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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： エクアドル共和国 

 案件名： カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト 

 Project for Reactivation of “Catarama River Basin Irrigation Project” 

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 

エクアドルにおいて、1980 年代以降の農業セクターでは農産物の生産性向上が課

題となっており、灌漑施設の未整備がその一因として挙げられ、特にコスタと呼ばれ

る海岸地域は農業地帯として重点的に開発が進められていた。このような状況のもと、

コスタにおいて、灌漑・排水施設を建設することにより、農産物の生産増大及び生産

性の向上を図り、農家の生計向上と地域経済の発展に寄与することを目的としてロ

ス・リオス県カタラマ川流域で円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」(承諾：1988 年 2

月、供与限度額 8,594 百万円)が実施された。しかしながら、同事業の対象地域にお

ける作付面積が当初計画に及ばないなど、期待された効果が限定的であることが

2005 年 9 月に行われた事後評価において確認された。その原因として、末端農地に

おける三次水路の未整備、勾配修正や均平等の圃場整備が行われていないことに

よる灌漑施設の未活用、灌漑農業に係る技術の不足が挙げられている。 

一方で、エクアドルにおける灌漑排水事業の管轄機関は変遷を繰り返し、カタラマ

川灌漑事業にかかる管轄機関は、2005 年以降でも、グアヤス川流域開発公社

(CEDEGE)から 2008 年には国家灌漑庁(INAR)、2011 年には農牧漁業省(MAGAP)

の灌漑排水次官室へと変わり、灌漑事業の活性化に向けたエクアドルによる具体的

な取り組みが実施されていない状況であった。 

このような中、カタラマ川流域灌漑事業の活性化に向けた事業計画を策定すること

を目的として、JICA は 2011 年 4 月から 7 月までに「カタラマ川流域灌漑事業におけ

る灌漑事業活性化のための事業計画策定支援(有償資金協力専門家)」を実施し、①

既存三次水路整備地域において、効果的な灌漑用水利用に基づいた営農モデルの

提案と、②近隣地域への灌漑実施地区拡大に向けた戦略策定により、灌漑施設を利

用した農業生産の拡大を図る取り組みを基本とした灌漑活用のための活性化計画案

を取りまとめた。 

その後、エクアドルにおいては地方分権化に伴い、灌漑排水事業の管轄機関が県

へとさらに移管されることとなり、カタラマ川灌漑についても 2011 年 12 月にはロス・リ

オス県(以下県)へと管轄が変わった。県では、カタラマ川灌漑の活性化を県の農業開

発における一つの重点事項として捉えており、「カタラマ川流域灌漑事業における灌

技プロ用 



 2

漑事業活性化のための事業計画策定支援(有償資金協力専門家)」による活性化計

画案を基にした円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」の開発効果増大を目的とした

協力要請を JICA に対し行った。 

 

（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 

 エクアドルは、2012 年から 2027 年までを展望した国家灌漑計画を策定中であり、

本計画に基づき全国規模の灌漑にかかる開発を進めていく予定である。また、本計

画は、新規灌漑施設の建設よりも既存灌漑施設の活用に重点をおいている。 

ロス・リオス県政府の 2012 年度の地域開発計画 (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Provincia de Los Ríos 2012)においても「生産の多様化」、

「農業生産の活性化」が目標として掲げられている。 

したがって、本プロジェクトは灌漑農業の普及を通じた農業生産の活性化、作物の

多様化を視野に入れており、エクアドル及びロス・リオス県政府の政策との整合性は

高い。 

 

（3）農業セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 平成 24 年 4 月に策定された「対エクアドル共和国 国別援助方針」において、我が

国は、「格差是正と持続的発展」を開発援助の基本方針としている。本事業は、対エ

クアドル国別援助方針で定められている、重点分野「格差是正」、開発課題「地域社

会の開発促進・基礎インフラ整備」に合致する。また、JICA はこれまで、カタラマ川流

域灌漑事業の活性化に向け、「エクアドル共和国 カタラマ川流域灌漑事業現況調

査」、「カタラマ川流域灌漑事業援助効果促進調査(SAPS)」や「カタラマ川流域灌漑

事業における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援(有償資金協力専門家)」

といった支援を行ってきている。 

  

（4）他の援助機関の対応 

他ドナーによる現在の灌漑分野における活動は確認されていない。ババオジョ市

近郊に建設されたババオジョ灌漑システムは、過去 IDB(米州開発銀行)の支援を受

けていた。現在は、灌漑施設は県政府に引き継がれ、運営･管理は水利組合に移管

されている。 

 

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、ロス・リオス県カタラマ川流域において、対象地域に適した灌漑農業

モデルを用いた農業振興体制を整備することにより、カタラマ川流域灌漑事業対象

地区における土地利用の向上に寄与するものである。 
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（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

  カタラマ川流域灌漑事業対象地域／ロス・リオス県カタラマ川流域（カタラマ地区、

シビンベ I 地区、シビンベ II 地区） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

カタラマ川流域灌漑事業対象地域の農家約 600 戸 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 7 月から 2016 年 6 月までを予定（計 36 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

