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評価調査結果要約表（和文）評価調査結果要約表（和文）評価調査結果要約表（和文）評価調査結果要約表（和文） 

１．案件の概要 

国名：エクアドル共和国 
案 件 名 ： カ タ ラ マ 川 灌 漑 事 業 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト

（PRORRICAT） 

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：JICA 農村開発部 協力金額（評価時点）5 億 3,000 万円 

協力期間 

（R/D）： 

2013 年 6 月 30 日～

2016 年 6 月 29 日 

（3 年間） 

先方関係機関：ロス・リオス県政府 

日本側協力機関：国際航業株式会社 

１－１．協力の背景と概要 

エクアドル共和国（以下、「エクアドル」と記す）における 1980 年代以降の農業セクターで

は、農産物の生産性向上が課題であり、特にコスタと呼ばれる海岸地域では重点的に農業開発

が進められてきた。その一環として、ロス・リオス県カタラマ川流域で円借款事業「カタラマ

川流域灌漑事業」（承諾 1988 年 2 月、供与限度額 85 億 9,400 万円）が実施された。しかし、事

後評価（2005 年 9 月）において同事業の対象地域の作付面積が当初計画に及ばないなど、期待

された効果が限定的であることが確認された。その原因として、実施機関の予算不足等による

末端農地インフラの整備・活用が十分でないことや灌漑農業に係る技術の不足が挙げられてい

る。一方で、同事業の管轄機関は、2005 年以降、グアヤス川流域開発公社（Study Commission for 

the Development of the Guayas River Basin：CEDEGE）から 2008 年には国家灌漑庁（National 

Irrigation Institute：INAR）、2011 年には農牧漁業省（Ministry of Agriculture, Livestock, Aquiculture 

and Fisheries：MAGAP）の灌漑排水次官室へと変遷したが、事業活性化に向けた具体的な取り

組みは実施されていなかった。このようななか、同事業活性化に向けた事業計画の策定を目的

として、JICA は「カタラマ川流域灌漑事業における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援

（有償資金協力専門家）」を実施し（2011 年 4 月～7 月）、①既存三次水路整備地域において、

効果的な灌漑用水利用に基づいた営農モデルの提案と、②近隣地域への灌漑実施地区拡大に向

けた戦略策定により、灌漑施設を利用した農業生産の拡大を図る取り組みを基本とした灌漑活

用のための活性化計画案の取りまとめを行った。その後、エクアドルにおける地方分権化に伴

い、灌漑排水事業が国から県へと移管され、同事業も 2011 年 12 月にロス・リオス県へと管轄

が変更された。同県では、カタラマ川流域灌漑事業の活性化を重点事項と捉え、上記活性化計

画案に基づく協力要請を JICA に行い、ロス・リオス県政府（Decentralized Autonomous Provincial 

Government of Los Rios：GADPLR）経済基盤部〔のちの灌漑排水しゅんせつ部（Department of 

Irrigation, Drainage and Dredging ： DRDD ）〕及 び生 産開発 局（ Department of Productive 

Development：DDP）をカウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）として 2013 年 6 月から

2016 年 6 月までの 3 年間の予定で「カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト（以下、「プロ

ジェクト」と記す）」が開始された。 

 

１－２．協力内容（PDM Ver.2.1 に基づく） 

本プロジェクトでは、対象地域に適した灌漑営農モデルの構築及び農業振興体制の整備を目 
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的として、展示圃場における灌漑システムの運用及び維持管理、展示圃場周辺の農家を対象に

した灌漑農業の普及、そして灌漑地区拡大計画（Irrigation Area Expansion Plan：IAEP）の策定等

の活動を実施中である。 

 

（1）上位目標：カタラマ川流域灌漑事業対象地区における土地利用が向上する。 

 

（2）プロジェクト目標：対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

 

（3）成 果： 

1）展示圃場が属する二次水路において、灌漑システムの運用及び維持管理が行われる。 

2）展示圃場を通じて農家に灌漑農業が普及する。 

3）カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される。 

 

