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評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 
案件名：南部メコン川沿岸地域参加型灌漑農業振興プロジェク

ト 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プログラム 

所管部署：農村開発部 協力金額（2013 年 6 月末時点）：2 億 2,900 万円 

協力期間： 
2010 年 11 月～2015 年 11 月 
（5 年間） 

先方関係機関：農林省灌漑局（DOI）、農林省農業普及組合局

（DAEC）、サバナケット県農林局事務所（PAFO）、及びサイブ

リ郡、チャンポン郡の郡農林局事務所（DAFO）、タサノ作物研

究及び種子増殖センター 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）において、農業セクターは GDP の 32％（2007
年）、労働人口の 75％（2008 年）を占める主要産業である。1990 年代の同国の国民の食糧安全

保障のための自給生産を目標とした農業政策に基づき灌漑分野では灌漑施設整備に努め、灌漑

面積は 1995 年の 2 万 5,000ha から 2004 年 10 万 ha に拡大し、1999 年には同国はコメの自給生

産を達成した。 
一方、ラオス政府予算の多くが灌漑面積の拡大に費やされたことから、灌漑スキームでは不

十分な末端水路の整備、不適切な農民組織（農民で構成された水管理グループ）の灌漑施設維

持管理能力、水料金徴収システムなどの課題を抱えていた。これら課題に対し、農林省（Ministry 
of Agriculture and Forestry：MAF）灌漑局（Department of Irrigation：DOI）は灌漑施設の財産権

だけでなく、操作管理を含む運営管理に関する権利と義務を水利組合（Water Users Association：
WUA）/水利グループ（Water Users Group：WUG）（農民で構成された水管理グループ）に移譲･

移管する「IMT（Irrigation Management Transfer）施策」を推進してきた。 
しかし、ラオス政府は WUA/WUG に技術的指導を行わなかったため、不効率な水配分、不

適切な施設維持管理と改修など、さまざまな運営管理上の問題が発生した。かかる状況を踏ま

え、ラオス政府は灌漑農業戦略（2011-2020）により現行の伝統的農業形態から商業ベースの農

業への移行を目標に掲げ、WUA/WUG が施設利用に係る水料金を徴収できるようにした。しか

しながら、同戦略においても①政府による市場情報の提供、②県農林局事務所（Provincial 
Agriculture and Forestry Office：PAFO）郡農林局事務所（District Agriculture and Forestry Office：
DAFO）の市場志向の農業に係る普及能力、③WUA/WUG の末端水路管理に係る技術能力他項

目と概念整理、④水料金の徴収システムといった課題が生じている。 
サバナケット県をはじめとする南部メコン川沿岸地域は農業に適した地域であり、立地的に

市場の潜在性は高く、WUA/WUG の理想的な形態を確立するための高いポテンシャルがある。

これら背景に基づき、JICA 技術協力プロジェクト「南部メコン川沿岸地域参加型灌漑農業振

興プロジェクト（Participatory Irrigated Agriculture Development Project：PIAD）」（以下、本プロ

ジェクト）は①参加型による幹線水路と末端水路の整備、水管理グループへの指導、②サバナ

ケット県のモデルサイトにおける商品作物振興のための営農の改善等を通じ、県と郡の農林事

務所職員の能力向上と農民組織の強化等を図ることを目的とし、2010 年 11 月から 5 年間の予

定で開始された。 
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１－２ 協力内容（PDM Ver.2 に基づく） 

（1）上位目標：南部メコン川沿岸地域の他の灌漑地域において参加型水管理による灌漑農業

開発が採用される 
 
（2）プロジェクト目標：サバナケット県において参加型水管理による灌漑農業開発のための

政府職員、農家組織の能力が強化される 
 
（3）アウトプット： 

1．参加型水管理による灌漑農業振興のための実施体制が県事務所に組織される 
2．県及び郡職員の参加型水管理による灌漑農業開発に関する研修の実施能力が向上する

3．モデルサイトにおいて参加型灌漑農業のために農家組織の運営管理について強化され

る 
4．モデルサイトにおける主要幹線水路、2 次幹線水路の更新または改修、末端水路の建

設がなされ、農家組織によって適切に維持管理される 
5．モデルサイトにおける農家組織の能力、水路工事の進捗を踏まえて、コメ、野菜、メ

イズなどの商品作物を含む適切な営農類型が開発される 
6．農林省及びサバナケット県によって参加型灌漑農業のためのガイドラインが作成され

る 
 

（4）投入（評価時点：2013 年 6 月末） 
① 日本側 

専門家派遣：長期専門家延べ 6 名、短期専門家延ベ 9 名 
機材供与：約 2,792 万円 
在外事業強化費負担：約 5,823 万円 
研修員派遣（本邦研修）：カウンターパート（Counter Part：C/P）研修 8 名（ほか集団研

修 7 名） 
② ラオス側 

主な C/P 人材の配置：36 名 
〔中央政府：プロジェクトディレクター…DOI 次長、農林省農業普及組合局（Department 
of Agriculture Extension and Corporative, MAF：DAEC）次長、プロジェクトマネジャー…

