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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：気候変動に対応した防災能力強化プロジェクト

分野：水資源・防災 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部防災第一課 協力金額（評価時点）：約 3.5 億円 
協力期間 
（実績） 

2010 年 3 月～2013 年 3 月

（3 年間） 
先方関係機関：防災省（災害管理センター、国家建築研

究所、気象局）、灌漑省 
日本側協力機関：国土交通省、独立行政法人水資源機構

１－１ 協力の背景と概要 
スリランカは 2004 年 12 月のスマトラ沖地震・津波災害による未曽有の被害を経験したことを

機に、2005 年に防災法（Disaster Management Act）を策定し、国家防災委員会、災害管理・人権省、

災害管理センター（Disaster Management Center）を新設するなど、政府レベルでの災害対策を強化

してきた。JICA はスリランカ政府の要請に基づき、開発調査「防災機能強化計画調査」（2006 年

～2009 年）を実施した。日本政府は並行して無償資金協力「気象情報・防災ネットワーク改善計

画」を実施して、地上気象観測の自動化と即時化を図った。 
上記開発調査及び無償資金協力の実施により、観測から予警報の発信、情報伝達にいたる災害

対応について、基礎的な能力の向上は図られた。今後は、更に災害予測とその伝達能力の強化が

期待され、これまでの支援の成果を活かして、気象現象や土砂災害の観測と予警報発信のための

解析能力の向上と、正確かつ迅速な伝達能力の向上が引き続き必要であることが確認された。ま

た、昨今の気候変動の影響で今後このような災害の増加、激甚化が想定されることから、スリラ

ンカ政府は、今後の気候変動にも対応するために、日本国政府に対して、気象予報及び予報に基

づいた災害警報発出、災害脆弱地域への情報伝達、災害対応、コミュニティ防災等に対するさら

なる能力向上について本プロジェクトの実施を要請した。 
 
１－２ 協力内容 
(1) 上位目標 
災害観測・予測活動から住民の防災活動、避難にいたる防災体制モデルがパイロット地域以外

にも普及する。 
 
(2) プロジェクト目標 
災害観測・予測活動からパイロット地域住民の防災活動、避難にいたる防災体制モデルが確立

される。 
 
(3) 成果 

 成果 1「災害管理センターの指導・調整能力が強化される」 
 成果 2「気象災害観測機関である気象局のモニタリング・分析・予報能力が向上する」 
 成果 3「土砂災害観測機関である国家建築研究所の土砂災害対策能力が向上する」 
 成果 4「災害管理センターから発信される早期警報避難システムが適切に機能する」 
 成果 5「パイロット地域における県、郡、コミュニティの各レベルの防災能力が強化される」

 
(4) 投入（終了時評価時点）： 
【日本側】 

専門家派遣  12 名 
供与機材  計画通り計 42 個の資機材を調達 
ローカルコスト負担 43,953,000 円 
本邦研修  2 回 
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【スリランカ側】 
カウンターパート配置  約 30 人 
専門家の執務室、光熱費、その他活動予算（スリランカ側参加者の日当・宿泊代を含む） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 

総 括/総合防水 1： 天野雄介 JICA 地球環境部水資源・防災グループ 参事役 
（技術士－建設部門） 

調査企画/総合防水 2： 田中顕治 JICA 地球環境部水資源・防災グループ防災第一課 
副調査役 

評価分析：三谷絹子 アイ・シー・ネット（株） コンサルタント 
調査期間 2012 年 8 月 17 日～9 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) 期待される 5 つの成果の達成に向けて、カウンターパート機関は以下のように成果別に責任を

持っている。 
 成果 1：DMC 
 成果 2：気象局 
 成果 3：NBRO 
 成果 4：DMC（特に早期警報課） 
 成果 5：DMC（特に研修・教育・普及啓発課） 

