






























































mitigation and adaptation. Short-term measures can be crop change promotion whereas 

long-term measure can involve several agencies to synergize such as building reservoirs 

and enforce agricultural zoning policy.   

iii. Needs for the Research to solve i) and/or realize ii)

This research on the development of drought monitoring platform can provide the 

government an insight into how drought can severely affect the farmers before it is too 

late. It can help the government to realize (ii) which can solve (i). 

V. Challenges to the Research 

i. Availability of related research and project, its status as well as its relation to the planned

research

Department of Disaster Prevention and Mitigation

is responsible for announcing and publishing the 

drought risk map for Thailand. Figure on the left 

shows drought risk map for Nakhon Ratchasima 

province in August 2015. However, such map is not 

frequently updated and is not disseminated in a GIS 

form, so it cannot be further processed by users. It is 

also not a drought vulnerability map. 

Currently, there exists a similar platform based on 

satellite observation from GISTDA. The website is 

easily accessible to all but the information provided is 

not quite useful to drought monitoring. NDVI and 

NDWI values are some indicators to drought but they 

have to be processed together with other relevant data 

such as precipitation, TCI, VCI, and so on. In addition, phenological and demographic data 

are required to further generate the drought vulnerability map. 

Website http://drought/gistda.or.th/ provides drought monitoring information from satellite data based 

on NDVI and NDWI on a weekly basis. This figure reports that most of Thailand are very humid during 

August 21-28, 2015. 
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ii. Expected challenges to derive results from the research

User acceptance and perception of Drought Monitoring Platform based on satellite 

data can be a great challenge. In the past, remote sensing played a very limited role in 

government sectors due to the lack of experts and insufficient satellite data availability. 

So users may think that operational system based on satellite data is not practical. This 

stereotype has to be clarified by the advantages and limitations imposed by using 

satellite data to get a correct perception. It is inevitable that satellite data is the most 

viable data resource for country-wide drought monitoring system. 

VI. Expected Results

i. Expected Research Results and contributions to the Project

There will be a Drought Monitoring Platform that can provide drought risk map 

country-wide on a weekly basis. In addition, an algorithm to combine phenological and 

demographic data will be pursued to generate a drought vulnerability map. Such results 

can be analyzed with other group’s results (via Multi-Criteria Analysis) to provide useful 

information to the government for adaptation and mitigation to Climate Change.  

This figure shows concept and data flow of the proposed Drought Monitoring Platform 

ii. Anticipated “social implementation” (i.e. application to societal needs) of research results

and conditions/process required for application

Crop changes scheme can be applied to the selected site. The process begins with OAE 

taking the research result and co-developing adaptation plan with KU and other relevant 

agencies. Such plan will be proposed to the government (or appropriate chain of 

commands) for implementation. The OAE could implement by itself or let the 

Department of Agricultural Extension (DAE) to implement. 

VII. Major activities through research period, including exchange/sharing of intermediate findings

with other Sub-Teams and/or other research groups

JFY2016-4Q Drought Monitoring Platform starts operation. 

JFY2016-4Q Exchange/sharing data with other Sub-Teams (forecast rain model in the 

future). 
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VIII 政府関係機関概要 
報告書本文 ４－７節で記載した以外の ADAP-T に関連するタイの関係機関について、以下に

記載する。TMD, RID, ONEP に関しては本文４－７節を参照。 

表 VIII- 1 タイ主要関係機関一覧 

名称（英語） 略称 名称（和） 

情報・通信・技術省： Ministry of Information and Communication Technology （MICT） 

 
Thai Meteorological Department TMD タイ気象局 

農業・協同組合省： Ministry of Agriculture and Cooperatives （MOAC） 

 
Royal Irrigation Department RID 王立灌漑局 

（1） Land Development Department LDD 土地開発局 

（2） Royal Forest Department RFD 王立森林局 

（3） Department of Agricultural Extension DOAE 農業普及局 

（4） Office of Agricultural Economics OAE 農業経済室 

（5） Agricultural Land Reform Office  ALRO 農地改革局 
天然資源・環境省： Ministry of Natural Resources and Environment （MONRE） 

（6） Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation DNPWPC 国立公園･動物･植

物保全局 
（7） Department of Groundwater Resources DGR 地下水局 

（8） Department of Marine and Coastal Resources DMCR 海洋･海岸資源局 

（9） Department of Mineral Resources DMR 鉱物資源局 

 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning ONEP 天然資源･環境政

策計画局 
（10） Department of Water Resources DWR 水資源局 

（11） Thailand Greenhouse Gas Management Organization  TGO 温室効果ガス管理

機構 
内務省： Ministry of Interior （MOI） 

（12） Department of Disaster Prevention and Mitigation DDPM 災害防止･軽減局 

科学技術省： Ministry of Science and Technology （MOST） 

（13） Hydro-Agro Informatics Institute HAII 農業水文情報研究

所 
その他 

（14） National Research Council of Thailand NRCT 国家学術会議 

（15） Bangkok Metropolitan Administration BMA バンコク首都圏庁 
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1 LDD（土地開発局） 

1) 組織概要 
名称（En） Land Development Department, MOAC 
略称  LDD 
名称（和） （農業・協同組合省）土地開発局 
ビジョン 参加の原則に基づき、長期的な持続可能性を促進しつつ、土壌の肥沃度

と農業生産性を向上させる。 

2) 職務 

1. 土地経済学に関連する土地データの国勢調査を含め、土壌調査を実施し、土壌資源マ

ップを作成する。 

2. 持続可能な土地資源のため、土地利用計画を実施する。 

3. 土壌、土地改良、土壌と水の保全、流域保全並びに土地開発と農民の要求に付随する

その他の課題に関連する研究と実験を実施する。 

4. 関連する政府関係者、農民、および農民の要求に応じて土地開発技術を普及する。  

3) 組織図 

組織体制：本部（バンコク）－Regional Office（12 Offices）－Provincial Office（76 + Bangkok 
Office）となっている。 

Provincial Office には、ボランティアがいて、全ての村をカバーしている。LDD には土質

を専門とする研究者もいる。各 Regional Office に分析部門も有している。 

 

4) ADAP-T との関係 

LDD では Soil Resources Survey and Research Division が ADAP-T の主要 C/P 部門となる。

加えて、ST2-Rural3 チームが Khon Kaen の Regional Office と研究を行う。 

 Office of the Secretary
 Personnel Division
 Finance Division
 Planning Division
 Information and Communication Technology Center
 Office of Survey and Mapping Technology
 Office of Research and Development for Land Management
 Office of Science for Land Development
 Office of Engineering for Land Development

 Soil Resources Survey and Research Division

 Division of Soil Biotechnology
 Division of Land Use Policy and Planning
 Land Development Regional Office 
 Land Development Station
 Khao Hin Sorn Royal Development Study Center
 The Royal Project Land Development Center
 Phikul Thong Royal Development Study Center
 Khao Cha-ngum Degraded Land Rehabilitation Study Center
 Nong Phlap – Klat Luang Land Management and Development
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5) 気候変動に関する政策との関係 

