
1 

 

事業事前評価表 

 

国際協力機構 地球環境部 水資源グループ 

１．案件名 

国 名： ボリビア多民族国 

案件名： 和名： コチャバンバ県統合水資源管理能力強化プロジェクト 

 西文： El Proyecto de Desarrollo de Capacidades Relacionadas a la Gestión Integral del 

Agua en el Departamento de Cochabamba 

 

２．事業の背景と必要性 

(1) 当該地域における統合水資源管理に関するセクターの現状と課題 

コチャバンバ県の県庁所在地であるコチャバンバ市を含む都市域は、ボリビア多民族国（以下、

「ボリビア」という。）第三の人口規模（176 万人：2012 年の国勢調査）を有している。ロチャ

川流域は、コチャバンバ大都市圏（7 市の人口合計約 113 万人、県全体の人口の 64.2%を占める）

を含む、コチャバンバ県の中心地域である。この大都市圏を含むロチャ川流域では、水不足（飲

料水や灌漑用水）が常態化し、地下水位の低下、地下水の水質低下、さらに下水処理場不足に起

因するロチャ川の水質汚染、十分に処理されていない排水（下水）を灌漑用水に用いる等、水に

関連する環境悪化が深刻化している。さらに、水源に近い流域上流域の住民と下流域の住民間で、

上流にある水資源の利用に関する紛争もしばしば生じている。 

このような水質・水量、社会環境の多方面における問題が長年に渡って改善されない状況が続い

ている背景には、流域単位で統合的・一元的に、水資源管理や流域管理が行われていない点が上

げられ、これら問題を改善するためには、水資源管理を統合的に行う能力の強化、法制度のレビ

ュー・改善、水資源に関わるモニタリングシステム構築、水資源管理に関わるステークホルダー

間の連携・協力強化等が必要であると認識されている。 

このような水資源に係る課題への対応として、環境・水資源省は、流域管理重点 5地域の一つと

してリオ・グランデ流域を設定し、その一部を成すロチャ川流域における統合的な水資源管理の

実現を図ろうとしている。具体的には、コチャバンバ県庁の水資源管理計画部および県流域サー

ビスが中心となって、他の機関と調整・協力しつつ統合水資源管理に向けた計画策定、事業実施、

能力強化などの取り組みを進めている。 

しかしながら、依然として統合水資源管理の観点を十分に考慮した事業計画策定等に必要となる

キャパシティ（水資源管理に関連する法・制度設計、水資源量・水質のモニタリング、統合水資

源管理の観点を十分に考慮した事業計画策定能力等）の強化が大きな課題となっていることから、

ボリビア政府は我が国に対し、統合水資源管理に係る能力強化を目指した「コチャバンバ県統合

水資源管理能力強化プロジェクト」（以下、「本事業」という。）の実施に係る支援を要請した。 

 

(2) 当該地域における統合水資源管理に関する開発政策と本事業の位置づけ 

「国家開発計画（2006～2011年）」の一つの柱は「生産的なボリビア」で、この柱の中で「みん

なのための水」政策が示されている。具体的には、次の 3 つの戦略が示されている。①公平、持

続的、参加型、分野横断的、統合的な水資源管理の確立、②水資源の環境管理、③水資源管理に

おける調整、社会市民組織との相談、分野間相談のメカニズムの構築。また、ボリビア国政府は、

2006年に国家流域計画を策定し、統合流域管理と統合水資源管理を通じてコミュニティと住民の

生活の質向上を目指す方針を掲げた。その後、複数の流域に関する指針計画が策定され、本プロ

ジェクトの対象地域であるロチャ川流域についても、「ロチャ川流域指針計画」が策定された（最

新版は 2015 年 4 月版で、その内容は今後も更新される）。この計画には、6 つの軸、すなわち、

①ロチャ川上流部の環境・水文改善、②ロチャ川の回復と衛生改善、③土地利用計画と土壌の利
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用、④ロチャ川流域の汚染除去と環境改善、⑤ロチャ川流域の水の管理、⑥ロチャ川流域の天然

