
 

 1

カンボジア国 

カンダルスタン灌漑施設改善計画 

外部評価者：㈱アースアンドヒューマンコーポレーション 金子 眞知 

 

０．要旨 

 本事業は、カンダルスタン灌漑地区の既存灌漑施設を改修・改良し、雨季の補給灌

漑用水を安定的に供給することを目的とした。本目的は、農業生産活動を通じて住民

の生計向上を図るというカンボジア国の開発政策、及び開発ニーズと整合しているこ

とから妥当性は高い。また、灌漑施設の改修により幹線水路の流量が増加し、地区内

は灌漑農業への転換が進んでいる。作付面積、単位収量、農業収入についても、完工

後 4 年を目途した目標値をほぼ達成し、農業用水量に対する農民の満足度も高い。 

一方で、相手国側負担とした二次水路以降の改修工事が遅延したために、効率性は

低い。施設の維持管理は、住民主体の運営維持管理体制のための枠組みは整備されて

いるが、自立的に機能する組織に育成するには今後も引き続きの強化が必要であり、

持続性は中程度である。 

 以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要 

 

  

案件位置図 
本事業で整備された頭首工（上）、及び 

幹線水路(右下) 

 

1.1 事業の背景 

カンボジア国（以下、「カ」国という）政府は、平和構築が進展し、人々の穏やかな

生活が戻りつつある中、国家経済の発展と貧困軽減には主要産業である農業の発展が

不可欠であるとし、農業開発を推進した。特に、農業開発の一環として天水農業から

灌漑農業への転換を取り挙げ、これによる農家収入と生活水準の向上を通じて上記目

標達成に寄与する方策を打ち立てた。一方で、本事業の計画時において既存灌漑施設

の 70%が内戦・洪水被害などで損傷し、殆ど機能していない状況にあった。 

本事業の対象サイトであるカンダルスタン灌漑地区は、プノンペンから南西約 20km
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に位置する肥沃な土壌に恵まれ、且つ国道 2、3 号線沿いに位置していることからアク

セスも良くプノンペンの食糧基地としての役割を担える位置にある。しかし、本地区

では既存灌漑施設の不備などのため、その役割を十分に発揮していなかった。 

このような背景の下、「カ」国政府の要請により、日本国政府はカンダルスタン地区

を含めたプノンペン周辺地域において、灌漑施設整備を中心とした農業総合開発計画

の策定を目的とした開発調査「プノンペン周辺地域農村総合開発計画調査」を 1994 年

から 95 年にかけて実施した。その結果、計画対象地域であるカンダルスタン地区

(1,950ha)が優先開発地区として選定された。計画対象地域にはポルポト政権時代に建

設された灌漑施設（調整水門、ポルポト水路1等）があるが、施設の老朽化が激しい状

態にあった。特に幹線用水路は法面の浸食が著しく土砂堆積が進行し、水路勾配及び

施設の設計が不適切なため、末端まで灌漑用水が十分に行きわたらない状況にあった。 

以上、「カ」国政府は日本国政府に、調整水門、幹線用水路等の改修・改良を通じ、

灌漑用水の安定的確保を図ることを目的に、本灌漑システムの改修・改良に係る無償

資金協力を要請してきた。 

なお、カンダルスタン地区内では、水資源気象省（以下、MOWRAM）の灌漑技術

者の技術向上を目的とした技術協力プロジェクト「灌漑技術センター計画（以下、

TSC1）」が 2001 年から 2005 年まで実施され、灌漑地区内の一部 (260ha)が OJT

（On-the-Job Training）を実践するモデルサイトとして選定された。その後、同プロジ

ェクトのフェーズ２（以下、TSC2）が 2006 年から 2009 年まで 3 州を対象に実施され

た。現在は、TSC1、TSC2 の後継案件に当る「流域灌漑管理及び開発能力改善プロジ

ェクト（2009 年～2014 年）（以下、TSC3）」が 6 州を対象に実施中である。 

 

1.2 事業概要 

既存灌漑施設（取水施設、灌漑水路、維持管理道路）を改修・改良して雨季の補給

灌漑用水を安定的に供給することを図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,740 百万円 ／ 1,709 百万円 

交換公文締結 2005 年 1 月 

実施機関 水資源気象省 

事業完了 2007 年 8 月 

案件従事者 本体 株式会社鴻池組 

コンサルタント 日本工営株式会社 

基本設計調査 2004 年 12 月 

関連事業（if any） ・開発調査「プノンペン周辺地域農村総合開発
計画業務実施調査（1994 年～1995 年） 

                                                  
1 ポルポト政権下（1970 年代）に建設された、幹線水路から末端水路までの灌漑用水網のことを「ポ

ルポト水路」と呼んでいる。「ポルポト水路」は地形勾配を考慮せず、経度・緯度に沿って碁盤の目

状に水路を整備したため、逆勾配となる箇所には通水しないなど、機能的に不完全な水路が多い。 
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・技プロ「カンボジア国灌漑技術センター計画
（フェーズ１：2001 年～2005 年, TSC1）、（フ
ェーズ２：2006 年～2009 年, TSC2）」 

・技プロ「カンボジア国流域灌漑管理及び開発
能力改善プロジェクト（2009 年～2014 年 , 
TSC3） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 金子 眞知 （㈱アースアンドヒューマンコーポレーション） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 10 月～2012 年 8 月 

 現地調査：2012 年 3 月 26 日～4 月 14 日、2012 年 5 月 26 日～6 月 9 日 

 

2.3 評価の制約（if any） 

 特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：C2） 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業計画時点において、「カ」国の農業は、GDP 総額の 36％、雇用の 70％を占め

る主要産業であった。このため、「カ」国の国家政策である第 2 次社会経済開発計画

（2001－2005）では、「環境に配慮した持続的天然資源管理」を基本方針の一つとして

提唱し、水資源の有効活用を図るための灌漑開発が農業生産性向上に不可欠であると

した。特に、稲作は「カ」国の最重要作物であることから、その生産性向上のために

灌漑排水基盤の整備及び人材育成強化を最重要視した。また、「カ」国政府は、老朽化

した灌漑施設の改修及び維持管理の強化を短期政策として掲げていた。 

事後評価時点では、「カ」国が国家開発の枠組みとして 2004 年に発表した「四辺形

戦略」において、水資源・灌漑の管理と農業生産性の向上を優先戦略として掲げてい

る。また、農業生産性の向上と生産多様化のための方策の中で、既存耕地における収

量増加、灌漑施設整備、水管理改善が重視されている。 

四辺形戦略を具現化するために策定された国家戦略的開発計画（2009－2013）にお

いても、農業セクター開発と農業の生産・生産性向上が引き続き重視され、灌漑面積

の増加と米の単位収量の向上が数値目標（灌漑面積：年間 25000ha の拡大、米の単位

収量：3.83ton/ha）として設定されている。 

                                                  
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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以上、灌漑施設の改修を通じて、灌漑面積の拡大と米の単位収量等の向上を目指す

