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序     文 
 

日本国政府は、ボリビア多民族国からの技術協力の要請に基づき、技術協力プロジェクト「灌

漑農業のための人材育成プロジェクト」を実施することを決定しました。 

これを受け、独立行政法人国際協力機構は、2012年2月21日から3月17日まで当機構農村開発部

技術審議役である鈴木博を団長とした詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。 

調査団は本件の要請背景等について、ボリビア多民族国関係者と協議を行うとともに、対象地

域の現地踏査の結果等を踏まえ、本プロジェクトに関する協議議事録に署名しました。 

その後、当機構は2012年5月に追加調査を実施し、更に先方政府との協議を重ねた結果、2012年

7月25日の討議議事録（R/D）署名をもって、本プロジェクトの枠組みに関する合意に至りました。 

本報告書は、これらの調査結果、協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクト

実施にあたり、広く関係者に活用されることを願うものです。 

ここに、本調査団の派遣について、ご尽力頂いた日本国並びにボリビア多民族国両国の関係各

位に対し、深く謝意を表するとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

平成24年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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略語表 
 

略 語 正式名称 和 名 

ANARESCAPYS 
Asociación Nacional de Regantes y Sistemas 

Comunitarios de Agua Potable de Bolivia 

全国灌漑及び集落給水システム

利用者組合連合会 

ARECRUZ 

Asociación Departamental de Regantes y 

Sistemas Comunitarios de Agua Potable de 

Santa Cruz 

サンタクルス灌漑及び集落給水

システム利用者組合連合会 

Bs Boliviano ボリビアーノ（通貨） 

CAF Corporación Andina de Fomento アンデス振興基金 

CCC Comité de Coordinación Conjunta 合同調整委員会 

CONFEAGRO 
Confederación de Productores Agropecuarios de 

Bolivia 
ボリビア農牧組合連合会 

CSUTCB 
Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia 
ボリビア農民統一組合連合会 

ENR Escuela Nacional de Riego 国立灌漑学校 

FEDECOR 
Federación Departamental Cochabambina de 

Regantes 

コチャバンバ県灌漑用水利用者

組合 

FIV Ficha de Identificación y Validación 
（灌漑施設建設のための）要望

調査票 

FPS 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social 
国家生産性社会投資基金 

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 
ドイツ国際協力公社 

IDB Inter-American Development Bank 米州開発銀行 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

M/M Minutes of Meetings 協議議事録（ミニッツ） 

MDRyT Ministerio de Derarrollo Rural y Tierras 農村開発・土地省 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 環境・水資源省 

PAR Proyecto Alianzas Rurales 
農村アライアンスプロジェクト

（世界銀行） 

PARCⅡ Programa de Apoyo al Riego Comuitario 
コミュニティ灌漑支援プログラ

ム（ベルギー） 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マト

リックス 

PND Plan Nacional de Desarrollo 国家開発計画 

PNDR Plan Nacional de Desarrollo del Riego 国家灌漑開発計画 



 

 

PO Plan of Operation 活動計画表 

PRAF 
Plan Ministerial de Revolución Rural, Agraria y 

Forestal 
農村・農林業革命プラン 

PROAGRO 
Programa de Desarrollo Agropecuario 

Sustentable 

持続的農牧開発プログラム（ド

イツ国際協力公社） 

PROAR Programa Agua y Riego 
水と灌漑プログラム（アンデス

振興基金） 

PRONAREC 
Programa Nacional de Riego con Enfoque de 

Cuenca 

流域管理アプローチによる国家

灌漑プログラム（米州開発銀行）

R/D Record of Discussions 討議議事録 

SEDERI Servicio Departamental de Riego 県灌漑サービス局 

SENARI Servicio Nacional de Riego 国家灌漑サービス局 

UMSS Universidad Mayor de San Simón サンシモン・マジョール大学 

VRHyR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
環境・水資源省水資源・灌漑次

官室 
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事業事前評価表 
 

国際協力機構農村開発部畑作地帯第一課 

１．案件名 

国 名：ボリビア多民族国 

案件名：和名 灌漑農業のための人材育成プロジェクト 

英名 Project of Capacity Development for Agriculture with Irrigation 

 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における農業セクターの現状と課題 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）は南米大陸の中央部に位置し、わが国の約

3倍に相当する面積109万8,581km2、人口1,043万人（2010年：国家統計局）を有する国である。

天然ガスや鉱物等の天然資源に恵まれていることから、近年の世界的な一次産品の価格高騰

を主要因としてマクロ経済は良好に推移している。しかしながら1人当たりGNIは1,790米ドル

（2010年：世界銀行）と南米で最も低く、国民の51％が貧困層に属する（2009年：国家統計

局）とともに、栄養不足人口割合は27％（2006-2008年：国際連合食糧農業機関）と南米では

唯一、栄養不足度が「やや高い」国に分類されており、貧困層の食糧安全保障が国家的課題

である。また、国内の所得格差はラテンアメリカ地域で最も大きく、人口の34％（2009年：

国家統計局）を占める農村部においては、66％が貧困、45％が極度の貧困状態（2009年：国

家統計局）にあるなど極めて深刻な状況である。 

農村部人口の76％（2009年：国家統計局）は農牧業に従事しており、平原地域で大規模営

農を営む一部の企業的農家を除き、大多数が自家消費のための作物生産を中心としている貧

困農家である。 

貧困農家の農業生産は、技術及び種子・肥料等の不足を含め、さまざまな課題を抱えてい

るが、なかでも最大の課題とされているのは、水不足である。ボリビアの灌漑面積は22万

6,500haと全農地面積の11％にすぎず、灌漑未整備の地域においては水不足により農業の生産

性が低く、生産量が不安定であるとともに、作目が限定され、このことが貧困農家の食料確

保の不安定性に直結しており、貧困削減の観点からも灌漑開発の重要性が高い。全国の灌漑

導入地区から18地区を抽出して行われた調査〔2008年：ドイツ国際協力公社（Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）〕によっても、灌漑の導入によって大半の

