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評価調査結果要約表

１．案件の概要

国名：カンボジア王国 案件名：流域灌漑管理及び開発能力改善プロジェクト

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：農村開発部水

田地帯第一課

協力金額（評価時点）：7 億 8,000 万円 

協力期間（R/D）： 

2009 年 9 月 1 日～ 

2014 年 8 月 31 日 

先方関係機関：水資源気象省（MOWRAM）、州水資源気象局

（PDWRAM）、灌漑技術センター（TSC） 

日本側協力機関：農林水産省（MAFF） 

１－１ 協力の背景と概要

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）における農業は国内総生産（GDP）の約 30％

を占め、就業人口の 65％以上を吸収している重要な産業であり、国家開発政策上においても重

要セクターとして位置づけられている。しかしながら、長期にわたる内戦によって実践的技術・

経験を有する灌漑技術者が著しく減少した結果、農業生産に不可欠な灌漑施設の多くが維持管

理不全、機能低下などの問題に直面しており、稲作を基幹とする同国の農業発展に向けた取り

組みの障害となっている。そのため、灌漑施設を管轄する水資源気象省（Ministry of Water 

Resources and Meteorology：MOWRAM）では、内戦時に荒廃した中小規模の灌漑施設の改修と

適正な維持管理を戦略の要に据えている。

現在、各地でさまざまな援助機関による灌漑施設の改修・開発支援が実施中ないし計画中で

あるが、ほとんどの援助事業では、ドナーの事業費で雇用されたコンサルタントが計画、設計、

施工監理業務を担っている。また、これらの灌漑事業の実施にあたり、河川流域単位での計画

が十分に行われていない例も散見され、将来的には流域単位での水利調整に問題が生じること

が危惧されている。

将来的なカンボジアの灌漑開発、灌漑施設の適正かつ効率的な計画・実施・維持管理のため

に、流域単位での灌漑計画策定を含め、灌漑システム全体に関する総合的な技術能力を有する

自国の技術者の育成は急務であるが、同国の灌漑分野における人材育成システムは極めて脆弱

である。

このような灌漑分野の課題に対応するため、独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2001 年 1

月から 2009 年 7 月まで「灌漑技術センター計画（フェーズ１：2001～2006 年、フェーズ２：

2006～2009 年）を実施した。フェーズ１では、灌漑分野の人材育成の基幹組織である灌漑技術

センター（Technical Service Center for Irrigation and Meteorology：TSC）の設立支援、末端圃場

整備に係る研修教材・マニュアルの整備、州水資源気象局（Provincial Department of Water 

Resources and Meteorology：PDWRAM）技術者の研修を行い、フェーズ２では、同じく末端圃

場整備に係る研修の継続、モデルサイト内水路・関連施設の建設支援と指導（計画、路線測量、

維持管理等）を行った。その結果、TSC 及び PDWRAM 技術者は、末端圃場整備レベルでの灌

漑事業に係る知識・技術力をほぼ習得するに至った。

これらの協力の成果を踏まえ、カンボジア政府は、末端レベルでの灌漑技術に加え、流域レ

ベルの水資源・灌漑管理、開発の実施促進のため、TSC の更なる研修実施及び技術支援、

PDWRAM 職員の能力向上実務研修や技術支援を目的とした本プロジェクトを日本政府に要請

した。これを受け、JICA は 2009 年 9 月から 2014 年 8 月までの 5 年間の予定で本プロジェクト

を実施した。
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１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、末端レベル及び流域レベルの水資源・灌漑管理、開発の実施促進のため

に、TSC の研修実施能力向上及び PDWRAM 職員の能力向上を目的としたものである。 

 

（１）上位目標：プロジェクト対象地域において、適切な灌漑事業を通じた効率的な水資源管

理が実現することにより、農業生産が安定する。 

 

（２）プロジェクト目標：プロジェクト対象地域において、灌漑事業が適切に計画、実施、管

理される。 

 

（３）成 果 

１．TSC 技術者が、MOWRAM 及び PDWRAM 技術者に対して、流域灌漑管理・開発に

係る研修と技術支援を実施できる能力を獲得する。 

２．MOWRAM 及び PDWRAM の技術者が、流域灌漑管理・開発に関する知識・技術を

習得する。 

３．MOWRAM 及び PDWRAM の技術者が灌漑システム全体における施設計画、調査、

設計、施工及び維持管理に関する技術力が、向上する。 

４．PDWRAM 技術者による灌漑事業実施を促進するための TSC の技術支援体制が構築

される。 

 

