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インドネシア 

小規模灌漑管理事業（4） 

外部評価者：OPMAC 株式会社 藤原 純子 

0. 要旨 

本事業は、インドネシア東部地域において、灌漑施設の新設及び改修を行い、灌漑

用水の管理体制強化のための支援を行うことにより、コメを中心とする食料増産を図

り、もって同地域の貧困緩和に寄与することを目的とした。 

本事業の実施はインドネシアの開発政策、地域間格差の是正や食料増産及び水資源

確保という開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。イン

ドネシアの中でも水資源が寡少で、様々な開発が今後も必要とされる東部地域にあっ

て、雨季の 2 回のコメ栽培や、乾季のコメ作付けがそれぞれ可能となったことなど、

本事業による灌漑施設整備がもたらした影響や意義が認められ、本事業の効果は高い

と考える。また、「事業対象地域の貧困緩和に寄与する」という本事業のインパクト

は確認され、高い事業効果発現が受益者調査から明らかとなった一方、自然環境への

インパクト及び用地取得に関する情報が入手できなかったことから、有効性・インパ

クトは中程度である。 

本事業の効率性については、事業費は計画内に収まったものの、事業期間が計画を

大幅に上回ったため、中程度である。本事業の維持管理は、体制に大きな問題は見ら

れない一方、技術面、財政面、現在の施設状況にそれぞれ部分的に問題があり、これ

らを総合的に解決しない場合、今後施設状況が更に悪化する可能性は高い。したがっ

て本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価は

一部課題があるものと評価される。 

 

1. 案件の概要 

 

  
案件位置図 整備された灌漑堰（マラカ） 
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1.1 事業の背景 

わが国は、インドネシア政府との間で 1989 年度に「小規模灌漑管理事業（1）」を

対象とする円借款貸付契約に調印し、その後、1994 年度に「小規模灌漑管理事業（2）」、

1997 年度に「小規模灌漑管理事業（3）」の円借款貸付契約をそれぞれ結び、インド

ネシア東部地域の 11 州で灌漑面積約 83,886ha（累積）、水路延長 510km の灌漑施設

整備を継続的かつ長期的に行ってきた。これは、高収量品種の導入や灌漑農地の拡大

など、コメ等の食料増産に向けた数々の政策を展開し、コメ自給体制の確立を図るイ

ンドネシア政府を支援するものであった。また、地域間格差是正や貧困緩和の観点か

ら、インドネシア東部地域における灌漑施設整備を促すものであった。 

上記 3 事業は、インドネシアのコメ等の食料増産、貧困地域での農業インフラの普

及、地方分権化に則った州・県政府の事業実施能力強化及び灌漑施設維持管理体制の

強化に貢献した。しかしながら、年率約 1.6％を超える人口増加に伴い、コメ消費量が

年率 3.1％で拡大する一方、ジャワ島を中心とする農地減少などによる作付面積の伸

び悩みなどからコメ生産量の拡大が追いつかず、コメ需給バランスが不安定となって

いた。こうした状況に対応するため、本事業はインドネシア東部地域の 8 州（バリ州、

西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州、スラウェシ島内の 5 州）において、灌漑施

設の新設・改修を行うとともに、灌漑用水の管理体制強化支援を実施したものである。 

 

1.2 事業概要 

インドネシア東部地域の 8 州において、灌漑施設の新設及び改修を行うとともに、

灌漑用水の管理体制強化のための支援を行うことにより、コメを中心とした食料の増

産を図り、もって同地域の貧困緩和に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 27,035 百万円／25,541 百万円 
交換公文締結／借款契約調印 2002 年 3 月 28 日／2002 年 10 月 10 日 

借款契約条件 ＜本体部分＞金利 1.80％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド 
＜コンサルタント部分＞金利 0.75％、返済 40 年（うち据置

10 年）、二国間タイド 
借入人／実施機関 インドネシア政府／公共事業省水資源総局 

貸付完了 2012 年 2 月 6 日 
関連事業 関連する円借款 

 「小規模灌漑管理事業（1）」（L/A 調印：1989 年度、 
承諾額：1,896 百万円） 

 「小規模灌漑管理事業（2）」（L/A 調印：1994 年度、 
承諾額：8,135 百万円） 

 「小規模灌漑管理事業（3）」（L/A 調印：1997 年度、 
承諾額：16,701 百万円） 

 「小規模灌漑管理事業（5）」（L/A 調印：2007 年度、

承諾額：8,967 百万円） 
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2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

藤原 純子（OPMAC 株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2014 年 1 月～2015 年 4 月 

現地調査：2014 年 4 月 6 日～5 月 9 日、2014 年 8 月 6 日～8 月 16 日 

 

2.3 評価の制約 

本事後評価の実施に当っては、①データ・情報収集上の制約、②サイト調査・受益

者調査上の制約があったため、「評価可能性」の確保と、「調査対象の偏り」の排除

を行った。具体的には以下のとおりである。 

 

2.3.1 有効性の分析に関するデータ・情報収集上の制約について 

本評価調査実施にあたっては、サブプロジェクト全 52 件のうち 40 件が、事業計画

時に 1 サブプロジェクトとして形成されていたものの、最終的に複数のサブプロジェ

クトに分かれるなどして、計画時に根拠とした灌漑面積等、有効性を測定するための

データの連続性を確保した事前・事後の比較が困難な状況であったため、有効性分析

の対象にできなかった。 

残る 12 件のうち、本事業の中間レビュー（2007 年度実施）で調査対象とされ、パ

イロットサブプロジェクトとして事業効果発現のモニタリングが行われてきたマラカ

灌漑事業、ポンレポンレ・ダム灌漑事業、パグヤマン灌漑事業の 3 件の質問票を回収

し、評価可能性を確保した。一方、他に質問票を回収した 1 件（ワエディンギン灌漑

事業：東ヌサトゥンガラ州）については収集データが不十分であったため、分析を行

うことが困難であった。残る 8 件については、質問票が提出されなかった。 

 

2.3.2 サイト調査・受益者調査上の制約について 

本評価調査実施にあたっては、調査期間が限られていたことから、サブプロジェク

ト全 52 件のサイト調査及び受益者調査を実施することは困難であったため、絞込みを

行った。 

サイト調査・受益者調査の対象サブプロジェクトの選定に当っては、①前段の有効

性の評価が可能である 3 件（マラカ、ポンレポンレ、パグヤマン）を含めること、②

新規・改修やため池灌漑・ダム灌漑・地下水灌漑などあらゆる設計内容のサブプロジ

ェクトを含むこと、③対象全 8 州を可能な限り偏りなく含むこと（その際、島嶼部で

ある東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州の主要な島を必ず含むこと、気候分

布や年間降雨量が異なる地域を取り上げること）など、事業内容や地域・気候上の調
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査対象の偏りを排除するよう考慮した。 

その結果、バリ州と北スラウェシ州を除く 6 州（東ヌサトゥンガラ州、南スラウェ

シ州、ゴロンタロ州、南東スラウェシ州、中部スラウェシ州、西ヌサトゥンガラ州）

を網羅し、東・西ヌサトゥンガラ州では主な 3 島（ティモール島、スンバ島、スンバ

ワ島）を含む表 1 の 7 サブプロジェクトを対象とすることとした。 

 

表 1 サイト調査・受益者調査の対象サブプロジェクト一覧 

サブプロジェクト 所在島 州 
マラカ灌漑事業（Malaka Weir Irrigation Project）  ティモール島 東ヌサトゥンガラ州 

ポンレポンレ・ダム灌漑事業（ Ponre-Ponre Dam Irrigation 
Project） 

スラウェシ島 

南スラウェシ州 

パグヤマン灌漑事業（Paguyaman Weir Irrigation Project） ゴロンタロ州 

ベヌアアポロ灌漑事業（Benua Aporo Weir Irrigation Project） 南東スラウェシ州 

サウス灌漑改善事業（ Sausu Weir Irrigation Improvement 
Project） 中部スラウェシ州 

トゥラガレブルため池灌漑事業（Telaga Lebur Pond Irrigation 
Project） ロンボク島 

西ヌサトゥンガラ州 
ケ ン ポ 地 下 水 灌 漑 事 業 （ Kempo Groundwater Irrigation 
Project） スンバワ島 

出所：評価者作成 
注：サイト調査では、現在の施設管理状況を確認し、受益者調査では、事業インパクトを把握する

ためのインタビュー調査を実施した。 

 

以上を踏まえ、本評価における事業の有効性の分析は、上記 3 パイロットサブプロ

ジェクトの運用・効果指標をもって行い、事業インパクト及び持続性の分析に当って

は、受益者調査の実施及びサイト調査における施設状況の確認が可能であった、上記

7 サブプロジェクトの状況に基づいて行うことで、本事業全体の評価とする。 

 

2.4 備考 

本件事業については、中間レビュー調査が 2007 年に実施されている。同調査におい

ては、事業実施期間中に行われた詳細調査結果等を踏まえ、より現実性の高い値とし

て、審査時基準値及び目標値の再設定が提案された（表 2）。 
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表 2 再設定された運用・効果指標 

サブ 
プロジェクト 指標名 修正 

指標 
修正前 
の値 

修正後 
の値 修正の背景 

マラカ灌漑

事業 

コメ作付

面積 
（雨季） 

目標値 10,000ha 6,000ha 
事業審査時の灌漑面積予測が概算の域を出なか

ったが、事業開始後、「対象地区農民の生産能力」

や「単収実績」がより詳細に明らかとなったため。 

ポンレポンレ・

ダム灌漑 
事業 

コメ作付

面積 
（雨季） 

基準値 3,339ha 2,400ha 事業開始前の天水田面積の再精査を踏まえたも

の。 

コメ作付

面積 
（雨季） 

目標値 4,313ha 3,749ha 事業開始直後に行われた詳細調査結果を反映し

たもの。 

水利組合 
組織化率 基準値 41.67％ N/A 

県知事・裁判所が承認を行っている水利組合組

織率データによると、事業実施前の水利組合組は

正式には存在していなかったため、「該当なし」とさ

れたもの。 

パグヤマン

灌漑事業 

コメ作付

面積 
（雨季） 

基準値 2,160ha 2,090ha 事業開始前の天水田面積の再精査を行ったも

の。 

コメ作付

面積 
（雨季） 

目標値 2,713ha 6,880ha 
事業実施期間中のソーシャリゼーションによる開発

地域拡大を踏まえたもの。 コメ作付

面積 
（乾季） 

目標値 2,713ha 6,880ha 

水利組合 
組織化率 基準値 75％ N/A 

県知事・裁判所が承認を行っている水利組合組

織率データによると、事業実施前の水利組合組は

正式には存在していなかったため、「該当なし」とさ

れたもの。 
出所：定期報告書及び中間レビュー報告書の内容を踏まえ、評価者が取り纏めた。 

 

しかし、実施機関との合意文書は確認できず、中間レビュー後は灌漑面積を除いて

各指標のモニタリングは実施されず、また、定期報告書及び事業完了報告書にも記載

がない。従って、本事後評価報告書においては、中間レビュー時の再設定値は参考値

として有効性において掲載するに留めるものとする。 

 

3. 評価結果（レーティング：C 1） 

3.1 妥当性（レーティング：③ 2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

(1) 国家開発計画レベル 

本事業審査時（2002 年）におけるインドネシアの国家開発 5 カ年計画（Propenas 

2000-2004）において、「地方分権と貧困削減」が重点課題に挙げられた。また、「後

進地域開発プログラム」下での灌漑セクターの課題として、地域間の不均衡が指摘さ

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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れ、特に東部地域での水源・灌漑設備の開発が目標とされた。 

本事後評価時点では、国家長期開発計画（RPJPN）（2005～2025 年）及び 2 期目の

国家中期開発計画（RPJMN2）が実施中であり（2010～2014 年）、経済開発を通した

公共の福祉の実現や公平・公正な開発の実現が目標に掲げられている。また、優先開

発課題に「食料安全保障」（農産品の競争力向上、農民の収入レベル向上、天然資源・

環境保全、灌漑インフラ施設の建設・維持管理）が挙げられている。 

 

(2) セクター開発計画レベル 

本事業審査時（2002 年）においては、国家開発 5 カ年計画（Propenas 2000-2004）

に対応した水資源・灌漑セクター開発計画（「食料安定向上プログラム」及び「水資

源開発・管理プログラム」など）が策定され、水資源開発及び管理に関する国家政策

にかかる法制度の改善、総合的な河川流域に関する組織、財政に関する制度・規則の

改善、水質改善及び流域水質管理のための効果的な規制制度及び実施体制の確立、灌

漑システムの維持管理政策に関する法制度の改善が図られた。 

本事後評価時点における農業省のセクター開発計画である農業開発 5 カ年計画

（2009～2014 年）では、①主要食料の自給率向上による食料安全保障の強化、②コメ

生産に偏った農業生産の多様化、③農業生産の高付加価値化と国際競争力強化による

輸出の振興、④農家福祉の向上などの 4 項目が主要目標として掲げられている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業審査当時（2002 年）、インドネシア東部は依然として開発が最も遅れた地域