気候変動によりタイ東北部では塩害がより顕著になることも想定され、それに対する適

応策や土地利用の規制、作付作物の変更といった施策を農民に指導する立場にある。

ADAP-T の成果を活用し、社会実装を行っていくうえでも関係が深い機関である。 

6) 水資源管理との関係 

土壌改良等による節水型農業の実施により、効率的な水資源管理への関与が可能となる。

タイ東北部における塩害には日本の研究者が継続的に研究を行ってきており、気候変動を

踏まえた適応策を研究する意義は大きい。 

 

2 RFD（王立森林局） 

1) 組織概要 
名称（En） Royal Forest Department, MOAC 
略称  RFD 
名称（和） （天然資源・環境省）王立森林局 

2) 職務 

タイにおける森林行政は、天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment）
が担う。2002 年に森林行政は、王室林野局（Royal Forest Department）から天然資源環境省

の下に移行し、国立公園・野生生物保護局、海洋沿岸植物局、林野局の 3 部局へと再編さ

れている。 

タイの森林行政に関する法制度としては、森林管理法（1941 年）、国立公園法（1961 年）、

国有保存林法（1964 年）、森林プランテーション法（1992 年）、野生生物保全・保護法（1992
年）がある。このほか、1990 年初頭よりコミュニティ林業法の制定が議論され、2007 年に

法案は議会を通過しているが、一部のコミュニティにおいて、保護区域内にある既存のコ

ミュニティ林へのアクセスを妨げかねないといった批判もあり、法的な異議申立てにより

その施行は先延ばしになっている。 

タイでは、民有地に造成された森林を除いて、森林はすべて国が所有している。FAO に

よれば、220 万ヘクタールの森林が民間企業または個人の所有と推計されている。 

3) 組織図 

組織の全体像は不明。 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる部局も不明である。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

現時点で気候変動適応策に関する RFD としての政策等は持っていない。ONEP から出さ

れる方針に従って、その時点の Director から指示が出されている状況にある。 
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気候変動緩和策、適応策において、森林政策の果たす役割は大きく、ADAP-T における

森林に関連する研究成果を RFD の政策決定に反映できる可能性がある。 

6) 水資源管理との関係 

統合水資源管理の観点から森林の管理・運営は密接な関係があり、健全な水循環を構築

する上で重要な要素となる。森林による水資源の涵養について、その機能はわかっている

ものの、科学的な根拠に基づく研究がなされることは意義が高い。 

 

3 DOAE（農業普及局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Agricultural Extention, MOAC 
略称  DOAE 
名称（和） （農業・協同組合省）農業普及局 

2) 職務 

農業普及局は以下に示す権限と責務のもとで、農業生産量の増大、農産品の価値の増大、

農業振興に関する施策やガイドラインの確立、商品や生産物の品質コントロール、所得創

出のための農業技術移転、生産保障、農業キャリア確立などのタスクを請け負う。  

1. 農業従事者や営農組織を奨励、育成する。 

2. 農業従事者に対して職業訓練や農業サービスを提供する。 

3. 農業従事者に向けて、農業知識の移転や農作物、水産物、畜産物のマネジメントにつ

いて奨励、調整を行う。 

4. その他、局の権限と義務に基づき法的に必要、あるいは省や内閣が任命するタスクに

ついて実行する。 

3) 組織図 

組織の全体像は不明。 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる部局も不明である。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

渇水に強い水稲栽培の技術や科学的な材料の適用などをすることにより、将来の気候変

動への適用性を高めようとするというモチベーションを持ち合わせているが、DOAE とし

ては現時点では、気候変動に関する政策等は持っていないと、ヒアリングにおいて確認を

した。DOAE は、ADAP-T においては、ST2-Rural1 チームと協働する予定となっている。 

6) 水資源管理との関係 

渇水への耐性の高い水稲栽培や経済作物の普及によって、効率的な水資源管理への貢献
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が期待される。 

 

4 OAE（農業経済室） 

1) 組織概要 
名称（En） Office of Agricultural Economics, MOAC 
略称  OAE 
名称（和） （農業・協同組合省）農業経済室 
職員数 約 600 名（うち、バンコクに約半数、Bureau of Agricultural Development 

Policy and Planning に 80-100 名のスタッフが在籍している。） 

2) 職務 

OAE は、タイの農業分野の基本政策文書となる農業開発計画（Agricultural Development 
Plan）を策定している。現在実行中のものは 2012～2016 年を計画年次としている。 

OAE の農業開発政策・計画局は、農業に係る CCAP および NAP を作成する中心部局で

あり、MOAC 内の各部局が作る政策を調整し、ONEP への協力も行う。OAE は農業に係る

CCAP および NAP を取りまとめる機関であり、NAP に係る調査事業も実施している。 

3) 組織図 

組織の全体像は不明。 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T では、ST2 Rural（農業農村）-2 と ST3-I（情報共有と適応策のための政策プログ

ラムの総合評価）と関係があり、後者の C/P は農業開発政策・計画局（Bureau of Agricultural 
Development Policy and Planning）となる。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

OAE は農業分野の気候変動戦略計画と気候変動適応策（NAP）の立案を担当している。

ADAP-T の社会実装でも重要な役割を担うと考えられる。 

6) 水資源管理との関係 

OAE の水資源管理との関連性は不明。 

 

5 ALRO（農地改革局） 

1) 組織概要 
名称（En） Agricultural Land Reform Office 
略称 ALRO 
名称（和） 農地改革局 
設立 1973 年 
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2) 職務 

- 農民に土地と住宅地を配分する。 

- 再開発地域における自然環境資源の再活用 

- 社会基盤開発支援 

- 農地改革を試みる農民への資金援助 

農地改革実施組織 

ALRO は農地改革の実施母体として設置されており、政策決定権限を持つ NLRC の傘下

において機能している。NLRC の議長は MOAC の大臣であり、政策策定や、農地改革プロ

グラム承認の権限を持つ。NLRC は LRA の同一化（identification）、農家の選定基準、農業

規模の策定といった、農地改革におけるガイドライン、指示、決まり事、規制などを定め、

提供している。ALRO の機能監視も行っている。 

ALRO の役割 

省（ministry）を構成する数々の局（department）が存在するが、ALRO は局と同等の権

限を持ち、農地改革プログラム実施を管理している。しかし、農地改革はその他の局の管

轄にも影響するため、ALRO 自身の役割について再確認する必要も出てきている。ALRO
は農地改革手配や、農地再配分管理も行っている。政府事業動向によると、ALRO は今後

コーディネート機関として機能することになるという。その要望はむしろほかの政府機関

から出ている。そうはいっても、農地開発の程度が比較的まだ進んでいない公的な土地に

おいては、ALRO 自身が農家をはじめとして村の道路や小規模なため池を含む灌漑施設へ

水を供給する役割として機能している。 

3) 組織図 

組織の全体像は不明。 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる部局は不明。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