本事業の実施は、本事業の計画時において「カ」国の政策と整合していたといえる。

また、事後評価時においても、灌漑面積の増加と米の単位収量の向上は最重要施策と

して位置付けられており、本事業との整合性が保たれている。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

「カ」国では、約 20 年間に及ぶ内戦等によって灌漑施設をはじめとする農業インフ

ラが破壊された上、多くの灌漑技術者が失われたことにより不適切な灌漑開発が進め

られた。本事業の対象サイトであるカンダルスタン灌漑地区も同様な状況にあり、地

形図や設計基準等の技術的な基本情報を無視した施設の設計及び施工により、地区に

適合した灌漑施設が整備されておらず、雨季においても重力灌漑が不可能なエリアが

大半を占めた。このため、同灌漑地区の営農は、実質的には、天水条件下での栽培条

件と相違なく、不安定な水利条件に対する耐性が強い在来種の水稲単作（年１回の作

付け）に限定されていた。但し、極一部の用水路の近傍地区に農地を所有する農家に

ついては、ポンプ灌漑による灌漑農業が可能であり、灌漑水を取水して水稲二期作を

実施している農家と在来種単作のみの農家とでは収入格差が生じていた。加えて、プ

レク・トノット川の雨季と乾季の河川流量変化が大きいことから、同灌漑地区は洪水

と渇水のリスクにさらされ易く、適切な水管理が必要となる高収量品種の水稲栽培に

転換することができなかった。 

以上のような結果、同灌漑地区の農家は、単位収量が低い在来種の水稲 (1.7～

2.0ton/ha)を栽培せざるを得ず、これが農家の低収入を招く主たる原因となっていた。  

事後評価時点においては、本事業の実施により、カンダルスタン地区全体（1950ha）

の灌漑に必要な灌漑用水が安定的に確保され、同地区での灌漑開発を推進するための

基盤が整備されていた。これにより、農民は、在来種（低収量）のみに依存する天水

農業から IR 系品種（高収量）を用いた灌漑農業への転換が可能となっており、開発ニ

ーズに対応した事業であったといえる。 

その一方で、2010 年の米の単位収量4は、近年の灌漑施設のリハビリや新設により

約 2.97ｔ/ha に増加しているものの、ベトナム（5.32ｔ/ha）、ラオス（3.59ｔ/ha）、ミャ

ンマー（4.12ｔ/ha）等の近隣諸国に比べると、現在においても低水準に留まっており、

引き続き灌漑施設の機能を高めていくことが求められている。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

日本の対カンボジア援助政策であるカンボジア国別援助計画において、「持続的な経

済成長と安定した社会実現」が重点分野として挙げられており、この分野の中には、

農業・農村開発と農業生産性向上が含まれている。また、灌漑施設の整備や水管理シ

                                                  
4 各国の米の単位収量は、国連食糧農業機関（FAO）のデータベース(FAOSTAT)による。 
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ステムの改善等への資金協力に積極的に取り組んでいく方針が示されている。 

本事業の実施は、ポルポト時代に建設された灌漑施設の機能を高めることで、農家

が灌漑農業を営むに必要な灌漑用水が安定的に確保可能な基盤を整備しており、日本

の援助政策と整合しているといえる。 

以上より、本事業の実施は「カ」国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性5（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

(1) 取水量 

本事業は、カンダルスタン灌漑地区の既存灌漑施設を改善・改修することで、同地

区全域（1950ha）に雨季二期作が導入可能な灌漑用水を供給する計画であり、プレク・

トノット川の水収支（下流への義務放流も含む）に基づき本事業で利用可能な水資源

量を検討し、幹線用水路における始点流量を 2.73ｍ3／sec とした。また、早稲の作付

け準備を始める 4 月下旬から 5 月上旬までの約半月間は、プレク・トノット川の河川

流量が減少するため代搔き用水が不足し、二期作の導入が難しい状況となるため、取

水位を保持する機能を有する１月７日堰の堰頂天端、及び既存調整水門の水門天端を

嵩上げすることで貯水機能を高め、この時期を含めた雨季の灌漑用水の安定的供給を

図る計画とした。 

事後評価時の確認では、計画通りに幹線用水路の始点流量 2.73ｍ3／sec は維持され

ていた。加えて、１月７日堰及び調整水門の嵩上げが実施されたことで貯水機能が計

画通りに高まり、河川流量が不足する 4 月下旬から 5 月上旬にも安定的な取水を可能

にする効果が発揮されていた。 

また、同灌漑地区には、機能は低いもののポルポト水路が既存水路としての役割を

果たしていたことから、幹線水路の整備が完了した段階で、幹線水路に直結する水路

の水量が増加する効果をもたらしている。同灌漑地区内の農家へのインタビューにお

いても、既存水路の水量は、幹線水路の改修が完了した直後から増水したため、稲作

の生産性は大きく改善したとのことである。  

 

(2) 灌漑面積 

本事業の計画段階では、前項(1)で述べた取水量に加えて「実灌漑面積」が定量的効

果の指標として設定されていた。この「実灌漑面積」とは、想定された計画作付け体

系が導入されている面積を示しており、本計画では工事完了 4 年目の目標面積を 800ha

とした。また、「想定された計画作付け体系」とは、本事業に先立ち実施された開発調

査にて提案された作付け体系と作付率（174%）を基準としており、本事業の工事完了

8 年～10 年後には灌漑区全域にて、雨季一期作 1950ha、雨季二期作 975ha、及び乾季

                                                  
5 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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作 468ha が実施されること目標とした。一方、MOWRAM 側では灌漑区全域における

