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国名
南部地域の村落生活向上プロジェクト（SouthCAP）

スリランカ

Ⅰ 案件概要

プロジェクト
の背景

人口 43 万人の南部州ハンバントータ県は、スリランカで最も貧しい地域の一つであった。住民の主な
収入源は農業であったが、降雨量が少なく、地域経済に十分に貢献できるものではなかった。また、所得
創出の問題として、インフラの未整備、不安定な市場価格、不公平な仲介業者などが原因となっていると
考えられていた。そうした遅れた地域における生計向上の促進に向けて、スリランカ政府は 1980 年代か
ら、村落行動計画（CAP）注 1 及びコミュニティ・コントラクト・システム（CCS）注 2といった参加型村落
開発アプローチを開発し、導入してきた。しかしながら、こうしたアプローチは、住民組織（CBO）注 3が
存在しないことや行政官の能力が不十分であることから、南部の州では活用されていなかった。

注 1：村落行動計画（CAP）は、地域住民が自ら問題を把握し、活動を計画、モニタリング・評価することを通じて、

地域レベルで計画プロセスを開始し、運営していくことを指す。CAPは、1980 年代に国家住宅開発公社により初めて

導入された。

注 2：コミュニティ・コントラクト・システム（CCS）は、草の根コミュニティが村落で計画されている小規模イン

フラ整備の建設契約を政府から受注するメカニズム。CCS も 1980 年代の小規模インフラ改善プロジェクトにおける

商業的なコントラクターの非効率・不満足なサービスを代替する効果的な手段として、国連による”Habitat Million 

Housing Project”により、導入された。

注 3：住民組織（CBO）は、村落住民による組織を指す。

プロジェクト
の目的

1. 上位目標： ハンバントータ県及び南部州地域において、プロジェクトを通じて認知された、参加型
村落開発のためのコミュニティ・アプローチ・プログラム（CAP）の導入により、地域住民の所得及
び生計が向上する。

2. プロジェクト目標：対象地域において、住民の所得及び生計向上のための、効果的な組織の活用や実
践（CAP 及び CCS）を通じて、参加型村落開発の既存の体制及び仕組みが機能する。

実施内容

1. プロジェクトサイト：南部州ハンバントータ県 8行政村主な活動：
1)CAP の作成に関する住民及び政府関連機関の現場レベル職員向け研修、2)行政区調整委員会（DCC）
の設立、3)インフラ建設・管理に係る住民及び CBOメンバー向け研修、4)生産及び再生産活動に関す
る住民向け技術的指導の実施

2. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 7分野 10 人
(2) 研修員受入 16 人
(3) 機材供与 事務用品（PC、プリンター、電話、コピ

ー機）、発電機、バイク、等

相手国側
(1) カウンターパート配置 7 人及び協力政府

職員 65 人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務所用土

地・建物、電気、水、電話

事前評価年 2006 年 協力期間 2007 年 3月～2011 年 3月 協力金額 361 百万円

相手国実施機
関

地方政府・州評議会省（MoLGPC）、南部州評議会（SPC）

日本側協力機
関

日本工営株式会社

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、貧困削減戦略書（PRSP）(2002)、経済政策枠組み（2004）
及び10ヵ年国家開発政策枠組み（マヒンダ・チンタナ）(2006-2016)に掲げられた「村落開発及び貧困撲滅」というスリラ
ンカの開発政策、「参加型村落開発アプローチを通じた南部州の生計向上の促進」という開発ニーズに十分に合致している。
また、事前評価時の日本の対スリランカ国別援助計画（2004）にと十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトの上位目標は、CAPアプローチ注4という参加型村落開発アプローチの導入による、ハンバントータ県及び
南部の州における住民の所得及び生計向上であった。ハンバントータ県の対象8行政村の住民、CBOメンバー及び現場レベル
の職員の能力向上を通じて、本プロジェクトは、8行政村におけるCAPアプローチの開発・実施を目的としていた（プロジェ
クト目標レベル）。本プロジェクトの完了後では、対象地域における村落開発活動とDCC活動注5の継続及びアプローチの経験
やノウハウを普及するためのプロジェクト執行委員会（PIC注6、あるいはその機能を引き継いだDCCなどの組織）によりCAP
アプローチの他の行政村への普及が見込まれた。
プロジェクト目標は、プロジェクト完了時点において達成された。調整メカニズムは、CAPアプローチを促進する本プロ