資源と生物多様性の管理、が示されている。「コチャバンバ水のアジェンダ 2015～2025」では、

①水の統合管理、②水との関係性の新たな文化、③水へのアクセス、④水の経済、⑤水の権力機

関、が示され、特に、水の統合管理では、流域内で適切な水量を確保すること、流域と地下水層

の水質を保証すること、統治能力を確保しつつ流域を管理すること、気候変動に対するレジリエ

ンス（強靱性）を高めること、といった方針を掲げている。このように、統合水資源管理及び統

合流域管理は、中央政府レベル、県レベル、ロチャ川流域レベルで優先的に対応すべき課題とな

っていることから、本事業は、ボリビアの開発政策との整合性が高いと言える。 

 

(3) 統合水資源管理に関するセクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

我が国は、対ボリビア多民族国国別援助方針の事業展開計画（2015年 4月）において、重点分

野「地方開発等を通じた生産力向上」の中に開発課題「防災に向けたインフラ整備／流域管理」

を定め、気候変動が要因とみられる河川の氾濫や干ばつ、都市化による環境汚染が深刻化してい

る現状を踏まえ、統合水資源管理計画策定及び行政の水資源管理能力の向上を通じて、同国にお

ける統合水資源管理を支援していくとしている。本プロジェクトはこの開発課題に合致する。 

JICA 国別分析ペーパー（JCAP）においては、重点分野「天然資源に依存しない経済成長」の

うち、協力プログラム「防災に向けたインフラ整備／流域管理プログラム」に位置づけられる。 

JICA はこれまで、水資源関連分野においては、①コチャバンバ市南東部上水道施設改善計画、

②コチャバンバ県灌漑施設改修計画、③命の水プロジェクトフェーズ 2、④氷河減少に対する水

資源管理適応策モデルの開発等、主に水供給に係る協力実績がある。また、防災分野における協

力実績については、①道路防災及び橋梁維持管理キャパシティディベロプメントプロジェクト、

②道路防災対策アドバイザー等がある。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

数多くの援助機関（世銀、米州開発銀行(IDB)、ドイツ国際協力公社(GIZ)、スイス開発協力庁

(COSUDE)、フランス開発庁(AFD)、オランダ開発機構(SNV)、など）が、水資源に関連する分野

（水資源管理、流域管理、上下水道、灌漑）への協力を実施している。本事業では、これら活動

が重複なく、相乗効果を生むよう、コチャバンバ県庁による流域単位での統合的・一元的な水資

源管理や流域管理を支援する。 

 

３．事業概要 

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、水不足が常態化し、水質の悪化が深刻化しているコチャバンバ大都市圏を含むロチ

ャ川流域において、コチャバンバ県庁が、水に関わる機関との連携・協力強化を図りつつ、流域

内での水質や水量の管理、防災等を含む一元的な統合水管理を行う能力を強化することを図り、

常態化している水不足、水質汚染、洪水リスクといった問題の改善に寄与するものである。 

 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名： 

対象地域は、ロチャ川流域（面積：3,655 km
2）であり、コチャバンバ大都市圏および Valle Alto

地域を含む地域である。コチャバンバ県内には、47 市あるが、このうち、地理的にロチャ川流域

に関係するのは 24 市、人口 1,316,528（2012 年）である。ロチャ川流域の中心地は、県庁所在市

であるコチャバンバ市である。 

 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ）：  

1) 直接受益者 

コチャバンバ県庁職員（統合水管理計画部、県流域サービス部、自然資源及び環境部、灌漑部、
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基礎的サービス・住宅課、リスク管理・気候変動課、他） 

 

2) 最終裨益者 

・水に関係するステークホルダー（例：市、灌漑農民組織、飲料水組織等） 

・プロジェクト対象地域住民（ロチャ川流域に関係する 24市、約 130万人） 

 

(4) 事業スケジュール（協力期間）：2016年 7月から 2021年 6月を想定（計 60ヶ月） 

 

(5) 総事業費（日本側）： 約 5億円 

 

(6) 相手国側実施機関：  

①実施機関： コチャバンバ県庁 

②責任機関： 環境・水資源省 

 