各季の作付面積についてはデータ収集が行われているが、「想定された計画作付け体

系」については事業目標の指標として認識されておらず、同作付け体系を実践する農

地の総面積を把握することは不可能であった。 

また、灌漑農業は実施しているものの「実灌漑面積」としては定義されない農地に

おいても、作付けは拡大していくことから、事業完了 3 年程度で実施する事後評価の

指標としては適切でないといえる。なお、実際の作付面積は、以下の表 2 に示す通り

に各季（雨季一期作、雨季二期作、乾季作）の作付面積データが MOWRAM 側で把握

されており、最新の作付面積は雨季一期作：1593ha、雨季２期作：339ha、乾季作：294ha、

延べ作付面積：2226ha である。本事業にて建設された灌漑施設が計画通りに機能する

ことで安定的な取水と灌漑用水の供給が可能となり、各季の作付面積が現況まで拡大

しているといえる。 

さらに、まだ少数派ではあるが、水稲三期作（年 3 回の作付）を実施する農家も現

れており、乾季に水へのアクセスが可能な農地では、幹線水路の水量を踏まえつつ年

3 回の作付けが試みられている。また、以下の≪参考情報≫及び表 5（9 頁）に各季の

特徴を示したが、灌漑区内の稲作農家は、保有する農地への水供給や人手の状況等を

勘案しつつ作付けの回数や時期、および品種等を自身で選択し、実施することが可能

となってきている。このため、例えば生計の大半を農業収入に依存する農家は栽培日

数が短い高収量品種を選択することで作付け回数を 2 回とする一方で、農業以外の賃

金収入がある農家は、作付回数を１回とした上で販売単価が高い品種を選択する工夫

をしている。こうした生計手段の多様化が促進している背景には、灌漑用水が安定的

に供給されている灌漑面積が拡大したことが挙げられ、年間を通じて農家収入を安定

化していくことにも貢献していると言える。 

 

表 2 各コミューンの季別作付状況（2011 年 5 月～2012 年 4 月） 

(単位：ha) 

コミューン名 

二次・三次

水路を基準

とする灌漑

可能面積 

雨季一期作 雨季二期作 

乾季作 
延べ 

作付面積 
中稲 

（高収量） 
在来種 

IR 種 

（高収量） 

1) Preah Putth 390 100 290 65 52 507

2) Tien 208 110 98 87 78 373

3) Rolous 153 70 83 40 70 263

4) Barku 380 150 230 50 - 430

5) Kong Noy 224 80 144 50 70 344

6) Anlong Romiet 22 12 10 2 - 24

7) Kork Trab 168 120 48 30 14 212

8) Siem Reap 48 30 18 15 10 73

Total 1,593 672 921 339 294 2,226

出典：MOWRAM より情報提供 
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《参考情報》 

区  分 時  期  作  付  状  況  備       考 

雨季 1 期作 6 月～11 月 降雨量、河川流量が増え、水路が最

も増水する時期である。また雨量が減

る時期と収穫時期が重なるので、水

管理が容易である。 

 

雨季 2 期作 4 月～7 月 

8 月～12 月

雨季二期作を行うには 4 月頃から作

付を始める必要があるが、この時期に

代搔きが可能なのは水路から水を確

保できる農地に限られる。 

乾季作 1 月～4 月 乾季に稲を作付可能なのは、幹線水

路または二次水路からポンプ等を用

いて水を確保できる農地に限られる。

野菜栽培も行われている。 

写真は 2012 年 5 月に撮影。 
手前から、代搔き直後の水田、雨季 2 期作 1

回目の水田、乾季作収穫前の水田。この時期

は、河川水量が減少する一方で、農業用水は
必要となるため、本事業による効果が発揮さ

れる。また、各農家が自身の生活パターンに

合わせて、作付時期・回数、作付品種を選択
可能となった状況も見て取れる。 

 

他方、本事業は、日本側の改修工事と並行し、カンボジア側が二次・三次水路を改

修する予定であったが、完工が 2011 年まで遅延している。この結果、改修された二次・

三次水路を基準とした灌漑可能面積が表 2 に示した 1593ha に拡大したのは 2011 年で

ある6。しかしながら、前項でも述べた通り、同灌漑地区には、ポルポト水路と呼ばれ

る既存水路が幹線水路の水を左右の農地に配水する役割を果たし、農民はこの水を利

用してポンプ灌漑等に取り組んでいった。また、一部地区では NGO がこれら既存水

路の小規模改修を実施していたとのことで、計画時よりも既

存水路の状態が改善されていたことも、即時に灌漑用水が供

給される要因となっている。 

このため、カンボジア側の改修工事の遅延により、雨季二

期作の面積拡大がやや遅れていることがあげられるが、雨季

一期作は大幅に拡大しており、大きな阻害要因とはなってい

ない。また、2011 年以前の作付面積のデータは実施機関や農業局によってとられてい

なかったが、以下の表 3 に示した水稲生産量の推移からも本事業の効果が裏打ちされ

る。当初計画時（2001-2002 年）と本事業による幹線水路が完成した 2008 年とを比較

すると、水稲生産量は 1.5 倍まで増加し、その後も年々増収傾向が続き、2011 年には

当初の約 2 倍にまで増加している。これまでの不安定な水条件から解放されたことで、

適切な水管理が求められる高収量品種に転換する農家が増加し、また生産性も飛躍的

に高まっている。 

以上から、灌漑用水が安定的に供給される灌漑面積は当初の期待通りに本事業の完

工直後から拡大し、その成果が生産量の向上という形で明確に表れていると判断され

る。 

                                                  
6 MOWRAM の説明によると、今後は、2012 年：1700ha、2013 年：1800ha、2014 年：1900 ha、
2015 年：1950 ha と拡大されるよう、水路整備と農家支援を行っていく予定とのことである。 

カンボジア側負担で改修さ
れた三次水路 
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表 3 対象地域の水稲生産量の推移(単位：ton) 

コミューン名 2001-2002 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

1) Preah Putth 628 1350 1565 1593 1593

2) Tien 475 624 910 1015 1033

3) Rolous 420 459 544 513 676

4) Barku 530 1376 1505 1720 1720

5) Kong Noy 227 672 750 838 959

6) Anlong Romiet 366 72 77 84 84

7) Kork Trab 834 678 791 693 693

8) Siem Reap - 189 202 221 221

Total 3480 5420 6344 6676 6977

（2001-02 年からの増加率） － （156%） （182%） （192%） （200%）

出典：MOWRAM より情報提供 

 

