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０．要旨 
 本事業はスリランカのワラウェ川左岸地区を対象に灌漑施設、用排水網、貯水池や社

会インフラを整備することにより、農業用水の安定的確保や有効な土地利用、入植の促

進、作物の増産を図り、農業従事者の生活環境改善、所得と雇用の向上及び地域経済の

活性化に寄与することを目的としていた。 

本事業はスリランカの開発政策及び日本の援助政策における重点分野と整合しており、

開発ニーズも高いことから事業の妥当性は高い。対象地域では灌漑施設の整備により効

率的に灌漑用水を確保することが可能になり、コメのみでなく作物の多様化によりバナ

ナ等の生産量が増加したことから有効性も高く、住民の生活環境改善及び地方経済の活

性化への寄与というインパクトも概ね達成された。事業費は計画内に収まったものの事

業期間は計画から延長されたため、事業の効率性は中程度である。なお、運営・維持管

理の体制、技術、財務状況とも大きな問題はなく、本事業による効果の持続性は高い。 

 以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

   

案件位置図          整備された灌漑施設 

 

1.1 事業の背景 

 1960年代初頭、スリランカ政府は同国南部の乾燥地帯の灌漑開発、入植を目的とした

ワラウェ川流域灌漑開発計画の調査を開始した。同計画はワラウェ川にダムを築造し、

左右岸の灌漑を行うというものであり、ウダ・ワラウェダム及び左右岸の幹線水路は

1960年代に同国政府の自己資金で完成した。その後、1970年代及び 1980年代にはアジ

ア開発銀行の支援のもとで右岸側の開発が優先的に実施されたが、左岸側は総面積約

30,000 ヘクタール（ha）の北部地区のうち約 4,400ha が開拓されたに過ぎず、既存の灌
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漑施設は浸食・崩壊により機能が低下し、施設改良及び適切な水管理が必要となってい

た。また、左岸地区の南半分の地区は樹木が散在するイバラの生えた未開拓地として取

り残され、長い年月にわたって小規模な焼畑農業が行われてきた。 

係る状況下、同国は過去の投資の改修と増加し続ける南部地域の人口圧力を緩和する

ため、左岸側の開発の推進、30年近く継続しているワラウェ灌漑開発計画の完成を決定

し、1987 年に我が国に対して協力を要請した。同要請を踏まえ、マハウェリ開発庁

(Mahaweli Authority of Sri Lanka :以下、MASL )が実施主体となり、1991年～1992年に予

備調査（「ワラウェ川左岸灌漑改修拡張事業」）、1994年～1995年に実施設計を行い、続

けて灌漑施設の工事が開始されることとなった。 

 

1.2 事業概要 

スリランカのワラウェ川左岸地区において、灌漑施設、用排水網、農地、貯水池及び

社会インフラを整備することにより、1)用水の安定的確保、2)土地利用の有効性の拡大、

3)入植の促進1、4)コメ・Other Food Crops (以下、OFC)の増産を図り、もって受益者の生

活環境の改善、雇用機会と所得の向上及び地域経済の活性化に寄与する。 

 
円借款承諾額／実行

額 
(E/S)  379百万円 ／ 379百万円  
(I)   2,572百万円 ／ 2,495百万円  
(II) 9,393百万円 ／ 8,711百万円 

交換公文締結／借款

契約調印 
(E/S)  1994年 6月 ／ 1994 年 7月 
(I)    1995年 7月 ／ 1995 年 8月 
(II)   1996年 5月 ／ 1996 年 10月 

借款契約条件 (E/S) 金利 2.6％、返済 30年(うち据置 10年)、一般アンタイド 
 (I) 金利 2.6％、返済 30年(うち据置 10年)、複合 
 (II) 金利 2.3％、返済 30年(うち据置 10年)、一般アンタイド 

借入人／実施機関 スリランカ民主社会主義共和国／マハウェリ開発庁 
貸付完了 (E/S) 1997年 3月、(I) 2003年 6月、(II) 2008年 12月 
本体契約 (I) Korea Heavy Industries & Construction Co., LTD. (大韓民国) 

/Southern Group Civil Constructions (PVT.) LTD.(スリランカ) 
(II) China National Overseas Engineering Corporation (中華人民
共和国)、Sinohydro Corporation (中華人民共和国) 

コンサルタント契約 (E/S) (I) (II) 日本工営株式会社 
関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃ

ｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 
F/S（1991年 9月～1993年 1月）ワラウェ農業開発計画調査、 
SAPI（2000 年）水収支バランスの確認と適正な水利用計画の
策定 

関連事業 ワラウェ左岸地域生活基盤整備計画(1994 年～1995 年)：農村
インフラ（農村道路、橋梁、飲料水供給施設）の整備 

                                                   
1 入植の促進はフェーズ IIの目的にのみ含まれる。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 高橋 久恵（新日本サステナビリティ株式会社） 

 

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 9月～2012年 10月 

 現地調査：2012年 1月 7日～2月 7日、2012年 4月 22日～5月 7日 

 

2.3 評価の制約（if any） 

本事業はフェーズ I の詳細設計にあたる E/S 借款が実施されたが、そのアウトプット

の詳細や総事業費等の情報が欠けており、実施の総体を把握することができなかった。 

 

3．評価結果（レーティング：A2） 
3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時において、スリランカの開発政策である公共投資計画(Public Investment Plan: 以

下、PIP)(1990-1994)(1995-1999)4は、「経済成長の加速」｢成長の公平な配分｣を上位目標

とし、「農村インフラへの投資」が重点分野の一つに挙げられた。また、農業セクターの

主要目標は①基本食料5の自給率向上、②輸出収入増加に向けた樹木作物の生産性向上、

③農村地域における所得向上と就業機会の拡大、の 3項目が掲げられており、本事業は

その①と③に合致している。農業政策として策定された「National Policy Framework 

(1995)」においても食糧自給が第一政策であることが明示され、重点項目を①米の自給、

②貧困層の生活改善、③農家の収入の均衡、の 3点に絞り込んでいた。  

事後評価時の開発政策である「マヒンダ・チンタナ 10ヶ年計画」（2006-2016）におい

ても、灌漑施設を含む「地方の基礎インフラ整備」「コミュニティ開発を通じた地方開発

と貧困削減」を目指しており、「食糧の確保、小規模農家への収入向上」が重点分野とし

て掲げられている。また、同計画に沿って示された農業セクターのビジョン「Ten Year 

Development for Agricultural Policy (2007）」でも農業セクターの成長は食糧自給の達成、

所得の分配、ひいては貧困削減に不可欠であるとして、①食糧の国内生産量増加、②農

                                                   
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」 
4 PIP(1990－1994)は E/S・フェーズ I時の国家政策。フェーズ II審査時の国家政策は PIP(1990－
1994) の後継である PIP(1995－2000)。PIP(1995－2000)における農業セクターの主要目標は基本的
に PIP(1990－1994)と同様である。 
5 コメ、砂糖、豆類、牛乳等を指す。 
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産物生産性の拡大、③農業コミュニティの所得と生活水準の拡大、の 3点を達成すべき