であった。一人当たり GDP は全国平均の約 7 割で、貧困ラインを下回る人口割合は全

国平均（24.1％（2000 年））に比して 29.8％（同年）と高く、地域間格差是正の観点

から更なる開発が希求されていた。 

コメの主生産地であるジャワ島において都市化・工業化の進展から年間 2 万 ha の農

地減少が予想された一方、労働人口の 6 割が農業に従事するインドネシア東部地域で

コメ増産を図ることは、インドネシア全体のコメ増産にも貢献し、食料供給安定向上

の観点から重要とされた。また、農業分野での開発が他地域との格差是正の効果をも

たらすと考えられ、経済開発や貧困削減の観点からも重要視された。 

事後評価時点（2010 年）では、本事業対象地域州の貧困ラインを下回る人口の割合

は、バリ州（4.88％）、北スラウェシ州（9.1％）、南スラウェシ州（11.6％）など観

光地や主要都市を擁する州で概ね良好である一方、南東スラウェシ州（17.05％）、中

部スラウェシ州（18.07％）、西ヌサトゥンガラ州（21.44％）、東ヌサトゥンガラ州

（23.03％）、ゴロンタロ州（23.19％）で、全国平均（13.3％：3,102 万人）を上回る

劣悪な状況となっている。 

本事業対象地域の人口増加率は、バリ州、東ヌサトゥンガラ州、南東スラウェシ州、

ゴロンタロ州などで 2％を超え、全国の人口増加率（1.49％：2000～2010 年）を凌ぐ
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が、コメ需要は 2013 年時点で約 4.3 百万トン（全国の約 14％）と、今後も人口増加

に応じてコメ需要が伸びることが予測され、引き続きコメ増産ニーズが高い。 

その一方で、インドネシア東部地域における水資源量は寡少であり、全国の 13.5％

に留まる（表 3）。特に、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州は乾燥地帯で

あり、年間を通して十分かつ継続的に水資源を確保するための灌漑施設整備等へのニ

ーズが依然として高い。しかし、実施機関によると、用地取得が難しく、財政難等の

問題もあり、灌漑施設の導入は依然として容易ではない。 

 

表 3 東部地域における利用可能な水資源量（2013 年） 
単位：百万 m3 

全国 東部地域 スラウェシ島 小スンダ列島 バリ島 マルク諸島 
3,906,500 525,500 299,200 49,600 176,700 

出所：質問票回答 
注：「小スンダ列島」は、ロンボク島からティモール島までの広範な地域に点在する島々を総称し、  
西ヌサトゥンガラ州と東ヌサトゥンガラ州を合わせた地域を総称する。 

 

したがって、事業対象地域におけるコメ増産体制強化や水資源量確保の必要性は引

き続き認められる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業の審査時（2002 年）における我が国の対インドネシア援助方針（1994～2001

年）及び 2001 年追加的支援方針では、重点分野として①公平性の確保、②人造り・教

育分野、③環境保全、④産業構造の再編成に対する支援、⑤産業基盤整備（経済イン

フラ）、⑥マクロ経済の安定のための支援、⑦各種改革の推進に対する支援、⑧経済

ボトルネックの解消等の緊急ニーズへの対応が打ち出され、本事業の目的であるイン

ドネシア東部地域の開発（地域間格差の是正）や、上位目標である貧困削減は、上記

①公平性の確保に該当した。 

また、JICA の海外経済協力業務実施方針（2002 年）において、対インドネシア支

援の重点分野として農業・灌漑分野が重点分野の一つに取り上げられ、世銀の水資源

セクター構造調整借款のコンディショナリティとなっていた「灌漑施設の維持管理を

水利組合へ移管」の実現を支援する方針であった。本事業は、この方針に沿うもので

あった。 

 

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、インドネシア東部地域におけ

る開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 



 8 

3.2 有効性 3（レーティング：②） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

サブプロジェクト 3 件（マラカ灌漑事業、ポンレポンレ・ダム灌漑事業、パグヤマ

ン灌漑事業）の、基準値（2001 年）、目標値（2014 年）、中間レビュー時（2007 年）

及び事後評価時点（2013 年）の実績値を比較し、各事業について分析を行った。 

サブプロジェクト 3 件の事後評価時点の運用・効果指標実績値は、コメの年間作付

面積及び主要農産物別単収について、事業審査時の目標値の 8～9 割に達したか、また

は同目標値を上回っている。一方、サブプロジェクト 3 件ともに、コメ以外の作物の

作付面積実績値が目標より下回っている傾向がみられるが、これは約 9 年間の実施期

間を経てコメの主食化が進み、相対的にコメ以外の作物の需要が減少したこと等が要

因と推測される。 

戸当たりの平均農業所得額については、本事後評価では回答が得られなかったが 4、

農業粗収益額に関するデータが得られたことから、事業審査当時の基準値と目標値に

ついて、農業粗収益額との比較を行ったところ、マラカ、ポンレポンレについて目標

値を上回る結果が得られた。 

本事業の事業目的（アウトカム）は「コメを中心とした食料の増産」であることか

ら、本事業の有効性については、コメの年間作付面積、主要農産物別単収を中心に判

断を行い、戸当たり農業粗収益額の達成度などの指標も参考にしつつ総合的に判断す

ることとする。 

なお、水利組合組織比率についても運用・効果指標の一つとして挙げられていたが、

同指標は事業の効果ではなく事業のアウトプットであり、その効果は管理体制強化で

あるという側面から、「持続性」の項で詳細分析を行う。 

以下、3 事業の分析結果を個別に記述する。 

 

(1) マラカ灌漑事業（表 4） 

運用・効果指標の値の推移を見ると、コメの作付面積・単収の順調な増加が顕著で

ある。コメ作付面積を見ると、雨季の目標値の 6 割弱に留まったものの、水資源が確

保されたことで乾季の作付面積が大幅に増え、事後評価時点の作付面積の年間合計の

実績値は審査時目標値の 8 割強となった。流域管理事務所によると、事業実施前はコ

メ、トウモロコシ、落花生を雨季にそれぞれ 1 回ずつ作付けするに留まり、トウモロ

コシと落花生を日々の主食とし、コメは 1 週間に 1 回程度の摂取で、それ以外の機会

としては冠婚葬祭時に限られていたが、事業実施後には雨季・乾季各 1 回、計年 2 回

の稲作が可能となり、また、陸稲から水稲へ移行したとのことであり、主食としての

コメの需要に対しての供給が確保されることとなった。 

                                                        
3 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
4 平均農業所得額は農業粗収益から農業経営費を引いたものであり、その把握は困難なものであっ

たと考えられる。 
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一方、トウモロコシ、マングビーン（緑豆）、落花生の作付面積実績は、目標値を

それぞれ大幅に下回った。これは、トウモロコシからコメへと主食が転換され、需要

が相対的に減少したことが大きな要因と考えられる。 

単収を見ると、すべての農作物について目標値を上回った。また、農家一戸当たり

の農業粗収益額についても大きな改善が見られた。特に乾季のコメ作付けが可能にな

ったことが、農民に大きな利益をもたらしたと考えられる。 

水利組合組織比率については目標の 100％に対し、組織化に時間を要しているため

45％に留まった。 

 

表 4 運用・効果指標の推移（マラカ灌漑事業） 

指標名 基準値

（2001 年） 

事業審査時

に設定された

目標値 

中間レビューで再設

定された値（参考値） 中間 
レビュー時 
実績値 

（2007 年） 

事後 
評価時 
実績値 
（2013 年：

事業完成

1 年後） 
基準値 

目標値
（2014 年：

事業完成

2 年後） 
作物別作付面積（ha） 
 コメ（雨季） 2,146 10,000 変更無 6,000 2,300 5,716 

 コメ（乾季） 406 2,667 変更無 変更無 1,430 4,371 

 トウモロコシ N/A 2,333 変更無 変更無 雨季 2,170 
乾季 1,180 

672 

 マングビーン N/A 2,000 変更無 変更無 768 285 

 落花生 N/A 2,500 変更無 変更無 N/A 60 

水利組合組織化率（％） 33.33 100 変更無 変更無 83.9 45 

主要農産物別単収（トン/ha/回） 

 コメ（雨季） 2.3 2.5 変更無 変更無 3.0 4.3 

 コメ（乾季） 2.3 2.6 変更無 変更無 3.0 3.4 

 トウモロコシ N/A 2.2 変更無 変更無 雨季 1.6 
乾季 1.2 

2.6 

 マングビーン N/A 0.84 変更無 変更無 0.87 1.2 

 落花生 N/A 1.3 変更無 変更無 N/A 1.6 

戸当たり平均農業粗収益額 
（千ルピア/年） 

2,057 13,855 - - - 25,800 

戸当たり平均農業所得額 
（千ルピア/年） 

822 7,377 変更無 変更無 N/A N/A 

出所：質問票回答 
注：各指標の定義は次のとおりである。作物別作付面積：受益地域における作付面積の年間総和。

水利組合組織率：形成された水利組合組織数÷三次水路ブロック数。三次水路 1 ブロックにつき 1
水利組織が形成されるものとの前提。単収：農作物別の単位面積当たりの収量。年間作付け率：年

間当りの農作物の栽培回数。たとえば年 2 回コメを栽培する場合は 200％となる。農業粗収益額：

作物別生産高×作物別価格。農家所得額：農業粗収益額―（全算入生産費―家族労働費―自作地地

代―自己資本利子） 
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(2) ポンレポンレ・ダム灌漑事業（表 5） 

事業評価時点の実績値と目標値とを比較すると、コメの作付面積は、雨季について

は審査時目標値を上回り、乾季は達していないものの、両期を合わせると目標値の 9

割に達している。流域管理事務所によると、ポンレポンレでは事業実施前は雨季に 1

回作付けを行うのみであったが、事業実施後は乾季も雨季の半分程度ではあるが作付

けを行うことが可能となったとのことであった。また、落花生の作付面積は目標値の

9 割に達した。一方、コメの作付けが雨季に限られた際に、代替主食として摂取され

ていたトウモロコシやマングビーンの作付面積の実績値は、目標値を大幅に下回るこ

とになった。これは、灌漑用水が増えてコメ栽培に適切となった一方、多くの水量を

必要としないトウモロコシなどは、コメとは異なる水管理・調節を必要とすることや、

また、主食としてのコメの重要性が増していることなどが背景にあると考えられる。 

単収の実績値は、各農作物とも目標値に達し、コメとトウモロコシはこれを大きく

上回った。 

ポンレポンレでの水利組合の活動は強化されたものの、法規改定によって水利組合

の管理が公共事業省から農業省に移管されたこと等により、組合組成は 1,000ha をカ

バーした時点で実施されなくなり、また、水利組合に代えて農業組合（水利組合と同

じく農業省管理下）の相対的な位置づけが高まりつつあったことから、水利組合の組

織率は 23％に留まった。 

農家一戸当たりの農業粗収益額は目標値を大きく上回った。雨季に加え乾季のコメ

作付けが可能になったことや、各農作物の単収が向上したことにより、生産高も増加

していることがその大きな要因と考えられる。 

 
表 5 運用・効果指標の推移（ポンレポンレ・ダム灌漑事業） 

指標名 基準値

（2001 年） 

事業審査時

に設定された 
目標値 

中間レビューで再設

定された値（参考値） 中間 
レビュー時

実績値 
（2007 年） 

事後 
評価時

実績値 
（2013 年：

事業完成

1 年後） 
基準値 

目標値
（2014 年：

事業完成 
2 年後） 

作物別作付面積（ha） 
 コメ（雨季） 3,339 4,313 2,400 3,749 3,000 4,331 
 コメ（乾季） N/A 2,157 変更無 変更無 N/A 1,500 
 トウモロコシ N/A 2,157 変更無 変更無 500 600 
 マングビーン 266 1,294 変更無 変更無 N/A 70 
 落花生 381 2,157 変更無 変更無 1,000 2,000 
水利組合組織化率（％） 41.67 100 N/A 変更無 15.6 23 
主要農産物別単収（トン/ha/回） 
 コメ（雨季） 2.0 3.5 変更無 変更無 3.0 5.2 
 コメ（乾季） 3.2 3.5 変更無 変更無 N/A 4.8 
 トウモロコシ N/A 2.0 変更無 変更無 1.0 5.0 
 マングビーン 0.25 1.2 変更無 変更無 N/A 1.4 
 落花生 0.35 1.4 変更無 変更無 1.0 1.4 
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指標名 基準値

