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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二課 

１．案件名                                                 

 国 名： エジプト・アラブ共和国（以下、「エジプト」） 

 案件名： 水管理移管強化プロジェクト 

 Project for Strengthening Water Management Transfer 

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における水資源灌漑セクターの現状と課題 

エジプトでは、急激な人口増加（年率1.7%1）による水消費の増大と、農業生産と雇

用の拡大を目指した農地開発により、水資源の需給が逼迫している。しかし、同国水

資源の大部分（97%）を賄うナイル川の利用可能水量は、スーダンとの 2国間の国際

水利協定により年間 555億トンと規定され、新たな水資源の開発にも制約がある。 

同国政府は 2017 年を目標年とする国家水資源計画（NWRP）を策定しており、水

資源消費の 8 割以上を占める農業セクターにおいても、水資源利用の効率化、農業

排水の再利用等を推進し、新たな需要に対して必要な水資源を創出することを計画

している。 

灌漑システムの管理（水配分及び施設の維持管理）を担う水資源灌漑省（MWRI）

は、この計画の達成のための有効な手段として、ドナーの支援を受けつつ、灌漑施設

の整備・改修を行うと共に、参加型灌漑管理（PIM）2の推進のために水利組合

（WUO）の設立・強化に取り組んできている。また、支線水路以下の用水路について

設立した WUO に灌漑管理移管（IMT3）を行って水利用の効率化を図る計画である。

農作物の作付けの自由化などを背景に、人員も限られる中でMWRIが末端農家まで

の水需要を把握して供給管理することの非効率性も明らかになっており、財政的に全

ての灌漑施設の建設費や維持管理費の全てを賄うのが難しい。加えて、水利用の効

率化による農業収益の増大も見込まれることから IMT の実施は MWRI の喫緊の課

題となっている。メスカ（3次水路）までは既に移管が実施されており、現在、MWRIは

支線水路の移管を目指し、これを制度的に担保するために WUO に関する法律改正

を含む施策を進めているところである。 

これまで、JICAは水利組合強化のための技術協力プロジェクトを 2フェーズにわた

って支援してきた。2000～2007 年に実施した「ナイルデルタ水管理改善プロジェクト

（WMIP）」では、メスカの灌漑施設の整備と参加型の WUO 設立支援を行った。これ

                                                   
1
 2010年数値。（出典：World Development Indicators Online (December 2011) World Bank） 

2
 灌漑管理における意思決定や施設運用など様々なレベルにおける利水者（農家）の参加。 

3
 国際的には、灌漑管理移管（Irrigation Management Transfer: IMT）が使用されるが、本プロジェクトで

は、エジプト側の要望に基づき排水なども含めたより広い概念として水管理移管（Water Management 

Transfer：WMT）を用いることとした。 

技プロ用 
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を受け、2008～2012 年に実施した「水管理改善プロジェクトⅡ（WMIP2）」では、

WUOの活動を促進、管理、モニタリング及び評価するとともに、新規WUOの設立促

進を担う同省中央灌漑指導部（CDIAS）の能力強化に取り組んだ。これらを通じて、

対象サイトにおいてWUOの強化が行われ、WUOによる PIMの可能性を示すととも

に、CDIAS やその地方出先機関である管区灌漑指導部（GDIAS）や管区灌漑指導

部支所（DIAS）の職員による、他WUOへの成果の展開も行われつつある。 

しかしながら、支線水路レベルの IMT については、政策レベルで方向性は示され

ているものの、灌漑管理におけるWUO及びMWRI双方が担うべき役割の移管につ

いて、現在の姿から目指すべき姿にどのような手順に沿って段階的に進めていくかを

示した実践的なロードマップは作成されておらず、MWRI 計画局（PS）が行う同省の

組織体制整備には遅れが見られ、現実にはほとんど進んでいない。また、全国的に

見れば IMTの受け皿となる PIMを行えるほどに機能しているWUOの数も限定的で

ある。そのため、ボトムアップアプローチとしてのパイロットサイトでの試行に基づく事

例の提示と、これを踏まえた実施体制の整備が求められている。加えて、これらの政

策の現場での担い手である GDIAS、DIAS 等の職員への研修は同省水資源灌漑研

修局（TSWRI）及び CDIAS が実施しているが、IMT の視点を明確に盛り込むなど技

術研修カリキュラムの更新やそれに基づいた研修実施により、関係者の能力強化を

充実させることが求められている。 

 