（４）投 入 

＜日本側＞ 

専門家：長期専門家 6 名、短期専門家 25 名 

研修員受入れ：40 名（技術交換プログラムでの研修 18 名を含む） 

供与機材：約 1 億 400 万円（1 米ドル＝98 円換算：合計 22 機種、106 万米ドル相当） 

ローカルコスト：約 2 億 7,600 万円（282 万米ドル相当）  

*2013 年 12 月末までの概算 

 

＜カンボジア側＞ 

カウンターパート（C/P）配置：計 16 名 

ローカルコスト負担：約 71 万米ドル（約 7,000 万円） 

プロジェクト執務室及び光熱費 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 小林 健一郎 JICA 農村開発部水田地帯第一課 課長 

灌漑技術 大石 哲也 農林水産省中国四国農政局整備部設計課 

技術審査第２係長 

評価分析 松本 彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役 

計画管理 吉川 尚樹 JICA 農村開発部水田地帯第一課 

調査期間 2014 年 1 月 27 日～2 月 15 日 調査種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

３－１－１ 中間レビュー調査時の提言への対応

（１）提言１

同一州内に複数のモデル灌漑プロジェクト地区がある 3 地区〔Ream Korn（Battambang 

Province）、Wat Chre 及び Wat Loung（Pursat Province）〕においては施設整備を対象外と

し、2 地区〔Thlea Maom（Pursat Province）、Kandal Stung（Kandal Province）〕においては

必要に応じて対象面積も削減することを提言する。ただし、施設整備を対象外とする地

区においても、農民水利組織（Farmer Water Users Community：FWUC）組織強化支援は

重要であり、引き続きプロジェクト活動の対象に含めるべきである。

＜対 応＞

Ream Korn、Wat Chre、Wat Loung の 3 地区での建設活動を対象外とした。同 3 地区に

ついて現在までに FWUC は設立されていないが、将来の FWUC 設立及び組織強化支援

の一環として、地域の農家代表による先進地区視察及び視察結果の普及活動を支援した。

また、Thlear Maom 及び Kandal Stung 地区については、提言を踏まえておのおの 1,000ha、

910ha の整備を完了した。 

（２）提言２

基幹灌漑システム研修内容には「ダム」及び「ダム関連」コースが含まれているが、

モデル灌漑プロジェクトではダムを整備対象としていないこと、内容が高度でありプロ

ジェクト期間中に一定の成果発現が期待できないことなどからこれらのコースは対象外

とし、用排水施設の技術導入を優先して取り組むことを提言する。

＜対 応＞

プロジェクトで整備対象としていない「ダム」及び「ダム関連コース」については技

術移転の対象から除いた。一方で、既存のため池の改修の必要性や環境に影響の少ない

水資源開発の方法として、「ため池」に関する研修教材及び技術の導入を行った。

（３）提言３

モデル灌漑プロジェクト 3 地区においては、先行事例を参考に、灌漑利用量の把握方

法、利用量に応じた料金徴収方法、将来想定される維持管理費用、灌漑による農家の収

入増などを総合的に勘案し、水利費徴収制度を確立する必要がある。

＜対 応＞

プロジェクトでは、これまでに 8 地区で灌漑施設の建設を実施（Lum Hach 地区につい

ては地区の半分）し、効率的な水配分による灌漑が可能となった。このうち 3 地区（Por 

Canal、Damnak Ampil、Lum Hach）については FWUC の設立支援も行い農民参加による

灌漑施設の運営管理の基礎を築いた。また、2012 年度には、8 地区のうち FWUC が設立

されていた 7 地区を対象に Operation & Maintenance のワークショップを開催。施設の維

持管理方法について農民を対象に実施方法を教授するとともにモデルサイトでの実演を

実施した。2013 年度にもこのワークショップ 8 地区を対象として継続して実施するとと

もに、自主的な活動を PDWRAM C/P を通じて促した。 

2012 年度には、このほかに上述の 7 地区を対象に年間計画作成及び会計について農民

を対象にワークショップを通じて技術移転を実施した。年間計画の中には自主的な維持

管理活動を位置づけて継続的な活動となるよう工夫を行った。会計については、年間の 
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維持管理に必要となる経費を見積もり、この合計金額を受益面積で割り戻して面積当た

りに必要となる水利費を算出する方法について C/P を通じて指導した。 

これらの活動を通じて水利費の徴収を促しているが、現在のところ Roleang Chrey、

Thomney 地区で水利費徴収が行われている状況である。さらに水利費徴収のインセンテ

ィブを上げる目的で、2013 年度に先進地区である西バライ水利組合を招聘し Kandal 

Stung、Roleang Chrey、Upper Slakou、Thomney に対して水利組織の内容や水利費徴収の

仕組みについての勉強会（Farmer to Farmer OJT）を実施した。 

 

