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スリランカ 

トリンコマリー県住民参加型農業農村復興開発計画プロジェクト  

外部評価者：かいはつマネジメント・コンサルティング 田村 智子 

０．要旨 

 本事業は、スリランカのトリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復

興のための開発モデルを構築することを目標に実施された。 

復興に対する支援や農業分野への支援は、計画時の同国の政策上の重点課題であっ

たこと、紛争の影響で開発が遅れていた東部州への支援ニーズが高かったこと、日本

の対スリランカ援助政策においても紛争被災地域への支援が重点分野であったことか

ら、本事業の妥当性は高い。 

プロジェクト目標の「トリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復興

のための開発モデルが構築される」は、事業終了時には概ね達成されており、有効性

は高い。上位目標の達成に関しては、本事業で導入された、稲作、畑作、酪農などセ

クター毎のサブモデルが、州政府の既存の事業と統合され普及しているが、住民行動

計画（以下 CAP
1と略）の策定から始まる総合的な開発モデル（以下「TRINCAP 全体

パッケージ2」と略）の有効性や普及性は、事業実施期間内に検証されておらず、その

後の普及も実現していない。また、事業対象村における活動の継続・拡大にも一部課

題がある。このため、有効性・インパクトは中程度と判断する。 

協力金額は計画内に収まっており、協力期間も計画通りであり、効率性は高い。持

続性については、カウンターパートの体制に一部改善が必要な点があり、また技術や

財務状況もさらなる強化が望ましいことから、中程度と判断する。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

                                                   
1 Community Action Plan。住民の問題を解決するための行動計画を住民自身が策定することを目的

とした参加型計画策定手法。スリランカでは 1980年代に同国の住宅開発省がこの手法を導入した。 
2 TRINCAP は本事業の愛称。 

 

対象村につくられた稲作技術展示圃における

農民を対象とした研修（2009 年 1 月） プロジェクト位置図 
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1.1 協力の背景 

 スリランカでは 1980 年

代前半から、分離独立を求

める反政府組織 LTTE
3と政

府の間に内戦がおこり、主

に同国の北東部地域が被害

を受けた。同地域はこの内

戦による影響と、2004 年の

津波による肥大でインフラ

が荒廃し、生産活動も停滞

していた。 

2002 年 2 月、同国政府

と LTTE の間で停戦協定

が締結され、以後しばらく休戦状態が続いた。当時、スリランカ政府や国際社会は、

休戦による和平の恩恵を地域住民が享受することが、平和の促進の一助となるとの考

えから、紛争被災地域への支援を積極的に実施していた。 

本事業の計画時、東部州4の政治経済の中心であるトリンコマリー県では、人口の

60％が農林水産業で生計を立てていたが、内戦の影響により灌漑施設や村内道路など

のインフラが荒廃し、農業生産活動は低迷していた。そこで同国政府は、同県の農村

部におけるインフラの復旧や農業生産性の向上のために、国際協力機構（以下 JICA

と略）に技術協力を要請した。その後、JICA によるプロジェクト形成調査団の派遣を

経て、同県の 3 郡 6 行政村5が対象地域として選定され、2005 年 10 月から本事業が実

施された。 

なお、本事業の開始後まもなく対象地域周辺で LTTE と政府軍の小競り合いが始ま

り、戦闘が再開した。その後、事業対象地域周辺の治安が急激に悪化し6、日本人専門

家は約 7 か月間、トリンコマリー県から撤退せざるを得なかった。2007 年 1 月から治

安が回復し、専門家も現地に戻ったが、その後も、多くの移動や物資輸送の制限があ

り治安状況がきわめて不安定な中で活動が続けられた7。 

 

 

 

                                                   
3 The Liberation Tigers of Tamil Eelam (タミル・イーラム解放の虎) 
4 東部州はトリンコマリー、バティカロア、アンパーラの 3 県からなる。 
5 行政村(Grama Niladhari Division)はスリランカの最小行政単位。トリンコマリー県は 11 の郡と 230

の行政村をもつ。 
6トリンコマリー県は 3 民族（シンハラ、タミル、モスリム）が混在し、トリンコマリー港は軍の要

所でもあることから不安定要素が強い。 
7 本事業が終了する約半年前にあたる 2009 年 5 月、スリランカ政府軍が LTTE 支配地域全域を武力

圧制し内戦が終結、その後、対象地域の治安は急速に改善した。 

モラウェワ郡 

ノッチクラム村 

パニケティヤワ村 

クッチャヴェリ郡 

ペルー村 

ニラベリ村 

タンパラカマム郡 

ムリポターナ村 

タンパラカマム村 

トリンコマ
リー市街 

図 1 プロジェクト対象村位置図 
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1.2 協力の概要 

上位目標 
プロジェクトで構築された農業・農村復興のための開発モデルによ

り、トリンコマリー県内の農村が活性化する。 

プロジェクト目

標 

トリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復興のため

の開発モデルが構築される。 

成果 

成果 1 住民組織が強化される 

成果 2 
コ ミ ュ ニ テ ィ 主 導 に よ る 復 旧 方 式 (Community Managed 

Rehabilitation:以下 CMR と略8
)により農村インフラが整備される 

成果 3 農業・畜産技術が向上する 

成果 4 農外収入創出のための技術が向上する   

成果 5 農業・農村開発の地方行政サービスが強化される 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣 9 人（長期専門家 6 人、短期専門家 3 人） 

2. 研修員受入 6 人（日本へのカウンターパート研修） 

3. 機材供与  20 百万円 

【スリランカ側】 

1. カウンターパート配置 述べ 58 名 

2. 土地・施設提供 プロジェクト事務室 

3. ローカルコスト負担、カウンターパート給与 

協力金額 484 百万円 

協力期間 2005 年 10 月 ～ 2009 年 10 月 (4 年) 

相手国関係機関 経済開発省 

我が国協力機関 日本工営株式会社 

関連案件 

本事業実施当時、対象地域で実施されていた主な関連事業は以下の

通り。 

 UNDP: Transition Recovery Programme 

 世界銀行：NECCDEP (North East Coastal Community Development 

Project) 

本事業の成果を活用している主な関連事業は以下の通り。 

• JICA トリンコマリー県住民参加型農業農村復興開発計画プロ

ジェクト フォローアップ協力 

• 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン 酪農家・ミル

ク製造・家畜組合支援 

• 特定非営利活動法人 ジェン 東部支援農業復帰支援 

                                                   
8 スリランカでは、住民組織の能力強化を目的として、一定規模の公共事業を入札の過程なしに住

民組織に委託する方式を導入している。住民コントラクトとも呼ばれているが、紛争影響地域での

同方式は「コミュニティ主導による復旧方式」と呼ばれることもある。 
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• USAID：Connecting Regional Economies (CORE) project  

• UNDP：Early Recovery Programme 

• JICA スリランカ紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材

育成プロジェクト 

  

1.3 終了時評価の概要 

 1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む） 

上位目標達成の見込みはあると判断された。その根拠としては、1) 関係者が本事業

で導入された技術により、収量増加・収入向上の可能性を実感していること、2) 本事

業により導入された生産技術などの周囲の村落への展開が期待できること、3) 事業の

アプローチと戦略が適切であり、効果を上げていると関係者が認識していること、4) 

開発モデルが構築され、それについての資料や技術マニュアルが策定されていること、

5) 本事業の手法の普及のための予算配分に関して県次官の同意を得たこと、が挙げら

れた。 

 

 1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標の達成見込みは高いと判断された。根拠としては、本事業で導入

された 3～7種の技術が、各対象村で広がっていること、中核農家9の 78％の収入が 10％

以上向上していたこと、インタビューをした本事業の合同調整委員会10の構成員及び

他の関係者全員が TRINCAP 全体パッケージの有効性について言及していること、本

事業の経験をまとめた冊子が準備されつつあること、が挙げられた。 

 

 1.3.3 終了時評価時の提言内容 

 (1) TRINCAP 全体パッケージの拡大11
 

 モデル拡大のためのメカニズムづくり 

郡レベル実施チーム、州や県レベルの調整・モニタリングチームの組織など。 

 CAP 策定のファシリテーション 

普及対象村における郡レベル実施チームによる CAP の策定、開発事業の実施に必

要な資金、機材、人材の確定など。 

 CAP 実施のための財源の手当て 

                                                   
9 本事業では、住民や農業指導員との協議を経て、新技術の導入に意欲的な 225 軒の農家を「中核

農家」として選定し、優先的に技術指導を行った。中核農家は、導入された技術による栽培方法な

どをモデル圃場にてデモンストレーションし、近隣の農家に技術を移転する役割を担った。 
10 合同調整委員会は本事業の実施機関が主催する会議で、事業の進捗を確認し、計画や方針を決定