目標として掲げている。 

したがって、審査時及び事後評価時ともにスリランカの開発政策では食糧自給率の改

善や農業従事者の所得の向上に向けた社会インフラ整備に重点が置かれており、本事業

と同国の政策との整合性が認められる。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 審査時において、同国の農業セクターの最重

要課題はコメ自給率の達成に置かれていた。コ

メの自給率は 1950年代の 40%から改善し、1980

年代には 80~90％に達したが、1990年代には生

産量の停滞から自給率が落ち込む等、安定したコメ供給体制は確立されておらず、天水

栽培に依存している農民に安定した灌漑水を供給することによりコメを増産することが

必要とされていた。その後、2000年代にコメの自給率は 100％以上を達成し（表 1参照）、

事後評価時点においては OFCの増産や食料の輸入量の削減が課題とされている。本事業

の対象地域では、コメの生産に加えて OFC等への生産多様化にも注力しており、その整

合性が認められる。 

 また、ワラウェ川左岸地域は灌漑用水源、土壌、労働力が豊富なことから農業開発の

ポテンシャルが高いとされていた。しかし、同地域の所得水準は全国平均と比べて低く、

右岸に比べ左岸の開発が遅れていたことから、同地域における灌漑地の拡張や社会イン

フラの整備、農業開発の必要性が高いとされた。現在、審査時に比べ対象地域と全国平

均の所得格差は縮小したものの（表 2参照）、未だに格差は残っている。対象地域の住民

の多くは入植者であり、彼らは主に農業に従事していること、フェーズ II地域では現在

も入植が継続して進行中であることから、対象地域における農産物生産・増産に向けた

灌漑施設や社会インフラ施設は彼らの生活の基盤となっており、それら設備の整備の重

要性は現時点においても引き続き高いといえる。 

 
表 2 スリランカ一世帯当たりの月平均収入 

（単位：スリランカルピー(Rs.)） 
 審査時（1991年） 事後評価時（2010年） 

全国平均 都市部 農村部 事業対象地域 
全国平均 都市部 農村部 事業対

象地域 既存灌漑地区天水依存地区 
4,940 7,633 4,309 3,740 2,250 7,271 9,463 7,032 6,543 

出所：審査調書、MASL提供資料。 
参考：数値は実質値で示している。実質値は特定の年の物価を基準として、物価変動部分を取り除い
たものである（基準年は 1982 年）。一方、その年度の実際の価格で表した名目値で示すと事後評価時
点での月平均収入は全国平均 Rs.35,495、本事業対象地域は Rs.31,490となる。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時の日本の対スリランカ支援の重点分野は、①経済基盤の整備・改善、②鉱工業

表 1 スリランカのコメの自給率 

1993年 2008年 2009年 2010年 
83％ 117％ 107％ 114％ 

出所：審査時資料、スリランカ政府統計局 
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開発、③農林水産業開発、④人的資源開発、⑤保健・医療体制の改善、の 5項目とされ

ていた。①では南部地域の開発に向けた社会インフラの充実、③では既存灌漑施設のリ

ハビリを含む農業生産基盤整備への協力の推進等が示されていた6。本事業は灌漑施設や

社会インフラを整備し、農業従事者の生活環境の改善や経済の活性化を目的としていた

ことから、審査時の日本の援助方針との整合性は高い。 

 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、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7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

(1) 作物の生産量 

対象地域における主要作物の実施前後の変化を表 3 に示した。各作物の生産量の推移

は以下の通り。 

 

【コメ】コメは対象地域における主要な作物であり、生産量は両フェーズの対象地域と

もに計画値を達成した。フェーズ II 地域は土壌が比較的バナナ等の OFC に適してい

るのに対し、フェーズ I 地域はよりコメに適した範囲が多いため、同地域においては

近年コメ栽培に転向する農家もいる。灌漑施設の整備により現状では十分な水が確保

され、天水・焼畑農業を脱却し 2期作が可能になったことで生産量は大幅に増加し、

単収も 2010年には過去最高の 6.7t/ha (フェーズ I)、6.6t/ha（フェーズ II）8を記録した。 

 

【バナナ・パパイア】現在対象地域は国内有数のバナナの産地9となっており、フェーズ

I 対象地域では計画値の 2 倍～5 倍、フェーズ II 地域でも 3 倍以上と計画値を大幅に

上回る生産量を維持している。近年ではバナナ程ではないがパパイアやドラゴンフル

ーツも盛んに栽培されている。パパイア栽培は審査時には計画されていなかったが、

作物の多様化は本事業の一つの目的でもあり、本事業では入植者を対象に OFCの栽培

法や必要な水の量等についての研修も実施したことから、以前は栽培の知識を持たな

かった農民も現在ではパパイアやバナナ、野菜の栽培に取り組んでいる。 

 

【野菜・豆】野菜の生産量は両フェーズとも計画値の１～2 割程度にとどまった。その

理由としては、野菜は価格変動が高いこと、害虫対策がバナナに比較して難しいこと

等から、農民が野菜栽培よりも利益が高く栽培が容易なバナナ生産を選択する傾向が

                                                   
6 1991年の政府ベースの経済協力総合調査団、政策協議等によるスリランカ側との政策対話より
(ODA白書 1999年下巻)。 
7 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。 
8 MASL提供資料より。 
9 本事業の対象地域では、主に国内向けバナナを生産している。 
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あることがあげられる。特にフェーズ II対象地域では現在はバナナやパパイアの生産

地として有名になっており、それらの生産へシフトする農家も多い。また、フェーズ

II地域では、豆の生産量についても目標が立てられている。2009年には計画値に達し

たものの102010年の生産量は若干減少した。2008年以前には同地域での豆の生産は行

われておらず、近年生産に取り組み始めたばかりということもあり、安定的な生産ま

でには一定期間の時間を要するものと考えられる。野菜、豆の生産量は計画値を下回

っているが、作物の生産量が増加し農民の収入が向上するというインパクト発現のた

めの手段としては、農民が安定的かつより高い利益を得られるバナナの生産を合理的

に選択した妥当な判断であったと言える。 

 

表 3 対象地域の作物の生産量 
【 フェーズ I 】                            （単位: 1,000kg） 
指標 基準値 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 
コメ 計画値：24,420 

Maha 注 1 
21,884 

12,712 13,192 14,169 13,850 19,613 20,201 
Yala 注 1 12,100 13,383 14,235 14,874 16,967 22,950 
合計 21,884 24,812 26,575 28,404 28,724 36,580 43,151 