ALRO の気候変動に関する政策文書の有無は確認できていない。 

ALRO はタイにおける農地改革の実施主体であり、気候変動適応策として農作物の適地

適応作物への転作の指導といった施策などが想定され、ADAP-T における研究成果も同様

に ALRO で活用可能であると考えられる。 

6) 水資源管理との関係 

ALRO は灌漑施設を含む小規模なため池へ水を供給する役割があるとされており、新規

開拓地等においては水資源管理と密接な関係がある。 
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6 DNP（国立公園・動物・植物保全局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, MONRE 
略称 DNP 
名称（和） （天然資源・環境省）国立公園･動物･植物保全局 
ビジョン： 森林保護地域の管理を行う中心的組織として、持続的に関与する。 

2) 職務  

 1. 森林資源や野生動物を保全、保護、復元する。 

 2. 研究、開発および技術サービスを行う。 

 3. 森林資源や野生動物の管理について、適切な技術に基づいて関与していく。 

 4. バランスのとれた、持続可能な天然資源の利用を促進する。 

3) 組織図 
天然資源環境省 
国立公園・野生動物・植物局 
中央 
・局次長    森林火災予防抑制制御事務所 
・監査官    ・一般事務 
・9 級/10 級森林専門官  ・保全区域保護計画班 
・局内監査班   ・保護抑制実行班 
・管理システム開発班  ・森林火災処理班 
総務事務所   計画情報事務所 
・監督事務班   ・一般事務 
・担当事務班   ・計画・予算班 
・研修班    ・評価フォローアップ班 
・財務班    ・王室プロジェクト調整班 
・広報事務班   ・国際渉外班 ・情報センター 
協定野生動植物保護部  保全区域復元開発事務所 
・一般事務   ・一般事務 
・野生植物保護班    ・保全区域復元班 
・野生動物の国際取引規制監視班  ・森林資源調査分析班 
・野生動植物保全班   ・情報地質班 
・希少・絶滅危惧植物種研究班  ・保全林区域内土地・集落管理班 

・工学基準技術班 
・森林区域面積測量班 
・森林技術開発班 

法務部     王室プロジェクト担当事務所 
・一般事務    ・一般事務 
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・法務班     ・王室プロジェクト調整班 1  
・調査班     ・王室プロジェクト調整班 2 
・訴訟班     ・計画・予算班 
森林・種子保全研究事務所   水源保全管理事務所 
・一般事務    ・一般事務 
・昆虫学・森林微生物学班   ・水源研究班 
・エコロジー・森林環境班   ・水資源管理班 
・森林植物学班    ・水資源評価班 
・森林遺伝・バイオテクノロジー班 ・水源集落振興開発班 
・保全林管理開発班   ・水源保全開発教育センター 
野生動物保全事務所   国立公園事務所 
・一般事務    ・一般事務 
・野生動物保全区域管理班   ・国立公園教育研究班 
・野生動物保護班    ・レクリエーション班 
・振興拡充班    ・国立公園開発班 
・野生動物研究班    ・国立公園内資源管理班 
・生動物育成班    ・国立公園開発管理教育センター 
・野生動物種維持区管理開発教育センター ・国立海洋公園開発管理教育センター 

（地方事務所） 
・第 1-16 保全区管理事務所  ・第 1-16 保全区管理事務所 
・一般事務    ・第 1 保全区管理事務所（プラチンブリ―） 
・資源保全保護班    ・第 3 保全区管理事務所（バーンポーン） 
・火災予防・対応班   ・第 4 保全区管理事務所（スラータニー） 
・保全区域復元開発班   ・第5保全区管理事務所（ナコーンシータマラート） 
・国立公園班    ・第 6 保全区管理事務所（ソンクラー） 
・野生動物保全班    ・第7保全区管理事務所（ナコーンラーチャーシーマ―） 
・水源管理班    ・第 8 保全区管理事務所（コンケン） 
・研究班     ・第9保全区管理事務所（ウボンラーチャターニー） 
      ・第 10 保全区管理事務所（ウドンターニー） 
      ・第 11 保全区管理事務所（ピサヌローク）

      ・第 12 保全区管理事務所（ナコンサワン） 
      ・第 13 保全区管理事務所（プレー）  
      ・第 14 保全区管理事務所（ターク） 
      ・第 15 保全区管理事務所（チェンラーイ） 
      ・第 16 保全区管理事務所（チェンマイ） 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる部局は不明。 

5) 気候変動に関する政策との関係 
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森林や海岸における気候変動に対する適応策については、国立公園内であれば関係機関

と協力しながら DNP が検討する。CCMP に関して、ONEP への協力は実施している。 

現時点で気候変動適応策に関する DNP としての政策等は持っていない。ONEP から出さ

れる方針に従って、その時点の Director から指示が出されている。 

6) 水資源管理との関係 

DNP は国立公園の管理や自然環境の保全を行っており、新規開発等では規制する側の立

場である。洪水等、水関連災害のハード対策を実施する上では、科学的な根拠から開発と

自然環境保全のバランスが考慮され、事業の実施が促進されることが望まれる。  
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7 DGR（地下水局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Groundwater Resources 
略称 DGR 
名称（和） 地下水局 
ビジョン 水資源分野の国防と持続的な将来開発を確固たるものにするため、タイ

の総合的な地下水源開発を管理する。 

2) 職務 

任務と主な役割 

• 持続的な国家開発成長を促進するため、地下水源を管理・開発する。 
• 透明な施行手順に基づいた法律と規制のもとに、地下水源の有効利用と保護を規制す

る。 
• 水力地学（hydrogeology）調査・検討を行い、地下水源ポテンシャルについて評価する 
• 開発と最新の技術移転を地下水局職員に対し継続的に行う。 
• 地方の地下水源管理事務所職員の自助力（self-sufficiency）を向上する。 
• 地下水源を利害関係者・利害関係セクターへ公平に分配するシステムを確立する。  
• GIS システムと水力地学（hydrogeology）データベースを開発・効率化する。 
• モニタリング・システムと地下水調査手順の開発、地下水の過剰利用が引き起こす地

下水量減少と水質への悪影響の周知 
• 適切な技術を以て不完全な地下水環境を修復する。 
• 地下水局内において、透明な、バイアスのない、かつ効果的な性格を持つ管理システ

ムを確立する。 
• 地下水局の任務に直接的に関与する技術研究活動の促進。 
• 地下水源の適切な利用についての市民の理解度を高める。 
• 民間セクターへ、地下水源についての管理、開発、水質分析等の情報提供・指導を行

う。 
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3) 組織図 

出典：DGR ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる部局は不明。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

