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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

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：農村開発部第一グループ 協力金額（評価時点）：3 億 7,700 円 

協力期間 R/D：2010 年 11 月～2015 年

11 月（5 年間） 

先方関係機関：農林省灌漑局（DOI）、Savannakhet 県農

林局事務所（PAFO）、郡農林局事務所（DAFO）など 

 日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

農林省（Ministry of Agriculture and Forestry：MAF）灌漑局（Department of Irrigation：DOI）は

灌漑施設の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「灌漑施設管理移転（Irrigation Management Transfer：IMT）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。ラオス政府は灌漑農業戦

略（2011～2020 年）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など、④水料金の徴収システムなど

について課題が生じている。 

Savannakhet 県をはじめとする南部メコン川沿いの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、②Savannakhet

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などを通じ、県と郡の農林事務所

職員の能力向上と農民組織の強化など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。 

 

１－２ 協力内容 

（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（Participatory Irrigation 

Management：PIM）による灌漑農業開発が促進される。 

 

（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。 
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（3）成果 

1）モデルサイトの参加型水管理による灌漑農業振興のための組織がサバナケット県事務

所と郡事務所で適切に機能する。 

2）モデルサイトにおける主要幹線水路や二次幹線水路が更新または改修され、末端水路

の建設がなされ、PAFO/DAFO、村役場の協力とともに農家組織によって適切に維持管理

される。 

3）モデルサイトにおける農家組織化及び水路整備の進捗に応じ、モデル農家が市場のニ

ーズに基づいたコメを含む商品作物の量と選択肢を広げることができる。 

4）モデルサイトにおいて参加型灌漑農業のための農家組織の運営管理能力が強化される。 

5）プロジェクト活動を通じて取りまとめられた参加型灌漑農業ガイドラインが県内外に

周知される。 

 

（4）投入 

日本側： 

総投入額 3 億 7,700 万円（評価時点の実績額、2010～2014 年度） 

専門家派遣 長期 6 名、短期 14 名（調査時点） 機材供与 約 3,000 万円 

ローカルコスト負担 約 1 億円 

研修員受入 本邦研修 44 名 

相手国側： 

カウンターパート配置 50 名（管理要員 4 名を含む） 

首都及び対象県においてオフィス・会議室などの提供 

ローカルコスト負担：54 億 2,900 万 Kip 

 

２．評価調査団の概要 

 調査者 日本側 

担 当 氏 名 職位・所属 

団長/総括 島崎 和夫 JICA 農村開発部 技術審議役 

灌漑管理 吉田 正秀 農林水産省農村振興局 

協力企画 今井 裕明 JICA 農村開発部第一グループ第一チーム 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 

ラオス側 

氏 名 職位・所属 

Mr.Chanthaneth SIMAHANO 農林省計画協力局副局長（総括） 

Mr. Pasonexay INSISIENGMAY 農林省灌漑局計画協力局課長代理 

Mr. Sisavanh CHANTHAVONGSA サバナケット県農林局灌漑課副課長 

Mr. Somekhit KAOYAHOUANG 計画投資省国際協力局上級職員 

Mr. Vongsavanh VONGKAYSONE 農林省国際協力課副課長 

Mr. Leokham VILAYVANH 農林省農業普及・協同組合局計画協力課 
 

調査期間  2015 年 6 月 1 日〜2015 年 6 月 19 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果 

成果 1：モデルサイトの参加型水管理による灌漑農業振興のための組織がサバナケット県

事務所と郡事務所で適切に機能する。 

指標：1-1 PAFO、DAFO、農家が対話し、灌漑と営農の問題点を把握し協議することがで

きる。 

1-2 DAFO が参加型工事と営農の計画、実施を調整したうえで提出された要請書の数 

成果 1 は達成された。タスクフォースチームが設置され、PAFO、DAFO、農家が対話

し、灌漑と営農の問題点を把握し協議することができるようになった。また、5 つのすべ

てのサイトを含む合計 8 件の参加型工事などの要請書が参加型工事と営農の計画、実施

を調整したうえで DAFO から PAFO へ提出された。 

 