（2001 年） 

事業審査時

に設定された 
目標値 

中間レビューで再設

定された値（参考値） 中間 
レビュー時

実績値 
（2007 年） 

事後 
評価時

実績値 
（2013 年：

事業完成

1 年後） 
基準値 

目標値
（2014 年：

事業完成 
2 年後） 

戸当り平均農業粗収益額 
（千ルピア/年） 

1,624 9,157 - - - 15,500 

戸当たり平均農業所得額 
（千ルピア/年） 

871 5,193 変更無 変更無 3,326 N/A 

出所：JICA 内部資料、中間レビュー報告書、質問票回答 
注：各指標の定義は次のとおりである。作物別作付面積：受益地域における作付面積の年間総和。

水利組合組織率：形成された水利組合組織数÷三次水路ブロック数。三次水路 1 ブロックにつき 1
水利組織が形成されるものとの前提。単収：農作物別の単位面積当たりの収量。年間作付け率：年

間当りの農作物の栽培回数。たとえば年 2 回コメを栽培する場合は 200％となる。農業粗収益額：

作物別生産高×作物別価格。農家所得額：農業粗収益額―（全算入生産費―家族労働費―自作地地

代―自己資本利子） 

 

 
注：2014 年 5 月撮影 

 
注：2014 年 5 月撮影 

写真 1 ポンレポンレ灌漑施設のダム 写真 2 ポンレポンレの灌漑農地の様子 

 

(3) パグヤマン灌漑事業（表 6） 

コメの作付面積は、水資源が確保されたことで特に乾季の作付面積が大幅に増え、

中間レビュー時実績値及び審査時目標値を雨季・乾季ともに上回った。しかしながら、

想定された水量が末端設備まで安定して行き渡っていない場所があり、また、企業に

土地を貸し出してさとうきび耕作などを行う農家も見られる。 

一方、単収は目標値を大きく上回った。トウモロコシ、マングビーン、落花生は目

標値が設定されていなかったため効果測定は困難である。 

水利組合の活動は事後評価時点で 40％に留まり、目標値（100％）を大きく下回っ

た。これらの既存組合は活動も活発で寄り合いも定期的に行われ、地方政府農業局が

示すコメ栽培カレンダーに従って農民は計画的に農作業を行うなどの改善が見られる。

しかしながら、組織化から 3 年と、今後さらにスキル習得や経験の蓄積が求められて

いる状況である。 

農家一戸辺り農業粗収益額は目標値を大きく下回り、コメを中心とする作付面積及
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び単収の堅調な増加と、本事業の貧困緩和への寄与との関連性について確認できなか

った 5。 

 

表 6 運用・効果指標の推移（パグヤマン灌漑事業） 

指標名 基準値

（2001 年） 

事業審査

時に設定

された 
目標値 

中間レビューで再設

定された値（参考値） 中間 
レビュー時 
実績値

（2007 年） 

事後 
評価時 
実績値 
（2013 年：

事業完成 
1 年後） 

基準値 

目標値
（2014 年：

事業完成 
2 年後） 

作物別作付面積（ha） 
 コメ（雨季） 2,160 2,713 2,090 6,880 3,529 5,774 

 コメ（乾季） N/A 2,713 変更無 6,880 512 5,774 

 トウモロコシ 188 N/A 変更無 変更無 1,942 1,105 

 マングビーン N/A N/A 変更無 変更無 N/A N/A 

 落花生 N/A N/A 変更無 変更無 N/A N/A 

水利組合組織化率の増加（％） 75 100 N/A 変更無 0 40 

主要農産物別単収（トン/ha/回） 
 コメ（雨季） 3.0 4.4 変更無 変更無 3.5-4.0 5.5 

 コメ（乾季） N/A 4.6 変更無 変更無 N/A 5.7 

 トウモロコシ 1.0 N/A 変更無 変更無 3.0 4.2 

 マングビーン N/A N/A 変更無 変更無 N/A 0.9 

 落花生 N/A N/A 変更無 変更無 N/A 1.1 

戸当り農業粗収益額：平均（千ﾙﾋﾟｱ/年） 3,156 11,602 - - - 6,870 

戸当たり農業所得額：平均（千ﾙﾋﾟｱ/年） 1,024 3,044 変更無 変更無 6,452 N/A 
出所：JICA 内部資料、中間レビュー報告書、質問票回答 
注：各指標の定義は次のとおりである。作物別作付面積：受益地域における作付面積の年間総和。

水利組合組織率：形成された水利組合組織数÷三次水路ブロック数。三次水路 1 ブロックにつき 1
水利組織が形成されるものとの前提。単収：農作物別の単位面積当たりの収量。年間作付け率：年

間当りの農作物の栽培回数。たとえば年 2 回コメを栽培する場合は 200％となる。農業粗収益額：

作物別生産高×作物別価格。農家所得額：農業粗収益額―（全算入生産費―家族労働費―自作地地

代―自己資本利子） 

 

3.2.2 定性的効果 

マラカ灌漑事業、ポンレポンレ・ダム灌漑事業、パグヤマン灌漑事業を含め、6 州 7

サイトで受益者調査を行った。各サイトにおける受益者調査対象者の概要は表 7 のと

おりである 6。受益者調査対象者の全員が世帯主で、平均年齢は 41.3 歳、上流域・中

                                                        
5 コメ作付面積、コメ単収がそれぞれ改善されており、コメだけを見た場合の農業粗収益額は上昇

傾向が確認できるはずであるが、実施機関側の回答から確認することができなかった。粗収益額に

関するデータの信頼性が低いか、もしくは、他作物の不作等による影響が考えられる（後者につい

ては、他作物の各指標が審査時当初からデータが入手できていないため、判断は困難である）。 
6 対象者：裨益農民 抽出方法：各サブプロジェクト実施を行った公共事業省流域管理事務所を通

して水利組合加盟者を中心に上中下流域に区分して抽出 調査方式：構造型アンケート調査（訪問

面接方式） 調査実施場所・期間は次のとおり。マラカ：東ヌサトゥンガラ州マラカ県中部マラカ

郡・西マラカ郡・コバリマ郡・ウェリマン郡（2014 年 5 月 3 日）、ポンレポンレ：南スラウェシ州

ボネ県リブレン郡・カフ郡（2014 年 5 月 20 日）、パグヤマン：ゴロンタロ州ゴロンタロ県トラン
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流域・下流域での作付け世帯の内訳はそれぞれ 75、50、95 世帯、水利組合加盟者は

220 世帯中 139 世帯、このうち組合活動への参加世帯は 123 世帯である。 

 

表 7 受益者調査対象者の概要 
単位：件 

サブプロジェクト 
回答 
票数 

（世帯数） 

世帯主の

平均年齢 
（歳） 

作付場所 水利組合 

上流域 中流域 下流域 加盟者 
（加盟者/回答票数） 

組合活動 
参加者 

（参加者/加盟者） 
マラカ灌漑事業 35 40.4 4 16 15 23（65.7％） 13（56.5％） 

ポンレポンレ・ダム 
灌漑事業 

30 41.4 14 9 7 30（100％） 30（100％） 

パグヤマン灌漑事業 33 46.1 11 13 9 32（97.0％） 26（81.3％） 

(1) 3 パイロット小計 98  29 38 31 85（86.7％） 69（81.2％） 

ベヌアアポロ灌漑 
事業 

31 40.0 0 2 29 0（0％） N/A 

サウス灌漑改善事業 29 43.0 8 10 11 23（79.3％） 23（100％） 

トラガレブルため池

灌漑事業 
31 41.8 21 0 10 0（0％） N/A 

ケンポ地下水灌漑 
事業 

31 36.1 17 0 14 31（100％） 31（100％） 

(2) 他 4 件小計 152  46 12 64 54（35.5％） 54（100.0％） 

(3) 計 (1)+(2) 220 41.3 75 50 95 139（63.2％） 123（88.5％） 
出所：受益者調査回答 

 

以下、受益者調査を「農地給水状況の変化」「コメ収量の変化」及び「コメ栽培の

現状」の各視点から纏め、分析した。結果、7 サイトでの受益者調査結果からも、事

業実施による農業給水の改善、コメ収量の改善、作付け回数の増加がその傾向として

得られており、上記 3 サイトに留まらず本事業の高い効果が伺われる。 

 

(1) 農地給水状況の変化 

全回答者の約 7 割（152 件）が「灌漑施設整備によって農地への給水が改善された」

と回答しており（表 8）、サブプロジェクト別では、マラカ（85.7％）、ケンポ（80.6％）、

ポンレポンレ（76.7％）、上中下流域別では中流域（80.0％）で高い割合を示してい

る。 

一方、「事業実施前と同じ」と回答した受益者はベヌアアポロ（32.3％）、パグヤ

マン（24.2％）、サウス（24.1％）、下流域（23.2％）に多い。水門の開閉や水分配状

況のモニタリングは、流域管理事務所もしくは地方政府水資源管理局の指導の下で、

                                                                                                                                                                   
ゴフラ郡・アスパラガ郡・ウォノサリ郡・ボリヨフト郡（2014 年 4 月 28・29 日）、ベヌアアポロ：

南東スラウェシ州南コナウェ県バサラ郡（2014 年 5 月 16 日・17 日）、サウス：中部スラウェシ州

パリギ・ムートン県バリンギ郡・トルエ郡（2014 年 5 月 14 日）、トゥラガレブル：西ヌサトゥン

ガラ州西ロンボク県サコトン郡（2014 年 6 月 3 日）、ケンポ：西ヌサトゥンガラ州ドンプ県ケンポ

郡・マンギレワ郡（2014 年 5 月 30 日）。 
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地元住民が中心となって行っているが、下流域まで十分に水を行き渡らせるためには、

維持管理活動及び運営スキルの向上が望まれる。 

 

表 8 農地への給水の変化 
単位：件 

サブプロジェクト別 
／上中下流域別 

回答内容 
計 「事業前より 

増加／改善」 
「事業前と 

同じ」 
「事業前より 
減少／悪化」 

「その他・ 
該当なし」 

合計 152（69.1％） 40（18.2％） 21（9.5％） 7（3.2％） 220 

サブプロジェクト別内訳 

マラカ灌漑事業 30（85.7％） 2（5.7％） 3（8.6％） 0（0.0％） 35 

ポンレポンレ・ダム灌漑事業 23（76.7％） 4（13.3％） 2（6.7％） 1（3.3％） 30 

パグヤマン灌漑事業 19（57.6％） 8（24.2％） 5（15.2％） 1（3.0％） 33 

ベヌアアポロ灌漑事業 17（54.8％） 10（32.3％） 4（12.9％） 0（0.0％） 31 

サウス灌漑改善事業 19（65.5％） 7（24.1％） 2（6.9％） 1（3.4％） 29 

トラガレブルため池灌漑事業 19（61.3％） 4（12.9％） 4（12.9％） 4（12.9％） 31 

ケンポ地下水灌漑事業 25（80.6％） 5（16.1％） 1（3.2％） 0（0.0％） 31 

上中下流域別内訳 

上流域 54（72.0％） 13（17.3％） 6（8.0％） 2（2.7％） 75 

中流域 40（80.0％） 5（10.0％） 3（6.0％） 2（4.0％） 50 

下流域 58（61.1％） 22（23.2％） 12（12.6％） 3（3.2％） 95 
出所：受益者調査回答 

 

(2) コメ収量の変化 

農業の改善状況を見ると（表 9）、「コメ収量が増加した」と回答した受益者は 157

件と全体の 7 割を超えた。この傾向はポンレポンレ・ダム灌漑事業（96.7％）、パグ

ヤマン灌漑事業（84.8％）、ケンポ地下水灌漑事業（74.2％）、マラカ灌漑事業（71.4％）、

中流域（80.0％）、上流域（78.7％）で顕著となっている。流域管理事務所によると、

ケンポでは事業実施後に乾季の作付けが可能となった。トゥラガレブルため池灌漑事

業でもコメの二期作が可能となり、コメと各二次作物の単収も増加したとしている。

一方、ベヌアアポロ灌漑事業とサウス灌漑改善事業では、「事業実施前と同じ」及び

「事業前より減少／悪化」がそれぞれ 2 割前後と決して少なくない。この背景には、

水量や水供給のタイミングの管理状況に改善が必要であると考えられる。 

「コメ収量の増加」と、本事業による「農地給水の増加」との関連性を見ると、受

益者 220 件中 121 件が両方を選択しており、強い相関が認められる。本事業実施によ

って、特に水を必要とする田植えの時期や乾季中に必要な水量が確保されるようにな

ったことが、コメ栽培に大きな効果をもたらしたと推測される。 
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表 9 コメ収量の変化 
単位：件 