気候変動による影響により、地下水資源に対する負荷、依存が増大する恐れがある。一

方で、塩害地域においては海面の上昇に伴い、地下水の塩水化といった影響が予想されて

おり、IPCC2007 においても、「気候変動による地下水への影響により、元来淡水資源に乏

しく、地下水が利用可能な唯一の淡水資源であるような地域では、近い将来、地下水さえ

も利用不可能または利用に適さない状態になる恐れがある」と警告している。 

6) 水資源管理との関係 

水資源管理において地下水の持続可能な活用は重要な要素であり、ADAP-T による研究

成果により気候変動による地下水への影響や適切な管理手法が提案されることで、気候変

動によって起こるであろう影響に対して、戦略的に地下水を管理・活用することが可能と

なる。 
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8 DMCR（海洋・海岸資源局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Marine and Coastal Resources, MONRE 
略称 DMCR 
名称（和） （天然資源・環境省）海洋･海岸資源局 
ビジョン 

 
出典：DMCR ウェブサイトの組織図を調査団が翻訳 

2) 職務 
1. マネジメントの観点から海洋と沿岸地域の資源を保全・回復する計画を作成するため

の意見を述べる。 
2. 海洋と沿岸地域の資源を持続可能な形で利用できるよう、保全・管理および使用に関

する規制や施策を更新・改正する。 
3. 規制や施策に従って、監督・モニタリングを行う。 
4. 海洋と沿岸地域における資源の保全・保護・制御のための推奨リソースを保護する。  
5. 絶滅危惧種を含む希有な海洋植物や動物など、海洋と海岸地域の資源の保全・回復に

向けた研究開発。 
6. 海洋と沿岸地域における資源の保全・回復に関する国民参加を奨励し、理解を醸成す

る。 
7. 海洋と沿岸資源についてのゼロ情報。 
8. 海洋と沿岸地域の資源に関して国際機関や他国と協調する。 
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3) 組織図 

    
出典：DMCR ウェブサイトの組織図を調査団が翻訳 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T においては、Marine and Coastal Resources Research Institute が DMCR 内の C/P と
なり、ST2-C において協働する予定となっている。  

5) 気候変動に関する政策との関係 

沿岸地域の保全の観点から、海面上昇に対する対応策を検討すべき立場にある。一方で、

気候変動適応策に関する政策等を有しているかは不明。 

ADAP-T の研究成果が海面上昇等の気候変動による影響を考慮された政策、施策として

採用されることにより、気候変動に脆弱な沿岸域に対し有効な対策が可能となる。  

6) 水資源管理との関係 

台風やサイクロンといった水関連災害の管理、被害の軽減を実施する上で、ADAP-T に

よる研究成果は重要である。 
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9 DMR（鉱物資源局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Mineral Resources, MONRE 
略称 DMR 
名称（和） （天然資源・環境省）鉱物資源局 
ビジョン 鉱物資源局は、社会全体の利益と幸福のため、人々の参加を通じて鉱物

資源を管理する。 

2) 職務 
1. 鉱物資源の保護・節約・回復や鉱物資源の管理のための分野、政策や計画を推奨する  
2. 鉱物法の関連セクションで指定された職務を実行する。 
3. 鉱物資源の管理に関する法令、規制、対策の改良・修正・発効に対して推奨するとと

もに、関連する法令、規制、対策についてモニタリングと執行を実施する。 
4. 鉱物資源の調査、検査、研究、能力開発・分配・サービス並びに鉱物資源に関する協

調を他国や国際機関と行う。 
5. 地質や鉱物に関する基準を設定し、国家の参考のために鉱物サンプルを保存する。  
6. 上述の他、法で指定された、あるいは天然資源環境省や内閣によって割り当てられた、

その他の職務を実行する。 
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3) 組織図 

出典：DMR ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T においては、DMR 内の C/P として Bureau of Environmental Geology が、ST2-S と
協働する予定となっている。（上図網掛け部） 

5) 気候変動に関する政策との関係 

気候変動等に伴い、土砂関連災害の増加も憂慮されており、DMR がタイにおける担当機

関となる。土砂災害危険地域における重要インフラ施設に対する防災施策等、ADAP-T の

研究成果が有効活用される。 

6) 水資源管理との関係 

土砂関連災害の管理、被害の軽減を実施する上で、ADAP-T による研究成果は重要であ

る。 
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10 DWR （水資源局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Water Resources, MONRE  
略称 DWR 
名称（和） （天然資源・環境省）水資源局 
ビジョン 内閣は 2000 年 7 月 25 日、『国家水資源ビジョン』を策定し、2025 年ま

でに、タイ国内全域で安全な水へ十分なアクセスを可能にするために、

規律と持続性のある水資源管理組織および法の整備をさまざまなセク

ターの協力の下で進めていくことを発表した。『国家水資源ビジョン』

に続いて、2000 年 10 月 31 日に『国家水資源方針』を策定。1997 年タ

イ王国憲法に基づき、ネットワーク構築、開発、他の資源管理と一体と

なった水資源管理に重点を置き、環境への影響に配慮しつつ、経済、社

会の発展を促す水資源管理を行っていく方針が示された。 
 2002 年の省庁改組で組織された水資源局（DWR）は、水資源に関する

政策、基本計画の策定、教育研究、資源保全推進、水域の再生などを行

う局レベル組織である。住民との協働事業も進めており、流域小委員会

を通じて住民参加を奨励している。 
職員数  2,441 名 

            
出典：DWR プレゼンテーション 

2) 職務 
・ 水資源に関する政策、基本計画を策定する。 
・ 水資源の管理、開発、保全、回復並びに水関連問題の調整、監視、評価、問題解決を行

う。 
・ 持続可能な水資源開発に向けて、マクロレベル並びに流域レベルの双方において、水資

源に関する能力開発、基準策定、技術移転を行う。 
・ DWR の所掌範囲には、洪水、渇水、鉄砲水、地すべりといった水関連災害も含まれると

している。 
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3) 組織図 

DWR は以下の組織から構成されている。 

- 開発･水文学研究部   - 住民連携推進部 
- 水資源管理部   - 水域開発部 
- 水資源政策・計画部  - 国際協力連携部 
- 流域保全・修復部  - 水資源情報センター 
- 水資源危機防止センター  - 地方水資源部（第 1～10 管区地方事務所） 
- 総務部、内部監査部、法務部、行政組織改善部 

     
出典：DWR プレゼンテーション 

4) ADAP-T との関係 

DWR の所掌業務は、ADAP-T とは幅広く関連しており、現時点では ST3-K（情報共有と

適応策のための政策プログラムの総合評価）における協業が想定されているが、今後、各

研究チームの研究が進む段階で関連する部局や情報共有を行うといった研究チームに関連

する。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

DWR が作成したタイ水資源管理戦略（WRMST）には、気候変動に係る適応策について

の記述が不足しており、NAP その詳細を記載していく必要がある。そのためには、気候変

動によって変化する気象条件と水資源管理への影響を明確に把握する必要があり、ADAP-T
の成果に期待する。 

なお、MONRE 内で CCAP を取りまとめる部局は ONEP であり、DWR が ONEP に対して

インプットを行う。 
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6) 水資源管理との関係 

DWR は、タイの水資源に係る政策立案者である。水資源分野では、オペレーターとして

RID の存在が巨大であるが、水資源を統合的に管理する組織として、DWR が 2002 年に新

しく設立された。 

 

