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円借款事業中間レビュー調査報告書 

インドネシア 

水資源開発セクターローン（Ⅱ） 

評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

 川畑安弘 

現地調査：2009 年 5 月～2009 年 7 月 

1. 事業の概要及び中間レビュー方針                           

  

事業地域位置図               バタンアンゴラ水路橋 

 

1.1 事業目的 

西部及び中部インドネシアにおいて中規模程度の灌漑施設の建設・整備を行うことに

より、食糧自給体制の達成に向けたコメ等の生産強化を図り、もって地方農村の生産

基盤強化及び貧困の緩和に寄与するものである。 

本事業位置図を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図１  事業位置図 

 

1.2 事業概要（借款契約概要等） 
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円借款承諾額 / 実行額 18,676 百万円 / 14,054 百万円（2009 年 7 月末時点） 

借款契約調印 / 貸付実行
期限 

2001 年 7 月 / 2011 年 12 月 

 

借款契約条件 金利 1.8 %、返済 30 年(据置 10 年)、一般アンタイド、コ

ンサルタント：金利 0.75%、返済 40 年(据置 10 年)、二国

間タイド 

借入人 インドネシア政府 

実施機関 公共事業省水資源総局（DGWR） 

コンサルタント契約 日本工営（株） 

事業化調査（フィージビリ

ティー・スタディ） 

2000 年 2 月―2001 年 12 月、J ICA 開発調査「水利組合移

管促進調査」 

 

1.3 中間レビューの対象となった背景・理由 

本事業は小規模のサブプロジェクトが多数実施されているが、コストの増加や農民が

転作に応じなかったことから、サブプロジェクトの事業規模の縮小が生じている。し

たがって、これらが効率性、有効性に与えうる影響を分析するとともに、対応策につ

いて提言を行う必要があることから、本事業を中間レビューの対象とし、今次現地調

査等の結果に基づき事業を評価項目別にレビューし、結論を導き出した。 

 

2. 中間レビュー結果                                          

 

2.1 妥当性 

2.1.1 政策・施策との整合性 

 

審査時点での国家開発 5 ヵ年計画(Propenas 2000-2004)においては、「貧困の克服と国

民の基本需要充実」を目標とし、農業開発は重点分野と位置づけている。特に、農業

生産の拡大、アグロインダストリーの需要に応える農産物の多様化、農民の所得向上

等は重要な政策であり、コメの生産拡大、園芸作物の多様化などは一層重要としてい

る。 

一方、現時点（2009 年 7 月）で有効な中期開発計画 Rencana Pembanguan Janka Menengah 

2004-2009 （RPJM 2004-2009)では、国内経済成長を支持するため及び食糧自給を実現

するために農業再活性化を掲げている。農業再活性化のための具体策の一つとして灌

漑ネットワーク、湿地及び水路の開発と管理に関するプログラムを掲げており、i)農

民の活性化、ii)灌漑施設を管理・運営する組織強化、iii)既に開発されている灌漑地

や湿地の 適化、及びiv) 住民参加促進の4つを目指している。インドネシア政府は、

上記 RPJM において 2009 年までに、農業セクターの成長率を年平均 3.5％にし、農民

の収入と福祉を向上させることを主要優先目標に掲げている。本事業は現時点でもイ

ンドネシアの国家政策・計画に合致している。 

 

2.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時点において、インドネシアでは人口及び所得増による米消費の増加、ジャワ島
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における農地の減少等から、構造的な米不足が顕在化していた。食糧、特に米自給は

国家政策の柱の一つであり、これを達成するための灌漑施設の整備は 重要課題であ

った。2003 年時点での自給率は 97.9％である（FAO STAT Food Balance Sheet による）。 

また、ユドヨノ大統領（2009 年７月再選）が、2008 年までに米の輸入を減らし、国内

生産を増やすことにより国内自給率を高める計画を発表し、現在の（2004 年）米生産

量 55 百万トンを 2008 年には 61 百万トンまでに増加させる事を目標と宣言している。

本事業は農業生産性向上を通して農民の収入増を図り、貧困削減効果をもたらすもの

である。インドネシア全国で約 677 万ヘクタールの農地が灌漑されているが、灌漑農

地の割合は、地区により大きな差がある。その上、全体の 25％（約 167 万ヘクタール）

の農地において灌漑施設が充分に機能しておらず、ジャワとスマトラにおいては、約

30％の灌漑施設の状況が悪化している。さらに、ジャワでは、近年、年間 35,000 ヘク

タールの灌漑農地が非耕作用地に転換され、水田用の灌漑農地が減少している。この

状況から、本事業は開発ニーズとも十分に整合している。 

 