する役割をもっていた。 
11 終了時評価報告書には、TRINCAP 全体パッケージについての明確な定義はないが、その他の記

述から、本事業で実施したような、一つの村において、CAP 策定から始め、ニーズに従って稲作、

畑作、家畜飼育、CMR など複数セクターにわたる活動を実施する総合的な開発モデルであると判

断できる（図 2 参照）。 
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CAP 実施のためのガマネグマ事業12予算の使用、開発事業実施における資金、機

材、人材などの手当てなど。 

 

(2) TRINCAP サブモデル(稲作、畑作、養鶏などセクター毎のモデル)の活用 

TRINCAP サブモデルに関するマニュアルの整備、他ドナーへの紹介、既存のプロ

グラムへの導入などによる活用。 

 

 

出所：事前評価報告書を参考に外部評価者作成 

図 2 終了時評価で提言された TRINCAP モデル（全体パッケージとサブモデル） 

 

1.3.4. 本事業の「モデル」の捉え方について 

本事業は、農業農村復興のためのモデルの構築を目標として実施された。事後評価

を実施するにあたり、本事業ではどのような「モデル」を構築・普及しようとしてい

たのかについて調べたところ、本事業の専門家やカウンターパートによるモデルの捉

え方は一定していなかったことがわかった。 

本事業の事前評価では、参加型の開発アプローチにより、インフラ復旧や営農技術

の指導を行い、他の事業にも模範となる成果を達成することを「モデルの構築」と捉

えていた。中間評価では、モデルとは何か、という議論があり、「アプローチと方法論」

と規定された。終了時評価では上述のように、「TRINCAP モデル」という言葉が使わ

れ、上図のような「TRINCAP 全体パッケージ」の普及と「TRINCAP サブモデル」

の活用が提言された。なお、事業完了時には、「TRINCAP モデルはグッドプラクティ

ス集（参考事例集）」である、と再定義していることが、当時の会議議事録からわかる。

また、事後評価時、相手国関係者の多くは、サブモデルの活用を「TRINCAP モデル

                                                   
12 ガマネグマは経済開発省が全国で実施している村おこし事業。「ガマ」は村、「ネグマ」は向上や

上昇の意。小規模インフラや収入増加活動が主である。 
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の普及」であると認識していた。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

かいはつマネジメント・コンサルティング 田村 智子 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 11 月～2013 年 9 月 

 現地調査：2013 年 2 月 13 日～3 月 9 日、2013 年 5 月 12 日～5 月 18 日 

 

3．評価結果（レーティング：B
13） 

3.1 妥当性（レーティング：③14） 

3.1.1 開発政策との整合性 

上述のようにスリランカでは、2002 年 2 月に停戦協定が締結され、以後しばらく休

戦状態が続いていた。同年 6 月には、「緊急支援・復興・再建国家フレームワーク15」

がスリランカ政府により策定された。この中で、紛争地域における復旧復興事業とそ

れを通じた民族融和が最重点課題に掲げられており、計画時、本事業は同課題に貢献

する事業として位置付けられていた。 

本事業の開始後まもなく紛争が再開したが、同国政府にとって、本事業の対象地域

であるトリンコマリー県を含む、紛争被災地域の復興と安定は引き続き重要な課題で

あった。2006 年に制定され、本事業の終了時、および事後評価時における同国の中長

期国家開発政策である「マヒンダチンタナ(2006-2016 年)」においても、北・東部州の

再開発は重要課題とみなされている。 

このように、紛争被災地域の復旧・復興は計画時、事業実施時、事後評価時ともに、

同国の重要な政策課題であり、本事業の目的は、同国の開発政策と高い整合性をもつ。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

計画時、東部州では、灌漑施設や農道などのインフラが荒廃しており、地域住民の

主な収入源である農業生産は低迷していた。このように、内戦の影響を受けた同地域

の復旧復興のために、農業生産性の向上や農村の活性化は優先ニーズであった。 

事業終了時においても東部州は、国全体の開発から立ち遅れていた。同州の GDP

への貢献度は、紛争前は 14%であったが、事業終了時（2009 年）には 5.8%まで下落

している16。また、農業を含む第一次産業は、同州の人口の 28~39％が従事する重要セ

                                                   
13 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
14 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
15 National Framework for Relief, Rehabilitation & Reconciliation. 
16 Eastern development Plan, 2012-2016, Volume I, P14. 
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クターであるが(2009 年17
)、GDP への貢献度は 22%と低い（2008 年）。就労人口に比

べて GDP の貢献率が低いのは、同セクターの生産性の低さが原因であり、本事業で目

指したような、収量増加、コスト削減などによる生産性向上のニーズの高さがうかが

える。 

このように、本事業の計画時、終了時ともに、紛争の影響で開発が遅れている東部

州への支援ニーズは高く、特に就労人口の多い農業分野の生産性向上は重要な課題で

あったことから、本事業の同国の開発ニーズとの整合性は高いといえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業計画時の外務省の「対スリランカ国別援助計画(2004 年)」では、日本の対ス

リランカ経済協力の目指すべき方向として、平和の定着と復興に対する支援、中長期

開発ビジョンに沿った援助計画が挙げられていた。また、JICA の「国別援助事業実施

計画(2004 年)」においても、北東部地域及び農業分野への支援は、援助重点課題であ

った。 

このように、平和の定着と復興に対する支援や北東部地域支援、農業分野の支援が

日本の対スリランカ支援における重点課題であったことから、本事業と日本の援助政

策との整合性は高い。 

 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性・インパクト18（レーティング：②） 

3.2.1 有効性  

 3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

本事業では、以下の 5 つの成果がプロジェクト目標達成のために必要な成果として

設定されていた。なお、成果の 4 と 5 は、中間評価時に追加された19。 

 

  1）成果 1  

成果 1 は「住民組織が強化される」であり、60%以上の住民組織の会員数が増加す

ること、30 以上の CAP が実施されること、住民組織の 60％が会議議事録を、80%が

会計帳簿・物品台帳を作成・管理していることが、成果達成の指標として設定されて

いた。 

本事業では対象地域の 17 の住民組織の強化を行うべく、リーダーシップ育成や財

                                                   
17 第一次産業の就労人口の全体に占める割合は、トリンコマリー県 37.5%、バッティカロア県

27.5%、アンパーラ県 39.2%である（東部州統計より）。 
18 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
19 成果 4 はすでに活動が始まっていることから、成果 5 は上位目標の達成に必要であることから追

加された。 
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務・会計管理のトレーニング、CAP の実施に必要な管理運営研修などを実施した。こ

れらのトレーニングおよび CMR の実施などにより、住民組織は活性化し、プロジェ

クト終了時には、成果の指標は全て満たされていた。このことから、成果 1 は達成さ

れていたといえる。 

 

  2）成果 2  

成果 2 は、「CMR により農村インフラが整

備される」であり、CAP で提案されたインフ

ラのうち 80%以上が本事業によって改修され

ること、改修されたインフラのすべてが活用

されること、改修されたインフラのすべての

維持管理計画が作成されることが、成果達成

の指標として設定されていた。 

対象村における CAP では、村内道路、灌漑

施設、公民館など 19 のインフラの改修・建設

が提案された。このうち本事業では 16 のイン

フラを整備することになり、残りの 3 つは、他ドナーの資金により整備されることに

なった。本事業では、CMR 実施のために必要な、契約管理・建設工事管理研修や、建

設工事財務・管理研修が住民を対象に実施され、その後、改修・建設工事が住民組織

によって実施された。事業終了時には、計画通り 16 のインフラの工事が完了し、住民

により活用されていた。また、維持管理計画も作成され、維持管理活動が始められて

いた。このように 3 つの指標はすべて満たされており、成果 2 は達成されていたとい

える。 

 

  3）成果 3  

成果 3 は、「農業・畜産技術が向上する」で

あり、中核農家の 60%のコメの生産量が 10%

増加すること、同農家の 60%が本事業で導入

された技術を 2 作期以上活用すること、中核

農家の 40%が市場情報にアクセス可能となる

ことが、成果達成の指標として設定されてい

た。事業終了時には、中核農家の 66%のコメ

の生産量が 10%以上増加しており、同農家の

62%が本事業で導入された種子生産、パラシ

ュート移植法20、直播正条植え方式21、小規模果樹園、家庭菜園、ジャガイモやパイナ

                                                   
20 プラスチックトレーで栽培したイネの苗を圃場に放り投げて移植する耕法。苗を放り投げたとき

にパラシュートのように落下するのでパラシュート法と呼ばれている。 

 

直播正条植え方式の実習の様子 

(2008 年 11 月、タンパラカマム村) 

 

 