11 TGO（温室効果ガス管理機構） 

1) 組織概要 
名称（En） Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
略称 TGO 
名称（和） 温室効果ガス管理機構 

2) 職務 

背景 

タイは 1992 年 6 月に UNFCCC に調印し、1995 年 3 月に会議に批准した。地球的規模の

脅威である気候変動が深刻になっているが、タイは Non-AnnexⅠ国の一つとして、気候変

動問題に対処するため国際社会の実施施策への貢献している。京都議定書のもと温室効果

ガス削減のための環境に優しくクリーンな技術を促すため、当該国の持続的な経済成長の

ための能力開発とともに、CDM 実施を促進している。MONRE は、内閣決議の結果 UNFCCC
と京都議定書の実施機関となり、2007 年に MONRE は UNFCCC と京都議定書実施の制度フ

レームワークを改新した。 

温室効果ガス管理機構（TGO）は、タイにおける GHG 排出削減のための実施機関として

新しく設立された政府機関である。TGO は低炭素社会実現へ向けた行動、GHG 排出削減市

場への投資、GHG 情報センターの設立、承認へ向けた CDM プロジェクトのレビュー、能

力開発の機会提供と CDM 利害関係者への積極的な救済、低炭素促進のための行動、特にタ

イにおける DNA-CDM 事務所の役割の向上、などといった特定の目的をもって設立されて

いる。 

TGO の目的と義務 

Letter of Approvalの発行とプロジェクト管理に向けた CDMプロジェクトの分析とスクリ

ーニング; 

- CDM プロジェクトと CER 市場の促進; 
- To be the National Information Clearing House of Greenhouse Gas; 
- 温室効果ガス削減管理に取り組む政府と民間セクターの能力開発 
- 市民への温室効果ガスに関する情報共有 
- 気候変動緩和に関するすべての行動の促進と支援 
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3) 組織図 

 
出典：TGO ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

TGO では、ワークショップ等の手段により ASEAN 支援の一環として 10 カ国への技術や

情報の普及に取り組んでいるとのことから、ADAP-Tの成果の内外への情報発信において、

協調・実施することを模索することとしている。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

TGO は上述のとおり、特に気候変動緩和策のうち、タイにおける GHG 排出削減を実施

する機関として設立されており、気候変動との関係は深い。 

また、TGO では ASEAN 支援の一環として 10 カ国への技術普及に取り組んでおり、それ

らの国からも気候変動適応策に関する要望があったとされており、ADAP-T の研究成果に

も関心が寄せられている。 

6) 水資源管理との関係 

TGO と水資源管理との関連性は不明。 

 

12 DDPM（災害防止・軽減局） 

1) 組織概要 
名称（En） Department of Disaster Prevention and Mitigation, MOI 
略称 DDPM 
名称（和） （内務省）災害防止･軽減局 
ビジョン DDPM は、災害時に緊急対応を行う組織である。国家的な大災害につ

いては首相直轄で危機対応がなされるため、実質的には中小規模災害へ

の緊急対応が主な業務である 

2) 職務 
・ 災害防止と軽減に関する政策、指針及び施策を策定する。 
・ 災害防止、警報、軽減に関する調査、分析、研究、システム開発を行う。 
・ 災害防止と軽減に関する IT 技術を整備する。 
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・ 災害防止活動に対する人々の参加を促進する。 
・ 災害リスクに対する意識を啓蒙する。 
・ 災害マネジメントや災害救援に対する能力強化やスキル向上のための研修を提供する。  
・ 被災者や災害復旧を支援するためのプログラムを促進、支援、実施する。 
・ 大規模災害における被災者を支援するための事業を指揮、調整する。 
・ 国内および国際機関/組織とのコーディネートを行う。 

3) 組織図 

 
出典：DDPM ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T の C/P となる Natural Disaster Policy Division は組織図の Disaster Releaf Bureau（網

掛け部）に属している。加えて、ST2-Water（淡水）1 の研究チームが Phitsanulok の地方事

務所と協業することを予定している。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

DDMP では CCAP や NAP といった政策文書を作る予定はないとしている。 

但し、現在は TMD が実施している洪水予警報業務が DDPM に移管される予定とされて

おり、気候変動適応策を実施する機関として重要な役割を担うものと考えられる。  

DDMP は、"Master Plan for Flooding toward 2009-2014"（M/P ではなく戦略計画のようなも

のらしい）を作っており、ADAP-T がその改定に役立てばよいと考えている。 

6) 水資源管理との関係 

DDPM は様々な災害について関係機関と情報共有を行っている。洪水や渇水については

RID、DWR および DGR と、海岸に関しては DMCR と、土砂災害については DMR と、森

林破壊については RFD と、それぞれ連携している。 
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水関連災害の管理の観点から水資源管理に関係がある。JICA では DDPM に対して、「防

災能力向上プロジェクト」のフェーズ 1 が 2006 年～2008 年、第 2 フェーズが 2010 年から

2014 年まで支援を実施した。 

 

13 HAII（農業水文情報研究所） 

1) 組織概要 
名称（En） Hydro-Agro Informatics Institute, MOST 
略称 HAII 
名称（和） （科学技術省）農業水文情報研究所 
ビジョン  より良い農業と水資源管理をサポートするための科学技術を開発・適用

することが主な職責である。 
背景 水資源と農業管理のための情報技術を提供するために、タイ統合水資源

管理（TIWRM）と農業情報ネットワーク（AIN）というプログラムが

National Electronics and Computer Technology Center（NECTEC）のもと設

立された。それらの活動プログラムが、2009 年 1 月に農業水文情報研

究所（HAII）科学技術省傘下の公的機関となった。 
職員数 110 名（公式ウェブサイトより） 

2) 職務 

1. 農業や水資源管理に関するデータの収集・合成・分析を含む科学技術の研究開発を実

施する。 

2. 農業や水資源管理の効率性向上のために研究開発の成果を他の機関に普及する。  

3. 国内外で、共同研究開発を推進する。 

4. 公共の利益のために、アクセス可能かつ効果的にサービスを拡大し、研究開発の成果

を普及する。 

3) 組織図 

組織図は不明。 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T との関係性は高いと考えられる一方で、現時点では HAII の ADAP-T における役

割は特定されていない。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

気候変動に対応するために、農業と水資源管理に関する科学技術の知見を発展させ適用

することは、HAII のビジョンと合致しているが具体的な政策等は不明。 

6) 水資源管理との関係 

HAII は科学技術省の所管の本設立されている機関であり、タイ国内にある様々水資源や
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農業関係の情報を集め、Thai Water Web（ポータルサイト）を構築している。 

 