3.2.2 定性的効果 

本事業の定性的効果は、基幹灌漑施設の改修により、灌漑用水が安定的に確保され、

対象地区の 4 割以上が天水農業から灌漑農業へ移行することが想定されている。 

計画時において、カンダルスタン灌漑地区の大多数の農家が天水に依存する営農を

営んでいた。また、同灌漑地区に二期作を導入する上での課題は、4 月下旬から 5 月

上旬までの農業用水の確保にあった。右の

図 1 は、2011 年において農業用水が不足し

た月を受益者調査7を通じて確認した結果

である。この図によると、乾季の 2 月と 3

月は「不足する」と回答する割合が半数近

くと最も高いが、課題であった 4 月、5 月

にはこの割合が減少している。ここから、

天水農業から灌漑農業への移行は順調に進

んでいることが想定される。 

また、前項 3.2.1 の通り、本事業の実施により幹線水路の流量が増加し、全灌漑地

区のうち約 8 割を占める 1593ha において灌漑農業が可能となっている。このことは受

益者調査の結果からも確認され、以下の図 2 の通り、5 年前と比較した農業用水の増

減については、97％が増加したと回答している。また、図 3 の通り、水路内の水量は

88%、水路までの距離は 78%が満足していると回答している。 

                                                  
7 受益者調査は 2012 年 5 月にカンダルスタン対象地区にて実施した。調査対象コミューンは、農

家人口の規模と幹線水路からの距離を考慮の上で、Tien ｺﾐｭｰﾝ、Barku ｺﾐｭｰﾝ、Kong Noy ｺﾐｭｰﾝ、Kork 

Trab ｺﾐｭｰﾝ（TSC モデルサイト内とサイト外に区分）とした。また、調査対象者の世帯はカンダルス

タン灌漑地区の中で、８年以上（2004 年以降）稲作を営んでいることが条件とし、全 5 地区から各

20 世帯、計 100 世帯を選定した。なお、サンプル数 100 は、事後評価調査のガイドラインによる。 
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図 1 農業用水が不足する時期(2011 年) 

出典：今回受益者調査 
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

以下の表 4 が本事業で想定された間接効果である。 

まず、①受益圃場（1950ha）における灌漑農業の実施については、工事完了から 4

年が経過した 2012 年 4 月の段階で雨季一期作の作付面積は 1593ha であり、工事完了

8 年～10 年目の目標値である 1950ha と比較した達成率は 82％と順調に向上している。

また、②雨季二期作の実現についても、本事業実施前に栽培していた面積は 100ha～

200haであったが、現在の雨季二期作の作付面積は 339haと約 2倍まで拡大している。

さらに、③生産性の向上（単位収量）については、IR 種及び在来種ともに概ね目標を

達成しており、農地の水条件を踏まえつつ、品種が持つ優位性を活かした栽培が実施

されてきていると判断される。 

作付面積の拡大および単位収量の増加は表 4 及び 5 に示した通り、④農業収入向上

にも結び付いており、いずれの作付パターンにおいても、目標値の 418US$/ha を上回

る結果となっている。また、図 4 に示した通り、受益者調査によると、収入が向上し

た理由として「農業用水へのアクセス可能期間の増加」、「単位収量の増加」、「二期作

の実現」を挙げる世帯が多い結果となり、本事業の効果が実感されている。 

表 4 本事業の間接効果指標 

期待される間接効果 目標値 実績値（2011.5 – 2012.4） 

①1950ha の受益圃場における 

灌漑農業（雨季の水稲２期作、在来種

中稲・晩稲一作、畑作灌漑）の実施 

（工事完了 8-10 年後） 

雨季一期作：1950ha 

(在来種中稲・晩稲) 

雨季二期作：975ha  

 

乾季作：468h 

（工事完了 4 年） 

雨季一期作：1593 ha 

(中稲：672ha、在来種 921ha) 

雨季二期作：339ha 

 

乾季作：294ha 

②雨季水稲二期作の実現 

（雨季は 4 月～12 月中旬） 

（工事完了 8-10 年後） 

作付け率：174％ 

（うち雨季二期作：975ha） 

（工事完了 4 年） 

作付け率： － 

（雨季二期作：339ha） 

③生産性の向上（単位収量） 

在来種 

IR 系品種 

（工事完了 4 年後） 

3 t／ha 

4 t／ha 

（工事完了 4 年） 

3.5 t／ha 

3.6 t／ha 

④乾季作導入及び農業収入向上(純

益) 

（工事完了 4 年後） 

418 US$／ha 

 

（工事完了 4 年） 

雨季二期作 ：762US$／ha 

中稲一期作 ：635US$／ha 

在来種一期作 ：529US$／ha 

非常に

増加した

57%

やや増

加した

40%

どちらと

もいえな

い

1%

やや減

少した

2%

非常に

減少した

0%

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水路までの

距離

水路内の

水量

大変満足している やや満足している どちらともいえない
やや不満である 大変不満である

図 2 5 年前と比較とした農業用水の増減 
出典：今回受益者調査 

図 3 水路内の水量と水路までの距離にかかる満足度 
出典：今回受益者調査 
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表 5 灌漑地区内の１ha 当りの単位収量と粗利・純益 

 
単位収量 

(ton/ha) 

販売単価 

(Riel/ton) 

粗利 

(Riel/ha) 

純益 

(Riel/ha) 
品種の特徴 

雨季二期作 

(IR HYV) 
3.60   700,000 

2,520,000×2 =

5,040,000 

3,276,000

(762US$) 

IR 系 HYV:早稲種、生育期間が 3-4 カ月と短

く、雨季二期作が可能。但し十分な水が確

保できないと収穫量が大きく減少する。 

中稲一期作 

(HYV) 
3.50 1,200,000 4,200,000 

2,730,000

(635US$) 

中稲 HYV：高収量品種。生育期間は 4-6 カ月

と長い。香りが高く美味しいため、販売価

格が高い。 

在来種一期

作 
3.50 1,000,000 3,500,000 

2,275,000

(529US$) 

在来種：生育期間は 4-6 カ月と長い。香り

が高く美味しいために、販売価格が高い。

多くの農家が自家消費米としている。 

出典：単位収量、販売単価については MOWRAM より情報提供、品種の特徴は MOWRAM および農家からの聞き取り 

注）純益は、B/D 時と同じ算出方法を採用している(純益＝粗利×65%(生産コスト))。 

 