地域で作目の多様化、作期の拡大、単収の増、さらには農家収入の増が確認されており、ボ

リビアにおいて灌漑の導入が貧困削減に貢献することが明らかとなっている。 

しかしながら、灌漑にかかわる人材の技術不足がボリビアにおける灌漑開発のボトルネッ

クとなっており、灌漑事業の計画を作成し申請を行うべき市役所や、これを支援する立場の

県〔県灌漑サービス局（Servicio Departamental de Riego：SEDERI）または県庁〕の能力不足に

より、政府の審査基準を満たす灌漑事業計画が策定されず、灌漑開発が計画どおりに進捗し

ていない。また、設計ミスや施工監理の不十分さにより整備された灌漑施設が有効に機能し

ないケースも多く、維持管理や水管理の不備と相まって、水資源が有効に活用されていない

状況にある。 

技プロ 
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こうした状況を受けボリビア政府は、灌漑分野の人材育成及び技術支援のプログラムとし

て「国立灌漑学校（Escuela Nacional de Riego：ENR）」構想を打ち上げ、2007年から国家灌漑

サービス局（Servicio Nacional de Riego：SENARI）内に担当者を配置して大学やドナー等の他

の組織との連携によって研修を行ってきたが、散発的な取り組みにとどまっている（SENARI

は2012年5月に組織改編により国立灌漑学校課を設置）。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ボリビア政府は2004年に灌漑法を制定し2006年に策定した国家開発計画においても灌漑地

域の拡大を農牧業開発の政策目標の1つとして掲げている。さらに、国家灌漑開発計画

（2007-2011年）においては、2030年までの整備目標として受益面積約27.5万ha、受益世帯約

20万世帯を掲げ、当初5カ年（2011年まで）で4万ha（受益世帯：約3万世帯）の整備を行うと

して、国際機関やドナー等の支援も得つつ積極的な灌漑開発を進めるとともに、国家灌漑サ

ービス局（SENARI）や県灌漑サービス局（SEDERI）等の組織・制度の整備や、水利権に係

る規定整備も進めてきた。 

ボリビア政府は、国家灌漑開発計画において、灌漑に係る技術支援・研修・研究及び技術

開発の改善と拡大を政策目標として掲げ、国立灌漑学校を通じてこれらに取り組むこととし

ている。 

本事業は、国立灌漑学校が、国全体の灌漑セクターの人材需要を満たす総合的な技術支援

や研修を他の組織との連携を通じて提供するための技術支援を行うものであり、ボリビア政

府の政策に合致している。 

 

（3）農業セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国政府は「対ボリビア多民族国国別援助方針（2012年6月）」において「人材育成を中

心とした社会開発」と「地域開発等を通じた生産力向上」を2本の柱として掲げている。農業

セクターについては「小規模農家の貧困削減プログラム」を設定し、「地域開発等を通じた生

産力向上」に貢献するものとして取り組みを進めており、本事業は同プログラムに位置づけ

られ、特に以下の協力との相乗効果が期待される（詳細は３.（9）1）を参照）。 

・ 無償資金協力 

「コチャバンバ県灌漑施設改修計画」（2006-2007年） 

・ 技術協力プロジェクト 

「高地高原中部地域開発計画プロジェクト」（2008-2011年） 

「持続的農村開発のための実施体制整備プロジェクトフェーズ1」（2006-2008年） 

「持続的農村開発のための実施体制整備プロジェクトフェーズ2」（2009-2014年） 

「北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト」（2010-2013

年） 

 

（4）他の援助機関の対応 

・ 世界銀行：農村アライアンスプロジェクト（Proyecto Alianzas Rurales：PAR） 

・ 米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）：流域管理アプローチによる国家
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灌漑プログラム（Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca：PRONAREC） 

・ ベルギー：コミュニティ灌漑支援プログラム（Programa de Apoyo al Riego Comuitario：

PARCⅡ） 

・ デンマーク：EMPODERAR-DETI 

・ ドイツ国際協力公社（GIZ）：持続的農牧開発プログラム（Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable：PROAGRO） 

 

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、ボリビア政府が灌漑事業の対象としている7県において、国立灌漑学校による人

材育成活動を通じて灌漑技術者及び農家の知識や技術の向上を図り、もって灌漑農業を促進

し、農家の生活向上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 

灌漑事業対象7県（ラパス県、オルロ県、ポトシ県、チュキサカ県、コチャバンバ県、タリ

ハ県、サンタクルス県） 

※各県人口：ラパス県284万人、オルロ県45万人、ポトシ県79万人、チュキサカ県65万人、

コチャバンバ県186万人、タリハ県52万人、サンタクルス県279万人（2010年国家統計局）

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

灌漑技術者：約1,400名、灌漑受益農家：約20万世帯 

 

（4）事業スケジュール（協力期間）：2012年11月から2016年10月まで計48カ月を予定 

 

（5）総事業費（日本側）：3.6億円 

 

（6）相手国側実施機関 

・ 責任機関：環境・水資源省（Ministerio de Medio Ambiente y Agua：MMAyA） 

・ 実施機関：国家灌漑サービス局（SENARI） 

・ 連携機関：対象7県の県灌漑サービス局（SEDERI） 

・ 関係機関：大学、NGO、ドナー等の人材育成活動実施において協力する機関 

 

（7）投入（インプット） 

  1）日本側 

専門家：合計130M/M程度〔チーフアドバイザー/灌漑、業務調整/研修、その他必要に応じ

て（施設維持管理、水管理等）〕 

資機材： 

① 研修の実施に係る資機材 

② 専門家活動に必要な他の資機材 
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  2）ボリビア側 

カウンターパートの配置（SENARI局長、SENARI国立灌漑学校課4名、各県SEDERI1名）、

専門家執務スペース、研修実施経費、経常経費（活動事業費、光熱費等） 

 

（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（A、B、Cを記載）：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「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ため。 