14 NRCT（国家学術会議） 

1) 組織概要 
名称（En） National Research Council of Thailand 
略称 NRCT 
名称（和） 国家学術会議 

2) 職務 

背景: The National Research Council of Thailand（NRCT）は国家学術会議法 B.E.2502（1959）
を以て設立され、研究に関する事象を管理する国家機関の一部として内閣により選定され

た。NRCT はまた首相に要求された際に提言を行う役割を担っている。 

NRCT の実施機関は 3 つの部門を有している。一つ目は、首相を委員長、副首相を副委

員長、そして大臣たちをアドバイザーとする国家学術委員会（National Reserach Council）、
二つ目は国家学術調査委員会執行委員会（National Research Council Executive Board）、そし

て三つ目は事務局長を長とする、タイ国家学術調査委員会事務局（Office of the National 
Research Council of Thailand headed by Secretary-General）である。 

国家学術会議政策と戦略： NRCT の主な機能の一つに、国家学術会議政策と戦略の策定、

そして国家の研究の方向性を定める、ということがある。5 年の期間にわたる国家学術会議

政策・戦略は、1977 年に制定された。この戦略は政府機関により提出された年間予算配分

の調査プロポーザルの分析のための調査実施ガイドラインとして策定されている。NRCT
は国家経済と社会開発計画に関連する政策基準も作成している。 

第 8 国家学術政策戦略（2012-2016）は、バランスのとれ持続性のあるタイ国家開発のた

め、質の高い研究を有効利用することを目的としている。予算配分の優先は以下の 13 の研

究目的プロジェクトである；十分な経済成長への適用、国家安全保障とグッドガバナンス、

教育改革と知識の創造、水資源管理、地球温暖化と再生可能エネルギー、持続的な農業、

健康促進、伝染病の予防（Prevention and Rehabilitation）、環境の管理と開発、工業セクター

への最新技術の投入、観光業管理、高齢化社会、ロジスティクス、そして研究システム改

革である。現在の政策・戦略は以下の 5 つの戦略を擁している。 

 － 社会的可能性と能力の開発 
 － 経済的可能性と能力の開発 
 － 自然環境と環境資源の保護と促進 
 － 潜在的な研究者の発掘と能力開発 
 － 知識管理、研究成果、改革、投資、資源、そして知識の商業的・公的有効利用へ向

けた国家学術研究システムの改革と、それらが公的社会と市民社会に広く共有され

ること 
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3) 組織図 

 
出典：NRCT ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

ADAP-T においては、タイ国内で発生する費用に対する国内研究資金の提供者としての

役割が期待されている。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

Climate Change Research Strategy for Thailand を ONEP と共同で策定している。 

第 8 次国家研究方針・戦略（2012-2016）にも、ADAP-T と関係が深い Water-resource 
Management; Global Warming and Alternative Energy; Agricultural Sustainability が優先分野と

して挙げられている。 

NRCT では気候変動に関する数多く研究を実施しており、Database を保有している。 

6) 水資源管理との関係 

NRCT では水資源関連の研究もしていると思われるが、ADAP-T との関係性は不明。 

 

15 BMA（バンコク首都圏庁） 

1) 組織概要 
名称（En） Bangkok Metropolitan Administration 
略称 BMA 
名称（和） バンコク首都圏庁 



資Ⅷ-24 

2) 職務 

BMA の主な役割 

バンコク都市条例法 1985（Bangkok Metropolitan Administration Act 1985）やその他の関連

法によると、BMA の主な機能を果たす役割を以下に示す（特に ADAP-T に関連する分野を

抽出） 

- 災害の予防と緩和 
- 都市計画 
- 道路環境、河川と排水システム、道路の建設と維持管理、地方自治体を結ぶ排水シス

テムの維持管理と情報提供 
- 交通サービスと巨大交通網システムの提供 
- スラム街の家屋とスラムの環境改善 
- 環境の開発と保護 
- インフラの提供 
- 地方の開発計画の策定 
- 観光業の促進 
- 廃棄物、し尿、排水の処理 
- 山岳地帯と自然環境の保護 
- 地方開発における地方自治体の権威向上と促進 
- 特定の法律に応じて地方自治体に資金を配分 
- 技術開発の促進 
- 排水処理施設の維持管理 
- 環境汚染管理 
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3) 組織図 

 
出典：BMA ウェブサイト 

4) ADAP-T との関係 

2015 年 11 月の段階で、ADAP-T に BMA が関与することは間違いないが、C/P の部局、

担当者は明確になっていない。ST2-U との協業が想定されており、Drainage and Sewerage 
Department や Traffic and Transportation Department の参画が期待される。 

5) 気候変動に関する政策との関係 

JICA の協力によって、バンコク都気候変動対策マスタープランを作成している。 

ADAP-T における研究成果が、バンコクにおける都市計画、排水計画、交通計画等に活

用されることが期待される。 

6) 水資源管理との関係 

バンコク都市圏の運河や排水を管理し、汚水処理を実施するなど、BMA も水資源管理に

関与している。 

また、渇水時の節水の呼びかけや洪水に対する警報など、市民と直結する活動を実施し

ていることから、ADAP-T との関連性が高い。 
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IX 質問票 

１．各研究チームへの研究計画提出の要請 
 

October 14, 2015 

THE ADVANCING CO-DESIGN OF INTEGRATED STRATEGIES WITH ADAPTATION TO 

CLIMATE CHANGE IN THAILAND （ADAP-T） 

Request to Each Research Group for Preparation of Research Plan 
 

The Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand 

（ADAP-T） project （hereinafter referred to as “the Project”） will be carried out by the below three 

Sub-Teams: 

 

Sub-Team 1: Development of knowledge base for climate change （CC） 

Sub-Team 2: Assessment of adaptation measures to CC and development of co-design method 

Sub-Team 3: Knowledge sharing for planning comprehensive strategy to CC  

 

Under these Sub-Teams, a total of 16 Research Groups （i.e. 4 Groups, 11 Groups and 1 Group, 

respectively） will be formed to engage in the Project. 
Sub-Team 2 is composed of Research Groups across six sectors: fresh water, rural, forest, urban, 

sedimentation, and coastal. Each group under Sub-Team 2 is expected to prepare adaptation measures and 

their impact assessment based on the research. Some member institutions of Sub-Team 3 are expected to 

utilize research results in the revision of the National Adaptation Plan. 

These Research Groups formed by the participation of the Thai government organizations and 

research institutes, together with the Japanese research institutes, will be guided by shared Objectives, 

Results, Activities and Research Schedule. In order to ensure that the envisaged results from the Research 

Activities will turn into Project Outputs （shown in the figure）, leading to the achievement of Project 
Purpose by the end of the Project period, that is 5 years from its start, each Research Group is asked to 

prepare Research Plan as specified below. 
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1. Outline of Preliminary Research Plan 

See attached. 

2. Preliminary Timeline 

➢ Each Research Group prepares a Preliminary Research Plan by the end of October, 2015 and the 

Plan will be attached to the Minutes of Meeting to be signed as a result of the second detailed 

survey of the Project to be dispatched from November 16, 2015. 

