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2007 年度円借款事業 中間レビュー 報告書 
 
 

評価者：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（大西 元） 
中間レビュー現地調査：2008 年 4 月 

案件名： インドネシア共和国「バタンハリ灌漑事業(Ⅱ)」（L/A No. IP-504） 
 
[借款概要] 
承諾額/契約同意額/実行額  ：7,639 百万円／8,028 百万円／5,194 百万円（2008 年 3 月末時点） 
借款契約調印日   ：2001 年 7 月締結（L/A 締結後 7 年目） 
当初完成予定日   ：2006 年 12 月 
貸付実行期限    ：2009 年 10 月 
実施機関   ：公共事業省水資源総局、農業省穀物総局 
※本中間レビューでは、追加的にバタンハリ灌漑事業（Ⅱ）の転作状況についても調査を行う。 
 
[事業目的] 
スマトラ島西スマトラ州およびジャンビ州において、灌漑関連施設の建設、圃場整備および営農普及サービス等を行うことにより、米等の増産をはかり、もって地
域農民の所得向上に寄与する。 

 
[事業概要] 
第一期事業に引き続き、第二期事業として以下を実施するもの。 
・ 幹線・二次・末端水路（三次および四次）、排水路、農道等の新設、改修 
・ 新規圃場整備（約 14,000ha） 
・ 営農普及サービス（技術支援プログラム、農業・農家支援施設の強化、集団営農用機械の提供、新規開田農家に対する農業資材の提供） 
・ 維持管理機器の調達 
・ 上記事業実施に係るコンサルティングサービス 
 
[結果概要] 

調査項目 中間レビュー調査結果 
[現状分析／問題点] 現状の問題点： 

インドネシア政府は、米の増産を政府目標として掲げており、本事業対象地域においても事業計画段階では米を生産する予定で事業
が計画された。しかしながら、近年、石油価格の高騰に伴い、天然ゴムの需要が増加し市場価格が高騰したため、インドネシアでもス
マトラ島を中心に、農民が天然ゴム生産を志向するようになった。現在、灌漑対象地域の農民の多数が米に比して水の利用が限定的な
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調査項目 中間レビュー調査結果 
天然ゴムを栽培しているが、栽培中の天然ゴムの収穫がピークを迎えていること、また天然ゴムの価格に比べて米価が低いため稲作へ
の関心が薄く、第 3 次水路整備および農地開発が計画通りに進んでいない。目標灌漑面積 19,000ha（既存含む）に対し、貸付期限内に
達成できるのは 6,000 ha 程度に留まる見込みである。 
 
調査の視点： 
・ 事業の現況（運用効果指標の現況値）について確認する。 
・ 事業スコープの変更の有無、（変更があったとすれば）変更時期、およびその背景について確認する。 

 事業スコープの具体的な変更内容 
 事業スコープ変更の背景 
 事業スコープ変更に係るインドネシア政府の見解 

・ 今後のプロジェクト進捗を阻害する要因について検討する。 
 
調査結果： 
(1) 事業の現況 
(2) 事業スコープの変更の有無および背景 
(3) 今後のプロジェクト進捗を阻害する要因 
 
(1) 事業の現況 
 
① 運用指標のベースライン値および各指標の最新値 
現在の灌漑面積は 3,263 ha（水田灌漑面積のみのデータ）である。ベースライン値 4,983 ha には水田灌漑面積以外に畑地灌漑面積も含

まれていたと想定されるため、両者を単純には比較できないが、後述する多面的な背景により水田灌漑面積の増加の伸びは鈍い。水利
組合の設立数については、現時点における 3 次灌漑ブロック総数 187 に対し、現在までに 143 組合の設立が確認されている。（ベースラ
イン値 176 の信憑性については不明1） 
 
② 効果指標のベースライン値および各指標の最新値 
効果指標については「事業開始後に実施機関がベースラインデータの収集を行い、より現実的な値を設定する」2となっていたため、