本事業の実施は審査時及び中間レビュー時とも、国家開発政策・施策、開発ニーズと

十分に合致しており、事業実施の妥当性は高い。 

 

2.2 効率性 

2.2.1 アウトプット 

本事業は次の二項目から成る。 

(a)土木工事：灌漑用水路、ダムの建設 
 

(b)コンサルティング・サービス：調査/設計、事業実施に関わるコンサルテ
ィングサービス（クオリティーコントロール及び資金管理、土木工事設計
のレビュー、P/Q 及び入札の補助/指導/助言、O&M マニュアルの作成、社
会・経済状況に関するベースライン調査の実施、環境対策関連業務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Way Curup 二次水路  

 

                            

                                                  Lemah Abang 三次水路 

（1） 土木工事 
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事業開始時点で総事業費見積りが当初予定事業費をオーバーする可能性があったため、

3 サブプロジェクトが本事業での実施が見合わせられており、サブプロジェクト数は

16 となった。16 サブプロジェクトに係る 2009 年 10 月現在の土木工事の進捗状況につ

いては、すでに工事が完了したのは 10 サブプロジェクトで、80%以上工事が進捗して

いるのは 2 サブプロジェクトとなっている。残る 4 サブプロジェクトのうち、3 件に

ついては進捗状況が 60%から 80%程度であり、1 件については、 近貸付実行期限の延

長が認められたため、2009 年末までに入札を経て、工事が開始される予定である。事

業実施は遅延しており、今後も実施促進が必要である。 

 

また、16 サブプロジェクトのうち、10 サブプロジェクトが事業規模を縮小しており、

事業完成後の灌漑面積が審査時目標値から 30％以上減少している事業が 6サブプロジ

ェクトあることが確認された。灌漑面積が当初予定面積より 30％以上減少したサブプ

ロジェクトについて、灌漑面積減少の主な理由として油やし･ゴム価格高騰による開田

反対、コスト上昇、設計見直しによる変更等が確認された。この灌漑面積の減少によ

り、本事業の事業目的は変化していないものの、審査時に想定した有効性の定量的目

標の見直しが必要となっている。 
 

（2）コンサルティング・サービス 

コンサルティング・サービスの業務進捗状況（2009 年 10 月現在）を示す。 

 

－施工監理：6 件のサブプロジェクト（8 パッケージ）の施工監理中。 

－設計レビュー：2005 年 12 月に全サブ・プロジェクト（計 19 箇所）完了。 

－P/Q 及び入札の補助/指導/助言：15 サブプロジェクトに関しては 2003 年 8

月―2006 年 9 月に実施済。貸付実行期限延長に伴い、本事業での実施が確

定した Lanang サブプロジェクトについては 2009 年 5 月―9 月に実施。 

－O&M マニュアル：作成中、2009 年 10 月までにほぼ完成。 

－社会・経済状況に関するベースライン調査：2003 年に実施・完了済。 

―環境対策関連業務（4 項目）：2005 年 12 月完了済。 

 

【追加分】 

－ジョグジャカルタ地震の復旧建設施工監理・設計作業：2006 年 12 月に完

了 

－円借款事業「参加型灌漑復旧・維持管理改善事業」（PRIIMP）の全体計画策

定および設計のレビュー：2006 年 12 月に完了 

－PIRIMP の土木工事契約の調達手続補助：2009 年 10 月末までにほぼ完了 

 

2.2.2 期間 

項目別の当初予定工期と中間レビュー時の見直しによる工期案（中間レビュー時修正

案）を示す。 
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項目 当初予定 中間レビュー時
修正案 

コンサルタント
の選定 

2001 年 5 月～
2001 年 10 月 

2001 年 9 月～
2002 年 2 月 

コンサルティン
グ・サービス 

2001 年 11 月～
2006 年 12 月 

2002 年 3 月～
2011 年７月 

詳細設計 2002 年 2 月～
2002 年 11 月 

2003 年 12 月～
2005 年 12 月 

土木工事（調達
含む） 

2002 年 11 月～
2006 年 11 月 

2004 年 2 月～
2011 年 6 月 

瑕疵担保期間 2006 年 11 月～
2007 年 10 月 

2011 年 7 月～
2011 年 12 月 

 