 
(2) 成果１：ほぼ達成された。 

 DMC は UNDP の支援を受け、国家防災調整委員会（National Disaster Management Coordination 
Committee: NDMCC）の会合を 2011 年は 9 回開催した。DMC は専門家の提案にそって、同委

員会の活性化を目指し①分科会の設置、②省庁間次官級会合の設置、に向けた準備業務に従

事している。専門家は分科会の議題設定、メンバーの選出など具体的な支援・提案を実施中

である。 
 国家緊急対策計画は UNDP の支援を受け、DMC が策定中である。日本側は同計画の質の向上

を目的に、日本で蓄積された経験に基づいた情報・提案業務を行っている。 
 DMC が作成した 2011 年年次報告書には、専門家が提案した内容が反映された。具体例とし

て、近年におけるスリランカの災害発生状況や津波注意報関連のアンケート分析などが挙げ

られる。 
 本プロジェクトは、防災インパクトアセスメント（Disaster Impact Assessment: DIA）用のチェ

ックリストを作成した。 このチェックリスト仕様書（マニュアル）は作成中である。このチ

ェックリストは、道路分野に導入・試行されることでスリランカ側関係機関の間で合意され

た。 
 DMC 内部職員（DDMCU 職員含む）対象の研修を計画・実施した。これら研修の内容・教訓

などを取りまとめた「研修ガイドライン（研修の立案、実施のための務マニュアル）」作成中

である。 
 県レベルの準備・対策計画が評価され、必要な見直し作業が実施中である。 

 
(3) 成果２：ほぼ達成された。 

 AWS 操作・維持管理マニュアルが作成され、同マニュアルにそって気象局職員が AWS シス

テムを使用している。AWS システムは稼働されているが、一部部品の取り替えが必要な状態

である。 
 2011 年に数値気象予報（Numerical Weather Prediction: NWP）システムが気象局に設置された。
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現在、気象局はこのシステムについて、スリランカ特有の気候への調整を実施中である。 
 AWS で毎 10 分雨量が観測されている。本プロジェクトは気象局と共同で警報基準の見直し

を行い、地方レベルの警報基準を策定中である。 
 
(4) 成果３：継続中 

 パイロット地域の 2 カ所で地すべり対策工が試験的に設置された。具体的には、計器を用い

た地すべりモニタリング、対策工設計のための基礎データ収集を目的とした定期的な現状観

測である。そのために、日本側は雨量計、地下水位計、歪み計、伸縮計を投入した。 
 地すべり現象の定量的な観測と危険度評価をまとめた土砂災害危険度評価・対策マニュアル

の作成が提案・合意された。まだ、作成作業は開始されていない。 
 
(5) 成果４：ほぼ達成された 

 警報発令ルールに沿って津波警報訓練を実施した。この訓練で明らかになった改善点を専門

家がスリランカ側に提示して、必要な改善策を検討中である。 
 津波に関する情報伝達訓練は DMC 主体で複数回実施された。各訓練の評価レポートを専門家

は作成し、DMC と共有した。これまでに津波に関する訓練は 5 回、地すべり関連の訓練は第

2 年次に実施された。洪水用と土砂災害用の情報伝達マニュアルを作成中である。 
 

(6) 成果５：ほぼ達成された 
 ヌワラエリヤ県で活動する同委員会のメンバー間で議論になった議題は、メンバーの能力強

化である。プロジェクトではこのニーズの対策として、県として能力向上を目的とした研修

を実施した。ラトナプラ県では、救援・救命訓練を提案・実施した。 
 パイロット地域の DDMCU が主導して、各地域のハザードマップを作成した。 
 本プロジェクトでは、県レベルの部長補佐やその他職員、県レベル以下の行政単位で防災活

動を担う人材に対して、コミュニティ防災の実施に関する研修を立案・実施した。DDMCU
職員は、これまでの日本の支援で作成された啓発活動用の資機材を使用して、コミュニティ

