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事後評価調査結果要約表 
 

外部評価者：（株）コーエイ総合研究所 池野雅文 
１. 案件の概要 
国名：ドミニカ共和国 
 

案件名：灌漑農業技術改善計画 

分野：農業土木 
 

協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農業開発協力部農業技術協力課 
（現：農村開発部畑作地帯グループ畑作地帯第

一課） 

協力金額：6.12 億円 

先方関係機関：水利庁（実施機関）、農務省（協
力機関） 

協力期間 2001 年 3 月～2006 年 2 月 
（5 年間） 

日本側協力機関：農林水産省 
他の関連協力：特になし 
 
１-１ 協力の背景と概要 
ドミニカ共和国では、経済発展および人口増加による食糧需要の伸びに対応するため、農

業生産の増加を優先政策課題としていた。また、国家社会経済開発戦略において、灌漑施設

の復旧と維持管理、農民への施設移管による水管理システム改善の促進という灌漑農業に係

る重要方針を立てていた。 
このような状況下、水利庁（INDRHI）および農務省（SEA）は灌漑効率を高めるため、灌

漑施設の維持管理に携わる技術者の能力向上と受益農家による水利組合の機能強化を進めて

きた。しかしながら、十分な成果が得られないことから、ドミニカ共和国政府は日本国政府

に対して技術者の水管理・灌漑施設の維持管理技術の向上と水利組合の強化を目的とするプ

ロジェクト技術協力を要請した。プロジェクトのメインサイトは水利庁本部、サブサイトは

国立稲作研修センター（CENACA）であった。 
 
１-２ 協力内容 
（１）上位目標 
灌漑区における水利組合の水管理、施設維持管理、栽培の技術が向上し、施設移管が円滑に
行われる。 
（２）プロジェクト目標 
水利組合指導者／水利庁／農務省職員の水管理、施設維持管理、栽培に関する技術・知識が

研修を通じて向上する。 
（３）アウトプット（成果） 
１）モデル地区の問題点が把握され、実証圃場において水管理、施設維持管理、栽培に関す

る技術改善案が展示される。 
２）水管理、施設維持管理、栽培に関する「研修プログラム」及び「教材」が作成される。

３）上記の分野における講師が養成される。 
４）研修手法が策定され、研修が実施される。 
５）これらの研修により、研修受講生の水管理、施設維持管理、栽培に関する知識が向上す

る。 
（４）投入 
 日本側： 
  長期専門家派遣 8 名  機材供与 0.60 億円 
  短期専門家派遣 5 名  ローカルコスト負担 0.91 億円 
  研修員受入 22 名 0.35 億円 その他 なし 総額 6.12 億円

4.26 億円
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相手国側： 
  カウンターパート配置 27 名 

土地・施設提供 プロジェクト事務室、国立稲作研修センター 
 実証圃場機材倉庫兼集会場 
ローカルコスト負担 17,949 千ペソ（INDRHI：14,190 千ペソ、SEA：3,759 千ペソ） 

２. 評価調査団の概要 
調査者 （担当分野：氏名、所属先、職位） 

農村開発評価：池野雅文（コーエイ総合研究所 コンサルティング第 3 部 
課長） 

調査期間  2009 年 1 月 6 日～2009 年 1 月 23 日 評価種類：事後評価 
３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
プロジェクト目標の指標は、終了時評価時点でほぼ達成していた。終了時評価時点の確認

