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（集落レベルにおける住民参加型自然資源管理モデル）

評価結果要約表 

１．案件の概要

国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：地方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト

（1）所管部署：ネパール事務所  

※本調査は地球環境部森林・自然環

境保全第一課が所管して実施

援助形態：技術協力プロジェクト

（2）協力期間： 

2009年 8月～2014年 7月（5年間）

先方関係機関：森林土壌保全省（MoFSC）、土壌保全流域管理

局（DSCWM）、地方開発省（MoLD）、対象 8 郡土壌保全事務

所（DSCO） 

１－１．協力の背景と概要

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）の人口の約半数が居住する中山間地では、

急峻な地形による農地の土壌流出や斜面崩壊による生産性の低下、インフラストラクチャーの未整備

から、住民の多くは貧困層であるとされる。貧困を背景にした森林の無計画な伐採も土壌流出の原因

となっており、住民の生計向上と緑化、森林保全を含む土壌保全･流域管理の取り組みは、貧困対策、

社会的弱者対策の面からも今後一層推進する必要性が高い。

このような背景から、国際協力機構（JICA）は｢村落振興･森林保全計画プロジェクト（1994 年～

2005 年）｣を実施し、プロジェクト実施機関の DSCO の事業実施管理能力の強化とともに「サビハ

（SABIHAA）モデル1」をネパール側のシステムとして定着させるに至った。他方、プロジェクト終

了後も DSCO が貧困農民支援（2KR）見返り資金により普及･展開事業を実施しているものの、事後

モニタリングの結果、広域な〔村落開発委員会（VDC）を越えた〕流域を単位とした事業計画が実施

されない、また、DSCO の対応可能な範囲を超えた多様な落開発ニーズ（歩道･車道の開設･修繕、学

校の修繕、識字学級の開催等）に応えきれていない等の新たな課題が明らかにされた。

このことから、ネパール MoFSC 傘下の DSCWM は、現在の地方自治強化の流れを念頭に置きつつ、

住民参加型の流域管理事業の実施体制の向上と改善された事業実施体制の下で事業を実施していく

プロセスを通じ、VDC 及び郡開発委員会（DDC）等の地方行政機関との相互協力･連携を視野にいれ

た広域流域管理と総合的村落開発を実現することを重視し、ネパール国政府からわが国政府に対し技

術協力の要請がなされた。これを受け JICA は、DSCWM をカウンターパート（C/P）機関として、｢地

方行政強化を通じた流域管理向上プロジェクト｣（以下、「本プロジェクト」と記す）（2009 年 8 月か

ら 2014 年 7 月）を実施している。 

本中間レビュー調査は、プロジェクト開始後約 2 年半が経過した 2012 年 1 月、ネパール関係機関

と合同で本プロジェクトの目標達成度、成果等を評価 5 項目に基づき確認･分析するとともに、今後

のプロジェクト運営を進める上での課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取りま

とめ、合意することを目的として実施された。

１－２．協力内容（改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）1.8 版に基づく） 

（1）上位目標：MoFSC と MoLD のイニシアティブにより、プロジェクト対象以外の郡において暫

定地方自治体と DSCO の協働による参加型流域管理事業が適用される。 

（2）プロジェクト目標：プロジェクト対象 8 郡において、暫定地方自治体と DSCO の協働による