（４）提言４ 

R/D では、TSC への C/P 配置 17 名、各対象郡の PDWRAM への C/P 配置 10 名が合意

されている。TSC への C/P 配置実績は 14 名、PDWRAM への C/P は任命されているもの

の C/P のプロジェクト参加実績は十分ではない。このため、コアスタッフとなるべき者

を 3 名選定し、常時モデル灌漑プロジェクトに従事することを提言する。また、FWUC

設立、建設、維持管理、FWUC 強化の一連の活動を PDWRAM が主体的に実施できるよ

う、TSC は PDWRAM へ権限を移譲すべきである。 

＜対 応＞ 

モデルサイトでの建設活動、ワークショップ活動に対して PDWRAM のスタッフの参

加は 3～11 名の実績となっており、地区によっては R/D に記載された以上の数の C/P が

配置された。また、実施体制について、モデルサイト建設活動については TSC C/P が 1

週間現場に常駐する体制を改め、3 日間に限定することで PDWRAM C/P の主体的な工事

施工監理体制の強化を図った。 

ワークショップ活動についても、事前に技術移転の内容を PDWRAM へ教授し、ワー

クショップでの説明は PDWRAM から実施する体制とし、実質的に権限を委譲すること

とした。 

 

（５）提言５ 

TSC は策定済みの人材育成ロードマップに沿って、新人研修のあり方など、その具体

策を検討すべきである。日本人専門家は TSC に対し必要な技術的支援を行うことを提言

する。また、TSC での研修参加者の一部は、語学力や専門知識に係る資格要件を満たし

ていない。研修終了後、モデル灌漑プロジェクトへの貢献が不十分である。このため、

PDWRAM においては、研修参加者選定に際しては、資格要件を満たしている受講者を

選定するように努めるべきである。加えて、モデルプロジェクト対象郡の PDWRAM に

おいては、研修終了後に当該受講者がモデル灌漑プロジェクトへ参加するよう人員配置

を行うべきである。 

＜対 応＞ 

新人研修について、短期専門家を派遣し、2012 年 12 月に MOWRAM の対象者及びニ

ーズの分析を実施し、今後の新規採用職員の採用の重要性を指摘するとともに、新人研

修プログラムのコース及びシラバスの提供を行った。 

MOWRAM は限られた人材のなかで研修への参加者を選定しており、すべての条件を

満たすことができないのは止むを得ないと判断される。一方、同一の参加者に集中して

研修を行うことでスキルアップを図ること、また一部の研修生からは英語による理解が

困難であることなどの指摘が出たため、一部の研修ではクメール語に訳したテキストを

用いている。 
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また、TSC3 のモデルサイト活動（建設、ワークショップなど）に参加した主なスタ

ッフはほぼ何らかの研修に参加しており、特に研修でのスキルを施工監理、水管理など

で使っており、研修が現場での灌漑施設計画・開発に適用できる有効な手段となってい

る。 

プロジェクトでは将来的な円借款事業に TSC C/P が寄与するように民間会社への発注

を含めて手続き方法を技術移転するとともに、施工監理・監督業務について研修や実地

指導を積極的に取り入れるなどして C/P の技術向上を図った。また、MOWRAM/TSC の

局長及び副局長が円借款事業の定例進捗会議に参画し、Damnak Ampil 地区において円借

款事業との工事調整を行った。 

 

（６）提言６ 

2011 年度の C/P ファンド 6 万米ドルのうち 50%はリリースされている。TSC は年度後

半の予算の早期リリース、及び 2012 年度予算確保への努力が求められる。インタビュー

などを通じ、C/P からは JICA からの手当が少ないという指摘が多数あった。当国におけ

る対策として考えられるのは優先実施コスト負担（Priority Operating Costs：POC）であ

るが、JICA は POC を支給できない。このため、JICA が負担できない費用の支援をアジ

ア開発銀行（ADB）から受けることを検討すべき。 

＜対 応＞ 

2012 年度は一時 C/P ファンドのリリースが遅れ研修が遅延する事態に発展したが、

JICA カンボジア事務所の積極的な関与により 2012 年 9 月からは予算が支出され、現在

のところ滞りなく研修が実施されている。ADB とは JICA が負担できない費用の支援を

受けることで合意が得られる見込みであったが、ADB と MOWRAM との協議が遅れ、

現在、契約ができていない状況。ADB は研修モジュールの策定を進めているが、早くて

も研修開始は 2014 年中頃からとなる。 

 

