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事業事前評価表 
 

１．案件名 

 エチオピア連邦民主共和国 灌漑設計・施工管理能力向上計画プロジェクト 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エ」国と記す）オロミア州を対象に、効率的な灌漑

システムの構築を目的に、水文、利水、施設状況等のデータベースの構築、灌漑施設の整

備に係る調査、計画、設計及び施工管理、並びに水管理及び水利用の改善を行うものであ

る。 

 

（２）協力期間 

2009 年 6 月から 2012 年 5 月まで（3 年間） 

 

（３）協力総額（日本側） 

3.9 億円 

 

（４）協力相手先機関 

オロミア州水資源局（Oromia Water Resources Bureau：OWRB） 

 

（５）国内協力機関 

農林水産省、東京農業大学 

 

（６）裨益対象者及び規模、等 

対 象 地 域 ：オロミア州東部地域（モデル地区については事業開始後に選定） 

直接受益者：OWRB 職員（約 480 名、末端事務所職員含む）とモデル地区の水利組合

（Water Users Committee/ Water Users Association：WUC/WUA）及び農民 

最終受益者：オロミア州東部の灌漑地域における WUC/WUA 及び農民 

 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状と問題点 

「エ」国はアフリカ大陸東部に位置し、国土面積約 109.7 万 km2（日本の約 3 倍）を有

する内陸国であり、人口は約 7,720 万人である（2006 年 世銀）。人間開発指数（Human 

Development Index：HDI）は 0.406 と 177 カ国中 169 位。経済成長率は 9.0％、一人当たり

の GNI は 170 米ドル（2006 年 世銀）で低所得国に位置づけられ、国民の 23％が 1 日当た

り 1 ドル以下で生活している（UNDP 人間開発報告書 2007/2008）。労働人口の 85％が農業

に従事し、農業部門が GNI の 45％を占める農業国であるが、自給自足の農業形態、周期

的な干ばつによる食糧不足と農民の貧困が国家の大きな課題となっている。 

本プロジェクトの対象地域であるオロミア州は「エ」国最大の州（約 36 万 km2）であり、

州人口 2,730 万人（2007 年 7 月推計）の約 86％が農村地域で生活している。しかしながら

同州の農業は、低地における不安定な降雨、高地における雨季の土壌流出、人口の密集、

市場の未整備などの要因により生産性の向上が妨げられ、農業生産量の伸びは低く抑えら

れている。その結果、依然として 133 郡のうち 58 郡が食糧安全保障に課題を抱えており、



ii 
 

食糧不足にある人口は約 130 万人以上にのぼっている。 

同州には潜在的に約 170 万 ha の灌漑農業適地があるとされているが、2005 年（「エ」国

政府会計年度末）までに灌漑された面積はそのうちの約 12％（21 万 ha）にとどまってい

る。同州は灌漑面積拡大のための予算を伸ばし、州を東西に分け、緊急対策地域とされる

オロミア州東部地域においては雨季に現れる季節河川を利用し、灌漑開発を進める方針を

立てている。 

JICA は、2000 年の開発調査「メキ地域灌漑・農村開発計画」においてオロミア州メキ

地域を対象に、住民の生活水準改善のためのモデル開発に関するマスタープランの策定を

行い、つづけて同調査においてマスタープランの実証事業を行った。また、2003 年には開

発調査「オロミア州中央地域灌漑開発人材育成計画調査」を実施し、農民参加による小規

模灌漑開発手法の標準化、並びに小規模灌漑に係るオロミア灌漑公社（調査当時。現

OWRB）の人材育成を目的としたプログラムの策定と実証を行った。 

本技術協力プロジェクト（以下、「技プロ」と記す）に先立ち、2005 年 9 月から 2008 年

9 月まで実施された技プロ「灌漑農業改善計画」（英文名：Project for Irrigation Farming 

Improvement：IFI Project）は、協力開始の時点で「エ」国政府の人員の削減を含む行政改

革が開始されたこともあり、政府側の人材育成よりも住民参加のプロセスを重視し、「プロ

ジェクト対象地域における農民による水利用技術の改善」することをプロジェクト目標に

掲げて実施された。IFI Project においては、OWRB をカウンターパート（Counterpart：C/P）

機関とし、プロジェクト対象地域の農民に対する灌漑営農技術の改善や水利組合を活用し

た小規模灌漑スキームの参加型運営改善手法の標準化に対する支援を通じ、対象地域での

農家の収入向上、水利組合の組織強化等の成果を上げた。 

現在、「エ」国政府による行政改革は最終段階にあり、各行政機関の再編はほぼ終了して

いる。このため、これまで十分に対応してこなかった OWRB 職員の能力向上が喫緊の課題

となっている。これは、多くの新規灌漑開発事業が政府主導で進められている現状におい

て、その計画及び実施において責任を負う OWRB 職員の施設設計や施工監理の技術的な能

力、及び水利組合の設置支援･強化の知識・経験が依然として十分でないため、建設された

灌漑施設が活用できないなどの状況に対応するものである。 

 