➢ Each Research Group completes its Research Plan for the finalization at Joint Coordinating 

Committee （JCC）, to be scheduled by the sixth month after the start （April 2016 （planned）） 

of the Project. 
➢ Research progress will be monitored against approved Research Plan by the Research Groups, 

and discussed and revised （if necessary） at JCC periodically. 

 

End 

.................................

.................................

.................................

.................................

........ 

Project purpose 

Outputs 

Activities 

Plan of Operation 

The Project 

Objective 

Results 

Activities 

Schedule 

A group research 

Objective 

Results 

Activities 

Schedule 

A group research 

Fig. Project Outputs and Results of Researches 



資Ⅸ-3 

Attachment 
CONTENTS TO BE INCLUDED IN THE RESEARCH PLAN REMARKS 

I. Title of Research （Group category*1） 

II. Organizations 

i. Thai and Japanese representatives, affiliated organization 

ii. Related organizations and type of their participation*2 

a. Collaborating organizations 

b. Organizations providing data for the research 

c. Organizations utilizing results of the research and 
their institutional role in Thailand 

III. Research sites*3 

IV. Societal Needs for the Research 

i. Issues and phenomena adversely affecting the society in 
relation with the research 

ii. Governmental policy and measures in relation with the 
research 

iii. Needs for the Research to solve i） and/or realize ii） 

V. Challenges to the Research 

i. Availability of related research and project, its status as 
well as its relation to the planned research 

ii. Expected challenges to derive results from the research 

VI. Expected Results 

i. Expected Research Results and contributions to the Project 
ii. Anticipated “social implementation” （i.e. application to 

societal needs） of research results and conditions/process 
required for application 

VII. Major activities through research period, including 

exchange/sharing of intermediate findings with other Sub-Teams 

and/or other research groups 

VIII. Research schedule*4 

IX. Resource Input 
i. Input by the Thai side 

ii. Input by the Japanese side （Dispatch Japanese researchers, 

Receiving Thai counterparts to Japan, Procurement of 
equipment, Other cost to cover activities in Thailand） 

*1: describe a category to 

which the research 

belongs as listed below 

 

List of category: 

➢ ST1...research under 
ST1 

➢ ST2-W...research 

under ST2 water 
➢ ST2-F...ST2 forest 
➢ ST2-R...ST2 fural 
➢ ST2-U...ST2 urban 

➢ ST2-C...ST2 coast 
➢ ST2-S...ST2 

sedimentation 

➢ ST3...research under 
ST3 

 

*2: describe assumed 

participation of 
organizations such as 

providing information, 

comments and feedback 

to the Research, 

participating in 

workshops, being a 

member of co-design 

process, etc. 

 

*3: describe research 

sites 

 

*4: describe a period of 
total research and each 

major activity as 

“Research Team’s Plan 

of Operation” 
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２． 研究チームに対するヒアリング実施時点の質問票（和文） 
 

「タイ国における統合的な気候変動適応戦略の共創推進に関する研究」 
第 1.5 次調査質問票（案）和文 

 
第 1.5 次調査において、関係機関向けの質問票は、「I. 研究機関向け」、「II. 政府系機関向け」に
分け、且つ、共通の質問項目と機関毎の個別の質問項目として、構成した。 
第 1 次調査で既にコンタクトされている機関の場合、重複した質問事項もあることから、適宜、
抽出をして質問を行う。 

［研究機関向け 共通の質問項目］ 

1) プロジェクト・マネジャー 

1) 研究計画概要（計画書に記載される内容の概要） 

2) マイルストーンとなるべき成果・イベント 

3) 他チームとの連携、調整事項 

4) 政府機関への要望事項 

5) 日本の研究機関への要望事項 

6) JICA/JST への要望事項 

［政府機関向け 共通の質問項目］ 

1) プロジェクト・マネジャー 

2) 組織概要と気候変動適応策に関連する部署 

3) インフラ等の将来開発計画 

4) 気候変動適応策に関連する政策（CCMP に従って、現在実施中または計画・検討中の政
策・施策があるか？） 

5) 気候変動適応策に対する具体的なニーズ 

6) 人材育成のニーズ 

7) 研究機関からのアウトプットをどのように活用するのか？活用に向けた具体的なステ

ップは？研究結果の活用にかかるスケジュール（マイルストーンはあるか？） 

8) 研究機関への要望事項 

9) 日本の研究機関への要望事項 

10) JICA/JST への要望事項 
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３．研究チームに対するヒアリング実施時点の質問票（英文） 
 

The Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand 
（ADAP-T）project 

 
For Common Questionnaire for University/ Research Institute 
 

(1) Outline main field and composition of the laboratory 

(2) Who is Project Manager of the study in the ADAP-T Project? 

(3) Outline of the study in the ADAP-T Project 

(4) Milestones of the study 

(5) Cooperation and coordination with other groups of ADAP-T Project 

(6) Needs for human resources development 

(7) Requests to Governmental organization of Thailand 

(8) Requests to Japanese University/ Research Institute of Japan 

(9) Requests to JICA/ JST 
 
 
For Common Questionnaire for Governmental Organization 
 

(1) Who is Project Manager of the study in the ADAP-T Project? 

(2) Outline of the Organization （What are responsibilities in the government?） 

(3) Relevance of measures of climate change adaptation; which department is in charge of CC adaptation?  

(4) Policy for CC adaptation 

(5) Needs for CC adaptation measures in your organization 

(6) Needs for human resources development in your organization 

(7) How to apply outcomes from universities/ research institutes in your organization? Implementation 
schedule and milestones 

(8) Requests to universities/ research institute 

(9) Requests to Japanese University/ Research Institute of Japan 

(10) Requests to JICA/ JST 
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４． PDM/PO 作成に向けた Interview Guideline 
Preparation date: 2015/10/14 

 
INTERVIEW GUIDE FOR MEETING JICA EVALUATION ANALYSIS CONSULTANT ON 

RESEARCH PROJECT PREPARATION FOR 

“ADVANCING CO-DESIGN OF INTEGRATED STRATEGIES FOR1  
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THAILAND” 

 
Ahead of the full discussion between the Thai and Japanese parties to finalize project arrangement 

for the captioned （scheduled for November 16-20, 2015）, Dr. Maki will conduct scoping interviews with 
the select participants （individuals/organizations） in her capacity as JICA Evaluation and Analysis 
Member of the mission. She very much appreciates the time and attention extended by those asked for 
such interviews, to be coordinated by JICA Thai Office. 

The preparation of the research project is expected to further mature between the time of this 
writing and her actual interviews. Thus, please consider the following “Indicative Topics for Interviews” 
as standard set of issues that come out from the evaluation and analysis perspective for JICA project. She 
will select, adjust and tailor the specific topics for each interviewee, depending on their association with 
the Project as well as preparation status for it.  