0 10 20 30 40 50 60

農業用水にアクセス可能な期間の増加

米の単位収量の増加

年間の米収穫量の増加

米の二期作が可能

米の三期作が可能

農外収入の増加

周辺人口の増加

首都のアクセス改善

道路や電気の整備

 
図 4  収入が増加した理由（複数回答有） 

出典：今回受益者調査 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

①自然環境へのインパクト 

「カ」国の環境関連の基本法および環境影響評価手続きに関する法令によると、灌漑事業

に関しては 5000ha 以上の開発を行う場合に、環境影響評価（EIA）の実施が義務付けられて

いる。本事業は、既存施設の改善を目的としており、灌漑面積が 1950ha であるため、EIA は

実施されていない。また、施工段階において環境に影響する工事等は実施されていないこと

から、特別な緩和策は取られていない。 

一方で、完工後は農薬および肥料の利用に対する農民向けの指導（立て看板等）が農業局

により行われている。また「カ」国による二次・三次水路の改修工事時に排水路の整備も実

施されており、灌漑区内の環境配慮に向けた取り組みが進められている。 

 

②住民移転・用地取得 

日本側の改修工事については、住民移転・用地取得は実施されず問題は生じていない。 

また、カンボジア側の改修工事にかかり、住民移転は行われていないが、用地取得は行わ

れている。具体的には、二次・三次水路の改修（総延長 39km）にて水路の幅員を拡大させ

る工事を実施したため、工事に必要となる農地については農民からの提供を受けた。その際、

コミューンと協議の上で、政府の定める基準に則った土地価格で用地取得が行われている。

また、用地取得費用は、全体で 2,409,988 US$（約 196 百万円）である。 
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以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・イン

パクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：①） 

3.4.1 アウトプット 

日本側のアウトプットについては、以下の表 6 の通りに 2 点の変更が生じたが、基

幹施設の変更点はなく、協力の規模に変更は生じていない。 

一方で、カンボジア側のアウトプットについては、「二次・三次用水路整備事業の実

施」が大幅に遅延する結果となった。遅延理由は、本事業に見返り資金を拠出するこ

とに対し経済財務省が優先度を高くおかず、予算承認を得るまでに時間を要したこと

にある。また「農民水利組合の設立」についても、二次・三次水路改修の遅れに伴い、

遅延する結果となった。 

 
表6 本事業のアウトプット 

項目 基本設計（B／D） 実績 

【日本側】   

1) 頭首工 

(a) 形式 

(b) 堰幅 

(c) 堰高 

(d) 洪水吐ゲート 

(e) 土砂吐ゲート 

(f) 流量調整ゲート 

(g) 道路橋 

 

(h) その他関連施設 

１カ所 

- 全門可動堰 

- 50.0m 

- 4.8m 

- 3 門、鋼製ローラーゲート、電動式 

- 1 門、鋼製スライドゲート、手動式 

- 1 門、鋼製スライドゲート、手動式 

- 道路橋(国道 3 号線)1 橋(単純鋼桁橋

全支間長 50m)、 

- 管理棟、発電機棟 1 棟 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

2) 既存堰・調整水門改修工   

2)-11 月 7 日堰 

(a) 堰幅 

(b) 嵩上げ高 

(c) 遮水矢坂 

 

- 213m 

- 0.55m、越流堰天端高:EL.11.80m 

- 鋼矢板による連続遮水壁 L=4.0m×610

枚 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

2)-2 ツクツラ調整水門 

(a) 既存水門嵩上げ 

(b) 嵩上げ高 

(c) 遮水矢坂 

 

- 25 門 

- 0.4m、水門天端高: EL.11.80m 

- 鋼 矢 板 による連 続 遮 水 壁 、L=4.0m×

120 枚 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

2)-3 ドエラムス調整水門 

(a) 既存水門嵩上げ 

(b) 嵩上げ高 

 

- 3 門 

- 0.2m、水門天端高: EL.11.80m 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

2)-4 コンポンツール調整水門 

(a) 水門撤去工事 

(b) 道路舗装 

 

- 1 カ所 

- 320m2 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

3) 灌漑施設改修工   

3)-1 灌漑用水路 

(a) 計画延長 

(b) 水路形式 

 

- 5.3km 

- 二面コンクリート・ブロックライニング 

Ｂ／Ｄから変更なし 

 

3)-2 取水工改修 

3)-3 分水工 

3)-4 水位調整水門 

3)-5 水路横断工 

3)-6 放流工 

3)-7 維持管理道路 

- 1 カ所 

- 26 カ所 

- 2 カ所 

- 8 カ所 

- 6 カ所 

- 幹線用水路沿い 5.3km(幅員 5.5m)、二

次用水路沿い 9.3km(幅員 4.5m)の道路

改修 

- 変更なし 

- 26 カ所→24 カ所 

- 変更なし 

- 変更なし 

- 6 カ所→7 カ所 

- 変更なし 

＊ 上記２点の変更は「カ」国側の要望

による。 
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項目 基本設計（B／D） 実績 

【カンボジア側】   

日本側事業実施に関連する負

担 

1) 無償資金協力事業に必要な事務手続き

2) 土地取得 

3) 不発弾・地雷調査及び除去 

4) 水資源気象省の維持管理事務所設立・

運営 

5) ローレンチェリ調整水門地点での取水ル

ールの確立 

左記については、適切に実施された 

二次・三次用水路整備事業 二次・三次用水路整備事業の実施 

（詳細設計、施工、土地収用を無償事業と

並行して実施） 

二次水路：21,392 m 

三次水路：17,749 m 

排水路 ：12,100 m 

 