調査では、研修受講末端水管理者による技術導入度合いが、間断灌漑頻度55％、管理水深55％、

水門操作77％、灌漑時間等の水管理技術97％であり、同指標である研修受講者30％以上の導

入を大幅に上回った。同確認調査において、施肥量軽減技術およびタニシ駆除技術について

も84％および29％の研修受講農家が導入しており、同指標である研修受講者30％以上の導入

をほぼ達成した。また、別途2005年5月に行った確認調査によると、水利庁・農務省の研修受

講技術者の80％以上が水利用者に技術移転を行っており、同指標である30％以上の研修受講

者による技術移転活動の実施は大幅に上回った。 
 

３-２ 上位目標の達成状況 
プロジェクト終了後、上位目標の指標は向上している。プロジェクト対象地区のラ・ベガ

およびボナオ稲作地域では、肥料投入量がプロジェクト実施前 100-110 から終了後 75-80 ポ
ンド/タレアへ減少するなど生産費用が抑えられる一方、平均収量がプロジェクト実施中 2001
－2005年の 4.17及び 3.85 キンタール/タレアからプロジェクト終了後の 2006～2008年に 4.68
及び 4.15 キンタール/タレアへと増加している。 
また、3 つの水利組合から構成されるモデル地区水利組合連合の水利費徴収率も、プロジ

ェクト実施前 70→実施後 99％、40→66％、60→85％と増加し、水利組合の運営が向上してい
る。 
 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
 水利庁は、プロジェクト終了後の後継事業として、水利組合への灌漑施設移管後の維持管
理向上を目的とした「自立発展計画（2006-2010）」を立案・実施しており、終了時評価での
7 提言に応えるとともに、プロジェクトで確立した灌漑技術普及システム向上およびその全
国展開に努めている。 
 
４. 評価結果の概要 
４-１ 評価結果の要約 
（１）妥当性 
妥当性は高かった。 
農務省が策定した「農牧セクター戦略及び中期開発計画2001-2010」および水利庁が掲げた

「既存灌漑施設の改修による農業セクターの生産性向上」、「灌漑面積の増加による国全体

の農業生産の増加」、「水利組合連合への灌漑施設管理移管に向けた灌漑管理システムの構

築」という政策に対して、本プロジェクトは、水管理、水利組織支援、施設維持管理、栽培

の分野に必要な人材を育成するものであり、ドミニカ共和国の政策に合致していた。また、

農業開発分野はドミニカ共和国に対するJICA重点協力6分野のうちの1分野とともに、持続可

能な農業生産を構築することがJICAの開発戦略の一つであったことから、本プロジェクトは

わが国の開発援助方針にも合致していた。 
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また、本プロジェクトで改善・導入された技術は、プロジェクト地域農家のニーズに応え

ただけでなく、他ドナーによる類似事業などを通じて全国の農民にも活用され始めていたこ

とから、受益者ニーズに合致するとともに、水利施設の農民への円滑な移管に寄与した。 
（２）有効性 
有効性は比較的高かった。 
プロジェクト目標は、上記 3-1 の通り終了時評価時点でほぼ達成されていた。水管理、施

設維持管理、栽培に係る研修内容および研修講師の質の向上といったプロジェクトの成果が、
十分に産出され、プロジェクト目標である研修を通じた関係者の技術･知識の向上に寄与する
とともに、水利組合連合の活性化、水管理や営農の改善等の効果が現れていた。 

また、水利組合は、プロジェクト目標の重要性を認識し、モデル事業や研修事業へ組合代
表者を継続的に派遣していたことから外部条件からの負の影響はなかった。 
（３）効率性 

効率性は比較的高かった。 
投入された供与機材や専門家費用は、管理台帳に記録されており、投入費用は明確であっ

た。また、わが国等の先進技術のみならず、プロジェクト地域の篤農家の技術を取り込んだ

結果、他地域へ普及しやすい低投入のモデル事業を実現した。これら投入は、専門家派遣や

カウンターパート配置の遅延、供与機材変更、天候不順による実証圃場整備遅延が生じて一

部若干の遅延が生じたものの、活動に大きな支障が生じることはなく、成果の達成に投入が

貢献した。 
（４）インパクト 
インパクトは大きい。 
【予期されたインパクトの達成度】 
 プロジェクト目標が達成されたことが大きく貢献し、上位目標は達成された。プロジェク

