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評価調査結果要約表

作成日： 2012 年 12 月 13 日 

１．案件の概要

国名：ミャンマー連邦 案件名：エーヤーワディ・デルタ住民参加型マ

ングローブ総合管理計画プロジェクト

分野：林業・森林保全 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：地球環境部

森林・自然環境保全第一課

協力金額（評価時点）：7.0 億円 

協

力

期

間

（R/D）：2006 年 10 月～2011 年 9 月 

（実際）：2007 年 4 月～2012 年 3 月 

（2006年 12月～2007年 3月は国内準備

期間）

（延長）：2012 年 4 月～2013 年 3 月 

先方関係機関：環境保全・林業省森林局、

畜水産省水産局、農業灌漑省農業局

日本側協力機関：日本工営株式会社

他の関連協力：無償資金協力事業「沿岸部防災機

能強化のためのマングローブ植林計画」

１－１ 協力の背景と概要

ミャンマー連邦（以下、「ミャンマー」と記す）のなかで、森林荒廃が特に深刻な地域の 1 つ

がエーヤーワディ・デルタ地域のマングローブ林である。この地域では 20 世紀初頭に保全林区

が設定されたが、炭の生産、水田開発、エビ・魚の養殖、薪炭材の採取、塩田開発等の結果、1920 

年代の森林面積に比べ、現在はその 4 割弱しか残存していない。 

JICA は、2002 年 2 月から 3 年間、開発調査「エーヤーワディ・デルタ住民参加型マングロ

ーブ総合管理計画調査」を実施し、マスタープランを策定した。これを受け、ミャンマー政府は、

2005 年 5 月、同計画の実施に必要な旧林業省（現環境保全・林業省）森林局及び住民組織の森

林管理能力向上と、それに基づくマングローブ林の再生を図ることを目的とした本技術協力プロ

ジェクトをわが国政府に要請した。2006 年 9 月に討議議事録（R/D）が署名され、同年 12 月か

らの国内準備期間を経て、2007 年 4 月から 5 年間の予定でプロジェクトが開始した。 

しかし、2008 年 5 月、サイクロン・ナルギスがプロジェクト対象サイトを直撃し、地元住民、

マングローブ林、行政機関に甚大な被害をもたらした。プロジェクトは、2008 年 5 月から 12 月

の 8 カ月間、活動の中断を余儀なくされたが、その間、現地被害調査や復興状況調査を実施し、

速やかな再開への準備を行った。2009 年 1 月には活動計画が見直され、地域住民の生計の復旧

及びマングローブ林の補植・造成を通じた防災機能の強化の視点を加え、活動の継続・拡大をし

ていく方針とした。この時、活動計画が修正され、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

及び活動計画（PO）のバージョンが 0 から 1 に変更された。また、プロジェクト期間も当初は

2012 年 3 月までであったが、1 年間延長し 2013 年 3 月までと変更された。 

2011 年 2 月から 3 月に実施した中間レビュー調査においては、サイクロン復旧活動を成果 X

として再整理する等、必要な修正を加えた PDM 案（バージョン 2）を作成し、先方政府の合意

を得た。終了時評価時点では、更に若干の指標の修正等を加えた最新版 PDM（バージョン 3）



ii 

に基づいて事業運営を行っている。

１－２ 協力内容

１－２－１ 上位目標

エーヤーワディ・デルタ内のマングローブ林が持続的に管理され、コミュニティの貧困

が緩和される。

１－２－２ プロジェクト目標

 エーヤーワディ・デルタ内のプロジェクト活動が実施される地域において、コミュニテ

ィとマングローブ林が持続的に共生する。

１－２－３ 成果

(1) 選定されたコミュニティが環境的にも、経済的にも持続的なコミュニティ林業（CF） を

実践する。

(2) 森林局の CF 管理・支援体制が効果的である。 

