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事業事前評価表 
 

国際協力機構農村開発部畑作地帯第一課 

１．案件名 

国 名：ボリビア多民族国 

案件名：和名 灌漑農業のための人材育成プロジェクト 

英名 Project of Capacity Development for Agriculture with Irrigation 

 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における農業セクターの現状と課題 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）は南米大陸の中央部に位置し、わが国の約

3倍に相当する面積109万8,581km2、人口1,043万人（2010年：国家統計局）を有する国である。

天然ガスや鉱物等の天然資源に恵まれていることから、近年の世界的な一次産品の価格高騰

を主要因としてマクロ経済は良好に推移している。しかしながら1人当たりGNIは1,790米ドル

（2010年：世界銀行）と南米で最も低く、国民の51％が貧困層に属する（2009年：国家統計

局）とともに、栄養不足人口割合は27％（2006-2008年：国際連合食糧農業機関）と南米では

唯一、栄養不足度が「やや高い」国に分類されており、貧困層の食糧安全保障が国家的課題

である。また、国内の所得格差はラテンアメリカ地域で最も大きく、人口の34％（2009年：

国家統計局）を占める農村部においては、66％が貧困、45％が極度の貧困状態（2009年：国

家統計局）にあるなど極めて深刻な状況である。 

農村部人口の76％（2009年：国家統計局）は農牧業に従事しており、平原地域で大規模営

農を営む一部の企業的農家を除き、大多数が自家消費のための作物生産を中心としている貧

困農家である。 

貧困農家の農業生産は、技術及び種子・肥料等の不足を含め、さまざまな課題を抱えてい

るが、なかでも最大の課題とされているのは、水不足である。ボリビアの灌漑面積は22万

6,500haと全農地面積の11％にすぎず、灌漑未整備の地域においては水不足により農業の生産

性が低く、生産量が不安定であるとともに、作目が限定され、このことが貧困農家の食料確

保の不安定性に直結しており、貧困削減の観点からも灌漑開発の重要性が高い。全国の灌漑

導入地区から18地区を抽出して行われた調査〔2008年：ドイツ国際協力公社（Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）〕によっても、灌漑の導入によって大半の

地域で作目の多様化、作期の拡大、単収の増、さらには農家収入の増が確認されており、ボ

リビアにおいて灌漑の導入が貧困削減に貢献することが明らかとなっている。 

しかしながら、灌漑にかかわる人材の技術不足がボリビアにおける灌漑開発のボトルネッ

クとなっており、灌漑事業の計画を作成し申請を行うべき市役所や、これを支援する立場の

県〔県灌漑サービス局（Servicio Departamental de Riego：SEDERI）または県庁〕の能力不足に

より、政府の審査基準を満たす灌漑事業計画が策定されず、灌漑開発が計画どおりに進捗し

ていない。また、設計ミスや施工監理の不十分さにより整備された灌漑施設が有効に機能し

ないケースも多く、維持管理や水管理の不備と相まって、水資源が有効に活用されていない

状況にある。 
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こうした状況を受けボリビア政府は、灌漑分野の人材育成及び技術支援のプログラムとし

て「国立灌漑学校（Escuela Nacional de Riego：ENR）」構想を打ち上げ、2007年から国家灌漑

サービス局（Servicio Nacional de Riego：SENARI）内に担当者を配置して大学やドナー等の他

の組織との連携によって研修を行ってきたが、散発的な取り組みにとどまっている（SENARI

は2012年5月に組織改編により国立灌漑学校課を設置）。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ボリビア政府は2004年に灌漑法を制定し2006年に策定した国家開発計画においても灌漑地

域の拡大を農牧業開発の政策目標の1つとして掲げている。さらに、国家灌漑開発計画

（2007-2011年）においては、2030年までの整備目標として受益面積約27.5万ha、受益世帯約

20万世帯を掲げ、当初5カ年（2011年まで）で4万ha（受益世帯：約3万世帯）の整備を行うと

して、国際機関やドナー等の支援も得つつ積極的な灌漑開発を進めるとともに、国家灌漑サ

ービス局（SENARI）や県灌漑サービス局（SEDERI）等の組織・制度の整備や、水利権に係

る規定整備も進めてきた。 

ボリビア政府は、国家灌漑開発計画において、灌漑に係る技術支援・研修・研究及び技術

開発の改善と拡大を政策目標として掲げ、国立灌漑学校を通じてこれらに取り組むこととし

ている。 

本事業は、国立灌漑学校が、国全体の灌漑セクターの人材需要を満たす総合的な技術支援

や研修を他の組織との連携を通じて提供するための技術支援を行うものであり、ボリビア政

府の政策に合致している。 

 