CMR による給水事業工事の様子。
掘削と埋戻し作業に住民が無償で

労働力を提供した。 

(2009 年 6 月、ペルー村) 
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ップルの栽培、改良牛の飼育、ヤギ飼育、養鶏などの技術を 2 作期以上活用しており、

また、同農家は本事業によって企画された市場視察などの研修に参加し、うち 58%が

市場情報にアクセスできるようになっていた22。このように、設定された指標はすべ

て満たされており、成果 3 は達成されていたといえる。 

 

  4）成果 4   

成果 4 は「農外収入創出のための技術が向上する」であった。中核農家の 60%が本

事業で導入・支援された籐手芸や裁縫などの農外収入創出活動を研修後も継続するこ

と、同農家の 10%が同活動による生産物を販売すること、が成果達成の指標として設

定されていた。事業終了時には、農外収入創出活動の研修を受けた 71 の中核農家の全

員が活動を継続しており、うち 52 人（73％）が、同活動による製品を販売していた23。

このことから、成果 4 は達成されていたといえる。 

 

  5）成果 5  

成果 5 は、「農業・農村開発の地方行政サービスが強化される」であった。農業支援

センターと畜産事務所を活用する農家が 10%増加すること、農業普及員の 40%が本事

業で導入された農業・畜産技術を活用すること、現場行政官24が主導する定期会議が

行われること、が成果達成の指標となっていた。事業完了時には、本事業で建屋が建

設された二ラベリ農業支援センターとモラウェワ畜産事務所を活用する農家が 10％

以上増加しており、また同事務所で実施された研修の開催数合計も、2007 年の 8 回か

ら 2008 年には 33 回と大きく増加していた。また、事業対象地域で働く現場行政官 22

名中、新規に採用された職員を除く 20 名（91％）が、事業で導入した農業及び畜産技

術を活用していた。 

現場行政官が主導する定期会議については、2 カ月に一度ほどの頻度で、現場行政

官、本事業のスタッフ、上級行政官の参加のもと、本事業のプロセスや方法、問題点

や成功例に関するレビューを行うことを目的として開催するよう中間評価で提案され

た。この会議は 6 回開催されたが、その後は開催されなかった。その主な理由は、現

場行政官の担当地域が広く、また当時は欠員を埋めるため複数の地域を兼務していた

職員もおり、多忙であったことであった。このことから、成果 5 は、一部のみ達成さ

れたと考えられる。 

 

 

                                                                                                                                                     
21 手押しの機械に種籾を入れ、圃場に筋状に撒く耕法。上の写真参照。 
22 畑作農家やヤギ農家は、本格的な生産段階に達していないため生産物を市場に出すに至っていな

かった。 
23 裁縫グループは、生産物を販売する段階に達しておらず、各人の家庭におけるニーズを満たすに

留まっており、流通活動への参加は実現していなかった。  
24 本事業では、農業指導員、畜産指導員、農業開発サービス員など、現場で農民の指導にあたる行

政官を総称して現場行政官と呼んでいた。 
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 3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標は、「トリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復  

興のための開発モデルが構築される」であった。指標に沿ってプロジェクト目標の達

成状況を検証した結果を以下に記す。 

 

1） 指標 1 

指標 1 は、「各対象村で、5 つの技術が中核農家から周辺 5 農家（150 世帯）に広が

る」であった。これは、CAP，CMR，稲作、畑作、酪農、養鶏、収入向上の 7 つ技術

のうち、5 つの技術が広がることを想定していた。プロジェクト終了時には、導入さ

れた技術は、目標を超える 311 世帯にまで広がっていた。ただし、5 つの技術がすべ

ての世帯に伝わっているわけではなく、地理的・気候的条件や土地やその他の資源の

有無により、広がっている技術の数は村によって異なっていた。稲作、畑作、家庭菜

園、小規模果樹園、牛飼育、籐手芸、裁縫の技術が特に広がりを見せていた。 

 

  2）指標 2 

指標 2 は、「中核農家の 60%の所得が 10%増加する」であった。プロジェクト終了

時は、無作為に選んだ 90 の中核農家のうち 70 戸（78％）の収入が 10％以上向上して

いた。このため指標は達成されていたといえる。中核農家の中には、収入増加が実現

しなかった世帯があったが、これは主に洪水等自然災害により収量が伸びなかったこ

とが原因であった。 

 

  3）指標 3 

指標 3 は、「4 レベルのプロジェクト合同調整委員会（以下 JCC と略） 構成員の 60％

が、 トリンコマリー県の農村活性化のためのアプローチ・手法として本事業を認識す

る」であった。4 レベルとは、州、県、郡、行政村である。終了時評価におけるイン

タビューでは、本事業の合同調整委員会の構成員の 60％以上が、他の関係者の全員が、

TRINCAP モデルの有効性について言及した。また、世銀やアジア開発銀行等の開発パ

ートナーも TRINCAP モデルの有効性を認めていた。このようなことから、指標 3 は

達成していたと言える。 

しかし、後述のように、終了時評価の時点では、TRINCAP 全体パッケージの普及性

や有効性について現場で検証されておらず、関係者はおそらく、「事業が良い成果を上

げた」ことすなわち「有効なモデル」という認識で上述のように回答したと思われる。

TRINCAP 全体パッケージの普及性や有効性については、事業終了後の普及の段階で検

証されることになる。これについてはインパクトの項で述べる。  
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  4）指標 4 

指標 4 は「構築されたアプローチ・

手法の資料が作成される」であった。

本事業の経験は、専門家チームにより

8 種類の冊子としてまとめられた。こ

れは、「TRINCAP テキスト」として関

連行政機関、世銀、アジア開発銀行、

UNDP、NGO などに配布され、事業終

了直前に開催された本事業主催のセミ

ナー25において説明された。 

 

このように、5 つの成果よびプロジェクト目標の各指標は概ね達成されており、事

業終了時においてプロジェクト目標はほぼ達成されていたといえる。 

 

3.2.2 インパクト   

3.2.2.1. モデル普及活動の実績 

本事業の上位目標は、「プロジェクトで構築された農業・農村復興のための開発モデ

ルにより、トリンコマリー県内の農村が活性化する」である。上述のように、終了時

評価では本事業の経験を「TRINCAP モデル」と呼び、同モデルを他の地域へも普及す

ることが提案された。これを受けて、東部州政府が中心となり、JICA からの支援も得

て、下表のような普及活動が展開された。 

 

表 1 本事業終了後のモデル普及活動 

段階 主な活動 JICA からのインプット 備考 

フェーズ１ 

トリンコマリー県の

事業実施対象郡内の 9

村（2009年 11月～2010

年 10 月） 

事業対象地域の行政官

や農業指導員が対象村

以外の各村でモデルの

実演を実施し、モデルの

検証と調整を行った。 

TRINCAP テキストを現

地語に翻訳し、関係機関

に配布した。 

個別専門家（復興開発アドバ

イザー）の業務管理費を活用

し、モデル普及員 2 名を雇用。 

テキストの配布には、同専門

家の業務調整費が充当され

た。 

モデルを普及

用にアレンジ

する等の調整

が行われた。 

フェーズ 2 

トリンコマリー県の

事業対象郡以外の 4 郡

7 村（2010 年 11 月～

2011 年 7 月） 

事業対象地域外の郡に

おいて行政官や農業指

導員がサブモデル*の普

及を実施。 

同上 初めての他の

地域での導入

のため人材育

成に力をいれ

た。 

フェーズ 3 

東部州バティカロア

県、アンパーラ県への

普及（2011 年 8 月～

バティカロア県にて、フ

ィールド訪問や研修を

実施し、対象地を選定、

サブモデルを導入した。 

JICA のフォローアップ協力

のスキームを活用し、2 名の

ローカルコンサルタントを派

遣。稲作サブモデル実践に必

アンパーラ県

での普及フォ

ローアップ協

力は期間内で

                                                   
25 経済開発省、北・東部州政府その他政府関係者、JICA 関係者、他ドナーおび NGO を対象とし、

本事業の経験を共有することを目的として実施された。各機関から合計 80 名が参加した 

 

本事業の経験をまとめた TRINCAP テキスト 
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2012 年 3 月） 要な機材を州政府農業局バテ

ィカロア支部へ供与。 

は実施できな

かった。 

注：パッケージ型の総合的なモデルと区別して、稲作、畑作、酪農といったセクターごとのモデル

は「TRINCAP サブモデル」と呼ばれている。 

出所：JICA 提供資料 

 