(7) 投入（インプット） 

1）日本側： 

①JICA 専門家派遣：総括/統合水資源管理、水資源政策/法制度、モニタリング/水文・水

理・水質モデル、水理地質/地下水、水質、GIS/データベース、上下水道、灌漑、集水域管

理、参加型手法/組織連携強化、他（総計 97MM程度を予定） 

②本邦/第三国研修、③資機材の供与、④パイロット活動に係る経費 

 

 2）ボリビア側： 

①カウンターパートの配置： プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネージャ

ー、その他カウンターパート（①統合水管理計画部、②県流域サービス、③自然資源及び

環境部、④灌漑部、⑤基礎的サービス・住宅課、⑥リスク管理・気候変動課） 

②JICA 専門家用の執務スペースと施設 

③ローカル運営経費 

 

(8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

 1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠： 

本事業は、コチャバンバ県庁の統合水資源管理に係る能力を強化する活動が主体であり、

将来的には環境改善にも資するものであり、さらに、パイロット事業として環境教育関連

の活動を実施することも想定されていることから、「国際協力機構 環境社会配慮ガイド

ライン」（2010年 4月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断される。 

 ③ 環境許認可： 特に必要としない。 

 ④ 汚染対策： 特に必要としない。 

 ⑤ 自然環境面： 長期的には水質改善に寄与することが期待される。 

 ⑥ 社会環境面： 水紛争や社会的な混乱を生じさせないよう、ステークホルダーの意見を

考慮しつつ活動を進めることで、関係者間の関係悪化といった問題が生

じないよう心がける。 

 ⑦ その他・モニタリング： 特になし。 

 2) ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減： 特になし。 

 3) その他： 特になし。 
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(9) 関連する援助活動 

1) 我が国の援助活動（すべてボリビアにおける協力） 

 「コチャバンバ県灌漑施設改修計画(基本設計(2005/2006)、無償資金協力(2006/2007))」 

 「コチャバンバ市南東部上水道施設改善計画(基本設計(2007)、無償資金協力(2008/2010))」 

 「生命の水プロジェクトフェーズ 2 (技術協力プロジェクト、2008-2011)」 

 「氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発(SATREPS、2010-2015)」 

 

2) 他ドナー等の援助活動 

本プロジェクトは、統合水資源管理に関わるプロジェクトであり、関係する分野は、上下水道、

灌漑、流域管理など広範囲である。そのため、これら分野に対して支援を行っているドナー機関

は多数に渡る。本事業では、これら活動が重複なく、相乗効果を生むよう、コチャバンバ県庁に

よる流域単位での統合的・一元的な水資源管理や流域管理を支援する。 

 

世銀： 世銀の支援で現在実施されている案件に「ボリビア気候変動強靱化・統合流域管理」

がある。事業対象地区の一つは、ロチャ川流域である。この案件は、2014年に開始

された事業で、気候変動適応能力強化（水資源管理のための組織能力強化及び計画

能力強化、水及び気候情報システムの強化）や灌漑ならびに流域管理に関わる事業

といったコンポーネントで構成されている。 

IDB： 水・衛生及び水資源関連分野への支援が数多く実施されており、コチャバンバ県を

対象とする事業も含まれている。 

AFD： 2015年 11月にフランス開発庁とボリビア国政府間で、4件のプロジェクトに対する

資金支援に関する合意文書が結ばれ、その内 2 件がコチャバンバ県を対象とする案

件である。ロチャ川流域内のコチャバンバ大都市圏に下水処理場 3 ヶ所を整備する

事業と、灌漑事業プロジェクト（ロチャ川流域内が裨益地域）である。 

COSUDE： 過去、スイス国は、主として農村開発、流域管理を含む水資源・天然資源保全・開

発に対する支援を行ってきた。特に、流域全体の管理が重要であり、さらにまた、

洪水防止のための管理も必要と考えている。COSUDEは、過去 20年間、HELVETAS

（スイスの国際協力機関）と協力しつつ、総合流域管理、特に小流域での事業に対

する支援を提供してきた。現在、COSUDE は、「天然資源の持続的管理フェーズ 2」

を実施中で、コチャバンバ県も対象地域に含まれる。 

GIZ： 農業開発（持続的農業開発フェーズ 3）への支援を実施中で、ロチャ川流域内の灌

漑農地も対象地域に含まれている。また、コチャバンバ県庁統合水管理計画部にア

ドバイザーを派遣中である。 

 