コンサルタントの補助によりデータの収集が行われ、下記表に示すようにベースライン値が修正されている。（本事業による調査報告書
「Survey, Investigation and Design (SID) Work / 1999-2005」に基づく。） 

現在の米の作付面積はベースライン値の 34％増（雨季）および 44％増（乾季）、単収は 27％増（雨季）および 68％増（乾季）となっ
ている。 
 
 

                                                  
1 本ベースライン値は、当時の西スマトラ州灌漑局（Dinas PU） Sub-branch of Irrigation Service Office (SISO)によって収集されている。（出所：KRI International（2000）Batang Hari Irrigation Project – Establishment of 
Performance Monitoring Indicators and Re-evaluation of Economic Viability） 
2 出所： 審査資料集 
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調査項目 中間レビュー調査結果 
 表 運用指標のベースライン値および最新値 

運用指標名 

ベースライン

（1996 年実績

値） 

各指標の最新値 

灌漑面積（ha） 4,983 3,263 *1

実灌漑面積（ha） 4,983 （雨季）

1,250 （乾季）

3,263 （雨季） 

3,263 （乾期） 

*1

*1

実際に活動を行って

いる水利組合の割合3 

79％  

（1999 年実績）

不明  

農家戸数（世帯） 約 6,000 不明4  

水利組合の数 176  

（1999 年実績）

143  

( 3 次灌漑ブロック

数 187 に対して) 

*2

出所： 公共事業省水資源総局、農業省食用作物生産総局、コンサルタントに

対する質問票回答より作成 

*1： 現在の灌漑水田面積（＝既存灌漑水田 2,263ha＋現在までに用水の供給

が開始された新規灌漑水田 1,000ha） 

*2: 営農普及サービスプログラム Agricultural Extension Service Programme 

(AESP、本事業の実施コンポーネントのひとつ)および BAPEDA データに基づく

（年次は不明） 

 

表 効果指標のベースライン値および最新値 

効果指標名 

ベースライン 

（F/S 実施時の

参考値、96 年）

ベースライン値 

（変更後） 
各指標の最新値 

耕地面積（ha） 22,260  *9 21,178  21,178 *1 

作物別作付面積（ha）  

米（雨季） 3,772 2,882 *2 3,882 *4 

米（乾季） 3,772 2,263 *2 3,263 *5 

大豆 2,693 N/A  

ピーナッツ 0 
2,802 *3

N/A  

コメ及び主要農作物別生産高（t / year） 

米（雨季） 10,977 8,358 *6 14,363 *7 

米（乾季） 9,430 5,658 *6 13,705 *7 

大豆 1,885 N/A  N/A  

ピーナッツ 0 N/A  N/A  

農業粗収益/年（1,000Rp/年） 

米（雨季） 1,004 N/A  N/A  
米（乾季） 863 N/A  N/A  

単位収量（t /ha） 

米（雨季） 2.9 N/A  3.7 *8 

米（乾季） 2.5 N/A  4.2 *8 

出所： 公共事業省水資源総局、農業省食用作物生産総局、コンサルタントに対する質問票各回答より作成 

*1: 本事業による調査報告書「Survey, Investigation and Design (SID) Work / 1999-2005」に記載されている

土地利用データに基づく。（耕地面積には灌漑水田、天水田、畑作地、ゴム/オイルパームプランテーショ

ン、湿地、森林・草地等のほか、水路、農道、あぜ道、遊休地等の面積も含む） 

*2 :上記 SID に基づく灌漑および天水田の合計面積（灌漑水田 2,263ha + 天水田 619ha＝2,882ha） 

*3 : 同 SID に基づく大豆、ピーナツを含む畑作地の合計面積 

*4: 同 SID および実際の圃場整備（水田開発）の進捗状況に基づく （既存灌漑 2,263ha +現在までに用水

の供給が開始された新規灌漑水田 1,000ha + 天水田 619ha = 3,882 ha） 

*5: 同 SID および実際の圃場整備（水田開発）の進捗状況に基づく （既存灌漑 2,263ha +現在までに用水

の供給が開始された新規灌漑水田 1,000ha = 3,263 ha） 

*6: 修正ベースライン値に基づく推定値（2,882ha * 2.9t = 8,358t および 2,263ha * 2,5t = 5,658t） 

*7: 推定値（3,882ha * 3.7t = 14,363t および 3,263ha * 4.2t = 13,705t） 

*8: 新規水田のみのデータ。（出所： コンサルタントが定期的に実施している収量調査による） 

*9: 審査資料集による。 

 