モデルの開発においては、通常、特定の地域で実施した活動の手法や経験を取りま

とめた後、それを別の地域や違った環境下で実施することにより、手法の有効性や普

及性を検証し、その結果から課題を抽出し、改善する、といったプロセスが必要とさ

れている。 

このような検証や改善の必要性を、終了時評価時に関係者が明確に認識していたよ

うではないが、結果的に、上表のフェーズ 1 の活動では、TRINCAP 全体パッケージの

有効性や普及性を検証することになった。 

この検証の過程を通じて、全体パッケージをスリランカの既存の行政の仕組みや予

算で実施するのは困難であることがわかった（これについては後述する）。そのため、

フェーズ 1 以降の普及活動では、現地リソースを最大限に活用すること、普及は、必

ずしもパッケージである必要はなく、サブモデルの導入または、サブモデルの一部を

活用したりして応用・工夫をする方針に転換された。この方針は、フェーズ 1 を指導

していた JICA 個別専門家が東部州政府や現場行政官と調整を行った結果、方向づけ

されたものであった。 

フェーズ 2 は、新しい地域での実践であり、本事業実施時に関与の少なかった現場

行政官が普及を担当することになった。そのため、対象村へのスタディツアーが実施

され、事業の経験や実績を共有する機会が設けられた。普及内容は、稲作、畑作、畜

産などのサブモデルであった。フェーズ 3 は、新しい県への普及のため、人材育成を

集中的に実施した。JICA が協力したのは 8 か月間であり、同期間内では目に見える成

果は発現していなかったが、その後、東部州農業省がフォローアップしている26。 

 

3.2.2.2. TRINCAP 全体パッケージの普及の阻害要因 

上述のように、総合的な開発モデルである TRINCAP 全体パッケージについては、

事業期間内に普及性や有効性が現場で検証ができていなかったことに加え、予算、職

員の時間的な制限（一人の職員がおよそ 1500 世帯を担当しているため）、資機材の不

足、細分化された縦割り行政組織など、様々な要因により普及が困難であった。これ

について以下に簡単に述べる。 

まず、本事業の投入と比較すると、実施機関の既存の予算が大変少額であることが

阻害要因として挙げられる。本事業が、対象 6 村で開発事業の実施のためにトレーニ

ング、資機材購入、CMR の実施などに投入した金額は 4 年間の合計で 128 百万円であ

                                                   
26 事後評価時、東部州農業局に確認したところ、導入された農業技術が、現場の農業指導員により

フォローアップされており、バティカロア県では稲作モデルが、アンパーラ県では畑作モデルが活

用されており、また、酪農モデルはいずれの県でも広まっているとのことである。  
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った（日本人専門家の人件費や渡航費・プロジェクトローカルスタッフの雇用費、本

邦研修費を除く）。つまり、対象村 1 村あたり 1 年間につき、約 5 百万円が投資された

ことになる27。 

一方、東部州政府が 2010 年に農業畜産分野の開発プログラム実施のために、同州の

村々を対象として確保したプログラム予算は 77 百万ルピーであり、単純計算するとト

リンコマリー県では 1 村あたり年間わずか約 11 万ルピー（2010 年当時の為替レート

で約 7 万円）が投入されるにすぎない。このことから、本事業の投入がいかに集中的

であり、普及のために類似の投入を行政組織が行うのは困難であったかがわかる。ま

た、各省や局は、前年度に提案し、上位機関の承認を受けた年間計画に基づき予算を

支出している。CAP 策定を受け、住民のニーズに沿った活動に予算がすぐに配分でき

るような柔軟な仕組みにはなっていない。このことも、全体パッケージ普及の予算面

での阻害要因であった。 

TRINCAP 全体パッケージは CAP ワークショップの実施から始まる。本事業の CAP

ワークショップは、各村で行政官と住民が 3~5 日間集まって協議を続ける本格的なも

のであった。当時は、対象村にプロジェクト予算があり、ワークショップで提案され

た活動がその後実施される、という期待感が農民や行政官にあったことも幸いして、

活発な参加や討議が実施された。また、参加者への便宜を図るために昼食も提供され

た。しかし事業終了後、そのような期待感や便宜供与がない中、日常業務の合間を縫

って、3~5 日間、一つの村でのワークショップを開催・参加するだけのインセンティ

ブは農民や行政官にもなく、本格的な CAP ワークショップの実施は困難であることが

わかった。 

また、CAP 策定のもう一つの阻害要因として、細分化された縦割り行政が挙げられ

る。包括的な CAP の策定のためには、農業、畜産、灌漑、農業サービス、農村開発、

村落行政などを担当する行政官が村での CAP ワークショップに参加し、現状や問題点

を住民と協議し、専門的な立場から問題を分析し、解決策を提示し、住民と協議しな

がらアクションプランを策定する、というプロセスが必要となる。  

一方、スリランカの行政機関は細分化されており、縦割りの傾向が強い28。事業実

施期間中は、事業スタッフが各行政機関を調整し、CAP ワークショップへの参加を呼

びかけていたが、普及の段階になって、CAP ワークショップの開催にリーダーシップ

をとり、調整をするにふさわしい行政機関が存在しないことがわかった。終了時評価

の提言では、郡庁が CAP ワークショップの実施にリーダーシップをとることになって

いたが、郡庁には、これらの細分化された行政組織を調整するマンデートも実績もな

く、提言はうまく機能しなかったようである29。 

                                                   
27 終了時評価報告書記載の数値に基づき評価者が計算。 
28例えば農業分野の行政組織だけでも、農業、畜産、灌漑、農業サービスがある。また、そのうち

農業局と畜産局は州政府に属し、灌漑局と農業サービス局は中央政府と州政府の両方に属している。 
29 終了時評価の提言をもとに普及のための、「郡レベル実施チーム」と州・県レベルの「調整・モ

ニタリングチーム」が形成され、しばらく定期的に会合を開催していた。しかし、郡レベル実施チ
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なお、現場行政官の参加型アプローチに関する経験や能力に関する問題もあったよ

うである。普及のフェーズ 1・2 に係わった JICA 関係者によると、農業、畜産、農業

サービス開発などの現場行政官はいずれも技術職であり、担当分野の技術に関しては

専門知識や経験を蓄積しているが、参加型アプローチやファシリテーションなどに関

する経験は乏しく、CAP ワークショップにおいて、住民から意見を引きだし、住民の

主体性を重んじた形で課題を分析し、解決策を提示する、といった作業を効果的に実

施する能力は限定的であるとのことであった。 

 

 3.2.2.3. TRINCAP サブモデルの普及 

事後評価調査の結果、TRINCAP サブモデルについては下記のように様々な形で積極

的に活用されていることが明らかになった。 

 

(1) 東部州の既存のプログラムへの統合による TRINCAP サブモデルの普及 

東部州農業省の幹部は、現場レベルの行政官である農業指導員による農業技術普及

活動の一環として、TRINCAP サブモデルの普及に積極的に取り組んでいる。農業指導

員を対象とする各種研修では、TRINCAP のサブモデルに関する実習を実施しており、

また 2013 年度は、サブモデル実践に必要な資機材を購入し、各地に配布する計画があ

り、年間予算にも計上済みである。 

同省畜産局では 2011 年より、デイリー・ファーム・ビレッジというプログラムを実

施している30。東部州では、同プログラムの推進に当たり、TRINCAP の酪農サブモデ

ルからヒントを得て、品種改良種の導入、牛小屋での集中的飼育法の指導、生産者組

合の組織化と同組合による牛乳の集荷と販売などを実施している。現在、トリンコマ

リー県では、30 の生産者組合が形成され、共同出荷を実施している。 

なお、その他のサブモデルの普及の進捗は、様々な理由により遅いのが現状である。

CMR は、事業終了後、UNDP の資金を活用して事業対象村の一つであったタンパラカ

マム村において灌漑水路の改修が CMR方式で実施されたほかは、実施されていない。

灌漑局の説明によると、ドナー支援のプロジェクトなどでは、今後も CMR 方式を取

り入れていきたいとのことであるが、通常業務のなかで同方式を活用するのは資金の

不足や農民組織へのサポート体制の手間を考えると難しいとの意見であった。養鶏と

ヤギ飼育については、後述のように内戦終結後の市場・生産環境の変化により、事業

期間中に実施していた農家も継続が難しくなっているのが現状であり、畜産局も集中

                                                                                                                                                     
ームは上述のような問題から終了時評価で提案され期待されていたようには機能しなくなった。モ

ニタリングチームについては、州や県の既存の進捗確認会議と機能や構成員が重複しており、モデ

ル普及のためだけに別途会議を開催するのは非効率であるとの意見が関係者から出されたため、モ

デル普及は各機関の各定例会議に議題として組みこまれた。これはフェーズ 3 まで継続された。 
30 スリランカで畜産農村開発省により実施中の酪農開発プロジェクト（Dairy Development 