(3) エーヤーワディ・デルタのマングローブ林及び関連林の復旧と管理に関するいくつか

の造林技術が確立される。

(4) エーヤーワディ・デルタのマングローブ林減少の根本原因に対処するために、主要セ

クター間の調整メカニズムが構築される）。

(X) （2008 年 5 月のサイクロン・ナルギスの被害に対応する追加的成果） 

サイクロン・ナルギスの被害からの復興が促進される。

１－２－４ 投入（2012 年 10 月末：評価時点） 

<ミャンマー側> 

プロジェク

ト要員

管理スタッフ：22 名 

技術スタッフ：24 名1 

技術スタッフ：63 名2 

ローカルコスト

（2012年10月現在）

1 億 3,130 万 9,608 チャ

ット

<日本側>総投入額 7.0 億円 

専門家派遣

（2012 年 10 月 在） 
計 17 名（133.4M/M）

機材供与

（2012年 10月現在）
2,179 万円 

研修員受入 計 13 名 
現地業務費

（2012年 10月現在）
1 億 7,152 万円 

1 Range Officer 以上 
2 Deputy Range Officer 以下
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２．評価調査団の概要 

調査者 
 

担当 氏名 所属 

総括 羽鳥 祐之 JICA 国際協力専門員 

社会林業 田所 雅之 
林野庁 林政部 木材産業課 

林業・木材産業情報分析官 

協力企画/援助戦略 
谷口 光太郎 JICA 地球環境部 

森林・自然環境保全第一課 

評価分析 海口 光恵 （株）シー・ディー・シー・インターナ

ショナル 

環境・農業事業部 シニアコンサルタン

ト 

調査期間 2012 年 11 月 18 日～12 月 8 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 

３－１－１ 成果の達成状況 

(1) 成果 1：おおむね達成される見込みである。 

指標 1a.2011 年 9 月までに、2011 年 3 月に再選定された CF ユーザーグループ（CFUG）3

のすべての CF 管理計画が作成/更新される。 

指標 1b.プロジェクト終了までに、2011 年に再選定されたすべての対象 CFUG の運営委

員会（MC）の組織能力が、プロジェクトの設定する 5 段階評価の 3 以上の水準

に達する。 

指標 1c.2011 年に再選定されたすべての CFUG の承認された CF 管理計画が、年間計画に

基づき、実行される。 

指標 1d.プロジェクト終了までに、1,460 エーカー（591ha）以上のマングローブ林が、2011

年に再選定された CFUG によって、承認された CF 管理計画に基づき、復旧・管

理される。 

指標 1e.プロジェクト終了までに、2011 年に再選定されたすべての活発な CFUG が、承認

された CF 管理計画に記された CF 活動及びプロジェクトの支援する所得創出活

動によって、利益を得る。 

指標 1a について、2011 年 7 月に対象 6 村落が再選定され、全村落の CF 管理計画が承認

され、2012 年 7 月 31 日までに CF 証書が発行された。 

指標 1b について、すべての対象村落での管理委員会の組織的能力は確認されていないも

のの、参加者の意識は高く、彼ら自身で今後も CF 活動を続けたい旨の意見が得られた。

CFUG に対するインパクト調査と能力評価（CA）調査は現在実施中であり、本調査時点

                                                  
3 2002 年より開発調査並びに本プロジェクトにおいて「CFUSG」という略語を用いてきたが、本報告書では「CFUG」

の略語に変更・統一した。 
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の結果概要（暫定版）を見ると組織能力にも関係する CFUG の技術レベルが全ての村にお

