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国名
乾燥地域の灌漑農業における総合的管理能力向上計画

スリランカ民主社会主義共和国

I 案件概要

事業の背景

スリランカの乾燥地域は国土の約 70%を占め、全国のコメ生産量の約 80%を産出する穀倉地帯であっ
た。同地域では、多くの中小規模農家の所得レベルは低く、非農業部門での雇用及び所得獲得機会は限
られていた。彼らの生計は灌漑農業に大きく依存していたが、低いコメ生産性、不適切な末端灌漑施設
の維持管理、非効率な水管理といった問題を抱えていた。これらの課題を解決するためには、中小規模
の稲作農家を対象に、①生産コストの削減、②水利用の効率化等による土地生産性の向上、③畑作の導
入による生産の多様化、④組織化（農民の組織化、土地利用の集団化、集出荷の共同化等）による生産
性向上などを組み合わせた総合的な改善策が必要であった。

このような背景の下、JICA は 2005 年から 2006 年にわたり、アヌラダプラ県、クルネガラ県、プタラ
ム県において、開発調査「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画調査」を実施し、対象地域における
灌漑、農業、流通・加工各セクターの主要問題とその改善方向を示したうえで、政府職員及び農民組織
の灌漑分野に係る総合的な管理能力を高めるための計画を作成した。この計画を実施に移すため、スリ
ランカ政府より我が国政府に対して、新たな技術協力プロジェクトの要請があった。

事業の目的

1. 上位目標：対象地域において農家の農業所得が向上する
2. プロジェクト目標：農業生産性を向上させるために、政府職員と農民組織（注１）の能力向上を図る総

合的メカニズム（注２）が確立される

（注 1）農民及び農民組織は本事業の最終受益者である。3 ヵ所のモデルサイトの各農民組織は、①水田、②灌漑・

水管理、③酪農、④家庭菜園の 4 つの部会から構成される。農民組織は、本事業で導入した灌漑農業に関する 4 つ

のコンポーネントに係る様々な手法、技術、知識などについて、政府職員から技術支援を受ける。

（注 2）総合的メカニズムとは、「上位目標の達成のために、事業により訓練を受けた政府職員及び関係機関が、農

民組織の能力強化のための研修・ファシリテーション技術を他の政府職員及び関係機関に普及する参加型のプロセ

ス」を意味する。

実施内容

1. 事業サイト：アヌラダプラ県及びクルネガラ県
2. モデルサイト：①カドゥルガスダマナ中規模灌漑地区（アヌラダプラ県）、②ラジャンガナヤ大規模

灌漑地区（主にアヌラダプラ県）、③キンブルワナオヤ大規模灌漑地区（クルネガラ県）
3. 主な活動：灌漑水資源管理省及び関連政府機関職員、ならびに農民を対象とした農民組織の運営管理、

灌漑施設管理と水管理、農業生産性の向上、流通・加工に関する研修、開発されたマニュアルやガイ
ドラインを活用して、モデルサイトで開発された研修・ファシリテーション技術を他の灌漑地区に普
及させるためのメカニズムの確立

4. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣：4 人
(2) 研修員受入：17 人
(3) 機材供与：車両、調査機器、事務機器

スリランカ国側
(1) カウンターパート配置：129 人
(2) 土地・施設提供：プロジェクト事務所及び付帯施設
(3) ローカルコスト負担：カウンターパート給与、旅費

事前評価年 2007 年 協力期間 2007 年 6 月～2011 年 5 月 協力金額
（事前評価時）350 百万円
（実績）252 百万円

相手国実施機関 灌漑水資源管理省（MIWRM）

日本側協力期間 農林水産省

II 評価結果

【事後評価における留意点】
(1) プロジェクト目標の解釈：本事業の完了直前において、成果 5「モデルサイトで開発・改善された研修・ファシリテーシ

ョン技術を、政府職員や研修機関が、他の職員・機関に普及するためのメカニズムが提案される」のアウトプットとして
「ICIM 普及フレームワーク（＊ICIM は本事業の英語名の略称）」が提案された。したがって、本事業は、ICIM 普及フレ
ームワークを通じて事業のアウトカムを対象 2 県の他の灌漑地区へ拡大することを想定していたと解釈すべきである。

