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スリランカ 

プランテーション改善事業（II） 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 スズキ S. ヒロミ 

0．要旨 

本事業は、スリランカの農園労働者に対し戸建新築住居のためのハウジングローン

の供与、ラインハウス1やトイレなどのインフラ整備、農業機材の提供、農園労働者の

間で深刻化していたアルコール依存症の予防研修や、家計管理などの研修を行うこと

により、労働・生活環境の改善を図り、もってプランテーション事業の持続性の確保

に寄与することを目的としていた。 

同国の国家開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策との整合性は審査時・評価時と

もに確保されている。しかし、本事業の重要な柱の一つであったハウジングローンの

供与が中止となり、資金は農道整備に振り替えられるなど、事業計画の適切性につい

て一部問題があり、妥当性は中程度であった。本事業において実施されたラインハウ

スの屋根の葺き替えとトイレの整備は、農園労働者の労働・生活環境の改善に一定の

効果の発現が見られるが、追加された農道整備は想定されていたほど農園労働者の受

益につながらず、有効性・インパクトは中程度であった。事業費については、事業ス

コープの大幅な縮小により計画内に収まったが、事業期間が計画を若干上回ったため、

効率性は中程度であった。事業の運営・維持管理については、実施機関の人材と技術

の点で改善の余地があったが、事業終了後の体制、技術、財務の面で、プランテーシ

ョン会社やプランテーション人材開発基金、NGO などのステークホルダーに問題はな

く、運営・維持管理の状況でも特に問題はなく、本事業によって発現した効果の持続

性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 

 

1．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     案件位置図              屋根の葺き替えが行われたラインハウス 

                                                        
1 ラインハウスとはスリランカのプランテーションにおいて農園労働者が代々居住してきた長屋

（集合住宅）の名称である。農園労働者には無料賃貸住宅として提供されている。  
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1.1 事業の背景 

スリランカでは 1990 年代から、国営化後農園部門の成長の妨げとなっていた非効率
2なプランテーション経営の改善と作物の品質改良・高付加価値化などを目標に、国の

農園部門の民営化政策を打ち出した。具体的には 1992 年 6 月、国の二大公社の傘下に

あった約 460カ所の農園を 22社のプランテーション会社（Regional Plantation Company: 

RPC）に再編し、1993 年にはさらに 1 社設立された。これら 23 社の RPC に対し、当

初経営権のみをリースするという民営化手法が採用され、1995 年 4 月には全社の完全

民営化方針を閣議で決定した。 

スリランカの農園部門が抱える課題は、農園経営の改革にとどまらず、農園労働者

の労働・生活環境の改善や社会的地位の向上についても指摘されていた。大半の農園

労働者は、19 世紀のイギリス植民地時代に安価な労働力としてインドから移住させた

タミル人の子孫であり、代々農園内のラインハウスという狭い集合住宅に平均 7～8

人が居住させられ、社会的・経済的・文化的にも周りの社会から孤立した生活を強い

られていた。長時間の野外労働と劣悪な生活環境のもとアルコール依存症や、女性に

対する家庭内暴力などの問題も深刻化していた。加えて、長い間市民権を与えられず、

差別を受けるなど、農園労働者の待遇を早急に改善することも必要とされていた。  

スリランカ政府は、農園部門の外貨獲得、農村部の雇用吸収、インド系タミル人の

労働・生活環境改善などの重要性を認識し、1990 年代からアジア開発銀行（Asian 

Development Bank：ADB）や国際協力機構（JICA）の支援により、RPC の収益性強化

や農園労働者の労働・生活環境改善に着手した。JICA は 1996 年から 2001 年に、本事

業のフェーズ 1 である「プランテーション改善事業（I）」を実施し、青年海外協力隊、

草の根パートナー型技術協力により農園部門を継続的に支援してきた。本事業は、

ADB が農園部門の収益性強化と農園労働者の生活・労働環境改善の 2 つの目標を掲げ

て実施した「農園開発事業」（Plantation Development Project：PDP）のうち、後者の目

標に貢献することを想定し、「社会環境コンポーネント」をパラレル協調融資で支援し

たものである3。 

 

1.2 事業目的 

プランテーション会社が存在する 15 県のプランテーション農園労働者において、ハ

ウジングローンの供与、ラインハウスの整備、トイレの整備、トレーニングなどを行

                                                        
2 1975 年には大規模農園のほとんどを占めていた外国人所有の農園が国有化され、二大国営公社に

よって運営されるようになった。国営公社では人件費の増大や生産性改善努力の不足、さらにはス

リランカ政府による稲作重視政策などにより、農園部門の競争力は次第に低下していた（JICA 内部

資料に基づく）。 
3 PDP の 4 つのコンポーネントは次の通り。（1）投資コンポーネント：プランテーション企業に対

する融資、（2）社会環境コンポーネント：プランテーション農園労働者の労働・生活環境の改善、

（3）マーケティングコンポーネント：プランテーション企業のマーケティング支援、（4）組織開発

コンポーネント：紅茶生産者協会（Tea Association：TA）など、プランテーション部門に関わる組

織の強化支援。パラレル協調融資となった理由については脚注 31 を参照。 
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うことにより、労働・生活環境の改善を図り、もってプランテーション事業の持続性

に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 1,836 百万円 ／ 1,694 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2003 年 3 月 ／ 2003 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.2%、返済 30 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 スリランカ民主社会主義共和国政府／ 

プランテーション省（Ministry of Plantation 

Industries：MPI） 

貸付完了 2010 年 5 月 

関連調査（フィージビリティ･

スタディ：F/S）など 

＜提案型調査＞ 

「プランテーション労働者の生活環境改善事業の

促進に関する調査」2005 年 

関連事業 ＜円借款＞ 

 「プランテーション改善事業（I）」（借款契約：

1996 年） 

＜技術協力＞ 

 青年海外協力隊派遣（2000 年～2012 年） 

＜草の根パートナー型技術協力＞ 

 ケア・インターナショナル・ジャパン「プラン

テーション居住者の生活改善事業（TEA）」

(2003 年 5 月～2006 年 5 月) 

 ケア・インターナショナル・ジャパン「紅茶農

園内住民組織の運営能力向上プロジェクト

（After TEA）」(2006 年 7 月～2008 年 6 月)  

＜他機関案件＞ 

 アジア開発銀行「農園開発事業」（Plantation 

Development Project、2002～2010 年） 

 アジア開発銀行「農園改革事業」（Plantation 

Reform Project、1997～2002 年) 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 スズキ S. ヒロミ （アイ・シー・ネット株式会社） 
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2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下の通り調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 8 月～2013 年 5 月 

 現地調査：2012 年 11 月 25 日～12 月 8 日、2013 年 3 月 25 日～3 月 30 日 

 

2.3 評価の制約 

 審査当初、本事業の有効性を計るため、ベースライン調査が事業開始と同時に実施

され運用効果指標も設定される予定であった。しかし、実際調査が実施されたのは事

業開始 2 年後の 2005 年であったことにから、事業開始時のベースラインが取得できて

いない。また、現地調査において実施機関のプランテーション省（Ministry of Plantation 

Industries：MPI）や ADB などのステークホルダーに確認したが、2005 年に実施され

た調査の資料のうち入手できたのは、インセプションレポートのみであった。よって

同レポートにおいて収集が計画されていた指標を確認し、可能な範囲で同類の指標を

スリランカ中央銀行や国勢調査・統計局（Department of Census and Statistics）のデー

タから収集し、審査当時から現在までの傾向を確認した。 

 本事後評価では、受益者調査と農園部門全体に関するスリランカ中央銀行や国勢調

査・統計局のデータをもとに有効性の評価を試みた。しかし、統計データについては、

本事業との直接な因果関係を定量的に把握することがほとんどの項目で非常に困難で

あり、本事業を含めた農園部門への支援によって経済的・社会的な底上げに貢献した

かの目安として捉えるにとどまった4。 

  

3．評価結果（レーティング： C
5） 

3.1 妥当性（レーティング：②6） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時の開発政策は主に 2 つ存在する。2002 年 6 月に策定された「成長への道‐ス

リランカ貧困削減戦略」（Connecting to Growth: Sri Lanka’s Poverty Reduction Strategy）

では、貧困層として位置づけられている農園労働者の社会的地位の向上を図るため、

各プランテーション会社（RPC）が独自に実施してきた農園向け保健・教育サービス

などの社会インフラの整備促進をうたっている。同年 12 月に策定され、市場経済を基

軸とした経済構造改革の推進を掲げた「国家開発 5 カ年計：リゲイニング・スリラン

カ（Regaining Sri Lanka）」では、農園部門の改革についても民間セクター参加による

成長を促進することで、農園労働者の福利厚生の充実を図るものとしている。 

本評価時における国家開発計画「マヒンダ・チンタナ 10 カ年開発枠組み」（2006～

                                                        
4 ベースライン調査の役割を果たしていないという見解は、ADB の事後評価に相当する事業完了報

告書（Project Completion Report、2010 年 12 月）でも同様の内容が記載されており、PDP の評価を

実施するにあたり全く考慮していない。  
5 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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2016 年）では、農園労働者の住環境改善・教育インフラ整備・RPC の生産性改善など

11 本の施策を掲げている。他方、農園部門に特化した政策である「プランテーション

産業政策枠組み」（National Plantation Industry Policy Framework、2009～2016 年）では、

農園部門における官民両セクター間のパートナーシップを促進することにより、生産

性・利益性・持続性を確保し、農園コミュニティの生活環境・福祉の改善を図ること

を掲げている。 

 以上、スリランカ経済における農園部門の役割、農園労働者の労働・生活環境改善

の重要性については、審査当時から現在に至るまで変更はなく、本事業と開発政策や

プランテーション政策との整合性は確保されている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 審査時において、国内総生産（GDP）に占める農園部門の割合は 3％、全農業生産