バナナ 
計画値：6,800 

750 35,748 35,196 35,100 26,184 19,188 15,900 

パパイア 
計画値： なし 

なし 1,440 1,188 2,700 2,124 1,260 1,404 
野菜 
 

計画値：13,000 
12,400 1,200 1,272 1,440 2,268 3,024 3,192 

豆類 
計画値： なし 

なし 543 495 511 854 805 836 

 
【 フェーズ II 】                      （単位：1,000kg） 

指標 基準値 2009年 2010年 
コメ 計画値：23,430 
   Maha 

なし 
16,720 14,120 

   Yala  9,810 14,321 
合計 なし 26,530 28,441 

バナナ 
計画値：10,800 

なし 38,184 35,700 

パパイア 
計画値：なし 

なし 13,644 23,220 

野菜 
計画値：26,000 

なし 4,788 2,904 

豆類 
計画値： 1,110 

なし 1,153 759 
出所：MASL Webサイト http://www.mahaweli.gov.lk/ 
注 1：スリランカの農業の耕作期は Maha 期（10 月～3月､北東モンスーン）と Yala 期（4 月～9月、

                                                   
10 フェーズ I対象地域では豆の生産に関しては計画値を設定していなかった。 

http://www.mahaweli.gov.lk/


 7

南西モンスーン）の 2期に分けられる。Maha期には島全体に、Yala期には南西部のみに雨をもたらす。 
注 2：作付面積、生産量に関しては、四捨五入のため合計値において一致しない。 

  

上記の通り、野菜を除き対象地域での農産物

の生産量は順調に増加している。以前は作物の

栽培は天水及び伝統的なチェーナ（焼畑）農業

のみに依存していたが、灌漑設備が整備された

ことで二期作が可能になり生産量は大幅に増加

した。また、水の効率的な利用法（稲作・畑作

別水路11や貯水池等、適切な水の利用法の研

修）が導入されたことで、コメ以外の作物の

栽培に水を活用出来るようになり、以前は水が行き渡らせることができなかったバナナ

やパパイアの栽培が盛んになっている12。 

 

 3.2.2 定性的効果 

定性的効果を確認するため本事業対象地域13で受益者調査を実施し、農業従事者や主

婦、商人等合計 150名より回答を得た。その結果、以下の点が確認できた。 

 

 (1) 灌漑用水の効率的な活用 

受益者調査の結果によると、灌漑施設の

整備により広域への水路の普及や漏水の減

少等を通じて、農民は十分な灌漑用水を得

ることが可能となった。事業実施前は回答

者の約半数が十分な灌漑用水を得られてい

なかったが、現在灌漑用水が不足してい

るとした回答者は 2％に低下した。 

対象地域において本事業により同国に初めて導入された稲作・畑作別水路や夜間に活

用出来る貯水池(Night Storage Tank)14の設置は節水技術としての効果を生み出し、より効

率的・効果的な水の活用を可能にした。さらに、住民に対しても水管理の研修等を繰り

返し行う等、灌漑用水が効率的に活用される工夫が図られた。受益者調査の結果では、

約 93％の回答者が灌漑施設の改修や建設が水の有効利用に貢献していると回答してお

                                                   
11 稲作・畑作別水路は Dual Canal Systemと呼ばれる稲作用、畑作用に水路を分けた灌漑水路。より
多くの水が必要な稲作用水路にはより多くの水が流れ、畑作用の水路にはより少量の水が通るよう設

計されている。 
12 参考までに年間雨量データを入手し、雨量と生産量の関係の有無を確認したが、特に強い関連性
は認められていない。 
13 対象地域はワラウェ左岸の 4ブロック（フェーズ I対象地域：Kiriibbanwewaブロック、
Sooriyawewaブロック、フェーズ II対象地域：Maurapuraブロック、Tissapuraブロック）を対象
としている。 
14 夜の間使用されずに流されていた水を夜間に貯水池に貯める施設。 

図 1 事業実施前後の灌漑用水の量 

稲作･畑作別水路（左は稲作用、右側は畑作用） 
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り、稲作・畑作別水路が導入されたフェーズ II地域の 93％の回答者が稲作・畑作別水路

の導入が水の有効利用を促進したと回答している。 

(2) 農民組織の能力向上 

住民の多くが入植者である対象地域では農民組織（Farmer’s Organization :以下、FO）

も新たに結成されたケースが多い。そのため組織としての能力が懸念されていたが、受

益者調査の結果、回答者の 99％が FOは末端水路の維持管理に参加していると回答した。 

本事業では、為替レートの変動により生じた差額を活用して総合的開発プログラム

（Integrated Development Program：以下、IDP）が実施された。FOのメンバーは IDPの

一環として実施されたワークショップ等に参加することで、末端灌漑水路の運営・維持

管理方法、作物毎の営農・水管理法、FO の組織運営方法、所得創出事業等について知

識・経験を習得しており、IDP の実施が FO の能力向上に貢献したと言える。また、こ

れら活動を通じて、本事業が支援した灌漑施設を農民・住民が有効に活用し、効果を維

持するための基礎が整ったと言える。 現在では FO毎の水供給のタイムテーブルが作成

されており、定期的に水が届くように計画されている等、それぞれの水路を有効活用す

るための能力が身につき、定着している点が確認された。 

 

3.3 インパクト 

 3.3.1 インパクトの発現状況（事業目的にある“インパクト”） 

(1) 農業生産の拡大による食糧安定供給と外貨の節約 

本事業と外貨節約の直接的な関係を図る数値は入手できなかった。しかし、事後評価

時における同国のコメの輸入量は事業実施前の半分以下になっている（表 4 参照）15。

対象地域のコメ生産量は同国の 4‐5％と限

られているため、限られた範囲内ではあるが

対象地域のコメの増産は同国のコメ輸入量の

減少、外貨節約に僅かながら貢献していると

考えられる。 

 

(2) 雇用機会の増大及び所得の向上   

ワラウェ地域16の年間一人当たりの収入は、事業実施前と比較し大幅に増加した（表 5

参照）。近年の増加率はマハウェリ地域17全体と比較しても高く、受益者調査の結果でも

98％の回答者が事業後の収入が増加したとしている。本事業は灌漑施設の整備や農民へ

の水利用、農業普及に向けた研修会を実施しており、これらの成果が農作物の増産を通

じて、同地域の住民の所得向上に貢献したと考えられる。また、フェーズ IIの審査時に

                                                   
15 MASL職員に確認したところ、コメの自給率は達成されており現状輸入しているコメはホテル用
のコメや高級米が対象とのことである。 
16 ワラウェ地域はワラウェ川右岸・左岸両地域を指す。 
17 同国では通常灌漑施設は灌漑省の管轄下に置かれるが最長のマハウェリ川支流は MASLの管轄下
となっている。ここでは MASL管轄下にある地域をマハウェリ地域と示す。 

表 4 スリランカのコメ輸入量 
(単位：千トン)  

コ メ の
輸入量 

事業実施前
（1993年） 

事業実施後
(2010年 ) 