以上の事業は、TSC の研修受講者（灌

漑技術者）が関わり、設計から施工まで

「カ」国側にて実施され、2011 年に完了

した。なお、本二次・三次水路事業が実

現した背景には、TSC 日本人専門家が

「カ」国 側 に働 き続けたことがある。ま

た、設計・施工にかかる情報は TSC3 日

本人専門家と共有され、必要に応じて

技術的支援が行われている。 

農民水利組合の設立 末端の維持管理を担当する農民水利組合

の設立と訓練 

2011 年 4 月に水利組合を設立、2011

年 8 月に組合登録が完了した。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

 本事業の日本側の負担は、E/N 限度額が 1,740 百万円であったのに対し、贈与額は

1,709 百万円であり、計画内（98％）に収まっている。 

一方で、「カ」国政府側の負担は見返り資金の活用が想定され、基本設計調査時に

957,200US$（約 105.8 百万円）と積算されたのに対し、実際は 6,295,171 US$（約 512

百万円）が投入され、計画を大幅に上回った(483%)。 

「カ」国側の事業費が増額した大きな要因は、工事開始の遅れに伴う物価上昇8であ

り、土地代、不発弾・地雷関連費用、人件費、工事費のすべてで大幅な増額となった。

特に、土地取得代については、カンダルスタンが首都近郊に位置することから地価が

急激に高騰し、当初は農民からの無償提供を期待していた農地についても、購入を余

儀なくされた。 

また、事業費が大幅に増えたことは、見返り資金に対するカンボジア側の予算承認

をさらに遅らせる一因ともなり、この予算承認の遅れが事業期間の遅延につながった。

なお、「カ」国側の負担額の計画は、基本設計調査時に積算された価格であり、詳細設

計調査に基づく積算価格でない点に留意する必要がある。 

3.4.2.2 事業期間 

 日本側の事業期間は、計画の 33 カ月に対して、実績が 2005 年 1 月～2007 年 8 月ま

での 32 ヶ月であり（計画比 97％）、計画内に収まった。 

                                                  
8 国際通貨基金(IMF,)提供のデータベース(World Economic Outlook Database, April 2012)によ

ると、本事業の計画時（2005 年）の消費者物価指数(CPI)は 86.89 であるが、事業実施時（2011 年）

の CPI は 145.03 であり、この間の好調な経済成長を背景に CPI が上昇している。なお、CPI は 2006
年 10 年～12 月を 100 として計算している。 
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一方で、カンボジア側の事業期間は、計画では日本側と同じ 33 カ月であったが、事

業開始時期が 2010 年まで遅延したために事業完了が 2011 年 12 月まで遅延している。

ここから、事業完了までに要した期間は 2005 年 1 月～2011 年 12 月までの 84 ヶ月で

あり（計画比 255％）、計画を大幅に上回った。遅延の理由は、上述の通り、見返り資

金に対するカンボジア側の予算承認が遅れたことによる。 

 

以上より、本事業は、日本側の事業費及び事業期間はともに計画内に収まったのに

対し、カンボジア側の事業費／事業期間がともに計画を大幅に上回ったため、効率性

は低い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業で建設された灌漑施設は、水資

源気象省（MOWRAM）が運営維持管理

の責任を果たすことになっており、具体

的には MOWRAM の技術者、および同省

カンダル州事務所（PDA）の技術者がこ

の任に当たることになっている。これら MOWRAM および PDA の技術者に対しては、

技術協力プロジェクト（TSC2、TSC3）の実施を通じて、技術力の向上が図られてお

り、本事業の運営維持管理体制の構築と強化に貢献している。上の表 7 が、TSC の研

修を受講した技術者の数である。 

また、カンダルスタン郡水資源気象事務所内にプロジェクト運営・維持管理事務所

が設立され、現在 8 名の職員が配置されている。しかしながら、当初計画では、農林

水産省からの出向にて農業普及員の配置を予定していたが、現時点では配置されてお

らず、農民に営農指導を行うための体制には到っていないことが課題として挙げられ

る。 

こうした状況を受け、TSC3 と技術協力プロジェクト「トンレサップ西部地域農業

生産性向上プロジェクト（APPP）(2010 年 10 月～2015 年 03 月)」とが連携し、APPP

が有する営農技術をカンダル州に普及することを目的に、APPP が実施する研修にカ

ンダル州の PDA 職員を参加させる計画9が進行している。また、APPP は農林水産省を

C/P 機関としており、これを機会に農林水産省との連携が強化していくことも期待さ

れる。 

一方、二次水路から末端水路までの維持管理を行っていく水利組合（FWUC）の設

立については、当初の予定よりは遅延したものの、「カ」国における参加型灌漑管理に

                                                  
9 2012 年 7 月から 10 月に計 5 セッションを実施予定で、PDA の職員 2 名が延べ 5 週間の研修を受

講する。研修後は、PDA と郡農業局普及員が連携し、灌漑地区における営農技術の普及を図ってい

く方針である。 

表 7 TSC による研修実績 
（延べ人数）

対 象 TSC2 TSC3 計 

カンダル州 

事務所 
46 33 79 

（うち 

日常点検担当の

技術者） 

(18) (12) (30) 

出典：TSC３からの情報提供 
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かかる指針（PIMD、2000 年 6 月刊行）に定められた 8 段階からなる水利組合組織化

の手順に従い、2010 年に 8 つの受益者水利グループ（FWUG）が表 8 の通りに設立さ

れている。その後 2011 年 4 月に水利組合の結成、2011 年 8 月に法人登録が完了して

いる。なお、水利組合（FWUC）の設立については、TSC2 及び TSC3 により技術支援

が行われている。 

また、FWUC に対する水管理及び水路の維持管理に関する研修は、MOWRAM が立

案した予算計画・活動計画に従って実施されており、現時点では水利組合及び水利グ

ループの主要メンバーから 57 名に限って、灌漑施設を利用する農民の役割等に関する

研修・指導が行われている。受益者調査によると、水利組合の存在を知っている世帯

が 97％を占め、水路組織の認知度が上がってきていることが確認された。 

以下の表 8 に、FWUC を構成する各コミューン（＝FWUG）の実情を示す。農民側

に二次・三次水路の維持管理を移管させていくための組織強化は初期段階にあり、受

益者調査によると約 30％の農民が水利費支払いの必要性に対し「あまり必要でない」

としている。水利費支払いに対する住民の意思を高め、自立的に機能する水利組合へ

と育成するには、今後も引き続き MOWRAM は中期的な計画の下、慎重に対応してい

く必要がある（水利費支払いについては、以下 3.5.3 にて詳述する）。 

 
表 8 カンダルスタン灌漑地区内に設置された水利組合の状況 

FWUG の

番号 
コミューン名 

農家 

世帯数 

FWUGs 

主要メンバー数 

灌漑区域内の村落数 

（コミューン内の村落数） 

1 Along Romiet 48 6 人 2 村(6 村) 

2 Kork Trab 381 10 人 4 村(9 村) 

3 Preah Putth 485 12 人 5 村(5 村) 

4 Rolous 603 8 人 3 村(4 村) 

5 Tien 284 6 人 2 村(5 村) 

6 Kong Noy 351 10 人 5 村(5 村) 

7 Barku 725 12 人 

5 村(7 村) 
初代 FWUC の議長は FWUG7 から
選出されている。 

8 Siem Reap 86 4 人 1 村(7 村) 

計 2963 68 人 27 村(48 村) 