参加型流域管理事業が実施される。



（3）アウトプット： 

1. 対象郡の DSCO 職員の参加型流域管理事業の実施能力が向上する。

2. 対象地域住民の参加型流域管理事業と地方行政に関わる能力が強化される。

3. 地方行政ラインに基づき、参加型流域管理事業の実施体制〔VDC、DDC、集落調整委員会

（WCC）等の連携〕が強化される。 

（4）投入（評価時点） 

①日本側

 専門家派遣：シャトル型専門家派遣： 4 名  

 機材供与：約 456 万円  

ローカルコスト負担：約 1 億 3,000 万円（1 年次～3 年次合計） 

（一般業務費、ローカルコンサルタント庸上費、工事費等）

研修員派遣（第三国研修）：31 名 

②ネパール側

主な C/P 人材の配置：13 名 

（MoFSC 次官補：プロジェクトダイレクター、DSCWM 局長：プロジェクトマネジャー、MoLD

課長 1 名、 

DSCWM 職員 2 名、対象 8 郡 DSCO 所長 8 名） 

土地・施設提供（専門家、プロジェクトスタッフ事務所他）

プロジェクト運営費：約 5,700 万円 

（2010 年度対象 8 郡での SABIHAA モデル複製事業費含む） 

（モチベーター雇用費、C/P の旅費、会議費、車両用燃料一部負担） 

２．レビュー調査団の概要

団員構成 日本側

（団長/総括）睦好 絵美子 JICA 地球環境部

森林・自然環境保全第一課長

（流域管理）岩佐正行 林野庁経営企画課

企画官

（地方行政/村落開発）宗像朗 JICA 国際協

力専門員

（評価計画） 吉倉利英 JICA 地球環境部森

林自然環境保全第一課 特別嘱託

（評価管理(1)）菊地健士 JICA ネパール事

務所所員

（評価管理(2)）Mr. Narendra K. Gurung JICA

ネパール事務所所員

（評価分析） 白井和子 株式会社 VSOC 

ネパール側

Mr. Narayan Bahadur Thapa, Under Secretary

MoLD 課長 

Ms. Radha Wagle, Assistant Planning Officer, 

MoFSC 企画事務官 

Mr. Indra Bahadur Malla, Monitoring Officer, 

MoFSC 土壌保全局モニタリング担当官 

調査期間 2012 年 1 月 19 日〜2 月 9 日 

３．調査結果の概要

３－１．実績の概要

プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標：プロジェクト対象 8 郡において、暫定地方自治体と DSCO の協働による参加型

流域管理事業が実施される。〈アウトプットの達成度、活動の達成状況は本文第３章を参照〉



 

 

以下で示すとおり、プロジェクト目標の指標 1 は既にその目標値を達成している。指標 2 について

は、5 年次に対応する予定。 

指標 達成状況 

指標：1）地域資源管理計画で示

されたサブ・プロジェクトのう

ち少なくとも 5％が地域組織や

他機関との協調融資・連携で実

施される。 

2 年次では、306 件のサブ・プロジェクト中、102 件（33.33%）

が DDC/VDC 等の協調融資･連携により実施されている。また、

34VDC のうち、23VDC（58.8%）において資金/資材連携がな

されている。 2010 年度のプロジェクト支援は 1,953 万円のと

ころ、プロジェクト以外の地方組織による支援は約 757 万円で

あった。 

指標：2）全 8 郡の DSCO と DDC

により合同モニタリング評価が

実施される。 

プロジェクトでは、DSCO と DDC 合同モニタリング評価は

5 年次に実施予定。 

 

３－２．レビュー結果の要約 

 