に占める農園での農業生産の割合は 27％、輸出額全体に占める農園部門からの輸出額

の割合は 16％、雇用における農業部門の比率は 3.5％を占め、外貨獲得と農村部の雇

用吸収の面で重要なセクターであった。事後評価時においては、GDP に占める農園部

門の割合は 2.4％、全農業生産に占める農園での農業生産の割合は 24％と審査時から

比べ少し低下傾向にある。この背景には近年の農園部門における生産コスト（賃金・

肥料・燃料など）の上昇や、不安定な天候が続いたことが要因としてあげられる。雇

用については、近年深刻化しつつある農園労働者不足により 2010 年には 2.8％と低下

している。しかし、輸出額全体に占める農園部門からの輸出額の割合は 24％を占め、

依然外貨獲得における重要なセクターである7。主要作物は引き続き紅茶、ゴム、ココ

ナッツであるが、1990 年代から続く農産品多角化の努力により、事後評価時において

はシナモン、クローブ、コショウなどの生産が増加傾向にある。スリランカ経済にお

ける農園部門の役割は少し低下傾向にあるが、事後評価時にも依然として重要なセク

ターであり、特に外貨取得でその役割は大きい。 

 農園部門への支援はスリランカ経済の観点だけでなく、地域格差・貧困などの社会

的観点からも重要である。審査時において、農園労働者は労働条件が劣悪であるほか、

老朽化した住居、未整備または老朽化した水道・道路の基礎インフラなど、生活環境

も劣悪であり、貧困層と位置づけられていた8。事後評価時においては、農園の労働条

件（賃金や福祉制度）、住環境、基礎インフラに関して着実に改善傾向にあり農園部門

を含み全国的な貧困率は下がってきてはいるが9、農園部門とその他の部門（都市部・

                                                        
7 スリランカ中央銀行が発行する「スリランカ経済社会統計 2012 年」（Economic and Social Statistics 

of Sri Lanka 2012）。評価時入手可能な最新統計は、雇用が 2010 年、その他の統計が 2011 年である。 
8 2001 年における平均月収は同国の貧困ラインの 1 人当たり 792 ルピー/月を上回っていた。 
9 2009 /10 年に行われた世帯所得支出調査（Household Income and Expenditure Survey: HIES）によれ

ば、2006/07 年に全国平均 15.2%だった貧困率は、2010 年には 8.9%まで減少している。農園部門の

貧困率も同時期に 32％から 11.4％へと改善している。なお、スリランカの統計は、「都市部・農村

部」に加え「農園部門」と 3 部門に分類されている。貧困率は全ての部門において改善傾向にある

が、農園部門は依然として最も高い。  
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農村部）の間には依然として格差が存在している。加えて、農園労働者はその歴史的

背景から現在でも社会的・経済的・文化的にも周辺化されており、前述の通り ADB

や JICA、その他ドナーや NGO の支援を通じた対策は講じられていても農園労働者の

社会的流動性はいまだに低い。総合して農園労働者の労働・生活環境に改善はあって

も、根深い問題の解決は時間を要するものであり、審査時・評価時において開発ニー

ズは存在し、本事業の整合性は確保されている10。  

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 審査時における JICA の援助政策は、海外経済協力業務実施方針（2002～2005 年）

及び対スリランカ国別業務実施方針（1999 年）である。前者では、貧困削減への対応

の強化や経済成長に向けた経済・社会インフラ整備、人材育成・環境改善・地方開発

への支援などを重点分野とし、特に農園部門については、農園労働者の生活環境改善

を図ることにより、貧困問題に取り組むこととしている。後者では、農園部門を含め、

地域間格差の是正や輸出産業の振興に向けた技術・人材開発とインフラ整備、さらに

主要都市における総合的な環境整備を重点分野とした。事業実施中、2004 年 4 月に策

定された対スリランカ国別援助計画では、貧困対策に関連する支援について農園部門

の労働者を取り上げ、民族間・地域間での格差に配慮した生活基盤（飲料水、公衆衛

生、保健・医療、基礎教育の復興など）と経済基盤（農水産業、農村工業）の整備を

重要視している。加えて、特に民営化が進んでいる紅茶産業の効率化と、農園労働者

の生活改善支援を継続的に進めていくことを掲げている。 

 以上より、審査時・事業実施中に策定された日本の援助政策と本事業の整合性は確

保されている。 

 

3.1.4 事業計画の適切性 

 前述の通り、本事業は ADB の農園開発事業（PDP）を構成する 4 分野のうち「社会

環境コンポーネント」をパラレル協調融資で支援したものである。「社会開発コンポ

ーネント」は農園労働者の労働・生活環境改善を目的とした戸建新築住居のためのハ

ウジングローン事業と、アメニティ整備（ラインの屋根の葺き替え、トイレ整備など）、

研修からなる社会環境事業の 2 本の柱から成り立っていた。ハウジングローンの供与

は、ラインハウスの屋根の葺き替えとラインハウスのスペースの拡張を重点的に実施

した「プランテーション改善事業（I）」から一歩前進し、農園労働者のための戸建住

宅の建設を支援するという観点から重要なコンポーネントであり、ラインハウスの屋

                                                        
10 本事業の審査時、ADB の農園改革事業（Plantation Reform Project：PRP）で実施された社会環境

コンポーネントがもたらした効果について調査した結果、ラインハウスの屋根葺き替えは、多雨期

の雨漏り、室温低下、床濡れなどによる居住者への健康被害を軽減する効果をもたらした。そして

トイレ整備は、野外排便による居住地周辺環境の汚染を低減することなど、農園労働者の労働・生

活環境が改善されたことが判明したため、本事業においても、これらのコンポーネントを引き続き

支援することとなった。 
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根の葺き替えは、あくまでも戸建住宅建設までの一時的な住環境の整備と捉えられて

いた11。しかし、ハウジングローンについて進捗がみられないことから、ADB は 2006

年にハウジングローンを中止し、農道整備に予算を振り替えることでスリランカ政府

と合意し（2006 年 5 月 26 日覚書締結）、その後 2008 年には JICA も同様にハウジン

グローンの予算を農道整備に振り替えることを承認した。ここでは上記の事業中止及

び追加にかかる事業計画の適切性について分析する。 

  

3.1.4.1 ハウジングローン事業の適切性 

 農園労働者の住環境整備が当初計画に組み込まれた点は、スリランカの国家計画、

開発ニーズ、日本の援助計画からみても、妥当ではあった。しかし、以下 2 点により、

ハウジングローンが中止となり、本事業の妥当性を低下させる結果となった。 

 第 1 に、2005 年の政権交代とそれに伴う大幅な省庁改編により、農園セクターの所

管省庁がプランテーション省（MPI）を含め 6 省に増えた。これにより農園労働者の

労働・生活環境の管轄は、畜産・農村開発省（Ministry of Livestock and Rural Community 

Development：MLRCD）へと移り、MLRCD は本事業より好条件のハウジングローン

スキームを提供した12。MPI と MLRCD は融資条件の差をなくし、省間の調整・連携

を通じ、より多くの農園労働者に対しハウジングローンを提供することを目標とし協

議を重ねたが、協力・協調体制を構築するに至らなかった。国家政策や開発ニーズに

変更はなかったが、それらの政策を実行に移すための枠組みに一貫性が保たれなかっ

た13。 

 第 2 に、後述の通りハウジングローンに関わる農園の土地所有権に制約があること

や、全てのステークホルダーが置かれている立場・現状を計画段階で把握し、それぞ

れの意見を考慮した現実的な計画を策定する必要があったが、そういったプロセスが

不十分であった。具体的には次の通りである。まず本事業のハウジングローンは、参

加金融機関（Participating Financial Institution：PFI）を通じたスリースッテプローンで

実施することが想定され、担保は農園労働者の年金と定めらたが、この条件で関心を

示した PFI は 2 行のみであった（ハウジングローンのスキームに関する詳細は「アウ

トプット」を参照）。土地や建物の固定資産が担保でない限り、PFI にとっては農園

労働者に融資するリスクが高く、加えて、1 件あたりの融資上限額 10 万ルピー（8 万

                                                        
11 ADB, Report and Recommendation of the President：RRP（2002 年）。 
12 本事業のハウジングローンスキームは、一人当たり貸付限度額 10 万ルピー、無償資金供与なし、

年利は加重平均預金利率（Average Weighted Deposit Rate: AWDR）＋最高 5%、返済期間 15 年。他方、

MLRCD のハウジングローンスキームは、一人当たり貸付限度額 10 万ルピー、無償資金供与額最高

12 万 5,000 ルピー、年利 7.5%、返済期間 6 年。他にも国立住居開発局（National Housing Development 

Authority：NHDA）などのハウジングローンも並存しており、いずれも無償資金供与額が含まれ、

一人あたりの総額で本事業の 10 万ルピーを上回っていた。 
13 ただし、実施機関としては事業完了報告書において、本事業のコンポーネントであったハウジン

グローンが中止になった理由について、「主にスリランカ政府の政策変更によるもの」と説明し、本

事後評価とは異なる見解を述べている。しかし、教訓としては「一貫した政策的枠組みが実施段階

で必要であった」と記載している。 
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円弱）と少額であるため機会費用も高かった。その後、PFI ではなく農園労働者組合

（Estate Workers Housing Corporate Society：EWHCS）がハウジングローンを借り入れ、

農園労働者に融資を行うといった提案もあった。しかし、現在でこそ EWHCS は組織

化され、農園コミュニティからの信頼も得て活動しているが、事業実施当初の EWHCS

はそこまでの人材も能力も備えておらず、この提案も現実的な選択肢とは言い難かっ

た。次に土地所有権の問題があった。スリランカでは農園の土地は国有であり、RPC

は政府から 50 年のリースを受けている。審査当初、ハウジングローン対象者 1 万 2,000

人に対し、それぞれ 7～10 パーチ14の土地を与え、融資返済完了とともに土地のリー

ス権を RPC が労働者に譲渡すると計画されていた。しかし、労働者が土地のリース権

を農園部門外の第三者に転売し、RPC が統制・管理できなくなる可能性があっため、

RPC はそのリスクを回避する必要があったため、RPC としてもハウジングローンの実

施に否定的であった1516。さらには農園労働者の戸建住居のニーズが想定されていたも

のとは異なっていた。審査当初、農園労働者の劣悪な住環境の改善が最優先の課題で

あったことは事実であるが、他方、農園労働者の立場からは、先祖代々生まれ育った

長屋を離れることは心理的な抵抗もあり容易なことではなく、既存の住居に修繕や増

築を行えるのであれば、融資を受けてまで戸建を購入するインセンティブは非常に低

かった。加えて、本事業の 10 万ルピーの融資限度額は戸建の建設には不十分であり、

不足分の資金を調達する必要があったが、農園労働者は土地や固定資産を有していな

いため、銀行からの融資を得ることは非常に困難であった17。 

 以上、ハウジングローン事業中止の背景には、スリランカ政府の政策実施に一貫性

が保たれていなかった点と、事業設計段階における農園部門の土地所有権に関する制

約、RPC と農園労働者のニーズ、PFI の融資条件などについての分析が不十分であっ

たことにより、事業計画に一部適切でない面があり、結果として MPI・RPC・PFI な

どステークホルダー間の実施に向けた同意が得られなかった。 

 