(2) 上位目標の指標の修正：事業スコープと上位目標の指標との間の因果関係を考慮して、中間レビューの際に、事前評価時
に設定された上位目標の指標の修正が行われた。

(3) 上位目標の達成度の確認方法について解釈：
 本事業で導入した灌漑農業に関する知識及び技術のモデルサイト以外の灌漑地区への普及に対する本事業の直接的な貢

献を明らかにするため、本事後評価では、「対象地域の農家の農業所得及び農業生産性を向上させるためのシステムが確
立する」ためには、以下の条件を満たす必要があると考えた。
 本事業で導入した灌漑農業に関する知識及び技術が対象地域に普及していることが確認されていること。
 灌漑農業に関する 4 つのコンポーネントに係る知識や技術のうち、少なくとも一つのコンポーネントの知識や技術

が対象地域の農民に実践されたか、または試されたことが確認されていること。
 対象地域において、ある程度の農業所得及び農業生産性の増加が確認されていること。

 上記の対象地域は、基本的には本事業で導入した灌漑農業に関する知識及び技術の普及を目指す地域として事業完了時
に特定された 6 ヵ所の灌漑地区（普及サイト）（ナチチャドゥワ地区の 2 ヵ所、ラジャンガナヤ地区の 2 ヵ所、ペリヤク
ラム地区の 1 ヵ所、マハナネリヤ地区の 1 ヵ所）を示す。

 また、農業所得及び農業生産性の変化は、事業の介入による影響以外のインフレや農産品価格の変動の影響を排除する
ことが困難であることから、本事後評価では「25%の増加」という数値目標については、達成度を判断するうえで重要



視しないこととした。

1 妥当性

【事前評価時・事業完了時のスリランカ政府の開発政策との整合性】
本事業は、「農業の発展を通じた経済繁栄と貧困解消」という「国家開発10カ年計画（Mahinda Chintana）（2006～2016年）」

に掲げられたスリランカ政府の開発政策に合致している。
【事前評価時・事業完了時のスリランカにおける開発ニーズとの整合性】

本事業は、「農民組織の能力強化を通じた農業生産性の向上と効率的な灌漑用水管理」というスリランカの開発ニーズと合
致している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

本事業は、対スリランカ国別援助計画（2004年4月）の重点分野のひとつである「貧困対策に重点を置いた農水産業開発、
参加型開発を含む中長期開発ビジョンに基づく支援」と合致している。
【評価判断】以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【プロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
プロジェクト目標は事業完了時までに達成された。事業で実施した研修に対する満足度は、政府職員が 99%、モデルサイト

の農民が 100%であり、目標値を十分達成した。終了時評価時に実施したモデルサイトの農民組織に対する能力評価結果では、
各モデルサイトにおいて大幅な改善が認められ、目標値を十分達成した。本事業により開発された総合的メカニズムの普及の
ために、事業により ICIM 普及フレームワーク1が策定された。このフレームワークにおいて研修諮問委員会の役割が確認され
た。2011 年 4 月 27 日に開催された全国レベルの合同調整委員会において、事業完了後も研修諮問委員会が継続して機能する
ように研修諮問委員会の構成が見直された。その結果、モデルサイトの農民組織の能力強化のための総合的メカニズムが確立
された。