３－１－２ 成果の達成状況 

（１）成果１：TSC 技術者が、MOWRAM 及び PDWRAM 技術者に対して、流域灌漑管理・

開発に係る研修と技術支援を実施できる能力を獲得する。 

指標 1-1：TSC 職員の 90％以上が、研修、技術支援を行う能力を習得する。 

指標 1-2：80％以上の PDWRAM が TSC により提供される研修・技術支援に満足する。 

＜達成状況＞ 

TSC 職員が実施する研修・技術支援を受講した PDWRAM 研修生の満足度は高い（平

均 96.6%）。また、上司や専門家などの第三者からも高く評価されている。TSC 職員の

研修・技術支援を行う能力は十分に習得されたと判断される。 

 

（２）成果２：MOWRAM 及び PDWRAM の技術者が、流域灌漑管理・開発に関する知識・

技術を習得する。 

指標 2-1：流域灌漑管理・開発に関する研修が 15 コース以上実施される。 

指標 2-2：研修受講者の 60％以上がカリキュラムで設定された到達目標を達成する。 

＜達成状況＞ 

これまでに流域灌漑管理・開発に関する研修は 18 コースが実施されている。また、

研修受講者の到達目標達成度は高い（平均 88.4%）。MOWRAM 及び PDWRAM の技術

者は、流域灌漑管理・開発に関する知識・技術を習得したと判断される。 
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（３）成果３：MOWRAM 及び PDWRAM の技術者が灌漑システム全体における施設計画、

調査、設計、施工及び維持管理に関する技術力が向上する。 

指標 3-1：灌漑システム全体の開発・維持管理に関する研修が 12 コース以上実施され

る。 

指標 3-2：研修受講者の 60％以上がカリキュラムで設定された到達目標を達成する。 

＜達成状況＞ 

これまでに灌漑システム全体の開発・維持管理に関する研修は 26 コースが実施され

ている。また、研修受講者の到達目標達成度は高いほか（平均 90.6%）、質問票やイン

タビュー結果からも、MOWRAM 及び PDWRAM の技術者の能力は向上したと評価さ

れている。 

 

（４）成果４：PDWRAM 技術者による灌漑事業実施を促進するための TSC の技術支援体制

が構築される。 

指標 4-1：30 以上の灌漑事業計画が TSC の技術支援を得て策定される。 

＜達成状況＞ 

評価時点での採択実績は 27 事業であり目標値の達成に至っていない。しかし、2014

年度はカンボジア全国で灌漑事業が計画されているほか、TSC は NGO や国家事業計

画への支援を実施していることから、2014 年度中に目標値は達成される可能性が高

い。また、PDWRAM 技術者が各州で灌漑事業の計画から実施を行う際に、TSC は側

面から技術支援を行っている。PDWRAM の TSC への信頼・協力関係は堅固である点

からも、同成果は達成されたと判断される。 

 

３－１－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：プロジェクト対象地域において、灌漑事業が適切に計画、実施、管理さ