主な遅延理由は以下のとおりである。 

a) コンサルタントの選定：コンサルタントの調達開始時期が遅延 

b) コンサルティング・サービス：当初は重要箇所のみのレビューを予定していた

が、実施機関により実施済みの事業計画、測量、調査の品質/内容が十分でなかっ

たため、予定より多くの箇所をレビューしたことにより計画以上に時間を要した。

また、設計の変更により、測量の追加作業や土木工事期間の延長が行われたこと

も理由である。 

c) 詳細設計：サブプロジェクトの大幅な設計の変更によって、実施機関による業

務範囲の決定までに追加的な時間を要した。 

d) 土木工事：遅延の外部要因としては、自然災害（地震および洪水）の発生、及

び 2008 年に燃料費や材料費等が高騰したことによるコントラクターの資金繰り

の悪化があり、内部要因としては、設計レビュー作業の遅延、度重なる設計変更、

インフレによる価格修正問題に起因したコントラクターへの支払いの遅延、用地

取得の遅延などが挙げられる。 

 

2.3 有効性 

2.3.1 定量的効果 

（1）運用・効果指標 

審査時点で設定された運用効果指標は灌漑面積（ha）であり、効果指標は生産高（米、

とうもろこし）であった。中間レビューではこれらの指標を見直し、現時点での実績

を確認するとともに、実態を反映した目標値を提案することとする。確認した実績及

び提案した目標値は、実施機関および本体コンサルタントに確認し、詳細設計時の見

直し、3 サブプロジェクトの本事業内での実施見合わせ、その後の事業内容縮小によ

る見直し等の経緯を踏まえたものである。また、効果指標については生産高の他に計

測可能な指標を確認し、米の単収、年間作付け率、戸当たり平均年収、農業粗収益額、

水利組合組織率等1の追加を提案した。なお生産高に関しては、審査時にはとうもろこ

しも対象とされていたが、作付けのされていないサブプロジェクトが多いため、指標

                                                  
1 中間レビューチームからの質問表に対する DGWR からの回答書による。  
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から除外することを合わせて提案する。 

 

指標名 審査時 
基準値 

（2000 年） 

審査時 
目標値 

（2007 年）

中間レビュー
時実績（2009

年 7 月） 

中間レビュー時目
標値案（2013 年末）
【事業完成 2 年後】

灌漑面積（ha） 32,3581 92,249
(78,790)2

22,506 61,816

米生産高㌧ 250,565 471,552 286,175 434,161
米の単収：平均
(ton/ha/season) 

 
3.6 4.5 3.3 4.6

米の年間作付け
率：平均（%/year）

 
109 172 125 187

戸当たり平均年
収:平均 
（Rｐ.mil） 

 
9.87 15.17

戸当たり農業粗
収益額：平均 
（Rｐ.mil） 

 
5.12 10.32

水利組合組織率
(%) 

 100  38.7 100

  注１：審査報告書添付資料より。 
注 2：本事業から削除された 3 案件の灌漑面積を差し引いた面積 

 注 3：他の数字については、評価チームの質問書に対する実施機関からの回答書よ
り。 

注 4：戸当り平均年収と農業粗収益額（中間レビュー時基準値）は、実際に 
各プロジェクトごとに 200～250 戸程度の農家に年収の聞き取り調査を行い、
その結果の平均値。 

注 5：中間レビュー時目標値については、プロジェクト後に予想される総 
収入額/農業粗収益額を現地調査で判明した農家総数で割った値。 

 

また、事業の進捗状況毎（完了、実施中）にグループ分けし、審査時基準値（2000 年）、

審査時目標値（事業完成時：2007 年）、中間レビュー時実績（2009 年）、中間レビュー

時目標値案（事業完成時 2013 年 12 月）を分析した。 

 
１）2009 年 10 月末時点で工事完了のサブプロジェクト（Simodong, Batang Tongar, Panti 
Rao, Way Curup, Way Rarem, Lemah Abng, Lodan, Sapon, Bajulmati, Amandit） 
 