【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

事業完了後、モデルサイトの農民組織及び農民は、①農民組織の運営管理、②灌漑施設管理及び水管理、③農業生産性の向

上、④流通・加工といった本事業で導入した灌漑農業に関する 4 つのコンポーネントに係る知識や技術を活用している。

モデルサイトの農民組織は、各組織の執行委員により財務管理及び全体的な組織管理が行われており、財務及びその他活動

記録などは、良好に整備・保持されている。農民組織では、農業に関連する問題の解決を話し合うため、総会及び執行委員会

が必要に応じた頻度で開催されている。キンブルワナオヤ地区やラジャンガナヤ地区では、総会への農民の参加率は 85%であ

る。農民組織の加入者数は、カドゥルガスダマナ地区で加入者数の若干の減少があった以外は、大きな変化はない。キンブル

ワナオヤ地区の加入者数は当初の 165 人を維持している一方、カドゥルガスダマナ地区では 80 人から 63 人へと減少した。モ

デル地区の農民は、パラシュート播種法を使った稲作など事業で導入した適正技術を実践し、3 つのモデルサイトのうち 1 つ

のモデルサイトではコメの生産性の向上に貢献している。モデルサイトでは、自然災害による所得リスクを軽減し、付加価値

のある農産物を生産するため、コメから他の作物への多様化が図られ、高原野菜、生姜、バナナ、パパイア、ライム、オレン

ジなどの果物が生産されている。事業で導入した効率的な水管理の技術及び知識を活用することにより、乾期における水不足

を克服し、作付期間を延ばすことに貢献した。また事業を通じて得た知識により、酪農家は生産性を向上させ、乳牛頭数を増

加させた。ラジャンガナヤ地区では、牛乳の生産性が 2007 年の 4.5 リットル/日から 2014 年には 6.0 リットル/日に、カドゥル

ガスダマナ地区では 2007 年の 3.5 リットル/日から 2014 年には 4.0 リットル/日までそれぞれ増加した。キンブルワナオヤ地区

では乳牛の数が 20 頭から 2015 年には 85 頭まで増えた。キンブルワナオヤ地区では、乳牛の泌乳期間が延び、出産期間が著

しく減少しており、事業で導入した畜産技術が継続して活用されていることを示す良い例と言える。キンブルワナオヤ地区で

は泌乳期間が 2011 年の 180 日から 2014 年には 220 日まで延び、出産期間は 2011 年の 18 ヵ月から 2014 年には 14 ヵ月まで短

縮した。マーケティングについては、本事業で導入した牛乳収集システムは継続して機能しているが、一方、コメは特段の加

工をおこなうことなく、農民と民間業者との間で直接売買されている。

現場レベルの政府職員は、農民の求めに応じてモデルサイトの農民に対する指導及び技術支援を継続して行っている。政府

職員と農民との緊密な関係は継続しており、政府職員は農民に対して必要なときはいつでも協力できる体制となっている。事

業に参加した灌漑水資源管理省を含む関係省庁は、各組織で必要な研修を行うための予算措置を行っている。

【上位目標の事後評価時点における達成状況】

上位目標は部分的に達成された。JICA スリランカ事務所では、フォローアップとして、事業完了後の 2011 年から 2013 年ま
での 2 年間にわたり、本事業に従事したスリランカ人専門家 4 名を継続して雇用し、本事業対象の 3 ヵ所のモデルサイトに加
えて、アヌラダプラ県及びクルネガラ県の 6 ヵ所の灌漑地区（普及サイト）に総合的メカニズムを普及させるための調整業務
を担う ICIM 普及フレームワークのコーディネーターの活動を支援した。その結果、6 ヵ所の普及サイトでは、農民組織の能
力が強化され、事業で研修を受けた普及員により指導を受けた知識や技術を用いて、事業で導入した灌漑農業に関する 4 つの
コンポーネントうち、少なくともひとつのコンポーネントが導入されたか、または導入が試みられた。灌漑局では、灌漑農業
に関する 4 つのコンポーネントを対象 2 県の別の 7 ヵ所の灌漑地区にさらに普及させる活動を行っている。

