
１－１　協力の背景と概要

イラクは、国土の大部分が年降水量 250mm 以下の砂漠気候に属しているものの、チグリス・

ユーフラテスのふたつの大河を有し、中・南部では灌漑農業が営まれている。農業は同国の重

要産業のひとつであるが、農業生産基盤の老朽化、農地の塩類集積、農業技術の低さ・知識の

不足などを原因として生産性は低い。また、近隣諸国（トルコ及びシリア）のダム開発や灌漑

開発によって、イラク国内への河川流入量が減少し、水資源の有効利用が不可欠となっている。

特に、水資源の 9 割近くを消費しているとされる農業部門の効率的水利用の取り組みは緊急

の課題であり、具体的には、①灌漑排水施設の維持管理技術の強化、②最適水配分の実施、③

節水意識の向上、④節水技術の農業分野への導入に取り組んでいく必要がある。

これらの課題に対応するため、JICA は、2006 年から 2008 年にかけて、ヨルダン国イラク向

け第三国研修「灌漑農地水管理」（以下、通称の「カルバラプロジェクト」と表記）を実施し、

水利組合（以下、Water Users’ Associations を略し「WUA」と表記）の制度及び節水灌漑技術に

関する研修を行った。カルバラプロジェクトの実施後、イラク政府は、WUA の設立と節水灌漑

の普及を目的に、パイロットプロジェクト（以下、を略し「WUA プロジェクト」と表記）を

開始した。WUA プロジェクトは、全国で 17 のパイロットプロジェクトサイトを展開し、それ

ぞれのパイロットプロジェクトサイトにプロジェクト・マネジメント・チーム（以下、Project 
Management Team を略し「PMT」と表記）が配置された。WUA プロジェクトにおいて、カル

バラプロジェクトの参加者は、カルバラ県のパイロットプロジェクトサイトでの灌漑施設の建

設・改修などの活動だけでなく、WUA プロジェクトの講師として各県関係者の能力向上にも貢

献している。2010 年 1 月に JICA ヨルダン事務所によってアンマンで実施されたカルバラプロ

ジェクトのフォローアップ・ワークショップにおいて、イラク国政府は、カルバラプロジェク

トの成果を高く評価するとともに、成果を全国に普及するために、カルバラ県以外のキーパー

ソンへの更なる研修の必要性を認識することとなり新たな技術協力を要請するに至った。

これを受け、JICA は 2011 年 10 月に詳細計画策定調査を実施するとともに、同年 12 月 13 日

には、イラク国水資源省（MoWR）を実施機関とする「灌漑用水効率的利用のための水利組合

普及プロジェクト」の議事録（M/D）に調印した。本プロジェクトは 2012 年 4 月 1 日から 3 年

間の予定で実施中であるが、イラク国の治安状況にかんがみ、本邦・第三国での研修を中心と

した活動を行っている。

１．案件の概要

国名：イラク 案件名：灌漑用水効率的利用のための水利組合普及プロジェクト

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所管部署：農村開発部第二

チーム

協力金額（調査時点）：約 4 億 1 千万円

協力期間：(M/D) 2012 年 4
月 1 日—2015 年 3 月 30 日（3
年間）

先方関係機関：

実施機関：水資源省（MoWR）
協力機関：農業省（MoA）、首相府農業イニシアティブ最高評議会

（SCoAI）、対象 15 県の水資源局

日本側協力機関：特になし

他の関連協力：特になし

終了時評価調査結果要約表
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２014 年 11 月末、プロジェクト終了をおよそ 4 カ月後に控え、プロジェクト活動の実績、成