審査時に設定した灌漑面積（10 サブプロジェクト）の目標値（2007 年）は 50,963ha

であったが、現時点（2009 年）での供用済灌漑面積実績は 22,206ha である。、工事完

成間もない事もあり、審査時目標値と比較して約半分となっているが、米生産高は 9％

減に留まっており、生産性が向上した事を示している。なお、灌漑面積縮小の主な理

由は、灌漑農地の多用途への転換、事業サイトでの工事内容の変更等による。 

 
指標名 審査時 

基準値 
（2000 年） 

審査時 
目標値 

（2007 年）

中間レビュー
時実績 

（2009 年） 

中間レビュー時目
標値案（2013 年） 
【事業完成 2 年後】 

灌漑面積（ha） 27,624 50,963 22,206 45,886 
米生産高㌧ 153,961 270,063 236,930 307,785 
米の単収
(ton/ha/season) 

3.5 4.7 3.8 4.6 

米の年間作付け
率（%/year） 

105 167 139 186 

戸当たり平均年  10.93 15.50 



 7

収 （Rｐ.mil） 
戸当たり農業粗
収益額  
（Rｐ.mil） 

 6.46 11.04 

水利組合組織率
(%) 

 100 55 100 

 
 
2）2009 年 10 月時点で工事中のサブプロジェクト（Batang Angkola, Okak, Air Lakitan, 
Muko-muko Kanan, Lanang, Karau） 
 

審査時に設定した灌漑面積（6 サブプロジェクト）の目標値（2007 年）は 27,827ha

であったが、現時点（2009 年）での供用済灌漑面積実績は 2,300ha である。灌漑面積

減少の主な理由は、油やし・ゴム価格高騰による開田反対、コスト上昇、設計見直し

による変更に伴うものであるが、灌漑面積減少による、事業目的への影響は大きくな

い。なお、工事は継続中であり、現時点での米生産高は目標の約 1/4 に留まっている。 

 
指標名 審査時 

基準値 
（2000 年） 

審査時 
目標値 

（2007 年）

中間レビュー
時実績 

（2009 年） 

中間レビュー時目標
値案（2013 年） 

【事業完成 2 年後】
灌漑面積（ha） 4,734 27,827 2,300 15,930
米生産高㌧ 96,604 201,489 49,245 126,376
米の単収
(ton/ha/season) 

3.3 4.1 3.2 4.6

米の年間作付け率
（%/year） 

111 183 101 188

戸当たり平均年収 
（Rｐ.mil） 

8.11 14.62

戸当たり農業粗収
益額 
（Rｐ.mil） 

2.87 9.14

水利組合組織率
(%) 

100 12 100

 
 
（2）内部収益率 

審査時の EIRR は 19.3%であった。審査時点で想定した仮定条件と同条件で今回、再計

算した結果、完工/事業実施中の事業 16 サブプロジェクトの EIRR は 小値 3.6％（Air 

Lakitan ）、 大値 53.1％（Lemah Abang）でその単純平均値は 17.6％となった。 

 

2.3.2 定性的効果 

現地サイトでの農民との会議では、事業完成後、米生産量の増加に伴い、世帯収入が

増えたという意見も聞かれた。しかしながら、各プロジェクトサイト別の貧困世帯数

の変化を検証するデータは収集されていないため、中間レビュー時における本事業の

貧困緩和への貢献の度合いについては確認されていない。 

 

2.4 その他（事業の効果発現及び維持に影響を与える事項） 

2.4.1 NGO・現地大学等との連携 

NGO・現地大学等との連携は、本事業では無い。 
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2.4.2 無償資金協力・技術協力との連携 

関連事業として、灌漑施設の水利組合移管のための水利組合の設立及び機能強化、水

管理改善及び施設管理等に係る計画の策定を目的とした JICA 開発調査「水利組合移管

促進調査」（2000 年 2 月―2001 年 12 月実施）、及び「インドネシア水利組合強化計画」

（2004 年 4 月―2006 年 3 月実施）があったが、本事業との連携は特に確認されず、効

果発現や維持管理における影響はない。 

 

2.4.3 他ドナーとの連携状況等 

特に本案件に関連しての連携は行われなかった。 

 

2.4.4 環境社会影響 

本事業実施中の環境への配慮については、工事を受注したコントラクターが十分に配

慮して行うこととなっており、入札書類の中に各コントラクターが環境への配慮計画

を提出することとなっている。実際の環境保全については、政府側の現場所長やコン

サルタントが施工監理の業務と並行して監視を行い、随時コントラクターへの指導を

行っている。また、コンサルティング業務の一部である環境影響調査については事業

開始後 8 つのサブプロジェクトについて 2002 年～2005 年の期間中に実施された。事

業実施に伴う用地取得および住民移転はすでに完了しており、移転世帯については、

移転先の農地や補償費が支払われており、移転前の生計回復がなされ、特に問題は生

じていない。 

 

