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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ボリビア多民族国 案 件 名：高地高原中部地域開発計画プロジェ

クト 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA ボリビア事務所  協力金額（評価時点）：2.13 億円 

協力期間 

（R/D）：2008 年 1 月～2010 年 12 月 

（延長）：2011 年 1～6 月（予定） 

先方関係機関：ラパス県庁、オルロ県庁、対象 

地域 10 市役所 

（F/U）： 日本側協力機関：なし 

（E/N）（無償） 他の関連協力  ：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）の高地高原中部地域には、日本政府が円借款

で建設に協力したチリ国境へつながるパタカマヤ～タンボケマード幹線道路がある。本地域は標

高が 3,700m から 4,500m の山岳地域に広がる平原地域で、当国の農村人口の約 4 割を占める農村

地域であり、唯一の産業が農業であるが、寒冷で厳しい気象条件と少ない降雨量（年間 250～

400mm）により農業生産性は非常に低く、高い貧困度のため、都市や熱帯地域への人口流出が加

速している。 

 同地域の貧困を削減するためには、唯一の産業である農業の生産性向上が必要であるが、限ら

れた降水量や、雨期の集中降雨が地形上の理由から貯水されないなどの理由により、農業用水の

確保が農業開発の制限要因となっている。 

 県と市町村によって独自に実施されていた問題点分析おいて、同地域の村落で最も必要とされ

ているものは農業のための小規模灌漑であるという結果となり、小規模灌漑による農業用水の確

保に関する現地のニーズは非常に高いことが確認されている。 

 これらの状況下、県・市は小規模灌漑のための予算をつける準備はあるにもかかわらず、実際

の事業実施に至った例が少ないのが実情である。これは、小規模灌漑施設設置の実施主体である

市役所において、具体的な事業を設計する技術力（降雨を貯水する調査から工事設計技術や、そ

れを有効に利用する技術知識、特に、実践的な知識）が不足しており、また、その市の技術力不

足を支援できる能力・体制が県側にもないためである。 

 そこで、同地域を含有するラパス県、オルロ県の対象 10 市の農業技師、土木技師と、各県の

灌漑サービス局（SEDERI）、農牧サービス局（SEDAG）の農業技師、土木技師を対象に、小規

模灌漑農業実施のために必要な知識・技術を移転することを目的とした技術協力プロジェクトが

2008 年 1 月より開始された。本プロジェクトにおいては、灌漑技術の研究・研修機関である国家

灌漑サービス局（SENARI）と、ボリビアの農業技術開発を担当する国立農牧森林技術改善研究

所（INIAF）も協力機関となり、各技師の技術研修実施に協力している。 

 本案件は、2009 年 7 月に中間レビューを実施し、2010 年 9 月に終了時評価調査を実施した。 

 

１－２ 協力内容 

 本プロジェクトは、高地高原地域に位置する 10 市（ラパス県、オルロ県）を対象に、小規模

灌漑農業の実施能力を高めるため、市及び県の土木技師・農業技師の能力向上を図るものである。
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（１）上位目標 

特定の産物（＊）について、対象地域での生産性が向上する。 

同県内の他の地域に同様の活動が普及される。 

（＊）特定作物：ニンジン、白タマネギ、アルファルファ、牧草（導入種）、原生の牧草 

 

（２）プロジェクト目標：灌漑農業がプロジェクト対象 10 市内において実施される。 

 

（３）成果 

【１．小規模灌漑に関する技術向上】 

県と市の技術者が、本プロジェクトにより得た知識と技術を活用し、新しい小規模灌

漑施設建設事業を自ら監督できるようになる。 

【２．小規模灌漑施設建設事業管理に関する知識向上】 

新しい灌漑施設建設のための企画・提案・資金調達・実施ができる。 

【３．水利組合の組織化】 

パイロット施設利用のための水利組合が組織され、水利用の管理・施設の維持管理の

体制が整う。 

【４．営農（畜産）指導／流通】 

市が集落住民に対し技術指導を行う体制が整う。 

（既存灌漑施設において実施） 

特定作物：ニンジン、白タマネギ、アルファルファ、牧草（導入種）、原生の牧草 

畜産に関する研修：ラクダ科、ウシ、ヒツジ  

【５．県・市での活動の定着】 

プロジェクトの活動が県と市レベルで定着するための体制が整備される。 

 