４．協力の枠組み 

(1) 協力概要 

1) 上位目標と指標 

コチャバンバ県内の流域における統合水資源管理が実施される。 

指標： 

本事業で得られた知見・経験がコチャバンバ県内の他の流域での統合水資源管理に反映される。 

 

2) プロジェクト目標と指標 

ロチャ川流域を対象とした統合水資源管理に係るコチャバンバ県庁の実施能力が強化される。 

指標： 

プロジェクト開始時と比較して、コチャバンバ県庁の統合水資源管理に係る組織能力と個人の能

力が強化される。（プロジェクト開始後にベースライン調査とエンドライン調査を実施し、能力変
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化を把握する） 

 

3) 成果 

① 「水のアジェンダ」に沿って統合水資源管理を推進するための法制度等の内容と範囲を確認

し、その改善案が示される。 

② ロチャ川流域における統合水資源管理に係る整理されたデータ・情報にもとづき、モニタリ

ングシステムが改善され、水資源アセスメント能力が向上する。 

③ パイロット活動を通じて統合水資源管理に関わる実施プロセスの教訓が得られる。 

④ ロチャ川流域における統合水資源管理に係る事業のポートフォリオ作成能力が強化される。 

⑤ ロチャ川流域の統合水資源管理の関係者間の協力が強化される。 

 

５．前提条件・外部条件 

(1) 前提条件 

（設定なし） 

 

(2) 外部条件（リスクコントロール） 

1) 成果達成のための外部条件 

- カウンターパートが大幅に交替しない。 

 

2) 上位目標達成のための外部条件 

- コチャバンバ県庁の組織の大幅な変更が行われない。 

- コチャバンバ県庁の政策に大幅な変更がない。 

 

６．評価結果 

本事業は、ボリビア国の統合水資源管理の取り組みニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

おり、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

(1) 類似案件の評価結果 

分野は異なるが、能力強化に関わる技術協力プロジェクトである点で類似性がある「ボリビア

多民族国道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト」では、JICA

の技術協力プロジェクトの実施方法についてのボリビア側の理解が十分でなかったために、技術

移転に支障を生じたとの評価結果がある（終了時評価報告書）。 

ボリビア国「貧困地域飲料水供給プログラム」のプログラム評価(2007)では、1.評価対象プログラ

ムの「位置づけ」は明確でプログラムの重要性は高く、2.プログラムの戦略性も高く、3.プログラ

ムの成果も着実に上がりつつあるため、評価対象プログラムのボリビアの水セクターの開発課題

に対する貢献は高いと評価された。その要因として、同プログラムの目標および活動は、ボリビ

ア基礎衛生国家計画のコンポーネント 3 に合わせた形で設定されており、ボリビア政府側にもコ

ンポーネント 3の主要部分は JICA が実施しているとの認識があり、JICA プログラムとボリビア

側開発計画が整合性を持ち、効果的な援助が実現できていると指摘されている。 

 

（2）本事業への教訓 

ボリビア国の開発計画策定段階から積極的に関与し、本事業と相手国側計画の双方の目標およ

び指標が有機的なつながりを持つように調整する。 

本プロジェクトは、統合水資源管理に関わるプロジェクトであり、関係する分野は、上下水道、

灌漑、流域管理など広範囲である。そのため、これら分野に対して支援を行っているドナー機関
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は多数に渡る。プロジェクト活動の形成・実施に際して、関連するステークホルダーとの調整を

丁寧に行う必要がある点に留意する。 

 

８．今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

4. (1)のとおり。 

 

(2) 今後の評価計画 

事業終了 3年度： 事後評価の実施 

 

(3) 実施中モニタリング計画 

事業開始後、年 1回以上の頻度で合同調整委員会(JCC)会議を開催し、相手国実施機関と活

動進捗状況について合同レビューを行い、次期活動計画もレビュー・承認する。 

事業開始後、6 ヶ月毎にモニタリングシートを作成し、相手国実施機関と共有する（スペ

イン語）。 

事業終了 1ヶ月前までに、事業完了報告書を作成・提出する。 

以上 