Project）では、2009 年から 2015 年までの間に牛乳・乳製品の生産量を 3 倍にし、2016 年に乳製

品を 100%自給することを目標に、全国で酪農を奨励している。デイリー・ファーム・ビレッジは、

同プロジェクトの一環として実施されている。 
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的な普及活動を行うには至っていない。 

 

(2) TRINCAP テキストの活用 

TRINCAP サブモデルに関する参考事例集である TRINCAP テキストが、事業期間中

に専門家チームによって作成された。事業終了後、東部州農業省により現地語（タミ

ルとシンハラ）に翻訳され、各支部に配布された。同省によると、テキストは日常業

務で参照されているほか、各種の研修でも活用されているとのことである。また、同

省は、USAID の支援により東部州で実施中の農業系プロジェクト（USAID/CORE）の

資金を活用して同テキストを増刷した。 

 

(3) 農民組織の会計研修における書式の活用 

農業サービス開発局の現場行政官によれば、本事業で作成・導入された農民組織の

会計書式が引き続き活用されているとのことであった。同書式は、農民組織が会計簿

をつける際に必要な書式類であるが、以前は適当のものがなかった。本事業で作成さ

れた書式の使い勝手が良いので、現在でも同局では、農民組織を対象とした会計研修

の際や、農民組織を訪問する際に、同書式を紹介し活用を奨励している。 

 

(4) 行政官研修での本事業の成果の活用 

2013 年 4 月から 3 年間の予定で、JICA スリランカ事務所主管で経済開発省をカウ

ンターパートとして「スリランカ紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プ

ロジェクト」が実施されている。このプロジェクトの研修コースにおいて、本事業の

対象村を訪問する予定であり、準備が進んでいる。訪問は、対象村の経験や実績を通

じて、参加型アプローチや農業技術導入の成果を研修参加者が学ぶことを目的として

いる。 

 

(5) トリンコマリー県で活動する国際機関や NGO などによる活用 

事業実施期間中、同県で活動する国際機関や NGO には、対象村の訪問や本事業主

催のセミナーへ参加といった形で本事業の経験や実績を共有する機会が与えられた。

その結果、事業終了後、国際機関である UNDP や USAID、日本の NGO であるピース

ウィンズ・ジャパンやジェンなどが、本事業のサブモデルを取り入れている31。 

 

(6) 参加型アプローチに関する行政官の意識の変化 

本事業を通じて参加型アプローチの重要性を東部州政府職員が学び、行動の変化も

起こっていることがわかった。幹部職員へのインタビューでは「農民に聞かないとニ

                                                   
31 UNDP は当プロジェクトの対象村で CMR による灌漑水路の改修、農業用井戸の建設による畑作

の奨励などを実施。USAID とピースウィンズ・ジャパンは畜産サブモデルを、JEN は畑作のサブ

モデルを取り入れている。 



 16 

ーズはわからない」「トップダウンの計画ではだめ」といった意見が折に触れて表明さ

れた。農業局では、以前はトップダウンで普及技術やモデル農家を選定していたが、

現在は極力、農民と協議し、ニーズに合ったものを導入するようにし、モデル農家も

住民と一緒に選ぶ方法に変えたという。畜産局では、以前は局長が職員の活動計画や

目標を決めていたが、最近では、職員が計画や目標を提案する方法をとっている。職

員自ら目標を立てることにより、目標達成の責任感が増すことが本事業を通して理解

できたと局長は述べていた。 

 

なお、モデルの検証過程を通じ、サブモデルの普及に関してもいくつかの課題があ

ることがわかった。たとえば、稲の価格が低く、新技術導入に対する農民のインセン

ティブが十分でない、新技術導入に必要な農機具が不足している、総合的な畑作を実

践するための水源が乏しい、改良牛種を導入するための予算が限定されている、新任

の行政官はサブモデルをよく知らない、などである。州政府農業省では今後、これら

の問題に対処しつつ、サブモデルの普及を進めていく方針である。  

 

3.2.2.4. 事業対象地域における成果の継続および活動の状況 

本事業の対象村における成果の継続や活動の状況について、事後評価時に確認した

ところ、表 2 が示すように、その状況は多様であった。大まかにいうと、延べ 40 の活

動のうち、拡大・発展しているのが 16、現状維持が 9、縮小または消滅が 15 であった。 

稲作は、有機肥料の使用、種籾生産、収穫後技術などが多くの村で継続して活用さ

れている。一方、パラシュート移植法を継続している村はなく、直播正条植え方式を

継続しているのは 1 村しかない。農民からは、手間をかけてこれらの耕法を実施した

が、洪水被害で結局収量が増えなかった経験から実施をやめた、耕法の効果は認識し

ているものの、農業指導員が村に来なくなり、従来の方法に戻ってしまった、などの

説明があった。何世代も前から行っている種籾を散布する耕法を変えるには、根気強

い指導や動機づけが必要なようである32。 

畑作技術は、中核農家の指導を受け、周辺農家に広まっている村もある。計画的に

一年中作物を生産できるようになり、収入が増加している世帯もある。県や州から表

彰を受けたり、農業局からココナツの苗の生産を委託されたりしている農家もある。

本事業で導入された新種のパパイヤの商業的生産も拡大している。周辺農家は、この

ような模範的な農家からアドバイスを受けているという。なお、中核農家の中には、

生産活動は順調であるが、収穫後処理やマーケティングといった新しい問題に直面し

ているところもあった。 

酪農は、前述のように畜産局の「デイリー・ファーム・ビレッジ」プログラムと統

合され、広がりを見せている。活動に参加している女性たちからは、稲作は年 2 回の

                                                   
32 東部州農業省の説明によると、これらの技術は労働集約型のため、4 エーカー以上の広い圃場を

持っている農家にとっては対費用効果が十分でなく、導入のインセンティブは低いとのことである。 
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収入であるが、牛乳の販売は、毎日収入をもたらすので家計の大きな助けになる、と

の声が聞かれた。 

養鶏（ブロイラー飼育）については、飼育を断念した農家が多い。内戦中は、県内

の鶏肉の流通は限定的であったので、農家は、生産した鶏肉を近隣の市場や商店に売

ることができた。内戦が終結し、ブロイラーを扱う大手企業がトリンコマリー県にも

進出するようになると、農家の生産した鶏肉は、売値が一定しない、大手企業より高

値である、などの理由で販売が困難になった。 

畜産活動には、住居環境の変化も影響を与えたようである。内戦終結後、インド等

に避難していた世帯も村に帰還し人口が増えたこと、すでに定住していた世帯も本格

的に生産活動を始めたことなどから、収穫物を食べてしまう可能性のあるヤギの飼育

や、汚臭が出やすい養鶏の実施を断念した農家も多い。 

籐手芸や裁縫などの収入創出活動向上は、一部の村で生産と販売が継続され、また

受益者が他の村に技術指導するなどの広がりも見せている。一方、生産物を家庭内で

消費するにとどまっており、販売や収入創出にはつながっていない村もある。 

 

表 2 事業対象村に導入された主な活動の実施・継続状況 

                             （2013 年 3 月時点） 

郡 行政村 自然村 稲作 畑作 酪農
養鶏

(ﾌﾞﾛｲﾗｰ）
ヤギ
飼育

収入創出
(籐手芸/
裁縫）

ペニケティ
ヤーウェワ

アターベンディ
ウェワ

→ ↗ ↗ → ↗

マイラクダー
ウェワ

→ ↗ ↗ ↘

ミリスウェワ/
ロタウエワ

↘ ↗ ↘ ↘

ノッチクラム → → ↗ →

ムリポタナイ ↘ ↗ ↗ → ↘

サーリヤプラ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗

タンパラカマ
ム・サウス

タンパラカマム ↗ ↘ → ↘ ↘ ↘

ニラベリ ニラベリ ↗ ↗ → ↘ ↘

ペルー アダンボーダイ ↘
クッチャベリ

ノッチクラム

モラウェワ

ムリポタナイ
タンパラ
カマム

 
↗：拡大または発展、 →：現状維持、 ↘：縮小または消滅 

出所：受益者へのインタビュー、住民組織との協議、既存レポートをもとに外部評価者作成 

  

表 3 が示すように、CMR で整備された主なインフラの活用状況は、ほとんどの村で

良好であり、住民は定期的に清掃や修理なども行っている。しかし、マイラクダーウ

ェワとミリスウェワの集会所は、農業サービス開発局が穀物倉庫として使用した後、

清掃がなされておらず集会に使用できない状態である。 
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表 3 CMR により建設/修復された主なインフラの活用・維持管理状況 