出典：MOWRAM からの情報提供 

＊FWUG7 は TSC のモデルサイトがあるコミューンである。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

技術協力プロジェクト（TSC1、TSC2、TSC3）の実施を通じて、灌漑技術センター

（TSC）の設立支援、末端圃場整備にかかる教材・マニュアル等の整備、MOWRAM

やカンダル州水資源気象局（PDWRAM）の灌漑技術者への研修実施、本事業の灌漑地

区（1950ha）に設置されたモデルサイト（260ha）内の水路・関連施設の建設支援と指

導が実施されている。この結果、MOWRAM、TSC および PDWRAM の技術者は、本

事業で設置された頭首工、調整水門・堰および幹線水路等の灌漑施設を維持管理する

に十分な技術力を有している。また、現地調査にて各施設で実施されている日常点検
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の記録、水位・流量等の観測データを確認したが、建設後から現在までのデータが蓄

積され、適切な技術を有しているものと判断される。 

末端圃場レベルでの灌漑事業にかかる知識・技術力についても、「カ」国側の灌漑技

術者がほぼ習得しており、「カ」国側の負担事業で

あった二次・三次水路の設計・積算から施工まで、

すべて MOWRAM が主体となり実施されている。

また、農地に直接水を流し込む末端水路について

も、TSC モデルサイトにおける OJT を通じて、

MOWRAM の灌漑技術者が住民参加型による水路

整備の手法を修得している。 

一方で、右の図 5 は農業用水へのアクセス状況

を示しているが、水路から直接農地に水を取り込

むことが可能な農地を有する農家は限られ、多く

がポンプを利用していることが分かる。ポンプの

使用には、燃料代等の経費が必要となり、米の生産コストを抑える上では使用を極力

減らしたい。この有効な手段が末端水路の整備である。上述の通り、末端水路の整備

に必要な技術は、すでに「カ」国側が有しているが、予算の問題から TSC モデルサイ

ト以外での拡大が進んでいないという課題がある。なお、TSC モデルサイトには住民

との共同作業にて末端水路が整備されており、モデルサイト内の２期作普及率は 60％

～70％程度と、上記雨季２期作面積（339ha）のうち約半分を占める。本事業の計画段

階では雨季２期作の展示圃場としての役割が同モデルサイトに期待されており、モデ

ルサイト外で末端水路の整備が進めば、雨季２期作の実践方法を示す機会が増えるこ

とが予想される。 

こうした状況を受け、TSC3 では、プロジェクト

の活動として、TSC を通じて育成された MOWRAM

と PDWRAM の技術者が中心となり、農民の労働提

供による末端水路整備を 2012 年 4 月より開始した。

また、2012 年度はモデルサイトの近隣地域を対象と

し、その後は毎年 450ha（最大）を目途に、残り３

年間で全域の整備を完了させる予定であり、工事に

必要となる重機の貸与とその燃料代、及び農民の労

働費（1 日 3$/人）はプロジェクトが負担する。 

今後、末端水路の整備を通じて農民間の共同作業及び技術移転が進めば、灌漑地区

全体の組織体制の強化にもつながっていくと期待される。 

水路から

直接水を
取り込むこ

とが可能

10%

時々ポン

プを利用し
ている

36%

必ずポン

プを利用し
ている

51%

その他

3%

図 5  現在の農業用水へのアクセス状況

出典：今回受益者調査 

灌漑地区内の末端水路（水田に水を
直接流し込むことが可能） 
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 3.5.3 運営・維持管理の財務 

本事業で建設される基幹施設の維持管理費

ならびにプロジェクト運営・維持管理事務所

の 運 営 ・ 維 持 管 理 費 は 水 資 源 気 象 省

（MOWRAM）が当初計画通りに負担してお

り、右の表 9 の通り、毎年滞ることなく予算

執行がされている。また、現地視察にて本事業で整備された各施設を確認したところ、

「カ」国側が実施すべき補修工事は行われており、破損が放置されている箇所は見受

けられなかった。このため、維持管理に必要な予算は確保され、これが現場の活動に

使われているものと考える。 

一方で、幹線水路から三次水路までの維持管理費

は現在 MOWRAM が支出しており、水利組合が自立

するまではMOWRAMが負担することを明確にして

いる。また、水利組合の組織強化についても、

MOWRAM 側の予算により実施中であり、現在は水

利組合の設置、組合規定案の策定、及びリーダー研

修が終了した段階にある。右の図 6 は、住民の水利

費支払いに対する必要性を受益者調査にて確認して

おり、66％は「必要である」と認識しているが、約

30%は「あまり必要ない」、「全く必要ない」と回答しており、今後はこれら住民への

働きかけを含めた住民研修を実施していく必要がある。なお、次年度以降の研修等予

算については不透明であるため、中期予算計画を立て、適切に予算確保をしていくこ

とが重要である。 

一方、MOWRAM 側からの説明によると、水利費徴収については、非常に慎重に取

り組んでいるとのことである。この背景には、内戦等の影響で、行政が住民からお金

を徴収するという行為に対して、住民が過敏に反応する場合があるため、不信感等を

頂かれないよう細心の注意いを払い、水利費を徴収する体制を整備していく必要があ

る点にある。住民からの水利費徴収に成功した事例としては、タケオ州における灌漑

プロジェクトの経験が挙げられる。同プロジェクトでは、MOWRAM が地方行政（村

長）と協力し、組織設立から 3 年で水利徴収を開始し、5 年後には徴収した水利費を

用いて、灌漑施設の維持管理を水利組合主体で行う体制を整備し、現在も好調な運営

が続いているとのことである。また、水利徴収の体制作りで、最も重要なのは水利費

の単価で、徴収方法（物納または現金払い）を含めて住民側の意見を尊重しつつ決定

したとのことである。 

なお、本事業の水利費単価は、水利組合規定10の中で一案として提示されているが、

                                                  
10 水利組合の規定案では、(1)直接末端水路から水を取り込む場合：１回 40,000 Riel(9.3US$)/ha、
(2)直接末端水路から水を取り込む場合＋ポンプにて汲み上げる場合：１回 20,000 Riel(4.7US$)/ha、