2.4.5 運営・維持管理の体制・技術・財務 

（1）運営･維持管理の体制 

インドネシア政府は 2004 年に水資源法を改定し、灌漑施設の運営･維持管理機能のう

ち、一次、二次水路については中央政府･地方政府の所管とし、末端灌漑施設は水利組

合(連合)に移管した。なお、Irrigation Service Fee (ISF)を徴収する政策は廃止さ

れた。予算措置については、ダム･頭首工等の基幹水利施設、一次･二次水路について

は中央政府･地方政府の負担とし、三次水路以降の末端灌漑施設は、中央政府・地方政

府の資金援助を受けつつ水利組合（農民）が維持管理の責任を負う事となった。本事

業下の水利組合は、工事完了後 6 ヶ月から 1 年経過した地域（7 サブプロジェクト）

では設立が完了しており、対象地域の農民のほぼ 100％が組合員となっている。水利

組合は地域毎に水利組合連合によって統括されており、Federal WUA（WUA を集約した

一つ上の組織）, WUA（末端の水利組合） は日常的な維持管理、堆積物の除去、簡単

な補修等を担当している。また、二次水路についても、水利組合は労働力提供という

形で、維持管理作業の一端を担っている。 

 

（2）運営･維持管理における技術 

水利組合の運営指導・強化については、当面、新制度が根付くまでの間、各地方レベ
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ルの灌漑事業に関連するいくつかの組織が共同で水利組合の運営指導・強化を行うこ

ととなっている。また、水利組合設立の目的の中に、組合員に対する作付けに関する

研修及びその他農作業関連トレーニングが含まれており、定期的に研修プログラムが

実施されていることが水利組合員との聞き取り調査で確認された。 

 

（3）運営･維持管理における財務 

灌漑サービス料 (ISF) の徴収は政策として廃止されており（少なくとも 2007 年以

降）、一次、二次水路については中央政府･地方政府が予算を拠出している。Way Curup 

と Way Rarem のサブプロジェクトを管轄しているランポン州の Balai Besar Wilayah 

Sungai Mesuji-Sekampung （ﾒｽｼﾞ-ｶﾝﾌﾟﾝ河流系大管理事務所）の事例では、両プロジ

ェクトのO&M 予算は、受益面積が3,000 ha 以上ということで国より支出されており、

本予算は、州に直接支給されている。本予算は、地区毎に設立されている州の維持管

理事務所 (Balai Kecil) を通じて配分されており、2009 年度は、1 ヘクタール当り

Rp. 150,000- 程度が支給されている。 

Way Rarem の 2008 年の例では、120,000 ルピア/ha が配分され、その 60％が日常の運

営/維持管理作業に、27.5％が定期的な維持管理作業に、10％が資材の購入に、2.5％

が一般管理費に充当されている。現地県事務所の話では、本来、維持管理としては、

250,000 ルピア/ha 必要としている。 

三次水路以降の末端灌漑施設の維持管理については、組合員より 100kg/もみ米/ha/作

2（約 250,000 ルピア相当）を徴収し、維持管理費に充てている。Way Rarem の場合、

ha 当りの収穫量については変化はみられないが、作付け面積が約 2,000 ha 増加し、

全体的な収穫量は増加している。組合員の拠出量については、組合毎に異なり、Way 

Curup の場合、40kg/もみ米/ha/作を徴収しているが、同地では年 2 回の収穫が可能で

あり、年間約 200,000 ルピア相当を徴収している。Way Curup の場合、収穫量は年 1

回 4 トン/ha が年 2 回 6 トンに増加している。現時点での米の買上げ価格は約 2,500

ルピア/kg であるが、政府は、市場価格の変動を見ながら、市場に売り出している。

一方、Sapon では組合員から、現金で組合費（70,000 ルピア/作、年 2-3 作）を徴収

している。上記 3 サブプロジェクトの水利組合は現時点では、正常に機能しており、

現時点では維持管理に問題は生じていない。しかしながら、中長期的には相当規模の

改修工事が必要となることが予想され、管理状態については今後、モニターを続ける

必要がある。 

現地調査したサブプロジェクトの内、Lemah Abang については、水利組合の概念/仕組

みがうまく機能していないことが確認された。ほぼ工事完了の 2005 年時点では、25kg/

もみ米/ha/作を徴収していたが、同地域で一次水路建設のため、灌漑水が給水されな

い事態が発生したため、労働力提供で二次水路維持管理を実施する方法に切り替えら

れた。現在は、組合員は毎 3 ヶ月内に 低 7 日間、スケジュールに従って日常作業（ル

ーティン）に従事している。資材の必要な作業については、地方自治体からの補助金

を受けた上で、維持作業を行っている。 

                                                  
2多期作の場合、1 期ごとに 1 ヘクタールあたり 100kg のもみ米を徴収 
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3. 結論及び教訓・提言                             