 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

研修対象である灌漑技術者及び農民は男女共におり、特に農家レベルで農作業や水管理

における女性の役割は大きいため、研修の企画及び実施においてはジェンダーバランスに

配慮し、女性の十分な参加を確保する。 

 

3）その他 

2009年12月に提出されたボリビアの気候変動枠組み条約国別報告書では、ボリビアにお

ける気候変動の影響として降水量及び降水パターンの変動（水の少ない地域での更なる水

不足と多雨の時期・地域における降雨の激化）が予測され、作付可能面積、作付期間の減

少等が危惧されることから、灌漑施設整備の必要性が更に増大することが記されている。

また、このため気候変動適応のための政策として、農業及び水資源分野を優先セクター

として位置づけ、脆弱性克服のために灌漑施設の整備を促進することが掲げられている。

本案件は、灌漑分野の人材育成を通じて、この取り組みを支援するものであり、気候変

動への適応に資する案件であることについて、双方の共通認識が得られている。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

技術協力プロジェクト「高地高原中部地域開発計画プロジェクト」（2008-2011年）では、

高地高原地域における小規模灌漑農業実施のための市及び県の技術者の能力向上に取り組

み、市及び県の技術者の研修や、灌漑施設の設計や施工に関するマニュアルを整備した。

本事業では、その経験及び成果を活用し、全国に展開することが期待できる。 

また、現在実施中の技術協力プロジェクト「持続的農村開発のための実施体制整備プロ

ジェクトフェーズ2」（2009-2014年）では、特に貧困度の高いチュキサカ県北部における農

村開発事業実施体制の整備に取り組んでいるが、具体的な農村開発事業としては小規模灌

漑事業のニーズが高く、市や県レベルでの灌漑に係る人材育成の必要性が認識されている。

同じく実施中の「北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト」

（2010-2013年）では作成中の付加価値型農業戦略のなかで、現地の農業の実態とポテンシ

ャルを踏まえて焼畑移動耕作による陸稲栽培から水稲作への転換を打ち出しており、やは

り灌漑開発に係る人材育成の必要性が認識されている。 
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以上のとおり、本事業は過去の技術協力の成果を活用するとともに、現在実施中の技術

協力で認識された開発ニーズに対応するものであり、これら協力との相乗効果を発揮する

ことが期待できる。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

２.（4）に記載のとおり、ボリビアの灌漑セクターに対しては、世界銀行、米州開発銀行、

ベルギー、デンマーク等が資金支援を行うとともに、ドイツGIZが技術協力を行っている。

本事業の計画策定においては、これら機関との対話を重ねており、実施段階においても

情報共有・連携を行い、他ドナーの技術協力成果の活用を通じて投入の効率性を高めると

ともに、人材育成の成果を他ドナー資金を活用した施設整備に生かすことで協力効果を高

めることが可能である。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標 

ボリビアの7県において灌漑農業が促進される。 

指標： 

1．環境・水資源省が定めている調査・設計基準等に準拠した適切な灌漑システムの面積

が○○haに増加する。 

2．○○カ所の灌漑システムにおいて、農家が適切な水管理や施設維持管理を実施してい

る。 

 

2）プロジェクト目標 

灌漑技術者及び農家が国立灌漑学校によって実施される人材育成活動によって習得した

知識や技術を活用する。 

指標： 

1．○○カ所の灌漑システムにおいて、人材育成活動に参加した灌漑技術者が、人材育成

活動によって得られた調査、設計、施工等に関する知識や技術を活用する。 

2．○○カ所の灌漑システムにおいて、人材育成活動に参加した農家が、人材育成活動に

よって得られた水管理や施設維持管理に関する知識や技術を活用する。 

 

3）成果及び活動 

成果1：灌漑農業に係る技術的課題と人材育成関連組織（人材育成活動実施において協力

を得ることが想定される大学、NGO、ドナー等の組織）の現状に基づき、対応策が提言さ

れる（※1）。 

指標： 

1．灌漑農業に係る技術的課題が把握される。 

2．人材育成関連組織の実施能力及び灌漑分野の人材育成への協力に係る方針が把握され

る。 
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3．灌漑農業に係る技術的課題の解決のために必要な対応策が提言される。 

活動： 

1-1．灌漑農業に係る課題調査及び分析を行う。 

1-2．人材育成関連組織の組織能力の分析を行う。 

1-3．灌漑農業に係る技術的課題の解決のために必要な対応策の提言を行う。 

 

成果2：国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画（※2）が作

成される。 

指標： 

1．国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画が作成される。 

活動： 

2-1．国立灌漑学校が企画・実施すべき、ネットワークアプローチ（※3）を活用した人材

育成の活動項目を特定する。 

2-2．国立灌漑学校と関係機関の役割分担を整理し、関係機関と調整する。 

2-3．国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成活動の中期的な基本計画を作成する。 

 

成果3：基本計画で定めた優先順位の高い人材育成活動が実施される。（※4） 

指標： 

1．優先順位の高い人材育成活動が○○件程度実施される。 

2．○○人の灌漑技術者、○○人の灌漑農家が人材育成活動に参加する。 

活動： 

3-1．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下にカリキュ

ラムを策定する。 

3-2．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下にテキスト

及び教材の準備を行う。 

3-3．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、講師配置に係る調整、研修員の募

集・選考等の準備を行う。 

3-4．基本計画で定めた優先順位の高い研修について、実習を通じた技術習得が可能とな

る研修方法を考慮しつつ実施する。 

3-5．研修以外の基本計画で定めた優先順位の高い活動について、関係機関との連携の下

に実施する。 

 

成果4：人材育成活動のモニタリング、評価及びフォローアップの仕組みができ、運用さ

れる。 

指標： 

1．基本計画を踏まえた年次計画の策定と、その進捗状況のモニタリング及び評価が定期

的に実施される。 

2．優先順位の高い個々の人材育成活動について、モニタリング及び評価が実施される。

3．人材育成活動のフォローアップが実施される。 



 

vii 

活動： 

4-1．基本計画を踏まえた年次計画の策定と、その進捗状況のモニタリング及び評価の仕

組みを構築し、運用する。 

4-2．優先順位の高い個々の人材育成活動について、モニタリング及び評価の仕組みを構

築し、運用する。 

4-3．人材育成活動のフォローアップの仕組みを構築し、運用する。 

 