れる。 

指標 1 ：水利計算等に基づいて計画・設計された灌漑事業の数。 

指標 2-1 ：プロジェクト支援の水路総延長。 

指標 2-2 ：適切な施設操作を習得した PDWRAM 技術者の配置数及び研修受講後に対象地域

において活動を行った PDWRAM 技術者数。 

指標 3 ：維持管理のための農民組織（水利組合、水利グループ）の形成数とそれらによる

定期的な維持管理活動の実施回数。 

＜達成状況＞ 

8 地区のモデルサイトで灌漑事業が計画・実施され、整備された水路総延長は約

145,192m。フェーズ２で整備した約 13,460m と比較すると約 11 倍となる。TSC 研修受講

生の総数は 1,000 人を超えており（うち対象州からの PDWRAM 技術者は 534 名）、研修後

は各地域において建設活動、維持管理研修や年間計画あるいは会計帳簿研修活動など（39

名参加）に従事した。プロジェクト期間中は 3 モデル地区で農民組織の形成を新たに支援

して、維持管理活動に係る研修を実施した。その結果、農民組織による定期的な会合や施

設維持管理活動あるいは水利費徴収活動が実施されている。インタビューやアンケート結

果が示すように、本プロジェクトの実施により PDWRAM 技術者は独自で設計図や灌漑事

業計画書を策定し、かつ適切な実施から管理までを行えるようになった。したがって、プ

ロジェクトの進捗や成果、数値目標の達成状況にかんがみ、プロジェクト目標は達成され

たと判断される。 
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３－１－４ 上位目標の達成状況 

上位目標：プロジェクト対象地域において、適切な灌漑事業を通じた効率的な水資源管理が

実現することにより、農業生産が安定する。 

指標 1-1 ：プロジェクト対象地域における米とその他の作物の単位収量が全国目標値に到達

する。 

指標 1-2 ：プロジェクト対象地域における水の有効利用や水配分で拡大した耕作地の面積。 

＜達成状況＞ 

地域間のばらつきがみられるものの、昨年の単位収量は 1.8～4.4t/ha*と報告されている。

特にトンレサップ西部地域農業生産性向上プロジェクト（Agricultural Productivity 

Promotion Project in West Tonle Sap：APPP）連携サイトでは 4.5～7.1t/ha と報告されており、

全国目標値（3.0t/ha）に達している。プロジェクト対象地域において、水の有効利用や水

配分で拡大した面積総数は約 2,951ha であり、このうち二期作が可能になった面積は約

361ha である。以上の結果は、適切な灌漑事業を通じて効率的な水資源管理が実現してい

ることを示しており、その結果として対象地域における農業生産量・収量が増加したと判

断できる。 
*単収のデータは対象 11 全地域を記載。Lum Hach 地区（単収 1.8t/ha）は施設が工事中で効果が表れてい

ないが、数値には含まれている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

３－２－１ 妥当性 

本プロジェクト開始以降、カンボジア側の政策及び日本側の援助方針、農業セクター、と

りわけ灌漑開発政策に大きな変更はないことから本事業の妥当性は維持されている。また、

対象州においてカンボジア関係者の人材育成や能力強化の重要性は高い。 

 

３－２－２ 有効性 

実施が遅れた計画がみられたものの、能力強化に関する活動は適切に実施された。技術者

及び農民の能力が向上したため、プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに達成される

見込みである。とりわけ、本プロジェクトが流域単位での水管理に関する技術や基幹から末

端までの灌漑システム全体を網羅した研修実施のほかに、モデル灌漑事業を実施する

PDWRAM への技術支援体制の整備を実施したことにより、プロジェクト対象地域の適正な

灌漑事業の計画・実施・管理が可能になった。以上の点から有効性は高いと判断される。 

 

３－２－３ 効率性 

本事業に対する両国の投入は、量・質・タイミングは適正であり、すべての投入は十分に

活用されている。投入された資源は投入量に見合う成果を出していることから効率的な活動

が行われたと判断される。ただし、プロジェクト開始時点では工事範囲や内容が未確定であっ

たためプロジェクト開始後に精査した結果、必要な工事量が当初想定を上回ったこと、さらには

有償資金協力事業の遅延により暫定的な施設整備が必要になったこと。また、成果発現に必

要な短期専門家派遣を追加したことにより、事業費は増大する結果となった。 

 

３－２－４ インパクト 

（１）上位目標への貢献 

本調査の結果、以下の点については上位目標への貢献が確認された。 
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① 耕作地の面積が増加した（拡大した面積は約 2,951ha）。 

② 作物栽培の多期作が可能になった（二期・三期作が可能になった面積は約 361ha）。 

③ 稲の単位収量が増加した（全モデルサイトで平均収量は増加。とりわけ灌漑施設を

整備し、農民への研修を支援した地区の収量増加は全国平均の 3t/ha と比較しても著

しく高い）。なお、APPP 連携サイトの単位収量は 4.5～7.1t/ha に達している。 

これらの結果から上位目標は達成される可能性が高いと判断される。 

 

（２）正のインパクト 

対象地域の農家には経済・技術面や意識面で変化が表れている。特に、灌漑面積の増

大のほか、農道へのアクセス・水管理及び水利組合運営などで大きな変化がみられてい

る。 

 

（３）波及効果 

① 対象地域の農民並びに農民組織への波及効果 

（例：農家の生計向上、稲作栽培に係る水の確保、収量増、市場・輸送手段の改善 

など） 

② 灌漑事業の推進 

③ 全国 PDWRAM 技術者への波及効果 

 

３－２－５ 持続性 

本プロジェクトは政策・制度面及び技術面での持続性は高いと判断されるものの、組織・

財政面の持続性が確保できる見通しは立っていない。カンボジア側のより一層の努力が必要

である。 

 

（１）政策及び制度的持続性 

農業生産の向上に向けた灌漑開発の促進とそのための技術人材育成は、現在のカンボ

ジアの関連政策において優先分野とされている。プロジェクト終了後もそれらの政策が

継続される見込みは高い。2007 年に水資源管理法が制定され、現在は副令案（FWUC、

流域管理、水質、水利権）が作成されている。これらの副令の制定や施行によって法的

措置及び政策環境が整うことが期待される。 

 