成果 2：モデルサイトにおける主要幹線水路や二次幹線水路が更新または改修され、末端

水路の建設がなされ、PAFO/DAFO、村役場の協力とともに農家組織によって適

切に維持管理される。 

指標：2-1 PAFO 及び DAFO の職員が村役場と連携し農民参加型工事の調査、測量、設

計、費用積算、施工管理ができるようになる。 

2-2 可能な限り多くの農家が主要幹線水路、二次幹線水路の更新または改修、末端

水路の建設工事に企画から自発的に参加している。 

2-3 幹線水路及び末端水路の改修など参加型事業に関する PAFO、DAFO、村役場、

農家向けフィールドテストの合格者が 68 名になる。 

成果 2 はほぼ達成された。PAFO 及び DAFO の職員が村役場と連携し農民参加型工事の

調査、測量、設計、費用積算、施工管理ができるようになった。また、延べ 8,900 名の農

家が主要幹線水路、二次幹線水路の更新または改修、末端水路の建設工事に企画から自

発的に参加した。幹線水路及び末端水路の改修など参加型事業に関する PAFO、DAFO、

村役場、農家向けフィールドテストの合格者が 32 名になり、目標の 68 名に向け引き続

き研修などが行われる予定。 

 

成果 3：モデルサイトにおける農家組織化及び水路整備の進捗に応じ、モデル農家が市場

のニーズに基づいたコメを含む商品作物の量と選択肢を広げることができる。 

指標：3-1 土壌調査、営農類型調査、市場調査の結果を PAFO、DAFO が各自の業務に活

用するようになる。 

3-2 農産物市場のシステムを理解し、野菜などの農産物を円滑に販売するモデル農

家が 50 戸以上になる 。 

3-3 収益性の高い主要栽培品目が 5 種類

*1
）

から 10 種類になる。 

*1）プロジェクト開始以前にみられた収益性の高い主要栽培品目 5 種類：コメ、トウモロコシ、

トウガラシ、キュウリ、ピーナッツ 

成果 3 はプロジェクト終了までに達成予定。プロジェクト活動を通じて、土壌調査、

営農類型調査、市場調査の結果を PAFO、DAFO が各自の業務に活用した。また、農産物

市場のシステムを理解し、野菜などの農産物を円滑に販売するモデル農家が 43 戸に達し

た（目標 50 戸）。 収益性の高い主要栽培品目が 5 種類から 11 種類になった（目標 10 種）。 

 

成果 4：モデルサイトにおいて参加型灌漑農業のための農家組織の運営管理能力が強化さ

れる。 
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指標：4-1 農家組織の規約

*1
）

が全農家組織で改善される。 

4-2 運営管理ができる

*2
）

農家リーダーが 20 名以上となる。 

4-3 水利組合が灌漑開発基金（Irrigation Development Fund：IDF）の歳入と歳出を

適切にできる。 

*1）規約には組織図、TOR が含まれる規則書、会議記録が含まれる。 

*2）運営管理ができるリーダー：農家の課題や要望を取りまとめることができる。外部に課題

と要望を発信できるなど。 

成果 4 は達成された。農家組織の規約が全農家組織で改善された（管理体制の異なる

ホワイバック地区を除く）。運営管理ができる農家リーダーが 25 名に達し（目標 20 名）、

配水面積の拡大、水利費徴収率の向上など運営管理の改善が確認された。会計監査の実

施や収支報告の作成など、水利組合が灌漑開発基金の歳入と歳出を適切にできるように

なった。 

 

成果 5：プロジェクト活動を通じて取りまとめられた参加型灌漑農業ガイドラインが県内

外に周知される。 

指標：5-1 参加型灌漑農業ガイドライン案を理解する関係者が増える。 

5-2 ガイドラインが承認される。 

成果 5 はプロジェクト終了までに達成予定。参加型灌漑農業ガイドラインの策定プロ

セスを通じて、プロジェクトスタッフだけでなく、サバナケット県の他のスタッフ、農

林本省の灌漑局や、ラオス中部の穀倉地帯の 4 県に PIAD のガイドライン案が提示され、

理解が広がる予定。2015 年 7 月サバナケット県説明会、9 月 4 県ワークショップ、11 月

ガイドライン承認予定。 

 

（2）プロジェクト目標 

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。 

1．参加型水管理による灌漑農業開発に必要な指導を農家組織に対してできる政府職員の組

織としての能力基準達成値の平均値がほぼ 8 割に達した（目標 8 割）。 

2．参加型水路維持管理が可能な水利組織がモデルサイトに 5 つ育成された。 

3．5 つのサイトに 29 のスタディグループが設立され、収益性の高い作物の生産を準備して

いる。残り期間で生産部会に移行するスタディグループが出る見通しである。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

2013 年灌漑法で参加型事業の必要性と灌漑施設の整備・維持管理における各政府機関の

役割が明示された。本プロジェクトは、灌漑施設整備の調査から運営管理までに係る PAFO

及び DAFO 職員の能力強化及び水利組織の運営管理支援能力を強化するものであり、開発

ニーズとの整合性が高い。 

 