サブプロジェクト別 
／上中下流域別 

回答内容 
計 「事業前より 

増加／改善」 
「事業前と 

同じ」 
「事業前より 
減少／悪化」 

「その他・ 
該当なし」 

合計 157(71.4％） 40（18.2％） 15（6.8％） 8（3.6％） 220 

このうち「農地給水増加」と回

答した受益者 
121 24 12 0 157 

サブプロジェクト別内訳 

マラカ灌漑事業 25（71.4％） 9（25.7％） 0（0.0％） 1（2.9％） 35 

ポンレポンレ・ダム灌漑事業 29（96.7％） 1（3.3％） 0（0.0％） 0（0.0％） 30 

パグヤマン灌漑事業 28（84.8％） 2（6.1％） 3（9.1％） 0（0.0％） 33 

ベヌアアポロ灌漑事業 15（48.4％） 6（19.4％） 6（19.4％） 4（12.9％） 31 

サウス灌漑改善事業 16（55.2％） 7（24.1％） 6（20.7％） 0（0.0％） 29 

トゥラガレブルため池灌漑事業 21（67.7％） 7（22.6％） 0（0.0％） 3（9.7％） 31 

ケンポ地下水灌漑事業 23（74.2％） 8（25.8％） 0（0.0％） 0（0.0％） 31 

上中下流域別内訳 

上流域 59（78.7％） 12（16.0％） 2（2.7％） 2（2.7％） 75 

中流域 40（80.0％） 6（12.0％） 4（8.0％） 0（0.0％） 50 

下流域 58（61.1％） 22（23.2％） 9（9.5％） 6（6.3％） 95 
出所：受益者調査回答 

 

(3) コメ栽培の現状 

受益者 220 件のコメ栽培の状況を、雨季・乾季及び上中下流域に分けて示したもの

が表 10 である。全体のおよそ 7 割の受益者（161 件）がコメの作付けを年 2 回行って

おり、特にマラカ灌漑事業、ポンレポンレ・ダム灌漑事業、ベヌアアポロ灌漑事業、

サウス灌漑改善事業で 9 割弱～10 割と高い割合である。また、これらの回答は中流に

多い（9 割弱（50 件中 46 件））。パグヤマン灌漑事業は、作付け 2 回は 7 割弱（22

件）に過ぎないが、残る 3 割強は「作付け 3 回」「作付け 4 回」のいずれかとなって

おり、受益者全世帯が乾季に最低 1 回作付けを行い、かつ、コメの作付け率が上向き

な状況である。一方、ケンポ地下水灌漑事業は 9 割を超える 28 件が「作付け 1 回」（雨

季のみ）となっているが、このうち 19 件は事業実施後「コメ収量が増加」しており、

「作付け 1 回」は一定の改善があった上での結果と見ることができる。 

作付け回数とコメ収量の増加の有無との関連性を見ると、「年 3 回」もしくは「年

4 回」作付けを行う受益者の全員が「コメ収量が増加した」と回答しており、乾季を

含む作付け率の増加が事業実施によるものであると判断される。また、「作付け 2 回」

の受益者の 71.4％、「作付け 1 回」の 76.3％が「コメ収量が増加した」と回答してお

り、一定多数の受益者に事業効果が認識されているといえる。 
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表 10 コメ作付け回数の変化 
単位：件 

サブプロジェ

クト別／上中

下流域別 

作付け 0 回 作付け 1 回 作付け 2 回 作付け 3 回 作付け 4 回 
計 雨季 0 回+

乾季 0 回 
雨季 1 回+
乾季 0 回 

雨季 2 回+
乾季 0 回 

雨季 1 回+
乾季 1 回 

雨季 2 回+
乾季 1 回 

雨季 1 回+
乾季 2 回 

雨季 2 回+
乾季 2 回 

合計 8 
（3.6％） 

38 
（17.3％） 

25 
（11.4％） 

136 
（61.8％） 

4 
（1.8％） 

2 
（0.9％） 

7 
（3.2％） 

220 
 

うち「コメ収量

増加」と回答し

た受益者 
0 29 21 94 4 2 7 157 

サブプロジェクト別内訳 
マラカ 1（2.9％） 0（0.0％） 2（5.7％） 32（91.4％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 35 

ポンレポンレ 0（0.0％） 3（10.0％） 15（50.0％） 12（40.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 30 

パグヤマン 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 22（66.7％） 4（12.1％） 0（0.0％） 7（21.2％） 33 

ベヌアアポロ 4（12.9％） 0（0.0％） 0（0.0％） 27（87.1％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 31 

サウス 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 29（100.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 29 

トラガレブル 3（9.7％） 7（22.6％） 5（16.1％） 14（45.2％） 0（0.0％） 2（6.5％） 0（0.0％） 31 

ケンポ 0（0.0％） 28（90.3％） 3（9.7％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 31 

上中下流域別内訳 

上流域 2（2.7％） 17（22.7％） 12（16.0％） 36（48.0％） 3（4.0％） 2（2.7％） 3（4.0％） 75 

中流域 0（0.0％） 0（0.0％） 6（12.0％） 40（80.0％） 1（2.0％） 0（0.0％） 3（6.0％） 50 

下流域 6（6.3％） 21（22.1％） 7（7.4％） 60（63.2％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（1.1％） 95 

出所：受益者調査回答 
注：乾季にコメを育てている受益者は、雨季にもコメを育てている。 

 

以上、インドネシアの中でも水資源が寡少で、様々な開発が今後も必要とされる東

部地域にあって、雨季の二回のコメ栽培や、乾季のコメ作付けがそれぞれ可能となっ

たことなど、本事業による灌漑施設整備がもたらした影響や意義が概ね定量的効果、

定性的効果に表れている。したがって、「コメを中心とした食料の増産を図る」との

本事業目標は達成されていると判断し、本事業の有効性は高いと考える。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

(1) 家計の状況 

受益者調査では、農業収入については 164 件（74.5％）が「事業前より増加した」

と回答した。流域管理事務所から得られた関連情報によると、本事業実施後、ポンレ

ポンレでは農業収入の改善に伴って裨益農民の家計が改善し、各戸の家屋整備が促進

され、かつ海外就労件数（マレーシアなど）も減ったとのことである。パグヤマン灌

漑事業では、同様に各世帯の収入が改善したことで、車両購入や子どもの就学状況の

改善、家屋の修繕などが行われるようになった。また、ケンポでは、両季の作付けが

可能となったことで経済的余裕が生まれ、多くの世帯がバイクの購入ができるように

なったとのことである。 



 17 

農業支出については、187 件（85.0％）の受益者は「事業前より増加した」と回答

した。これらの支出の一部は、労働力の増加や種苗・農薬の購入などである。また、

94 件（42.7％）の受益者は、事業前より多くの労働力を必要とするようになったと回

答しており、これは、収穫量の増加に対応したものと判断される。一方、87 件（39.5％）

は「事業実施前と同じ」労働力を維持しており、①単収増加の有無に関わらず従来の

農法を採用している、または、②農機導入による作業効率化のいずれの可能性が考え

られる 7。 

「非農業支出が増えた」受益者は 100 件（45.5％）に達し、農業・非農業を問わず

支出が全体的に増加する傾向がうかがわれる。貯蓄については 73 件（33.2％）の受益

者が「事業前より増えた」と回答したが、47 件（21.4％）は「事業実施前」のままと

なっている。これは、貯蓄ではなく、家畜などの動産で保有しているケースが「その

他・該当なし」（91 件（41.4％））に含まれているためと考えられる。 

 

表 11 家計の状況 
単位：件 

質問項目 
回答内容 

計 「事業前より

増加／改善」 
「事業前と 

同じ」 
「事業前より

減少／悪化」 
「その他・ 
該当なし」 

世帯農業収入 164（74.5％） 36（16.4％） 19（8.6％） 1（0.5％） 220 

農業労働力 94（42.7％） 87（39.5％） 2（0.9％） 37（16.8％） 220 

農業支出 187（85.0％） 26（11.8％） 6（2.7％） 1（0.5％） 220 

家族の就業機会 66（30.0％） 61（27.7％） 10（4.5％） 83（37.7％） 220 

非農業世帯収入 45（20.5％） 64（29.1％） 11（5.0％） 100（45.5％） 220 

非農業支出 100（45.5％） 33（15.0％） 8（3.6％） 79（35.9％） 220 

貯蓄 73（33.2％） 47（21.4％） 9（4.1％） 91（41.4％） 220 
出所：受益者調査回答 
注：「家族の就業機会」や「非農業収入」及び「非農業支出」について、「その他・該当なし」の

回答が 3～5 割未満となっている背景として、農業以外に従事する受益者が必ずしも多くないため、

事業前との比較を行う状況にないことが挙げられる。 

 

(2) 生活基盤の強化 

受益者調査では、灌漑施設整備によって農業や生活に利用する水の「水質が改善さ

れた」と回答した受益者は 157 件（71.4％）に達した。水路を流れる水は、農地への

給水だけでなく日々の生活（洗濯や水浴びなど）にもよく利用されている。水路の改

修や新規敷設を通して水の汚濁が減ったことや、木くずやその他のごみ、土砂などが

日常的に除かれるようになったことで、灌漑システム整備の効果や維持管理活動の成

果が生活の中で実感されているものと考えられる。 

「世帯への給水」については、「事業前と同じ」、「その他・該当なし」がそれぞ

れ 115 件（52.3％）44 件（20.0％）を占めた。これは、飲料水だけでなく洗濯や水浴
                                                        
7 例えば、サウスでは一戸当たりの農地が 10 ヘクタール程度と大規模なため、各戸は農機を利用し

ている。 



 18 

び、トイレなどの生活用水の多くを天

水に依存する乾燥地域の深刻な状況が

特に東西ヌサトゥンガラ州に見られる

中、これらの世帯給水は本事業の本来

の目的ではないため、事業による効果

は確認されないことによる。その一方

では、「事業前より増えた」とする受

益者も 57 件（25.9％）に達している。

これは、水路など灌漑施設がある場所

へ出向けば洗濯等の生活用水のニーズ

がある程度満たされ、住民に副次的な

効果がもたらされていると考えられる。 

生活環境改善への貢献がより顕著なのは、水路整備に伴う周辺道路の整備である。

115 件（52.3％）の受益者が灌漑施設付近の道路アクセスが「よくなった」と答え、

水路整備に伴う周辺道路の整備が受益者の生活環境改善に貢献していると見ることが

できる。 

 

表 12 生活基盤強化の状況 
単位：件 

質問項目 
回答内容 

計 「事業前より 
増加／改善」 

「事業前と 
同じ」 

「事業前より 
減少／悪化」 

「その他・ 
該当なし」 

水質 157（71.4％） 34（15.5％） 24（10.9％） 5（2.3％） 220 

世帯への給水 57（25.9％） 115（52.3％） 4（1.8％） 44（20.0％） 220 

道路アクセス 115（52.3％） 68（30.9％） 32（14.5％） 5（2.3％） 220 
出所：受益者調査回答 
注：「世帯への給水」に対する回答内容は、主に生活用水（洗濯、水浴び等に使用）を意図するも

のである。 

 

(3) 保健衛生・教育環境の改善 

受益者調査では、事業実施前より「保健衛生状況が改善された」と回答した受益者

は 137 件（62.3％）となり、また「子どもの就学機会が増えた」受益者も 128 件（58.2％）

に上った。医薬品の購入や通院・通学にかかる交通費、衣服代など、医療費そのもの

や教材費以外に少なからずの費用が発生する中、事業実施による収入の改善は、こう

した支出を事業実施前よりも容易にし、生活レベルの改善につながっていると考えら

れる。 

 

 
注：2014 年 5 月撮影 

写真 3 マラカ灌漑施設の三次水路 
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表 13 保健衛生・教育環境の改善 
単位：件 

質問項目 
回答内容 

計 「事業前より 
改善」 

「事業前と 
同じ」 

「事業前より 
悪化」 

「その他・ 
該当なし」 

世帯の保健衛生状態 137（62.3％） 58（26.4％） 16（7.3％） 9（4.1％） 220 

子どもの教育レベル 128（58.2％） 49（22.3％） 2（0.9％） 41（18.6％） 220 
出所：受益者調査回答 

 

(4) 地元市場や地元ビジネスの多様性 

受益者調査を行った全 220 件の受益者のうち 131 件（59.5％）が「地元市場が事業

実施以前より活発化した」と回答した。これは、事業実施によってコメその他の農作

物の収量が増加し、余剰分の販売・換金が地元市場で行われている可能性が考えられ

る。 

一方、「地元ビジネスの多様性」については 74 件（33.6％）が「多様化した」と回

答し、123 件（55.9％）が「事業実施前と同じ」とした。事業対象地域は貧困率が高

く、住民はコメの生産・摂取上の困難にも直面していたため、増産されたコメなどは

まずは自家消費に回されたと考えられる。余剰作物を用いた農業加工品の製造や、余

剰資金の投資対象としての新規ビジネスの創業・展開などについては、増加の傾向は

まだ認められない。これには、ビジネスに取り組む姿勢や意識面での大きな転換も必

要となることから、今後の動向を継続的に観察することが望まれる。 

 