果を評価、確認するとともに、終了時までのプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事

業の実施にあたっての教訓を導くことを目的として終了時評価を実施した。

１－２　協力内容

本プロジェクトは、WUA 普及のための灌漑農業関係者の能力向上をめざしたプロジェクトで

ある。治安状況も考慮して、第三国研修（ヨルダン、トルコ、エジプト）や本邦研修による灌

漑農業関係者の人材育成活動を中心に、各パイロットサイトでの活動状況を適宜モニタリング

するという事業形態で実施した。

（１）上位目標

パイロットプロジェクトサイトで水利組合による効率的な水管理が実施される。

（２）プロジェクト目標

灌漑農業関連組織の、水利組合によるパイロットプロジェクトサイトの灌漑用水管理を

指導するための能力が向上する。

（３）成　果

１． 水利組合による効率的な水管理を促進することを目的とした灌漑農業関連組織のプ

ロジェクト管理とモニタリングの能力が向上する。

２． 水利組合の活動を促進するための灌漑農業関連組織の能力が向上する。

３． 改善された灌漑農業栽培技術を普及するための灌漑農業関連組織の能力が向上する。

（４）投入（2014 年 10 月末時点）

＜日本側＞

専門家派遣：専門家 5 名、計 17.5 人月、全渡航回数 41 回。

機材供与：約 366 万円

ローカルコスト負担：約 2,780 万円

＜イラク側＞

カウンターパート（C/P）人材の配置：4 名

土地・施設提供：バグダッドでの水資源省会議室等

プロジェクト運営費：C/P 給与、ヨルダンでの会議への参加費用（渡航費用）等

２．レビュー調査団の概要

団員構成 日本側

団長／総括 佐藤　武明 JICA 農村開発部　国際協力専門員

計画管理 村上　亮介 JICA 農村開発部　農業・農村開発第一グループ　第二

チーム

評価分析 東野　英昭 株式会社レックス・インターナショナル　シニアコン

サルタント

調査期間 2014 年 11 月 26 日〜 12 月 6 日（11 日間）（イラクの治

安の関係から、評価はヨルダンのアンマンで実施した）

評価分類：

終了時評価
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３．調査結果の概要

３－１　実績の概要

（１）プロジェクト目標の達成状況

・指標１： パイロットプロジェクトサイト内で承認された WUA の 60％が、計画どおりに

活動計画を実施する。

・指標２： フェーズ１とフェーズ２のプロジェクト・マネジメント・チーム（PMT）の

80％が節水灌漑普及計画を計画どおりに実施する。

プロジェクト目標は、プロジェクト終了までにほぼ達成される見込みである。詳細は、

下記の指標ごとの達成状況のとおり。

指標１はほぼ達成されており、2015 年 1 月までには、完全に達成されることが期待され

る。2014 年の 11 月末時点で、12 WUA が承認されているが、そのうちの 7 WUA（ナジャ

フ、サラ・アルディーン、バビル、イシャケ、バグダッド、カルバラ、バスラ）が WUA
の執行役員の選挙を行うなどの活動を開始している。計画どおりに活動計画を実施した

WUA は 58.3％（7/12≃0.583）となり、指標はほぼ達成されている。 PMT メンバーによれ

ば、WUA の活動は、ムサナ、ミサンの両県でも近々に開始される予定であり、2015 年の 1
月までには、指標は完全に達成されることが期待される。

指標２は、プロジェクト終了までにほぼ達成される見込みである。

現在、普及活動（WUA 組合員との会議やポスターやパンフレットの配布）を行ってい

るのは、ワシットの PMT のみであり、現時点で 指標は未達である。残り 10 PMT のう

ち、6 PMT（ディワネヤ、ナジャフ、バビル、ディヤラ、イシャケ、マベイン・アルナ

リン）が 2015 年の 1 月中には活動を開始する予定である。その時点で、実施率は 77.8％
（7/9≃0.778）となり、指標はおおむね達成される見込みである。

（２）成果の達成状況

＜成果１＞

・指標 1-1：8 割の PMT がパイロットプロジェクトの進捗情報を毎月更新する。

成果１は達成された。詳細は、下記の指標の達成状況のとおり。

パイロットプロジェクトの月次モニタリングシートの提出率が第１年次、第２年次に比

較して、第３年次には大幅に改善され、2014 年 6 月から 10 月までの提出率が約 91％となっ

た。特に 2014 年 10 月は、全 PMT がモニタリングシートを提出し、提出率は 100％であり、

指標 1-1 は達成された。

＜成果２＞

・ 指標 2-1： 80％のパイロットプロジェクトサイトで、少なくとも 1 つの WUA が組織され

る。

・ 指標 2-2： 結成予定の WUA のための活動計画のサンプルプランが PMT によって作成さ

れ、パイロットプロジェクトサイト内の各々の WUA によって活動計画が作成

される。

・指標 2-3：各 PMT が灌漑施設の維持管理のアクションプランを策定する。

・指標 2-4：研修３の参加者の 80％が試験に合格する。
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成果２はほぼ達成された。詳細は、下記の指標ごとの達成状況のとおり。

指標 2-1 は、終了時評価の時点でおおむね達成されている。2014 年 11 月末までに、11
のパイロットプロジェクトサイトで 12 の WUA が組織された。指標の達成率は、78.6％（17
のプロジェクトサイトの 80％は 14 サイト。11/14≃0.786）である。これに加え、現在、2
つの別のプロジェクトサイトで WUA が承認申請中であり、間もなく承認される予定であ