（3）農業セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国政府は「対ボリビア多民族国国別援助方針（2012年6月）」において「人材育成を中

心とした社会開発」と「地域開発等を通じた生産力向上」を2本の柱として掲げている。農業

セクターについては「小規模農家の貧困削減プログラム」を設定し、「地域開発等を通じた生

産力向上」に貢献するものとして取り組みを進めており、本事業は同プログラムに位置づけ

られ、特に以下の協力との相乗効果が期待される（詳細は３.（9）1）を参照）。 

・ 無償資金協力 

「コチャバンバ県灌漑施設改修計画」（2006-2007年） 

・ 技術協力プロジェクト 

「高地高原中部地域開発計画プロジェクト」（2008-2011年） 

「持続的農村開発のための実施体制整備プロジェクトフェーズ1」（2006-2008年） 

「持続的農村開発のための実施体制整備プロジェクトフェーズ2」（2009-2014年） 

「北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト」（2010-2013

年） 

 

（4）他の援助機関の対応 

・ 世界銀行：農村アライアンスプロジェクト（Proyecto Alianzas Rurales：PAR） 

・ 米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）：流域管理アプローチによる国家
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灌漑プログラム（Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca：PRONAREC） 

・ ベルギー：コミュニティ灌漑支援プログラム（Programa de Apoyo al Riego Comuitario：

PARCⅡ） 

・ デンマーク：EMPODERAR-DETI 

・ ドイツ国際協力公社（GIZ）：持続的農牧開発プログラム（Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable：PROAGRO） 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ボリビア政府が灌漑事業の対象としている7県において、国立灌漑学校による人

材育成活動を通じて灌漑技術者及び農家の知識や技術の向上を図り、もって灌漑農業を促進

し、農家の生活向上に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

灌漑事業対象7県（ラパス県、オルロ県、ポトシ県、チュキサカ県、コチャバンバ県、タリ

ハ県、サンタクルス県） 

※各県人口：ラパス県284万人、オルロ県45万人、ポトシ県79万人、チュキサカ県65万人、

コチャバンバ県186万人、タリハ県52万人、サンタクルス県279万人（2010年国家統計局）

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

灌漑技術者：約1,400名、灌漑受益農家：約20万世帯 

 

（4）事業スケジュール（協力期間）：2012年11月から2016年10月まで計48カ月を予定 

 

（5）総事業費（日本側）：3.6億円 

 

（6）相手国側実施機関 

・ 責任機関：環境・水資源省（Ministerio de Medio Ambiente y Agua：MMAyA） 

・ 実施機関：国家灌漑サービス局（SENARI） 

・ 連携機関：対象7県の県灌漑サービス局（SEDERI） 

・ 関係機関：大学、NGO、ドナー等の人材育成活動実施において協力する機関 

 

（7）投入（インプット） 

  1）日本側 

専門家：合計130M/M程度〔チーフアドバイザー/灌漑、業務調整/研修、その他必要に応じ

て（施設維持管理、水管理等）〕 

資機材： 

① 研修の実施に係る資機材 

② 専門家活動に必要な他の資機材 
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  2）ボリビア側 

カウンターパートの配置（SENARI局長、SENARI国立灌漑学校課4名、各県SEDERI1名）、

専門家執務スペース、研修実施経費、経常経費（活動事業費、光熱費等） 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類（A、B、Cを記載）：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年4

月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

研修対象である灌漑技術者及び農民は男女共におり、特に農家レベルで農作業や水管理

における女性の役割は大きいため、研修の企画及び実施においてはジェンダーバランスに

配慮し、女性の十分な参加を確保する。 

 

3）その他 

2009年12月に提出されたボリビアの気候変動枠組み条約国別報告書では、ボリビアにお

ける気候変動の影響として降水量及び降水パターンの変動（水の少ない地域での更なる水

不足と多雨の時期・地域における降雨の激化）が予測され、作付可能面積、作付期間の減

少等が危惧されることから、灌漑施設整備の必要性が更に増大することが記されている。

また、このため気候変動適応のための政策として、農業及び水資源分野を優先セクター

として位置づけ、脆弱性克服のために灌漑施設の整備を促進することが掲げられている。

本案件は、灌漑分野の人材育成を通じて、この取り組みを支援するものであり、気候変

動への適応に資する案件であることについて、双方の共通認識が得られている。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