（4）投入（評価時点） 

1）日本側：総投入額 5 億 3,000 万円 

長期専門家派遣：9 名 機材供与：約 290 万円 

短期専門家派遣：1 名 ローカルコスト負担：約 4,995 万円 

研修員受入 9 名（GADPLR の C/P） 

 

2）エクアドル側 

カウンターパート配置：GADPLR からプロジェクトディレクター、プロジェクトマネ

ジャー、スーパーバイザーを含む計 29 名 

ローカルコスト負担：約 991 万円（現地通貨 8 万 9,194.55 ドル） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

日本側 

（団長）島崎 和夫 JICA 農村開発部技

術審議役 

（協力企画）花田 博之 JICA 農村開発

部第二グループ第四チーム専門嘱託 

（評価分析）白井 和子 株式会社かい

はつマネジメント・コンサルティング 

（通訳）樋口 安紀 一般財団法人日本

国際センター 

エクアドル側 

（エクアドル側評価リーダー）Mr. Edison 

David Egas Ochoa, GADPLR 北部地域生

産開発調整官 

（評価協力）Ms. Ana Cristina Zevallos, 

GADPLR 北部地域インフラ開発調整官 

調査期間 2016 年 5 月 8 日〜5 月 29 日 評価種類：終了時評価 

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：対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

以下のとおり、プロジェクト目標の二つの指標は既に達成された。 
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（2）成果の達成度 

中間レビュー以降、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

Ver2.1 と活動計画（Plan of Operations：PO）Ver2.1 に基づきプロジェクト活動が実施され、

成果 1 から 3 の各指標は達成した。各成果の達成状況は以下のとおり。 

    

成果 1：「展示圃場が属する二次水路において、灌漑システムの運用及び維持管理が行わ

れる」〔達成された〕 

指標 1-1：展示圃場が属する二次水路を共有している農家の少なくとも 50％（2 年次目の

ブロックは 70％）が灌漑施設の O&M に満足する。〔達成された〕 

エンドライン調査の結果、2 回の作期で活動に参加した農家の 93.3％、1 回の作期で

参加した農家の 82.4％が DRDD による灌漑施設維持管理に満足したと回答。農家自身

による維持管理（Operation and Maintenance：O&M）については、2 回の作期に参加し

た農家の 80％、1 回の作期で参加した農家の 52.9％が満足したと回答。 

指標 1-2：展示圃場が属する二次水路を利用している農家の水利用料が 50％以上の対象面

積で回収される。〔達成された〕 

モデル地区のうち、2 カ所（SC1A-1/A-2、PS-20 計 139ha）の三次水路既設灌漑ブロ

ック

2
では、灌漑利用料の徴収率（面積率）は 51.9％（72.08ha）となった。 

    

成果 2：「展示圃場を通じて農家に灌漑農業が普及する」〔達成された〕 

指標 2-1：展示圃場で実践された灌漑農業技術の普及活動（ワークショップやセミナー）

に、少なくとも 40％以上の農家が参加し、70％以上の農家が有益であると回答する。

〔達成された〕 

15 回のセミナー/フィールド・デイに対象 600 農家のうち 402 農家（67％）が参加。

指 標 達成状況・見込み 

指標 1：各対象地区の中小規模農

家に対する適正な栽培技術に基

づいた灌漑営農モデルが提案さ

れる。 

協力期間中に蓄積された知識や経験を踏まえ、中小規模農

家（所有面積 20ha 未満）に適する栽培技術に基づいた灌

漑営農モデル

1
が提案された。 

指標 2：灌漑地区拡大計画がロ

ス・リオス県の方針として採択さ

れる。 

灌漑地区拡大計画（IAEP）はロス・リオス県の灌漑排水

計画の一部として 2016年 3月に県議会により採択された。

また、同県の灌漑排水計画は 2016 年 5 月に県議会にて承

認された。 

                                                        
1
 灌漑営農モデルとは以下を含む一連の活動を示す。 

1．県によるカタラマ灌漑主要施設の維持管理 

2．モデル地区の農家による①三次水路の清掃、②灌漑ブロック内の配水管理、③用水利用料支払い、④不正行為（水路穿

孔、水路土手での耕作）の防止 

3．展示圃場の活動やセミナーを通して、灌漑営農の優位性をプロジェクト対象地域の農家に示した結果、農家グループが

水利組合（General Board of Users：JGU）を通して県に対して行う三次水路の新設申請 
2
 カタラマ灌漑事業で事業区域が 82 ブロックに分割された。その際、分割されたブロックは「灌漑ブロック」と呼ばれてい