304 126 
出所：MASL提供資料 
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  表 5 一人当たりの収入  (単位：千 Rs) 
 1996年  2008年  2009年  2010年  

ワラウェ 18.3 60.4   58.5 79.0 
マハウェリ 15.7注  325.9 304.4 373.7 

注：マハウェリ地域の収入がワラウェ地域より低い点に整合がないものの、MASL
職員によれば何かのミスによるものであるとのことであった。 
出所：MASL, “Mahaweli Handbook” 

は、本事業の実施により入植を促進し、事業地域の雇用創出を図ることが期待されてい

た。対象地域の雇用率に関する情報は入手できなかったが、事業実施後のワラウェ地域

の世帯数は、表 6に示す通りフェーズ II開始前に比較し約 1.4倍に増加しており、本事

業の実施は入植の促進にも貢献したと考えられる。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

(3) 地域経済の発展 

ワラウェ地域の農業生産額はマハウェリ地域全体と同様に増加傾向にある（表 7参照）。

同地域の主要産業は農業であり、農業生産額の増加は同地域の地域経済の発展に寄与し

ているものと考えられる。同国では県レベルの GDP 等の地域別マクロデータの入手が

困難であったが、受益者調査の結果でも 98％の回答者が本事業の実施により地域の経済

が改善したとしている。さらに回答者全員が本事業は地域の農業活動を促進したと回答

している。 
表 7 ワラウェ地域のコメ及び OFC生産額 (単位：百万 Rs.) 

 1996年  2008年  2009年  2010年  
ワラウェ 2,319 11,160 11,021 15,184 
マハウェリ 7,359 39,198 33,634 48,028 
出所：Planning & Monitoring Unit, MASL,”Mahaweli Handbook” 

 

受益者調査より 

 

(4) 貧困緩和 

上記に示した収入の増加や農業生産額の増加は本事業の実施が対象地域の住民の生活

を改善し、貧困緩和に貢献していることを裏付けていると考えられる。対象地域の貧困

率は入手不可能であったため、実施機関

に確認したところ対象地域とハンバント

タ県は重なっていることから同地域の数

値を参照するよう助言を得た。同県の貧

困率は事業実施前の 31％から実施後

受益者調査より 
事業後、収入は増
加しましたか？ 

増加した 変わらない 減少した 
98％  2％  0％  

 

本事業実施により地
域の経済が改善した
と思いますか？ 

はい いいえ 

98％  2％  

本事業実施が地域の
農業活動を活性化さ
せたと思いますか？ 

はい いいえ 

100％  0％  

表 8  スリランカの貧困率  

 
事業実施前
（1995/96） 

事業実施後
（2009/10） 

ハンバントタ県 31.0% 6.9% 
スリランカ平均 28.8% 8.9% 
出所 : スリランカ政府統計局,” Poverty Indicators”  

表 6 ワラウェ地域の世帯数 
事業開始前 

(1995年) 
事業実施後 

(2010年) 
30,262 47,512 

出所: MASL, “Mahaweli Handbook” 
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6.9％と大幅に改善しているが（表 8 参照）、同地域ではハンバントタ港の開発を始めと

する多くの開発事業が実施されており、貧困率の改善と本事業の関係性を直接明確にす

ることは困難であると考えられる。 

 

(5) 生活環境改善 

本事業の実施前、対象地域の住民は雨水を利用しながら天水・焼畑農業に頼り生計を

立てていた。そのため、乾期には水を得ることができず農作物の生産は不可能になり、

彼らの生活は気候に左右された不安定なものであった。事業実施後、灌漑施設を整備し

たことで、計画的に灌漑用水を得ることができるようになり、収穫期も 1期から 2期に

増え、生活に余裕がでたという。受益者調査の結果でも 99％の回答者が事業実施後の生

活に満足していると回答している。 

 

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 

 本事業では、環境影響評価（EIA）に基づき、象保護プログラム（野生象の自然保護

区への移動や電気フェンスの設置）、植林プログラム（街路樹の植林）、水質検査、土

壌保全対策等の自然環境への配慮がなされた。特に、同国では野生の象は畑や家屋を破

壊する等住民の生活を脅かす存在であり、ワラウェ地域には野生象の生息数が多いため、

自然保護区への野生象の移動・人間の居住区や灌漑地区への象の進入を防ぐ電気フェン

スの設置は住民の安心感へと繋がっている。一部の地域では依然として象と住民の衝突

が継続しているものの、それ以外に自然環境への負のインパクトは発生していない。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

住民移転、用地取得に関しては、事業開始時に不法に土地を占拠していた住民との話

し合いに時間を要した。当時住んでいた場所を離れることへの抵抗感や事業の意義を十

分に理解できておらず移転を拒む住民もおり、説得に時間を要したためである。MASL

職員の協力を得て、住民との対話を重視し時間をかけて協議を重ねたため、結果的には

円満に移転・取得が行われたが事業のスムーズな進行に影響が生じた。なお、移転は適

正なプロセスに沿って行われ、移転した住民は一定の土地を配分されコメや OFC の農

業活動に携わっている18。 

 

(3)その他のインパクト（スリランカのバナナ産地としての成功） 

本事業の実施前に天水・焼畑農業により作物を生産していた本事業の対象地域（フェ

ース II）は、現在同国におけるバナナの一大産地に成長しており、その生産量は同国の

約 15％を占めている。その過程においては、灌漑施設の整備に加えて、農業支援業務、

水管理指導、市場設備の整理、物産展開催といった多角的な支援がバナナの増産、販売

                                                   
18 実施機関へのインタビュー及び現場視察の結果より。 
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ルートの拡大等に貢献したと考えられる（詳細は Box１参照）。 

 

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。 

 

Box 1：ワラウェ地域におけるバナナ販売の展開とその意義 

【バナナ増産への取り組み】 
本事業の実施前、乾期には農作物の生産が不可能な未開の土地であったフェーズ II対象地域は、現在
同国で有数のバナナ産地となっている。本事業では稲作・畑作別の灌漑水路を建設し、効率的な水利
用を可能にしたことで、年間を通じた農作物の生産が可能になるよう支援を実施した。さらに農家が限ら
れた水を効果的に活用し、より多くの現金収入を得るため、本事業のコンサルタントはバナナがコメより
も収益性の高い点、必要な水の量が少なくても栽培が可能な点を農家に説明し、生産に必要な技術の
研修会も開催した。これらの活動の成果は対象地域におけるバナナの増産に大きく貢献し、現在同地
域では計画時に想定された 2倍以上のバナナが生産されている。 

【販売ルートの開拓】 
本事業では大都市コロンボでワラウェ物産展を開催する等、増産されたバナナの販売ルートを開拓する
支援も実施した。さらに生産者とバイヤーを繋ぐ伝統的な市場（ポラ：Pola）を整備し、同国で全国展開を
しているスーパーマーケット（Keells）へも働きかけ、IDP の一環として対象地域に Keells 集荷センターを
設置するための土地の提供及び建物の建設支援等も行った。本事業によるこれらの支援は集荷業者
や Keells のワラウェ地域への進出に貢献し、その結果現在同地域で生産されたバナナは様々な販売ル
ートを経て首都コロンボを始めとした全国の都市に輸送されている。 