トの研修を通じて、水利庁、農務省、水利組合の技術者たちの水管理、施設維持管理、栽培

に関する技術が向上した結果、それら研修受講技術者による一般農民および水利組合に対す

る技術移転活動が活発化した。研修を通じて上記3-1にみられるような技術移転が図られ、稲

作栽培に関する技術がプロジェクト対象灌漑地区の農民レベルで向上するとともに、水利組

合の水管理と施設維持管理に関する技術が向上し、水利庁から水利組合への灌漑施設の移管

が円滑に行われることになった。 
【インパクトに係わる因果関係の論理性】 
 プロジェクト目標達成から上位目標に至るまでの因果関係は強かった。プロジェクトの研

修を通じて育成・強化された水利庁、農務省、水利組合の技術者により農民向け研修の質・

量が向上した結果、プロジェクト対象灌漑地区における農民の稲作技術向上および水利組合

による灌漑施設の維持管理技術向上をもたらした。 
【予期しなかったプラス・マイナスのインパクトの程度】 
・ 単位播種量の減少や効率的な施肥等の改善技術導入の結果、生産経費の削減を実現して

いる農家数が増加している。パイロット地区での受益者による聞き取り調査によると、
収入の増加によって、家屋の改築、オートバイの購入、家族の衣服購入などの生活向上
に寄与している。 

・ プロジェクトによる適切な水管理システム導入によって、水管理の効率化、安定的な水
供給、水利権の確保等が実現されることになった。その結果、農業用水の分配不平等と
いった水利権に係る争いは殆どなくなり、水利組合員の協働活動が円滑に進むようにな
ってきている。 

・ プロジェクト終了後、全国各地の水利組合連合から研修やワークショップの要請が水利
庁に継続的にきており、灌漑農業の更なる発展に向けた全国的な広がりがみられる。 

（５）自立発展性 
自立発展性は比較的高い。 
【持続性の程度】 
 プロジェクト終了後も、水利庁は3-3で記した後継事業「自立発展計画」を継続・実施して
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いる。 
【持続性を保証する環境の整備度（組織）】 