（４）投入（評価時点） （総投入額：2.13 億円） 

日本側（2007 年・2008 年・2009 年度の実績額と 2010 年度の計画額。延長期間分を除く）

長期専門家派遣 1 名 機材供与 20,200 千円 

短期専門家派遣 延べ 3 名 ローカルコスト負担 35,306 千円 

研修員受入 1 名  

その他  

ローカルコンサルタント人件費 25,703 千円 

灌漑施設パイロット工事費（4 施設分） 21,337 千円 

相手国側： 

ａ）2 県庁 

カウンターパート（C/P）配置 6 名 

プロジェクト事務所スペース提供 

ローカルコスト負担：灌漑施設パイロット工事費（6 施設分）307 千 US ドル 

車両の運転手の人件費、燃料 

ｂ）10 市役所 

カウンターパート（C/P）配置 18 名 

プロジェクト事務所スペース提供 

ローカルコスト負担：研修の軽食費、バイクの燃料、プロジェクト事務所の光熱費等 
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２．評価調査団の概要 

調査者 （１）総括  ：松山 博文 JICA ボリビア事務所長 

（２）灌漑技術：永代 成日出 JICA 国際協力専門員 

（３）評価調査：高畠 千佳 JICA ボリビア事務所 所員 

（４）評価分析：マルセロ・エンダラ JICA ボリビア事務所 在外評価専門員 

調査期間  2010 年 5～9 月 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（プロジェクト目標の達成度） 

 プロジェクト目標は部分的に達成されたと判断される。 

 プロジェクト目標は対象 10 市において灌漑農業が実施されることであったが、10 市で灌漑施

設が建設されたものの、実際に施設の灌漑用水を利用した農業が開始されたのは現行で 5 市にと

どまっている。さらに、灌漑農業が開始された地域においても、まだ始まったばかりであり、1 回

の実地研修が行えるのみであるため、農民の技術習得状況は十分とはいえない。一方で、これを

補完するために、プロジェクト開始当初から灌漑用水を有する他の集落に展示圃場を設置し、全

市の技術者に対して灌漑農業の技術指導を行ってきたことから、市の灌漑技術者については、一

定以上の技術が習得されたと判断される。 

 一方、灌漑を用いた農業技術の農民への移転活動は年 1 サイクルしか実施できず、灌漑設備建

設の準備調査、農民との合意形成、市技術者への灌漑施設設計指導、設置工事と合わせて 3 年間

の活動では、十分な成果を出すのは非常に短い期間であったと判断される。灌漑農業が開始され

た地域においては、少なくとも現在進行中の 1 回目の農業サイクルが完結するまでの灌漑農業実

施指導が望まれる。 

 

（成果の達成度） 

 成果 1 は十分に達成されている。灌漑工事設計・施工管理・監督マニュアルも完成し、灌漑施

設の工事も JICA 事業として 5 施設が完成され、11 施設が実施中である。 

 成果 2 は十分に達成されている。小規模灌漑マニュアルが作成され、市が新規の小規模灌漑プ

ロジェクトを作成し、7 計画書（指標は 5 計画書以上）が提出されている。市の技師の知識習得

状況は、プロジェクトによる評価の結果、約 70％と判断される。 

 成果 3 は部分的に達成されている。小規模灌漑維持管理のための水利組合は、目標の 4 施設で

設立されたものの、その他 6 市では施設建設が完了していないために維持管理については開始さ

れていない。 

 成果 4 はほぼ達成されている。研修を受けた 396 生産者のうち、研修で習得した技術を適用し

ているのは 148 生産者であり、これは、目標の 65％（195 生産者）に対し 76％の達成にあたる。

これら生産者は指標としていた技術の理解にとどまらず、自己資金を投入して技術適応の拡大を

図っている。 

 成果 5 は部分的に達成されている。プロジェクトの活動が県や市の年間活動計画（POA）に登

録されているものの、工事の遅延によりその執行率は低い。また、関係機関と灌漑工事に関する

調整を行う地域の協議会（Comisión）が機能することを指標としていたが、当初想定していた 2

県庁のリーダーシップが十分ではなく、設置されていない。現在は方針を変更し、SENARI、

SEDERI 及び INIAF を中心に、研修事業を通じて市の技術者の案件形成・実施を支援する形での

連携に関する調整が進められている。 
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３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は非常に高い。灌漑法2878号や環境・水資源省の灌漑開発国家プログラム等のボリ