 約 4.0 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

ロス・リオス県政府（GADPLR）経済基盤部（Infrastructure Department）及び生産

開発局(Production Development Department) 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

専門家派遣： チーフアドバイザー、営農、灌漑技術、GIS、組織強化、業務調整等

3 年間で 96M/M 程度 

カウンターパート本邦研修： 年間 2 名程度 

機材供与： 活動用車輌、GIS、事務機器、展示圃場用農業機械等 

プロジェクト活動経費 

2）エクアドル国側 

カウンターパート配置：経済基盤部及び生産開発局から合計 7 名程度の技術者 

プロジェクト事務所：土地・建物 

プロジェクト活動経費 

 

（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 

 C 

②カテゴリ分類の根拠 

 「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
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ない影響は最小限であると判断されるため、カテゴリ C に該当する。 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 特になし 

3)その他 

 特になし 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

・円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」(1988 年～2003 年) 

・円借款事業事後評価(2005 年) 

・カタラマ川流域灌漑事業現況確認調査(2009 年) 

・「カタラマ川流域灌漑事業」援助効果促進調査(SAPS)(2010 年) 

・「カタラマ川流域灌漑事業における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援」

(有償資金協力専門家)(2011 年) 

2）他ドナー等の援助活動 

1974 年から 1978 年に IDB はババオジョ灌漑排水事業を実施した。 

カタラマ灌漑地区に近いババオジョ灌漑地区にて、2009 年現在も 960 名の会員か

らなる水利組合によって、灌漑施設の運営維持管理が円滑に行われている。 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

カタラマ川流域灌漑事業対象地区における土地利用が向上する。 

指標： 

対象地域の年間作付面積が○○ha から○○％増加する。 

 

2）プロジェクト目標： 

対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

指標： 

1 対象地域に適した作物毎の技術体系と複数の営農類型からなる灌漑農業モデル

が、経営規模等（土地所有や雇用形態を含む）の農家のカテゴリー別に提示される。 

2 灌漑地区拡大計画が県の方針として採用される。 

 

3）成果及び活動 

成果１：展示圃場において、灌漑システムの運用及び維持管理が行われる。 

指標： 
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1-1 灌漑システムの運用及び維持管理について、少なくとも○○％の農民が満足し

ている。 

1-2 ベースライン調査時に比べ、水利費の徴収率が少なくとも○○％増加する。  

活動： 

1-1 土地所有、土地利用、灌漑施設の利用、三次水路導入のニーズ等を把握する

ためのベースライン調査を行う。 

1-2 二次水路ごとに灌漑システムの運用及び維持管理状況を評価する。 

1-3 活動 1-1 及び 1-2 の結果をもとに、対象地域の GIS を用いたデータベースを作

成する。 

1-4 展示圃場が属する二次水路システムにおける、ロス・リオス県政府及び農民グ

ループによる灌漑施設の運用及び維持管理のモデル計画が作成される。 

1-5 活動 1-4 の計画を実施するため、ロス・リオス県政府及び農民グループに対して

指導を行う。 

1-6 活動1-4で作成された維持管理のモデル計画を対象地域全域に広めるために、

他の二次水路においても適用する。 

  

成果２： 展示圃場周辺の農家に灌漑営農技術が普及する。 

指標： 

2-1  展示圃場の近隣に住む少なくとも○戸の農家が展示圃場で学んだ灌漑営農技

術を使用している。 

活動： 

2-1 展示圃場の設置場所が選定され、展示圃場の利用計画が策定される。 

2-2 試験圃場を設置し、市場性等を考慮して選定した作物について、対象農家によ

る技術的な栽培実践可能性を検証し、対象地域に適した作物を特定する。 

2-3 展示圃場を実際に運営する。 

2-4 展示圃場でのワークショップやセミナーを通じて、展示圃場の近隣農民に対して

灌漑営農に関する技術指導を行う。 

2-5 灌漑農業に必要な経営にかかるセミナー及びワークショップを開催する。 

 

成果３：カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成され

る。 

指標： 

3-1 灌漑地区拡大計画が作成される。 

活動： 

3-1 灌漑の利用拡大を阻害している要因を、ベースライン調査の結果及び過去に収

集された情報をもとに特定する。 
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3-2 活動 1、2 および活動 3-1 の結果を踏まえ、灌漑農業の普及およびこれを促進す

るための水利システム維持管理強化や三次水路整備等の各戦略を策定する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ 現在、灌漑施設の利用者が少ないため、灌漑施設の維持管理状況も十分とは言