るため、プロジェクト終了までに指標はほぼ達成される見込みである。

指標 2-2 はプロジェクト期間中に達成される見込みである。全 17 の PMT は、ヨルダン

での研修期間中（研修１：WUA 設立と運営）に活動計画のサンプルプランを作成している。

これらの WUA のためのサンプルプランは、結成後の WUA に提示され、内容についての

合意を得ることとなっており、これまでに、7 つのサイトで、PMT と WUA の合意が形成

されている。また、4 つのサイトで合意形成のプロセスが進行中であり、WUA の活動計画

として承認される予定である。

指標 2-3 は達成された。全 17 PMT は、研修６（WUA による水管理と施設維持管理）内

で灌漑施設の維持管理計画を策定した。

指標 2-4 は、ほぼ達成された。圃場灌漑に係る研修３の参加者 39 名中、およそ 7 割に当

たる 27 名が、2014 年 11 月にバグダッドで実施された試験を受験し、全員が合格した〔合

格者の研修参加者に占める割合：69％（27/39）〕。なおアンバー、キルクークの研修生は、

治安の悪化、道路状況の悪化などの理由で受験できなかったことも評価上考慮した。

＜成果３＞

・指標 3-1：各 PMT が節水灌漑普及計画を策定する。

成果３はほぼ達成された。詳細は、下記の指標の達成状況のとおり。

指標 3-1 はほぼ達成された。全 17 PMT は既に節水灌漑普及計画を策定しており、

MoWR に提出し、承認を待っている状況であり、指標 3-1 はプロジェクト終了までに達成

される予定である。

３－２　終了時評価調査結果の要約

評価５項目に基づく評価結果の要約を以下に示す。

（１）妥当性：高い

農業はイラク国の重要産業のひとつであるが、生産基盤の老朽化、農業技術の・知識の

不足、近隣諸国の水資源・灌漑開発による影響などの課題を抱え、灌漑排水施設の維持管

理技術の強化、最適水配分の実施、節水意識の向上、節水技術の農業分野への導入の必要

に迫られている。また、わが国は、イラク国に対する支援政策の中で農業生産性向上プロ

グラムを設定し、灌漑・農業分野及び産業分野における既往の円借款案件を着実に推進し

つつ、一層の効果波及のため、関連分野の技術協力を進めるとしている。

MoWR の職員と農民を中心に研修を実施し、WUA による適切な灌漑水管理を行うこと

を目的にして実施されてきた本事業は、イラク国の開発政策、わが国の対イラク支援政策

との整合性が高い。イラク国の治安状況を考えると、本邦とヨルダンやトルコなど近隣諸

国での研修による関係者の能力強化を中心に位置づけ、ヨルダン国内でのモニタリングに

よって効果の検証を重ねてきたプロジェクトの実施方針も適切である。
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（２）有効性：比較的高い

これまでに、日本での研修のほか、ヨルダンを中心としてトルコ、エジプトなどの近隣

諸国での研修を実施し、研修員の合計は 377 名に達する。この結果、プロジェクト目標に

ついて、一部の指標に未達があるものの終了時までに、ほぼ達成できる目処が立った。

（３）効率性：比較的高い

日本側の投入は適切であり、イラク側の投入にも問題はなかった。研修が本邦とイラク

の近隣諸国で実施され、その効果を検証するモニタリング活動が繰り返し行われ、当初想

定した成果がおおむね達成されていることから、効率性は比較的高いとした。（イラク国内

でプロジェクト活動ができたと仮定した場合の費用と比較した場合、本プロジェクトの効

率性は劣るかもしれないが、現状では、イラク国内に日本人専門家を派遣することが困難

であるため、現実的に可能なプロジェクトの枠組みの中で評価を行った。）

（４）インパクト：比較的高い

プロジェクトの専門家は、プロジェクト開始以来、水利組合法の制定を側面支援し、

2014 年 4 月の同法制定後は、実施細則の改定を支援してきている。また、同法制定後、イ

ラク国内に 40 余りの WUA が設立されたが、プロジェクトの対象地域外の WUA（30 組合

程度）についても、その多くを、本プロジェクトの研修生が、研修で得た知見を活用して

設立に関与してきており、技術的なインパクトと評価できる。

（５）持続性：中程度

政策面、技術面、財政面について特段の課題はみられないが、イラク国内の今後の治安

状況悪化が懸念される。2014 年 6 月以降、シリア国境から北西部地域を中心に治安が悪化

しており、一部の地域では農民が避難したとの報告がなされている。状況が更に悪化すれ

ば、プロジェクトの持続性に影響を及ぼすおそれがある。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）イラク側のプロジェクト活動への取り組み