表 14 地元市場や地元ビジネスの多様性 
単位：件 

質問項目 
回答内容 

計 「事業前より 
増加／改善」 

「事業前と 
同じ」 

「事業前より 
減少／悪化」 

「その他・ 
該当なし」 

地元市場 131（59.5％） 60（27.3％） 25（11.4％） 4（1.8％） 220 

地元ビジネスの多様性 74（33.6％） 123（55.9％） 17（7.7％） 6（2.7％） 220 
出所：受益者調査回答 

 

以上より、本事業実施後、対象地域では農業収入が改善し、貯蓄など余剰資金の確

保状況について改善傾向が認められており、事業実施の効果がそのひとつの要因と思

われる。生活基盤についても、水質や道路アクセスの改善など、地元住民の生活環境

にも改善が認められ、事業の間接的な効果も確認されている。また、保健衛生状態や

教育レベルもおおむね向上している。地元市場は活性化する一方、特定の技術やスキ

ルを必要とするビジネスへの投資や新規ビジネスの創業については確認されず、短期

的に急激な収入の向上は想定されないが、受益者の生活レベルは堅調に改善している

ことが伺われる。 

これらを総合的に検討した結果、「事業対象地域の貧困緩和に寄与する」という本

事業のインパクトは確認されたといえる。 
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3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

インドネシア国内法 8に基づき、環境影響評価報告書が必要とされるサブプロジェ

クト 19 件がカテゴリ A 種として、8 件が B 種として、それぞれ区分された。本事業

はセクターローンであり、事業実施後に各サブプロジェクトの事業範囲見直しや、こ

れに伴うサブプロジェクト件数の増減も想定されたことから 9、実施機関側が「円借

款における環境配慮のための JBIC ガイドライン」（1999 年 10 月）に基づきスクリー

ニングを実施し、JICA 側の確認を得ることが着工の同意条件とされた。 

本事後評価調査において確認を試みたが、本事業の事業完了報告書に環境審査に関

する記載がなく、実施機関側は、地方分権化の影響もあり、環境影響評価実施の有無

等やその後のモニタリング状況について把握していなかった。こうした中、サイト調

査及び質問票の回収・内容の精査を行ったサブプロジェクト 7 件を除き、審査時点で

A 種もしくは B 種と区分されたサブプロジェクトの環境影響評価調査実施の有無やそ

の後のモニタリング状況について、確認を行うことができなかった。 

サイト調査を実施した 7 サブプロジェクトの環境許認可及びモニタリングの状況は

表 15 のとおりである。マラカ灌漑事業とサウス灌漑改善事業を除いて現在も環境モ

ニタリングは行われている。 

 

表 15 サイト調査対象サブプロジェクトの環境審査・モニタリング状況 

サブ 
プロジェクト 

審査時の

環境区分 
調査実施

の有無 承認時期 備考・モニタリング状況 

マラカ灌漑 
事業 

A 不明 事業実施前 

2001～2003 年に、重機使用や煤塵の発生等に

より大気汚染が確認された。 
湛水域において内陸漁が行われるか確認が必

要である。 
モニタリングは事後評価時点で行われていない。 

ポンレポンレ・

ダム灌漑事業 
A 

環境影響

評価 
（2001 年） 

事業実施前 事後評価時点で州政府水資源管理局がモニタ

リングを行い、公共事業省に報告している。 

パグヤマン 
灌漑事業 

A 環境影響

評価 
事業実施前

（2004 年） 

事後評価時点で州政府水資源管理局によって

実施されている。特に大きな問題は確認されなか

った。 

ベヌアアポロ

灌漑事業 
A 環境影響

評価 事業実施前 
事後評価時点で州政府水資源管理局によって

実施されている。特に大きな問題は確認されなか

った。 

サウス灌漑 
改善事業 

A 不明 不明 

中部スラウェシ灌漑改善事業として審査時に A
種に区分され、事業開始後の詳細調査によって

サウスを含む 3 サブプロジェクトに分かれた。 
モニタリングは事後評価時点で行われていない。 

                                                        
8 The Decree of the State Minister of the Environment No.17/2001。同法は 2006年に一部改訂された（The 
Decree of the State Minister of the Environment No.11/2006）。 
9 19 件中 9 件は、事業開始後に 2 件以上のサブプロジェクトにさらに分かれている。 
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サブ 
プロジェクト 

審査時の

環境区分 
調査実施

の有無 承認時期 備考・モニタリング状況 

トゥラガレブル

ため池灌漑 
事業 

A 
環境影響

評価 
（2006 年） 

事業実施前 

西ヌサトゥンガラため池灌漑改善事業として審査

時に A 種に区分され、事業開始後の詳細調査

によってトゥラガレブルを含む 3 サブプロジェクト

に分かれた。 
事後評価時点で州政府水資源管理局によって

実施されている。特に大きな問題は確認されなか

った。 

ケンポ地下水

灌漑事業 
B 環境影響

評価 事業実施前 

西ヌサトゥンガラ地下水灌漑事業として審査時に

B 種に区分され、事業開始後の詳細調査によっ

てケンポを含む 3 サブプロジェクトに分かれた。 
事後評価時点で州政府水資源管理局によって

実施されている。特に大きな問題は確認されなか

った。 
出所：質問票回答、JICA 内部資料 

 

(2) 住民移転・用地取得 

審査時点で 9 カ所計 683ha の用地取得と 33 世帯の住民移転が想定された。 

本事業における用地取得・住民移転の当初の計画及び実績を表 16 に示す。本事業

の事業完了報告書に用地取得・住民移転に関する記載はほぼ無いに等しく、本事後評

価調査において確認を試みたが、実施機関側は、地方分権化の影響もあってこうした

用地取得の詳細等について把握していなかった。 

 

表 16 用地取得・住民移転の状況 

 
計画 実績 

サブプロジェクト 規模 規模 備考 

用地取得 

ドンプ灌漑事業 26ha 不明 ― 

スンバワ灌漑事業 30ha 45.82ha 

事業実施後の詳細調査によって 2 サブプロジ

ェクト（ペラパラド・ダム灌漑事業とバトゥブラン・

ダム灌漑事業）に分かれた。 
このうちバトゥブラン・ダム灌漑事業において堰

建設の為に 28ha（2004 年 3 月）、パイプライン

ルート整備のために 17.82ha（2003 年 11 月）

の用地取得がそれぞれ行われた。 

マラカ灌漑事業 48ha 0ha 住民側と協議の結果、用地取得を行わないこ

とになった。 
ワエディンギン 

灌漑事業 
120ha 0ha 住民側と協議の結果、用地取得を行わないこ

とになった。 
ポンレポンレ・ダム 

灌漑事業 
304ha 559ha 灌漑施設用地：136ha、ダム用地：423ha 

ベヌアアポロ 
灌漑事業 

87ha 0ha 詳細不明 

サンクブ灌漑事業 29ha 不明 右岸については 0ha 

 
パグヤマン灌漑事業 22ha 0ha 

右岸については事業実施 10 年前（1992 年）

の時点で政府が取得済み。それ以外の箇所

についての詳細は不明。 
ベラ・クンピ灌漑事業 17ha 不明 ― 

計 683ha ― ― 
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 計画 実績 

住民移転 ポンレポンレ・ダム 
灌漑事業 33 世帯 33 世帯 

全世帯は移転後に家屋が改善され、車両等

の購入も行われるなど、補償条件についてそ

の後特に長期的な問題は発生していない。 
出所：質問票、JICA 内部資料 

 

(3) その他正負のインパクト 

なし。 

 

以上より、本事業による灌漑施設整備がもたらした影響や意義が定量的・定性的に

も高く、「事業対象地域の貧困緩和に寄与する」という本事業のインパクトも受益者

調査から明らかとなった一方、自然環境へのインパクト及び用地取得に関する情報が

入手できなかったことから、本事業の実施により一定の効果の発現が確認されたと考

え、有効性・インパクトは中程度である。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

(1) 灌漑面積 

灌漑面積の合計は、本事業審査時点の計画値で 99,250ha であったが、本事後評価時

点の実績値で 117,588ha と増加した。 

 

(2) サブプロジェクト件数・契約件数 

本事業審査時点で、バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州、スラウェ

シ島内の 5 州の広範な地域に点在するサブプロジェクト 27 件の灌漑施設建設・整備が

計画された。本事後評価時に確認したところ、サブプロジェクト件数は 52 件であった。

これは、実施期間中に詳細設計が行われ、一部サブプロジェクトの細分化 10が図られ

たことなどによるものである。 

本事業で計画・実施されたサブプロジェクトは表 17 のとおりである。 

 

                                                        
10 細分化された背景には、サブプロジェクト一件の対象範囲が審査時点では大まかであり、現地調

査及び詳細検討を通して、対象範囲及び設計がより現実的なものとなったことがあげられる。また、

既往円借款案件のリハビリ（南スラウェシ州のジェネベラン川のダム及び落差工の改修など）や、

小規模灌漑事業（3）から引き継いだ 4 件などもあった。 
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表 17 本事業で計画・実施されたサブプロジェクト 

州 計画 実施 
契約件

数(注) 
LCB ICB 

バ
リ 

1 バリ灌漑改善事業 
1 サバ川流域灌漑事業 1 0 
2 ウンダ川流域灌漑事業 1 0 
3 ビルポー・トゥカダヤ川流域灌漑事業 1 0 

2 バリ地下水灌漑事業 4 バリ地下水灌漑事業 1 0 

西
ヌ
サ
ト
ゥ
ン
ガ
ラ 

1 ナンカラ／ドンプ灌漑事業 1 ナンカラ右岸灌漑事業 1 0 

2 西ヌサトゥンガラため池灌漑改善事業 
2 ポンポンため池灌漑事業 1 0 
3 ティブ・クニンため池灌漑事業 1 0 
4 トラガレブルため池灌漑事業 1 0 

3 スンバワ灌漑事業 
5 ペラパラド・ダム灌漑事業 3 0 
6 バトゥブラン・ダム灌漑事業 2 0 

4 西ヌサトゥンガラ灌漑改善事業 

7 ジュランサテ灌漑改善事業 1 0 
8 ママ・カキアン灌漑改善事業 1 0 
9 サンベラ灌漑事業 1 0 

10 サントン灌漑事業 1 0 

5 西ヌサトゥンガラ地下水灌漑事業 
11 サンベラ地下水灌漑事業 1 0 
12 ケンポ地下水灌漑事業 

1 0 
13 スンバワ地下水灌漑事業 

東
ヌ
サ
ト
ゥ
ン
ガ
ラ 

1 マラカ灌漑事業 1 マラカ灌漑事業 5 0 
2 ワエディンギン灌漑事業 2 ワエディンギン灌漑事業 1 0 

3 東ヌサトゥンガラ灌漑・ため池灌漑 
改善事業 

3 カドゥンブル灌漑事業 1 0 
4 べナ灌漑事業 1 0 
5 マウテンダ灌漑事業 1 0 
6 トゥア湖ため池灌漑事業 1 0 
7 ハエクリため池灌漑事業 1 0 
8 ロコジャンゲため池灌漑事業 1 0 

4 東ヌサトゥンガラため池灌漑事業 
9 ポヌファトゥオニ地下水灌漑事業 1 0 

10 マウメレ地下水灌漑事業 1 0 

南
ス
ラ
ウ
ェ
シ 

1 ポンレポンレ・ダム灌漑事業 1 ポンレポンレ・ダム灌漑事業 1 1 
2 サダン灌漑改善事業 2 サダン灌漑改善事業 1 0 

3 南スラウェシ灌漑改善事業 

3 タボタボ灌漑改善事業 1 0 
4 カラミス灌漑改善事業 1 0 
5 ラマシ左岸灌漑事業 1 0 
6 カンジロ灌漑事業 1 0 
7 ダム改修事業 11 1 0 

4 南スラウェシ地下水灌漑事業 8 南スラウェシ地下水灌漑事業 1 0 

南
東
ス
ラ
ウ
ェ
シ 

1 ベヌアアポロ灌漑事業 1 ベヌアアポロ灌漑事業 2 0 

2 南東スラウェシ灌漑改善事業 
2 カンバラ灌漑事業 1 0 
3 ワウォトビ灌漑事業 1 0 

3 南東スラウェシ地下水灌漑事業 
4 南コナウェ地下水灌漑事業 1 0 
5 ブトン地下水灌漑改善事業 1 0 

                                                        
11 ジェネベラン川のダム及び落差工の改修であり、わが国はジェネベラン川流域開発に対し、「ジ

ェネベラン川緊急治水事業」（1984 年度）（借款契約額 5,381 百万円）や「ビリビリ潅漑事業」（1996
年度）（借款契約額 5,472 百万円）等を通して支援を行っている。 
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州 計画 実施 
契約件