                       （2013 年 3 月時点） 

良く活用
されてい

る

活用され
ている

あまり
活用され
ていない

大変良
い

良い
問題あ

り

集会所 ✓ ✓
農業機械倉庫 ✓ ✓
集会所 ✓ ✓
農業機械倉庫 ✓ ✓

ミリスウェワ 集会所 ✓ ✓
ノッチクラム 農道 ✓ ✓

灌漑水路 ✓ ✓
村内道路 ✓ ✓
集会所 ✓ ✓
村内道路 ✓ ✓
農業機械倉庫 ✓ ✓
農民組織事務室（穀物
倉庫と商店を併設）

✓ ✓

農道 ✓ ✓
農業機械倉庫 ✓ ✓

ニラベリ ニラベリ 排水路 ✓ ✓
村内道路 ✓ ✓
給水施設 ✓ ✓

10 4 3 3 11 3

自然村
CMRにより

建設/修復された
主なインフラ

使用状況 維持管理状況

ムリポタナイ

サーリヤプラ

マイラクダー
ウェワ

アターベンディ
ウェワ

行政村郡

ペニケティ
ヤーウェワ

合計

ノッチ
クラム

ムリ
ポタナイ

タンパラカ
マム・
サウス

ペルー アダンボーダイ

タンパラカマム

モラ
ウェワ

タンパラ
カマム

クッチャ
ベリ

 
出所：受益者へのインタビュー、住民組織との協議、既存レポートをもとに外部評価者作成  

 

表 4 は、CMR を請け負った 11 の住民組織について、活動、会合、会費の徴収、会

計簿の作成などの状況を調査した結果である。全てにおいて良好なのは、1 組織、全

ておいて問題があったのは 2 組織、そのほかは中程度であった。活動が活発でなくな

ったのは、本事業の活動が終わり、活動資金や活動への支援が少なくなったことが主

な理由と考えられる。 

 

表 4 CMR を実施した住民組織の状況（2013 年 3 月現在） 

活動の
状況

会合の
開催

会費の
徴収

会計簿
の作成

女性
農村開発組合

A A A B

農民組織 B C B B
マイラクダー

ウェワ
農民組織 C C A B

ミリスウェワ
女性

農村開発組合
C C C C

ノッチクラム 農民組織 A C A A
農民組織 A B B B

農村開発組合 C C C C
サーリヤプラ 農村開発組合 A B A A

タンパラカマ
ム・サウス

タンパラカマム 農民組織 A A A A

ニラベリ ニラベリ 農村開発組合 A B B B
ペルー アダンボーダイ 農村開発組合 C C C B

自然村
CMRを実施した住

民組織

住民組織の状況

クッチャベリ

タンパラ
カマム

行政村郡

ペニケティ
ヤーウェワ

ノッチクラム

ムリポタナイ
ムリポタナイ

モラウェワ

アターベンディ
ウェワ

 
注：  活動の状況 A:活発  B:中程度 C:ほとんどない 

会合の開催 A:頻繁に開催している B:時々開催している C:ほとんど開催していない 

会費の徴収 A:ほぼ全員から徴収している B：一部からのみ徴収 C:徴収していない 

出所：受益者へのインタビュー、住民組織との協議、既存レポートをもとに外部評価者作成  
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なお、表 5 が示すように、対象村の住民組織に供与した農業機械については、市場環

境の変化、維持管理不足などにより、あまり十分に活用されていない。トラクターに

ついては、2 年ほどは効果的に活用されていたが、その後、修繕費がかさむようにな

ると、農民組織が修繕費をねん出できず、活用されなくなるか、もしくは、管理の煩

雑さから、農民に貸し出すことはせず、農民組織の活動のみに活用しているようであ

る。本来、農民組織がトラクターを農民に安価に貸し出すことで、生産コストが削減

されることが期待されていた。しかし農民組織は、農民から料金を徴収して農業機械

をレンタルするといった複雑な事業経営の経験に乏しく、レンタル事業としての効果

は長く続かなかったようである。 

 

表 5 住民組織に供与された農業機械類の活用状況（2013 年 3 月現在） 

維持管理の責任をもつ
住民組織名

機材 活用状況 注

4輪トラクターとトレーラー C 修理の資金が不足。

ツナミ脱穀機* C 人気がなくなった。

2輪トラクター B 農民組織の活動のみに使用。

種籾クリーニングセット C 興味が薄れた様子。

ミリスウェワ農民組織 2輪トラクター B 農民組織の活動のみに使用。

ノッチクラム農民組織 種籾クリーニングセット C 興味が薄れた様子。

4輪トラクターとトレーラー B 農民組織の活動のみに使用.

ツナミ脱穀機 C 人気がなくなった。

コンバインハーべスター C
故障が多い。修理の資金が不足。民間業
者から安く借りられるようになった。

2輪トラクター B 村の共同作業でのみ使用。

種籾クリーニングセット A 活用し、他の村にも貸出ている。

マイラクダーウェワ
農民組織

アターベンディウェワ
農民組織

タンパラカマム
農民組織

サーリヤプラ
農村開発組合

 

注：A:良く活用されている  B:時々活用されている C:ほとんど活用されていない 

- ツナミ脱穀機と呼ばれているのは、インド洋スマトラ沖津波の直後に広く使用された脱穀機。

当時は人気があったが、内戦終結後、コンバインハーベスターが当地方に導入されると人気

がなくなった。ツナミ脱穀機は手で刈取って脱穀機に入れる必要があるが、コンバインハー

ベスターは刈取りも脱穀も自動なことが理由である。 

出所：受益者へのインタビュー、住民組織との協議、既存レポートをもとに外部評価者作成 

 

3.2.2.5 上位目標達成度 

上位目標の達成度を測るためには、「コミュニティ行動計画の策定されたコミュニテ

ィ数」と、「トリンコマリー県の農業生産量及び世帯収入等経済指標」の 2 つの指標が

設定されていた。 

 

1） 指標 1 

指標 1 は「CAP の策定されたコミュニティ数」である。本事業の対象地域以外で、

CAP が策定されたのは合計 8 村であった。内訳は、事業終了後のモデル普及を促進す

るために、事業期間中にワークショップを実施し、CAP が策定されたのが 3 村、その

後、普及の段階で実施したのが 5 村であった。上述のような様々な阻害要因のため、

その後、CAP の策定は活発に実施されていない。 
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2） 指標 2 

指標 2 は「トリンコマリー県の農業生産量及び世帯収入等経済指標」である。近年

の同県の農業生産性に関する統計によると、稲の作付面積は年々順調に拡大している

が、生産量については、2011 年は大きな伸びがみられたが、2010 年と 2012 年は洪水

や干ばつの被害が大きく、生産量は落ち込んでいる。 

メイズ、赤玉ねぎ、コウピ、グラウンドナッツ、グリーングラム、ブラックグラム、

チリなどのその他農作物と野菜に関しては、作付面積、生産量とも、2008 年までは増

加傾向にあるが、その後ははっきりした傾向はつかめない。東部州農業省の説明によ

ると、2010 年の大洪水の影響、市場の需要の変動、種苗の入手可能性などの要因で変

動している可能性が高いとのことである。また、統計のためのデータも完全に収集さ

れているとは言えないとのことである。 

社会経済指標について、スリランカ統計局が定期的に実施している「世帯収入およ

び支出に関する調査」の最新版(2009 年)
 33を参照したところ、トリンコマリー県の月

平均世帯収入額の平均値は Rs.24,291 であり、全国 22 県中34、4 番目に低い。また同

県の貧困指数(Poverty Headcount Index)は 11.7%であり、全国で 6 番目に高い。なお、

2009 年以前は、治安の関係で同県は調査の対象となっていないため、収入や貧困指数

が改善傾向にあるかどうかは不明である。 

 

以上のように、上位目標達成のためのモデル普及に関して、サブモデルの普及やテ

キストの活用はなされているが、全体パッケージの普及には至っておらず、また対象

村における活動の継続や発展状況についてもいくつかの課題がある。上位目標の達成

度を測る指標に関しては、CAP の策定数は限定的であり、県の農業生産は増加傾向に

あるとは言えない。これらのことを考え合わせると、上位目標は現時点では達成され

ていないといえる。 

 

 3.2.2.6 その他のインパクト 

事後評価時の農民への聞き取りにおいて、「治安が悪く、外部からの支援が制限さ

れていた時期に本事業により多大な支援を得られたことは、大変心強かった、一生忘

れられない思い出である。力づけられたし、感謝に絶えない」といった声が聞かれた。

治安が安定せず、支援の届きにくい地域における支援であったことや、治安の悪化な

ど不安定な状況下での支援の継続は、受益者の精神的な支えとなっていたようである。 

また、本事業では、3 民族のバランスを勘案して対象村を選択し、対象地域の民族

に合わせて、事業スタッフを配置するなどしており、事業実施中および終了後、民族

間の関係からの負のインパクトは発現していない。 

                                                   
33 Household Income and Expenditure Survey, 2009/2010, Department of Senses and Statistics, Sri Lanka. 
34 スリランカには県が 25 あるが、キリノッチ、マナー、ムラティブ県は治安の関係で 2009 年の