成果5：国立灌漑学校の人材育成活動が財政的持続性を獲得する。 

指標：国立灌漑学校が人材育成活動に必要な資金を確保する。 

活動： 

5-1．国立灌漑学校に係る広報のための資料を作成する。 

5-2．広報資料を活用して、財政当局やドナー等と活動資金獲得のための交渉を行う。 

5-3．前項に加えて、関係者の参加による持続性確保のための対策を検討する。 

 

※1：成果1においては、灌漑分野の技術的課題を網羅的に把握し、それぞれの課題を所管

する官庁や関係ドナー等へ対応策の提言を行う。このうち国立灌漑学校で対応すべき

課題について、成果2以降で対応する。 

※2：人材育成活動基本計画は5カ年計画とする予定。 

※3：ネットワークアプローチ：他の組織との連携によって人材育成活動を実施するアプロ

ーチ。 

※4：現時点で想定される主な人材育成活動の概要は以下のとおり。 

・ 技術者向け研修：特定の技術テーマに関する数日間の短期研修を中心に実施する。

各回の参加者は30名程度とし、協力終了時にはいくつかの県において年間複数回

の実施を想定する。 

・ 農家向け研修：各灌漑地区から1～2名の若手農家を選び、水管理や施設維持管理

等に関する1週間程度の研修を実施し、各地区の農家が受講者から技術を学ぶ形を

想定。各回の参加者は30名程度とし、協力終了時にはいくつかの県において年間

複数回の実施を想定する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ 対象7県は、地形・気象等の自然条件のみならず県灌漑サービス局（SEDERI）の組織

能力（人員体制、予算、業務経験等）も大きく異なることから、事業の実施にあたっ

ては全県一律ではなく各県の状況に応じて順次進める。このため、SEDERIについては

「実施機関」ではなく「連携機関」として位置づけ、国家灌漑サービス局（SENARI）

を通じて各県の状況に応じた支援を行う。 

・ 人材育成活動の実施においては、ネットワークアプローチに基づき、地域の大学等と

協力する場合があるが、このような大学等の機関を「関係機関」と位置づける。「関係

機関」は原則、本事業による支援対象とはならない。 

・ 各指標については、プロジェクト開始後6カ月程度を目途に人材育成活動基本計画の策
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定を通じて詳細化する。 

 

（2）その他インパクト 

特になし。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提 

・ SENARI国立灌漑学校課に4つの専門分野の専属職員が配置される。 

・ 7県のSEDERIに各1名の国立灌漑学校県コーディネーターが配置される。 

・ 先方政府においてプロジェクト実施に必要な予算が確保される。 

・ 社会・経済の安定が維持される。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・ カウンターパートが頻繁に交代しない。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 政府の灌漑事業関連予算が大幅に減少しない。 

・ 他ドナーの灌漑分野支援が大幅に減少しない。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ 環境・水資源省が定める調査・設計基準等に基づく灌漑施設の審査及び検査が適切にな

される。 

 

６．評価結果 

本事業は、ボリビアの開発政策、開発ニーズ、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 

ドミニカ共和国「灌漑農業技術改善計画」（2001-2006年）においては水管理、施設維持管理、

栽培に関する技術者向け研修を行ったが、事後評価では、わが国等の先進技術のみならず現地

の篤農家技術や適応技術を活用したことで協力終了後の技術普及が促進されたこと、また、技

術・研修の導入とインフラ整備の双方に配慮した事業形成あるいは事業連携はシナジー効果が

期待できることが指摘されている。本事業でも、現地の技術の積極的な活用を図るとともに、

他ドナーによる支援との連携を促進していくこととする。 

 

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。 
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（2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 

 

 



 

 

Ⅰ．詳細計画策定調査報告書 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の背景 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）は南米大陸の中央部に位置し、わが国の約3倍