数(注) 
LCB ICB 

中
部
ス
ラ
ウ
ェ
シ 

1 ベラ・クンピ灌漑事業 1 ベラ・クンピ灌漑事業 1 0 

2 中部スラウェシ灌漑改善事業 
2 シノラン灌漑事業 1 0 
3 カラオパ灌漑事業 1 0 
4 サウス灌漑改善事業 2 0 

3 中部スラウェシ地下水灌漑事業 5 中部スラウェシ地下水灌漑事 1 0 

北
ス
ラ 

ウ
ェ
シ 

1 サンクブ灌漑改善事業 1 サンクブ灌漑改善事業 1 2 
2 北スラウェシ灌漑改善事業 2 北スラウェシ灌漑改善事業 1 0 
3 北スラウェシ地下水灌漑事業 3 北スラウェシ地下水灌漑事業 1 0 

ゴ
ロ
ン
タ
ロ 

1 パグヤマン灌漑事業 1 パグヤマン灌漑事業 1 3 

2 ゴロンタロ灌漑改善事業 
2 ゴロンタロ灌漑改善事業 1（4 カ所） 1 0 
3 ゴロンタロ灌漑改善事業 2（2 カ所） 1 0 

3 ゴロンタロ地下水灌漑事業 4 ゴロンタロ地下水灌漑事業 1 0 
計 27 52 60 6 

出所：案件資料に基づき評価者が作成・加筆した。 
注：LCB：国内競争入札、ICB：国際競争入札 

 

契約パッケージ数は、本事業審査時点で 28 件となっていたが、サブプロジェクト件

数の増加に伴い、本事後評価で確認した結果 66 件となった 12。 

 

(3) コンサルティング・サービス 

本事業審査時点では、以下の①～⑦の項目について 26,636 人月のコンサルティン

グ・サービスが計画された。 

① プロジェクト管理 

 事業全体に関する中央政府レベルでの支援 

 各サブプロジェクトの実施に関する地方政府レベルでの支援 

② インドネシア東部地域における将来の灌漑開発プログラムの形成調査 

 各サブプロジェクトの土木工事に係る調査、設計、事前資格審査及び入札補

助、施工管理 

③ 水利組合強化と地方政府水資源管理局の能力開発 

 水利組合組成・強化のための仕組みづくり（NGO・現地大学等との連携） 

 運営維持管理と農業活動に関する水利組合へのガイダンスの提供（NGO・現

地大学によるファシリテーション） 

 州・県政府灌漑局職員の事業実施及び維持管理能力の開発 

④ ダム灌漑事業監理 

⑤ 堰灌漑事業監理 

⑥ 灌漑事業改修事業監理 

                                                        
12 国際競争入札と国内競争入札とに契約が別れる場合や、工事現場が複数地点に点在する場合な

どは、一つのサブプロジェクトでも契約パッケージが複数化しており、その結果、工事契約数がサ

ブプロジェクト件数に比して多くなった。 
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⑦ 地下水灌漑事業監理 

 各コントラクターによる土木工事に係る品質管理 

 

なお、事業実施期間中に契約変更が行われ、上記内容に加えて下表の内容が追加さ

れ、コンサルティング・サービスの総量実績は 43,775 人月（17,139 人月増）となった。

同増加は、サブプロジェクト件数及び工事契約パッケージ数の増加に伴う管理業務量

の増加、追加業務の発生等に照らし、やむを得ないものであった。 

 

表 18 コンサルティング・サービス追加事項及び理由・背景 

追加事項 追加理由・背景 

ケララカラロエ・ダム（南スラウェシ州）

の詳細設計 
案件成熟度を高めるために必要な技術サービスの確保 

営農普及指導 コミュニティワーカーの雇用による農民の能力強化や営農指導強

化を図ったもの 

後続案件形成支援（「小規模灌漑管

理事業（5）」） 
後続案件の設計レビュー、資格前審査、入札図書準備などの実施

が行われたもの 

プロジェクト管理業務量の増加 契約パッケージ件数の増加に伴うもの 
出所：JICA 内部資料 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

計画事業費は 31,806 百万円に対して、実績事業費は 29,549 百万円であり、計画を

下回った（計画比 92％）。サブプロジェクトの細分化による契約パッケージの増加が

あり、コンサルティング・サービス量も大幅増となったものの、事業実施期間中に急

激な円高やルピア通貨の下落などがあり、結果として当初の計画内に収まった。 

 

表 19 事業費の計画・実績の比較 
単位：百万円 

予算項目 
計画 実績 

外貨 内貨 合計 外貨 内貨 合計 
計 借款 計 借款 計 借款 計 借款 計 借款 計 借款

建設費 1,221 1,221 19,656 19,656 20,877 20,877 698 698 19,506 19,506 20,205 20,205

機材費 0 0 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0

C/S 1,220 1,220 3,618 3,618 4,838 4,838 1,649 1,649 3,687 3,687 5,336 5,336

予備費 64 64 1,023 996 1,087 1,060 0 0 0 0 0 0

用地取得費 0 0 540 0 540 0 0 0 435 0 435 0

管理費 0 0 1,541 0 1,541 0 0 0 1,340 0 1,340 0

税金等 0 0 2,663 0 2,663 0 0 0 2,233 0 2,233 0

合計 2,505 2,505 29,301 24,530 31,806 27,035 2,347 2,347 27,202 23,194 29,549 25,541
出所：実施機関への質問票の回答 
注 1：各項目の金額と合計金額の相違は、百万円以下切り捨てに拠る。 
注 2：C/S はコンサルティング・サービスの略。 
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3.4.2.2 事業期間 

計画事業期間は、2002 年 10 月（L/A 調印）から 2007 年 12 月（コンサルティング・

サービス契約期間終了予定時期）までの 63 カ月であったのに対し、実際の事業期間は

2002 年 10 月から 2011 年 12 月までの 108 カ月であり（計画比 171％）、計画を大幅に

上回った。同延長は、サブプロジェクト件数及び工事契約パッケージ数の増加、追加

業務の発生等に照らし、アウトプットに見合うだけのやむを得ないものであった。 

事業期間が延びた主な理由は以下のとおりである。 

 

① 工事契約数の増加 

契約パッケージ数は当初 28 件であったが、最終的に完成したサブプロジェクト

の契約件数は 66 件となった。 

② 工事契約ロットの増加による工期延長 

上記①に伴い、事務作業量の増加などが発生したため、工事契約締結が完了す

るまで当初予定より長期化した。これにより、コンサルティング・サービス期

間が約 1 年間程度延長となった。 

③ 工事契約の追加実施 

サウス灌漑改善事業（中部スラウェシ州）、サンクブ灌漑改善事業（北スラウ

ェシ州）、パグヤマン灌漑事業の一部（ゴロンタロ州）が追加となり、事務作

業量の増加などが発生したためコンサルティング・サービス期間も 2 年間の延

長となった。 

④ 追加業務の実施 

追加となったコンサルティング・サービスのうち、以下の業務が期間延長に影

響した。 

・ 後続案件形成支援（「小規模灌漑管理事業（5）」） 

2005 年 9 月から 2008 年 6 月まで案件形成調査が実施され、各種報告書が 2007

年 4～11 月に提出された。また設計レビューが 2006 年 7 月から 2009 年 8 月

まで実施された。その他の業務内容の見直しと合わせ、約 1 年間の延長につ

ながった。 

・ プロジェクト管理業務量の増加 

 

上記①～③により、管理業務量が増大し、その他の業務内容の見直しと合わせ、約

計 3 年間の延長につながった。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

事業審査時の財務的内部収益率（FIRR）の計算は行われず、経済的内部収益率（EIRR）

は 21.33％であった。EIRR の当時の算出根拠は以下のとおりである。 
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費 用： 本事業に要する建設工事及び運営維持管理に要する費用 
便 益： 灌漑面積の拡大、単位収量の増加、土地利用率の上昇による農

産物生産高の増加 
プロジェクトライフ： ダム及びため池灌漑事業：事業開始後 50 年 

堰及び地下水灌漑事業：事業開始後 25 年 
効果発現期間： 各農作物の生産高は、事業完成後 1 年毎に目標の 20％ずつ増加

し、5 年目に 100％となる。 

 

本事後評価では、審査時と同様に FIRR の再計算は行わない。また、本事業は、サ

ブプロジェクト件数が膨大となり、本件事後評価期間内での情報収集が困難であるこ

とや、アウトプットの内容が当初の計画と大幅に異なり、事前事後の比較が適切に行

えないことなどから、本事後評価での EIRR の再計算は行わない。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

2004 年、2006 年に制定された国内法及び政府規則 13により、灌漑面積の大小によ

って運営・維持管理体制が別途定められ、灌漑規模が小さくなるにつれて一次・二次

水路の責任機関が公共事業省、州政府、県政府と下位組織に委譲され、三次水路につ

いては灌漑規模に関わらず水利組合が運営・維持管理の主体的役割を果たすとされた

（表 20）。なお、上記政府規則では、「下位組織に財源・管理能力が無い場合は上位

組織が責任を担う」といった例外事項も設けられ、運営・維持管理体制の構築への柔

軟な対応も認められた。 

 

表 20 国内規則に基づく灌漑施設の運営・維持管理の体制 

灌漑規模 
一次水路 二次水路 三次水路 

財源 責任機関 財源 責任機関 財源 責任機関 

3,000ha 以上及び複

数州にまたがる場合 公共事業省 公共事業省 
水資源管理局 

公共 
事業省 

公共事業省 
水資源管理局 

水利組合が

決定 水利組合 

1,000ha 以上 3,000ha
未満及び複数県にま

たがる場合 
州政府 州政府 

水資源管理局 州政府 州政府 
水資源管理局 

水利組合が

決定 水利組合 

1,000ha 未満 県政府 県政府灌漑局 県政府 県政府灌漑局 水利組合が

決定 水利組合 

出所：The Water Resources Law No.7 of 2004 (UUSDA 7/2004)、the Government Regulation No.20 of 
2006 (PP 20/2006) 

                                                        
13 The Water Resources Law No.7 of 2004 (UUSDA 7/2004)、the Government Regulation No.20 of 2006 
(PP 20/2006)。2006 年以後、水路維持管理に関する諸規則の改定や新規則施行は行われていない。 
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サイト調査を実施した 7 サブプロジェクト（マラカ灌漑事業、ポンレポンレ・ダム

灌漑事業、パグヤマン灌漑事業、ベヌアアポロ灌漑事業、サウス灌漑改善事業、トゥ

ラガレブルため池灌漑事業、ケンポ地下水灌漑事業）における現状を確認したところ、

表 21 に示す運営・維持管理体制が構築されていた。マラカ灌漑事業、ポンレポンレ・

ダム灌漑事業、ベヌアアポロ灌漑事業、サウス灌漑改善事業では、三次水路の運営・

維持管理が水利組合に任され、上記法規に準じた体制作りが行われていた。しかし、

同 4 事業の水利組合組織率はそれぞれ 45％、23％、12％、100％とばらつきがあり、

例えば、ポンレポンレ・ダム灌漑事業では、全灌漑面積 4,337ha のうち約 3 分の 1 に

あたる約 1,000ha の灌漑用地の三次水路の維持管理を水利組合が担っており、水門一

カ所当たり 80 名の組合員を配置し管理にあたっているが、三次水路のすべての維持管

理を水利組合のみで担うまでに到っていない。そのため、組織率が 100％のサウス灌

漑改善事業を除く上記 3 事業では、地方政府農業局が水利組合の維持管理活動を補う

形で三次水路の維持管理を支援していた。 

サウス灌漑改善事業を除く全サイトにおいて、三次水路レベルでの地方政府農業局

の関与が見られる背景には、2007 年に施行された政府規則 14によって農業省が水利組

合の管理責任を負うことになったものの、実際には、現場レベルでの対応として地方

政府農業局が農業省に代わって水利組合の管理及び組合活動の支援を主に行っている

ことが挙げられる。 
 

表 21 各施設水路の維持管理の主体 

サブ 
プロジェクト 

灌漑 
面積

（ha） 

一次水路 二次水路 三次水路 
水利組合 
組織率 財源 責任機関 財源 責任機関 財源 責任機関 

マラカ灌漑 
事業 5,716 N/A 流域管理 

事務所 
N/A 州政府 

水資源管理局 
N/A 水利組合、 

県政府農業局 45％ 

ポンレポンレ・

ダム灌漑事業 4,331 公共 
事業省 

流域管理 
事務所 

流域管理

事務所 
州政府 

水資源管理局 
地方政府

農業局 

水利組合 
（地方政府農業

局が監理） 
23％ 

パグヤマン 
灌漑事業 5,774 N/A 流域管理事務

所・水利組合 
N/A 流域管理事務

所・水利組合 
N/A 

流域管理事務所 
・水利組合 

（必要に応じ地方

政府が支援） 

40％ 

ベヌアアポロ

灌漑事業 3,010 公共 
事業省 

流域管理 
事務所 

公共 
事業省 

州政府 
水資源管理局 

地方政府

農業局 

水利組合 
（地方政府農業

局が監理） 
12％ 

サウス灌漑 
改善事業 5,146 公共 

事業省 
流域管理 
事務所 州政府 

州政府 
水資源管理局・

水利組合 

水利 
組合 水利組合 100％ 

トゥラガレブル

ため池灌漑 
事業 

102 公共 
事業省 

流域管理 
事務所 

公共 
事業省 

流域管理 
事務所 

公共 
事業省 

農協・県政府農

業局 0％ 

ケンポ地下水

灌漑事業 102 N/A 農協 N/A 農協 N/A 
農協 

（必要に応じ地方

政府が技術支援） 
0％ 

出所：実施機関への質問票の回答 

                                                        
14 The Government Regulation No.38 of 2007 (PP 38/2007)。 



 29 

次に、パグヤマン灌漑事業では、表 21 に示したとおり、公共事業省流域管理事務

所と水利組合が合同で一次水路から三次水路までの運営・維持管理を行う体制となっ

ていた。一方、水利組合組織率は 40％に留まることなどから、州政府水資源管理局

や県政府農業局による現場レベルでの調整・連携・協力を得て施設運営・維持管理が

行われていた。同事業の関連機関の相関を図 1 に示す。 

 