DOI 課長、サバナケット県 15 名、チャンポン郡＋KM35 研修センター：9 名、サイブリ

郡 7 名〕 
施設提供：農林省 DOI 内の 1 室、サバナケット県の DOI 事務所内の 1 室をプロジェク

ト執務室として提供、棚机、椅子等備品を配置のほか、会議室等の利用 
C/P 人件費、ビル/施設費、電気代、水道代、諸活動費：11 億 2,460 万 5,000 キップ（1,440
万 2,378 円） 
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２．レビュー調査団の概要 

団員

構成 
日本側 
（団長）JICA 農村開発部 技術審議役

鈴木博 
（参加型灌漑）農林水産省 農村振興局

整備部設計課 海外土地改良技術室

海外技術調整係長 横井英治 
（評価管理）JICA 農村開発部 水田地帯

第一課 主任調査役 鈴木文彦 
（評価分析）株式会社 VSOC 第二事業

部 コンサルタントグループ 白井和

子 

ラオス側 
Mr. Chanthaneth Simahano（農林省計画協力

局次長） 
Mr. Khamphone Phommaseng（農林省灌漑局

計画課課長） 
Mr. Sengchanh Phetkhounluang（農林省農業

普及組合局技術職員） 
Ms. Sayamone Vongkhamsouk（農林省計画協

力局技術職員） 
Mr. Anoulack Keomany（計画投資省国際協力

局技術職員） 

調査

期間 
2013 年 6 月 23 日〜7 月 12 日 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：サバナケット県において参加型水管理による灌漑農業開発のための

政府職員、農家組織の能力が強化される 
現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に記載され

た指標に基づく達成度合いとして本プロジェクトにより構築されるモデルが拡大する見

込みは確認されたが、数値的な達成については困難視されている。 

指 標 達成状況 

指標 1： 参加型水管理による灌漑農業

開発指針」が研修マニュアルと併せて

サバナケット県の「総合灌漑農業開発

計画」（ Integrated Irrigated Agriculture 
Development Plan：IIADP）に位置づけ

られる。 

 IIADP は今後郡により作成される予定。 
 プロジェクト期間終了またはマニュアルの作成

完了までにマニュアルの活用に関し関係機関

との協議を予定している。 

指標 2： モデルサイトにおけるコメを

含む作物の生産量が 15％増加する。 
 中間レビュー時点で野菜の生産量は 2％増加し

たと推定される1が、2012 年 9 月に水稲栽培改

善に係る技術移転を開始したことからプロジ

ェクト終了時までにコメを含む作物生産量が

15％増加する見込みは低い。今後、モデル農家、

一般農家それぞれ毎年 2％増加すると仮定する

と、プロジェクト終了時までのコメを含む作物

生産量は約 10％程度の増加と予想。 

                                                        
1 営農専門家による算出に基づく。 
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（2）アウトプットの達成度 
各アウトプットの達成状況はさまざまであるなか、特に、プロジェクトはアウトプット

4 のための活動を重点的に実施してきた。具体的にはアウトプット 1 はプロジェクトの実

施体制が構築され既に達成され、PAFO/DAFO の能力強化の点においては、特に DAFO が

調査などの業務を PAFO に代わって行うなど成長が観察されている（アウトプット 2）。ま

た、農家組織の組織規程や水利費に関する調査は開始したばかりである（アウトプット 3）。
アウトプット 4 は 2,140 名もの農家の参加者を得て灌漑水路整備が行われてきたことは特

筆すべき成果。また、営農（アウトプット 5）についてはモデル農家が 50 に近づくなど

2012 年秋から活動が活発化し、ガイドライン作成は DOI を中心に案の策定を開始してい

る（アウトプット 6）。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
妥当性は非常に高い。プロジェクトとラオスの新灌漑法、地方分権推進政策との整合性