いて平均以上であるとの結果が得られた。指標 1c 及び 1d について、各対象村落では認証

された CF 管理計画に基づき活動が実行されており、1,670 エーカーのマングローブ林が

2009 年から 2012 年に CFUG によって管理・更新されたことを確認した。ただし、指標 1e

については、すべての CFUG が所得創出活動から利益を得る見通しはまだない。いくつか

の所得創出活動導入を試み、コミュニティによってカキ養殖が選定されたが、まだ利益は

得られていない。したがって、成果についてはプロジェクト終了に向けて、一部の指標（1e）

を除き、おおむね達成される見込みである。

(2) 成果 2：おおむね達成することが見込まれる。 

指標 2a.プロジェクト終了までに、プロジェクトに 2 年以上従事している CF タスクフォ

ース技術メンバーの 80％が、CF 管理及び普及・支援について、平均して、プロ

ジェクトが職位別に設定した 5 段階評価の 4 以上の水準に達する。 

指標 2b. 2001 年に再選定された CFUG の登録メンバーの 8 割以上が、自身の受けた CF

普及サービスの「理解度」「適用度」「満足度」について、平均で 3 段階の中以上

の評価を与える。

指標 2c. プロジェクト終了までに、森林局局長による確認とさらなる措置のために、マ

ングローブ林の CF のための研修プログラム（研修資料を含む）が、既存のもの

をもとに開発される。

指標 2d. プロジェクト終了までに、森林局局長による確認とさらなる措置のために、マ

ングローブ林の CF のための標準作業手順書（SOP）が、森林局の既存の SOP（局

令や CF 令）をもとに作成される。 

指標 2a について、CF 管理及び普及・支援についての評価はこれから行う予定であるが、

これまでの研修参加者からは研修が有益との意見を得ている。指標 2b について、CF タス

クフォース（CFTF）に対してのインパクト調査・CA 調査は 2013 年 1 月に実施予定で、指

標に係る「理解度」「適用度」「満足度」についての結果が得られる見込みである。

指標 2c について、CF 管理に係る研修プログラムは計画通り開発されており。プロジェ

クト終了までに最終化される予定である。

指標 2d について、CF 標準作業手順書（CF-SOP）については 2013 年 1 月に最終化され

る予定である。したがって、成果 2 についてはおおむね達成する見込みである。 

(3) 成果 3：達成することが見込まれる。 

指標 3a. プロジェクト終了までに、アクション・リサーチ（AR）に関する技術報告書が

作成される。

指標 3b. プロジェクト終了までに、AR の結果に基づいて作成された、エーヤーワディ・

デルタのマングローブ林・関連林の復旧・管理に関する、現場職員向けの造林技
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術ガイドラインが発行される。 

指標 3a について、AR の造林技術に係るモニタリングレポートは定期的に作成されてい

る。また技術報告書はプロジェクト終了までに作成される予定である。指標 3b について、

技術ガイドラインは 2012 年 12 月までに最終化される見込みであることから、成果 3 につ

いては達成する見込みであるといえる。 

 

(4) 成果 4：達成された。 

指標 4a. 2011 年 12 月までに、森林局によって、関連省庁間調整会合が開かれる。 

指標 4b. 対象地域の土地利用情報が 2007 年、2009 年、2012 年の衛星画像を基に更新さ

れる。 

指標 4c. 関連省庁間調整会合において、上記土地利用情報が協議のために共有される。 

指標 4d. 関連セクターのシナジーを促進するためのセミナーが毎年開催される。 

指標 5e. 対象地域のドナー/NGO 調整会合が森林局によって、年 1 回開かれる。 

指標 4a について、森林局による関連省庁間調整会合は 2 回実施された。指標 4b 及び 4c

について、対象地域の土地利用に係る情報は衛星写真を元に更新されており、同情報は関

連省庁間調整会合の場で議論されてはいないが、ポスターやニュースレター等を通じて関

連省庁間に共有されている。指標 4d 及び 4e について、該当するセミナーは毎年（これま

でに 7 回）、他ドナーと NGO との調整会議も 2011 年度と 2012 年度の 2 回実施された。し

たがって、成果 4 については達成されたと判断した。 

 