る。 
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延べ 969 の参加農家のうちアンケートに回答したのは 776 農家。そのうち 635 農家

（81.9％）がセミナー/フィールド・デイに満足したと回答した。 

指標 2-2：水利組合（JGU）により少なくとも 4 カ所の灌漑ブロックについて県に三次水

路整備の申請がなされる。〔達成された〕 

これまでに県に対して合計四つの農民組織から三次水路整備の申請があった。 

    

成果 3：「カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される」〔達

成された〕 

指標：灌漑地区拡大計画が JCC で承認される。〔達成された〕 

第 4 回合同調整員会（Joint Coordinating Committee：JCC（2016 年 2 月開催）におい

て IAEP が承認された。 

 

３－２．評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

・ IAEP はロス・リオス県灌漑排水計画の一部。県灌漑排水計画は国家灌漑排水計画

（2012~2027）に基づく。日本の対エクアドル国別援助方針（農業振興による都市と地

方の格差是正）と合致 

・ DRDD の灌漑地区拡大ニーズ、DDP の灌漑営農推進ニーズに対応 

・ 農民組織化、農民による三次水路灌漑管理方法の提示、灌漑農業による作物の多様化、

生産量、生産性向上のための技術を提示 

 

（2）有効性：高い 

・ 灌漑営農モデルが提示され、灌漑地域拡大計画を含む県灌漑排水計画が正式に採択さ

れたことから、プロジェクト目標の二つの指標は既に達成している。 

・ 成果達成がプロジェクト目標達成に貢献しており、論理性は現在でも有効である。 

 

（3）効率性：比較的高い 

・ 成果 1～3 は達成された。 

・ 日本人専門家の適切な派遣、スプリンクラーなど供与機材の有効活用、車輛のチーム

間調整、本邦研修での知見の蓄積と共有がなされた。 

・ エクアドル側によるスーパーバイザー配置は DRDDと DDPを協調させるうえで機能し

た。しかし、エクアドル側実施機関の予算不足による三次水路建設の遅延は、農家に

とって不満の原因となり始めている。 

 

（4）インパクト：比較的高い 

・ 上位目標の数値目標として実行可能な数値は、IAEP において対象となる 4,400ha
3
のう

                                                        
3
 当初は、円借款事業の対象地である 5,760ha として算出されたが、1,360ha が本プロジェクトの GIS を用いた調査により大規

模農家が灌漑施設を保有している、灌漑不可地などの理由により排除されるべきであることが判明した。よって本プロジェ

クトの上位目標が対象とする面積は 4,400ha（5,760ha－1,360ha）が妥当であると評価チーム、日本人専門家チーム、C/P 間

で本調査期間中に合意した。 
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ちの 1,800ha（40％）が評価チーム、日本人専門家、GADPLR 間で合意された。数値が

記入された PDMVer2.2 合意の M/M に署名がなされ、第 5 回 JCC で合意された。 

・ 地図情報システム（Geographic Information System：GIS）導入による政策の意思決定、

情報管理への活用が可能となった。 

・ MAGAP 支所、国立農牧研究所（National Institute for Agricultural Research：INIAP）支

所との連携により、両組織の職員の能力強化につながった。 

・ マイナスのインパクトは特に確認されなかった。 

 