（２）技術的持続性 

これまでの JICA による協力を通じ、TSC 職員や研修を受講した技術職員は流域灌漑

管理・開発に関する技術や知識を習得している。各自で計画、調査、設計、施工監理が

できるようになっただけでなく、他職員や民間建設会社へ指導できるまでの能力を獲得

している。TSC 職員がモデルサイトで施工経験を積むことにより、工事施工監理や監督

能力が高まり、プロジェクト後半には、MOWRAM 及び PDWRAM の技術職員への技術

移転が効率よく実施されていた。モデルサイトでの農民参加型の建設作業を通じて、農

民が施設の維持管理を行う際に必要となる簡易な修復作業の知識も同時に得られるよう

になっている。こうしたことから、プロジェクトの技術面での受容度は高い。また、プ

ロジェクト終了後は技術移転を受けた職員が核となり、各職場での人材育成に貢献する

とともに、今後はカンボジア政府事業や円借款事業、草の根無償資金協力事業、他ドナ

ーの類似事業を実施することが期待される。 
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（３）組織及び財政的持続性 

組織の持続性を確保するうえでの課題として、プロジェクト終了後の人材確保が挙げ

られる。2014 年に新規技術協力プロジェクト「流域水資源利用プロジェクト」が開始さ

れ、一部の TSC スタッフは新規プロジェクトに参加する予定となっている。そのため、

TSC の研修や技術支援機能を持続させるためには、新規プロジェクトの組織体制とのバ

ランスを考慮した適切な人材配置の検討を行うことが望まれる。また、カンボジアの財

政は厳しい状況にある。技術研修を行ううえで国家政府予算の裏づけは限られており、

現時点で財政的な持続性を見込むのは難しい。両国がプロジェクト活動の成果を持続さ

せるため予算確保の方法を模索していくべきである。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

本プロジェクトの効果発現には、対象地域の農民やコミュニティ指導者の積極的参画と意欲

が影響している。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

① 対象地域における有償資金協力事業の承認・資金充当の遅れがみられた。 

② C/P の配置やカンボジア政府の予算執行の遅滞、上下流農家間の紛争解決、農民参加に

時間を要したこと、不発弾（Unexploded ordnance：UXO）発見による工事遅滞の影響があ

った。 

 

３－５ 結 論 

評価５項目に関し、妥当性、有効性は満足のいくレベルのものであり、かつ、さまざまな正

のインパクトの発現を確認することができた。また、専門家派遣や施設工事に投入費用が増大

した点を除けば、投入は成果に見合うものであり効率的であった。他方、持続性の確保にはカ

ンボジア側のより一層の努力が必要である。全体としては、プロジェクト期間中にプロジェク

ト目標をおおむね達成すると結論づけることができる。したがって、本プロジェクトは予定ど

おり終了する。 

 

３－６ 提 言  

３－６－１ プロジェクト終了前に対応が必要な項目 

（１）2014 年 TSC 年間計画の改訂 

本プロジェクトの終了後、JICA 専門家・予算の投入がないなかで、TSC は独自に活動

を継続していくこととなる。TSC は毎年、年間計画を作成して経済財務省（Ministry of 

Economy and Finance：MEF）に予算を申請しているが、TSC が 2013 年に予算として計

上した 13 億 7,200 万リエル（約 33 万 6,000 米ドル）のうち、MEF が承認した予算額は

7,700 万リエル（約 1 万 9,000 米ドル）にとどまっている。2014 年予算についても TSC

は 13 億 7,200 万リエル（約 34 万米ドル）を要求しているが、MEF の承認額は前年並み

となることが予想される。MEF による承認額が要求額を大きく下回る状況であることを

踏まえ、TSC は 2014 年の年間計画を見直し、実際に獲得できる予算額に合わせた、よ

り現実的なものに改定する必要がある。このため、調査団は TSC に対し、次の点につい

て提言する。 

① 年間計画に記載されている活動に優先順位をつける。 

② 作成済みの 2014 年 TSC 年間計画に記載されていない重要な活動、例えば FWUC 設 
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立支援、水利費の徴収支援、MOWRAM の新人向け研修など、TSC が実施しなければ

ならない活動を年間計画に追加する。 

③ 計画予算額と承認される予算額のギャップを埋めるために、TSC は国家予算、2014

年 6 月開始予定の JICA 新技プロ用 C/P ファンド、円借款のソフトコンポーネント予

算、そして他ドナー（特に ADB）の資金を可能な限り確保する。 

④ 確保可能な予算見込み額に応じて活動計画を修正する。 

⑤ 修正した活動計画の実施に必要なスタッフの数や専門分野を検討する。 

 