 

 

 

                                                  
3 水路の維持管理および定期的な集会を行っている組合数を指す。（出所：審査資料集） 
4 西スマトラ州ダルマスラヤ県の人口増加率（1996 年-2005 年平均）を適用して推計した場合、約 7,620 世帯（＝6,000 世帯*127％増）となる。 



 

 

4 

調査項目 中間レビュー調査結果 
 (2) 事業スコープの変更の有無および背景 

 
① 事業スコープ変更の有無 
事業スコープの変更の必要性は既に政府関係者間で共通の認識となっている。他方、運用・効果指標は公式には変更されておらず、

今次中間レビュー後に修正目標値が関係機関において承認され、正式に発効となるものと思われる。 
灌漑面積については、既述のとおり現在の面積（水田灌漑面積）は 3,263 ha であり、当初目標 18,936 ha の 17%に留まっている。後

述する各種要因により、今後の灌漑面積の大幅増は極めて困難と予想されることから、目標灌漑面積の大幅引き下げは不可避である。
なお実施機関（公共事業省および農業省）およびコンサルタントが現在想定している修正目標値の妥当水準は 5,690 ha5であり、当初目
標の約 30%に留まる。 
 作物別作付面積についても、上記理由により目標値の大幅引き下げは不可避であり、公共事業省および農業省が現在想定している修
正目標値はオリジナル目標の 10％～40％程度（作物別）である。結果として作物別生産高、農業粗収益の目標レベルも下げる必要があ
る。 
 

 表 運用指標のオリジナル目標および今後想定される目標水準 

運用指標名 
オリジナル目標値

（目標年：2007 年）
想定される修正目標値 

灌漑面積（ha） 18,936 

（うち新規開田は約

14,000 ha） 

5,690 *1

実灌漑面積（ha） 18,936 

（雨季、乾季とも） 

5,690 

(雨季、乾季とも)

*1

実際に活動を行って

いる水利組合の割合 

100％ 100%  

農家戸数（世帯） 22,124 6,648 *2

水利組合の数 598 239 *3

出所： 公共事業省水資源総局、農業省食用作物生産総局、コンサルタントに対する

質問票各回答より作成 

*1: LCB Package の最新変更契約および契約予定内容、調査報告書「Survey, 

Investigation and Design (SID) Work / 1999-2005」等に基づく。（既存灌漑 2,263 ha + 

新規灌漑 3,427 ha = 5,690 ha） 

*2: 灌漑面積の減少に応じた推定値 { 5,690 ha×（22,124 戸÷18,936ha）} 

*3: LCB Package の最新変更契約および契約予定内容に基づく。 

 