（2）当該国における水資源灌漑セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

同国政府は NWRP2017 において、同国の水管理の基本政策として、水資源の需

給逼迫と環境問題への対応を図る「統合水資源管理（IWRM）」アプローチをとること

とし、その戦略として①既存水資源の有効利用の促進、②水質の保全と汚染防止、

③新規水源の開発に取り組むこととしている。さらに、それらの戦略と関連する制度

改革の方針として、MWRIから灌漑区、支線水路、メスカの各レベルのWUO4への水

管理権限の移管を示している。メスカレベルの移管については既に実施されており、

MWRI は次の段階として、支線水路レベルの移管を目指していることから、本プロジ

ェクトは同方針に合致した内容になっている。 

 

（3）水資源灌漑セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

我が国の対エジプト国別援助計画（2008 年 6月）では、支援の三本柱として「持続

的成長と雇用創出の実現」、「貧困削減・生活水準の向上」、「地域安定化促進」を掲

げている。水資源灌漑セクターへの支援は、このうち、「貧困削減・生活水準の向上」

                                                   
4
 各レベルのWUOは、それぞれ灌漑区水利組合（DWB）、支線水路水利組合（BCWUA）、メスカ水利組

合（WUA、沙漠の新規開拓地ではWUU）と呼ばれている。IMTにおいては、DWBは、BCWUAと行政の

代表からなる協議会であり、灌漑区内の BCWUA間における水配分の調整・管理等の主体となる。 
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の開発課題「農業・農村開発」に区分されており、当該開発課題に対応する協力プロ

グラムとしては「ナイルデルタ等の水利用・農業生産の効率化、小農の所得向上支

援」に位置づけられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

同国の水資源灌漑セクターに関わるドナー支援は多く行われており、現在実施中

のものとしては、世界銀行、ドイツ復興公庫（KfW）、オランダ政府による「統合型灌漑

改善管理プロジェクト（IIIMP）」（2006～2013年）、USAIDの「統合水資源管理プロジ

ェクト（LIFE-IWRM）」（2009～2012 年）、ドイツ国際協力公社（GIZ）の「水管理改革

プログラムフェーズ 2（WMRP）」（2012～2014年）がある。  

 

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、パイロットサイトの支線水路レベルにおける水管理機能の MWRI から

WUO への移管の試行及び行政官向けの研修の強化と、それらを踏まえた具体的な

ロードマップを作成することにより、水管理移管の実施体制の構築を図り、もってエジ

プト全土における支線水路水管理の支線水路水利組合（BCWUA）への移管に寄与

するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

プロジェクト開始後に選定されるパイロットサイト 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

MWRI：CDIAS 125名5、PS 40名、TSWRI（技術職） 50名 

パイロットサイトの BCWUA 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

  2012年 11月～2015年 10月を予定（計 36か月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

   2.5億円 

 

（6）相手国側実施機関 

  MWRI（CDIAS、PS、TSWRI） 

                                                   
5
 CDIAS25名に、GDIAS100名を加えた。 
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（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・専門家派遣 

長期（チーフアドバイザー/灌漑政策、水管理組織強化、研修/業務調整） 

3名×36 カ月＝108MM程度 

短期（必要に応じて）4～5MM程度/年 

・本邦/第三国研修：10名程度/年 

・供与機材：コンピュータ、計測器 

・現地活動費（専門家活動費、ローカルコンサルタント傭上費等） 

2）エジプト国側 

・カウンターパート（C/P）配置6（35名程度。内訳：灌漑総局及びCDIAS 10名、PS 

5名、TSWRI 10名、パイロットサイトの GDIAS 5名×2） 

・プロジェクト事務所（CDIAS及びPSに設置。TSWRI、GDIASは、専門家滞在時

には執務時に必要なスペースを提供する） 

・現地活動費（C/P旅費、研修経費、灌漑施設改修費等） 

・その他、活動に必要な情報、便宜供与等 

 

（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）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 

ジェンダー・貧困等の配慮を要する特別の負の影響は予測されない。 

3）その他 

気候変動に関する政府間パネルが 2007 年に発表した第四次評価報告書

等によれば、将来の気候変動シナリオの下で、エジプトにおいても気温上昇や

降雨量減尐が予測されている。ナイル流域の水循環は気候変動に対して脆弱

であり、ナイル川に水資源の 97％を依存し、その利用可能水量の 8 割以上を

消費する農業は、生産性や自給率の低下など気候変動による大きな影響を受

けると考えられる。本事業は、IMT による水利用の効率化を志向しており、気

                                                   
6
氏名と所属を含んだ C/Pリストは、R/D署名までに MWRIからの取り付けを予定している。 
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候変動対策の適応策案件と位置付けられる。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