【販売ルートの現状】 
対象地域で収穫されたバナナは①ポラ、②経済センター（ポラに類似したマーケットであるが規模は小さ
く農家と仲買人の間に施設所有者への仲介料が必要）、③村レベルの集荷所、④スーパーマーケット/
輸出業者等経営の集荷センター、⑤各戸への集荷、の 5 つの販売ルートを通じて生産者から集荷業者
等に出荷されている。 

 
主にバナナを扱うポラ        Keells の集荷センター         図:各ルートの割合 

簡易的な受益者調査とインタビュー調査の結果によれば、バナナの各販売ルートの占める割合は上記
の図に示される通り、伝統的で農家にとって最も身近な存在であるポラと業者が個別に集荷に回るルー
トが主要な手段となっている。これは生産者の輸送費に係る負担が少な
いためである。一方、全体に占める割合は 1％程と非常に限られているも
のの、Keellsの集荷センターはポラや他の集荷ルートに比べて 2倍近い価
格で農家からバナナを買取っている(表参照)。この集荷センターは本事業
実施中にMASLや本事業の農業専門家らの働きかけにより土地と建物の
提供を受け、全国のスーパーマーケットで販売するバナナを集荷するため
この地域での事業を開始した。品質（形、大きさ）に厳しい基準が課されているため、その品質を確保で
きる決められた会員のみが出荷をしている。また、集荷センターの数は現時点で 1カ所のみでセンターま
での運搬コストは農家の負担となるため、現在では会員数（200 人程度）も非常に限られている。Keells
にとっては、バナナの産地となった対象地域では年間を通じて安定した量のバナナを買い付けられるた
め、取扱量を拡大するため同集荷センターの拡大を計画しているという。 

【今後の展開への期待】 

表：バナナの買取価格  

Keells 集荷
センター 

ポラ、集荷所、
各戸集荷等 

Rs.35 / kg Rs.15-25 / kg 

   出所：聞取り調査の結果より 
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対象地域のバナナの生産量は現在同国全体の約 15％を占める。地域事務所への聞取り調査によれ
ば、輸送コストの負担や形や量にこだわらずバナナを生産したいという農家にとって身近なポラや各戸で
の集荷等が今後も主要なルートであり続けることが想定されるが、高い価格で取引が可能なスーパーマ
ーケットの集荷所や輸出業者等にも引き続きワラウェでの事業の拡大を働き掛けていくという。すでに同
国で最大店舗数を有するスーパーマーケット Cargilsも同地域に集荷センターの開設を決定し、Keellsの
倍近い量を取り扱う予定であるという。また、同国には 3種類のバナナが生産されているが、対象地域で
扱う種類は最も栽培が容易（害虫の被害が少ない）で安価な品種（Embul）であるため、今後は種類の拡
大も含めて農家の所得の向上に繋がる努力を継続していくという。 
また、ワラウェ地域の農業開発という面からみると、Keells との取引のように「品質の高いバナナ（作

物）を作れば高く売ることができる」「手間暇をかければそれに見合った収入を得ることができる」というこ
とを農民が認識することは、今後新たに入植する住民や貧困層のインセンティブとなり、起業家精神の
醸成ひいてはキャパシティビルディングに繋がると期待できる。ワラウェ地域では今その萌芽が見え始め
ていると言える。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業は、フェーズ Iの詳細設計に位置づけられるエンジニアリング・サービス（E/S）、

主に既存灌漑地域の灌漑施設整備及び付随事業を実施したフェーズ I、新規灌漑地域の

整備及び付随事業を行ったフェーズ IIから構成されており、本事業で整備されたアウト

プット（計画及び実績）を表 9に示す。 

 
表 9：アウトプットの計画・実績比較19 

【フェーズ I 】 
項目 計画 実績 

灌漑施設の整備改修 (受益面積) 
・主水・支川水路延長 
・3次・4次水路20延長 

・2,900ha 
・24.2 Km 
・162.4 Km 

・2,960ha 
・49.8 Km 
・251.7 Km 

灌漑・排水路施設建設 (受益面積) 
・支川水路 
・3次・4次水路 
・排水路 

・1,040 ha 
・ 9.7 Km  
・73.1 Km 
・15.0 Km 

・1,047 ha 
・3.5 Km 
・121.4 Km 
・88.4 Km 

農村インフラ整備工事 
・農村開発センター 
・集出荷関連施設 
・簡易市場 

 
・1カ所 
・2カ所 
・1カ所 

 
・1カ所 
・0カ所 
・2カ所（改修） 

機材調達 
・施設維持補修用重機 
・管理用車両・通信設備 
・事業管理用車両・機器 

 
・N/A 

 
・5台、車 4台、
ﾊﾞｲｸ 8台、PC、
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等 

環境対策  
・燃料用木材の植林 
・土壌保全対策 
・環境基礎ﾃﾞｰﾀ収集・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

 
・220 ha 
・1セット 
・1セット 

 
・56.5 ha 
・1セット 
・1セット 

                                                   
19 E/Sの詳細については、受注コンサルタントや実施機関からも情報を得ることができなかった。 
20 末端灌漑水路を指す。3次水路は Distribution Canal、4次水路は Field Canalと呼ばれる。なお。
FO は Field Canal下流の農民をそれぞれメンバーとして構成されている。 
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コンサルティング・サービス ・F/Sレビュー 
・施工管理 
・トレーニング計
画の作成 
36M/M(Man/Month) 

・計画通り 
 
 

48 MM 

 
【フェーズ II】 

項目 計画 実績 
灌漑施設の整備改修 (灌漑面積) 
・主水・支川水路延長 
・3次・4次水路延長 
・排水路 
・貯水池 

・5,152 ha 
・43.0 Km 
・473.0 Km 
・407.0 Km 
・65個所 

・4,706 ha 
・42.0 Km 
・450.0 Km 
・601.0 Km 
・63個所 

農村インフラ整備工事 
・農村面積（教育施設や健康・医療ｾﾝﾀｰ等
の社会ｲﾝﾌﾗ整備等） 

 
・1,454 ha 

 
・1,391 ha 
 

ウダワラウェ貯水池改築 
 ・ダム堤体上流部護岸修復 
 ・迂回道路建設 
 ・洪水吐ゲート電気システム更新 
 ・洪水吐ゲート機械システム更新 
 ・ゲート修復、清掃、塗装等 