表 効果指標のオリジナル目標および今後想定される目標水準 

効果指標名 
オリジナル目標値

（目標年：2013 年）
想定される修正目標値 

耕地面積（ha） 
22,260  *1 

（雨季、乾季とも）
21,178 *2 

作物別作付面積（ha）  

米（雨季） 18,936 5,690 *3 

米（乾季） 18,936 5,690 *3 

大豆 5,620 1,081 *4 

ピーナッツ 5,620 546 *5 

コメ及び主要農作物別生産高（t / year）  

米（雨季） 93,330 25,605 *6 

米（乾季） 75,695 28,450 *6 

大豆 20,740 1,512 *6 

ピーナッツ 20,740 764 *6 

農業粗収益/年（1,000Rp/年）  

米（雨季） 1,553 2,250 *7 

米（乾季） 1,277 2,500 *7 

単位収量（t /ha）  

米（雨季） 4.5 4.5 *7 

米（乾季） 3.7 5.0 *7 

出所： 公共事業省水資源総局、農業省食用作物生産総局、コンサルタントに対する質問票回答より

作成 

*1: 出所： 審査資料集 

*2： 想定される修正目標値 21,178 ha は現在の耕地面積水準。左記の値 21,178 ha と、米の目標作付

                                                  
5 LCB Package の最新変更契約等に基づく推定値（既存灌漑面積 2,263 ha + 新規灌漑面積 3,427 ha） 
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調査項目 中間レビュー調査結果 
面積 5,690 ha との差は、①ゴム、オイルパームなど 7,200 ha、②畑作地 1,400 ha、③天水田 250 ha、

④湿地 2,500 ha、⑤森林・草地 1,800 ha ほか。 

*3: LCB Package 最新変更契約および契約予定内容に基づく。(既存灌漑 2,263 ha + 新規灌漑 3,427 

ha = 5,690 ha） 

*4: 米の作付面積減少幅に基づく推定値 

*5: 米の作付面積減少幅に基づく推定値 

*6: 推定値（Definitive Plan での目標単収×変更後の目標作付面積） 

*7: 本事業コンサルタントにより策定された「Definitive Plan」に基づく。 

 
 ② 事業スコープ変更の背景 

 事業スコープの変更に至った背景は極めて多岐に亘っており、a)経済的要因、b)社会的要因、c)技術的・制度的要因に大別される。 
 
要因その 1：経済的要因（プランテーション作物市場価格の高騰） 
天然ゴムおよびオイルパームの国際市場価格の高騰に起因し、対象地域内農民が米よりも価格の高い天然ゴム・オイルパームの生産

を志向するようになり、多くの農民が圃場整備（水田開発）に合意せず、灌漑用水の需要が減退するに至っている。 
プランテーション作物の市場価格の高騰は、1998 年の本事業・第一期の開始から 2年が経過した 2000-2001 年頃から始まったが、当

初は中国を中心とした新興国の経済発展による自動車の普及、右に伴うタイヤ用ゴム需要の急増が価格高騰の主因であった。その後、
国際的な原油価格の高騰（化学ゴムの価格高騰に伴う天然ゴムの需要増加）、バイオ燃料の材料としてのオイルパーム需要急増などの新
たな要因が加わり、ゴムおよびオイルパームの価格高騰が現在まで続いている。なお事業対象地域内の現在のゴム園およびオイルパー
ム園の栽培面積は約 6,000 ha である。 
 
要因その２：社会的要因（共有地を中心とした不明確な土地所有形態） 
本事業対象地域には数多くの共有地6が存在するが、これら共有地の土地所有権の権利関係（各権利者の所有面積を含む）が明確でな

く、土木工事の一時中断および設計変更を誘発しており、工事の進捗に多大な影響を及ぼしている。 
共有地はコミュニティーグループにより所有され、土地の配分・利用方法は同グループ内のコミッティーにより決定されることから、

共有地の圃場整備（水田開発）に際しては、上記コミッティーの合意を得て初めて工事着手が可能となっている。しかし、a)共有地そ
のものの境界が明確でなく、共有地の境界を巡ってコミュニティー間での争議が絶えない、b)（仮に境界が明確な場合であっても）コ
ミュニティー内での権利主張が激しく、共有地の配分・利用方法に関する合意形成が進まない、c)（仮に配分済み共有地があったとし
ても）各権利者の所有境界が明確となっていないケースが多く、圃場整備工事の実施前・実施中に新たな、または同一の土地に複数の
土地所有者が現れる、などの問題が多発している。 
 
※注：上述の土地所有形態は、対象地域に広く居住しているミナン人の伝統的社会システム特有の形態と見る向きもある。（所有形態が
複雑、土地権利書なし、土地の登記も不明瞭（名前はあっても面積・境界の情報なし）等） 
 