 
出所：実施機関からの質問票回答を踏まえ、評価者が作成した。 
注 1：地方政府における部署や体制は各州・県によって異なる。ここではパグヤマン（ゴロンタロ

州）の維持管理体制をその一例として示した。 
注 2：図の実線は、直接繋がりのある関係（管轄や所掌、指揮命令系統など）を示している。また、

直接の関係にはないが関連性がある状態は破線である。たとえば、水利組合は現在農業省の所掌で

あり、パグヤマンでは農業省に代わって県政府農業局が現場レベルで監督を行っているため、図で

は農業局と実線で示しているが、公共事業省との繋がりは破線（間接的）である。 

図 1 パグヤマン灌漑事業施設の運営・維持管理の関連機関及び体制 

 

また、パグヤマン灌漑事業施設の運営・維持管理に実際に従事している水利組合員

の声を以下に掲げた。 

 

公共事業省
内務省

水資源管理局

維持管理課長

流域管理事務所

州政府

水資源管理局

県政府

エンジニアリング部

計画課 評価モニタリング部

水資源部

水文・水質課

河川湖沼ダム部

湖沼ダム保全課 河川洪水管理課

維持管理課長

ワーキングユニット

管理部門

計画・事業部門

運営維持管理課

水利組合灌漑局 農業局

水資源データ情報課

水資源利用管理課 組織運営課

運営維持管理課

灌漑低地沿岸部

灌漑課 低地沿岸課 運営維持管理課
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注：水門係（左側）と放流係の A さん（右側） 

写真 3 パグヤマン灌漑施設の管理風景 

水利組合員の声：放流係の A さん（42 歳） 

わたしは水利組合員ですが、複数の水利

組合から形成される水利組合連合の会長も

務めています。そして、パグヤマン灌漑施設

の洪水時の放流の管理を任されています。

雨季の間や、一日のうち雨が降る時間帯に

堰の水量を監視して、洪水が起こらないか確

認をする仕事です。水量が多いときには、水

門係をしている友人（写真 2 左側）と連絡を

取って堰の開門をしています。 
施設が整備される前は、コメ栽培は雨に頼

るしかありませんでしたが、今ではコメを年に 2
回作れるようになっています。3ha の農地を持

っていますが、コメ 1kg 当りで 2,500 ルピアの

収入が得られます。放流係の給料と合わせる

と、まあ、そこそこですが、施設整備前より収

入は上がっています。 
パグヤマンの水利組合は、できてから 3 年

しかたっていないので、組織としてはまだまだ

です。それでも、皆助け合いの精神で施設を

守っています。夜間に大雨が降るときなどは、

自分も駆けつけますが、水音を聞きつけて周

囲の住民が集まって協力してくれるんです

よ。ここら辺に住む住民は、わたしを含めて皆

地元出身で、長い付き合いなのでお互い信

頼し合っています。 
（聞き取り日：2014 年 4 月 28 日） 

 
注：撮影時期：2014 年 4 月 

写真 4 パグヤマン灌漑施設の堰 

 

また、水利組合組織率が 0％となっているトゥラガレブルため池灌漑事業とケンポ

地下水灌漑事業のうち、トゥラガレブル事業では公共事業省流域管理事務所が一次・

二次水路の運営・維持管理を行い、三次水路は水利組合の代わりに農協 15が管理を行

っていた。ケンポ地下水灌漑事業では、農協の活動が活発であり、一次～三次水路の

すべての維持管理を農協が担う体制となっていた。 

 

以上より、灌漑設備管理に関する法整備が進み、運営・維持管理における関係各者

の所掌範囲や分担が明確に定められる中、同枠組みをベースとして関係各者が適宜協

力しながら本事業施設の運営・維持管理を行っている。水利組合の組織率が低いサブ

プロジェクトでは、水利組合による三次水路の運営・維持管理を地方政府農業局や流

域管理事務所が支援・補完する管理体制が敷かれるなど、現場レベルでの運営・維持

管理体制についても強化されていることから、体制面での問題はない。 

 

                                                        
15 農協は、水利組合と同様に農業省の監督下にある。 
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

(1) 各水路の運営・維持管理にかかる技術 

上記体制下における、一次～三次水路の運営・維持管理技術の現状に関し、現地で

実施機関関係者に聞き取りやサイト調査においてヒアリングを行ったところ、以下の

とおりであった。 

 

① マラカ灌漑事業 

県政府農業局から農業用水管理分野の技術者を招いて技術面の対応が図られる

などの自発的な取り組みが見られているが、三次水路の管理を移管されている水

利組合の水管理技術力は十分とは言えない。 

② ポンレポンレ・ダム灌漑事業 

水利組合の水管理技術スタッフの質・量は共に十分ではなく、研修機会や地方政

府農業局からの指導が望まれている。 

③ パグヤマン灌漑事業 

水利組合の人材が限られているため、退役技術者が水利組合の役員を対象とした

コーチングを行い、水管理技術や耕作方法等について指導している。こうした退

役技術者の活用は視察した 7サイトのうちパグヤマン灌漑事業でのみ確認された。 

④ ベヌアアポロ灌漑事業 

水利組合が三次水路の運営維持管理を行い、地方政府農業局がこれを監督して

いる。水利組合の水管理能力や技術面の知識不足が指摘されているが、監理者で

ある農業局は研修機会等を提供していない。 

⑤ サウス灌漑改善事業 

運営・維持管理の技術について情報は得られなかった。 

⑥ トゥラガレブルため池灌漑事業 

運営モニタリングは中央政府が行っている。農協による三次水路の管理などの活

発な活動が行われている。なお、能力開発研修が行われているものの、農協の技

術スタッフの水管理能力は依然として十分ではない。 

⑦ ケンポ地下水灌漑事業 

農協の活動が活発で各水路はよく管理されている。農協の技術レベルに関する情

報は得られなかったが、必要に応じて三次水路レベルの運営・維持管理に地方政

府が水管理技術の知見を踏まえた指導・支援を行っている。 

 

(2) 灌漑施設の各種点検・修繕内容 

各サブプロジェクトの灌漑施設の各種点検・修繕の内容及び責任の所掌・頻度を表 

22 に示す。日常点検、定期点検、大規模修繕は、主に流域管理事務所もしくは地方

政府水資源管理局が担っている。 

多くのサイトで、堆砂や泥土による詰まりや下流域の灌漑水路のごみや堆砂・泥土
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量が事業想定を超える状況にある中（詳細は「3.5.4.運営・維持管理の状況」を参照）、

現在の各種点検・修繕活動による対応は技術的にも頻度としても十分ではなく、各サ

イト施設の運営にも支障を与えており、早急な改善が望まれるが、具体的な改善策の

検討については情報が得られなかった。 

 

表 22 各運営・維持管理業務の責任機関・頻度及び内容 

サブプロジェクト 項目 日常点検 定期点検 修繕 

マラカ灌漑事業 

担当機関 県政府水資源管理局 州政府水資源管理局 流域管理事務所 

頻度 2 カ月ごと 年一回 随時 

特記事項 草むしり、一次水路の

堆積物除去 
二次水路の堆積物除

去 

ごみ、堆積物の除去、

水門のメンテナンス、

施設リハビリ 

ポンレポンレ・ダム

灌漑事業 

担当機関 流域管理事務所 流域管理事務所 流域管理事務所 

頻度 毎週 毎月 随時 

特記事項 草むしり、水門に潤滑

油 
取水口のごみ除去 
取水口ゲートの潤滑油 

- 

パグヤマン灌漑 
事業 

担当機関 流域管理事務所 流域管理事務所 流域管理事務所 

頻度 年 4 回 年 1 回 年 1 回 

特記事項 
草の除去 堆砂・泥の除去 

建物の塗装、道路メン

テナンス、上流域の堆

積土浚渫 

ベヌアアポロ灌漑 
事業 

担当機関 流域管理事務所 流域管理事務所 流域管理事務所 

頻度 3 カ月ごと 毎年 随時 

特記事項 草むしり（月一回）、ご

み除去（3 カ月に一回） 取水口ゲートの潤滑油 オフィス施設のメンテ

ナンス 

サウス灌漑改善 
事業 

担当機関 流域管理事務所 流域管理事務所 流域管理事務所 

頻度 - - - 

特記事項 - - - 

トゥラガレブルため

池灌漑事業 

担当機関 流域管理事務所 流域管理事務所 流域管理事務所 

頻度 年 3 回 年 1 回 随時 

特記事項 
給与支給 
堰の掃除 
水門の潤滑油投与 

水門の潤滑油投与 
施設塗装 
堆積物除去 

リハビリ 

ケンポ地下水灌漑

事業 

担当機関 農協 農協 流域管理事務所 

頻度 3～4 カ月に一回 年一回 随時 

特記事項 エンジン油の交換 

給水ポンプによる水路

への給水管理、給水ポ

ンプのメンテナンス、ス

ペアパーツの交換 

エンジン修理等 

出所：実施機関への質問票の回答 

 

(3) 人材育成の状況 

サイト調査を行ったサブプロジェクト 7 件において、流域管理事務所スタッフを対

象とする技術研修が表 23 のとおり行われ、人材育成が図られているが、技術力は十

分といえず、現行スタッフは更なる技術能力の向上が期待されている。 
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表 23 事後評価時点の各施設管理スタッフの研修機会 

サブプロジェクト プログラム 対象者 頻度 

マラカ灌漑事業 技術的な維持管理能力の向上 
水利組合強化 維持管理スタッフ（30 名） 年 1 回 

ポンレポンレ・ダム灌漑

事業 技術的な維持管理能力の向上 維持管理スタッフ 年 1 回 

パグヤマン灌漑事業 知識向上 維持管理スタッフ（30 名） 年 1 回 

ベヌアアポロ灌漑事業 技術的な維持管理能力の向上 維持管理スタッフ 年 1 回 

サウス灌漑改善事業 N/A N/A N/A 

トゥラガレブルため池 
灌漑事業 

堰の運営管理 1～2 名 

年 10 回 
河川沿岸運営管理 1～2 名 

自然災害運営管理 1～2 名 

灌漑低地運営管理 1～2 名 

ケンポ地下水灌漑事業 

堰の運営管理 1～2 名 

年 10 回 
河川沿岸運営管理 1～2 名 

自然災害運営管理 1～2 名 

灌漑低地運営管理 1～2 名 
出所：実施機関への質問票の回答 

 

水利組合の能力向上については、政府規則（Government Regulation No.38：2007 年

制定）により、農業省がその強化を担い、NGO などを通じた組成補助や能力強化、営

農指導・水管理トレーニング、完成済みの灌漑施設の運営・維持管理に関する研修の

枠組み（制度）が設けられたが、農業省及び地方政府農業局による水利組合の指導は

十分に行われていない。 

 

以上より、技術スキルの共有など、公共事業省の出先機関である流域管理事務所の

現場での役割は依然として大きいが、流域管理事務所スタッフの更なる能力向上が課

題である。また、水利組合の維持管理技術・能力の向上も重要課題だが、農業省及び

地方政府農業局による指導は徹底されていない。こうした中、日常点検・定期点検・

大規模修繕活動は質量とも現在の状況に対応しきれていないが、具体的な改善策の検

討については情報が得られなかった。 

したがって、運営・維持管理の技術面において部分的に問題があるといえる。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

サイト調査を行ったサブプロジェクト 7 件においては、公共事業省及びその出先機

関である流域管理事務所、地方政府（水資源管理局、農業局）、水利組合が各水路の

運営・維持管理体制の確保に必要な予算を、また、流域事務所や地方政府が各種点検・

修繕に必要な予算を主に賄うことになっている。 

公共事業省予算による各施設の維持管理費の推移を表 24 に示す。公共事業省維持

管理局は近年新設された部署であり、体制が整っていないことから、各流域管理事務
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所が維持管理費の配賦を依頼しても十分な金額がタイムリーに得られないケースが確