 
・59,000 m2 
・3.5 Km 
・5カ所 
・1カ所 
・5カ所 

 
・44,816 m2 
・3.5 Km 
・5カ所 
・1カ所 
・5カ所 

機材調達 ・1セット ・1セット 
環境対策  
・燃料用木材の植林 
・野生象対策 
・土壌保全対策 
・定期モニタリングﾞ 

 
・1,319 ha 
・292 ha 
・1 セット 
・1 セット 

 
・377 ha 
・669 ha 
・1 セット 
・1 セット 

 コンサルティング・サービス ・詳細設計 
・F/Sレビュー 
・施工管理 
・トレーニング計
画の作成・支援 

96M/M 

・計画通り 
 
 
 

132 M/M 

Integrated Development Program - 水管理指導、農業開

発普及、組織能力強

化、所得創出事業、

集荷センターの設

置支援等 

 

審査時に計画された内容は、本事業の実施時に現地の状況にあわせ見直されており、

主な変更点は以下のとおりである。 

 

【E/S】詳細情報が入手できなかったため分析は行わない。 

 

【フェーズ I】 

①3次・4次水路建設：事業開始時に各水路の状況が再確認され、農民との協議を進

めた結果、農民の生活形態に合わせて、深さ・長さに変更が生じた。効果の発現に

影響を与えるものではなかったが、工事のスムーズな進行に影響が生じた。 
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  ②排水路の延長：計画時には地図を参照しながらスコープが策定された。実際には地

図に示されていなかった小さな水路や農地が現場で確認されたため、必要に応じて

排水路の改修・建設が追加された。 

 

   ③集出荷関連施設建設：簡易市場に集出荷関連施設の機能を統合したため、集出荷関

連施設の建設はキャンセルされた。 

 

④環境対策植林エリア：事業開始時には完成が予定されていた入植事業が継続中であ

り、植林を予定していた地域に居住者もいたため、植林の実施が困難となり可能な

範囲での実施にとどまった。 

 

⑤コンサルティング・サービス：スコープの増加に伴ったものであり、円滑な事業の

実施には必要不可欠であることから、妥当なものであると考えられる。作業内容自

体に変更は無かった。 

 

【フェーズ II】 

①受益面積の縮小：政府の最優先事業として開始されたハンバントタ港の整備事業と

本事業のサイトの一部が重なり、一部の対象事業値をハンバントタ港の整備事業が

使用することとなったため本事業の受益面積が一部縮小された。 

 

 ②排水路の延長：フェーズ Iと同様の理由による。 

 

  ③環境対策植林エリア：フェーズ Iと同様の理由による。 

 

④野生象対策：対象地域は野生象の生息数が非常に多い地域である。そのため住民

と象の衝突例が非常に多く、畑作地域では象の被害が多く報告されてきたことか

ら、被害を軽減するために現地の状況に合わせて被害の大きい地域を対象に象対

策の電気フェンスの設置区間が延長された。 

 

⑤IDP の追加：為替変動によって生じた残ローンを活用し IDP が実施された。これ

は 2000年に実施された案件実施支援調査により「灌漑・社会インフラの提供のみ

でなく、農民の生活向上や収入の改善を目的とした研修や支援を行うことが望ま

しい」といった提言を受けたことが背景にある。この提言を受けて、残ローンの

445百万ルピーを活用し、MASLが主体となり農民への水管理指導、農業開発・普

及活動、FOの能力強化、所得向上事業等が実施された。 
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⑥コンサルティング・サービス：基本的にはフェーズ Iと同様の理由による。フェー

ズ II では IDP が追加されたため、その実施に伴い水管理の指導や農業開発活動の

支援業務が追加された。 

 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費21 

 事業費は、計画の 14,076百万円（うち円借款部分 11,965百万円）に対し、実際に

は 13,628百万円（うち円借款部分 11,206百万円）で計画内に収まった（計画比 97%）。

スコープが増加したにも関わらず、事業費が計画を下回ったのは為替レートの大幅

な変動 に起因するものである。なお、フェーズ II では、その変動で生じた差額に

より一部（445百万円）が IDPの実施に活用された。 

 

3.4.2.2 事業期間22 

E/S 業務を含む全体の事業期間は計画の 165 カ月に対し、実際には 243 カ月とな

り計画比 147％と計画を上回った23。遅延の主な理由は、フェーズ Iでは農民の生活

形態に合わせ一部の土木工事が変更されたことによる。さらに、開始時に事業対象

地域に不法に入居していた住民との協議に時間を要した点も事業の遅延に繋がった。

また、フェーズ IIでは主な遅延の要因に政府主導で開始されたハンバントタ港エリ

ア開発事業の影響が挙げられる。これは、本事業の一部の対象地域がハンバントタ

の開発事業の一部と重複しており、認可を得るまでに 3年近くの時間がかかったこ

とによる。開発事業は政府の主導で始まったため、MASLとしてはその指示に従う

必要があり、やむを得ない事情であったと考えられる。また、2004年に発生した津

波の影響により資材や人材の確保が困難になり、事業の進捗に影響を与えた。その

他、工事は乾期にしか実施できず、工事の若干の遅延により翌年の乾期まで工事を

再開することができなかった等の灌漑事業独自の理由が挙げられる。  

 

                                                   
21 E/Sに関しては事業費の詳細が入手できなかったため含まれていない。 
22 本事業では、事業期間を L/A以降、全対象事業の完成までとする。 
23 各フェーズの事業期間の詳細は次の通り。E/S の事業期間は計画では 1994年 4月～1996年 3月
（24カ月）であったが、実際には 1995年 4月～1996年 9月（18カ月）と計画比 75％と計画内に収
まっている。一方、フェーズ Iでは計画の 1995年 8月～2000年 6月（59ヵ月）に対し、実際には
1995年 8月～2002年 3月（80ヵ月）と計画比の 130％、フェーズ IIでも計画の 1996年 10月～2003
年 7月（82ヵ月）に対し、実際には 1996年 10月～2008年 10月（145ヵ月）と計画比の 177％とな
り、両事業で計画を上回った。 
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3.4.3内部収益率（参考数値） 