3 ヵ所のモデルサイトにおける農業生産性及び農家所得について、カドゥルガスダマナ地区ではコメの生産性の向上が見ら
れ、他のモデルサイトの農業生産性は 2011 年と同じ水準であった。稲作及び酪農業からの所得については、全てのモデルサ
イトで大幅な増加が認められた。他方、6 ヵ所の普及サイトにおける農業生産性及び農業所得の変化については、情報不足の
ため確認することが困難であった。農家、リーダー農家、普及員への聞取り調査によると、本事業で導入した灌漑農業に関す
る 4 つのコンポーネントの普及は、農業生産量、農業生産性及び所得の向上に貢献したとの認識であった。

                                                  
1 ICIM 普及フレームワークでは、灌漑地区での活動及び研修の支援や関係政府機関との調整を行うため、プロジェクト・コーディネーター、

プロジェクト・コーディネーター代理及び支援スタッフが配置され、助言モニタリング委員会及び研修諮問委員会が ICIM 普及フレームワ

ークを支援する体制となっていた。ICIM 普及調整事務所は、灌漑研修所（ITI）内に設置される予定であった。助言モニタリング委員会の

役割は、ICIM 普及フレームワークの活動をモニタリング・監督することであり、一方、研修諮問委員会は、ITI が実施する研修プログラム

のモニタリング及び支援を行うものであった。現在、助言モニタリング委員会及び研修諮問委員会の役割は、コロンボの灌漑局生産性向上

部に引き継がれている。



上記の結果は、実施機関による継続的な取り組みによるものに加えて、①コメ及び牛乳に対する政府保証価格の引き上げ、
②対象地域における精米施設の改修及び改善、その他の穀物製粉施設の設置、民間企業による集乳網及び保冷センターの建設、
③「Divi Neguma2」を始めとする現在実施中の政府農業開発プログラムなどの外部要因による貢献もあったと考えられる。

上述のように、①本事業で導入した灌漑農業に関する知識及び技術が、モデルサイト以外の対象 2 県の 6 ヵ所の灌漑地区に
普及していることが確認され、②灌漑農業に関する 4 つのコンポーネントに係る知識や技術のうち、少なくとも一つのコンポ
ーネントの知識や技術が上記 6 ヵ所の灌漑地区の農民に実践されたか、または試されたことが確認され、③3 つのモデルサイ
トのうち 1 つのモデルサイトでコメの生産性の増加が認められ、その他のサイトでは従来と同じレベルに保たれており、外部
要因による貢献はあるものの 3 つのモデルサイト全てで農業所得の増加が確認された。これらのことから、少なくとも 3 ヵ所
のモデルサイトにおいては、農業生産性及び農業所得を向上させるシステムは確立されたと結論づけられる。しかしながら、
このシステムが対象 2 県の全ての地域に普及するためには、まだ時間がかかる見込みである。

【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】

本事業では、モデルサイトの農民組織の財務状況への正のインパクトがみられた。普及員による指導及び支援を通じて、農

民組織の財務管理能力が改善し、また組合費、サラリス3、リボルビング・ファンドからの利息、コミュニティ・コントラクト・

システム（住民組織が村レベルの小規模インフラ整備事業の企画・実施・管理を政府から受託する事業方式）などの外部から

の委託業務による収入など、安定的な財源を生むことができるようになったことにより、農民組織の財務状況は安定した。

【評価判断】

以上より、プロジェクト目標は達成され、その効果は継続しており、上位目標は一部達成され、負のインパクトは認められ

ないことから、本事業の有効性・インパクトは中程度と判断される。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目標