調査対象になっていない。 
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本事業の実施により、プロジェクト目標は事業終了時に概ね達成されており、有効

性は高い。上位目標の達成に関しては、サブモデルの普及や拡大が実現しているのは

評価に値するが、全体パッケージの普及は実現しておらず、対象村における活動の継

続・発展にも一部課題がある。このため、有効性・インパクトは中程度である。 

 

3.3 効率性（レーティング：③） 

3.3.1 投入 

 当事業の投入の計画と実績は下表のとおりである。実績はほぼ計画通りであり、特

に問題は見られない。 

 

表 6 本事業の投入の計画と実績 

投入要素 計画 実績 

(1) 専門家派遣 ・長期：チーフアドバイザー、農

村開発、農業、農村基盤整備、

業務調整の 5 分野 

・短期 2~3 名 

計画通り 

(2) 研修員受入 農業普及、農業技術、農村基盤整

備など年 1～2 名程度 

ほぼ計画通り（合計 6 名） 

(3) 第 3 国研修 なし 計画通り（なし） 

(4) 機材供与 車両、農業機械、種子、肥料、事

務機器他 

計画通り 

協力金額合計 合計 490 百万円 合計 484 百万円 

相手国政府投入

額 

合計 80 百万円 合計 23 百万ルピー(事業終了時

の為替レートで約 18 百万円)。

カウンターパートの給与除く 

 

3.3.1.1 投入要素 

長期専門家は、チーフアドバイザー、農村開発、農業、農村基盤整備、業務調整の

5 分野で合計 6 名（150MM）が本事業に従事した。短期専門家は、プロジェクト計画、

プロジェクト評価、農家経営の 3 分野で計 3 名(6MM)が従事した。研修員受け入れに

ついては、村落開発指針、政府職員の村落開発への係わり、日本における農業、畜産

技術普及政策、灌漑管理システムのテーマで合計 6 名が派遣された。資機材の供与に

ついては、車両、農業機械、種子、肥料、事務機器他であり、計画通りであった。 

 

3.3.1.2 協力金額 

 日本側の投入金額は、約 490 百万円を予定していた。投入金額の実績が 484 百万円
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であり、事業費の実績は計画内に収まった（計画比 98％）。 

 

3.3.1.3 協力期間 

協力期間は 2005 年 10 月から 2009 年 10 月までの 4 年間の計画であり、実績も 4 年

間であり計画通りであった（計画比 100%）。 

 

3.3.1.4. 外部条件 

本事業の英文 PDM には、前提条件として「停戦協定が継続し治安が確保されるこ

と」が、成果達成のための外部条件として「事業対象地域の治安が確保され、政府職

員や専門家が技術移転活動を継続することができる」が挙げられていた。停戦協定が

崩れ、治安が極度に悪化し、専門家が一時避難した後に実施された中間評価において

も、この前提・外部条件は PDM に保持された。本来ならば、前提条件や外部条件が

明らかに崩れている場合は、現状に合わせて事業のフレームワークを見直すことが望

ましい。しかし、本事業ではそのような試みは中間、終了時評価時いずれにおいても

なされなかった。当時の JICA 関係者からの聞き取りによれば、JICA や在スリランカ

日本大使館が、紛争影響地域での支援事業として当事業の継続を奨励していたこと、

相手国関係者の期待や、専門家チームの意欲が高かったことなどを背景に、当初計画

した目標を変更することなく活動が継続されたとのことである。  

 

以上より、本事業は協力金額が計画内に収まっており、協力期間も計画通りである

ため効率性は高い。 

 

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

本事業では農村の活性化をめざし、住民参加を重視した開発アプローチがとられた。

現行の東部州の開発政策(Eastern Development Plan 2006-2016）は、インフラ再建とコ

ミュニティ開発を実践することを指針として作成されており、また、適切なコミュニ

ティ開発モデルが実践されることを重要目標のひとつとしている。また現在、州政府

も中央政府も、住民参加を重視したプロジェクトを実施しており35、経済開発省次官

補へのインタビューでも、特に農業分野において、住民参加は不可欠であるとの意見

が表明された。このように、住民参加を重視した開発アプローチが同国政府の政策上

重要視されていることは、本事業のアプローチの普及において促進要因である。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

前述のとおり、TRINCAP 全体モデルの普及のために、終了時評価で提案された「郡

                                                   
35 ガマネグマ、デビネグマ、デイリー・ファーム・ビレッジなど。 
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レベル実施チーム」が形成されたが、機能しなかった。州・県レベルの「調整・モニ

タリングチーム」は州や局の既存の定例会議に統合され、JICA 支援のフェーズ 3 まで

は継続された。現在は、TRINCAP サブモデルの実施は省や局の既存の事業に統合され

ているため、モニタリングも州や局の進捗確認会議の一環として実施されている。 

上述のように、今後の本事業の効果の拡大は、サブモデルが省や局の既存のプログ

ラムに統合された形で継続される予定である。そのため、特に農業技術の普及を担当

している現場行政官の、対象村における充足状況について調べたところ、紛争終結後、

現場行政官のポストは充足されつつあるが、まだ一部、欠員や兼務があることがわか

った。なお、農業サービス開発局の説明では、他の多くの県において農業サービスセ

ンター毎に配置されている「農業生産調査補助員（Agriculture Production Research 

Assistant）」がトリンコマリー県やバティカロア県では未配置なことが、農民への技術

指導のフォローアップが行き届かない一因であるとのことである。経済開発省の次官

補の説明によれば、北・東部州における同職員の採用を推進する方針であり、2013 年

末には配置を完了する予定とのことであった。 

なお、現地調査では、農業指導員が住民に親身にアドバイスをし、両者の信頼関係

が築かれている様子も観察された。一方、農業指導員がめったに村に来ないので、旧

来の耕法に戻ってしまっている、といった声も農民から聞かれた。 

また前述のように同国では、農業部門だけをとっても行政関係者は多岐にわたり、

各組織の役割は縦割りの傾向が強く、連携が難しいこと、CAP ワークショップなど、

住民参加型の計画策定を行うにあたって、リーダーシップを発揮できる適当な部署が

ないこと、住民の提案を予算に反映できる制度となっていなことなど、住民参加型の

計画策定・支援策を実施する上の制度的な課題がある。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

本事業で導入された技術はいずれもスリランカ政府が奨励しているものであり、現

場職員にとって習得が困難なものではない36。東部州農業省の幹部によれば、現在、

職員の技術習得状況に大きな問題はないが、新任の職員もおり、サブモデルの技術を

含む農業技術習得や普及手法の向上には継続的な取り組みが必要であることから、現

役職員対象のトレーニングを適宜実施しているとのことである(下表参照)。研修の中

には、本事業で導入された技術の普及に関連するものもある。なお、職員のトレーニ

ングは、以前はドナー支援の事業でのみ実施していたが、近年は州政府独自の予算が

確保できるようになった。また、2012 年について調べたところ、現場職員のほぼ全員

が何等かの研修の機会を得ている。 

 

                                                   
36 例えば、パラシュート法や筋播直播法は、近年、州農業省、中央政府農業省ともに導入を奨励し

ている。本事業では、このように奨励されていながら、効果的な普及や成果のデモンストレーショ

ンなどができておらず、普及が進んでいなかったものをとりあげたものである。  
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表 7 東部州トリンコマリー農業局職員の研修参加実績(2012 年） 

研修名 参加者(参加人数） 研修期間 

畑作拡大プログラム 農業普及員(3) 3 日 

コメ増産パッケージ 農業普及員(32)、テーマ別指導員（1） 5 日間 x 3 回 

野菜栽培の総合的害虫対策  農業普及員(32) 3 か月 

ネットハウス栽培 農業普及員(5) 3 日間 x 2 回 

小規模灌漑システム 

(民間企業主催） 

農業普及員(32)、テーマ別指導員(5)、

農業オフィサー(3) 

1 日 

 

出所：東部州農業省 

 