技術協力プロジェクト「高地高原中部地域開発計画プロジェクト」（2008-2011年）では、

高地高原地域における小規模灌漑農業実施のための市及び県の技術者の能力向上に取り組

み、市及び県の技術者の研修や、灌漑施設の設計や施工に関するマニュアルを整備した。

本事業では、その経験及び成果を活用し、全国に展開することが期待できる。 

また、現在実施中の技術協力プロジェクト「持続的農村開発のための実施体制整備プロ

ジェクトフェーズ2」（2009-2014年）では、特に貧困度の高いチュキサカ県北部における農

村開発事業実施体制の整備に取り組んでいるが、具体的な農村開発事業としては小規模灌

漑事業のニーズが高く、市や県レベルでの灌漑に係る人材育成の必要性が認識されている。

同じく実施中の「北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト」

（2010-2013年）では作成中の付加価値型農業戦略のなかで、現地の農業の実態とポテンシ

ャルを踏まえて焼畑移動耕作による陸稲栽培から水稲作への転換を打ち出しており、やは

り灌漑開発に係る人材育成の必要性が認識されている。 
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以上のとおり、本事業は過去の技術協力の成果を活用するとともに、現在実施中の技術

協力で認識された開発ニーズに対応するものであり、これら協力との相乗効果を発揮する

ことが期待できる。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

２.（4）に記載のとおり、ボリビアの灌漑セクターに対しては、世界銀行、米州開発銀行、

ベルギー、デンマーク等が資金支援を行うとともに、ドイツGIZが技術協力を行っている。

本事業の計画策定においては、これら機関との対話を重ねており、実施段階においても

情報共有・連携を行い、他ドナーの技術協力成果の活用を通じて投入の効率性を高めると

ともに、人材育成の成果を他ドナー資金を活用した施設整備に生かすことで協力効果を高

めることが可能である。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標 

ボリビアの7県において灌漑農業が促進される。 

指標： 

1．環境・水資源省が定めている調査・設計基準等に準拠した適切な灌漑システムの面積

が○○haに増加する。 

2．○○カ所の灌漑システムにおいて、農家が適切な水管理や施設維持管理を実施してい

る。 

 

2）プロジェクト目標 

灌漑技術者及び農家が国立灌漑学校によって実施される人材育成活動によって習得した

知識や技術を活用する。 

指標： 

1．○○カ所の灌漑システムにおいて、人材育成活動に参加した灌漑技術者が、人材育成

活動によって得られた調査、設計、施工等に関する知識や技術を活用する。 

2．○○カ所の灌漑システムにおいて、人材育成活動に参加した農家が、人材育成活動に

よって得られた水管理や施設維持管理に関する知識や技術を活用する。 

 

3）成果及び活動 

成果1：灌漑農業に係る技術的課題と人材育成関連組織（人材育成活動実施において協力

を得ることが想定される大学、NGO、ドナー等の組織）の現状に基づき、対応策が提言さ

れる（※1）。 

指標： 

1．灌漑農業に係る技術的課題が把握される。 

2．人材育成関連組織の実施能力及び灌漑分野の人材育成への協力に係る方針が把握され

る。 
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3．灌漑農業に係る技術的課題の解決のために必要な対応策が提言される。 

活動： 

1-1．灌漑農業に係る課題調査及び分析を行う。 

1-2．人材育成関連組織の組織能力の分析を行う。 

1-3．灌漑農業に係る技術的課題の解決のために必要な対応策の提言を行う。 

 

成果2：国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画（※2）が作

成される。 

指標： 

1．国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画が作成される。 

活動： 

2-1．国立灌漑学校が企画・実施すべき、ネットワークアプローチ（※3）を活用した人材

育成の活動項目を特定する。 

2-2．国立灌漑学校と関係機関の役割分担を整理し、関係機関と調整する。 

2-3．国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画を作成する。 

 

成果3：基本計画で定めた優先順位の高い人材育成活動が実施される。（※4） 

指標： 

1．優先順位の高い人材育成活動が○○件程度実施される。 

2．○○人の灌漑技術者、○○人の灌漑農家が人材育成活動に参加する。 

活動： 

3-1．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下にカリキュ

ラムを策定する。 

3-2．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下にテキスト

及び教材の準備を行う。 

3-3．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、講師配置に係る調整、研修員の募

集・選考等の準備を行う。 

3-4．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、実習を通じた技術習得が可能とな

る研修方法を考慮しつつ実施する。 

3-5．研修以外の基本計画で定めた優先順位の高い活動について、関係機関との連携の下

に実施する。 

 