2004年の政権交代に伴い、プロジェクトに対する水利庁・農務省の積極的な関与が認めら

れ、これまでに全国32水利組合連合のうち31連合へ灌漑施設の移管がなされた（残り1つとな

った山岳地域の小規模水利組合連合が移管準備中）。プロジェクト終了後も、水利庁は移管

後の維持管理向上を目的とした「自立発展計画」において研修等を継続し、水利組合連合の

組織機能強化に当たっている。 
【持続性を保証する環境の整備度（技術）】 
プロジェクトで育成した研修講師の離職がみられる。しかしながら、研修講師の育成、研

修カリキュラム・教材の開発といった技術的素地はプロジェクトを通じて確立しており、プ

ロジェクト終了後も水利庁および農務省による研修が継続的に実施されている。また、受益

者ニーズや実証圃場で得た技術を基にして作成された研修カリキュラム・教材は、現地事情

を反映したものに逐次更新されている。さらに、プロジェクト実施中から実践経験を積み重

ねてきた研修講師の評価は高く、全国の水利組合連合から研修の要請が継続して届いている。

【持続性を保証する環境の整備度（財政）】 
プロジェクト終了後も、水利庁・農務省は、自主的な取り組みとして予算を設け、プロジ

ェクトで確立した研修事業を本プロジェクトの後継事業である「自立発展計画」においてプ

ロジェクト周辺地区で継続的に実施するとともに、全国的な普及も図っている。 
 
４-２ プロジェクトの貢献要因 
（１）インパクト発現に貢献した要因 
１）教材・カリキュラム開発や実証圃場の整備・運営について、プロジェクト実施側（日本

人専門家や水利庁・農務省等C/P機関）と受益者側（水利組合や農家）が協議を積み重ね、

プロジェクト実施側が受益者ニーズや現地農村事情への配慮を常に留意していた結果、

プロジェクト実施側と受益者農家との信頼関係が構築され、一般農家への技術移転が円

滑に行われることになった。 
２）実証圃場契約農家の費用負担を実際の営農レベルに合わせて低投入としたことが、現地

事情に見合った普及技術を実証・展示する点で有効であった。その結果、実証圃場を見

習った施設整備・営農活動がプロジェクト対象地域内外で実践され、本プロジェクト成

果普及の一助になった。 
（２）自立発展性に貢献した要因 
１）日本の稲作・灌漑技術のみならず、篤農家の先進技術や現地適応技術を収集し、さらに

パイロット圃場において改善技術を実証した結果、受益者農家や末端水管理者が主体的

に適用できる技術を選択することができた。また、このような技術選択の過程を経験し

た結果、プロジェクト終了後も本プロジェクトで育成された技術者は自ら新技術等を適

宜導入する動きがみられている。 
２）本プロジェクトで育成された元カウンターパートの一部が水利組合に監督者や技術者と

して雇われており、水利組合への移管後まもない未熟な水利組合の運営管理に寄与して

いる。 
（３）その他の貢献要因 
本プロジェクト実施以前から終了後の現在まで、円借款事業（灌漑施設整備）や台湾・韓国・

米州開発銀行などの他ドナーによる稲作・灌漑事業が実施されてきたことから、本プロジェ

クトの成果が他事業においても活用される機会が多く、全国的な普及に寄与してきた。 
 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 
１）2007年の異常降雨による天災のため、一部受益者の収穫量が大幅に減少した。 
２）ガソリン高騰によって燃料費や化学肥料等への経費が増大し、収益減につながった。 
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（２）自立発展性を阻害した要因 
１）カウンターパートの交代・退職がプロジェクト実施中・終了後もあり、技術者育成の阻

害要因になった。現在、本プロジェクトの後継事業に当たる「自立発展計画」に関係し

ている元カウンターパートは27人中8人であり、プロジェクト成果の普及過程において阻

害要因となっている。 
２）プロジェクト終了後、本プロジェクトの後継事業に当たる「自立発展計画」への水利庁

の予算・人員が当初予定より縮小し、また関連諸機関からの協力も限定されてきたため、

プロジェクト成果の全国展開への阻害要因となっている。 
（３）その他の阻害要因 
農地転売や農家数減少の傾向が見られ、本プロジェクトで培った受益者の一部減少がみられ

る。 
 
４-４ 結論 
プロジェクトは、当初計画に基づき適切に実施された。プロジェクト目標は、プロジェク

ト終了後も水利庁による後継事業によって継続されており、上位目標の達成に貢献している。

また、評価５項目の観点では、妥当性およびインパクトが終了時評価後も特に高い。 
 
４-５ 提言 
１）水利庁は、プロジェクト管轄地区の水利組合強化だけに留まらず、全国 32 水利組合連合

の灌漑施設の維持管理強化を図るため、本プロジェクトの経験と教訓を反映した後継事

業「自立発展計画」を強化・継続する。 
２）水利庁は本プロジェクトで確立した灌漑技術を全国に普及するに当たって人的資源およ

び財政的制約を抱えていることから、水利庁は農務省や水利組合連合と協力し、灌漑農

業に関する普及体制の強化を図る。 
３）本プロジェクトの成果は、台湾や米州開発銀行など他ドナーによる灌漑事業においても

活用されていることから、水利庁や農務省は専門家や研修講師として周辺の中南米諸国

に技術協力を行う。 
 
４-６ 教訓 
１）現地の篤農家技術や適応技術を活用するとともに、生産費用を抑えた低投入による農業

技術を確立することは、プロジェクト終了後の全国的な普及に有効である。 
２）プロジェクトで確立した灌漑技術および研修内容が、プロジェクト対象地域外で実施さ

れている灌漑インフラ整備を中心とした稲作・灌漑農業事業において活用されたように、
技術・研修の導入とインフラ整備の双方に配慮した事業形成あるいは事業連携は、シナ
ジー効果が期待できる。 

 
 