（２）新規技術協力プロジェクト開始にあたって TSC スタッフの任命 

2014 年に新規技術協力プロジェクト「流域水資源利用プロジェクト」が開始され、一

部の TSC スタッフは新規プロジェクトに参加する予定である。本プロジェクトの持続性

を確保する観点から、TSC は以下の行動を取る必要がある。 

① 「流域水資源利用プロジェクト」実施に必要な C/P を任命する。ただし、既存の TSC

の機能（研修（計画、設計、建設管理・監督、水管理）、技術支援）を阻害しないよう

にする。 

② TSC の既存の活動実施にスタッフが不足する場合、MOWRAM は他部署からの配置

換えや新規採用等の必要な措置を取る。 

 

（３）モデル地区での工事の最小化 

調査団は、日本側とカンボジア側双方の予算の制約により、プロジェクト終了までに

実施するモデル地区の工事については、プロジェクト目標達成に必要最低限な範囲にと

どめるようプロジェクトへ提言した。 

 

（４）MOWRAM 新規採用者への研修実施について 

MOWRAM は 2013 年度に 47 名の新人採用を行った。また 2014 年度も約 100 名の採

用を計画している。一方、新規採用者は採用初年度に MOWRAM 人事局で事務系の研修

を受けるが、2 年目以降は各部署へ配属され、技術研修を受ける機会は限られている。

本プロジェクトでは新人研修プログラム案が作成されており、MOWRAM 人事局は TSC

が新規採用者への技術研修を実施できるよう、必要な調整を行う必要がある。 

 

（５）農民水利組織（FWUC）を「工事推進 FWUC」から「維持管理型 FWUC」へ転換 

本プロジェクトで概算されたモデル地区ごとの維持管理費用及び徴収されている水利

費は地区で異なるが、現時点では Thomney 地区及び Roleang Chrey 地区においては水利

費徴収が始まっている。Ream Kon 地区、Wat Chre 地区、Wat Luong 地区、そして Lum Hach

地区を除けばパイロット工事は終了しており、農民は灌漑水の利用を開始している。こ

のため、各農民水利組合は速やかに水利費徴収を開始する必要がある。しかしながら、

FWUC メンバーにとっては維持管理活動、特に水利費徴収は難易度の高い活動であり、

政府からの技術的・財政的な支援が求められている。出先機関である PDWRAM は、よ

り積極的に FWUC が行う維持管理活動（小規模水路の補修等）への支援に取り組む必要

がある。本プロジェクトでは FWUC 設立支援を重点活動のひとつとして行ってきてお

り、モデル地区では FWUC が設立されるのみならず、農民参加型の工事が実施されるに

至った。農民の意識の変化をもたらしたことは本プロジェクトの大きな成果であり、

FWUC が工事推進組織として機能していた証である。 
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一方、建設工事終了後は、FWUC の役割は「工事推進型」から水利費徴収を含む「維

持管理型」へ移行していくべきである。このため、PDWRAM はこの役割の移行を図る

ためにワークショップを開催し、維持管理に係る知見を FWUC と共有するための支援を

プロジェクト期間中は TSC 及び JICA 専門家の技術支援の下、継続して実施することが

求められる。プロジェクト終了後も、引き続き MOWRAM の灌漑農業局の支援を得つつ、

PDWRAM が FWUC を支援していくことが重要である。 

また、FWUC は小規模灌漑施設の維持管理以上の能力を有しておらず、大・中規模施

設の維持管理は PDWRAM の責任において実施されることとなる。さらに、どの農地が

誰の所有かが不明確で水利費徴収に支障を来すケースが多々あることから、地籍図の作

成が有効である。各 PDWRAM は TSC の支援を得たうえで、可能な範囲で地籍図の作成

に取りかかるべきである。 

 

３－６－２ プロジェクト終了後に対応すべき事項 

（１）類似プロジェクトへの本プロジェクトの成果の適用 

MOWRAM/TSC/PDWRAM は、この成果を今後開始される予定のカンボジア政府事業、

わが国 ODA 事業（円借款事業や草の根無償資金協力事業）、他ドナーの類似事業で活用

することが求められる。具体的には、PDWRAM は計画、設計、建設管理・監理、水管

理を自分たちで実施していくことが期待される。TSC は PDWRAM スタッフの能力強化

や技術支援を行うべきである。また、MOWRAM は予算・人員確保や、各省・省内の調

整等が役割にあたる。 

 