に相当する面積109万8,581km2、人口1,043万人（2010年：国家統計局）を有する国である。天然ガ

スや鉱物等の天然資源に恵まれていることから、近年の世界的な一次産品の価格高騰を主要因と

してマクロ経済は良好に推移している。しかしながら1人当たりGNIは1,790米ドル（2010年：世界

銀行）と南米で最も低く、国民の51％が貧困層に属する（2009年：国家統計局）とともに、栄養

不足人口割合は27％（2006-2008年：国際連合食糧農業機関）と南米では唯一、栄養不足度が「や

や高い」国に分類されており、貧困層の食糧安全保障が国家的課題である。また、国内の所得格

差はラテンアメリカ地域で最も大きく、人口の34％（2009年：国家統計局）を占める農村部にお

いては、66％が貧困、45％が極度の貧困状態（2009年：国家統計局）にあるなど極めて深刻な状

況である。 

農村部人口の76％（2009年：国家統計局）は農牧業に従事しており、平原地域で大規模営農を

営む一部の企業的農家を除き、大多数が自家消費のための作物生産を中心としている貧困農家で

ある。 

貧困農家の農業生産は、技術及び種子・肥料等の不足を含め、さまざまな課題を抱えているが、

なかでも最大の課題とされているのは、水不足である。ボリビアの灌漑面積は22万6,500haと全農

地面積の11％にすぎず、灌漑未整備の地域においては水不足により農業の生産性が低く、生産量

が不安定であるとともに、作目が限定され、このことが貧困農家の食料確保の不安定性に直結し

ており、貧困削減の観点からも灌漑開発の重要性が高い。全国の灌漑導入地区から18地区を抽出

して行われた調査〔2008年：ドイツ国際協力公社（GIZ）〕によっても、灌漑の導入によって大半

の地域で作目の多様化、作期の拡大、単収の増、さらには農家収入の増が確認されており、ボリ

ビアにおいて灌漑の導入が貧困削減に貢献することが明らかとなっている。 

しかしながら、灌漑にかかわる人材の技術不足がボリビアにおける灌漑開発のボトルネックと

なっており、灌漑事業の計画を作成し申請を行うべき市役所や、これを支援する立場の県〔県灌

漑サービス局（SEDERI）または県庁〕の能力不足により、政府の審査基準を満たす灌漑事業計画

が策定されず、灌漑開発が計画どおりに進捗していない。また、設計ミスや施工監理の不十分さ

により整備された灌漑施設が有効に機能しないケースも多く、維持管理や水管理の不備と相まっ

て、水資源が有効に活用されていない状況にある。 

こうした状況を受けボリビア政府は、灌漑分野の人材育成及び技術支援のプログラムとして「国

立灌漑学校」構想を打ち上げ、2007年から国家灌漑サービス局（SENARI）内に担当者を配置して

大学やドナー等の他の組織との連携によって研修を行ってきたが、散発的な取り組みにとどまっ

ている（SENARIは2012年5月に組織改編により国立灌漑学校課を設置）。 

ボリビア政府は、灌漑に関する総合的な技術支援や研修を国立灌漑学校が提供するために、｢灌

漑農業のための人材育成プロジェクト｣（以下、「プロジェクト」と記す）実施に係る技術支援を

灌漑技術の開発及び普及に経験の深いわが国に要請してきた。 
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１－２ 調査の目的 

 （1）プロジェクト基本計画の作成 

現地踏査や先方との協議を通じて、プロジェクトの基本計画〔プロジェクト・デザイン・

マトリックス（Project Design Matrix：PDM）案、活動計画表（Plan of Operation：PO）案、実

施体制案、討議議事録（Record of Discussions：R/D）案〕を作成し、ミニッツ（Minutes of 

Meetings：M/M）にて先方政府と合意する。 

 

 （2）事前評価 

作成したプロジェクト基本計画について、評価5項目の観点から事前評価を行い、M/Mにて

先方政府と合意する。 

 

１－３ 調査団の構成 

No. 担 当 氏 名 所  属 

（1） 総 括 鈴木 博 JICA農村開発部 技術審議役 

（2） 協力企画 瀧口 暁生 JICA農村開発部 畑作地帯第一課 

（3） 灌漑行政 奥間 靖四 農林水産省農村振興局整備部設計課 

   海外土地改良技術室 海外技術調査係長 

（4） 灌漑農業 伊東 正樹 株式会社オーテーシー 土木部次長 

（5） 通 訳 大滝 節子 財団法人日本国際協力センター 

 

１－４ 調査日程 

2012年2月21日から3月17日まで。詳細は、付属資料１のとおり。 

 

１－５ 主要面談者 

付属資料２のとおり。 
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第２章 協力分野の現状と課題 
 

２－１ 灌漑セクターの概観 

 （1）概 要 

ボリビアは南米大陸の中央に位置する内陸国で、面積は約110万km2であり、国土はアンデ

ス山脈を中心とした標高3,400m以上の高地高原地帯、その東に谷部や盆地を抱く渓谷地帯、

半乾燥地帯及び国土の東北部に広がる熱帯湿原地帯の4つに区分される。 

大別してアンデス高原地帯や渓谷地帯を中心とする先住民による伝統的な小規模零細農業

と、熱帯地域に当たる東北部低地の大規模輸出農業に分類される。 

労働就業人口に占める農業者の割合は約4割であり、主要農作物は高地高原地域を中心とす

るジャガイモ、小麦、トウモロコシ、低地平原地域を中心とする大豆、サトウキビ、コメな

どであるが、特にアンデス高地高原地域原産の作物としてキヌアが知られている。 

 

 （2）土地所有 

1952年以前のボリビアでは、人口の4％の大地主が82％の土地を独占していた。土地改革や

革命を経たあと（1980年代末）でも人口の60％が住む高地高原地域や渓谷地域では80％（7万

戸）の農民が1～3ha（小規模零細農業）の土地を耕している。 

人口の40％が住む東部と北部低地平原では平均15～17haを耕作する農民が集約的な農業を

行っている。サンタクルス南部では5,000haを超える規模の農地で企業的農業を行う農家群が

輸出用農作物生産の中心を担っている。 

 

 （3）農 業 

1）高地高原地域 

標高4,000mを中心とした高地が広がり（ラパスの年間平均気温9.1度、年間降水量610mm、

標高4,014m）、気温が0度以下となることもある。勾配は緩やかで大規模な貯水池を造る適

地がない。降水量は年間平均400mm以下で、降雨は雨期に集中する。一般に平坦地が広が

り集落が分散しているが丘陵地の尾根部分や河川沿いには段々畑も見られる。農民は小規

模な農地で自給用の穀物や野菜（ジャガイモ、トウモロコシ、ソラマメ、キヌア）を栽培

するが、出荷される穀類は生産物の30％にとどまる。地域内では、霜や不安定な降雨、過

放牧による裸地化、土壌浸食や肥料分の溶脱も進んでいるが、農民はヒツジ、アルパカ、

リャマ等家畜の飼育による家計の安定化を助けとして、今もなお旧来の農法を継続してい

る。 

 

2）渓谷地域 

東部山脈の南東に位置し、氷河や河川によって削られて形成された渓谷にはスクレやコ

チャバンバンバ等の盆地が含まれる（コチャバンバは乾燥した温暖な気候であり、年間平

均気温は18度、年間降水量は約500㎜、標高2,500m）。標高500m以下の低平地から4,000mを

超える山地を含む多様な地形と亜熱帯気候から冷涼な高地の気候までがみられ、特に北部

は高温多湿な亜熱帯気候に属し、サトウキビ等さまざまな熱帯性作物生産に適している。 

農民は農地をその目的（食料生産と換金作物生産）により旧来の農法と近代的な農法で
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使い分けている。その高度に応じて、食料用にジャガイモ等塊茎類、大麦、トウモロコシ、