(5) 成果 X：達成することが見込まれる。 

指標 xa. 2009 年 3 月までに、対象地域のハザード・マップが、衛星画像（2009 年）に基

づいて作成される。 

指標 xb. 2010 年 3 月までに、対象地域のコミュニティの被災・復興調査結果がまとめら

れる。 

指標 xc. 2010 年 3 月までに、各 RF において、耐サイクロンの強化構造を備えた CF 普及・

苗畑センターが、再建される。 

指標 xd. 2009 年～2010 年に、森林局及び協力機関の災害復旧・防災事業に必要な資材が、

ニーズに応じて提供される。 

指標 xe. 2011 年 12 月までに、マングローブの植生復旧状況に関するデータがまとめられ

る。 

指標 xa について、2009 年 3 月に対象地域のハザードマップが衛星画像に基づいて作成さ

れ、指標 xb についても計画どおり対象地域のコミュニティの被災・復興調査結果がまとめ

られた。指標 xc に関し、4 カ所の CF 苗畑センターの修復、復興用機材の供与は計画通り実

施され、指標 d に関し、森林局及び協力機関の災害復旧・防災事業に必要な資材が、ニー

ズに応じて提供された。指標 xe のマングローブ植生被害・回復状況の報告書も準備中であ
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り、『マングローブ植生回復状況報告書』（2008 年～2010 年）は成果 3 に挙げた技術報告書

に添付される予定である。したがって、成果 X については、達成する見込みといえる。 

３－１－２ プロジェクト目標の達成状況：達成する見込みである。

指標 a. プロジェクト終了までに、プロジェクト活動が実施された地域において、マングロー

ブ林の被覆面積が、基準年（2009 年）に比べて、3,550 エーカー (1,438ha)増加する。

指標 b. プロジェクト終了時に、2011 年に再選定された全ての対象 CF ユーザー・グループ

（CFUG）の登録メンバーの 8 割以上が、CF を有用だとみなす。 

指標 a の被覆面積の増加についてはおおむね達成された。 

指標 b の CFUG の認識については達成する見込みである。 

指標 a に関し、プロジェクト期間中に CF では 1,670 エーカー、ARP では 1,587 エーカー（計

3,257 エーカー）のマングローブの被覆面積が整備された（達成率 91.7％）。指標 b の CFUG

の認識については、現在、インパクト調査と CA 調査を実施中である。対象 6 村落のうち本調

査中に実施した 2 村（タウンジータン、ゴードゥ）の CFUG へのインタビュー調査では、CF

活動に参加していることに満足していると同時に、今後も継続したいという意見が得られて

いる。また CF 活動に関する技術レベルもインパクト調査と CA 調査で設定した 5 つの評価項

目に対し平均以上の暫定結果を得ている。以上より、プロジェクト目標は達成する見込みで

ある。

３－１－３ 上位目標の達成見込み： 部分的に達成される見込みである。

指標 a. プロジェクト終了から 3 年以内に、本プロジェクト対象地域において、マングローブ

林の被覆面積が 10,000 エーカー (4,050ha)増加する。 

指標 b. 対象地域のコミュニティの所得水準が 2004 年に比べて上がる。 

指標 a の被覆面積の増加については達成する見込みである。 

指標 b の所得水準の向上は現時点では達成するかどうか明確でない。 

指標 a に関し、2013 年から予定されている同地域での無償資金協力案件「沿岸部防災機能

強化のためのマングローブ植林計画」では 1,154ha が植林対象となっている。また森林局の

2011 年から 2020 年の郡管理計画によると、2013 年から 2015 年の 3 年間で 1 万エーカーの植

林が予定されている。

指標 b の所得水準については、現在のところ有用な既存データを得られていない。前述の 2

村に対するインタビューにより、CF 活動の継続は今後も期待できるため、これに対応した所

得水準の変化については社会経済調査等の実施が望まれる。

３－２ 評価結果の要約

３－２－１ 5 項目評価 

(1) 妥当性：高い 
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中間評価以降、ミャンマー側の森林政策に変更はなく、マングローブ林と共存する対象