  水資源灌漑分野、農業・農村開発分野では、これまで、本プロジェクトの先行プ

ロジェクトである WMIP、WMIP2 を含めて多くの協力が実施されている。現在実

施中の開発計画調査型技術協力「中央デルタ灌漑のための排水水質管理・再利

用プロジェクト」（2012～2014年）及び技術協力プロジェクト（SATREPS）「ナイル

流域における食糧・燃料の持続的生産プロジェクト」（2009～2014 年）について

は、プロジェクトサイトが同一県内となる可能性があり、適宜、情報交換と成果の

共有を行う。また、2012 年 5 月まで派遣していた農業・水資源政策アドバイザー

（個別専門家）の役割の一部を本プロジェクトのチーフアドバイザーが引き継ぐ。 

2）他ドナー等の援助活動 

他ドナーによる協力のうち、GIZが支援するWMRPと本プロジェクトは水管理

移管の推進という点で目的を一にしている。WMRP は政策面からのアプローチ

に力点を置く一方で、本プロジェクトが現場での具体的な実践を基に政策へ繋げ

るアプローチを採っており、水管理移管の効果的・効率的な推進のために十分な

意見交換を実施して連携を図る。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

エジプト全国において BCWUAへの水管理移管が促進される。 

指標： 

MWRIが水管理移管を開始した、もしくは移管済みのサイト数。（Xサイト） 

 

2）プロジェクト目標： 

MWRIにおいて、全国レベルで水管理移管を行うために必要な実施体制が整う。 

指標： 

・水管理移管に向けた組織体制、関係者の役割分担、研修計画を含んだロードマップ
7がMWRIによって承認される。 

                                                   
7
 パイロットサイトでの試行の結果も受けつつ、水管理移管の実現に向けた、活動内容、実施方法、担当

者、期限、予算、内容や対象地区の優先順位、マイルストーン、リスク管理等を記載した文書。PS及び

CDIASが主体となって作成することを想定し、本プロジェクト終了後は、このロードマップに基づいて関

係機関が水管理移管を開始する。詳細な記載事項は、プロジェクト開始後に決定する。 
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・実施のために措置される人員及び予算の程度。 

 

3）成果及び活動 

成果1：パイロットサイトでの活動を通して、水管理移管を受けるためのBCWUAの能

力強化の方法論が明らかになる。 

指標： 

・パイロットサイトでの移管試行後の水管理に係る関係者（BCWUA メンバー、MWRI

等）の満足度が 70%以上になる8。 

・MWRI とWUOが必要な経費を負担して試行が実施される。 

・管理移管実施のためのマニュアルが作成される。 

活動： 

1-1 NWRP2017 等を参照しながら、政策及び実施面における水管理移管の問題分

析を行う。 

1-2 国と地方出先機関及びWUOの役割の確認を行う。 

1-3 選定基準を踏まえ、パイロットサイトを確定する。 

1-4 選択されたパイロット地区において、BCWUAへの水管理移管を試行する。 

1-5 地方出先機関とパイロット地区の BCWUA が共同で灌漑施設補修を計画・実施

する。 

1-6 管理移管のマニュアルを作成する。 

 

成果 2：行政官とWUOを対象とした実践的な研修を持続的に行う体制が整う。 

指標： 

・TSWRI、CDIAS職員を対象にしたトレーナー養成研修（TOT）の参加者の理解度が

90%以上になる。 

・TOT を受けたトレーナーが実施するWUO 担当の地方出先機関職員に対する研修

の参加者の理解度が 80%以上になる。 

・研修を受けた地方出先機関職員がWUOに対して実施する能力強化研修の参加者

の理解度が 70%以上になる。 

・上記の 3段階の研修実施に係るマニュアルができる。 

・上記の 3段階の研修が、計画に対して 80%以上実施される。 

活動： 

2-1 WUOの研修に関するニーズ調査を実施する。 

2-2 TSWRI及び CDIAS職員へのトレーナー養成研修を行う。 

2-3 WUOへのトレーナーとなる地方出先機関職員への研修を行う。 

2-4 上記 2-3で研修を受けた職員がWUOへの研修を行う。 

                                                   
8
 移管によって想定される効果（例：自律的な水供給、円滑な組合員間の協議等）について確認する。 
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2-5 研修実施マニュアルを作成する。 

 