（２）MOWRAM のいびつな年齢構成の是正について（新人採用について） 

現状の MOWRAM の職員構成は若年層が薄い極めていびつな形態にある。将来に向け

た持続的な事業展開を考えれば、MOWRAM は早急に新人職員を確保していく必要があ

り、従前のように毎年 30 人以下の新人採用を続けた場合、2020 年からは試算時点（2012

年）の壮年層は急速に退職期を迎え、2030 年に入ると実務者は激減するなど、早晩

MOWRAM の業務機能は低下していく。この状況を回避するためには、毎年何人程度の

新人を採用し続けなければならないかを検討した結果、2030 年時点で必要とされる

MOWRAM 職員数 2,304 人を確保するためには、毎年 90 人程度の新人をコンスタントに

採用していく必要がある。MOWRAM は今後基幹灌漑施設（ダム、頭首工）の維持管理

を行う必要があるため、特に技術者の採用を重点的に行う必要がある。MOWRAM が持

続的に灌漑事業を実施していくためには、プロジェクトで作成した上述の新人採用計画

案を用い、政府職員の管理組織である Ministry of Public Function や MOWRAM 大臣など

カンボジア政府幹部へ窮状を十分説明し理解を得るなど、中長期的な視点に立って、

MOWRAM 職員構成のゆがみを解消する努力を継続すべきである。 

 

（３）TSC の将来展望について 

現時点では水・作物研究所（Institute of Crop and Water：ICW）設立のスケジュールは

不明確であるが、ICW では高等教育・研究機能と併せて、現在 TSC が担っている政府内

部の技術者の育成が一つの重要な柱となる構想である。本調査でローカルコンサルタン

トなどにヒアリングを行った結果では民間企業（コンサルタント、施工業者）の研修ニ

ーズは確認できなかったが、ICW においては、MOWRAM 職員の再教育のみならず民間

人材育成についても議論することが求められる。 
  



xii 

３－７ 教 訓

（１）成果普及型の技プロにおいてはプロジェクト実施中の密なモニタリングが肝要

本プロジェクトのように、前フェーズまでの成果を活用し、多くの地域でモデル事業を

実施する場合、モデル地区の場所や各モデル地区での事業内容はプロジェクト開始時点で

は未確定であることが多い。この場合、プロジェクト開始時点で、必要な投入（専門家の

数や費用）を的確に見積もることは難しい。

このため、プロジェクト実施中でのモニタリングや見直しが重要となってくる。本プロ

ジェクトでは中間評価段階で一部活動を見直したが、投入を追加し、プロジェクト成果達

成に必要な活動を予定どおり実施できる見通し。プロジェクト成果の見直しも含めて状況

に応じて柔軟に計画を変更できるよう、中間評価時点のみならず、定期的に行われる合同

調整委員会（JCC）などプロジェクト実施段階での十分なモニタリングが肝要である。 

（２）ハード分野とソフト分野を組み合わせるアプローチの有効性

本プロジェクトのプロジェクト目標は「プロジェクト対象地域において、灌漑事業が適

切に計画、実施、管理される」である。本プロジェクトでは机上演習だけでなく、実務的

な研修を重視し、特にパイロット事業による実地訓練（OJT）に注力した。その結果、TSC

や PDWRAM スタッフは今や建設工事や FWUC への支援活動に自信をもって取り組んでい

る。加えて、パイロット事業により実際に灌漑施設が建設され、農家の収入改善効果もみ

られている。一方、プロジェクト管理の観点からは、中間評価後に 3 地区減じたものの、

プロジェクト当初は 11 地区のパイロット事業を実施したことから、日本人専門家をはじ

め、カンボジア側もパイロット事業に追われることとなった。これらを踏まえた教訓は以

下のとおり。

① 灌漑技術者の能力開発を行う場合はモデル地区での灌漑施設建設で OJTを行うことが

重要である。

② 建設工事のみでは持続的ではなく、FWUC の強化も同時に取り組む必要がある。

③ プロジェクト成果の普及という観点からはできるだけ多くのモデル地区を含めること

が望ましいが、一方でその数があまりに多くなるとプロジェクト管理に支障が出かねな

い。この点及び日本側・途上国側が投入できるリソースを勘案し、プロジェクト活動の

内容及びそのボリュームを決定していくことが重要。

（３）農業分野のプロジェクト間の連携について

本プロジェクトは、並行して実施中の APPP と連携する機会を得た。PDWRAM スタッ

フは APPP での研修に参加し稲作普及についても学んだ。この連携作業で、MOWRAM ス

タッフは農家にとって役立つ人材に一歩近づくことができ、灌漑施設の保守維持管理技術

を FWUC や農民に教えるだけでなく、水の有効利用から、農産物の生産、収量増にまでつ

なげることができた。このような連携は相互に補完関係にあるプロジェクト間において他

国においても適用されるべきである。




