所得の向

上、組織運営の改善などが見込まれることから、上位目標達成へのインパクトはやや高い

と判断される。 
 
（5）持続性 

農業生産性の向上と政府職員・農民の能力向上の必要性はスリランカの関連政策におい

て強く認識されており、政策面での持続性は高いが、多岐にわたる実施機関の調整役割を

担う組織と役割分担の特定が今後の課題であり、制度的な自立発展性を確保するためには

スリランカ側のさらなる努力が必要である。組織・財政面での持続性に関し、モデルサイ

トのFOについては一定程度期待できるが、実施機関側には制約が認められる。プロジェク

トにより導入された技術については政府職員・農民ともに受容度が高く、技術面での自立

発展性は高いと判断される。以上より、持続性については中程度と判断される。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
広範なプロジェクトの活動領域と、限られた数の日本人専門家の投入にかんがみ、プロ

ジェクトによって雇用された4名のスリランカ人専門家の活動による貢献は大きかったと

考えられる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトが採用したグループ・アプローチは、政府職員と農民の双方によって有効

性が高いと評価されている。グループを基盤とした活動は、政府職員にとっては農民への

サービス提供を容易にし、また農民にとっては個々人では得られない集合的な便益へのア

クセスが確保されるという利点がある。 
 
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 
モデルサイトが広範囲に散在していたことと、各モデルサイトへの物理的なアクセスの

問題によって、プロジェクト関係者のモデルサイト訪問の頻度及び活動への関与の確保は

少なからぬ時間と経費を要するものとなり、プロジェクトの日常的な活動運営に困難をも

たらした。メールや携帯電話など利用可能な手段のすべてを活用し、個別の関係者と頻繁

に連絡を取り合うなど、円滑に活動が進捗するよう、プロジェクトチームによる多大な努

力が払われた。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
特になし。 

 

３－５ 結 論 

調査の結果、本プロジェクトの活動が遅滞・障害なく実施され、期待された成果がおおむね

得られたことが確認された。今後の継続的な努力によって、プロジェクト目標は協力期間内に

成功裏に達成される見込みであり、本プロジェクトはR/D記載の期間をもって終了するものと

する。 
 
３－６ 提 言 

（1）上位目標の確実な達成に向けた取り組み 
スリランカ政府には、プロジェクト終了後も継続的にプロジェクトの成果を活用・普及

していくことが求められており、その具体的な方法として以下が想定される。 
① 短期的取り組み：プロジェクトの成果品であるマニュアルやハンドブック等の関連機

関による研修活動への即時利用 
② 中期的取り組み：各関係機関の既存の計画や活動へのプロジェクト成果の一部ないし

修正コンポーネントの組み込み 
③ 長期的取り組み：プロジェクトが実施した全活動の総合的な実施 
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（2）成果普及のための制度的位置づけを有する専任の調整機能及び財源確保の必要性 
将来的なプロジェクト成果の普及を確実にするためのスリランカ側の取り組みとして、

異なるレベルの多様な政府機関及び農民との調整を図る役割を制度的に担う、専任の調整

機能を配し（政府職員・農民・その他関係機関の総合化のため、異なる政府レベルと部署

の調整を行う一定権限をもった常設の政府職員配置等）、かつ必要な予算を確保すること

が不可欠である。 
 
（3）プロジェクト成果の継続的なモニタリングと評価 

モデルサイトにおいてプロジェクトの成果として発現した優れた取り組みや効果的な

活動運営を継続させ、さらなる便益を農民にもたらすため、実施機関及びJICAによる継続

的なモニタリングと評価が行われるよう提言する。 
 

３－７ 教 訓 

（1）FO構成員間の便益の公平な分配 
組織への帰属意識や組織所属の利益に対する農民の評価は、FOの継続的な運営に資する

ものであり、その観点で、モデルサイトのFOが回転資金を効果的に運用し、原資と受益者

数の増加を達成していることは重視すべき点である。組織加入の恩恵が構成員間で公平に

分配されることは、FOの組織的求心性と運営管理改善の促進につながると考えられる。 
 
（2）プロジェクト実施に係る情報の公開 

活動実施に係る情報公開という透明性、例えば、灌漑施設改修工事の経費が看板に示さ

れていたこと等は、関係者の間で高く評価されている。このような透明性は、受益者の信

頼獲得に貢献し、情報の不足や意図的な操作によって起こり得る潜在的な対立を回避する

という観点からも有用な方策であると考えられる。 
 

 