小麦、果実、野菜を栽培し、輸出用に茶、コーヒー等を栽培し家畜の飼育も一般的である。

単位収量は少ないものの気象条件は高地高原地域に比べ厳しくなく、二毛作も可能である。 

渓谷地域は一般に10月から4月の雨期には交通が遮断することがしばしばで、市場へのア

クセスや低い生産技術の向上が課題となっている。 

 

3）低地平原地域 

この地域は国土の大部分を占めるが、気候は北部のアマゾン熱帯雨林気候と南部のサバ

ンナ状をした乾燥地帯（チャコ地方）とに分かれる（サンタクルスの年間平均気温は24.5

度、年間降水量は1,346㎜、標高414mである）。 

地域内の最も生産的な農民は、肥沃な低地平原地域、特にサンタクルスに集中する。サ

ンタクルスでの農業の繁栄は1950年代の耕地整理と開拓民の国内移住に始まる。1960年代

のサンタクルスは、砂糖、コメ、綿花、採油用種子といった農産物の加工施設を整備し、

1970年代初頭は消費者物価の上昇とともに綿花と大豆を中心とする換金作物の栽培が進展

した。また政治的な優遇策も発展を促した。 

サンタクルスの大規模農家は、収穫、収穫後処理、販売のみならず、情報収集、加工に

まで積極的に関与している。強力な生産者組合を組織し、組合は伝統的に販売価格を政府

と交渉し、組合員に技術的な支援を提供している。他方、小規模な農家は、主食であるコ

メの生産のため、原生林を伐採し焼き払った跡に稲を作付けする焼畑陸稲を中心とした収

奪的な農業を営んでおり、貴重な天然熱帯森林の減少をもたらす無秩序な伐採は深刻な問

題をはらんでいる。 

北部低地平原のパンドとベニは19世紀の後半アマゾン地域からのゴム輸出の景気に乗っ

て発達したが、今では周辺に500ha以上の牧場が集積し、牧畜業の中心地となっている。ベ

ニはまた重要な木材の生産地でもある。 

 

 （4）灌 漑 

ボリビアでは従来外貨獲得や国家の財政基盤として鉱業に頼っており、農業への投資は限

られていた。1985年発足のパスエンテンソロ政権以来、市場経済の導入による農業分野への

投資促進を目的とする経済改革が実施され、1999年の灌漑面積は改革以前の2倍の22万6,564ha

に達した（表２－１）。 

なお、パンド県とベニ県については、その自然条件と農業形態から灌漑施設が不要である

とされ、灌漑事業の対象地域は、チュキサカ県、コチャバンバ県、ラパス県、オルロ県、ポ

トシ県、サンタクルス県、タリハ県の7県のみとされている〔県灌漑サービス局（SEDERI）

もこの7県のみに設置されている〕。 
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表２－１ 県別灌漑面積集計表 

県 ～10ha 10～100ha 100～500ha 500ha～ 計 

 数 面積 数 面積 数 面積 数 面積 数 面積 

チュキサカ 275 1,653 373 11,370 26 4,261 4 3,884 678 21,168

コチャバンバ 303 1,938 577 22,225 128 27,403 27 35,968 1,035 87,534

ラパス 263 1,703 665 21,047 28 6,052 5 7,192 961 35,994

オルロ 172 940 134 3,638 3 440 3 9,021 312 14,039

ポトシ 549 3,240 392 10,146 14 2,254 1 600 956 16,240

サンタクルス 42 269 144 5,456 44 8,434 2 1,080 232 15,239

タリハ 129 785 331 12,755 83 17,101 7 5,710 550 36,351

計 1,733 10,528 2,616 86,638 326 65,944 49 63,454 4,724 226,564

出所：Inventario Nacional de Sistemas de Riego：Ministerio de Agricultura 2000 

 

ボリビア政府（現モラレス政権）は、2000年に起こったコチャバンバにおける水資源の私

的所有の認可取り消し騒動（水戦争）の流れを受けて、灌漑農業を主要な政策課題ととらえ、

水資源管理と特に灌漑分野における制度改革を実施した。 

ボリビア農業における用水利用（灌漑面積）は22万6,564 ha であり、年間耕作面積210万ha

の11％に当たる（2000年）。全国的には、小規模・中規模・大規模に分類される4,724の灌漑シ

ステムがあり、21万7,975戸の農家が裨益している。規模別では10～100haの規模の灌漑施設の

数と面積が多い（表２－１）。 

灌漑の水源となる流域区分はボリビアの66％を占め、約72万4,000km2に及ぶアマゾン流域と

13％を占める囲繞（いにょう：流れ出す川がなく閉じられている）流域約14万5,600km2と21％

を占めるリオプラタ流域22万9,500km2に分けられる（アマゾン流域は水量が豊富でしばしば洪

水を引き起こすが、水文に係る信頼できるデータは少ない）。 

灌漑用水を得る水源としては、河川、湧水、井戸、ダムがあり、全体では河川からの取水

が70％を占めている。高地高原地域のラパス及びポトシでは湧水利用が見られ、渓谷地域の

コチャバンバではダムと井戸からの取水が多い。低地平原のサンタクルスでは河川からの取

水が多い一方、1カ所当たりのダムや井戸が賄う面積が多いという特徴がある（表２－２）。 

 

表２－２ 県別灌漑水源別面積集計表 

県 河 川 湧 水 井 戸 ダ ム 計 

 数 面積（ha） 数 面積 数 面積 数 面積 面積 

チュキサカ 645 18,059 28 587 5 2,522 21,168

コチャバンバ 415 48,979 95 3,310 469 13,442 56 21,270 87,001

ラパス 661 23,271 258 4,166 13 163 29 8,393 35,993

オルロ 224 8,513 84 722 4 107 5 4,697 14,039

ポトシ 735 10,840 208 4,829 9 68 4 503 16,240
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サンタクルス 225 11,099 3 25 1 380 3 3,735 15,239