（２）相手国政府の国家政策上の位置づけ 

「エ」国政府は 2006～2010 年の 5 カ年計画である加速的かつ持続可能な貧困削減計画

（Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty：PASDEP）において、天水

農業に頼った生産性が低い農業が、食糧不足の原因の一つであるとしており、積極的な灌

漑開発を問題解決手段の一つとして位置づけている。 

 

（３）日本の援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位

置づけ） 

日本の対「エ」国国別援助計画においては、「食糧アクセスの脆弱性」が同国における貧

困問題の中核にあり、人々の生命と生活を脅かす最大の問題としている。そのため「食糧

アクセスの脆弱性の克服（食糧安全保障の確立）」を主要な目標に据えるとともに、食糧安

全保障の確立に密接にかかわる「農業農村開発」を最重点分野に置いている。特に、「灌漑

技術の向上」は、食糧安全保障確立のために求められる具体的な支援の一つに位置づけら

れている。 

また、JICA 国別事業実施計画においても「農業農村開発」を援助重点分野とし、「農業
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生産性の向上」の開発課題に対して、「農業生産性向上プログラム」を掲げている。「灌漑

技術の向上」は同プログラムの重要なコンポーネントに位置づけられている。 

 

（４）他ドナーとの関係 

国際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）の資金協力に

より一部の地域で季節河川を利用した灌漑開発に関する調査を実施しているが、OWRB 職

員の能力育成を支援するドナーは存在しない。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

＜プロジェクト目標＞ 

効率的・効果的な灌漑施設を整備できる体制が構築される。 

＜指標＞ 

・研修を受講した OWRB 職員が新規の灌漑施設計画を○○件、策定する。 

・研修を受講した OWRB 職員により策定された新規の灌漑施設計画が、プロジェク

トにおいて設定された技術基準を満たす。 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜上位目標＞ 

プロジェクト対象地域において、効率的・効果的な灌漑施設が増加する。 

＜指標＞ 

・標準化された OWRB のシステムにより、従来型灌漑施設に比し効率性が改善した、

もしくは新規に建設された灌漑施設が増加する。 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

＜アウトプット、そのための活動、指標・目標値＞ 

１）成果１ 

効率的な灌漑施設建設のためのデータベースが運用される。 

＜指標＞ 

・プロジェクト期間の中間地点までにデータベースが作成される。 

・OWRB 職員がデータベース研修を受講する。 

・情報のアップデートが定期的に行われる。 

・データベースを利用し、研修を受講した OWRB 職員○名が、灌漑施設の新設・改修

が必要とされる地域を特定する。 

＜活動１＞ 

1-1 オロミア州における水資源管理において特に必要となる情報を特定する。 

1-2 既存の水資源管理に係る情報を整理し、初期のデータベースを作成する。 

1-3 下記に関する研修を OWRB 職員に対して行う。 

1-3-1 対象の流域における気象観測施設（雨量計）の設置、測定データの記録とそ

の管理方法。 

1-3-2 GIS 等を用いた流域解析の方法。（流域の特定・測定、取水地点の概定、取水

口における取水量等） 
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1-3-3 GIS 等を用いた季節河川を含む河川の流出解析の方法。 