要因その３：技術・制度的要因（経済・社会的要因に伴う合意地区の点在化と水路路線確保の困難化） 
上記要因１および２の結果、圃場整備（水田開発）合意地区が事業地域内に点在することとなり、非合意地区と合意地区が隣接する

                                                  
6 事業開始時には計 3,000 ha の共有地が存在していた。（出所： コンサルタントに対するヒアリング結果より） 
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調査項目 中間レビュー調査結果 
ケースが増え、二次水路から合意地区に至る水路路線確保が極めて困難となっている。結果として合意地区が存在しているにも関らず、
非合意地区の敷地内を三次水路が経由しなければ水田開発が行えない事態が頻発しており、灌漑可能面積の減少に拍車をかけることと
なっている。 
 
※注：インドネシアでは、一次、二次水路を建設する場合のみに用地買収が許可されており、三次、四次等の小規模水路を建設する場
合は、土地買収ではなく当該農民からの土地の無償提供が原則となっている。例えば二次水路と合意地区の間に非合意地区が存在し、
非合意地区内に三次水路を建設せざるを得ない場合、上記の制度的制約により事業実施者は用地買収を行うことができず、農民からの
当該用地の無償提供を待つ以外に選択肢は無い。右の農民は非合意地区に居住しているため当然ながら土地の無償提供へのインセンテ
ィブは皆無であり、結果として合意地区の水田開発を断念するケースが多発している。 
 

  

参考 1）西スマトラ州ダルマスラヤ県における天然ゴムの栽培面積の経

年変化（単位：ha） 

年次 
Productive 

Rubber 

Young 

Rubber

Old 

Rubber
合計 

2003 年 21,895 8,467 4,152 34,514 

2004 年 21,145 9,217 4,902 35,264 

2005 年 21,145 9,217 4,902 35,264 

2006 年 25,848 8,633 2,983 37,464 

出所： コンサルタントに対する質問票回答（オリジナル出所は西スマトラ州ダルマ

スラヤ県統計データ 2006）。ダルマスラヤ県全体でのゴム園面積 

 

 参考 2）事業対象地域における第 3 次灌漑水路の整備状況の推移 

 

 2003 年：    0 km  (Package-8, 合計 1 Package) 

 2004 年：    6 km  (Package-8, 合計 1 Package) 

 2005 年：    3 km  (Package-8, 合計 1 Package) 

 2006 年：   25 km  (Package-3,4,5,6,7-1 & 7-2, 合計 6 Package) 

 2007 年：   43 km  (Package-3,4,5,6,7-1 & 7-2, 合計 6 Package) 

 

  
③ 事業スコープ変更に係るインドネシア政府の見解 
 
ヒアリングの結果、農業省、公共事業省、地方政府機関とも事業スコープ縮小の必要性を強く認識しており、目標灌漑面積の引き下

げに異論は無い模様である。また既述のような経済的、社会的問題の存在についても十二分に理解しており、隘路打開のための有効な
解決策を切に欲している。 
他方、既に開発済みの農地（水田）に対しては、農業普及員（PPL）を増やして営農指導を継続し、灌漑用水のさらなる有効利用を図

りたいとする声（ダルマスラヤ県農業局）や、建設済みの灌漑施設のパフォーマンス維持、3次水路施設の適正な運営・維持管理への志
向（公共事業省水資源総局）等が散見された。特にダルマスラヤ県農業局からは「対象地域内農民の灌漑用水に対するニーズは依然と
して高い。事業計画の公表から工事開始までに時間を要したため7、農民は灌漑用水の配水を待つことができず、結果としてやむを得ず
パームオイル、天然ゴムを栽培するに至った」との説明もあった。 

                                                  
7 バタンハリ灌漑事業のもともとの計画は 1970 年代に遡る（1976 年に公共事業省（当時）によりプレ F/S 調査が行われ、1980 年に F/S 調査が終了）。現在の事業規模が定められたのは 1996 年に終了した Judgment 

Study と呼ばれる計画であり、その後 1998 年に第 I 期事業が開始され、現在に至っている。この間に既述のプランテーション作物の市場価格の高騰等が起こり、受益農民側のニーズが変化することとなった。左記の