JICA は 2006 年〜 2008 年にカルバラプロジェクトを実施し、その成果は、イラク政府に

高く評価され、イラク政府は、2010 年に WUA プロジェクトを独自に実施するに至った。

カルバラプロジェクトの参加者は、WUA プロジェクトでも活躍し、灌漑施設の建設・改

修に加えて、関係者の能力向上にも貢献してきている。このような活動の経緯から、イラ

ク側は、本プロジェクトの実施を WUA プロジェクトの実施の一環として位置づけており、

強い使命感をもって、本プロジェクトに参加してきている。また、本プロジェクトの実施

の時期は、水利組合法の施行が長期間にわたって滞っていた時期に当たる。同法の施行の

遅れで沈滞気味であったイラク側の意欲の回復に、本プロジェクトの実施が貢献したと同

時に、イラク側の積極的な参加が、本プロジェクトの活動の進捗を促進したという相乗効

果もあったと考えられる。

（２）ヨルダンでの研修

本プロジェクトでの研修は、本邦研修に加えて、ヨルダン、トルコ、エジプトで行わ

れたが、協力機関を通じた主要な研修実施場所はヨルダンである。ヨルダンにおける研

修受入機関であるヨルダン国国立農業研究普及センター（National Center for Agricultural 
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Research and Extension, Amman, Jordan：NCARE）の経験豊富な講師による講義と、研修生

によるディスカッション、現場視察などを組み合わせたカリキュラムが有機的に実施され、

イラクにおいてプロジェクト活動を実施するうえで必要な知識と技能を得るうえで効果的

であった。また、隣国の類似の環境下でアラビア語で行われたことも、より効率的、効果

的な研修実施につながったと考えられる。

（３）モニタリングコンサルタントの雇傭

PMT による報告書や他の書類（モニタリングシートなど）の提出は、１年次、２年次を

通して低調であった。この対策のために、プロジェクトでは、2014 年 5 月からバグダッド

をベースとするモニタリングコンサルタントを雇傭し、報告書や書類の提出の管理を行っ

てきている。その結果、モニタリングシートの提出率の向上をはじめ、報告書の提出状況

が改善した。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）水利組合法の施行の遅れ

当初プロジェクト開始後（2012 年 4 月）、すぐに水利組合法が制定される見込みであっ

たが、国会審議等で予想外に時間がかかり、2014 年 4 月にようやく水利組合法が成立、施

行された。これにより、WUA の設立、WUA による灌漑施設の維持管理が合法化され、プ

ロジェクト活動の法的な正当性が担保されることとなった。

法律制定がプロジェクト開始から 2 年後となり、この間、研修を通じた知識の蓄積は順

調に行われたものの、実際の WUA 運営を通じた実地研修（OJT）は、当初計画と比べ短期

間で行わざるを得なくなった。

（２）治安の悪化

イスラム過激派組織の ISIL（イラク・レバントのイスラム国）の侵攻により、2014
年 6 月以降、イラク内の治安状況が急激に悪化している。特に西部のサラ・アルディー

ン、ディヤラ、キルクーク、ニナワ、アンバーと首都バグダッドの一部などが影響を受け

ている。これらの地域では、農民が耕作を放棄して避難しているとの情報がある。また、

MoWR の事務所の一部が閉鎖されている。

開始当初から治安状況にかんがみ、本邦・第三国での研修を中心としたプロジェクト・

デザインとし、また治安状況の変化に対して、柔軟にプロジェクト・デザインを修正して

対応してきた。

他方で、上記の急激な治安悪化は、研修成果のイラク国内での活用に影響を与えること

は必至であり、また今後もこの不安定な状況が続くものと考えられる。

（３）PDM に対する一部関係者の理解不足

プロジェクトでは、治安状況の悪化や水利組合法の施行の遅れなどの外部条件の変化に

対して、適宜 PDM を変更して対応してきた。一方で、現地に滞在する長期専門家の不在及

びイラク関係者との打合せ機会の制限（年に数回）など、治安上の活動制限もあり、一部

関係者に対するプロジェクト・デザインに関する理解の統一が困難であった。上記の状況

はプロジェクトの効率的な進捗を一部阻害していた。
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３－５　結　論