本事業の審査時に示された計算根拠の情報をもと

に、事後評価時の経済的内部収益率(EIRR)において

も同様の前提条件で実績値を算出したところ、表 10

に示す通り同値は計画値を上回る結果となった。24 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

 本事業で建設・修復された主要な灌漑施設（幹線水路、支線水路、調整池等）は MASL

が維持管理を担当している。排水路や末端水路については各 FO25、機材については供与

を受けた各事務所、社会インフラ施設は各施設の管轄省庁が維持管理を担っている。計

画時には、FO による灌漑施設の維持管理経験が浅いことからその組織能力に懸念が上

がっていたものの、現在 FOが対応できないダメージやメンテナンスが生じた場合には、

ユニット事務所を通じてブロック事務所へ支援を依頼する体制が確立している。また、

各ブロック事務所にはテクニカルオフィサー、エンジニアリングアシスタント、ウォー

タマスターといった技術者が在籍しており、支援体制も整っている。なお、FO→ユニッ

ト事務所→ブロック事務所→地域事務所へと連携が十分に図れており、現場視察の際に

確認した際にも体制上問題となる事項は見当たらなかった。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

  本事業の実施機関であり、主要灌漑施設の維持管理を担う MASLでは、予算の状況に

もよるが適宜技術スタッフに研修を提供して技術能力の維持を図っている26。また、各

ブロック事務所及び FOにはウォーターマスター（水の管理者）がおり、ブロック・FO

毎に作成される計画に沿って必要な水の量を管理しているため、現地視察や聞取り調査、

受益者調査の結果において水不足の問題は末端地域でも確認されていない。前述の通り、

本事業では IDPが追加的に実施され、そのプログラムのもと本事業のコンサルタントが

1,000 回以上も現場に足を運び、灌漑水路の完成後は個々の水管理、施設の維持管理が

重要であることを丁寧且つ熱心に指導し続けた。FO メンバーの大半は研修やワークシ

ョップに参加しており、コンサルタントの指導のもと水の管理(灌漑用水の調整)や施設

の維持・管理、帳簿の付け方等の重要性を理解し、知識を習得したと言える。 

                                                   
24 フェーズ Iの EIRR値は審査時の計算根拠となる情報が入手できなかったため、事後評価ではフェ
ーズ IIの EIRR値のみを計算した。 
25 ワラウェ左岸地域は 4つのブロックに分かれている。各ブロックがさらにユニットごとにグルー
プ分けされ、さらに末端水路毎に農民組織（FO）が形成されている。 
26 通常は 1年に 1回程度。 

表 10：本事業の EIRR 
 審査時 計画値 実績値 

EIRR 15％ 19％ 21％ 
注：費用=投資コスト、取替原価、維
持管理費用、便益=収穫量、価格、総
所得、生産原価、純収益 
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上記の通り、対象地域の FO は入植後に形成された新しい組織であるが、メンバーの

多くは維持管理の研修を受ける機会を得たこと、ブロック事務所との連携がしっかりと

整っており支援を得やすい状況にあることから維持管理に関する技術的な問題はないと

考えられる。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

  審査時においては、本事業で支援した施設に対する適切な維持管理費用は 15百万 Rs.

と試算されていた27。近年の MASLの対象地域のワラウェ地域事務所の維持管理に関す

る予算は増額傾向にある（表 11参照）。MASL職員によれば、2009年以前は O&Mに係

る予算が不足していたが、MASLにおいて灌漑施設の維持管理の重要性が認識され始め、

2010 年以降は維持管理に係る予算

が増額されているという。なお、現

時点では多額の費用を伴うメンテナ

ンスや修復作業は発生していない。 

さらに、FOが維持管理する末端灌

漑についても、現在までに多額な費用が必要となる事例はなく深刻な問題は生じていな

い。末端灌漑水路の維持管理費用は、通常各 FOがメンテナンス基金から捻出しており、

このメンテナンス費用は FOメンバーから集められる会費が財源となっている28。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 現在、灌漑施設やその他の施設も有効

に利用されており、現地視察時にも末端

水路にまで水が行き渡らないケースや大

きな破損個所等は確認されなかった。灌

漑水路は閑期（年 2回）に施設のメンテ

ナンスを実施しており、貯水池について

は必要に応じたメンテナンスと FO によ

る自発的な掃除や草刈りが行われている。 

基本的には灌漑水路や貯水池の設置による恩恵を受け、生活の改善を経験した住民自

身がその重要性を深く認識しているため、維持管理への関与は非常に高く、施設は適切

に管理されているということができる。 

今後に若干懸念が残るのは象対策の電気フェンスの維持管理である。比較的高額な維

持費がかかることから FO のみでは対応が困難なケースもあるため、MASL の定期的な

フォローが望まれる。また、現状深刻な問題は生じていないが、フェーズ I 地域では近

年コメ農家が増加傾向にあるため、水を多く必要とするコメの耕作にあたり今後灌漑用

                                                   
27 出所：審査調書。 
28 会費の金額は耕作期ごとに 200Rs.～620Rs.と FO により異なる。 

貯水池の周辺を清掃する FO メンバー 

表 11 MASL・地域事務所の O&M予算額 
             （単位：百万 Rs.） 

 2008年 2009年 2010年 2011年 
地域事務所 11.6 12.5 15.9 28.1 
MASL全体 119.3 110.4 170.6 173.1 

 出所：MASL提供資料。 
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水の不足について問題が生じないよう注視する必要があると考えられる。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によっ

て発現した効果の持続性は高い。 

 

 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

本事業はスリランカのワラウェ川左岸地区を対象に灌漑施設、用排水網、貯水池や社

会インフラを整備することにより、農業用水の安定的確保や有効な土地利用、入植の促

進、作物の増産を図り、農業従事者の生活環境改善、所得と雇用の向上及び地域経済の

活性化に寄与することを目的としていた。 

本事業はスリランカの開発政策及び日本の援助政策における重点分野と整合しており、

開発ニーズも高いことから事業の妥当性は高い。対象地域では灌漑施設の整備により効

率的に灌漑用水を確保することが可能になり、コメのみでなく作物の多様化によるバナ

ナ等の生産量が増加したことから有効性も高く、住民の生活環境改善及び地方経済の活

性化への寄与というインパクトも概ね達成された。事業費は計画内に収まったものの事

業期間は計画から延長されたため、事業の効率性は中程度である。なお、運営・維持管

理の体制、技術、財務状況とも大きな問題はなく、本事業による効果の持続性は高い。 

 以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

 ・本事業で支援した施設は住民たちの適切な管理のもと、正しく維持管理が行われ有

効に活用されている。但し、比較的維持コストの高い象対策用の電気フェンスにつ

いては FO のみでは対応が困難なケースが多い。対象地域での野生象の被害は人間

生活、農業活動に大きな被害をもたらすため、モニタリングも含め MASLが定期的

に維持管理のフォローアップを支援することが望ましい。 

・灌漑施設は施設を正しく扱う知識、維持管理を適切に行う能力が欠けるとその効果

が半減してしまう。そのため、本事業では当初計画されていた研修に加え IDPを実

施し、このプログラムのもと本事業のコンサルタントは FO への研修（水管理、組

織マネジメント、OFCの栽培方法）において丁寧且つ熱心な指導を繰り返した。こ

の指導を受けた住民が灌漑施設の知識、維持管理の意義を十分に理解したうえで、

知識・経験を習得したことは持続性の確保に極めて有効であった。フェーズ II対象

地域では今後も新たな入植者を迎えるため、既に知識・能力を得た FO や MASLが

新たな入植者に対して既存 FO による施設の有効な活用法、維持管理の重要性につ
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き知識・経験の共有を積極的に図ることが望ましい。 