3.1.4.2 農道整備追加の適切性 

 ADB 本体事業と本事業の進捗が大幅に遅れていたことから、2006 年に ADB は調査

団を派遣し、同年 7 月にハウジングローンを中止し、アメニティ整備の一部として農

                                                        
14 スリランカの土地の単位。1 パーチは 25.293 ㎡に相当する。 
15 JICA 内部資料では、「RPC の立場からは住宅投資効果は見えず」と記載されている。本評価調査

で行った RPC・PHDT・NGO への聞き取り調査からは「当時法的環境が整っていなかった」、「時期

尚早であった」といった意見が大半であった。さらに、実施機関の MPI は、事業完了報告書で「事

業の計画時において、重要なステークホルダーである RPC のニーズの把握が不十分であった」と述

べている。 
16 MPI は 2004 年に、担保や土地所有権の問題を解決するための委員会（Committee on Collateral）

を設置した。同委員会で検討した結果、①EWHCS を借入主体とし、RPC が持つ借地権を担保とし

て登記し、返済完了後は借地権が労働者へ移転する、②融資を受けられるのは EWHCS の組合員の

みとする、③農園労働者が家を売却する場合は、一度 EWHCS が買戻す、といったスキームが考え

出されたが合意には至らなかった（事業調整委員会の議事録に基づく）。  
17 聞き取り調査からは当時は少なくともその倍は必要であった事実を確認している。  
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道整備を追加することでスリランカ政府と合意した18。他方、JICA も別途パイロット

プロジェクトを実施するなど独自のプロセスに基づき農道整備の適切性を審査し、追

加を承認した19。スリランカでは 2004 年から、港湾・道路省（Ministry of Ports and 

Highways：MPH）の所管により、農園部門を含めた農村の生活水準向上を図ることを

目的として、農園を含めた全国 8 万 4,000km の農道整備を行う農道開発プログラム「マ

ガ・ネグマ」（Maga Neguma）を実施している。このプログラムは事後評価時におい

ても農村開発のための重要なプログラムとして位置づけられており、このことからも

分かる通り、農道整備の追加はスリランカの開発政策・農園労働者の労働・生活環境

の改善とうい開発ニーズとも合致している。日本政府の援助政策の観点からも「海外

経済協力業務実施方針（2002～2005 年）」および「対スリランカ国別業務実施方針」

に掲げられた農園インフラ整備という目標と一致しており、整合性は確保されている。 

 ただし、前述の通り JICA は農道整備を追加するに際してその適切性を審査し、追

加を承認したものの、進捗状況を確認する過程において、農園労働者への裨益効果を

含めたモニタリングを行っていたかどうかについては確認できていない。事後評価時

において、農園労働者の生活改善へのインパクト（詳細は「3.3 インパクト」参照）

は審査当初想定していたほど発現しておらず、農道整備追加の適切性を低下させる結

果となった。 

 

 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

合致するものの、事業計画の適切性について一部問題があり、妥当性は中程度である。 

 

3.2 有効性20（レーティング：②） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

 2.3 に記載の通り、運用効果指標及び基準値、目標値が設定されていなかったため、

本評価では評価時最も信頼性の高いプランテーション人材開発基金（Plantation Human 

Development Trust：PHDT）のデータ（表 1）に基づき、本事業の貢献度合いが大きい

屋根の葺き替えとトイレ整備について、国勢調査・統計局のデータをもとに定量的効

                                                        
18 ADB Project Completion Report（2010 年 12 月）および MPI の内部資料に基づく。 
19 具体的には、次のプロセスで行った：①農道整備事業が、プロジェクト目標である農園労働者の

労働・生活環境改善にどのように役立つのかについて、MPI にエビデンスとなる資料、RPC の同意

書、各ステークホルダー（MPI、RPC、EWHCS、PHDT、RDA）の組織図と明確な役割分担の説明

資料の提出を求めた。②2007 年にパイロットプロジェクトとして 17 カ所の農道整備を実施し、こ

れらの事業実施体制・コスト・効果について確認を行った。③農道整備をアメニティの項目として

正式に追加することを決定した。なお、農道整備事業を申請する場合は、対象農園から整備対象と

なる農道の「農園道路詳細シート（Internal Road Profile Sheet）」と農園労働者の同意書を添付し申

請することに加え、月例プログレスレポートと整備の前・中・後の写真の提出を条件とした。農園

道路詳細シートには「運用・効果指標」として、農園労働者の市場や病院へのアクセスの改善・移

動時間短縮・交通安全の確保・農道の維持費の削減などに加え、受益者数も記載されている。  
20 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。  



 10 

果の検証を試みた21。 

 

表 1 2003 年における農園部門の住環境・インフラニーズと本事業の貢献度合い 

 
ハウジング 

水道 

整備 

トイレ 

整備 
保育所 

屋根の 

葺き替え 

2003 年時点の 

インフラ整備 

ニーズ* 

225,458 件 225,458 件 225,458 件 1,541 件** 206,321 件 

本事業による 

整備件数と 

貢献度合い    

 0 件 

(0%)    

 180 件 

(0.1%)    

6,798 件 

(3%) 

37 件 

(2%) 

23,831 件 

(12%) 

* PHDT が当時の農園人口・世帯数を基に計算したインフラ整備ニーズ   

** 保育所のみ 2012 年のデータ 

出所：PHDT     

 

（1）ラインハウスの屋根の葺き替えによる効果 

 スリランカの住環境に関する統計は、住宅の建材の耐久性別に、「耐久性」と「準

耐久性」に分類されている。図 3 の通り、農園部門の住宅の壁の準耐久性建材物の

割合は 2001 年の 40%から 2007 年には 16%、2010 年には 11%へと低下し、住環境は

大きく改善している。床も同様に 2001 年の 40%から 2007 年には 23%、2010 年には

17%となり、住環境の改善がみられる。しかし、屋根は 2001 年・2007 年・2010 年、

それぞれ 78%・77%・77%と変化がない。表 1 の通り、2003 年時点の屋根の葺き替

えのニーズ全体に対する本事業の貢献度合いは 12%であるが、本事業における屋根

の葺き替えは、前述の通り、戸建住宅建設までの一時的な住環境の整備と捉えられ

ていたためトタン屋根といった準耐久性の建材が使われたため、図３に示した統計

に変化はない22。壁や床と比べ、トタン屋根の葺き替えの必要性は今後も定期的に

発生することは否めない。 

 

 

                                                        
21 本評価では、可能な範囲で 2005 年に実施された調査のインセプションレポートに基づき、教育・

保健医療・上下水道などを含む 9 項目の指標を国勢調査・統計局や PHDT などから収集し、審査当

時から直近のデータの傾向をもとに有効性の評価を試みた。しかし、本事業との直接な因果関係を

定量的に把握することはほとんどの項目で非常に困難であった。 
22 本事業で用いた準耐久性の建材はトタン屋根であった。トタン屋根は薄く（約 5mm）、定期的（3

～4 年に 1 度）に防水塗装など維持管理が必要である。  
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出所：2001 年のデータは国勢調査・統計局「2001 年人口センサス」（Census of Population and Housing 

2001）、その他は「消費実態調査」（Household Income and Expenditure Survey, 2006/07, 2009/10） 

 図 1 農園部門の住環境：建材物の耐久性別の比率（2001～2010 年） 

 

 また、受益者調査によれば、本事業の屋根の葺き替えにより屋根の修理のために

頻繁に仕事を休む必要がなくなり、毎月 21 日以上働くことが可能となり、収入も増

えたという効果が認められた（詳細は「3.2.2 定性的効果を参照」）23。 

 

（2）トイレ整備による効果 

 農園部門において、トイレが未整備であった世帯の比率は 2001 年の 15%から

2009/10 年には 6%へと減少し、共有・公共のトイレを利用している世帯も 25%から

20%へと減少している（図４）。また、各世帯にトイレが整備されている比率は 58%

から 74%まで上昇しており、トイレ整備については明らかな改善が認められる。本

事業によるトイレ整備件数は 6,798 件と 2003 年時点のニーズの 3%（表１）であり、

農園における衛生環境の改善に一定の役割を果たしたと推察される。 

 

 
出所：2001 年のデータは国勢調査・統計局「2001 年人口センサス」（Census of Population and Housing 

2001）、その他は「消費実態調査」（Household Income and Expenditure Survey, 2006/07, 2009/10） 

図 2 トイレ整備状況：2001～2010 年 

                                                        
23 山岳・高原地帯の場合、515 ルピー/日の賃金を得るためには、最低 21 日間出勤する必要があり、

21 日以下の場合、賃金が 385 ルピー/日に減少する。 

準耐久性全国平均 
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（3）農道整備による効果 

 追加された農道整備の計画時点で想定された効果は、農園労働者の生活上の安全

性の向上（がけ崩れや雨期の交通事故、けがなどの減少）、および利便性の向上（市

場や公共機関へのアクセス、移動時間の軽減、自然災害による通行不能日数の減少

など）に貢献することである。しかし、整備された区間が平均 100m（最短で 50m、

最長で 3km）と短い区間であり、その前後の農道は未整備であることから、徒歩で

農道を利用する農園労働者の大半にとっては日常生活を送るうえで大きな効果は見

受けられず、本事業の直接受益者は主に車両で農道を走行する RPC であることが判

明した。表 2 に示す通り、農園マネージャへの聞き取りからは、車両のメンテナン

ス費用減少や走行時間短縮が最も重要な定量的効果と認識されている。 

 他方、労働者は徒歩での移動が多く、整備済みと未整備が混在している農道を歩

くため、移動時間短縮やけがの減少などの定量的効果は感じられないという声が大

半を占めており、定量的に計測できる効果は見受けられなかった  。 

 