認されている。 

 

表 24 公共事業省予算による各施設の維持管理費 
単位：1,000 ルピア 

サブプロジェクト 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

マラカ灌漑事業 1,005,000,000 1,072,000,000 1,072,000,000 1,206,000,000 1,340,000,000 

ポンレポンレ・ダム灌漑事業 - - 692,960,000 779,880,000 886,200,000 

パグヤマン灌漑事業 565,675 600,000 1,350,800 477,230 750,003 

ベヌアアポロ灌漑事業 - 710,000,000 570,000,000 263,200,000 280,000,000 

サウス灌漑改善事業 921,900 983,360 1,311,360 1,475,280 1,639,200 

トゥラガレブルため池灌漑事業 - - 93,447,144 30,744,491 40,334,434 

ケンポ地下水灌漑事業 26,300,000 33,538,000 46,500,000 59,341,700 102,829,000 
出所：実施機関への質問票の回答 

 

地方政府による予算支出状況についての情報は得られなかった。三次水路は、サウ

ス灌漑改善事業など、水利組合員による自発的な拠出金で運営・維持管理費が賄われ

ているサブプロジェクトもあるが「拠出金額は十分でない」との回答のみで、具体的

な金額に関する情報は得られなかった。ポンレポンレ・ダム灌漑事業やパグヤマン灌

漑事業でも組合員からの拠出が期待されているが、一部組合員からの拠出に留まるか、

もしくはその金額も十分でないとの回答であり、具体的な金額に関する情報は同様に

得られなかった。 

 

以上より、運営・維持管理の財務についての持続性には一部問題があり、今後の公

共事業省維持管理局組織体制の整備を急ぐとともに、同局による予算配賦の強化が早

急に必要である。地方政府による予算支出状況は不明であるが、現場レベルでの迅速

な対応を求める場合、地方政府の役割は重要であり、十分な予算確保が望まれる。ま

た、水利組合による拠出金の確保も喫緊の課題である。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

事後評価時点（2014 年）でサイト視察を行った 7 施設については、灌漑用水の供給

に時々支障が生じる場合もあるが、灌漑サービス自体が完全にストップするような状

況ではない。サイト調査結果は表 25 のとおり、多くのサイトで事業想定を超える状

況（上流域での森林伐採を主な要因とする土砂崩れや、想定を超える大規模洪水など）

が発生し、堆砂や泥土による詰まりや下流の灌漑水路のごみや堆砂・泥土量が、現状

の運営・維持管理体制・技術による対応能力を大きく超えている。こうした不測の事

態に対応するには、現状の各種点検・修繕は質・量ともに十分でなく、事業完了後、

ベヌアアポロ灌漑事業など大規模洪水による被害を受けて抜本的な修復が必要となっ

た施設もある。 
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今後、施設状況を良好に運営・維持していくためには、関係者の水管理能力や灌漑

施設の各種点検・修繕の質・量を早急に強化・向上させる必要がある。 

 

表 25 サイト調査時の各施設の状況 

サブプロジェクト 施設の状況 

マラカ灌漑事業 

丘陵地帯からの土砂崩れなどの影響も受け、排水が悪く、よく洪水が発生するとの

ことであった。用水路分水ゲートが複数個所で損傷していた。一方、一部損傷は

あったものの樋門は良好に稼動していた。 
流域管理事務所によると、流域管理事務所側のモニタリングは三次水路まで及ん

でおらず、また、施設管理が行き届かないため、地元農民による盗水横行を黙認

する状態となっていた。水路途中に穴があけられ下流に水が行き届かないといっ

たケースも報告されており、下流域での水不足を招くなど、水の配分に不公平感

が生じているとのことであった（写真 6）。 

ポンレポンレ・ダム 
灌漑事業 

土砂崩れや漏水による堆砂や泥土による詰まりなどで、水路で複数個所損傷して

いる。下流の河川が乾季・雨季とも干上がっている状況であった。 
貯水池は地元のリクリエーションにも利用されていた。 

パグヤマン灌漑事業 

上流域における違法伐採や金採掘により、洪水発生時には多くの土砂やごみが

流出していた。土砂崩れや漏水などによって二次水路に損傷が発生し、下流の灌

漑水路にごみや堆砂・泥土が溜まり、雨季には洪水が発生しがちであった（写真 
7）。その他施設設備は順調に稼動していた。 

ベヌアアポロ灌漑事

業 

2013 年 7 月に洪水が発生し、堤が壊れ、施設が倒壊したため、その後 2014 年に

インドネシア政府予算で施設修復を実施中であった（写真  8）。ダム右岸の二次

水路は修理中のため機能していなかった。ダムの水門にごみや竹、木材などが溜

まり、水の流れが滞っていた。三次水路の更なる整備が今後必要とされていた。 

サウス灌漑改善事業 
上流域で伐採が行われているため、木くずなどのゴミが混ざり、堰が目詰まりを起

こす状況が散見された。洪水などで汚泥が発生し、水の濁度が高かった。下流域

で水が不足しがちで、堆砂も多く、灌漑施設の損傷が大きかった（写真 9）。 

トゥラガレブルため池

灌漑事業 

家庭用給水などは順調に機能しているが、主要なゲートが損傷するなどしていた。

堰から一次水路へ水を送るバルブが 4 本とも損傷していたため、一部の農民は天

水に依存していた。 

ケンポ地下水灌漑 
事業 

費用負担を厭う農民の心情により、表流水を摂取するための電動ポンプの一部が

使用されておらず、このため天水に依存する不安定な収穫状況が散見されてい

た。なお、使用可能なポンプについては農民が相互に協力して修理等を行ってい

た。3 つは良好、2 つは普通、1 つは故障中であった。 
出所：サイト視察（2014 年 5～6 月実施済） 

 



 36 

 
注：2014 年 5 月撮影 

 
注：2014 年 5 月撮影 

写真 5 マラカ灌漑施設の三次水路。詰ま

りなどで水が行き渡っていない。 
写真 6 大雨による木くず・泥土で詰まる

パグヤマン灌漑施設の水路 

 
注：2014 年 5 月撮影 

 
注：2014 年 5 月撮影 

写真 7 洪水被害を受けたベヌアアポロ

灌漑施設 
写真 8 サウス灌漑施設の三次水路。泥土

などによって水が行き渡っていない。 

 

以上より、本事業の維持管理は、体制に大きな問題は見られない一方、技術・財務・

現在の施設状況にそれぞれ部分的に問題があり、これらを総合的に解決しない場合、

今後施設状況がさらに悪化する可能性は高い。したがって本事業によって発現した効

果の持続性は中程度である。 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、インドネシア東部地域において、灌漑施設の新設及び改修を行い、灌漑

用水の管理体制強化のための支援を行うことにより、コメを中心とする食料増産を図

り、もって同地域の貧困緩和に寄与することを目的とした。 

本事業の実施はインドネシアの開発政策、地域間格差の是正や食料増産及び水資源

確保という開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。イン

ドネシアの中でも水資源が寡少で、様々な開発が今後も必要とされる東部地域にあっ
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て、雨季の 2 回のコメ栽培や、乾季のコメ作付けがそれぞれ可能となったことなど、

本事業による灌漑施設整備がもたらした影響や意義が認められ、本事業の効果は高い

と考える。また、「事業対象地域の貧困緩和に寄与する」という本事業のインパクト

は確認され、高い事業効果発現が受益者調査から明らかとなった一方、自然環境への

インパクト及び用地取得に関する情報が入手できなかったことから、有効性・インパ

クトは中程度である。 

本事業の効率性については、事業費は計画内に収まったものの、事業期間が計画を

大幅に上回ったため、中程度である。本事業の維持管理は、体制に大きな問題は見ら

れない一方、技術面、財政面、現在の施設状況にそれぞれ部分的に問題があり、これ

らを総合的に解決しない場合、今後施設状況がさらに悪化する可能性は高い。したが

って本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価

は一部課題があるものと評価される。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

本事業は、地元住民及び住民組織（水利組合・農業組合）による現場レベルの日常

的な水路清掃や開閉門作業が適切に行われることによって、灌漑システム内の水量が

よく管理され、末端レベルまで水を行き渡らせることとなる。また、各施設への予算

配賦を適切に行い、定期点検や大小の修繕を迅速に行うことが非常に重要である。 

ついては、実施機関や流域管理事務所が地方政府農業局とよく調整・協力をし、長

期的・継続的に住民や住民組織に対して技術支援を行い、日常保守点検における技術

レベルの向上を図るとともに、各関係者役割の分担・委譲の徹底や、十分な予算配賦

の推進が望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

4.3.1 事業モニタリング及び計画見直しの徹底 

本事業は、案件実施状況及び事業開始以降の状況の変化を踏まえ、2007 年度に実施

された中間レビューに先駆けて事業計画内容の大幅な見直し等が行われ、中間レビュ

ーでは、第三者（評価者）によってかかる状況が明らかにされ、パイロットサブプロ

ジェクトの運用・効果指標の見直しや指標の変更の提案が公開されるに到った。 

しかしながら、パイロットサブプロジェクト以外の運用・効果指標の再設定はされ

ておらず、また中間レビューで提案された内容の正式な合意文書が確認できなかった

ことから、事業スコープの変更の経緯や、どの時点での運用・効果指標を基準値・目

標値とみなすかの検証に時間を費やすこととなった一方、参考値として掲載するに留
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まった。 

通常、本事業のようなセクターローンでは、案件形成時から審査時までに事業計画

内容が必ずしも細部まで固められず、事業開始後の詳細設計等で制度を高めているこ

とが多い。したがって、審査時に計画された事業スコープ（サブプロジェクト件数や

灌漑規模等）、運用・効果指標、事業期間に大幅な変化が発生する可能性があり得る。 

今後、同様の条件下で形成される灌漑案件については、JICA と実施機関との間で、

詳細設計後に必要に応じて事業スコープ、運用・効果指標、事業期間を見直し、再設

定内容を定めた合意文書等をタイムリーに策定・合意し、これに基づきモニタリング

やデータ収集等を行うことが強く望まれる。これは、JICA によるモニタリング強化に

つながるのみならず、事後評価を実施するうえでの業務簡素化にもつながると考える。 

 

4.3.2 類似協力事業へのフィードバック 

本事業は、1989 年に承諾された有償資金協力事業（「小規模灌漑管理事業（1）」）

から、インドネシア東部地域において長期的かつ持続的に取り組まれてきた灌漑事業

の第 4 フェーズであり、現在後続案件が実施されている。特にヌサトゥンガラ両州に

おいては、少ない年間降雨量の中で、住民の食生活の改善や家計改善に及ぼす本事業

の影響が顕著であり、今後とも水資源の恒常的な確保が重要となっている。 

これらの一連の事業の成果については、インドネシア東部地域における協力事業の

プログラム評価を行った場合、当該地域における農民の包括的な貧困削減（当該セク

ターに限らない協力についても検討対象となる）や、インドネシア政府関係者の事業

マネジメント能力向上状況に対し、普遍的かつ長期的な観点からの検証・教訓導出が

可能となり得る。 

このように、長期的かつ広域に跨る灌漑事業を行う場合には、プログラム評価を行

い、他国の類似協力事業の形成や方向性検討に当って有用な検証結果・教訓を導出す

ることが望ましい。 

 

以 上 
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主要計画／実績比較  

項   目  計   画  実   績  

① アウトプット 

(1) サブプロジェクト 

(2) 契約パッケージ 

(3) 灌漑面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) コンサルティング・

サービス 

 

 

8州27件  

28件  

計99,250 ha 

（新設・拡幅） 

a) ダム・ため池灌漑：5,768 ha 

b) 堰灌漑：20,442 ha 

c) 地下水灌漑：2,723 ha 

（改修） 

a) ため池灌漑：5,845 ha 

b) 堰灌漑：64,477 ha 

 

計26,636人月  

 

8州52件  

66件  

計117,588ha 

（新設・拡幅） 

a) ダム・ため池灌漑：5,768 ha 

b) 堰灌漑：27,538 ha 

c) 地下水灌漑：3,020 ha 

（改修） 

a) ため池灌漑：533 ha 

b) 堰灌漑：77,629 ha 

 

計43,775M/M 

 

② 期間  

 

2002年10月～2007年12月  

（63ヶ月） 

 

2002年10月～20011年12月  

（108ヶ月） 

③ 事業費  

  外貨  

 

  内貨  

 

 

  合計   

 

  うち円借款分  

 

  換算レート 

 

2,505百万円  

 

29,301百万円  

（2,092,928百万ルピア）  

 

31,806百万円  

 

27,035百万円  

 

1ルピア＝0.014円  

（2001年10月現在） 

 

2,349百万円  

 

27,202百万円  

（2,466,760百万ルピア）  

 

29,549百万円  

 

25,541百万円  

 

1ルピア＝0.011円  

（2002年～2011年平均） 
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