地域・住民のニーズ、また持続的森林管理・保全を実施する公的機関である森林局のニー

ズも高いことが確認された。ミャンマーの国家森林マスタープラン（2001 年～2031 年）で

は、ローカルコミュニティが参画すべき 4 つの分野として、1）保護林と公共保護林の管理、

2）植林、3）アグロフォレストリー活動、4）郡所有林管理が挙げられている。また、日本

の新成長戦略にミャンマー支援が含まれており、沿岸部防災が優先課題の 1 つと位置づけ

られている。ミャンマーの開発計画及び日本のミャンマー国に対する ODA 政策とも合致し

ている。日本の技術の優位性についても、CF 活動や本邦研修に携わった森林局スタッフへ

の聞き取り調査から、有用であることが確認された。 

 

(2) 有効性：比較的高い 

各成果のプロジェクト目標に対する達成度には程度の差があるものの、プロジェクト目

標の達成見込みがあることから、有効性も高いといえる。 

因果関係については、成果 1 は CF 認証がなされたことで今後の CF 活動の実施が確保さ

れた。成果 2 については、各研修等で得られた知識・技術を森林局職員が活用することで、

マングローブ林の保存とコミュニティの共生が見込まれる。成果 3 のアクション・リサー

チ植林（ARP）によって 1,587 エーカーの植林がこれまでに実施された。成果 4 の関連機関

の連携のための調整会合を実施することで情報共有や協力関係が構築できた。成果 X での

サイクロンからの復旧についてもプロジェクト目標達成には不可欠なものといえる。 

 

(3) 効率性：中程度である 

事前評価段階の想定より事業費が増えたものの、サイクロン被害からの復旧・復興に係

る経費であり、事業そのものの効率性が低いとは言い難い。 

 

(4) インパクト：いくつかの正のインパクトが確認された。負のインパクトは確認されてい

ない。 

住民はサイクロンの経験を通じて、マングローブが高潮・強風の被害を緩和することを

認識した。他のいくつかの NGO も村落での CF 活動を支援している。上位目標は部分的に

達成される見込みである。 

 

(5) 持続性：比較的高い 

   組織・制度面：CF を含む総合マングローブ管理に係る法的・政策支援は継続予定である。

環境保全・林業省は CF 令（CFI）の改訂や CF 専従部署の新設を検討している。プ

ロジェクトに従事した人員は全員政府の正規職員であり、プロジェクト終了後も関

連業務に登用され、プロジェクトで得られた技術や経験の活用が見込まれる。省庁

間調整会合や NGO との会議も実施されており、今後の情報共有と協力関係の強化
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についても期待される。カキ養殖は所得創出活動として確立するには至っていない

が、CFUG は CF 活動の継続を望んでおり、CF 活動の持続性が見込まれる。 

財政面：モニタリングを含む関連活動をプロジェクト終了後も継続・拡大するためには、ミ

ャンマー政府が、現場へ赴くための燃料費を予算措置する必要がある。

技術面：森林局職員の造林技術・ARP に係る技術レベルの向上は顕著にみられ、本プロジ

ェクト以外の他業務においても活用されている。技術レポート・技術ガイドライン

についても、本プロジェクト終了後に活用されることが期待される。CF 管理・支

援体制に関し、研修プログラムやマングローブ林での CF-SOP を含めて本プロジェ

クトで移転した技術が、中央林業開発訓練センター（CFDTC）の既存研修プログ

ラムや森林局の各規定（局令、CF 令）に組み込まれることが見込まれる。 

３－３ 効果発現に貢献した要因

(1) 計画内容に関すること 

中間レビューでの提言に基づき、サイクロンの復旧・復興活動を抽出して成果 X とし

て集約する等して成果を再整理した結果、プロジェクトにおける復旧・復興活動の位置

づけが明確になった。

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 中間レビューでパイロット村落数を 22 から 6 に絞り込んだ結果、資源が集中的に投入