  表 2 RPC の農道整備の定量的効果 

【ノーウッド農園（Norwood Estate）】 

 総整備距離：2.4km 

 受益者数：305 世帯、約 1,200 名 

 本事業で整備を行った農道を使用している車両

は 10 台。これらの維持管理費用について、整備

前は合計 30 万ルピー／月であったのが、現在は

15,000～20,000 ルピー／月（乾季）に減少した。 

 ラウンド（農園の見回り）の所要時間 

整備前（2008 年）：1.5 時間／回 

整備後（事後評価時、2013 年）：45 分／回 

 

 

 

図 3．農道整備事業 

【ラクサパーナ農園（Laxapana Estate）】 

 総整備距離：1km 

 受益者：55 世帯、約 570 名 

 56 台の車両を保有・農道整備後の年間維持管理

費削減：70 万～80 万ルピー 

出所：各農園マネージャへの聞き取り調査による。 

注：表 2 に示す所要時間や維持管理費用の削減効果には、本事業以外の農道整備事業の効果も含

まれているため、必ずしも本事業に限定される効果ではない。 

 

3.2.2 定性的効果 

 本事業で想定されていた定性的効果は、農園労働者の労働・生活環境の改善や労働

整 備 済

み 

未整備 
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意欲の向上であった。これらは主に受益者調査を通じて検証した24。表３と４に受益

者調査の詳細とサンプルの特徴をまとめた。 

 

表 3 受益者調査の詳細 

 RPC 名 農園名 
サンプル 

数 
実施期間 

平地 

（標高 600 メートル

以下の茶園低地） 

コタガラ 

（Kotagala） 

ギキヤナカンダ 

（Gikiyanakanda） 
100 名 

2012 年 

12月上旬 ワタワラ 

Watawala 

ホマドーラ 

（Homadola） 

山岳・高原地 

（標高 1200メートル

以上の高地茶園） 

アグラパータナ 

（Agrapathana） 

ディアガマ・ 

ウエスト 

（Diagama West） 85 名 
2013 年 

1 月上旬 
ボガワンタラ 

（Bogawanthalawa） 

ポイストン 

（Poyston） 

マスケリア 

（Maskeliya） 

ラクサパーナ 

（Laxapana） 
15 名* 

合計 200 名 

*フォーカスグループディスカッションを含む。 

 

 

表 4 受益者調査のサンプルの特徴 

男女比 男性：126 名／女性：59 名（有効回答率 92%） 

平均年齢 44 歳 

平均賃金収入 9,280 ルピー／月 

世帯規模 平均 5 名 

職種 
紅茶（114 名）／ゴム（34 名）／油ヤシ（1 名）／退職者（11 名） 

農園外（14 名）／無職（8 名）／RPC スタッフ(3 名) 

労働時間 
農園：平均 6 時間／日 

工場：平均 10 時間／日 

 

（1）アメニティ（インフラ整備・農業機器・車両） 

 総合的な満足度：農園労働者を対象とした生活環境整備に関わるアメニティの満

足度について、「良い」もしくは「非常に良い」の割合が多かったものは、屋根の

葺き替え（97％）、トイレの整備（95％）、農道整備（86％）25であった。水道整備

については、対象となった回答者の 100％が「普通」もしくは「低い」と回答して

いる。なお、水道整備事業については、受益者調査の対象となった農園において

                                                        
24 事業対象となった 23 社の RPC から、山岳・高原地帯と南部海岸沿いの平地の 4 つの農園におい

て合計 185 名の農園労働者を対象に受益者調査を実施した。農園の選定においては、本事業で実施

されたコンポーネントの受益者を全て網羅できるよう考慮した。しかし、本事業で購入した農業機

器や車両を使用しているものの、本人はどの資機材が本事業によって購入したものかを認識してい

ないことが多かったため、これらについてはラクサパーナ農園で実際機材を使用している労働者 15

名を対象にフォーカスグループディスカッションを実施した。  
25 農道整備の総合的な満足度が 86%と高く、一見「3.2.1 定量的効果」の結果と異なる。この点に

ついて農園労働者から得られた説明としては、利便性などの効果は感じられないが、農道の品質の

高さについて満足しているということであった。  
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行われた整備には技術的な問題が生じており、乾期は水源が枯渇し安定した水供

給ができていないことが判明した。他方、労働環境整備に関わるアメニティ（工

場、休憩所、RPC スタッフ用宿舎）の整備については、すべて満足度が 87～100％

と高かった。 

 日常生活・生活の質への影響：最も多かった回答は、トイレが整備されプライバ

シーが確保されたことにより「個人の尊厳が向上した」、屋根の葺き替えに要する

時間が減り「働ける時間が増えた」、住環境が整ったことにより気持ちの余裕もで

きたことで「同じ作業にかかる時間が減った（効率が上がった）」であり、労働意

欲や効率の改善に関する回答が多かった。ただし、健康への影響については「大

きな変化があった」という回答は得られなかった。特に「個人の尊厳が向上した」

と「働ける時間が増えた」と回答した受益者には、トイレの整備と屋根の葺き替

えを行った者が多く、事業前は頻繁に屋根の葺き替えや修理が必要であったため、

やむを得ず仕事を休んでいたが、現在は安心して仕事に従事できるとのことであ

る。 

 農業機器・車両の効果：フォーカスグループディスカッションを実施したラクサ

パーナ（Laxapana）農園では、クレート（50 個）、茶摘機械（2 台）、刈取機（10

台）が導入された。しかし特に刈取機を使用するうえで必要な安全装備（ゴムブ

ーツや保護メガネ）は購入していないため、労働者からは「安全・健康面での不

安があり、あまり使用はしたくない」という声が多かった。他方、クレートにつ

いては導入される前は、ポリエチレンの袋に茶葉を入れ背負って運んでいたが、

クレートは運搬台車で運ぶことができるため、労働安全・効率性・茶葉の品質確

保のすべての側面において、「非常に効果があり、満足している」との回答だった。

なお、茶摘機械については 2 週間で故障し、現在は使用されていない。 

 農道整備の効果：前述の通り、農道整備の最大の受益者は RPC である。農園労働

者の意見としては「雨期は特に便利になった」、「救急車が通行しやすくなった」

といった少数の意見はあった26。しかし、移動時間の短縮については、「影響はあ

るかも知れないが、あまりわからない」という回答が多く、大きな効果は見受け

られなかった。けがや事故の減少は「全くない」とのことだった。この結果は、

主に徒歩で移動することが多い労働者にとって、本事業で想定されていた安全性

や利便性に関するニーズは高いが、それらへの効果が表れるためには、本事業の

ように短い区間ではなく、幹線農道のより長い区間を整備する必要があったこと

を裏付けている。現在でも農道整備は、屋根の葺き替え・トイレ整備・上水道整

備に続いてニーズの高いインフラ整備であるということが受益者調査から明らか

                                                        
26 なお ADB の Completion Report（2010 年 12 月、p25）では「事業完了時において、農園労働者や

農園マネージャを含む全てのステークホルダーが、農道整備によって、農園労働者の学校・病院・

市場へのアクセスが改善されたと同意した」と記載している。ただし、同結論は、農園労働者を対

象とした具体的な調査を行った結果ではないため、本事後評価では参考情報のみとして扱うことと

した。 
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となった。 

（2）社会開発プログラム（アルコール依存症防止・ジェンダー・家計管理など） 

 総合的な満足度：社会開発プログラムを受講した回答者は 23 名（ジェンダー1 名、

アルコール依存症防止 20 名、家計管理 1 名、EWHCS 研修 1 名）であり、すべて

が「良い」もしくは「非常に良い」と回答しており満足度は高かった。  

 日常生活・生活の質への影響：「アルコール依存症の低下」については「良い」、「非

常に良い」が多く、実際日常生活に反映され、最もインパクトが大きかった研修

プログラムは「アルコール依存症予防プログラム」であったと回答している。こ

れらの研修プログラムのサービスプロバイダーでもあった PHDT が実施したイン

パクト評価でも、プログラム受講後、「飲酒量が減った」、「アルコール飲料に関す

る支出が減った」などが確認されている27。 

 他方、農園マネージャへの聞き取り調査からは、「アルコール依存症予防プログ

ラム」によって労働者の意識変化が起こり、アルコール依存症の発症率が大きく

改善しており、コタガラ（Kotagala）農園では 60％減少したとのことであった。

社会開発プログラムは労働者のみならず、RPC にとっても非常に重要であると回

答しており、農園側の意識改革にも貢献した。具体的に、農園マネージャやスタ

ッフへの研修で、農園労働者の労働・生活環境に関するニーズをより深く理解す

ることが、経営者と労働者の関係改善に寄与し、結果として生産性向上につなが

っているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 本事業ではジェンダーやアルコール中毒予防研修などを通じ、農園労働者の意識改革が期待され

ていた。事業開始当初、これらの研修費用の 50%を RPC が負担するものと決められていたが、本事

業フェーズ１では同負担率が 20～25％であったことや、類似のプログラムをスリランカ政府が無償

で提供していたこともあり、これらの研修に対する RPC の関心は低く、事業開始後 3 年間はほぼ実

施されず、RPC の負担率がなくなった時点からようやく実施が開始された（RPC の負担率に関する

詳細は「3.4.1.2 事業スコープ（2）社会環境事業」を参照。これら研修の主な調整機関が PHDT で

あり、同組織が積極的にサービスプロバイダー（NGO、専門機関、専門家）や RPC との連携、研修

内容の確認、EWHCS との連携を通じた農園労働者との調整を実施したことにより、事業期間内に

プログラムが完了できたといえる。PHDT は独自の予算で本事業で実施されたジェンダーとアルコ

ール中毒予防研修のインパクト調査を 2009 年に 8 社の RPC と 16 カ所の農園で実施した。 
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表 5 社会開発プログラムによる意識改革効果 
研修プログラム インパクト 