・本事業の E/S 借款については事業内容や事業費等の記録を現地でも確認することが

できなかった。E/S はフェーズ I の詳細設計にあたるものであり、その記録の保管

が求められる。今後の案件においては情報の管理を含む堅実なプロジェクトマネジ

メント体制の整備とその運用が望まれる。 

・対象地域では支援された灌漑施設が有効に活用され、末端地域まで水が行き渡る等

の維持管理の持続性が十分に確保されている。水管理が重要であること、施設の維

持管理やバナナ等新たな作物を生産するための技術に関して研修会を重ね、その重

要性を広めたコンサルタント及び実施機関の働きかけが現在の持続性の確保に繋が

っている。これらは当初の計画にはない追加コンポーネントである IDPの一環とし
て実施された活動であったが、このようなきめ細やかな研修の実施が高い効果の発

現と持続性の確保といったグッドプラクティスに繋がっていると考えられる。した

がって、今後の対象市域における活動や類似事業においても同様の取り組みを計画

に含むことが有効である。 
     
4.3 教訓 

・本事業では、工事の実施と並行して農民との協議を進めたため、農民の生活

形態に合わせて一部土木工事に変更が生じ、事業実施の遅れに繋がった。ま

た、事業対象地域に住む不法入居者との協議が難航したことも事業の遅延を

招いた。住民との協議、理解の醸成は円滑な事業の実施に不可欠である。そ

こで、事業の計画時に住民の意向を十分に汲み取るプロセス、例えば説明会

やワークショップを行う等の工夫を図ることで、事業実施中の遅延に繋がる

問題が生じないよう配慮が必要である。  

・本事業は十分な効果の発現という点で非常に評価の高い事業と言える。その

背景には節水技術を駆使した灌漑施設の設計が挙げられる。コメと OFC の増

産といった目的に照らし工夫を凝らした稲作・畑作別水路の導入、貯水池の

設置などの新たな施設の導入は乾燥地帯である対象地域に十分な水を提供

し続けている。このように事業目的に沿い、現地の状況を考慮した設計は高

い効果の発現、さらには持続性確保の観点から有効と考えられる。  

 

以上  
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
【フェーズ I】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【フェーズ II】  

 
 
 

 
【灌漑施設の整備改修 】 
・受益面積: 2,900 ha 
・主水・支川水路延長: 24.2 km 
・3次・4次水路延長 : 162.4 km 

【灌漑・排水路施設建設】  
・受益面積: 1,040 km 
・支川水路: 9.7 km 
・3次・4次水路: 73.1 km 
・排水路 : 15.0 km 

【農村インフラ整備工事】 
・農村開発センター: １カ所 
・集出荷関連施設: 2カ所 
・簡易市場 : 1カ所  

【機材調達】 
・施設維持補修用重機: N.A. 
・管理用車両・通信設備: N.A. 
・事業管理用車両・機器 : N.A. 

【環境対策】  
・燃料用木材の植林 : 220 ha 
・土壌保全対策 １LS 
・環境基礎ﾃﾞｰﾀ収集･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ: 1LS 

【コンサルティング・サービス】  
  ・F/Sレビュー 
・施工管理 
・トレーニング計画の作成 

 ・36M/M 
【灌漑施設の整備改修】 
・灌漑面積: 5,152 ha 
・主水・支川水路延長: 43.0 km  
・3次・4次水路延長: 473.0 km 
・排水路: : 407.0 km 
・貯水池 : 65カ所  
【農村インフラ整備工事】 
・農村面積（教育施設や健康・医療

ｾﾝﾀｰ等の社会ｲﾝﾌﾗ整備等）: 1,454 ha 
【ウダワラウェ貯水池改築】 
 ・ダム堤体上流部護岸修復: 59,000m2  
 ・迂回道路建設: 3.5 km 
 ・洪水吐ｹﾞｰﾄ電気ｼｽﾃﾑ更新: 5カ所 
 ・洪水吐ｹﾞｰﾄ機械ｼｽﾃﾑ更新: 1カ所 
・ｹﾞｰﾄ修復、清掃、塗装等 : 5カ所  

【機材調達】 : 1セット  
【環境対策】 

 
 

2,960 ha 
49,8 km 

251.7 km 
 

1,047 km 
3.5 km 

121.4 km 
88.4 km 

 
計画通り  

0か所  
2カ所  

 
5台  

4台、PC、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等、  
ﾊﾞｲｸ8台等  

 
56.5 ha 
計画通り  
計画通り  

 
 

計画通り  
 

48M/M 
 

4,706 ha 
42.0 km 

450.0 km 
601.1 km 
63カ所  

 
 

1,391 ha 
 

44,816m2 

計画通り  
計画通り  
計画通り  
計画通り  
計画通り  
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・燃料用木材の植林: 1,393 ha 
・野生象対策: 292.2 ha 
・土壌保全対策: 1 LS 
・定期モニタリングﾞ 1LS:  

【コンサルティング・サービス】  
・詳細設計 
・F/Sレビュー 
・施工管理 
・トレーニング計画の作成 
・96 M/M 

【 Integrated Development Program】  

377 ha 
669.0 ha 
計画通り  
計画通り  

 
 

計画通り  
 

132M/M 
水管理指導、農業開発普及、組織能

力強化、所得創出事業等  
②期間【E/S】  
【フェーズ I】  
【フェーズ II】  

1994年4月～1996年3月 (24カ月 ) 
1995年8月～2000年6月 (59カ月 ) 

1996年10月～2003年7月 (82カ月 ) 

1995年4月～1996年9月 (18カ月 ) 
1995年8月～2002年3月 (80カ月 ) 

1996年10月～2008年10月 (145カ月 ) 
③事業費  
【E/S】  

  外貨  
  内貨  
    
  合計   
 うち円借款分  
  換算レート  
 
【フェーズ I】  

  外貨  
  内貨  
 
  合計   
 うち円借款分  
  換算レート  
 
 
【フェーズ II】  

  外貨  
  内貨  
 
  合計   
 うち円借款分  
  換算レート  

 
 

306百万円  
157百万円  

（71百万ルピー）  
463百万円  
379百万円  

1ルピー＝  2.22 円  
（いつ時点のレートか記載無）  

 
1,435百万円  
1,591百万円  

（784百万ルピー）  
3,026百万円  
2,572百万円  

1ルピー＝  2.03 円  
（いつ時点のレートか記載無）  

 
 

6,253百万円  
4,797百万円  

（2,485百万ルピー）  
11,050百万円  

9,393百万円  
1ルピー＝  1.93 円  

（いつ時点のレートか記載無）  
 

 
 

情報不明  
 
 
 
 
 
 
 

1,818百万円  
1,205百万円  

（971百万ルピー）  
3,023百万円  
2,495百万円  

1ルピー＝  1.31 円  
（1995年8月～2003年6月平均）  

 
 

5,098百万円  
5,507百万円  

（5,195百万ルピー）  
10,605百万円  

8,711百万円  
1ルピー＝  1.06 円  

（1996年10月～2008年12月平均）  

 
 