され、成果発現につながった。

2) 先行の開発調査で得られた成果（マスタープラン等）を利用できた。また開発調査を

通じて築かれた日本人専門家とミャンマー側関係者間の良好な関係が、本プロジェク

トの円滑な運営に寄与した。

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 

上位目標では、「CF 活動に従事することが所得向上につながる」とのロジックに則り、

所得向上が指標として採用されている。しかし、CF ユーザー・グループは以前から居住

のうえ漁労・伐採等の活動に従事しており、CF 令や CF 証書により、CF 地域の利用と水

産活動が合法化されたにすぎない。このため、CF の導入により、CF ユーザー・グルー

プの潜在的な所得源としての森林資源は増加が見込まれるが、CF 自体は当然所得向上に

はつながらない。それゆえ、「所得向上」を PDM に入れたことで、PDM の論理性が弱ま

った。

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 2008 年 5 月にサイクロン・ナルギスが発生し、プロジェクト活動に大きな被害が発生

した。プロジェクト活動は中断を余儀なくされ、前年に実施した活動の成果も失われ、

プロジェクト期間も 1 年間延長することとなった。村人の離散と流入が発生し、社会
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データに係るプロジェクト開始時のベースラインとの比較が有意でなくなった。

2)所得創出活動として複数の選択肢を検討し、その中からいくつかを試行した。結局マ

ングローブ林の下でカキ養殖を行うアクア・アグロフォレストリーだけが継続的に支

援されたが、着床技術の実践の難しさ、マーケティングや流通、部外者による盗難等

があり、成功しなかった。

3) 日本人専門家を派遣する場合、ミャンマー政府による受入確認手続きに少なくとも 2

カ月から 3 カ月、場合によっては 4 カ月から 5 カ月を要した。新たな課題に対応する

べく新たな専門家を派遣する際、機動的な派遣が困難であった。

4) 日本人専門家がヤンゴン域外へ行く際、移動のたびに、遅くとも 2 週間以上前には移

動許可証を申請しなければならず、機動的な活動を難しくした。

5) 日本人専門家及びプロジェクト雇用スタッフはヤンゴン、カウンターパート（C/P）の

幹部層（プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・

コーディネーター等）はネピドー、C/P の現場のスタッフはエーヤーワディ・デルタ地

域の複数の箇所と、執務室が分散しており、プロジェクト内部の意思疎通を円滑に行

う上で制約要因となった。

３－５ 結論

(1) 本プロジェクト目標の「エーヤーワディ・デルタ内のプロジェクト活動が実施される地

域において、コミュニティとマングローブ林が持続的に共生する」はおおむね達成する

ことが見込まれる。よって本プロジェクトは、計画どおり、2013 年 3 月に終了可能であ

る。

(2) CF 活動は直接的に所得向上につながることが確認できなかったため、上位目標「エーヤ

ーワディ・デルタ内のマングローブ林が持続的に管理され、コミュニティの貧困が緩和

される」については、本プロジェクト終了後の 3 年以内に達成することは難しい。 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

３－６－１ プロジェクトへの提言

技術面での検証や、関係機関の活動に活用させることを目的に、ARP 及び復旧・復興調査

を通じて得た知見・知識に係る技術ワークショップを開催すること。

３－６－２ 森林局への提言

(1) CF 開発の将来計画を明らかにした上で、組織・制度・財政措置（SOP を含む）を強化

し、プロジェクトで支援した 6 カ所の CF の経験を踏まえ、他の地域への展開を図って

いくこと。

(2) CF 令に則って CF ユーザー・グループにプログレス・レポート（年次報告書）を提出

させ、指摘された問題点の解決を図ること。
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(3) CF ユーザー・グループが漁業、カニ捕り、カキ養殖を続けられるよう、漁業権や水面