ジェンダー 
家庭内における女性の尊厳が向上した。女性も茶摘み労働で収入を得

ることで、家計に貢献しているという認識が芽生えつつある  

家計管理 

農園労働者に節約習慣が芽生えつつある。EWHCS で貯金をする労働者

が増え、その貯金でラインハウスを増築する、3 輪自動車を購入するな

ど、生活レベルの改善が図られている 

EWHCS の強化 

EWHCS の役割に関する理解が深まり、組合員が大幅に増加している。

視察を行った EWHCS のなかにはほぼ 100％の加入率の EWHCS もあっ

た。実査を行った全ての EWHCS が、年度ごとのアクションプランを

作成・実施している 

農園経営者に対する社会

開発プログラム 

労働者の社会経済問題について経営者の理解度が高まり、現在では全

ての RPC が社会的責任の一部としてとらえている 

チームビルディング 

チームワークの大切さについて労働者の理解度が高まり、経営者との

対立が減少した。これらのプログラムが導入されてから農園における

ストライキは減少し、現在は皆無である 

出所：エステートマネージャ・地方 PHDT・EWHCS への聞き取り調査 

  

 総じて、農園の労働・生活インフラ整備事業については、農道整備を除き、農園労

働者の労働・生活環境の改善や労働意欲の向上に関する一定の定性的効果が認められ

る。農道整備については、主な受益者は RPC であり、本来想定していた農園労働者へ

の効果は限定的であった。農業機器の導入も労働環境の改善に貢献しており、社会開

発プログラムについても、農園労働者と RPC の双方に意識の変化が認められ、本事業

による一定の定性的効果は認められる。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

本事業で想定されたインパクトは「プランテーション部門の持続性確保」である。

審査時において「持続性」の定義が明確化されていないが、本事後評価では労働集約

型の産業である農園部門における農園労働者の収入増加・貧困問題の改善とした。 

農園部門における人口は表 6 に示すように、2002 年から変化がないが、一世帯の平

均所得額については、他部門と比べれば農園部門は依然低いものの、2002 年の月平均

7,346 ルピーから 2010 年には 24,162 ルピーへと改善している。この大幅な改善は農園

労働者の賃金上昇（図 4）と、賃金以外の収入の増加によるところが大きい。賃金の

引き上げは 2000 年から 2 年毎に実施され、2005 年からは、出勤賞与などその他報奨

が別途支払われている28。加え、小規模ながらも養豚・養鶏、家庭菜園で育てた野菜

などを市場で売り、収入を得ている世帯も増えている。また、近年では農園に住みな

がら農園外で働く若者の収入や海外に出稼ぎに行く若者の送金も増えており、2007 年

時点で所得に占める賃金以外の収入の割合はすでに 5 割を占めていた。 

 

                                                        
28 農園労働者の賃金引き上げは、農園労働組合（セイロン労働者会議・スリランカ農園関連労働組

合）と農園経営者（セイロン経営者連盟・RPC）との間で協議が行われ、労働協約が締結される。 
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表 6 農園部門の人口と収入の変化 

年度 
人口（百万人）* 世帯平均所得額（ルピー/月） 

全国 都市 農村 農園 全国 都市 農村 農園 

2002 17 2 14 1 13,038 23,436 11,819 7,346 

2006/07 18 3 15 1 26,286 41,928 24,039 19,292 

2009/10 20 3 16 1 36,451 47,783 35,228 24,162 

 *人口のみ 2001 年のデータ。 

 出所：国勢調査・統計局 HIES2009/10, 2011 年 5 月 

 

 

出所：プランテーション省「農園部門統計（Statistical Information on Plantation Crops, 2011）」 

図 4 農園労働者の賃金（2002～2011 年） 

 

農園部門の貧困問題の改善の指標として、貧困指標（Head Count Index: HCI）と貧

困ギャップ率（Poverty Gap Index: PGI）を用いた（表７）。HCI は全人口に占める貧困

ライン以下の消費水準の人の割合であり、2002 年には 30%であった HCI が 2006/07 年

に 32％まで上昇したものの、2009/10 年には 11.4％へと大幅に改善している。他方、

PGI は貧困層と位置付けられる人々の消費水準が貧困ラインからどれだけ離れている

のかを示す指標であり、同様に 2002 年の 6.0 から 2009/10 年には 2.1 まで改善してい

る。都市部・農村部と比較すれば、依然貧困率は高いものの、その差は確実に狭まっ

ている29。 

 

表 7 貧困に関する指標 

年度 
貧困率（HCI）（％） 貧困ギャップ率（PGI） 

全国 都市 農村 農園 全国 都市 農村 農園 
2002 22.7 7.9 24.7 30.0 5.1 5.6 1.7 6.0 

2006/07 15.2 6.7 15.7 32.0 3.1 1.3 3.2 6.2 
2009/10 8.9 5.3 9.4 11.4 1.7 1.2 1.8 2.1 

 

 
不平等指標 
ジニ係数 

生活水準指標 
家計の消費支出に占める 
飲食費の割合（%） 

全国 都市 農村 農園 全国 都市 農村 農園 
2002 0.47 0.48 0.45 0.34 44 36 45 60 

2006/07 048 0.55 0.45 0.41 36 28 38 53 
2009/10 0.49 0.48 0.49 0.43 42 36 44 51 

出所：財務計画省、国勢調査・統計局 HIES2009/10, 2011 年 5 月 

                                                        
29 JICA 国際協力総合研修所「定量的貧困指標に基づく健康・教育・ジェンダー側面から見た地域

別貧困の諸形態」（平成 15 年 6 月） 
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さらに所得分配がどれだけ不平等なのかを測るジニ係数30を見ると、他部門に比べ

農園部門の所得配分はより平等であることを示しているが、2002 年の 0.34 から

2009/10 年には 0.43 へと上昇し、農園部門内での所得分配がより不平等になっている

ことを示している。その一要因として、若い世代は農園で働くよりも都市部や海外（特

に中東）へ出稼ぎに行くことを選択する傾向にあり、それらの送金の家計に占める割

合が増加傾向にあることが聞き取り調査から明らかになった。親世代も子どもに農園

労働者になることを望んでおらず、特に他の産業での雇用機会や中心部へのアクセス

が良い平地の農園でこの傾向は強い。生活水準の指標としては、通常の家計の消費支

出に占める飲食費の割合を用いた。食費は極端な節約が困難とされており、家計の消

費支出に占める飲食費の割合が高いほど生活水準が低いとされるためである。この割

合は農園部門では 2002 年の 60％から 2009/10 年には 51％まで改善はしているが、全

国でみると最も比率が高く、生活水準は改善しているがやはり都市部・農村部と比較

すると低い。 

総じて、農園部門の収入・貧困問題は 2002 年から 2010 年の間で改善しているが、

スリランカ政府、ドナー、NGO など多岐にわたる組織が同部門の底上げを図るための

支援を行ってきているため、上記結果と本事業との因果関係については不明である。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

本事業はスリランカの環境法上、環境影響アセスメント（Environmental Impact 

Assessment: EIA）は不要であったもの、初期環境調査が 1993 年に実施され、中央環境

庁（Central Environmental Authority :CEA）の承認が得られている。2006 年から追加さ

れた農道整備についても、ADB の要請により初期環境調査が実施され、同様に CEA

の承認が得られており、実施機関・RPC・受益者への聞き取りからも自然環境への負

の影響は見受けられない。 

 

3.3.2.2. 住民移転・用地取得 

評価時における実施機関・RPC・PHDT・受益者への聞き取り調査と現地視察から、

住民移転や用地取得は生じていないことが確認できた。追加された農道整備について

も、全て既存農道の整備であり、住民移転や用地取得は生じていない。 

 

3.3.2.3 その他のインパクト 

 （1）女性の水汲み労働軽減 

 審査時、農園の生活インフラ整備（給水など）を実施することから、女性の水汲み

労働の軽減が期待されていた。ラインハウスの敷地内に上水道が整備されたが、聞き

                                                        
30 ジニ係数は、完全に公平な分布（係数の値が 0）から、経済の中で所得の分布範囲がどこまで乖

離しているかを示す。係数が 1 に近いほど格差が大きいことを意味する。  
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取り調査からは一部乾期に水が出なくなるといったケースもあり、水汲みは現在でも

必要なので、当初想定していた変化は見受けられなかった。 

 

 （2）ハウジングローン中止による負のインパクト 

 2006 年にハウジングローンが中止され、農園労働者の生活環境に負のインパクトが

生じることが懸念されたが、ハウジングローン事業はスキームの変更や調整を行って

いる最中で中止となったため、具体的な農園労働者の融資申請を中止・却下するなど

の必要は生じていない。同時期に本事業と重複する好条件のハウジングローンが並存

していたことから、本事業のハウジングローン中止による負のインパクトはなかった
31。  

  

（3）関連事業との連携・インパクト 

 本事業は、ADB の農園開発事業（PDP）の社会環境コンポーネントをパラレル協調

融資で支援したものであるが、ADB と JICA の連携は、事業調整委員会（Project 

Coordination Committee：PCC）の場における意見交換などに限られ、事業を通じて密

接な連携は見受けられない。審査時に想定されていた連携について、実施機関への聞

き取りからは、より効率的な事業実施を可能にする連携・協調体制が期待されていた

が、パラレル協調融資になったことにより、本事業と ADB の事業は、農園労働者の

労働・生活環境の底上げに寄与した 2 つの異なる「補完事業」として捉える結果とな

った32。 

                                                        
31 国勢調査・統計局の住環境統計に基づけば、農園部門の無料賃貸住宅（ラインハウス）は 2001

年から 2009/10 年まで 6 割強で推移しており全く変化がない。都市部門と農村部門では持家を所有

する世帯の比率が 7 割以上であるところ、農園部門では 1 割と低く、現在でも農園部門の主な住居

はラインハウスであることが明らかとなった。これは、2001 年から現在に至るまで、農園部門にお

けるハウジングローンスキームがほぼ活用されていないことを反映している。 
32 本事業がパラレル協調融資として実施された主な理由は：①JICA は PDP の 4 分野のうち社会環