表 8  東部州トリンコマリー県畜産局職員のトレーニング参加実績(2012 年） 

研修名 参加者(参加人数） 研修期間 

情報処理技術セミナー 州ディレクター(1)、獣医(22) 1 日 

新任獣医対象人工授精研修  獣医(20) 4 日 

生産性プログラム 獣医(15) 2 日 

牧草栽培プロモーション  
州農業省幹部、州ディレクター、獣医   

(合計 100） 
1 日 

獣医・家畜開発職員会議  
州畜省ディレクター、獣医、家畜開発

オフィサー(合計 50） 
1 日 

出所：東部州農業省 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

東部州農業省のプログラム予算のうち、農民へのトレーニングやデモンストレーシ

ョン用の資機材の購入のための予算を表 9 に示した。毎年、物価上昇や活動の拡大の

ために必要な増額がなされていことは評価できる。しかし、2013 年の同予算は 17.9

百万ルピーであり、同州の農家の数 94,000 世帯(2009 年)で単純に割ると、1 世帯につ

きわずか 190 ルピーとなり、全体的に予算は限定的であると言わざるを得ない。 

また同省は以前、農民への農機具や牛の支給を無償で実施していたが、近年は、農

民も費用の一部を負担する方法に切り替え、オーナーシップを醸成する方針である。

今後は、このような受益者の一部負担に加え、民間企業との連携も強化し、予算を効

果的に活用することが必要と思われる。 

なお、CMR については前述のように、ドナー支援の事業における予算を活用して実

施していく方針であり、事後評価時にはその一例を確認することができた37。 

                                                   
37 中・大規模のインフラ整備事業はドナー資金を活用し、維持管理は政府予算で賄うのがスリラン

カでは一般的である。なお、政府予算で実施される小規模のインフラ整備や維持管理で CMR を活

用することについては、農民へのトレーニングの実施や、工事実施の際の指導やモニタリングを政

府機関が行う必要があることを考えると、あまり効率的でないという意見が政府職員から聞かれた。 
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表 9 東部州政府の農民に対する訓練と資機材購入に関する予算 

（単位：百万ルピー） 

項目/年 2010 2011 2012 2013 

農業     

トレーニング 0.8 0 4.0 1.7 

資機材購入 9.1 1.5 5.1 8.2 

小 計 9.9 1.5 9.1 9.9 

畜産     

トレーニング 0 0.5 3.0 4.0 

資機材購入 0 0.5 1.0 4.0 

小 計 0 1.0 4.0 8.0 

合  計 9.9 2.5 13.1 17.9 

出所:東部州農業省提供資料 

 

以上より、本事業は、カウンターパートの体制に一部改善が必要な点があり、また

技術や財務状況もさらなる強化が必要と思われることから、本事業によって発現した

効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

 本事業は、スリランカのトリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復

興のための開発モデルを構築することを目標に実施された。 

復興支援や農業分野への支援は、計画時の同国の政策上の重点課題であったこと、

内戦の影響で開発が遅れていた東部州への支援ニーズが高かったこと、日本の対スリ

ランカ援助政策においても復興支援は重点分野であり、本事業の妥当性は高い。 

プロジェクト目標の「トリンコマリー県において、住民参加型による農業農村復興

のための開発モデルが構築される」は、事業終了時には概ね達成されており、有効性

は高い。上位目標に関しては、本事業で導入された、稲作、畑作、酪農などセクター

毎の生産技術に係わるサブモデルが、州政府の既存の事業と統合され普及しているが、

CAP の策定を基本とした総合的な開発モデルである TRINCAP 全体パッケージの有効

性や普及性は、事業期間内に検証されておらず、その後の普及も実現していない。ま

た、事業対象村における活動の継続・拡大にも一部課題がある。このため、有効性・

インパクトは中程度と判断する。 

協力金額は計画内に収まっており、協力期間も計画通りであり、効率性は高い。持

続性については、カウンターパートの体制に一部改善が必要な点があり、また技術や

財務状況もさらなる強化が望ましいことから、中程度と判断する。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 
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4.2 提言 

 4.2.1 カウンターパートへの提言 

① 本事業の重要なアプローチである、住民参加型の計画策定については、幹部行政官

の理解は深まっているものの、全体パッケージの普及の限界にともない、現在、組

織的に推進されていない。本事業で実施したような 3 日間にわたる総合的な CAP

の実施による計画策定は難しいとしても、現行の制度を改善して、住民参加型の計

画策定を実施する可能性は十分ある。たとえば、現在策定されている各種計画（農

業指導員が作成する耕作期計画など）の策定や実施の過程で住民の参加をさらに促

進すべく、ニーズの調査と記録、策定した計画の住民との共有、進捗モニタリング

への住民の参加、などを導入することは検討に値する。また、このような住民参加

型のアプローチを、現行の各種会議（たとえば郡の農業調整委員会や村での耕作期

会議など）においてモニタリングする方法もある。 

② フォローアップ協力による当事業のモデル普及支援の際には、TRINCAP サブモデ

ルの普及の可能性や課題についての検証も行われた。現在、東部州政府および関係

機関は、既存のプログラムへの統合などを通してサブモデルの普及に取り組んでい

るが、これらの検証結果を改めてレビューし、サブモデルの普及の目標を明確に定

めるとともに、普及体制をより効果的なものとしていくことが望まれる。 

③ 対象村の農民は、本事業で導入された生産技術の有効性を認めてはいるものの、

様々な理由で継続に至っていない例が多くみられる。本事業で導入された生産技術

をさらに普及・定着させるためには、現場行政官による定期的な農家訪問や動機づ

けなどによる継続的なモニタリングやフォローアップが必要と思われる。 

④ 本事業で住民組織に供給した農業機械類は、現在活用されていないものもあり、農

業サービス開発省などによる適切なフォローアップが望まれる。例えば、当該住民

組織と協議し、維持管理や財務などの課題があれば解決に向けて支援するとともに、

住民組織に活用の意向がない場合は、農業サービス開発省が引き取り、研修に活用

するなどの方法が考えられる。 

 

 4.2.2  JICA への提言  

現在 JICA スリランカ事務所主管で実施中の「スリランカ国紛争影響地域における

コミュニティ開発人材育成プロジェクト」において、行政官の能力強化に取り組む際

には、上述の提言①と③に記載した、住民参加型の計画策定や、行政官による農民の

継続的なモニタリングやフォローアップの重要性についても採りあげることが望まし

い。また、住民参加型の計画策定や、行政官による農民の継続的なモニタリングやフ

ォローアップについては体制や制度上の課題もあり、能力強化のみでは実現しにくい

と思われるため、体制や制度上の課題の改善（たとえば提言①で例として挙げたよう

な現行の各種会議や計画の活用）にもカウンターパート機関が取り組んでいるかどう

かについて、モニタリングすることが重要と思われる。  
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4.3 教訓 

(1) モデル開発やパイロット事業の普及を目的とする協力事業を計画する際には、以

下の点に留意する必要がある。 

 モデルの開発は本来、特定地域における活動の手法やアプローチを取りまとめ

た後、別の地域や違った環境下で同様の手法やアプローチを実施することによ

り、それらの有効性や普及性を検証し、改善を加える、といったプロセスが必

要となる。このようなプロセスを経ないまま、協力活動の結果を「有効なモデ

ル」と見なし、普及計画を策定するのは無理があることに留意する必要がある。 

また、本事業終了後のモデル普及支援のフェーズ 1 においては、モデルの検証

や調整・改善、新しい地域における行政機関の調整や環境整備、人材育成など、

専門性を要する作業が必要となった。東部州には普及事業を実施した経験がな

かったため、これらの作業の実施には、JICA からの支援が重要な役割を果た

した。このようなことから、事業の成果をモデルとして構築・普及することを

目指す際には、協力期間中にモデルの検証や調整・改善を行うような事業計画

とすることが望ましい。 

 モデルを構築し普及を目指す協力事業では、どのようなモデルを構築するのか、

誰が普及するかを計画時に十分検討したうえで、事業のデザインや投入量を策

定することが重要である。例えば、協力期間終了後に協力相手国政府が普及す

ることを前提とするモデル構築であれば、実施を担当する機関の制度、組織・

人員体制、技術や予算などを十分考慮したうえで、普及性の高いモデルを構築

するのが適切である。ドナーや NGO の支援を活用して普及することを前提と

したモデル構築であれば、将来のドナーや NGO の支援の方向性を分析のうえ、

それに見合ったモデルを構築するのが適切である。 

(2) 本事業は、治安の悪化により活動や移動の制約が多々あり、事業の前提・外部条

件であった「停戦協定が守られる」や「治安が確保される」も崩れている中での

実施となった。事業関係者の多大な努力により、成果や目標はほぼ計画通り達成

されたが、不安定な状況下の実施のため、多投入型の事業とならざるを得なかっ

たことを一因として、事業終了後の効果の持続や上位目標の達成には課題が残さ

れた。また、事業関係者が、爆弾や軍事衝突に巻き込まれなかったのは幸いであ

ったが、当時の状況を考えると、そのような可能性があったことは否定できない。

このようなことから、紛争影響地域における事業の実施にあたっては、治安状況

の悪化や前提・外部条件の崩壊などを考慮し、適時・適切な状況分析のもと、事

業の枠組みを柔軟に見直すことを検討すべきであると思われる。 

 

以 上 