1-3-4 データベースアップデートの方法。 

1-4 OWRB 本部と末端事務所間の水資源管理情報の共有体制を構築する。 

２）成果２ 

灌漑施設の整備のための調査、計画、設計及び施工管理、維持管理に係る OWRB 職員

の技術・知識が向上する。 

＜指標＞ 

・表流水灌漑施設のための調査、計画、設計、施工管理、維持管理に係る技術指針（ガ

イドライン）が作成される。 

・ガイドライン利用のための研修資料・教材が作成される。 

・研修内容を OWRB 職員が習得する。 

＜活動２＞ 

2-1 C/P とともに水資源管理に係るデータベースを活用し、灌漑のポテンシャルを検

証する。 

2-2 灌漑システムのモデル地区を設定し、C/P とともに実際の事業実施を試行する。 

2-3 上記 2-2 を通じて、課題を抽出し、C/P とともに灌漑施設（取水口、導水、配水

施設等）に関する計画、設計、施工に関する技術指針（ガイドライン）及びその

研修資料・教材を作成する。 

2-4 上記技術指針（ガイドライン）の利用に係る研修を C/P 以外の OWRB 職員に実施

する。 

３）成果３ 

OWRB 職員によって指導・強化された水利組合により、モデル地区における灌漑施設

の水管理及び水利用が改善される。  

＜指標＞ 

・水利組合（WUC/WUA）及び農民向け水管理及び水利用研修マニュアルが完成する。

・OWRB 職員 名に対して水管理及び水利用研修マニュアル利用のための研修が行わ

れる。 

・モデル地区の 個の WUC/WUA 及び 名の農民が研修を受ける。 

＜活動３＞ 

3-1 WUC/WUA 及び農民向け水管理及び水利用研修マニュアルを C/P とともに策定す

る。 

3-2 3-1 において策定した研修マニュアル利用に係る C/P 以外の OWRB 職員向け研修

を C/P とともに実施する。 

3-3 3-1 において策定した研修マニュアルを用いて、モデル地区の WUC/WUA 及び農

民向けの水管理及び水利用研修を C/P を中心に実施する。 

3-4 モデル地区の WUC/WUA の組織強化と活動支援を C/P とともに実施する。 

3-5 適切な水利用のために、作物カレンダー及び連結ため池の活用を検討し、結果を

研修マニュアルに反映する。 

 

（３）投入（インプット） 

１）日本側（総額 3.9 億円） 

ａ）長期専門家 

3 名（チーフアドバイザー/灌漑排水施設計画、灌漑排水施設維持管理、業務調整/

研修） 
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ｂ）短期専門家 

必要に応じて（水文・自然条件調査、GIS、営農、水管理、農民組織育成・強化、

教材作成等）。 

ｃ）C/P 研修 

国内、日本または第三国での研修を実施。 

ｄ）機材供与 

車両、研修用機材等。 

ｅ）施設整備 

灌漑システムのモデル地区の建設費用。 

ｆ）在外事業強化費 

ｇ）調査団派遣 

中間評価調査、終了時評価調査。 

２）「エ」国側 

ａ）C/P の配置 

OWRB より常勤及び非常勤 C/P を配置。 

ｂ）プロジェクト執務室、研修場所の提供 

ｃ）IFI Project において日本より供与された機材等。 

ｄ）施設整備 

灌漑システムのモデル地区の建設費用の一部負担。 

ｅ）C/P の活動経費 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

＜プロジェクト目標達成のための外部条件＞ 

１）OWRB から配置された C/P の異動・転職が発生しない。 

２）OWRB の組織改革が発生しない。 

 

５．評価 5 項目による評価結果 

（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下のとおり高い。 

１）「エ」国政策との整合性 

「エ」国においては、1994 年から開始された「農業が牽引する産業化」政策（Agricultural 

Development Led Industrialization：ADLI）以降、農業開発を最重点分野と位置づけており、

その後の国家開発計画「持続可能な開発と貧困削減計画」（Sustainable Development and 

Poverty Reduction Program：SDPRP, 2002/03-2004/05）及び「加速的かつ持続可能な開発と

貧困削減計画」（Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty：PASDEP, 

2005/06-2009/10）に引き継がれている。 

２）日本の援助政策との整合性 

日本の対「エ」国国別援助計画においては、「食糧アクセスの脆弱性」を同国における

貧困問題の中核及び人々の生命と生活を脅かす最大の問題とし、「農業農村開発」を最重

点分野に置いている。また JICA 国別事業実施計画では、援助重点分野「農業農村開発」

の中の「農業生産性向上プログラム」において「灌漑技術の向上」を重要なコンポーネ

ントに位置づけている。 
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３）受益者のニーズ（ターゲットグループ） 