境コンポーネントのみを支援することを決定し、②同じコンポーネントでも RPC に対する融資条件

が ADB と JICA で異なったためである。後者について、ADB は RPC に対し、政府との間にマネジ

メントフィーの上限設定契約を結ぶ条件を課したが、JICA は同制限を課さなかった。このように、

各ドナーの事業目標・対応方法が異なったため、本事業の名称についても ADB は「農園開発事業」、

JICA は「プランテーション改善事業」として実施することになった（2003 年 11 月 17 日付 MPI か

ら財務省への公式文書による）。なお、マネジメントフィーとは、スリランカ農園部門特有の取り決

めであり、親会社である RPC が農園経営を行っている子会社から EBITDA の一定の割合をマネジメ

ントフィーとして親会社に払うことを課しており、割合は RPC によって異なる。本事業において、

ADB はマネジメントフィーを受け取った親会社が農園部門以外のビジネスに投資を行い、農園で得

た利益が他部門に流れることを懸念しマネジメントフィーに上限を設けていた。  
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 JICA の他の事業との連携・インパクトにつ

いては、草の根パートナー型技術協力で実施

された NGO「ケア・インターナショナル・ジ

ャパン」の事業との連携が期待されていたが、

事業遅延のためそれには至らなかった33。他

方、2000 年から 2012 年にかけて青年海外協

力隊員、合計 12 名が MPI と PHDT に派遣さ

れており34、これらについては PHDT と、実

査を行った農園マネージャへの聞き取りから

は、特に農園の保育所における協力隊員の活

動（保育内容の改善、遊具の開発、啓発など）

が高く評価されている。派遣人数や規模から、本事業との連携・インパクトは顕著で

はないが、農園コミュニティに根付いた活動として、重要な役割を果たしている。 

  

 以上、ラインハウスの屋根の葺き替えとトイレの整備については定量的にも定性的

にも一定の効果・貢献が認められ、社会開発プログラムについては、農園労働者と RPC

の双方に一定の意識の変化が認められた。一方で追加された農道整備については、定

量的にも定性的にも主な受益者は RPC であり、本来想定していた農園労働者への効果

は非常に限定的であった。また、本事業のインパクトとした「農園労働者の収入増加・

貧困問題の改善」については 2002 年から 2010 年の間で向上しているが、スリランカ

政府をはじめ多岐にわたる組織が様々な支援を行ってきているため、本事業との直接

的な因果関係については特定できない。総じて本事業の実施により一定の効果の発現

が見られ、有効性・インパクトは中程度である。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

3.4.1.1 対象地域 

 RPC が存在する 15 県（バッドウーラ、チラウ、コロンボ、ゴール、ガンパハ、

カルータラ、キャンディー、ケーガッラ、クルネーガラ、マタレー、マータラ、モナ

ラーガラ、ヌアラエリア、プッタラム、ラトゥナプラ）。審査時から変更はない。 

 

 

                                                        
33 農園労働者への支援に力を入れていた NGO には、本事業の社会開発プログラムの研修プロバイ

ダーとしての参加が期待されており、具体的に 2005年時点、14の NGOが予備選考を通過していた。

しかし、事業全体の遅延により NGO 側から参加を取り下げる結果となった。JICA としては農園労

働者の生活環境改善や意識改革の必要性、これらの課題に対するアプローチ方法などについて NGO

へのヒアリングを行うなど、草の根パートナー型技術協力で培われた知見・経験を本事業に反映す

る努力は行っていた。 
34 幼児教育・幼稚園教論 6 名、青少年活動 1 名、村落開発普及員 4 名、看護師 1 名。 

 

図 5．本事業で建設した農園の 

保育所（Waverley 農園） 
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3.4.1.2 事業スコープ 

（1）ハウジングローン事業 

「妥当性」で述べた理由から 2006 年に中止され、本事業によるハウジングローンは

実施されず、事業費は 2008 年から農道整備に振り替えられた。 

 

（2）社会環境事業 

社会環境事業は、農園労働者の労働・生活環境を改善するためのアメニティ（イン

フラ整備や農業機器・車両提供）と、RPC・農園労働者を対象とする研修「社会開発

プログラム」から構成されている。表 8 で明らかなように、計画値が設定されている

項目とされていない項目がある。前者は審査時において最もニーズが高いものとして

想定され、計画値が決められた35。後者は事業開始後、RPC の要請をもとに追加され

た項目である。 

 

表 8 社会環境事業のアウトプットと目標達成率 

（PRP-II 分） 
計画 

(2003 年) 

実績 

（2012） 

達成率 

（％） 

B-I. アメニティ 

B-I-I インフラ整備 

ラインハウスの屋根の修復 11,000 件 23,831 件 212% 

運動場の建設 200 カ所 29 カ所 15%  

工場の休憩所建設 180 カ所 142 カ所 79% 

茶畑の休憩所建設 1,500 カ所 444 カ所 30% 

トイレ整備 ― 6,798 カ所 ― 

ハウジングローンに伴う整地・インフラ整
備 

― 中止 中止 

【追加】    

農道整備 750km 711km 95％ 

農園スタッフ住居整備 ― 840 カ所 

計画値・ 

達成率なし
* 

歩道のコンクリート舗装 ― 24,655ft 

工場修復（主に床の修繕） ― 46 件 

配水管などの整備 ― 3,889 カ所 

水道整備 ― 180 カ所 

保育所（新設・改修） ― 37 カ所 

その他（電力・煙突・バレーボールコート・
礼拝堂など） 

― 190 件・カ所 

 

 

 

 

                                                        
35 本事業のニーズアセスメントとアウトプットの計画値の設定は、2001 年に ADB がプロジェクト

準備技術支援（Project Preparation Technical Assistance：PPTA）によりニーズの把握を行い、その後

RRP（2002 年）で一部のアウトプットについて具体的な計画値を設定したものである。 
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（PRP-II 分） 
計画 

(2003 年) 

実績 

（2012） 

達成率 

（％） 

B-I-II  農業機器・車両 

茶摘機械 5,575 個 424 個 8% 

刈込機 6,275 個 1,006 個 16% 

改良型茶摘籠 31,000 個 1,600 個 5% 

改良型剪定鋏 25,000 個 1,270 個 5% 

【追加】*    

クレート ― 23,220 個 

計画値・ 

達成率なし
* 

ジャンボクレート ― 14,921 個 

ミスト機 ― 281 個 

サブソイル型インジェクター ― 171 個 

チェーンソー ― 153 個 

トラクター ― 56 台 

その他（給水タンク、バックホー、ソーラ
ーパネルなど）合計 11 種類 

― 190 台・個 

B-II. 社会開発プログラム（実施件数／カッコ内は直接・間接受益者数） 

農園労働者に対する 

ジェンダープログラム 
500 件 

33 件 

(12,306 名) 
7% 

農園労働者に対する 

アルコール依存症予防プログラム 
500 件 

71 件 

(2,586 名) 
14% 

農園労働者に対する家計管理プログラム 500 件 
203 件 

(36,715 名) 
31% 

農園労働者住宅組合（EWHCS）強化プロ
グラム 

500 件 
166 件 

(24,027 名) 
33% 

RPC に対する社会開発プログラム 2,500 件 
138 件 

(317 名) 
6% 

農園労働者に対するチームビルディング
プログラム 

2,500 件 
37 件 

(1,872 名) 
1% 

【追加】    

RPC スタッフオリエンテーション ― 
22 件 

(164 名) 
計画値・ 

達成率なし
* その他（QC 研修） ― 

16 件 

(523 名) 

*2006 年からは RPC のリクエストに応じた対応を実施したため、計画値・達成率はない。 

 

アメニティに関しては、計画値が設定された 9 項目中、達成率が 100%を上回って

いるのはラインハウスの屋根の修復（計画比 212%）のみである。2006 年に追加され

た農道整備については計画値の 95%だが、その他の項目については、工場の休憩所建

設（79%）を除き、全て計画値を大きく下回っている。これは、審査時において RPC

が社会環境事業のコスト 50％を負担することが定められていたが、2002 年から農園作

物価格の低下、労働組合による賃金引き上げ要求などにより RPC の財務状況が悪化し

たことに加え、本事業フェーズ１における負担率が 40％であったことから36、RPC の

                                                        
36 本事業フェーズ 1 から RPC のコスト負担率が増加した理由は、RPC が民間企業としての社会的

責任を理解し、それを果たすことが期待されたためとのことが実施機関への聞き取り調査から明ら

かとなった。しかし RPC の同意なく設定されていたことから、2006 年には負担率をフェーズ 1 同

様の 40％に修正した。 
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関心が低く、これらのアメニティについて RPC の需要が想定されていた規模には至ら

なかったことに起因する。しかし、2006 年にハウジングローンが中止され、農道整備

が追加となり、RPC の要請に基づきアウトプットを変更・追加しながら柔軟に事業を

進めることが取り決められてからは、アメニティ全般に変更・追加が実施された。こ

れらの項目は実際のニーズに基づき申請され、効率的に実施されたものといえる。 

社会開発プログラムについては、計画値（プログラム件数）が設定されていた 6 項

目中、最も高いプログラムでも「農園労働者住宅組合（EWHCS）強化プログラム」の

33％であった。社会開発プログラムの目標達成度合いが低い理由は、他地域では類似

のプログラムをスリランカ政府が無償で提供していたところ、本事業では RPC がコス

トの 50%を負担するものと決められていた（本事業フェーズ 1 では同負担率は 20～

25％）ことに加え、事業開始当初、RPC が農園労働者の意識改革の必要性を理解して

いなかったことに起因する。アメニティ同様、2006 年以降、RPC の負担はなくなって

100％供与となり、さらに RPC 側も社会開発プログラムの重要性を徐々に認識し、事

業後半に集中的に実施された。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

 本事業の総事業費の計画値は 5,838 百万円（うち外貨 3,306 百万円、内貨 2,533 百万

円）であり、実績値は 4,017 万円と計画の 69%に収まった37。 

 