に対する啓発活動、避難訓練、ハザードマップの作成などの一連の業務に取り組んでいる。

 追加パイロット地域においてコミュニティ防災に関する活動が実施された。具体的にはハザ

ードマップの作成と避難訓練の実施が挙げられる。 
 
(7) プロジェクト目標：継続中 

 プロジェクト開始前と比較した場合、災害観測機関から発信された情報が DMC を介して、パ

イロット地域に伝達される災害情報の伝達速度は向上し、誤報は減少してきている。 
 計画された活動は 3 つのパイロット県（カルタラ県、ラトナプラ県、ヌワラエリヤ県）で実

施中である。 
 
３－２ 評価結果の要約 
(1) 妥当性：高い 

 プロジェクトは、スリランカ政府の政策、日本政府の対スリランカ国別援助計画、JICA の対

スリランカ国事業展開計画とも合致している。2005 年に策定された防災法（Sri Lanka Disaster 
Management Act, No. 13 of 2005）は、防災政策の推進を目指した国際的な方針でもある兵庫行

動枠組 2005-2015 と整合性がある。 
 プロジェクトの対象地域もスリランカにおいて代表的な自然災害である洪水及び土砂災害の

代表地域であり、サイトの選定は妥当であると判断できる。 
 
(2) 有効性：やや高い 

 本プロジェクトは、終了までにプロジェクト目標を達成させる見込みである。 
 PDM バージョン 5 に示された 5 つの成果は、プロジェクト目標を達成する手段として効果的

に構成されている。成果１は制度レベル、成果 2 と 3 は技術レベル、成果 4 はコミュニティ
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レベルの防災能力の向上をそれぞれ目指しているものである。 
 
(3) 効率性：やや高い 

 5 つ成果の達成に向けて、プロジェクトはほぼ計画通り順調に活動を実施している。 
 成果 3 と 4 の達成に向けた活動に多少の遅れが生じているが、プロジェクト終了時までには

完了する見込みである。遅れの一例は、土砂災害対策工の例示事業の計画・実施に関するも

のであるが、この遅れは対策工の施工計画立案時に生じた一時的なものであり、早期に建設

が開始されればプロジェクト目標の達成に向けて大きな影響はないとみている。 
 
(4) インパクト（見込み）：中程度～やや高い 

 本プロジェクトは、防災省の基礎的な制度構築と能力開発を手当てするものであり、スリラ

ンカにおける防災体制の強化に向けた入門的な役目を果たしていると言える。 
 
(5) 持続性（見込み）：中程度～やや高い 

 本プロジェクトの成果はプロジェクト終了後も継続されることが見込まれる。 
 DMC 職員が正規雇用に代わってきており、空席のポストに対する新規職員の採用が準備され