ビア側の政策にも合致し、小規模灌漑施設の導入を図ろうとしているボリビアにおいては優

先度の高い分野である。貧困削減を推進する日本側の協力方針にも合致している。 

 

（２）有効性 

有効性は比較的低いと判断される。 

本プロジェクトのプロジェクト目標は一部達成されているが、十分ではない。成果 1 、2 、

4 は、ほぼ達成されているものの、成果 3 については施設の建設遅れが水利組合による維持

管理実施に影響を与え、また、各県のイニシアティブ不足により、成果 5の達成状況は

不十分である。 

今後のプロジェクト運営・評価のためにプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

での数値目標の設定や、外部条件である県庁の予算支出の遅れに対する継続的な対処が必要

である。 

 

（３）効率性 

プロジェクト開始後に、ボリビア側の要請により 4 市に重点を置いたものから10市への支

援に拡大したが、これにより、投入が分散し、成果発現の効率性に影響が出る見込みとなっ

たため、中間レビューにおいて、再度重点的に支援する 4 市を確認したことで、効率性を確

保した。これにより、特に成果 1 、2 、4 において十分な成果が得られた。成果 3 、5 につい

てはボリビア側による施設建設の遅れや該当セクター関連組織設立プロセスの遅れにより、

達成度は比較的低くなっている。 

 

（４）インパクト 

終了時評価時点では、上位目標である「特定産物について、対象地域での生産性向上」に

ついては限定的であるが、成果が出始めているといえ、今後も生産性向上が期待される。「他

地域への同様の活動の普及」については、現状では実績がないが、ボリビア側の機関である、

SENARI、SEDERIの今後の活動にかかっている。 

また、環境面（地域固有種の回復、湿地帯の保護）や社会面（出稼ぎから戻ってきた例）

においては、正のインパクトがみられる。 

 

（５）持続性 

政策面、技術面における持続性は期待できるが、ボリビア側の組織の脆弱さから、組織面、

財政面においては持続性は低く、ボリビア側の努力が必要である。 

政策面：灌漑法の整備や環境・水資源省の国家灌漑開発計画（PNDR）の実施、各市に対

しての飲料水または灌漑用水事業への資金支援プログラムである「MIAGUA（私

の水）」プログラムの実施など、小規模灌漑の導入は国の重要課題のひとつであ

り、今後も継続される見込みである。 

組織面：ボリビア政府は近年、SENARI、INIAF、水資源・灌漑次官室等、同分野関係機関

の設置を進めており、強化されつつあるが、設立後間もないため、各機関の個々

の能力、及び各機関間の調整能力が不足しており、今後の強化が期待される。 

財政面：ボリビア政府は、前述の「MIAGUA（私の水）」プログラムで各市の小規模灌漑
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導入事業を支援している。各県・市においても、2008-2010 年の POA に本プロジ

ェクトの活動は記載されており、2011 年以降の活動についても活動の記載準備が

行われている。一方、SENARI や SEDERI が同地域の市の技師への技術支援・研

修のための予算を継続して確保することが重要である。市役所が中期的に施設・

活動などの提案書を作成し続けることが予算確保に重要である。 

技術面：農牧分野でプロジェクトが用いた技術手法は、高地高原の農業条件に適した内容

となっており、定着の見込みは高い。SENARI や SEDERI は、本プロジェクトで

の経験を基にして、灌漑分野への研修を継続していく必要がある。特に SENARI

については、同局が所管する国立灌漑学校（評価時点で構想のみ存在）が中心と

なり、本開発モデルの継続性を強めていくことが期待される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）プロジェクトの戦略が2008年前半に4市を重点的に支援する方針から10市へ支援する方