3.4.2.2 事業期間 

 審査時における事業期間は、2003年 7月から 2009年 6月の合計 72ヵ月であったが、

実績は 2003 年 7 月から 2010 年 3 月の合計 81 ヵ月（計画比 113%）と、9 ヵ月の遅延

が生じ、計画を少し上回った。 

 主な要因としては、2003 年 7 月から 12 月に予定されていた事業実施室（Project 

Implementation Unit：PIU）強化38と事業を実施する上で必要な実務上のプロセスや手

続の確定で 15 ヵ月の遅延が生じた点と、加えて、3.4.1.2（2）に記載の通りアメニテ

ィと社会開発プログラムの両方の事業開始に遅延が生じたためである。 

 

3.4.3 内部収益率 

 審査時においても内部収益率は試算していないため実績との比較が不可能であり、

本事業の試算は行わないものとした。 

 

                                                        
37 なお、事業費の円借款の利用状況については、計画値は 1,836 百万円、実績値は 1,694 百万円で

あった。従って円借款の 92%が本事業に投入された。 
38 PIU の財務専門家の雇用に際し、公務員の報酬体系（政府管理訓令第 10 号に基づく報酬体系）

では人材確保が困難であり、コンサルタント雇用に変更する必要が生じた。この手続きに時間を要

し遅延が生じた。なお、同専門家は ADB の負担によって追加された。 
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以上より、本事業は事業費については事業スコープの大幅な変更（減少）により計

画内に収まったものの、事業期間が計画を少し上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

 （1）事業終了前 

 本事業の実施機関は MPI であり、同省内に PIU が設置され ADB の PDP と本事業、

双方の事業調整・監理・資金管理・評価などの総括を担当した。審査時における PIU

の体制は「問題なし」とされたが、事業開始当初はスタッフの専門性と人数が不十分

で、数回にわたり専門家を追加雇用する必要が生じ、改善の余地があった39。最終的

には、プロジェクトマネージャ・農業専門家・財務専門家・農業経済専門家・道路専

門家（エンジニア）・環境専門家・ジェンダー専門家・統計・モニタリング担当者につ

いて各 1 名、総務・アシスタント・プログラマー5 名、合計 13 名での運営・維持管理

を行った。なお、特に追加された農道整備については、JICA が実施機関に求めていた

モニタリングの頻度や報告書内容に不備があり、モニタリング担当者 1 名の体制では

不十分であったことは明らかであった。 

 事業全体の方針に関する決定を行う組織として、事業調整委員会（PCC）が設置さ

れた。MPI の次官を議長とし、財務計画省の対外援助局（External Resources Division：

ERD）、スリランカ中央銀行（CBSL）、PIU、農園協会（Planters Association：PA）の代

表を委員に選んで、2003 年 8 月 1日に結成された。MPIから入手した議事録によれば、

PCC の会合は 2003 年の第 3 四半期からほぼ毎月、もしくは必要と判断された時点で

開催され、事業の進捗状況・課題などについて議論されていた。事業全体の進捗状況

を確認し、様々な課題の解決策を議論する場として有効であった。 

 

 （2）事業終了後 

アメニティでは、労働環境改善のため RPC に提供された農業機材と整備した工場・

茶畑の休憩所や農道について、運営・維持管理責任者は各 RPC の農園マネージャであ

り、その指導のもと技術管理オフィサーが維持管理を行っており、その体制に特筆す

べき問題はない（表 9）。農道の維持管理は、農園労働者のボランティア活動で側溝の

掃除を行うこともある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 2005 年に実施された「提案型調査」の報告書、PCC の議事録、ADB の Completion Report による。 
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表 9 農園の体制（視察対象農園の平均） 
 人数 

A.管理職 
 農園マネージャ 
 アシスタントマネージャ 
 工場長 
 医療福祉オフィサー 
 農園ドクター 
 技術管理オフィサー（維持管理含む） 

 
1 名 

2～3 名 
1 名 
1 名 
1 名 

1～2 名 
B. スタッフ 
 事務 
 工場 

 
5～10 名 

30～40 名 

       出所：PRC への聞き取り調査 

 

事業終了後、農園労働者の生活環境改善を目的としたアメニティ（屋根の葺き替え、

トイレの整備、上水道整備など）は農園労働者が各世帯、それぞれ自己負担で行って

いる。しかし、なかには「再度屋根の葺き替えが必要な場合、農園マネージャの責任

である」と考える労働者も多く、与えられるだけではなく、自らの努力で可能な生活

環境改善に向けた努力をすることの重要性を認識するなどさらなる意識改革が必要で

ある。  

社会開発プログラムについては、農園労働者の住環境・労働環境・生活水準の改善

を図ることがミッションである PHDT が担当し、RPC との協力のもと現在もアルコー

ル依存症、ジェンダー、家計管理、健康管理、リプロダクティブヘルスに関する研修

を実施している。PHDT は MLRCD の管轄下にあるため、これらの研修は MLRCD、

RPC、ドナーの予算で実施されている。PHDT は 7 つの地方事務所を持ち、農園部門

に関する知見・経験を有した人材によって、各農園に即したきめ細かい活動を行って

いる。RPC をはじめ農園労働者からの信頼も厚く、EWHCS の組合員数の増加や、本

事業を含む社会開発プログラムの継続的実施は PHDT の努力によるところが大きい。 

 さらに、近年、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility: CSR）が重要視さ

れるようになり、全ての RPC が CSR 活動の一環として社会開発プログラムを継続し

て行っている40。特に紅茶産業については国際標準化機構国際規格（ISO）以外にレイ

ンフォレスト・アライアンス、エシカル・ティー・パートナーシップ（Ethical Tea 

Partnership）、国際フェアトレード（Fairtrade Labelling Organizations International：FLO）

など、厳しい社会・環境基準を満たした農園のみが受けられる認定を取得している。

これらの認定を維持するための条件には、毎年農園労働者を対象とした研修を行うこ

とが盛り込まれており、このようなプログラムの実施についても PHDT との協力体制

を築いているので、本事業の運営・維持管理の体制について持続性は確保されており、

特に問題はない。 

 

 

 

                                                        
40 RPC の CSR 報告書は各 RPC のウェブサイトで公開している。 
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

 （1）事業終了前 

 審査時、PIU の技術についても「問題なし」とされたが、事業開始当初は PIU のス

タッフの専門性に不足があり、事業実施中、ジェンダーや環境などの専門家を追加雇

用する必要が生じた。その都度補充されたものの、事業の運営・維持管理の技術につ

いては改善の余地があった。特に事業のモニタリング能力が不十分であり、追加され

た農道整備について、その進捗状況と維持管理体制について随時モニタリングを行い、

月次報告を提出し、整備の前・中・後の写真を添付するよう JICA が求めていたが、

報告書の提出にはばらつきがあり、必ずしも報告書間の整合性が確保されておらず、

写真の添付などもなかった。 

 2006 年に追加された農道整備については、本来国道の運営・維持管理を担当する道

路開発庁（Road Development Authority：RDA）が、ADB の強い要望により管轄機関と

して加わった。RDA の役割は主に対象農道の数量積算、数量調書作成、土木作業の監

督・モニタリング、基準承認であった。RDA の協力を得たことにより、農道の品質管

理と安全確保が図られ、本事業の技術的持続性が確保された。 

 

 （2）事業終了後 

 RPC が管理しているアメニティについては、各農園に維持管理を担当する技術管理

オフィサーが 1～2 名は必ず常駐しており、例えば刈込機や剪定鋏のブレードが欠けた

場合に取り換えるなど、主に機器の事後保全を行っている。そのオフィサーが対応可

能な修理は必要に応じ実施しており、より大きな修理が必要な場合は外部に委託して

いる。実査を行ったところ、すでに耐久年数を超えていると推測される農業機材や消

耗品に近いクレートなどを現在も良好な状態で使用しており、特に問題はない。農道

についても、RDA の基準で整備されたことにより、他機関の支援による農道に比べて

質も良く耐久性も高い。側溝の掃除など日常の維持管理が実施されており、特に問題

も生じていない。 

 社会開発プログラムについては PHDT に技術的問題はない。地方事務所の人材も長

年農園に携わり、農園部門について深い知識を有している。社会開発研修プログラム

は PHDT が外部の専門機関・NGO に委託して実施しているが、NGO が農園で活動す

るためには、PHDT に登録し許可を得る必要があり、PHDT はプログラムの品質管理

についても基準を設けている。主な NGO は、アルコール・薬物情報センター（Alcohol 

and Drug Information Centre：ADIC）、ケア・インターナショナル（CARE International）、

ワールド・ユニバーシティ・サービス・オブ・カナダ（World University Service of 

Canada：WUSC）など、いずれも専門性の高い組織であり、技術面の持続性も確保さ

れている。 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

 運営・維持管理費は各 RPC の毎年の予算に組み込まれている。現地調査において実

査を行った RPC の中から A 農園について「2013 年予算ガイドライン」を入手し、申

請済み予算を確認したところ、本事業に関わるアメニティや社会開発プログラムの維

持管理の詳細と費用について、表１１に示す項目が常に予算に含まれており、2012 年

度については、総維持管理費用の 40%を占め、2013 年度については維持管理予算全体

の 32%を占めていることが確認できた41。他の RPC でも、ガイドラインに基づきほぼ

同様の予算項目で、本事業に関わるアメニティや研修の維持管理費を確保している。 

 

表 10 農園の維持管理予算項目の例（A 農園） 

予算項目 詳細 

車両 タイヤ・オイル・フィルター交換の頻度と予算の詳細 

機械 主に工場の機械であるが、農業機材の維持管理費も含まれる 

工場 建物の維持管理費 

農園労働者の住環境 ラインハウスの屋根の葺き替え、水道管交換費 

農道 農道の種類別維持管理費 

福利厚生・スポーツ 祭やスポーツ活動、農園労働者の葬儀など EWHCS への出金 

保育所 保育所の人件費と維持管理費 

人材開発費 農園経営者・スタッフ・農園労働者を対象とした研修費用 

出所：RPC 提供資料（内部資料のため RPC 名は非公開） 

 