（5）持続性：中程度 

・ 政策・制度面：IAEP を含む県灌漑計画は維持されている。 

・ 体制面：県政府の DRDD の職員は契約雇用であり、将来の定着は流動的である。  

・ 財政面：原油価格の下落、地震などの影響により中央政府からの予算の確保は不透明。

人件費を含む、県の経常費 50％から支出。GADPLR は 2016 年の夏までに 2014 年度に

計画した小規模水路 1 カ所の建設開始を表明した。 

・ 技術面：三次水路の O&M は簡易なものであるが、一部の農家に自らによる O&M の重

要性を理解させるのに時間を要する。 

・ C/P、Target Group（T/G）を含むエクアドル側のオーナーシップ：DRDD 職員による灌

漑管理と農家による三次水路管理への支援や DDP 職員の灌漑営農普及に向けたオーナ

ーシップは認められる。一部農家の組織化は成功し、水利組合（JGU）のオーナーシッ

プも極めて高いが、財政面で持続的なものとする必要がある。プロジェクトでは、対

象地の営農技術、市場、自然状況を考慮するとピーナッツが有効であると見出した。

栽培を継続する農家が現れ、新たな収入源とすることが期待される。 

 

３－３．効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関する事項 

2015 年 3 月～4 月に JICA が実施した運営指導調査の結果、PDM の成果指標が整理され

た。特に、指標 1-2 の表現が「水利費回収率 50％増加」から「50％以上の面積で回収され

る」に明確化された。 

 

（2）実施プロセスに関する事項 

プロジェクトチームは三つのチーム（組織化チーム、栽培/農業経営チーム、灌漑計画技

術チーム）に編成された。これらチームが体系的に農家にアプローチしたことが農家の組

織化と灌漑管理、灌漑営農活動促進に機能した。 

 

３－４．問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関する事項 

エクアドルの農業においては、3 年間のプロジェクト期間中、実質的に 2 作期のみ活動が

可能である。プロジェクト期間中に灌漑営農モデルは構築できたが、検証や普及を行う十

分な時間を確保できなかった。 
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（2）実施プロセスに関する事項 

予算不足による三次水路建設の遅滞、ジャンボタニシなど病害虫被害、洪水、収穫物の

盗難など実施プロセスにおける阻害要因が確認された。 

 

３－５．結 論 

プロジェクトはカタラマ川流域における灌漑営農モデルの構築と IAEP 策定に大きく貢献し

た。同計画は、県の灌漑排水計画の一部となり、同計画に沿った活動が県の通常業務に含まれ

ることとなった。これにより既存の灌漑施設が有効に活用されるほか三次水路が拡大し、水路

の O&M が継続的になされていくことが期待される。 

上記の現状を踏まえ、本プロジェクトは予定どおり 2016 年 6 月に終了することが適切である

という結論に至った。 

 

３－６．GADPLR に対する提言 

（1）三次水路の整備 

農民組織による申請や詳細設計の実施など、三次水路整備の具体的な取り組みを推進す

るためにロス・リオス県は三次水路の整備等に必要な予算の確保に最大限の努力をするこ

と。 

 

（2）灌漑事業の実施体制とマニュアルの活用 

IAEP の推進のため、C/P やスーパーバイザー等の人材を確保し、INIAP 等の関係機関と

の連携など実施体制を整備すること。農民組織を含む関係者への周知とセミナーや研修で

プロジェクトが開発した灌漑営農マニュアル等を活用すること。 

 

（3）カタラマ揚水機場の維持管理 

円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」で整備されたカタラマ揚水機場をとりまく問題

として指摘されている、揚水機器の微調整の必要性など 4 点に GADPLR は早急に取り組み、

2016 年乾期作に影響を与えないこと。 

 

（4）モニタリングと評価の実施 

ロス・リオス県は。上記（1）～（3）の事項に係る効率的で効果的なモニタリング・評

価方法を専門家の協力を得て確立するとともに、これらのモニタリング・評価結果を半年

に一度、JICA エクアドル支所に報告すること。 

 

３－７．教 訓 

・ 実質的に 2 回のプロジェクト年次のなかで、プロジェクトは灌漑営農モデルの検証や普

及まで十分にカバーできなかった。同様の灌漑農業案件では作期や季節的特徴などを考

慮したプロジェクト期間の設定が必要である。 

・ 新規作物の導入を行う場合、近隣地域での実績や導入の可能性など、より具体的な情報

をプロジェクト実施前に収集し、効率的な実施が図られるよう考慮する必要がある。 

 