農業生産性を向上させ

るために、政府職員と

農民組織の能力向上を

図る総合的メカニズ

ムが確立される

（指標 1）
研修を受講した政府職員の満

足度が少なくとも 50%となる

達成状況：達成

（終了時評価時）

 研修を受講した政府職員に関する質問票調査の結果では、研修への満足度は

全体で 99%であった。

（指標 2）
モデルサイトにおいて研修を

受講した農民の、研修及び普

及サービスに対する満足度が

少なくとも 50%となる

達成状況：達成

（終了時評価時）

 研修を受講した農民に関する質問票調査の結果では、研修への満足度は全体

で 100%であった。

（指標 3）
モデルサイトにおいて農民組

織の能力評価結果が少なくと

も 25%改善する

達成状況：達成

（終了時評価時）

 モデルサイトの農民組織の能力評価（注３）の結果については、下表に示すと

おり、著しい改善が認められた。

灌漑地区

ベースライン

調査時の得点

（2007 年 11 月）

直近の得点

（2010 年 11 月）
増加率

キンブルワナオヤ 14.3 41.3 189%
ラジャンガナヤ 15.3 41.6 172%
カドゥルガスダマナ 17.3 35.0 102%

*
（指標 4）
研修諮問委員会（TAC）が、

作業委員会の支援により継続

的に機能する

達成状況：達成

（事業完了時）

 ICIM 普及フレームワークのなかで、研修諮問委員会の役割が確認された。

 2011 年 4 月 27 日に開催された全国レベルの合同調整委員会において、事業

完了後も研修諮問委員会が継続して機能するように研修諮問委員会の構成

が見直された。

（事後評価時）

 研修諮問委員会は解散し、その役割は、灌漑局生産性向上部に引き継がれた。

                                                  
2Divi Neguma は、農業、畜産、漁業及び企業開発などを通じて、家計を強化し、日々の生活に必要な消費財をマーケットに依存することを

出来るだけ抑えることにより、人々の生活水準を向上させることを目的としている。
3
サラリス（Salaris）とは、灌漑施設運営維持管理活動費として、耕作面積に応じて各農民が各季節の終わりに 1 回限り支払う費用。地域に