本プロジェクトの対象地域であるオロミア州東・南部地域は、同州において特に食糧

安全保障が脆弱な地域であり、繰り返し発生する干ばつと慢性的な食糧不足に悩まされ

ている。そのため同地域では利用可能な水資源の確保が喫緊の課題となっており、本プ

ロジェクトを実施する意義は高い。 

４）実施機関 

本プロジェクトの協力相手先機関である OWRB は、オロミア州において唯一灌漑施設

の建設・維持管理に責任を有する機関であり、2015 年までに「現在の灌漑面積を 12％か

ら 54％に拡大し、農地約 93 万 ha に対して十分かつ継続的に灌漑用水を提供すること」

を目標の一つに掲げている。他方「2008 年 OWRB 灌漑用水及び排水報告書」（OWRB）

にもあるとおり、OWRB は灌漑開発のための調査・設計の技術レベル、維持管理、建設

工期の短縮化等に課題を抱えている。本プロジェクトは OWRB が持つこれら課題に直接

的に対応することを意図している。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下のとおり高い。 

１）プロジェクト目標達成の可能性 

設定された 3 つの成果により灌漑開発のための環境整備と人材育成がなされることを

通じて、効率的・効果的な灌漑施設を整備できる体制作りは可能となり、プロジェクト

目標は達成可能である。 

２）プロジェクトの実施方法 

前記「2008 年 OWRB 灌漑用水及び排水報告書」（OWRB）にもあるとおり、OWRB は

灌漑プロジェクトに関して調査、設計及び施工だけではなく灌漑施設の維持管理にも問

題を抱えているが、この背景には十分な水文データの欠如、職員の技術力不足、水利組

合の形成・参画の欠如等がある。これら根本的な課題に対応するためには、水文データ

の構築、灌漑開発に関する工程の標準化及び職員向け技術研修、そして関係者の水管理・

水利用の改善を図る必要があり、本プロジェクトのアプローチはプロジェクト目標の達

成に有効である。 

３）IFI Project の成果の活用（貢献要因） 

IFI Project は重力灌漑施設の改修等の各種ガイドラインの作成、OWRB 職員の意識の

向上（例えば、灌漑施設の建設のみならずその後のモニタリングの重要性の認識）、農民

の収入向上等の成果をもたらしているが、本プロジェクトは IFI Project の同成果を活用

することができる。具体的には IFI Project により能力が向上した OWRB 職員とともに、

既存のガイドラインをプロジェクトの状況にあわせて改訂し、活用することが可能であ

り、これらはプロジェクト目標の達成を促進するものである。 

４）外部条件（阻害要因） 

「エ」国では政府の行政改革が行われ、組織改編及び人員削減が大規模に行われた。

現在、行政改革は終息しつつあるが、今後さらに OWRB の C/P の離職が発生する、もし

くは再び OWRB の組織改編が行われた場合、本プロジェクトの有効性は低減される。 

 

（３）効率性 

以下の理由によりプロジェクトの効率的な実施が可能であると期待される。 
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１）投入と成果との関係 

成果２及び成果３において、おのおのガイドラインやマニュアルの作成を手始めに、

これら文書を活用するための研修教材の作成、研修の実施と同様の業務フローをとって

おり、それぞれの成果達成のために異なる業務フローを策定する必要がなく、効率化が

可能となる。また、実際に C/P に対する研修を行う際にも、研修実施方法の効率化が可

能である。 

２）モデル地区における協力を通じた展示効果 

モデル地区という現場を用いた C/P への技術移転を図ることから、個別技術習得のみ

ならず、同時にプロジェクト成果の展示効果が期待され、プロジェクトのインパクトの

発生もあわせて期待できる。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトは以下のような正のインパクトが期待される。 

１）上位目標達成の見込み 

オロミア州政府の灌漑開発を推進する政策が変更なく、そして灌漑施設建設への予算

が確保されれば、効率的な灌漑施設整備のための体制が構築される（プロジェクト目標）

ことにより、一定期間（5 年程度）の後に上位目標は達成されるものと期待できる。 

２）その他のインパクト 

オロミア州において、プロジェクト目標が達成された場合、中央政府を通じた他の州

への波及が期待される。また、本プロジェクトは、季節河川を含む表流水を有効活用す

るための技術向上を目的にしており、土壌流出防止など地域の環境保全に資することが

期待される。 

３）負のインパクト 

負のインパクトは特に予想されない。 

 

（５）持続性 

１）政治・財政的側面 

オロミア州政府は、食糧安全保障確立のため灌漑開発を推進する方針を有している。

また灌漑開発予算は、連邦政府からの食糧安全保障予算が最大の財源となっており、今

後も継続的な拠出が期待できる。 

２）組織的側面 

行政改革の結果として OWRB の新体制は整いつつある。結果として常勤の C/P が配置

されることはプロジェクトの持続性に貢献すると見込まれる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）貧困 

特になし。 

 

（２）ジェンダー 

モデル地区での活動において、女性が積極的に参画できる体制をつくる。 

 

（３）環境 

特になし。 
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７．過去の類似案件からの教訓の活用 

既述の IFI Project（2005 年 9 月～2008 年 9 月）から得られた以下の教訓を本協力で活用する。

上記案件では、OWRB を C/P 機関とし、プロジェクト対象地域の農民による水利用技術の改

善を支援した。他方協力期間中に度重なり発生した「エ」国行政府の行政改革（組織改編）の

影響を受け、C/P が数度にわたり交代したほか、灌漑営農分野についてはオロミア州農業農村

開発局の所掌となった。現在、当該行政改革は終息しつつあるが、本プロジェクトは行政改革

の進捗及び結果に留意し、常勤の C/P の配置の確保、そして水利組合・農民向け研修を実施す

る際には農業農村開発局と密な連携を図る必要がある。 

加えて、IFI Project ではサイトが広範囲にわたっていたことが進捗に大きく影響を与えたこ

とから、本プロジェクトのモデル地区についてはアクセスの良い場所を優先的に選定すること

とする。 

 

８．今後の評価計画 

（１）中間レビュー 

プロジェクトの開始から 1 年半後を目処に実施する。 

 

（２）終了時評価 

プロジェクトの終了から半年前を目処に実施する。 

 

 

 

 

 