評価 5 項目に基づくレビュー結果は以下のとおりである。詳細については、本文第５章に記述して

いる。 

項目 レビュー結果 主な理由 

妥当性 高い 

（+）ネパール、日本国両政府の政策との整合性 

（+）ターゲットグループ（地域住民）のニーズとの整

合性 

有効性 高い 
（+）協調融資/連携によるサブ・プロジェクトの実施率

の目標値以上の達成 

効率性 非常に高い 

（+）日本側投入実績の適切さ 

（+）DSCO 職員の蓄積、過去プロジェクトの教材の活

用 

インパクト 

正のインパクト

が既に見られて

いる 

（+）DSCWM による SABIHAA モデル複製事業の拡大

持続性 高い 
（+）DSCWM の SABIHAA モデル複製事業の予算付け

（+）SABIHAA モデルの拡大による制度化への期待 
 

３－３．結論 

 本プロジェクトの目的は、郡レベルでの DSCO と地方行政との関係を強化し、DDC、VDC の

予算を活用して、住民生活に直結した参加型流域管理事業（SABIHAA モデル）を促進するこ

とである。 

 SABIHAA モデルはコミュニティレベルでの土壌保全・流域管理活動を推進し、住民のエンパ

ワーメントや住民のニーズを反映させ実現するツールとして、DSCWM 関係者に定着してい

る。同モデルの特徴は、WCC を中心に、住民ニーズに基づいた地域資源管理計画の作成と事

業実施、住民の能力向上、貧困、職業カースト、女性の資源管理向上（POWER）活動を通じ

た女性や社会的弱者の包摂、高い透明性等である。DSCWM 関係者や今回訪問した村でもこれ



らの共通認識が浸透している。

 プロジェクトでは、8 郡 34VDC306 集落（ward）で WCC を形成し、毎年 1 件ずつ参加型流域

管理事業サブ・プロジェクトと POWER 活動を実施し、全集落で計画－実施―評価を 3 サイク

ル（3 年間）繰り返すことを通じて、関係者の能力向上を図っている。

 参加型流域管理事業サブ・プロジェクトには道路法面保護や土砂崩の防止等の土壌保全や流域

管理ほか、住民ニーズの高い給水、道路の補修等も含まれ、POWER 活動はヤギ飼育や生姜栽

培など生計向上が中心である。したがって、DSCO の他、DDC、VDC やほかの郡レベルの政

府機関の開発予算を引き出すことが SABIHAA モデルの持続性、村落の生活向上のためにも重

要である。

 プロジェクトでは、DSCO、VDC、モチベーター、WCC、POWER グループの能力強化のため

14 コースを実施し 1,243 人が研修を受講しており、特に WCC の能力向上は重要視されている。

全 WCC は毎年、組織管理、他機関との連携等 5 項目による自己評価も行い、事業の実施を通

じた成長を目指している。

 既に 8 郡 34VDC306 集落中、23VDC102 集落（33％）で DDC から資金や資材提供によるサブ・

プロジェクトが予想以上（プロジェクト目標指標は 5％）に順調に進んでおり、2010 年度は

VDC・DDC から 757 万 NRs、プロジェクトから 1,953 万 NRs がそれぞれサブ・プロジェクト

に支出された。DSCO やモチベーターが WCC から VDC への働きかけの強化を一層支援し、

関係強化を図れば、プロジェクト後半では、さらに連携が進むことも可能である。

 上位目標である「対象地域以外への展開」も、達成される可能性が高い。DSCWM は 2006 年

から本プロジェクト対象 8 郡の 49VDC で SABIHAA モデル複製活動を開始、現在は 33VDC で

実施中である。対象地域外へは 2010 年から 3 郡 3VDC での複製活動を開始し、DSCWM は今

後も徐々に対象郡を拡大していく計画である。

 プロジェクト終了後の持続性の確保のため、DSCWM 予算による複製活動においても、本プロ

ジェクトが取り組んでいる DDC、VDC との協力の制度化、定常化が望まれる。プロジェクト

は今後、複製活動の現状分析、複製活動における地方行政との連携事例の向上、研修等の支援

を行うことが望ましい。

 以上のような SABIHAA モデルの展開のためには、中央レベルで MoFSC や MoLD、関係ドナ

ーとの SABIHAA の経験や成功事例の共有が重要であり、「プロモーションパッケージ」やセ

ミナーの開催等を通じて「発信」に力を入れることが重要である。

３－４．提言

【MoFSC への提言】 

(1) SABIHAA moderunoseidokay 

・MoFSC と MoLD 連名による合意書を発出し、本プロジェクトを実施するうえで SABIHAA モ

デルと地方行政のシナジー効果を促進すること。

・SABIHAA モデル複製事業の拡大。 

・SABIHAA モデル複製事業を本プロジェクト対象郡以外に拡大すべく人員と予算を確保するこ

と。

(2) 持続性を担保するための作業部会の設置 

・上記 1、2 を検討、実現すべく関係機関／局から構成される作業部会を設置すること。 

(3) 更なる連携 

・DSCWM と森林局、省、局、プロジェクト間の連携、及び MoLD ほか他省との連携を強化す

る。



 