ジェクトによって導入され、行政村レベルでは、作付や水管理等、行政村内の課題について協議する村落会議が、ほとんど
の対象村で開催された。現場レベルでは、政府の普及員が行政村と地方政府間での情報共有や調整を行うために配置された。
地方政府レベルでは、3つの対象行政区において、CAPアプローチを促進するためにDCCが設置された。8つの対象行政村で作
成されたCAPで提案された387の活動のうち、プロジェクト期間中に224の活動が実施された。定量的なデータは入手できて
いないが、本事後評価のインタビュー調査によれば、多くのPIC及びCBOのメンバーは、包括的な開発計画としてのCAPの有
用性を認識している。8つの対象行政村すべてで、個別のプロジェクトの実施にあたって、海外のドナー及びNGOからの支援



を受けていた。
こうしたプロジェクトの効果は、プロジェクト終了後もある程度持続している。灌漑システムなど、プロジェクト期間中

に整備されたインフラは、プロジェクト完了後も大きな問題なく、運営維持管理されており、住民は、所得、改善された耕
作方法、水管理など実際に便益を享受している。生産量やマーケットの地域などさらに検討の余地があるが、農業生産及び
マーケティングなど非農業生産に関する活動は、プロジェクト完了後も対象行政村で実施されている。CAPアプローチ促進
に向けて本プロジェクトで導入された調整メカニズムは、依然として機能している。なお、PICの業務はDCCに移管された。
上位目標については、ワークショップなどの参加型計画プロセスの短縮といった、本プロジェクトで改善されたCAPアプ

ローチにより、ハンバントータ県において少なくとも576件のCAPが作成され、少なくとも576件のCCSプロジェクトが実施さ
れた。改善されたCAPアプローチは、住民の参加の促進により、CCSプロジェクトの立案の円滑化に貢献したとみられる。そ
の他の上位目標の指標である、1)ハンバントータ県の行政村でCAP作成により所得が増加した世帯の割合、2)作成されたCAP
を活用して形成・実施されたCCSプロジェクトの割合、については、ハンバントータ県のモニタリング体制が未整備である
ため、定量的なデータがなく、検証できなかった。
しかしながら、ハンバントータ県においてCAP及びCCSプロセスの集中的かつ広範な普及・促進が図られ、本プロジェクト

はそうしたプロセスの促進に一定の貢献をした。対象の8つの行政村において25％の世帯所得が増加したか、否かを検証す
る統計データは存在していないが、定性的な分析に基づくと、対象村の活発でやる気のある世帯は、キノコやパルミラヤシ
で作った籠製品など、農産品の生産・販売により所得を増加させた。対象村の住民へのインタビューによれば、農民は、CCS
プロジェクトにより改善された小規模灌漑施設により、農業生産を増加できたことから、干ばつの場合でも食料を備蓄でき
るようになったとしている。こうしたことにより、農民の食糧保障はある程度改善し、対象地域の世帯は所得レベルやリス
クを回避する能力を向上させたと考えられる。自然環境への負の影響はなく、土地収用及び強制的な住民移転も発生してい
ない。
本事後評価での調査により、本プロジェクトによる数々の正のインパクトが、上述した定性的な情報により検証されたも

のの、PDMに示された指標を検証するための定量的なデータは入手できなかった。これは、プロジェクト目標及び上位目標
の達成度を検証するための指標の設定を含む、プロジェクト・デザインが適切でなかったことを示している。したがって、
事後評価時点において、本プロジェクトによるプロジェクト目標及び上位目標の達成への貢献は十分に確認することが困難
であった。よって、本プロジェクトの有効性/インパクトは中程度である。