市場の変化は事業実施側でコントロールできない外部要因であり、受益農民のニーズ変化はやむを得ない事態であったと考えられる。なお第 II 期事業では、1999 年から 2004 年にかけて圃場整備（水田開発）工事

のプレ詳細設計を目的とする SID（Survey, Investigation, Design）調査が実施され、その際に受益農民の水田開発に対する最終的な合意確認が行われているが、この時点で天然ゴム等を有するプランテーション農家

の多くが非合意に転じている。（出所： コンサルタントに対するインタビュー結果より） 
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調査項目 中間レビュー調査結果 
 なお少数ではあるが「今後の事業効果の発現度合い、費用対効果および借金の返済義務を負う借款事業である点等に鑑み、事業を即刻
中止すべき」「事業を手放したい」との強硬意見もあった点を付記する。 
 
(3) 今後のプロジェクト進捗を阻害する要因 
 
プランテーション作物の国際市場価格の動向 
 短・中期的には、石油価格の高騰およびバイオ燃料に対する需要が沈静化することは考えられず、天然ゴムおよびオイルパームの国
際市場価格の高騰は今後も継続すると予想される。これら要因は本事業によってコントロールできない「外部要因」であり、今後の動
向に十分留意する必要がある。 
 
事業実施責任の変遷に伴う政府機関のコーディネーション不足・地方政府の組織的未成熟 
ダルマスラヤ県は 2004 年に創設された比較的新しい県であり、「組織的な成熟には相応の時間を要する」との見方がある。さらには

圃場整備（水田開発）活動の所管が短期間において「農業省（SEDASI 事業）→公共事業省水資源総局（バタンハリ灌漑事業）→農業省」
と変遷しており、事業実施に際しての混乱要因となっている。また農業省の圃場整備に係る能力・スキルに疑問を呈する向きもあるこ
とから、今後の事業監理体制を注視していく必要がある。 
 
注※プロジェクト進捗を促進する可能性のある要因 
世界的な食糧高騰 

2007 年後半から始まったコメ価格の世界的な急騰の影響により、2008 年に入って第 2 の輸出国インドおよび第 3 の輸出国ベトナムが
米の輸出量の制限を発表するなど、コメの国際取引市場の不安定要因が膨らみ、「食糧危機」の様相を呈し始めている。この危機は短期
に留まらず、「中国・インドを始めとする新興国の旺盛な需要等の影響により長期的に続く」との見方が現在支配的になりつつある。他
方、インドネシアのコメの自給率は 100%を割り込んでおり、国内的には今後コメの増産圧力が次第に高まると予想されることから、本
事業にとって好機となる可能性がある。 
 

[提言] (1) 稲作以外の水の有効活用の可能性 
 
① マイクロ水力発電事業の実施 
事業対象地域内にある旧ポンプ場施設（過去に実施されたシアット灌漑事業（世銀案件）により建設。現在は稼動していない）を活用

し、既存施設の改修及び発電機等の新規設置により発電事業を行うことが考えられる。コンサルタントによれば現時点で毎秒 6 ﾄﾝの余剰
水が利用可能であり、発電規模は 1,700 kW（1.7 MW）程度と試算されている。発電施設からの送電線敷設は容易と見られ、既存施設の
保存状況は比較的良好であることから、今後、簡易な事業化調査の実施が望まれる。（なお EIA については、インドネシアの場合、水力
発電施設の諸元が「ダム高さ≧15m」「貯水面積≧200ha」「発電規模≧50MW」のいずれかに該当する場合に義務付けられており、本事案に
は該当しない。） 
 
想定される裨益効果： a)域内住民への電力供給、b)電力公社への売電による収入、c)地球温暖化対策（環境親和型の発電型式として

 近年再評価されているミニ水力発電の導入により、小規模ながらも CO2削減に貢献） 
制約・問題点等： a)現時点で費用対効果が不明（ただし既存施設の有効活用により、同規模の施設を新規に建設する場合と比較
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調査項目 中間レビュー調査結果 
 して、事業コストは大幅に抑制できると思われる）、b)周辺地域・住民の電力需要が不透明、c)売電先の開拓を
 含めた、事業の実施体制の確立に時間を要する可能性あり、d)完成施設の運営・維持管理責任および財源の明
 確化の必要性等 
 