 

【DSCWM への提言】 

1） 土壌保全流域管理戦略への SABIHAA モデルの適用 

・DSCWM 策定中の土壌保全流域管理戦略への SABIHAA モデル適用に関し、具体的な作業工

程、実施体制、予算、他関係機関との連携も含め、具体的に議論すること。 

2）SABIHAA モデルの広報 

・地方行政・コミュニティ開発プログラム（LGCDP）、大統領チュリア保全プログラム等関連事

業と SABIHAA モデル複製事業の経験を共有すること。 

3）現場レベルの協働 

・WCC、VDC、DDC 間調整を強化。DDC 会合の活用も期待される。 

4）DSCO 職員能力向上 

・DSCO 職員向けに SABIHAA モデルに関する研修を定常研修に組み入れ実施すること。 

 

【MoLD への提言】 

1) SABIHAA モデル複製事業の制度化 

・MoFSC 向け提言１）と同文。 

2）SABIHAA モデルの活用 

・LGCDP への SABIHAA モデルの活用を検討し、地方行政機関向けガイドラインに反映させる

こと。 

3）他省との連携 

・DDC が策定する地方開発計画においてセクター地方事務所間の連携を強化すること。 

4）SABIHAA モデルによる WCC 計画の統合化 

・WCC が策定する計画の VDC の計画への統合を模索し、WCC と集落住民委員会の調和化を促

進すること。 

 

【プロジェクトへの提言】 

1）SABIHAA モデル複製事業の広報 

SABIHAA モデルの経験や有効性を明確に広報するため、以下の活動をプロジェクトに含める

ことを提言する。 

・WCC 活動の優良事例や教訓の収集・分析。 

・SABIHAA モデルの「プロモーションパッケージ」（DVD、パンフレット、事例集等）の作成。

・DSCWM 主導による SABIHAA モデルに関するワークショップ、セミナー等の開催。 

2）SABIHHA モデル複製事業への支援 

SABIHAA モデル複製事業の拡大、ひいては上位目標達成のためにも以下の活動を付加すべき

である。 

・ネパール政府による複製事業拡大のための現実的な方策の検討と分析。 

・SABIHAA モデル複製オペレーションガイドラインの改訂支援。 

3）開発省との連携 

MoLD、DDC との連携を更に深めるべく、現場の経験の共有を図る。LGCDP と連携している

JICA の他プロジェクトとも情報交換を進める。 

4）レベルの協働 

SABIHAA モデル複製事業の推進のため、WCC の資金源へのアクセスの更なる向上のため、

以下の取り組みを行う。 

・集落、VDC、DDC 間の連携を深め、郡や VDC の計画策定プロセスに WCC や POWER グループ



支援のための調整を図ること。

・集落レベルの総合計画策定時に WCC の地域資源管理計画との調和化を促進する。そのためには、

森林グループ等、関連した住民グループとの連携が図られること。

【合同調整委員会（JCC）への提言】 

1） 上位目標の指標の見直し 

現行 PDM1.8 の上位目標には、MoFSC と MoLD の「イニシアティブ」の測定指標が明示

されていない。調査団は「『SABIHAA モデルをより良い流域管理と地方行政のために制度

化する』旨合意した文書を両省合同で発出する」を上位目標の指標として新たに加えること

を提案する。

2） 郡作業員会の開催 

PDM に記載のとおり、郡作業委員会が定期的、定常的に開催されること。 

3） MoFSC と MoLD の具体的な連携に関する協議 

JCC 会合にて政策、現場レベルの連携に関する議論を行うこと。 