表 9 水資源気象省が負担する年間維持管理
経費 

 
運営維持管理 経費(US$) 

2008 2009 2010 2011 

人件費 7,200 7,200 9.,600 9,600

維持管理費 12,000 12,600 13,600 14,000

Total 19,200 19,200 23,200 23,600

出典：MOWRAM からの情報提供 

大変必要

である

32%

やや必要

34%

どちらとも

いえない

3%

あまり必

要でない

28%

全く必要

ない

3%

図 6 水利費支払いの必要性
出典：受益者調査結果より 
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今後組織化が進む中で、農民と十分に協議を行い、適切な金額を決定していくとのこ

とである。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

頭首工及び調整水門・堰については、操作マニュアルの通りに運営維持管理がされ

ており、特段問題は発生していない。また、維持管理道路についても、必要箇所には

補修工事が実施され、適切な管理が行われている。 

幹線水路については、現在水路の法面に貼られたコンクリートブロックが隆起し、

一部変状している状況である。（同水路は、瑕疵検査時においても上流部 3km にコン

クリートブロックのクラックが発生し、日本側施工業者による補修が行われている。）

原因としてはライニングの背後にある特異な土質が想定されている。日本側とカンボ

ジア側の関係者による現地調査の結果、「コンクリートライニングのパネルが一部損壊

しても灌漑水路の機能は十分維持することが出来る」との見解が出され、今後は実施

機関による定期的な維持管理等にて適切な管理を行うこととなる。実施機関が変状対

応等維持管理を行う場合、MOWRAM には TSC での研修を通じて育成された灌漑技術

者がおり、すでに同様な工事に対処した経験があることから、技術的な対応は可能と

判断する。また、MOWRAM に今後の年間予算計画を確認したところ、法面の補修工

事を見込んだ維持管理予算（全体：19,325US$、うち幹線水路分：4,900US$）が計上

されており、これまでと同様な損壊であれば財務的にも対応可能である。 

「カ」国側の方針では、二次水路・三次水路および末端水路の整備については、農

民主体で進めていくことになるが、現時点では二次水路・三次水路の維持管理は

MOWRAM がこの責任を担っている。また、末端水路については、15 頁に示した写真

の通り、農地内に水路が整備されれば、農民側により維持管理が適切に実施されてい

る。 

受益者調査の結果からは、過去に水路の修繕や清掃等に参加した農民は２割程度で

ある。このため、「カ」国側が整備した二次・三次水路、および今後 TSC3 の支援によ

り整備が進められる末端水路を農民主体で維持管理していくには、水利組合(FWUC)

の組織強化が不可欠である。この点について MOWRAM は、先述の通り FWUC に対

する水管理及び水路の維持管理に関するリーダー研修をすでに実施しており、2012 年

予算では、さらに FWUC 育成のための経費を 9 カ月間計上している。なお、MOWRAM

が実施した他州での灌漑プロジェクトの経験によれば、組織設立から 3 年程度で組織

が機能し始めるとのことである。他プロジェクトの経験を踏まえ、丁寧に住民組織の

育成を行っていくことが期待される。 

 

以上より、現在の体制／技術／財務状況に軽度な問題があり、本事業によって発現

した効果の持続性は中程度である。 

                                                                                                                                                  
(3)ポンプにて汲み上げる場合：１回 10,000 Riel(2.3US$)/ha、とされている。 
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4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、カンダルスタン灌漑地区の既存灌漑施設を改修・改良し、雨季の補給灌

漑用水を安定的に供給することを目的とした。本目的は、農業生産活動を通じて住民

の生計向上を図るというカンボジア国の開発政策、及び開発ニーズと整合しているこ

とから妥当性は高い。また、灌漑施設の改修により幹線水路の流量が増加し、地区内

は灌漑農業への転換が進んでいる。作付面積、単位収量、農業収入についても、完工

後 4 年を目途した目標値をほぼ達成し、農業用水量に対する農民の満足度も高い。 

一方で、相手国側負担とした二次水路以降の改修工事が遅延したために、効率性は

低い。施設の維持管理は、住民主体の運営維持管理体制のための枠組みは整備されて

いるが、自立的に機能する組織に育成するには今後も引き続きの強化が必要であり、

持続性は中程度である。 

 以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

・ 今後、灌漑地区内において、二期作の推進を実施していくには、農民に対する適切

な営農技術の指導が必要なことから、水資源気象省と農林水産省との連携を強化し

ていく必要がある。 

・ 現在の水利組合（FWUC）および水利グループ（FWUG）を実際に機能する農業組

織に育成するには、今後も引き続き農民への支援と指導が必要である。このため、

中期的な予算計画・活動計画を立て、これに取り組む必要がある。 

・ 灌漑地区内には、農業用水へのアクセスが容易な農地を有する農民と、アクセス

が困難な農地を有する農民が混在している。灌漑地区内の不平等感が高まらない

ように水利費の徴収制度を工夫する必要がある。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

・ 本事業は、MOWRAM による水利組合の強化、及び TSC3 による末端水路整備支援

が完了した段階で事業効果が最大となる。このため、今後の取り組みをモニタリ

ングし、本事業の効果が最大化するよう必要に応じてフォローしていくことが重

要である。 

 

4.3 教訓 

・ カンボジア側負担の事業費として見返り資金を充てることが計画されたが、経済

財務省による予算承認の遅れから、着工から完了までが大幅に遅れることとなっ

た。見返り資金等の相手国の判断に左右される予算を事業費として想定する際に

は、経済財務省をはじめとする関係者間の確認を徹底する必要がある。 



 

 19

・ 本事業の計画では、定量的効果の指標として「実灌漑面積」を設定したが、実灌

漑面積とは“想定した計画作付け体系が導入されている面積”を指し、事後評価

段階でこれを測定することは困難であった。この理由として、まずは「想定した

計画作付け体系」が先方政府側と共有されておらず、事後評価の指標としても意

識されていなかったことがあげられる。また、施設の維持管理を担当する先方実

施機関が通常業務の中で記録すべきデータではないことから、過去に遡り経年変

化を見ることも難しく、また現状を把握することもできなかった。定量的効果の

指標には、先方とモニタリング計画を合意するとともに、適当であれば先方実施

機関や関連省庁の負担を軽減するためにも、可能な限り通常業務で記録されるデ

ータの中から設定することが望ましいと考える 

 

以上 
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