② 養魚池（Fish Pond）の導入 
余剰水を活用した養殖池・養魚池（Fish Pond）の導入が考えられる。養魚池導入に興味を示す農家各戸に対し、小規模な養魚池の建

設を行う（農家側の意向および土地の利用可能性によっては大規模な養魚池の導入も視野）。コンサルタントによれば事業対象地域内に
おける現時点の養魚池数は計 70 箇所、総面積 4 ha に及んでおり、潜在的な需要は低くないと想像される。なお養殖業は農業と並行して
実施が可能であり、既存事業への負の影響は無い。今後、養魚池の需要を見極めるための簡易社会調査等を実施し、より体系的な養殖業
の展開の可能性について検討されることが望ましい。 
 
想定される裨益効果： a)本事業の事業目的を直接的に補完（各農家の収入増を通じた地域農民の所得向上への寄与）、b)生計の多角化

 （各農家の家計収入源の多様化への貢献）、c) 各農民の栄養改善補助（タンパク源の追加補給による食生活の
 改善）など 
制約・問題点等： a)費用対効果が不明（ただし養魚池 1箇所あたりの建設コストは僅少と思われる）、b)現行水利費との調整の必

 要性（養魚池を新規に導入する農家の水利費負担レベルについて、当該組合員の合意が別途なされる必要あり）、
 c)養魚池の維持管理責任および財源の明確化の必要性等 
 
③ その他の活用方法 
飲料水への転用： 余剰水の一部を飲料水へ転用することが考えられる。a)対象地域における現在の上水供給システムの現況、b)地域
 住民の飲料水需要、c)新規に建設する浄水施設の種類および規模等について別途調査が必要。 
畑作の奨励： 稲作重視から、灌漑用水を必要とする畑作作物への転換を図ることが考えられる。a)対象となる畑作作物の種類、
 b)農家側の意向等について別途調査が必要。 
 
④ 実施機関に対する提言 
上記の方策以外にも、実施機関側は、裨益農家および周辺コミュニティーが主体的に関与するような余剰水の有効利用方策を早急に検

討すべきである。例えば、a)コミュニティーのための生活用水への転用（簡易上水道施設の設置を含む）、b)コミュニティーが利用可能
な「地域用水」としての利用（防火用水、リクリエーション用水、周辺就学児童のための環境教育の場の提供）といった、小規模な追加
投入により実現できるようなオプションを考慮すべきである。 
 
 
(2) 事業目標の変更に係る提言、およびその他提言 
 
・ 修正目標値の正式承認を直ちに進める必要がある。JBIC、公共事業省水資源総局、農業省食用作物生産総局の 3者間で早急に協議を

開始し、M/D 等を締結することが望まれる。 
・ 具体的な目標値としては「(2) 事業スコープの変更の有無および背景」に示した各値を採用すべきと思われる。（なお数値の算出根

拠については、今一度見直しを行うことが望ましい。） 
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調査項目 中間レビュー調査結果 
・ 本事業の諸問題については関係者間でアドホックな協議が行われている模様であるが、農業省と公共事業省のコーディネーション不

足解消の意味合いからも、今後は定期的な協議を開催することが望ましい。 
・ 共有地の土地所有形態に起因する諸問題に関しては、土地を所有するコミュニティーグループの合意を得て初めて圃場整備（水田開

発）が可能となっていることから、コミュニティーグループとの継続的な協議が必須である。リソースの制約に鑑み、問題の解決可
能性に応じてターゲットとする共有地およびコミュニティーグループ（あるいは問題の解決に協力的なコミッティー）を定め、人員
等の各種リソースを優先的に投入していくことが検討されるべきである。 

 
 

 