５項目評価結果の項で述べたように、現時点でプロジェクト目標がほぼ達成されており、ま

た、協力期間の終了時までにはほぼ達成されると考えられることから、M/D に記述されたとお

り、2015 年 3 月末でプロジェクトを終了することが妥当であると結論する。

３－６　提　言

３－６－１　プロジェクトチームへの提言

（１）パイロットプロジェクトと WUA のアクションプランの基本情報

プロジェクトチームはプロジェクト終了時までに、パイロットプロジェクトと WUA
のアクションプランの以下の基本情報を取りまとめる必要がある。

①　パイロットプロジェクトサイトの情報

‐灌漑面積／灌漑法（重力式 ･ ポンプ ･ 開水路・管路等）

‐水源（河川名）

‐主要水路の流量（幹線水路・二次水路等）

‐主要作物と作付け体系、圃場での灌漑方法（畝間、散水、点滴等）

‐受益農家数

‐使用農業機械・施設等

②　 PMT の情報

‐活動予算

‐組織体制・人員配置（技術者、庶務、法務スタッフ等）

③　水利組合のアクションプラン

‐計画内容（目的、活動、タイムスケジュール）

‐進捗状況

‐課　題

（２）研修参加者のリスト

イラク側関係機関（MoWR、PMT 等）が研修の成果を効果的に利用できるように、過

去の研修受講歴、研修の内容とねらい、現在の所属と職位などを記入した、研修参加者

のリストを作成すること。

（３）トレーニング３（圃場灌漑）の受講者に対する追加試験の実施

トレーニング３の全受講者 39 名のうち 27 名が、2014 年 11 月に実施された試験を受

験し、全員が合格しているが、プロジェクトは、試験を受けていない残りの 12 名に対し

ても、研修成果を測定するための試験の機会を設けるべきである。

３－６－２　MoWR への提言

（１）WUA 普及のためのフォローアップ活動

本プロジェクトの成果として、一部のパイロットプロジェクトサイトにおいて、WUA
が活動計画に沿った活動を開始し、PMT が灌漑普及活動計画に沿った灌漑普及活動を

開始している。これらの活動を今後も継続していくために、MoWR は各県の水資源局に

Water Extension Unit を設立し、WUA に対するモニタリングや技術指導、現場での実習を

行うことを計画している。WUA 普及に向けて、Water Extension Unit の早期の設立が望ま

れる。
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（２）灌漑施設の維持管理のための WUA への指導

現在、灌漑施設の維持管理の費用についての法案が、MoWR 内で協議されている。現

在の案では、灌漑施設の維持管理の費用は当面の間（現在の計画では法案成立後 5 年間

を想定）、MoWR が負担する予定である。一方、その後の灌漑施設の維持管理について

は、水利費の徴収も含めて WUA が実施することとなっている。そのため、MoWR は、

WUA が将来的に灌漑施設維持管理を適切に行えるように、水利費用徴収及びその利用方

法に関する制度設計や具体的な実施方法等について適切な指導を行うことが求められる。

（３）灌漑施設の建設

一部のパイロットプロジェクトサイトにおいては、灌漑施設の建設が遅れている。

WUA の活動には灌漑施設建設が不可欠であるため、灌漑施設の建設を早急に進めるこ

と。

３－７　教　訓

３－７－１　専門家が現場での活動ができない場合のプロジェクト管理

本プロジェクトでは、イラク国内の治安状況により、日本人専門家は各県のプロジェクト

サイトでは活動を行っていない。そのため、進捗管理として、バグダッドやアンマンにおい

て定期的にワークショップを開催した。1 年次は 2 回、2 年次は 3 回、3 年次は 5 回と、年々

ワークショップの開催数を増やし、効率的な進捗管理が実施できた。このように、適切な間

隔でワークショップを行うことで、いわば「遠隔操作」によるプロジェクト管理を効率的に

実施できた。

３－７－２　プロジェクト実施のタイミング

２006 年から 2008 年の間で「カルバラプロジェクト」が実施され、カルバラ県 C/P の能力

強化が達成されている。この成果をカルバラ県から他県へ普及させるために、2010年からは、

イラク側独自の予算で WUA プロジェクトが開始され、2012 年から本プロジェクトが実施さ

れた経緯がある。

プロジェクト間の継続的でシームレスな実施により、カルバラ県は「カルバラプロジェク

ト」の実施の成果を生かし、本プロジェクトにおいて、他県を指導する役割を担うことがで

き、本プロジェクトの進捗の促進要因ともなった（例えば、他県 C/P をカルバラ県のパイロッ

トプロジェクトに招集し、現地研修を実施している）。このように、特定の地域の成果を他県

に普及させるプロジェクトにおいては、シームレスなプロジェクトの実施が効果的である。
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