成果 3：水管理移管の実施のためのロードマップが関係者に周知される。 

指標： 

・ロードマップを共有する会合等の開催回数。 

・同会合で建設的な議論がされ、ロードマップの中身が適切であると確認される。 

・プロジェクト関係者がドナー調整会合に定期的に参加する。 

活動： 

3-1 成果 1及び 2の活動も踏まえ、水管理移管のための評価・分析も含めた総合的

な戦略を構築する。 

3-2 政策の具体案として位置づけられる、水管理移管の実践のためのロードマップ

案を作成する。 

3-3 BCWUA等のステータスを明確にするための法制度確立を促進するための必要

な情報を提供する。 

3-4 水管理移管を支援する他のプロジェクトと連携する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・本事業では、C/P機関が MWRIの 3機関（CDIAS、PS、TSWRI）にまたがることか

ら、事業開始後、上記 3 機関と活動の詳細項目、責任分担を明確にした事業実施

詳細計画を作成し、合同調整会議（Joint Steering Committee）において承認を受

ける必要がある。灌漑に係る業務を総括する灌漑総局、水資源政策及び計画を担

当するPS、MWRI行政官への研修を担当するTSWRIは、水資源灌漑大臣の直下

にそれぞれ位置づけられており、CDIAS は灌漑総局の下で WUO を担当する部局

として設置されている。本プロジェクトでは、ソフト面の水管理移管の実施に中心的

な役割を担う CDIASを第一の C/P とし、CDIASによる他 C/Pへの調整を促しなが

ら PS及び TSWRI と事業を進める。 

・成果 1 及び成果 2 に係る活動は各成果の発現に貢献することに加え、それらの実

施の過程及び結果明らかになった知見は、成果 3の活動で作成するロードマップが

実践的な内容となるよう活用する。 

・本事業では、支線用水路の BCWUA への移管に係る支援を中心に行う。しかし、

MWRI は将来的に灌漑区、支線水路、メスカの各レベルの WUO へ水管理権限を

移管することを目指しているため、成果 2 で研修内容を検討する際や成果 3 でロー

ドマップを作成する際などには、DWBまでの管理移管も念頭に置くこととする。 

・指標の目標値については、事業開始後、関係者間で協議し、必要に応じて修正した
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上で、第 1回 JSCにおいて承認を受ける必要がある。 

・パイロットサイトはWMIP2のパイロットサイト 6カ所からWUOの活動状況やアクセ

ス等を考慮して、既存農地及び沙漠の新規開拓地から各 1カ所、計 2カ所を想定し

ているが、MWRI は他ドナーの協力サイトも含めることを希望しており、現時点では

未確定である。そのため、プロジェクト開始後に C/P 機関と協議の上で WUO の活

動状況、アクセス等の選定基準を作成の上、候補地を選定し、第 1回 JSCにおいて

承認を受ける必要がある。 

・本事業の活動内容とその成果を日本国民、エジプト及びドナーに正しく理解してもら

えるよう、JICAウェブサイトの活用を含め、効果的な広報に努める。 

 

（2）その他インパクト 

 本事業は水管理移管に係る実施体制を構築することで、BCWUA への水管理移管

を推進し、エジプトにおける水利用の効率化に貢献する。 

 

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条件 

政治情勢の安定。 

（2）成果達成のための外部条件 

活動実施に必要なMWRIの予算が確保される。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

プロジェクトで実施した研修を受講した MWRI 職員の大部分が引き続き勤務を継

続する。 

プロジェクトの管理担当者の人事異動によるプロジェクト活動への影響が出ない。 

BCWUA/DWBの法的根拠が制定される。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

水管理移管実施に必要なMWRIの予算が確保される。 

水管理に関する国家政策に大きな変更がない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、エジプトの開発政策、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                           



 9 

・本プロジェクトの先行案件であるWMIP及びWMIP2においては、エジプトの水資源

灌漑分野で協力活動を実施している他ドナーとの連携の重要性や関係者による費

用、労働力等の分担による灌漑施設補修作業の実施が費用対効果の高い活動で

あることが指摘された。本プロジェクトにおいてもこれらを具体的な活動として取り組

む計画になっている。 

・上述の 2 フェーズの協力では、パイロットサイトでのボトムアップの活動に評価を得

た一方で、上位の政策決定や法整備がないと横への展開に限界があることが確認

された。本プロジェクトでは、優良事例やマニュアルの提示に加え、それらを材料に

中央の政策判断を促す活動を積極的に行う。 

 

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。 

（2）今後の評価計画 

事業中間時点 中間レビュー（必要に応じて実施） 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

以 上 