利用権を巡る問題について、水産局との良好な調整を保つこと。 

(4) 不法活動に対応するため、CF 活動に係る法執行を強化すること。 

(5) 現場のスタッフが CF のモニタリングを実施できるよう、必要な予算、ボート、燃料を

確保すること。 

(6) JICA の無償資金協力事業「沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画」との

相乗効果を図るため、マングローブ林管理・保全に係る技術ガイドラインを無償案件

においても活用し連携を図ること。 

(7) 頻繁な人事異動の際にデータが散逸しないよう、プロジェクトがすでに提案した様式

を活用するなどして、紙ベース及び電子データとも管理を徹底すること。特に ARP に

ついては、森林研究所（FRI）に結果を共有すること。 

(8) CF 管理のために、関連省庁間会議を継続・制度化し、定期的に開催すること。 

(9) プロジェクトで作成されるマングローブ林保全・管理に関する技術ガイドラインを承

認し活用すること。 

(10) 全国規模の土地利用計画に係る政策策定において、関係省庁及び地方自治体に対して、

マングローブ林の管理と利用に係る調整を行うよう、特にプロジェクトで開発した CF

地域において同地域の CF ユーザー・グループに対して認められた 30 年間の土地利用

権を保障するよう、主張すること。 

(11) 将来の土地利用計画のために、プロジェクトが解析中の植生・土地利用変化に係るデ

ータを、関係省庁及び地方自治体に対して提供すること。 

(12) マングローブの減災機能を認識の上、関係省庁及び地方自治体が復興モニタリング結

果を防災及び災害管理に係る政策・施策へ活用するよう促すこと。 

(13) プロジェクトの円滑な実施のため、日本人専門家がプロジェクト活動でヤンゴン外へ

行くための、プロジェクト期間中有効な数次の旅行許可証を発給するよう、関連省庁

と必要な調整を行うこと。 

 

３－６－３ JICA への提言 

他の JICA プロジェクト（以下に挙げるものを含む）や他ドナー、NGO（例えば RECOFTC4）

が本プロジェクトの成果、知見、教訓を参照・活用できるよう、必要な調整と措置を講じる

こと。 

(1) ミャンマー国「沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画」（2013 年 11 月

～2017 年 3 月） 

(2) インドネシア国「マングローブ生態系保全と持続的な利用の東南アジア諸国連合

（ASEAN）地域における展開プロジェクト」（2011 年 6 月～2014 年 6 月） 

(3) オマーン国「マングローブ環境情報センター（QEIC）開発プロジェクト」（2011 年

                                                  
4タイにある地域間国際機関 
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12 月～2013 年 12 月） 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他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）

(1) 一般論として、CF 活動に参加する農家の人々は CF が導入される以前から居住及び経済

活動を営んでいることがほとんどであるため、CF の導入が必然的に所得水準の向上につ

ながるわけではない。このため、所得向上を指標として設定することが適切なのかどう

か、プロジェクトの計画段階で慎重に考慮する必要がある。

(2) 植林事業は便益が得られるまで時間がかかるため、短期的な便益が得られるよう、生計

向上活動を組み合わせること自体は重要である。しかし、生計向上活動を提案する場合

は、産物や技術の利用可能性、住民のニーズはもとより、マーケティングや流通も含め

た商業面での実現可能性も含めて現地の条件を考慮に入れることが必要である。

(3) ミャンマーでプロジェクトを実施する場合は、日本人専門家、C/P の政策決定者及び現場

スタッフ間の意思疎通を円滑に行うため、プロジェクト事務所はネピドーと現場の両方

に構えることが望ましい。

(4) パイロットサイト（さらに一般化するならばプロジェクトのスコープ）を計画する際は、

投入規模やアクセスの容易さ等を勘案の上、現実的なサイト数と規模にすることが重要

である。

(5) 参加型活動の持続性を確保するため、活動を計画・実施する際は、コミュニティ構成員

それぞれの金銭負担能力に応じた適正価格の参加費や罰金を設定すべきである。

(6) 新しい生計向上活動をコミュニティに導入する場合、実施するモチベーションが湧くよ

うに、どのような便益をいくらぐらい、いつまでに得られるのかを明確に提示すべきで

ある。

(7) 甚大な自然災害の発生のように、致命的な外部条件の崩壊が生じた場合、JICA は運営指

導調査団を派遣し、プロジェクトにもたらされる負の影響を把握し、プロジェクトデザ

インの修正を C/P と協議し、PDM の改訂を合同調整委員会（JCC）へ提案すべきである。