は高く、PAFO、DAFO 職員や農家等ターゲットグループの参加型灌漑農業に必要な能力の

向上に対するニーズにプロジェクトは応えている。 
 
（2）有効性 

有効性は中程度である。プロジェクト目標の達成は不透明な部分と肯定的な意見双方が

確認された。アウトプットのプロジェクト目標への達成への貢献については論理的には現

在も有効であるものの、現在のアウトプット指標が現状に適していないため指標の改訂が

求められる。 
 
（3）効率性 

効率性はやや低い。各アウトプットの達成度については、上述のとおり。C/P の人員不

足が活動の進捗、ひいてはアウトプットの達成に大きく影響を及ぼしている。 
 
（4）インパクト 

既にプラスのインパクトが発現している。対象県のコメを含む作物の生産量が 15％増加

する見込みは低いと推察される（指標 1）一方、参加型水管理による灌漑農業導入へのラ

オス側関係者の意欲は強い（指標 2）。ただし、かかる取り組みを採用する灌漑地域がラオ

ス政府の予算のみにより 20 に到達するかは課題が残り、検討を要す。 
 
（5）持続性 

持続性は中程度である。プラスの側面として、政策面では新灌漑法は制定されたばかり

であり、また参加型灌漑管理（Participatory Irrigation Management：PIM）も IMT の改善計

画の一環として推進される見込みである。組織面では DOI は本プロジェクトを PIM の初

のモデルと位置づけておりガイドライン普及へ強い意欲を示している。また、参加型の灌

漑整備活動を通じ農家の灌漑施設に対するオーナーシップは高まりつつあり、かつ新しい

営農の知識や技術も定着、普及する可能性が見込まれる。 
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マイナスの側面としては PAFO/DAFO の人員不足は明らかでありプロジェクト終了後も

改善される見込みは低い。財政面においても灌漑施設整備への補助金制度は存在するもの

の、主要幹線、2 次、末端水路、ポンプ等の膨大な維持管理費用を賄いきれておらず、今

後もラオス政府予算のみでは困難とみられている。 
 
３－３ 結 論 

本プロジェクトはラオス初の PIM モデルとして認識され、「参加型灌漑農業開発」の実践的

なモデル構築という高い目的を掲げている。プロジェクトの目的とその手法は農家に徐々に理

解され、また中央、県、郡の政府職員も参加型灌漑農業開発における自身の役割を徐々に認識

し果たしつつある。 
また、本プロジェクトは 2011 年の大洪水や 2012 年の病虫害発生による被害を受け、プロジ

ェクトの達成状況が期待よりも低くなった点は否めない。プロジェクトは残された期間を効果

的かつ効率的に進め、目標達成すべく、新たな灌漑法に基づき、関係者の灌漑に係る役割と責

任の変化をかんがみつつ、プロジェクトもそのデザインを柔軟に変える必要がある。 
 
３－４ 提 言 

（1）プロジェクトへの提言・提案 
 営農と農家組織強化に関する活動を加速させ、高まりつつある農家の期待に応えること

 プロジェクトの効果の持続性を担保するため、灌漑法に則り PAFO/DAFO のプロジェク

トにおける役割を少しずつ日本人専門家から移行させること 
 「PIAD モデル」（①：水管理ができる農家組織、②：高付加価値農産物を生産できる生

産グループ、③：水管理と灌漑農業のための施設が存在し、④：①や②を支援する

PAFO/DAFO、村組織が存在する地域）を関係者間で共有すること 
 上記 PIAD モデルの具現化に向け、特に灌漑分野の活動について、対象地域を絞り、オ

ンザジョブ・トレーニング（On the Job Training：OJT）を集中させ包括的な灌漑施設の

整備をめざすこと 
 高付加価値作物が栽培されている灌漑スキーム外側の農地も対象地域に含め、将来的な

水利費支払いの可能性を高めること 
 「参加型灌漑農業開発のためのガイドライン」は、その枠組みや策定スケジュールに関

する関係者間の共通認識をいち早く醸成し、かつすべての必要な関係者の巻き込みを図

りつつ参加型で作成すること 
 新灌漑法に規定されたように DAFO 職員の職務の重要性が増すなか、技術的な研修のみ

ならず英語やコンピュータといった基礎能力向上のための研修も考慮し、日本人専門家

とのコミュニケーションをさらに円滑化すること 
 
（2）ラオス政府への提言・提案 
 本プロジェクトの対象地も灌漑用ポンプの老朽化は著しく灌漑農地の減少につながっ

ている。他ドナーとの連携も視野に、かかる施設の改善を図ること 
 KM35 研修センターはプロジェクトにより改修がなされたばかりであり、高価格な機材

の設置の前に実施可能性、維持管理、プロジェクト予算等に関する慎重な検討が必要で
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ある。 
 プロジェクト C/P 及びプロジェクト後の人材不足の解消のため、「Pre-Official Staff」2の

活用を検討すること 
 

４．PDM の改訂 

中間レビューの結果を踏まえ、PDM Ver.2（付属資料２）から Ver.3（付属資料３）への改訂

を提案する。改訂に係る基本コンセプトと比較表は付属資料４のとおり。PDM 改訂に伴う PO
（活動計画書）の改訂版は第 3 回合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）後に開

催されるプロジェクト・マネジメント・ユニット（Project Management Unit：PMU）によって

承認されるものである。 

 

                                                        
2 ラオス政府の公務員の新規採用者には試用期間が設けられており、その間の仕事の成果、行動、組織の規則の理解度が試さ

れる。新規採用者はこの間、海外での研修を受けることが禁止され、日当のみ支給される。試用期間が終了した時点で採用

委員会が再度新規採用者の能力や仕事の成果を評価し、最終的に、①本採用、②試用期間の延長、③仮採用を中止し解雇、

いずれかの決定を上位機関に報告する（「ラオスの行政：諸外国の行政制度等に関する調査研究No.14 」2006年9月 総務省

大臣官房企画課より一部抜粋、編集）。 