（2）有効性：高い 

参加型による施設維持管理の実現が達成されているため、成果 3 や成果 5 など一部成果

が未達成であるが、有効性は高いといえる。参加型事業の実現には農家が協調した行動を

とることが必要で、そのため行った水利組織の強化がプロジェクトの有効性を高める大き
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な要因となった。 

 

（3）効率性：中程度 

営農の長期専門家の未配置やプロジェクト開始直後の洪水被害による事業の遅延があっ

たが、おおむね計画どおりの投入が行われた。その結果、延べ 8,900 名の農家が参加型事業

に参加するなど、投入に見合う成果につながった。 

 

（4）インパクト：中程度 

参加型灌漑施設管理は 2013 年灌漑法で求められており、またプロジェクト活動のガイド

ライン承認プロセスにおいてメコン川流域南部の他の 3 県へのガイドラインの紹介を行う

ことから、同 3 県が関心をもち、ガイドラインが広まることが期待される。また、既にモ

デルサイトの計 1,300ha の耕地の水管理が改善されていることから、農業生産の向上を通じ

た生計向上が見込まれる。 

 

（5）持続性：中程度と見込まれる。 

政策面：参加型事業は財政コストの削減につながり、政策的に支持され続ける。 

組織制度面：プロジェクトを通じて南部メコン川流域の他の 3 県への普及に資する「参加

型灌漑農業開発のためのガイドライン」が策定される予定。ただし、上記展開を実現す

るためには、DOI の調整を通じて、これら 3 県の関係機関の実施能力がラオス政府によ

り向上されることが必要。 

技術面：現行モデルサイトでの活動を事業終了後も継続することが技術的資産の維持のう

えで重要。 

財務面：国家食糧安全保障計画（2015～2025 年）の資金の活用が期待される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

労力提供など農家の負担を含む事業を行うには農家組織の役割が不可欠と判明した。プ

ロジェクト活動に含まれていた水利組合の組織強化はこの必要性によく合致していた。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

2013 年 2 月の中間レビュー調査に向けた合同ワークショップ及び 2013 年 11 月以降本格

化した水利組織の強化活動の実施を契機として、農家がコミットメントを強めたことが高

い程度の農家参加を可能にした。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

当初は「カスケード方式」により、専門家が PAFO 職員を、PAFO 職員は DAFO 職員を訓

練し、DAFO 職員が参加事業を実施する計画であったが、DAFO 職員のみでは農家の十分な

理解を得ることが困難であり、進捗の遅延につながった。プロジェクト後半段階では、PAFO

の協力を得たうえで、専門家による DAFO への直接支援を開始し、それ以降、プロジェク
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トの進捗が促進された。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

2011 年の大規模な洪水でモデルサイトの灌漑施設が被害を受け、本プロジェクトの投入

資源を一次水路及び二次水路などの緊急復旧に用いらざるを得なかったことが、事業の遅

延につながった。 

 

３－５ 結論 

これまでのプロジェクト活動はおおむね良好に達成され、農家の理解の下に参加型事業の導

入が行われた。水利組織は灌漑施設の維持管理に活発に取り組んでいる。実施期間の終了まで

に、プロジェクト目標は達成されると見込まれる。 

 

３－６ 提言 

（1）ラオス側提言 

1）4 県の PAFO 及び DAFO 職員への技術移転を確保するために、本プロジェクトは、終了

時までに少なくとも 1 回は、研修、セミナー、またはワークショップを実施すること。 

2）残りの期間中に PDM で計画されているとおり全活動の実施を完了すること。 

3）プロジェクトが終了したあとは、プロジェクト活動の維持と普及のために、ラオス政

府は援助機関からの支援を含み必要な予算措置を追及すること。 

 

（2）日本側提言 

1）ラオス側がプロジェクト終了後の他地域への普及を、現時点から準備開始すること。 

2）灌漑局が責任をもちガイドラインの期限内の策定を進め、実効性を確保すること。 

3）既に能力を要しているカウンターパートが活動を継続するため、PAFO が予算措置をと

ること。他地域の PAFO、DAFO に対して、プロジェクトカウンターパートの PAFO、DAFO

が知見を共有する能力を強化するため、プロジェクトが研修などを行うこと。DOI が、

他県の PAFO の理解を醸成し、他県が予算措置を講じるための支援を行うこと。 

 

３－７ 教訓 

（1）行政の普及組織が脆弱な状況においては、カスケード方式よりも行政と農家の接点に直

接働きかける方式の方がより有効であった。 

 

（2）技術移転においては、実施機関の実施能力を見誤らない事業デザインが重要である。 

 

 