える状況にない。また、カタラマ川流域の灌漑施設の管理主体がこれまで、4 度に

渡って変わってきたため、管理に必要な情報が欠如している。したがって、成果１

において、管理に必要な情報を収集し、データベースを整え、それらの情報を基

に適切な管理を行う。 

・ 灌漑施設の利用が進まない理由の一つは、対象地域の農民に対する灌漑営農

に係る技術指導サービスがないために、農民が灌漑施設を利用することのメリッ

トを理解する機会がないことである。したがって、成果２において、農民に灌漑営

農の利便性と有効性を実際に展示する場、及び指導する場として展示圃場を設

置し、灌漑の利用促進を通じた作付面積の増加を目指す。 

・ 成果１、２は展示圃場を中心とした活動となっているため、対象地域への全域へ

の効果の波及は限定的となってしまう。そのため、成果３において、本件プロジェ

クト終了後の対象地域全域への効果の波及を狙い、成果１、２をベースとした灌

漑地区拡大計画を作成する。 

・ 成果１、２に係る活動を通じた、対象地域に適する灌漑農業モデルの開発に加え、

成果３で作成する灌漑地区拡大計画が県政府の方針として採用されることで、県

政府の農業振興体制が整備されることとなる。以上を以て、プロジェクト目標を達

成することとする。 

・ プロジェクトで作成予定の「灌漑地区拡大計画」のコンセプトは、県が別途作成し

ているカタラマ川灌漑活性化構想をベースに、水利システム維持管理体制強化

策、経営能力・農業生産技術戦略、三次水路整備計画を盛り込むものである。 

・ 展示圃場での投資額、経営状況、収量等の情報を収集・整理した上で、融資をは

じめとする獲得可能な資金について検証し、農民による灌漑施設整備の促進支

援策を灌漑地区拡大計画の経営能力・農業生産技術戦略の中に盛り込む。 

・ 本プロジェクトにおける GIS 導入は、プロジェクトにかかる現状把握に活用するこ

とが主目的であるため、県政府から要望があがっている県の戦略策定のために

GIS を用いたシステム構築は、本プロジェクトにおいては支援しない。 

・ 本プロジェクトでは乾季における灌漑の利用促進を通じた作付面積の増加に重点

を置いていることから、展示圃場の規模、栽培作物、設置場所の選定等はプロジ

ェクト開始時に行われるベースライン調査の結果をもとに早急に決定し、協力初

年度の乾季から展示圃場・試験圃場での活動に移行する。 

・ 水利組合(水利用者による水管理のための組合)の活動が低調である一方、農業
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生産組合(作物ごと、地域ごと等で農家が集まり、集荷・出荷等を効率的に実施す

るための組合)が農家の農業経営上、一定の役割を果たし、農家に対する影響力

を有していることから、農業生産組合に灌漑管理や灌漑農業の推進の役割を担

わせることの実現性や妥当性も県政府とともに検証する。 

・ 本プロジェクト実施による灌漑水のアクセス及び収入面において小規模農家と大

規模農家の格差が拡大しないようにプロジェクト実施に際して十分配慮する。 

・ カタラマ川流域灌漑事業の運営・管理主体がこれまでに4度変わってきたこともあ

り、対象地域のあらゆる情報が現在の運営・管理主体であるロス・リオス県政府

に蓄積されていない。したがって、本プロジェクト実施に際し、ベースライン調査の

結果をもとに、適正な指標を立てる。 

・ カタラマ川流域灌漑事業にかかる調査等がこれまで既に複数回行われてきたこと

により、具体的な活動の実施が対象地域の農家から望まれている。ベースライン

調査は本プロジェクトを実施する上で非常に重要であるが、それと並行して試験

圃場及び展示圃を早急に設置し、農家の目に見える活動を行っていくことが重要

である。 

・ 本プロジェクトの目標は、対象地域における作付面積増大の土台を作ることにあ

るため、上位目標達成のためにはロス・リオス県政府の自立的な活動が不可欠と

なる。したがって、プロジェクト終了後の活動計画の基礎となる灌漑地区拡大計画

の策定に当たっては、C/P を含むロス・リオス県政府の主体性の確保が極めて重

要となる。またプロジェクト終了後のビジョンを明確化することが重要である。 

（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 

・必要な人員と予算がエクアドル側で確保される。 

・プロジェクト対象地域において社会・経済状況が悪化しない。 

（2）成果達成のための外部条件 

・天災によって対象地域の農業生産が被害を受けない。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ロス・リオス県政府が灌漑農業を政策として重視し続ける。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ロス・リオス県政府が灌漑地区拡大計画の実施に必要な十分な人員と予算を確

保する。 

・ロス・リオス県政府が灌漑の維持管理主体であり続ける。 
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６．評価結果                                               

本事業は、エクアドル政府及びロス・リオス県政府の政策並びに我が国の援助方

針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                          

 モザンビーク国「ショクエ灌漑スキーム小規模農家総合農業開発プロジェクト」

（2007 年～2010 年）において、生産段階のみの支援だけではなく、マーケティング、

加工等も含めた包括的な支援の有効性が示されている。本プロジェクトにおいても、

灌漑営農の技術面の支援に重点を置くが、併せて灌漑農業に必要な経営面の支援

も行う。 

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 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査（土地所有・利用の現状、灌漑施設の意

所管理状況、三次水路導入のニーズ等の把握） 

事業中間時点 中間レビュー 

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 