注4：「CAPアプローチ」は、計画・管理のツールであるCAP及び小規模インフラプロジェクトの実施手段であるCCSを活用した農村開発

の計画及び管理の参加型プロセスとして定義される。CAPはすでに同国に存在していたが（本プロジェクトで新たに導入されたも

のではない）、本プロジェクトでは、以下の観点からアプローチの強化を行った。1)コミュニティのエンパワメント、2）政府組

織の能力構築、3)小規模インフラ改善、インフラの運営維持管理体制の強化、農業生産性の向上、家計管理の改善及び世帯レベ

ルの活動（例、家屋の改修）の改善といった様々な活動の組み合わせを通じて生計向上を図る包括的なアプローチ。

注5：本プロジェクトでは、関係者間での調整、情報共有を行うために行政区調整委員会（DCC）が各レベルで設置された。設置された

のは以下のとおり。1)中央レベル：合同調整委員会（JCC）、2)州・郡レベル：地域調整員会（RCC）、3)行政村レベル：プロジェ

クト執行委員会（PIC）

注6：PICは、県、郡、行政村間で分野横断的にCAPを導入し、情報共有及び調整を促進するために、本プロジェクトで新たに設置した

ものである。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）

対象地域において、住民

の所得及び生計向上の

ための、効果的な組織の

活用や実践（CAP 及び

CCS）を通じて、参加型

村落開発の既存の体制

及び仕組みが機能する。

指標 1：作成された CAP で提案された

活動のうち 50％以上が、本プロジェク

トあるいは他の開発機関（政府機関及

び NGO）により実施される。

（完了時）達成

 提案された活動のうち 50％以上が実施された（提案された

活動 387件に対し、224 件が実施）。データは終了時評価時

に収集された。

（事後評価時）不明

 事後評価時点において、データは入手できなかった。

指標 2：プロジェクト執行委員会 PIC

及び CBOのメンバーの 50％以上が、包

括的な開発計画としての CAP の有用性

を認識する。

（完了時）達成。

 定性的データによれば、目標値はほぼ達成された。データ

は終了時評価時に収集された。

（事後評価時）不明

 事後評価時点において、データは入手できなかった。

指標 3：5村以上の行政村が、個別プロ

ジェクトの実施にあたり、外部支援を

受ける。

（完了時）達成

 対象行政村 8村すべてが、外部支援を受けた。データは終

了時評価時に収集された。

（事後評価時）不明

 事後評価時点において、データは入手できなかった。

指標 4：対象行政村 8 村で世帯所得の

25％が増加する。

（完了時）不明

 統計データは入手できなかった。

（事後評価時）不明

 事後評価時点において、データは入手できなかった。

（上位目標）

ハンバントータ県及び

南部州地域において、プ

ロジェクトを通じて認

知された、参加型村落開

指標 1：ハンバントータ県の CAP を作

成した行政村で所得が増加した世帯の

割合

(事後評価時) 不明

 情報なし



発のためのコミュニテ

ィ・アプローチ・プログ

ラム（CAP）の導入によ

り、地域住民の所得及び

生計が向上する。

指標 2：ハンバントータ県で CAP を作

成した行政村の数

（事後評価時）達成

 ハンバントータ県の 576行政村すべてが少なくとも 576件
の CAPを作成した。

指標 3：作成された CAP に基づき CCS

プロジェクトを形成・実施した割合

(事後評価時)不明

 ハンバントータ県で作成された 576件の CAPのうち、少な

くとも 576件の CCSプロジェクトが実施された。しかしな

がら、定量的なデータがないため、ハンバントータ県で作

成された CAPから形成・実施された CCSプロジェクトの

割合は確認が困難であった。

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへの質問票調査及びインタビュー

3 効率性

本プロジェクトは、協力期間は計画どおりであったものの（計画比：100％）、1)日本人専門家が8人から10人に増加した
こと、2)モニタリング活動に必要なバイクやインターネットLAN、スキャナーなど追加の事務機器の購入のため、協力金額
は若干計画を上回った（計画比:103％）。よって、本プロジェクトの効率性は中程度である。

4 持続性

政策面では、CAPアプローチは、村落開発の手段として数十年にわたりスリランカで促進されてきており、2013年ジャナ・
サバ法の新たな導入により裏付けられている。例えば、デヴィ・ネグマ（生計向上）、エカ・ガマカタ・エカ・ワダック(一
村一品)などのプログラムにおいて、同アプローチが活用されている。
体制面では、ハンバントータ県庁はモニタリングを行い、3つの郡事務所（ハンバントータ郡、スーリヤウェワ郡、ルヌ

ガンヴェヘラ郡）が設置されている。ハンバントータ県においてCAPアプローチを促進するために十分な人数の職員が配置
されている。
技術面では、郡及び県レベルの現場職員は、CAPアプローチを継続するための適切な技能・知識を有しており、CAPアプロ

ーチの経験やノウハウを同僚や他の職員に広めている。本プロジェクトで作成された、CAPハンドブック及び維持管理マニ
ュアルは、ハンバントータ県において活用されている。
財務面では、ハンバントータ県の財務能力については、県は、ガマ・ネグマ（村落開発）及びマガ・ネグマ（道路整備）

注7といったアプローチを通じてCAPアプローチの促進を図るための予算を配分している。配分されている予算額は、県内の
すべての開発ニーズに対応するには十分とは言えないが、予算の制約はスリランカで共通の課題であり、少なくともCAPア
プローチの継続に十分な予算は配分されている。なお、本事後評価においては、南部州評議会から財務情報を得ることがで
きなかった。
以上より、実施機関の財務面に若干の課題があるものの、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高いといえる。