針に変更されたことで、そのメリットとして以下が生じた。 

・プロジェクトの裨益市（当初重点とされていた4市と、その他の6市）の間での軋轢を避

けることができた。 

・研修実施箇所が増えた。 

・研修で学んだ知識や活動を応用する可能性が広がった。 

・市の技師・農業者の本プロジェクト及び灌漑農業に対する認識がより積極的になった。

・2県が2010年に向けて約束していた6市での灌漑施設建設費用を2009年に前倒しする

ことで、2010年に向けて新しい施設建設工事を計画することができた。 

２）現地語（アイマラ語）や現地の風習に適応可能な現地コンサルタントの活用により、農

村地区における活動をスムーズに進めることが可能となった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

前述したように、高地高原地域では年 1 回の農業サイクルしかなく、3 年間では灌漑農業

の実施･指導には限界があった。 

寒冷期の土壌凍結、雨期の大量降雨により灌漑施設工事を中断せざるを得ない時期が数カ

月発生するが、これらの気象条件による制限要因が事前には十分把握できず、当初計画に反

映されていなかった。 

本プロジェクト計画を策定するにあたり、各県庁が主体となり独自に行った事前調査結果

を参考としたが、同調査に不備があることが判明し、プロジェクト進捗に問題が生じたが、

最終的には、計画変更や各県庁側の予算の追加措置により、対応した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）ラパス・オルロ県庁がR/Dで規定した人材配置などを十分に実施せず、技術の移転先で

ある技術者が不在、ないしは頻繁な交代が発生したため、県庁への技術の移転・定着に困

難が生じた。 
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また、ラパス県においてはプロジェクト開始時に予算の確保がなされていなかったこと

が活動費確保・技師の確保の遅延につながった。 

このため、プロジェクトでは、再三にわたり、R/Dの履行を各県庁に申し入れるととも

に、市の技術者に対する指導を強化し、プロジェクトの成果を市で活用できる体制づくり

を強化した。 

２）対象地域をボリビア側の要請により4市から10市へ拡大したことにより、各市間の軋轢

を減らすことができた一方で、投入が分散してしまう結果となった。そのため、対象は10

市のままで、重点とする市として当初の4市を選定することで、効率的な投入の配分とな

るよう工夫を行った。 

 

３－５ 結論 

 評価 5 項目に関し、妥当性は満足のいくレベルのものであり、かつさまざまな正のインパクト

の発現を確認することができた。他方、有効性、効率性は十分であったとはいえず、かつ持続性

の確保については、ボリビアのより一層の努力が必要である。 

 プロジェクト目標を達成するためには、当初想定されていた 3 年間は十分ではなく、灌漑農業

実施指導の追加実施のため、6 カ月の延長を提案する。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

＜プロジェクト終了までに実施すべき項目＞ 

（１）土木分野 

１）市役所及びプロジェクトは現在実施中の工事を確実に終了させること。 

２）パタカマヤ市役所及びプロジェクトは、伏流水を使用した施設で完工したものに関し

（パタカマヤ市Cala Cala村落、Capunuta村落）、取水量の月 1 回程度のモニタリングを最

低 3 年程度継続し、気候的・気象的要因による取水量変化を確認すること。そのうえで取

水量が少ない場合は対処方法を検討すること。また他の類似施設（Cala Cala、Capunuta村

落）の設計と比較し、より適切な設計にすること。 

３）Chapicollo村落のせき止め池の水路を延長すること。 

 

（２）水利組合の組織化 

対象市役所及びプロジェクトは、建設中の灌漑施設に関し、水利組合組織化のプロセスを

早める（内部規定の作成など）。 

 

（３）農牧分野 

10市及びプロジェクトは、市の技師による農家への技術支援・フォローアップを継続する

こと。 

 

（４）制度化 

１）SENARI、SEDERI、INIAF及び市役所は、研修（座学）に関する協定書の内容をより充

実させ、市の技師への研修、教材の更新に関して今後2011年以降共同で事業を実施するた

めの合意文書に署名すること。その際、パタカマヤ市に相談のうえ、同市に地方事務所を

構えることも考慮する。また、事業サイクルの定着に関し、市・県・SENARI/SEDERI・

INIAFが合意した形で、資金源ごとにその手続きを明確にする内部協定書に署名すること

（例：県営事業の場合、PRONAREC資金・Fondo Indigenaの場合）。直近の作業委員会
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（Comité de Operaciones）で話し合われたように、関係機関間での調整機能を強化するメカ

ニズムをつくること。 

２）SEDERI、県庁及び市役所は、プロジェクトと合同で、上記の協定書に規定された活動

を実現するための地域の協議会をSEDERIのリーダーシップの下で発足させる。 

３）県庁、市役所、SENARI、SEDERI、INIAFは、活動に必要な予算（人員・活動経費等）

を2011年及びそれ以降の活動計画（PO）に確実に記載する。 

４）各組織は、上記の協定書に規定された灌漑事業実施のための手続きを正式なものとして

位置づけるための法律的整備を行う。 

５）県庁及び市役所は、灌漑事業を優先づけその実施方法を具体化する内容を県の開発計画

及び市の開発計画に記載する。 

 