 本事業の財務の持続性は RPC の財務指標に大きく依存しており、入手可能であった

RPC18～20 社の過去 3 年の財務諸表では、2011 年度は気候に恵まれ特に紅茶の国際価

格の高騰により改善したものの、2012 年度については、3 年ごとに実施される賃金引

上げ、不安定な燃料、化学肥料の国際市場価格、作物多様化の遅れなどにより、収益

性が悪化し、審査時の値を少し上回るにとどまった（表 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 RPC・農園名は非公開。当該農園は 2012 年度において「PDP 農道 6.7km の維持管理」として 3

万ルピーを計上している。 
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表 11 RPC の収益性・財務安定性 

 指標 年度 RPC 平均* 

収
益
性

 

総資産利益率 
（当期純利益／総資産） 

2002 0.2% 

2010 4.0% 

2011 5.4% 

2012 2.5% 

自己資本利益率 
（当期純利益／自己資本） 

2002 0.8% 

2010 10.9% 

2011 11.0% 

2012 -0.8% 

売上高当期純利益率 
（当期純利益／売上高） 

2002 0.4% 

2010 5.5% 

2011 7.6% 

2012 1.8% 

財
務
安
定
性

 自己資本比率 
（自己資本／総資産） 

2002 27.5% 

2010 38.9% 

2011 42.4% 

2012 59.1% 

流動比率 
（流動資産／流動負債） 

2002 74.0% 

2010 129.6% 

2011 134.9% 

2012 134.5% 

*2009/10 年度は 18 社平均、2010/11 年度は 20 社平均、2011/12 年は 19 社平均。 

出所：2002 年のデータは参考値として本事業フェーズ１「プランテーション改善事業」

2003 年度の事後評価報告書から引用（20 社平均）。その他は MPI 提供の RPC 年次レポ

ートに基づく。 

  

しかし、RPCの財務安定性を示す自己資本比率・流動比率の指標については、過去3

年で審査当初から比べても大幅な改善が認められ、RPCの財務が強化されたことを表し

ている。収益性は天候や国際価格変動に左右されるが、これまでの作物の多様化、加工

施設の近代化、高付加価値商品の開発などの努力により財務は安定し、審査当は懸念さ

れていたRPCの財務が安定してきたことが認められ、今後本事業の運営・維持管理の持

続性に大きな問題はないと考える。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

 RPC が管理しているアメニティについては、事後保全が中心であり、維持管理記録

をより体系的に実施するなどの改善は必要であるが、総じて運営・維持管理の状況に

大きな問題はなく、消耗品が多いにも関わらず比較的丁寧に使用されている。農道に

ついても特に問題は生じておらず、農道の質には受益者の評価も高かった。農道の側

溝の清掃などの日常の維持管理は、各農園の管理者が EWHCS と協力し、農園労働者

のボランティア活動42で行うなど、農園コミュニティが一体となって実施している状

況である。 

 農園労働者が直接維持管理を行うべき屋根の葺き替えについては、現在、世帯によ

                                                        
42 スリランカではシャマダナ（Shamadana）というコミュニティが団結し行うボランティア活動が

ある。農道の維持管理はシャマダナ活動の一環として行われることもある。  
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っては塗膜防水材を塗るなどして維持管理を行っているケースも見受けられた。しか

し、素材が準耐久性であるため、数年後には再度葺き替えの必要が出てくることが想

定される。トイレについては、PHDT による労働者に対する持続的な啓蒙活動・指導

により、現在は清潔に保たれているところが大半である。 

 社会開発プログラムについては、事業開始時はその重要性を RPC や農園管理者が認

識していなかったが、農園管理者を対象とした研修や、早期に本事業の研修プログラ

ムを導入した農園の成功例もあり、現在では継続的に社会開発プログラム（主に家計

管理やアルコール依存症予防）が実施されている。前述の通り、全 RPC が CSR 活動

や ISO や FLO 基準認定を取得し、それらを維持するために PHDT と NGO との協力体

制のもと農園労働者を対象とした研修が実施されている。農園によっては、医療スタ

ッフが結核・回虫寄生・貧血症予防などの研修用教材を開発・実施しているケースも

あり、運営・維持管理状況に問題はない。 

 

 以上より、本事業の運営・維持管理は体制、技術、財務、状況いずれも問題なく、

本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、スリランカの農園労働者に対し戸建新築住居のためのハウジングローン

の供与、ラインハウスやトイレなどのインフラ整備、農業機材の提供、農園労働者の

間で深刻化していたアルコール依存症の予防研修や、家計管理などの研修を行うこと

により、労働・生活環境の改善を図り、もってプランテーション事業の持続性の確保

に寄与することを目的としていた。 

同国の国家開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策との整合性は審査時・評価時と

もに確保されている。しかし、本事業の重要な柱の一つであったハウジングローンの

供与が中止となり、資金は農道整備に振り替えられるなど、事業計画の適切性につい

て一部問題があり、妥当性は中程度であった。本事業において実施されたラインハウ

スの屋根の葺き替えとトイレの整備は、農園労働者の労働・生活環境の改善に一定の

効果の発現が見られるが、追加された農道整備は想定されていたほど農園労働者の受

益につながらず、有効性・インパクトは中程度であった。事業費については、事業ス

コープの大幅な縮小により計画内に収まったが、事業期間が計画を若干上回ったため、

効率性は中程度であった。事業の運営・維持管理については、実施機関の人材と技術

の点で改善の余地があったが、事業終了後の体制、技術、財務の面で、プランテーシ

ョン会社やプランテーション人材開発基金、NGO などのステークホルダーに問題はな

く、運営・維持管理の状況でも特に問題はなく、本事業によって発現した効果の持続

性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は一部課題があるといえる。 



 30 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 実施機関の MPI は、事業完了報告書でハウジングローンが中止となった点につい

て、「事業の計画時において、重要なステークホルダーである RPC のニーズの把

握が不十分であった」と述べている。この点について、事業実施時に必要な調整

を行うことは実施機関の重要な役割である。今後類似の事業を実施する場合、実

施機関としてのオーナーシップを発揮が期待される。具体的にはより積極的にス

テークホルダーとコミュニケーションを取って意見交換を行い、必要であれば

PCC を招集して具体的な軌道修正を提案し実施することが望まれる。 

(2) 当該事業をモニタリングし、必要であれば軌道修正を行うための資料を作成・保

管することが必要であり、例えばそのための人材の確保とマニュアルの作成、が

重要である。 

(3) 人材が流動的であるスリランカにおいては、事業に関連する全ての情報のデータ

ベースの作成・保管が有用であると思われる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

 特になし。 

 

4.3 教訓 

(1) 他ドナーが主体となる事業のコンポーネントを部分的に支援する場合、そ

のドナーの審査結果のみに頼らず、 JICA が支援する対象事業について、計

画時にはそのフィージビリティを必要に応じ、 JICA として分析、確認して

いく必要がある。本事業については、農園部門への資金供給状況や政策金

融の必要性に関する確認が行われたが、RPC や PFI の調査に限られている。

他のステークホルダーである PHDT や NGO への聞き取りや受益者である農

園労働者のニーズを的確に把握してはいなかった。農園部門のように特殊

なセクターの場合、ステークホルダーも多く、それらの特性や関係性、歴

史的背景、支援スキームに必要な法的フレームワークが整備されているか

否かを、より詳細に確認することが効率的・効果的な事業の実施において

重要である。  

(2) 当該事業の効果やインパクトについて的確に把握することが事業部門とし

て重要であり、そのためには、ベースライン調査は事業開始と同時に実施

し、その結果について全てのステークホルダーと共有する必要があるとと

もに、完了後も効果を把握することが必要である。  

以上  
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①  アウトプット＊  

ハウジングローン  

＜アメニティ＞  

ラインハウスの屋根の修復  

運動場の建設  

工場の休憩所建設  

茶畑の休憩所建設  

農道整備  

茶摘機械  

刈込機  

改良型茶摘籠  

改良型剪定鋏  

＜社会開発プログラム＊＊＞  

農園労働者に対するジェン
ダープログラム  

農園労働者に対するアルコ
ール依存症予防プログラム  

農園労働者に対する家計管
理プログラム  

農 園 労 働 者 住 宅 組 合
（EWHCS）強化プログラム  

RPC に対する社会開発プロ
グラム  

農園労働者に対するチーム
ビルディングプログラム  

 

12,000人  

 

11,000件  

200カ所  

180カ所  

1,500カ所  

750km 

5,575個  

6,275個  

31,000個  

25,000個  

 

500件  

 

500件  

 

500件  

 

500件  

 

2,500件  

 

2,500件  

 

0人  

 

23,831件  

29カ所  

142カ所  

444カ所  

711km 

424個  

1,006個  

1,600個  

1,270個  

 

33件  

(12,306名 ) 

71件  

(2,586名 ) 

203件  

(36,715名 ) 

166件  

(24,027名 ) 

138件  

(317名 ) 

37件  

(1,872名 ) 

②  期間  

 

 

2003年7月～  

2009年6月  

（72ヶ月）  

2003年7月～  

2010年3月  

（81ヶ月）  

③  事業費  

  外貨  

 

  内貨  

 

  合計   

 

  うち円借款分  

 

  換算レート  

 

3,306百万円  

（2,563百万ルピー） 

2,533百万円  

（1,963百万ルピー） 

5,838百万円  

（4,525百万ルピー） 

1,836百万円  

（1,423百万ルピー） 

 1ルピー=1.29円  

（2002年11月）  

 

2,282百万円  

（2,615百万ルピー） 

1,402百万円  

（1,607百万ルピー） 

4,017百万円  

（4,603百万ルピー） 

1,694百万円  

（1,942百万ルピー） 

1ルピー＝0.8728円  

（ 2003年 7月～ 2010

年3月平均）  

＊計画値が設定されていた項目のみ記載  

＊＊カッコ内は裨益者数（直接・間接）  

 

以 上 