タリハ 523 33,771 26 230 1 2,350 36,351

計 3,428 154,532 702 13,869 496 14,160 103 43,470 226,031

出所：Inventario Nacional de Sistemas de Riego：Ministerio de Agricultura 2000 

 

灌漑施設（圃場）内の水利用技術については、初歩的な畝間灌漑からスプリンクラーや点

滴灌漑等の水利用の効率化・省力化を図った近代的な施設まで、立地条件や灌漑水利用者の

経験や社会・経済状況に応じさまざまな対応がみられる。 

高地高原地域では灌漑導入は歴史が浅く規模も小さいことから一般に畝間灌漑が中心とさ

れている。他方、渓谷地域や低地平原地域では灌漑農業の歴史も長く収益性の高い営農形態

と投資可能な資本の蓄積を有することから、水利用の効率化と労働の省力化を通じて生産コ

スト低減と品質向上をもたらす、進んだ灌漑形態への進展がみられる。 

灌漑農業分野における多様な展開や発展の一方で、今後克服すべき課題としては土壌浸食

（耕土、肥料分の流亡）と排水による水質汚染の問題が指摘されている。土壌については、

灌漑と組み合わされた過放牧や農業による生産活動が、結果的に塩害の発生や土壌の硬化を

招いているといわれている。また、ボリビアでは過度の施肥による農業排水が生活用水や工・

鉱業排水と同様に水質の汚染源となっているといわれているが、質的、量的な規制はなく、

本調査期間中にも農民から現状を不安視する声が聞かれた。 

今次調査で行った現地踏査の結果については付属資料５に記した。 

 

２－２ 灌漑セクターの開発政策 

 （1）灌漑農業開発に係る制度の枠組み 

2004年10月に、農牧林業生産のための灌漑事業における水資源の持続的な利用のための法

律として灌漑法が制定された。 

2006年に現政府は、国家政策として、国家開発計画「善き生活のための、尊厳ある、主権

を持つ、生産的、民主的な、ボリビア」（Plan Nacional de Desarrollo：PND）を制定した。同計

画において「生産的なボリビア」の柱として生産支援サービスの開発が掲げられ、これに基

づき作成された「農村・農林業革命プラン」（Plan Ministerial de Revolución Rural, Agraria y 

Forestal：PRAF）において、灌漑と水資源の開発について以下の3つの政策の推進が掲げられ

た。 

・ 灌漑インフラにおける投資の促進と開発 

・ 水資源の利用と灌漑システムの管理の改善 

・ 灌漑用水使用の権利の認可と公布 

2007年11月に当時の水資源省〔現在の環境・水資源省（MMAyA）〕が、国家灌漑開発計画

（Plan Nacional de Desarrollo del Riego：PNDR）を作成し、承認された。PNDRは、農村・農林

業革命プラン（PRAF）に貢献し、国家開発計画（PND）の一部と位置づけられる灌漑セクタ

ーの中核的な政策である。 

PNDRはその目的として、食糧自給を達成するための灌漑開発を通じて、食糧余剰の創出、

雇用の創出、世帯収入の増加に貢献し、生産量及び生産効率の増加と農業生産物の複合体の

発展を通じて貧困の減少をもたらすことを謳っており、以下のコンポーネントを有する。 
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・ 水の権利及び水資源管理 

・ サブセクターの機関強化 

・ 灌漑及びインフラへの投資 

・ 農業生産のための灌漑開発 

・ 技術サービス、調査、研究及び技術開発 

PNDRでは、2030年までの25年間に約12億ドルの投資により約27万5,000haの灌漑受益地区を

整備して約20万世帯に利益をもたらすことを長期目標とし、その第一段階である2007年から

2011年までの目標として、受益面積4万ha、受益者3万世帯を掲げている。 

 

２－３ 灌漑セクターの関係機関 

 （1）環境・水資源省（MMAyA）、水資源・灌漑次官室（VRHyR） 

MMAyAは、ボリビアの環境と水資源の利用と保護行政を包括的に司る機関で、水資源の保

護・保全と水の有効利用を図る灌漑農業分野の行政も行っている。灌漑施設の整備をMMAyA

が担当し、営農と収穫物の流通については農村開発・土地省（Ministerio de Derarrollo Rural y 

Tierras：MDRyT）が担当する。 

水資源灌漑開発セクターの長はMMAyAの水資源・灌漑次官が務め、水資源・灌漑次官室

（Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego：VRHyR）は灌漑開発の要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 関係機関組織図 

 

 （2）国家灌漑サービス局（SENARI） 

国家灌漑サービス局（SENARI）は、国家灌漑開発計画（PNDR）に基づき2007年に創設さ

れた環境・水資源省（MMAyA）管轄下の独立機関であり、MMAyAはVRHyRを通じてSENARI

の事業を管轄している。SENARIの所掌業務は以下のとおりとされている。 

国家灌漑サービス局

（SENARI） 

国立灌漑学校（ENR） 

県灌漑サービス局

（SEDERIs) 

灌漑局 

水資源・灌漑次官室 

(VRHyR) 

河川流域・ 

水資源局 

飲料水・ 

公衆衛生次官室 

環境・生物多様性・ 

気候変動次官室 

環境・水資源大臣 



 

－12－ 

・ 灌漑のための政策、戦略、規則提案 

・ 灌漑開発に係る計画づくりと承認・実施 

・ 灌漑開発のための技術支援、研修、応用研究と組織活動の計画、促進 

・ 県の灌漑サービス局（SEDERIs）の支援と管理 

・ 灌漑開発に係る国、県、市、流域各レベルの調整 

・ 完成した灌漑施設の譲渡 

・ 水利権（使用権）の登録・付与・撤回（SEDERIs未組織県への代行業務） 

・ 水争いの仲裁 

・ SEDERIsの監督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ SENARI組織図（2012年3月時点） 

 