＜プロジェクト終了後に向けた提言＞ 

（１）水資源・灌漑次官室へ 

政府の政策として、小規模灌漑に特化した資金をつくる（水資源・灌漑次官室、SENARI

による）。 

 

（２）SENARIへ 

１）灌漑学校にて、技師などを対象に高地高原地域の灌漑農業をテーマに扱うこと。 

２）オルロ県SEDERIの設立を推進すること。 

３）ラパス県SEDERIの灌漑セクターにおけるその役割の強化を支援すること。 

 

（３）技師へ 

１）市の灌漑施設の施工管理責任者は適切な手続き及び村落参加型の施工管理を継続し、設

計や建設時の問題を早期に把握し影響を最小限に抑えること。 

２）Chapicollo村落、Unto Chico Bajo村落の経験から、せき止め池に関しては、その保護のた

めに、池の堆積物の調査をすること。 

３）伏流水を利用した施設（2つのパタカマヤ市施設）では、その気象条件などによる水路

の水量の変化を観測するために、モニタリングを実施すること（最低最初の3年間）。水量

の低下がみられた場合、適切な対応をとること。 

 

（４）その他 

１）県庁（ラパスSEDERI、オルロSEDAG）は、市の技師への研修を行うための技師を雇用

する際に、より高い専門性をもつ人を確保すること。 

２）大統領令27327号に基づき、プロジェクトは、オルロ県庁の負担事項履行状況などを考

慮しつつ、車両などのプロジェクトの物品の供与先を早期に決定すること。 

３）PDMの修正：本評価を受けて、間接裨益者数を現実的な内容に修正する。具体的には地

域住民数（7.4万人）から、プロジェクトで能力強化された技師の指導を受けた生産者数

を720世帯に修正する（付属資料2のAnexo 22）。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

（１）小規模農家が点在する高地高原地域においては、小規模灌漑農業の推進が貧困削減・農業

振興の手段として有効である。 
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（２）灌漑施設の機能を発揮させるためには、計画・設計・水利組合組織時の土木・農牧の双方

についての考慮、一貫した事業サイクルが有効である。 

 

（３）村落の需要に対応し、支援を行うためには市が中心的な主体になる必要があり、これを強

化することで県内の数多い市の村落の需要に対応できる。これら市役所の技師の能力強化に

より、各県の多くの需要に対応することが達成されるであろう。 

 

（４）灌漑施設設計・施工管理に関しては、市役所の常勤職員を活用した方が、外部コンサルタ

ントに発注するよりも、灌漑施設の質の向上や費用面を考慮すると効率的である。 

 

（５）OJTによる人材育成は、実際の題材（施設や生産者への指導、農地）を扱いながら行える

ことから、灌漑農業普及に有効である。 

 

（６）小規模灌漑事業には、主な事業主体となる市を支援する必要があること、また、土木・農

牧の双方の考慮が必要なことから、組織横断的な体制が必要である。 

 

（７）プロジェクト実施時に、C/P機関に人員の配置を依頼するだけでは人員が配置されなかっ

たりオーナーシップが発揮されなかったりする例がある。より強いオーナーシップの発現の

ためには、ほかの方策も必要である（例：プロジェクトユニットの立ち上げなど）。 

 

（８）その他 

１）灌漑施設の工事工程を作成する際に、凍結期の工事停止などないよう、気象条件などを

考慮すること。 

２）市の技師は外部に発注するコンサルタント業務（測量、施工など）の品質を管理する責

任があり、そのためには現場での施工管理が重要であること。 

３）組織間の合意・協定書の署名のみでなく、関係機関の間で綿密に調整を行うことで、負

担事項の履行をより確実にし、活動の成功を得ることができる。 

４）研修の内容や教授法により、市の技師の参加を促進し、学習効率を向上させることがで

きる。 

５）特定の技術内容の習得だけでなく、時間を守る、約束を守る、他者に敬意を払うなどの、

専門職としての基本的な素養が、研修実施者・研修受講者双方について重要である。 

６）高地高原地域における灌漑農業普及のプロジェクトはその結果がでるまでに最低 5 年の

期間が必要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

 プロジェクト期間を 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで 6 カ月間延長する予定。 

 

 