 

3.1 結論 

インドネシアにおいて、米の増産による食料安定供給は重要な政策課題であり、本事

業の政策や開発ニーズに対する妥当性は高いため、継続して事業実施を支援していく

必要がある。一方、コンサルタント調達及び工期に大幅な遅延が見られたため、今後

も積極的な実施促進が必要とされる。運用・効果指標については、事業規模の縮小に

伴い、見直しが必要である。さらに、運営・維持管理体制の確立には水利組合が重要

な役割を果たすため、その機能を強化していく必要がある。 

 

 

3.2 提言 

 3.2.1 実施機関への提言 

（1）工事遅延の理由の一つとして、内貨予算が実施工程に合わせて予算計上されない

ため、コントラクターへの支払いが滞り、その結果、コントラクターの資金繰りが悪

化、工事遅延に繋がるケースが上げられる。審査段階で工程の策定、工程に連携した

事業費引き出し計画が策定されるため、基本的にはその工程および予算執行計画を遵

守すべき。しかし、それが困難な場合には、工程、総事業費支出計画を再度見直し、

必要に応じて修正を行う必要がある。さらに、見直し作業は事業実施中、継続して実

施し、出来高に応じてコントラクターへの支払いが遅滞なくできるようにする必要が

ある。 

 

 3.2.2 JICA への提言 

(1）2.2.2 期間の節で記述した遅延理由により、事業実施は大幅に遅れてきている。

本事業はセクターローンによる事業実施であり、事業対象地域も 3 島 19 箇所に及び、

さらに各箇所における事業対象面積も広い。このように、事業対象地は広大であるの

で、プログレス・レポートの情報を 大限活用するようにして、タイムリーに事業進

捗状況/問題点を把握し、迅速に問題に対処することが求められる。加えて、事業モニ

タリングを強化するために、ローカルコンサルタント等を活用して、年 1-2 回（初期

の段階では 2 回）程度、全サイトの進捗状況をモニタリングすることにより、早期に

問題点を把握し、対処方法を検討できる体制を構築すること等も検討すべき。 

 

(2) 本事業の効果発現及び持続性に関しては、事業完成後、設立される水利組合（WUA）

がいかに機能するかがポイントとなる。本事業においてはコンサルティング・サービ

スで社会・経済状況に関するベースライン調査を 2003 年に実施したが、今後、サブプ

ロジェクトの完了と共に水利組合の設立が進むため、設立後１年程度が経過した段階

で、設立された水利組合についてその実態調査を実施するともに、更なる組合組織強

化のための支援（特に組合員への研修プログラム)を策定する必要がある。調査項目と
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しては、①組合の組織、②組合員数、③当該地域の農家/農民数、④組合の業務/活動

内容、⑤予算・収支・経理状況、⑥水利組合上部団体（FWUA）/地域行政機関との関係、

⑦灌漑水路の維持管理作業内容、⑧米の収穫量、⑨所有する田畑の面積、⑩現在直面

している組合の問題等が挙げられる。サンプル数については、各サブプロジェクトに

数百戸の農家が存在するため、全サブプロジェクトの約１割程度（ 低 1000 戸の農家）

を目標とするのが適切かと思われる。また、同地域で他の援助機関（世銀、ADB）が水

利組合の強化支援関連の案件を実施中/済なら、その支援内容（特に、研修プログラム

の内容）を把握、本事業との関連性を分析した上で、その結果を更なる支援策策定に

反映させる必要がある。         

 

(3)運用効果指標について、前述 2.3.1.のとおり現状を踏まえた見直しを提案した。

目標値の見直しが必要となった背景には、予定通りに土地収用が進まなかったこと、

および水田の転作による土地利用の変化があり、こうした事態は計画当初には予見で

きなかったことである。今回の見直し結果を踏まえ、事後評価時に採用する指標につ

いて、JICA と実施機関の間で確認の上、合意形成することを提案する。 

 

 