よって、現物または現金で支払われる。



上位目標

対象地域において農家

の農業所得が向上する

（指標 1）
対象地域の農家の農業所得を

25%向上させるためのシステ

ムが確立される

達成状況：一部達成

（事後評価時）

(1) 他の灌漑地区への本事業のアウトカムの普及

県 灌漑地区
ICIM が導入された

灌漑サイトの数

アヌラダプラ ラジャンガナヤ大規模灌漑地区 2 ヵ所

ペリヤクラム中規模灌漑地区 1 ヵ所

ナチチャドゥワ大規模灌漑地区 2 ヵ所

クルネガラ マハナネリヤ中規模灌漑地区 1 ヵ所

(2) 3 ヵ所のモデルサイトにおける農業所得及び農業生産性

＜2011 年から 2014 年までの農民の所得の変化＞

灌漑地区 コメからの収入 酪農からの収入

キンブルワナオヤ
マハ期（9～2 月）におい

て 5%の増加

牛乳からの平均所得が

135.7%増加

ラジャンガナヤ
状況により増加または減

少

牛乳からの平均所得が

116%増加

カドゥルガスダマナ
マハ期（9～2 月）におい

て 22%の増加

牛乳からの平均所得が

85%増加

＜2011 年から 2014 年までの農業生産性の変化＞

灌漑地区 コメの生産性 酪農の生産性

キンブルワナオヤ 変化なし 変化なし

ラジャンガナヤ 変化なし 変化なし

カドゥルガスダマナ
マハ期（9～2 月）におい

て 10%の増加
変化なし

(3) 他の灌漑地区における農業生産性及び所得

 6 ヵ所の普及サイトにおける農業生産性及び所得に関する詳細な定量的

データは入手できず。

 農家、リーダー農家、普及員への聞取り調査によると、本事業で導入した

灌漑農業に関する 4 つのコンポーネントの普及は、彼らの農業生産量、農

業生産性及び所得の向上に貢献したとの認識であった。

（指標 2）
対象地域の農家の農業生産性

を 25%向上させるためのシス

テムが確立される

出所：終了時評価報告書、事業完了報告書、カウンターパート及び農民組織への聞き取り調査。

注 3：農民組織の能力評価は、「年間の総会開催回数」、「運営維持管理費用の徴収率」、「共同購入や農耕器の共有など集団的な耕作を行

うための支援」、「会計管理及び透明性」などの項目を含む 10 の指標を用いて行われた。各指標の実績に応じて 1～5 点までの点数がつ

けられ、最高点は 50 点（10 の指標×5 点＝50 点）となる。

3 効率性

本事業の協力金額及び協力期間はともに計画内に収まっており（それぞれの計画比：72%及び 100%）、本事業の効率性は高
い。

4 持続性

【政策・制度面】

スリランカ政府は「国家開発10カ年計画（2006～2016年）」に掲げられている「農業の発展を通じた経済繁栄と貧困解消」

に対する優先度を堅持している。灌漑水資源管理省、関係政府機関及びアヌラダプラ県、クルネガラ県は、政府職員及び農民

組織の能力開発を促進し、事業で導入した灌漑農業に関する4つのコンポーネントを全国に普及させることに前向きである。

本事業に参加した農民及び全ての政府関係機関は事業で導入したコンセプトを理解しており、灌漑局は同局の管理下にある60
カ所以上の中規模灌漑地区において、このコンセプトを真似て実践する取組を行っている。

【体制面】

ICIM普及フレームワークは、政府職員及び農民組織を対象とした灌漑農業に関する能力開発システムの普及を行うために設

けられた制度的な仕組みである。このフレームワークの当初の構想では、対象2県の灌漑地区で働く、灌漑局を始め農業局、

州農業局、農業開発局、畜産生産衛生局などの関係政府機関の普及員を対象とした、農民組織の強化を含む灌漑農業に関する

4つのコンポーネントに係る技術、手法、知識についての研修は、灌漑水資源管理省傘下の灌漑研修所が担当することが想定

されていた。そして、研修を受けた普及員がそれぞれの灌漑地区で、農民が灌漑農業の技術や知識を向上させることができる

よう支援するものであった。上記の仕組みのなかで、ICIM普及調整事務所のコーディネーターを兼務する灌漑研修所所長が、

全体の調整役としての役割を果たすことが期待されていた。しかしながら、事業完了後、ICIM普及フレームワークは実情に合

わせて改編され、ICIM普及コーディネーターの役割を担うポジションとして、灌漑局生産性向上部部長代理の役職が設けられ

た4。研修諮問委員会の役割を引き継いだコロンボにある灌漑局の研修部門は、灌漑研修所が行う研修活動の支援及びモニタリ

ングを主に行っている。一方、助言モニタリング委員会は解散し、灌漑局生産性向上部が同委員会の役割を引き継いだ。上述

のとおり、ICIM普及フレームワークは、灌漑局の組織体制に統合され、灌漑局が普及活動により直接的に関与している。現在

では、灌漑局生産性向上部が、研修プログラムを通じて、灌漑局を始め関係政府機関（農業局、州農業局、農業開発局、畜産

                                                  
4
特に本事業で訓練を受けた職員は、事業完了後に人事異動により現場を離れ、その多くは灌漑局の上級職員としてコロンボで勤務するよ

うになった。このため、コロンボにある灌漑局生産性向上部が一括して全国での普及活動を効果的に管理できるように ICIM 普及フレーム

ワークが見直された。新規職員に対する研修も地域研修センターを通じて、コロンボの灌漑局の研修部門に引き継がれた。



生産衛生局）の普及員を対象とした灌漑農業に関する4つのコンポーネントに係る知識及び技術の普及活動のファシリテーシ

ョン及び調整を行っている。

一方、事業で研修を受けた普及員の他の部署への異動や退職などにより、事業で導入した知識や技術を備えた経験のある職
員が多少不足しているが、灌漑局では必要な人材を補うため新たに職員を採用し育成することなどにより対応している。総じ
て、想定された総合的メカニズムの普及のための体制は維持されている。
【技術面】