成果4：人材育成活動のモニタリング、評価及びフォローアップの仕組みができ、運用さ

れる。 

指標： 

1．基本計画を踏まえた年次計画の策定と、その進捗状況のモニタリング及び評価が定期

的に実施される。 

2．優先順位の高い個々の人材育成活動について、モニタリング及び評価が実施される。

3．人材育成活動のフォローアップが実施される。 
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活動： 

4-1．基本計画を踏まえた年次計画の策定と、その進捗状況のモニタリング及び評価の仕

組みを構築し、運用する。 

4-2．優先順位の高い個々の人材育成活動について、モニタリング及び評価の仕組みを構

築し、運用する。 

4-3．人材育成活動のフォローアップの仕組みを構築し、運用する。 

 

成果5：国立灌漑学校の人材育成活動が財政的持続性を獲得する。 

指標：国立灌漑学校が人材育成活動に必要な資金を確保する。 

活動： 

5-1．国立灌漑学校に係る広報のための資料を作成する。 

5-2．広報資料を活用して、財政当局やドナー等と活動資金獲得のための交渉を行う。 

5-3．前項に加えて、関係者の参加による持続性確保のための対策を検討する。 

 

※1：成果1においては、灌漑分野の技術的課題を網羅的に把握し、それぞれの課題を所管

する官庁や関係ドナー等へ対応策の提言を行う。このうち国立灌漑学校で対応すべき

課題について、成果2以降で対応する。 

※2：人材育成活動基本計画は5カ年計画とする予定。 

※3：ネットワークアプローチ：他の組織との連携によって人材育成活動を実施するアプロ

ーチ。 

※4：現時点で想定される主な人材育成活動の概要は以下のとおり。 

・ 技術者向け研修：特定の技術テーマに関する数日間の短期研修を中心に実施する。

各回の参加者は30名程度とし、協力終了時にはいくつかの県において年間複数回

の実施を想定する。 

・ 農家向け研修：各灌漑地区から1～2名の若手農家を選び、水管理や施設維持管理

等に関する1週間程度の研修を実施し、各地区の農家が受講者から技術を学ぶ形を

想定。各回の参加者は30名程度とし、協力終了時にはいくつかの県において年間

複数回の実施を想定する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ 対象7県は、地形・気象等の自然条件のみならず県灌漑サービス局（SEDERI）の組織

能力（人員体制、予算、業務経験等）も大きく異なることから、事業の実施にあたっ

ては全県一律ではなく各県の状況に応じて順次進める。このため、SEDERIについては

「実施機関」ではなく「連携機関」として位置づけ、国家灌漑サービス局（SENARI）

を通じて各県の状況に応じた支援を行う。 

・ 人材育成活動の実施においては、ネットワークアプローチに基づき、地域の大学等と

協力する場合があるが、このような大学等の機関を「関係機関」と位置づける。「関係

機関」は原則、本事業による支援対象とはならない。 

・ 各指標については、プロジェクト開始後6カ月程度を目途に人材育成活動基本計画の策
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定を通じて詳細化する。 

 

（2）その他インパクト 

特になし。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提 

・ SENARI国立灌漑学校課に4つの専門分野の専属職員が配置される。 

・ 7県のSEDERIに各1名の国立灌漑学校県コーディネーターが配置される。 

・ 先方政府においてプロジェクト実施に必要な予算が確保される。 

・ 社会・経済の安定が維持される。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・ カウンターパートが頻繁に交代しない。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 政府の灌漑事業関連予算が大幅に減少しない。 

・ 他ドナーの灌漑分野支援が大幅に減少しない。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ 環境・水資源省が定める調査・設計基準等に基づく灌漑施設の審査及び検査が適切にな

される。 

 

６．評価結果 

本事業は、ボリビアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

ドミニカ共和国「灌漑農業技術改善計画」（2001-2006年）においては水管理、施設維持管理、

栽培に関する技術者向け研修を行ったが、事後評価では、わが国等の先進技術のみならず現地

の篤農家技術や適応技術を活用したことで協力終了後の技術普及が促進されたこと、また、技

術・研修の導入とインフラ整備の双方に配慮した事業形成あるいは事業連携はシナジー効果が

期待できることが指摘されている。本事業でも、現地の技術の積極的な活用を図るとともに、

他ドナーによる支援との連携を促進していくこととする。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４.（1）のとおり。 
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（2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 

 

 