ている。政策面では 2005 年策定の防災法が改正作業中であり、DMC に実施機関としての独

立した権限を与えるための改正が加わる見込みである。 
 財政面では、防災省から各カウンターパート機関に対してある程度の予算が毎年配賦されて

いることが確認できた。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 

 政策枠組みの整備：本プロジェクトによる支援が、スリランカ政府による防災法の改訂や国

家緊急対応計画の策定作業などの防災政策の枠組の構築を直接後押ししたことで、効果発現

が促進されたと言える。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 

 防災関連部局の連携促進：灌漑局の DMC との連携の強化が図られたことに加え、NBRO は地

元大学と連携を図り、本プロジェクトで導入した地すべり対策関連のデータ収集・解析の活

動をパイロット地域の一部で実施している。このような連携を経て、NBRO 以外の防災関係

者とのネットワーク強化にも貢献した。 
 早期予警報の強化：気象局が AWS の定期点検作業及び数値気象予測の計算業務を継続実施し

ていることに加え、早期予警報の発信手段として携帯電話やラジオの活用、警察と軍の関与

を追及している。 
 
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 

 カウンターパートの能力：新しい組織ということもあり、DMC に配置された適切な資格、質、

知識を持つ職員が不足していた。そのため、特に成果 1 に関する活動に遅延が発生したが、

DMC が空席の職員ポストを埋めるべく、努力し、体制も整いつつある。 
 
(2) 実施プロセスに関すること 

 国家防災計画の存在：防災対策を進めるおおもとの国家防災計画が存在しないために、防災

対策に必要な対策（工）を実施するための事業予算を確保することが難しい状況があったが、

同計画策定が進んでいるところ、防災対策に関する取り組みの促進が期待できる。 
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３－５ 結論 
本プロジェクトは、妥当性：高い、有効性：やや高い、効率性：やや高い、インパクト（見込

み）：中程度～やや高い、持続性（見込み）：中程度～やや高い、と判断でき、各成果（1～5）は

PDM に定められた指標に基づいて、達成に向けて着実に進捗していると結論づけられる。このた

め、プロジェクトを予定通り終了とするのが妥当。 
 
３－６ 提言（本プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
(1) 全般について 

 DMC 及び DOM での 100 名規模の新規職員採用が計画通りに実施された暁には、プロジェク

ト活動の成果を利用して、新規職員向けに適切な基礎研修を実施すること。また、活動中の

技術移転内容を組織として蓄積するため、プロジェクトの直接の技術移転対象者以外に対し

ても成果を広く紹介するよう努めること。（3-4「問題点」に記載の事項に繋げて提言とした。

 
(2) DMC について 

 地方防災担当である DDMCU の活動内容を中央の DMC がよく掌握し、必要な訓練や指導を

行うように努めること。また、成果 1-5 で取り組んだ DMC 主催の防災基礎研修は定期的に実

施し、対象の範囲を地方の DDMCU の担当者や今後の新規採用職員に対して拡げることが望

ましい。（3-4「問題点」に記載の事項に繋げて提言とした。） 
 成果 1-4 で試行中の災害インパクトアセスメントの制度は、道路事業での試行運用を踏まえて

他の事業への応用を検討すること。（3-1「実績の確認」に記載の事項に繋げて提言とした。）

 
(3) DOM について 

 数値予報の解析作業の継続性を確保するため、プロジェクトにて技術移転された職員のみな

らず、他の担当職員へ解析作業の技術移転を図ること。また、残り 2 か所の AWS 観測所の早

期設置を行い、全 38 か所による AWS の全面運用を実現すること。（3-1「実績の確認」に記

載の事項に繋げて提言とした。） 
 民間の有人雨量観測所からの日雨量データは、今後の予報能力の向上のための基礎データと

して有用であることから、プロジェクトで実施した２県でのインベントリー調査を参考に、

他県においても継続的な帳簿の更新が望まれる。（3-1「実績の確認」に記載の事項に繋げて

提言とした。） 
 
(4) NBRO について 

 プロジェクトで指導したモニタリング活動を継続するとともに、対策工の実施能力を向上さ

せること。（3-1「実績の確認」に記載の事項に繋げて提言とした。） 
 

(5) 灌漑局について 
 適宜適切な洪水警報の発信のため、故障したままの水位観測機器の補修、維持管理を行うこ

と。（3-1「実績の確認」に記載の事項に繋げて提言とした。） 
 
３－７ 教訓 

 プロジェクト設計時に CP 機関・職員の能力をより正確に評価するとともに、プロジェクト設

計時の協議において、CP と技術移転の方法と内容について、UNDP 等他ドナーのアプローチ

との違いも含め十分に共通認識を醸成するように努めること。 
 本プロジェクトの CP であった災害管理センター、気象局、建築研究所、灌漑局のいずれもが、

本プロジェクトの成果を基礎に、更に内容を深めた技術移転を求めている。災害対策を本格
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的に開始したばかりの国にとって、本プロジェクトのように防災に関する幅広い内容を対象

にした活動は、災害対策の入門的な案件として適切であった。 
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