灌漑研修所は、普及員への研修を実施しており、10のプログラムを通して事業で導入した灌漑農業に関する4つのコンポー

ネントに関連する能力開発研修を実施し、既に450名以上の政府職員が受講した。事業で整備したハンドブックやマニュアル

など研修教材についても、関係政府機関職員により活用されている。事業やフォローアップ活動により研修を受けた灌漑局職

員は、その一部に他の部署への異動や退職などが見られたものの、講師として、職員研修に携わっている。ただし、普及員及

び農民組織へのヒアリング調査結果からは、現場レベルにおける前任職員から新任職員に対する事業で導入したコンセプトや

実用的なアプローチ及び手法の移転は、必ずしも十分に行われているようには見られない。

【財務面】

2013年以降、灌漑局はICIM普及活動のためにより多くの予算を配分するために取り組んでいる。灌漑局は、スリランカ全国

の大規模及び中規模灌漑施設に必要な修繕費用として2015年に7,500万スリランカ・ルピーの予算を手当てし、そのなかでICIM
普及を行う灌漑サイトへの予算配分が優先されている。上記の7,500万スリランカ・ルピーには、アヌラダプラ県への700万ス

リランカ・ルピー、クルネガラ県への650万スリランカ・ルピーの予算配分も含まれる。灌漑局によると、現在の灌漑局の運

営維持管理予算は、政府職員及び農民組織のための必要な能力開発を行うには十分ではないとのことである。一方、農業局、

農業開発局、畜産生産衛生局などの関係政府機関では、それぞれ普及活動及び研修のための予算を持っており、これらが、灌

漑局の予算不足を一定程度補っていると言える。

【評価判断】

以上より、実施機関の技術面及び財務面に一部課題があると判断されるため、本事業によって発現した効果の持続性は中程
度である。

5 総合評価

本事業のプロジェクト目標は達成され、上位目標は部分的に達成された。事業は、政府職員及び農民組織の能力開発のため
の総合的メカニズムを確立することに成功し、モデルサイトで導入された灌漑農業に関する 4 つのコンポーネントは、事業が
対象とした 3 ヵ所のモデルサイトに加えて、アヌラダプラ県及びクルネガラ県の他の 6 ヵ所の灌漑地区まで普及した。さらに、
現在、別の 7 ヵ所の灌漑サイトへの普及も行われている。カドゥルガスダマナ・モデルサイトの農民はコメの生産性を向上さ
せた一方、他のモデルサイトの農業生産性は 2011 年と同じレベルであった。稲作及び酪農業からの所得については、全ての
モデルサイトで大幅な増加が認められた。上記の結果は、実施機関による継続的な取り組みによるものであるのみならず、い
くつかの外部要因による貢献も認められる。

持続性については、技術面及び財務面に一部問題が認められる。灌漑局の研修予算が十分でないため、新しく配置された普
及員の技術能力は限られている。

総合的に判断すると、本事業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

 灌漑局に対し、事業で開発した研修プログラムを灌漑局の人材開発プログラムに取り入れることを強く提案する。これによ

り、事業で導入した知識や技術は、新しく配置された普及員へ十分に移転されるであろう。これは、事業で導入した灌漑農

業に関する 4 つのコンポーネントの普及・実施の持続性を高めることにつながる。

JICA への教訓

 本事業では、事業のアウトカムを対象 2 県の他の灌漑地区へ拡大するために ICIM 普及フレームワークを構築した。しかし、

このフレームワークは事業完了の直前に作られたため、この仕組みが期待通りに機能するか否かを事業実施期間中に検証す

る機会を持つことができなかった。事業完了後、灌漑局はこのフレームワークの見直しを行い、既存の灌漑局の組織体系に

組み込んだ。新しいフレームワークは、現在までのところ大きな問題なく機能している。事業の持続性を維持するための制

度的・組織的フレームワークを構築する際は事業実施期間中に行い、戦略的観点から、事業終了までの間にその実行可能性

について検証を行い必要に応じて修正等を行うべきである。この際、ステークホルダーのあいだの業務の重複や指揮命令系

統の混乱が生じないように、実施機関の既存の組織構造にフレームワークを内部化することにより効率的・合理的なフレー

ムワークを作り上げることに留意すべきである。



パラシュート播種法が用いられた水田 モデルサイトに造られた灌漑用水制御施設及び水路