注7：ガマ・ネグマ及びマガ・ネグマは、農業開発、小規模インフラ整備、生計向上及び環境改善、及び村落住民のキャパシティ・デ

ィベロップメントを通じて世帯及び村落を支援するためのスリランカ政府の草の根経済開発イニシアティブである。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標を達成したものの、上位目標については達成状況を検証できなかった。本プロジ
ェクトは、ハンバントータ県の 8対象行政村において CAP を作成し、CAP で提案された活動の 50％以上が本プロジェクトあ
るいは他の開発機関により実施された。多数の PIC 及び CBO メンバーは、包括的な開発計画としての CAP の有用性を認識し
ており、PIC 及び CBO はプロジェクト完了後も機能を維持している。ハンバントータ県の全 576 行政村が少なくとも 576 件
の CAP を作成し、少なくとも 576 件の CCS プロジェクトがこれらの CAP から形成・実施されたことから、ハンバントータ県
において集中的かつ幅広く CAP 及び CCS プロセスが普及・促進され、本プロジェクトがそれに一定の貢献をしたと言える。
しかしながら、対象 8行政村及び CAP を作成したハンバントータ県の行政村における世帯所得の増加といったプロジェクト
の効果は、情報がなく、検証できなかった。
持続性については、ジャナ・サバ法が、スリランカにおける村落開発の手段としてのCAPアプローチの促進を裏付けてい

る。さらに、CAPの考え方を反映した、ガマ・ネグマ（村落開発）及びマガ・ネグマ(道路整備)といったプログラムが中央
政府により開始された。CAPアプローチを促進するために十分な人員が配置されており、必要な技能・知識は、各郡の現場
職員に維持されている。事後評価時点まで、CAPアプローチを継続する予算は十分配分されている。

効率性については、日本人専門家の増加と事務機器の追加購入により、協力金額が若干超過した。
以上より、本プロジェクトの評価は高いと判断される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

1) 中央政府にはガマ・ネグマ及びマガ・ネグマプログラムの予算があることから、ハンバントータ県における CAP アプ

ローチの実施のための安定的な財源確保のため、各行政村はガマ・ネグマ及びマガ・ネグマプログラムと連携する CAP

及び CCS を作成すべきである。

2) また、CAP アプローチに基づく村落開発プロジェクトに対する NGO からの財務的支援の可能性がある。したがって、

保健セクターやその他の開発ニーズをカバーする活動にまで広げていくため、行政村、ハンバントータ県及び南部の

州は、CAP 及び CCS の作成及び実施において NGO と協調すべきであり、NGO からの財務的支援を受けるべきである。

JICA への教訓：

1) CAP アプローチは、参加型計画プロセスにより、開発ニーズを把握し、実施すべき活動の優先順位付けを行うための

効果的な手段の一つとして、住民及び地方政府に認識されている。しかし長時間にわたるワークショップは、住民が

参加型計画プロセスに参加することをためらわせる要因となっていた。そのため、本プロジェクトでは、計画立案プ

ロセスの短縮による住民の参加促進に向け、CAP アプローチの改定を行った。参加型プロセスの方法を改善すること

により、住民の参加が促進されることが、コミュニティ開発の効果的な計画・優先順位づけにおいて重要である。



2) 本プロジェクトの持続性を強化する重要な要因として、以下のものがあげられる。1)CAP アプローチは、スリランカ

政府の政策枠組みに組み入れられていて、国家の支援がある。このことはプロジェクトの持続のみならず、ハンバン

トータ県及び他の地域にアプローチを普及する効果をもたらした。2)同アプローチは、1980 年代からスリランカで適

用されており、。スリランカの国民が活用しているもともと存在する CAP アプローチが、本プロジェクトにも引き継

がれた。2)スリランカ国民は、CAP アプローチの実際の便益を理解しており、これが住民が CAP アプローチを実施す

る原動力につながっている。したがって、これらの要因は、本事後評価の調査の結果、本プロジェクトの持続性に貢

献をしており、他の類似案件にも適用可能である。

3) 所得及び生計向上活動については、積極的でやる気のある人々を特定することが、プロジェクトで発現した効果の継

続にとって重要なカギである。また、特にパルミラヤシの籠やキノコ生産などの所得創出活動では、マーケティング

の機会もプロジェクトの効果の継続に重要である。

4) 本事後評価における重要な課題の一つが、定量的データが入手できないあるいは維持されていないことであった。し

たがって、プロジェクトの達成度を測定する定量的な指標・基準については、案件形成段階で構築し、プロジェクト

の実施段階においてデータを記録するメカニズムを組入れるべきである。また、必要なフォーマット、データの記録

の頻度、データ収集の頻度、データ収集のフロー、データを維持すべき期間など、プロジェクトの計画段階において

整備し、明記する必要がある。

ハンバントータ郡の住民の土地を囲む象除けの柵 スーリヤウェワ郡で商業ベースで行われているシイタケ栽培