While each interview will cover only a part of the points from the “Indicative Topics … ,” please 
anticipate that each interview will star with the following big questions:  

A. Where and in what ways will your intended research activities be conducted in the spirit of 
“co-designing”? 

 
B. In the application, the Project’s research activities are explained to progress in sequences, with the 

research results of Sub-Team （ST） 1 providing information for ST2 in order to evaluate adaptation 
options, and the results by ST2 in tern to inform the work of ST3. The ST provided research activity 
outlines （see attached table “Per Research Group Rough Sequences”） largely have not reflected 
such framework of the Project. Please explain how your intended Group work builds on the work of 
other Group（s）, or to be informed from the other Group（s）? 

Thank you very much for your attention. Look forward to the opportunity to discussing so that the 
Project’s scope will be finalized as scheduled. 

                                                        
1 The original application used “with.” During the course of upcoming discussions among the Project concerned  parties, the author will 

promote the use of “for” instead for the more natural flow in English.  
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INDICATIVE TOPICS FOR INTERVIEWS WITH JICA EVALUATION ANALYSIS CONSULTANT 
 

1) RELEVANCE OF THE PROJECT 

a. Project’s relevance with the strategic plan of Thailand toward climate change 

b. Relevance with the needs of beneficiaries 

c. Comparative empirical and technological advantage of Japan's cooperation 

d. Are the method/approaches of the project appropriate? 

e. Is the draft Project Design Matrix（PDM）2 appropriate to address the needs? 

2) ANTICIPATED EFFECTIVENESS OF THE PROJECT（I.E. APPROPRIATENESS OF 

PDM/OUTPUTS/ACTIVITIES, AND PROSPECTS OF ACHIEVING PROJECT PURPOSE） 

a. Is the Project Purpose appropriate? 

b. Will the Project Purpose by derived as a result of Project Outputs? 

c. Will the implementation of the Project produce appropriate benefits to the 

beneficiaries/target group(s)? 

d. Are Outputs 1-33 appropriately formulated with the right set of indicators? 

e. What are factors that will contribute to the achievement of the Project Purpose/Outputs? 

f. What are factors that will hinder the achievement of the Project Purpose/Outputs? 

3) ANTICIPATED IMPACT OF THE PROJECT（I.E. PROSPECTS FOR ACHIEVING PDM/OVERALL 

GOAL） 

a. To what degree will the Overall Goal be achieved（and are indicators appropriate）? 

b. What are the contributing factors for achieving the Overall Goal? 

c. What are the hindering factors for achieving the Overall Goal? 

d. Will the Project implementation affect development policies/institutions of Thailand, 

particularly those concerned with mitigation for/adaptation to climate change? 

e. What are foreseeable positive and negative impacts outside the Project Purpose/Outputs that 

will derive from the Project? 

f. Will the Project implementation produce negative impacts? 

4) ANTICIPATED EFFICIENCY OF THE PROJECT 

4）-1 Appropriateness/feasibility of PDM/Inputs 

a. Are planned inputs and activities appropriate for achieving the Outputs? 

b. Are inputs and activities to be appropriately implemented and managed to derive 

achievement of Outputs? 

                                                        
2 She will bring a copy of the latest draft. 
3 She might propose the 4th Output, to be confirmed in the PDM draft to be shared at the interview. 
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c. What are external factors that affect the efficiency of the Project? 

d. Provision of local budget by the Thai side（i.e. your organization） 

 

4）-2 Implementation Structure 

a. Overall structure of the implementation of Project – who are involved from the Thai side（i.e. 

your organization）? 

b. On assignment of your organization’s personnel（i.e. Counterpart Personnel – C/P） in terms 

of the number, placement（i.e. balance between their regular tasks and Project activities）, 

ownership and level of participation, including Project Director and Project Manager 

c. On C/P training in Japan and in the third countries in terms of the number of participants, 

training contents, and the dispatched period and its timing 

d. On provision of equipment by the Japanese side been in terms of quality, quantity and 

timing 

5) ANTICIPATED SUSTAINABILITY OF THE PROJECT （ I.E. PREPAREDNESS/SOUNDNESS OF 

INSTITUTIONS/ORGANIZATIONS THAT WILL SUPPORT THE ACHIEVEMENT OF THE OVERALL 

GOAL） 

5）-1 Institutional Aspect 

a. Will the policy of the Government of Thailand be expected to support and/or require the 

project produced research results? 

b. Will respective agencies continue their institutional support for the further advancement of 

the research results as important agenda? 

5）-2 Organizational Aspect 

a. Will the implementation structure of the organization you are in continue to sustain? 

b. Will respective agencies participating in this project continue to sustain its standing for 

responding to climate change agendas? 

c. Are there no issues with regard to maintenance and management of the project provided 

equipment? 

d. Are there prospects for securing further budget by the respective agencies? 

e. Does each participating organization possess technical capacity to make use of the project 

produced research results, particularly in combination as a “co-designed portfolio”? 

f. Are there any other issues to be noted in order to secure sustainability of the Project? 

 



Ⅹ．収集資料リスト

1 Thailand National Climate Change Master Plan and local authority ONEP
2 Exective Summary of the Bangkok Master Plan on Climate Change BMA
3 Climate Vulnerability and Capacity Analysis Report South of Thailand BCR CC
4 タイ国 東南アジア地域気候変動緩和・適応能力強化プロジェクト JICA

5 バンコク都気候変動マスタープラン（2013～2023)作成・実施能力向
上プロジェクト

JICA

6 BMUB-IKI Support for integrating the agricultural sector into National
Adaptation Plans (NAPs) OAE

7 Thailand's Climate Change Research Strategy NRCT
8 Climate Change Vulnerability Assessment in Thailand NU

1 Outlook on Water Governance in Thailand MWA

2 Water Resources Manegement Strategy of Thailand (Draft,原文)
Policy Committee for
Water Resource
Management

3 タイの水資源管理戦略（案） 在タイ日本大使館
4 水資源法案 概念図 在タイ日本大使館
5 水資源法案 仮訳 在タイ日本大使館
6 タイにおける利水 在タイ日本大使館
7 METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY (MWA) OF MWA
8 BangkhenWater Treatment Plant MWA
9 Provincial Waterworks Authority (PWA) PWA

10 DWR組織概要 DWR
11 DDPM組織概要 DDPM

1 THE ELEVENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL
DEVELOPMENT PLAN (2012-2016) NESDB

2 TMD Meterological Data Service Form TMD

1 Explanation of the Survey Result on ADAP-T

2 Advancing co-Design of integrated strategies with AdaPtation to climate
change in Thailand (ADAP-T)

3 Study plan of ST3 Knowledge sharing for planning comprehensive strategy
to climate change

4 Thailand’s Climate Change Adaptation Planning & Progress
5 Project Framework
6 The Record of Discussions
7 ADAP-T Outline(タイ語)
8 Participants List

気候変動関係

水資源関係

その他

2015年11月17日開催全体会合　資料
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