SENARIは、総務・財務課、法務課、計画・調整課－国立灌漑学校（ENR）、プログラム・

プロジェクト課で構成されている。23名の職員のうち18名が正職員で、5名は流域管理アプロ

ーチによる国家灌漑プログラム（PRONAREC）から給料が支払われるコンサルタント（単年

度雇用）である。 

SENARIの実務上の最高責任者は局長であるが、最高意思決定機関として13名のメンバーで

構成される理事会がある。理事長は環境・水資源大臣が務め、ほかに政府から3名（環境・水

資源省の水資源・灌漑次官、環境・生物多様性・気候変動次官、農村開発・土地省の農村農

牧業開発次官）、受益者代表として全国灌漑及び集落給水システム利用者組合連合会

（Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia：

ANARESCAPYS）から7名（灌漑開発の対象となるラパス、オルロ、ポトシ、チュキサカ、コ

チャバンバ、タリハ、サンタクルスの各県の代表1名ずつ）、ボリビア農民統一組合連合会

（Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia：CSUTCB）から1名、及び

ボリビア農牧組合連合会（Confederación de Productores Agropecuarios de Bolivia：CONFEAGRO）

の代表者1名により構成される。 

 

 （3）国立灌漑学校（ENR） 

ENRは、2007年8月にSENARI理事会の組織令によりSENARI内の組織として創設され、灌漑

による農牧業の地域生産性の向上、及び組織強化を目的として技術者の研修を実施している。 

ENRには現在、コーディネーター、総務、研修計画・モニタリング、広報を担当する4名の

職員が在籍し、ラパス市内のSENARI事務所内で業務を行っている。 

理事会 

局 長 

プログラム・プ

ロジェクト課 

計画・調整課 

－ENR（4名）

法務課 総務・財務課 
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研修実施にあたっては、SENARIの他の課に属する技術者も講師を務めるなど直接的に参加

している。また、研修の企画や実施過程において、大学、国際協力機関、NGO等の外部組織

と連携して実施するケースも多い（これを、ネットワークアプローチと称している）。 

研修経費は、水と灌漑プログラム（Programa Agua y Riego：PROAR）、PRONAREC、PROAGRO

等の異なるプログラムから資金を得て実施されている。 

 

 （4）県灌漑サービス局（SEDERIs） 

SEDERIsは、県レベルの灌漑の責任機関として、ラパス、オルロ、ポトシ、チュキサカ、コ

チャバンバ、タリハ、サンタクルスの7県に設置されることとなっており、順次設置中である

（調査時点で、全7県に理事会設置済みであるが、実際に業務を開始しているのは、ラパス、

オルロ、ポトシ、チュキサカの4県であった）。 

SEDERIの組織は、総務課、法務課、プロジェクト課の3つの課から成っている。業務は局

長が統括するが、その上に13名の理事から成る理事会がある。理事長は各県の知事であり、

県庁の生産開発局と県議会から3名の代表者、灌漑・農村用水組合から7名、CSUTCBから1名、

各県の農牧協議会から1名の代表者が参加している。 

付属資料６に聞き取り調査を行ったラパスSEDERIとコチャバンバSEDERIの状況について

記載する。 

 

 （5）灌漑技術者養成機関 

今次調査の聞き取りでは、灌漑分野の技術者を養成する農業工学の学科をもつボリビア内

の公立大学として、コチャバンバ県のサンシモン・マジョール大学（Universidad Mayor de San 

Simón：UMSS）、サンタクルス県のガブリエル・レネ・モレノ自治大学（UAGRM）、オルロ

県のオルロ技術大学（UTO）があるとされた。これらのなかで伝統的に最も名門とされてい

るはサンシモン・マジョール大学（UMSS）であり、水資源・灌漑次官室はじめ中央省庁等に

多くの人材を輩出している。 

農業工学は農業土木分野と農業機械分野に分かれるが、ボリビアにおいて、前者は工学部

土木学科の範疇と位置づけられ、農業工学はもっぱら環境や水の有効利用に配慮した施設園

芸や機械化農業を主に教育・研究する農業機械分野に重点が置かれている。現状では、灌漑

施設の計画、調査、設計、施工、維持管理の各段階を担う、土木的な要素をベースとし営農

側のニーズにも応えられる灌漑施設整備に精通した技術者を育てる制度や機関は存在しない。 

 

 （6）技術者団体 

灌漑技術者に特化した技術者団体は現時点では存在しない。 

国家生産性社会投資基金（Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social：FPS）では、灌漑

施設整備を含む建設関連の専門家・技術者登録を進めているが、灌漑分野の技術者だけを集

めたリストはない。 

 

 （7）水利組織・受益者団体 

ボリビアの水利組織、受益者団体は、各灌漑システムレベルから国家レベルまで組織され

ており、その概要は表２－３のとおり。 
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表２－３ 水利組織・受益者組織の分類 

範 囲 組 織 略 称 

国家レベル 全国灌漑及び集落給水システム利用者組合連合会（県組合の全

国的な連合会） 

ANARESCAPYS

県レベル 

 

県ごとに組織された市レベル以下の組織の連合体。例として以

下がある。 

・コチャバンバ県灌漑用水利用者組合（Federación Departamental 

Cochabambina de Regantes） 

・サンタクルス県灌漑及び集落給水システム利用者組合連合会

（ Asociación Departamental de Regantes y Sistemas 

Comunitarios de Agua Potable de Santa Cruz） 

FEDECOR 

ARECRUZ 

市レベル 複数の小規模灌漑施設受益者組織の連合体あるいは大規模灌

漑施設全体の組織 

ASOCIACION 

（一般名称） 

末端レベル 小規模灌漑施設単位、あるいは二次、三次水路単位での受益者

組織 

COMITE 

（一般名称） 

 

全国灌漑及び集落給水システム利用者組合連合会（ANARESCAPYS）は、灌漑施設の利用

者によって組織されている。法律によって、灌漑システムの管理・運営・保全を行い、農業

牧畜林業の生産に関する活動を促進する、非営利団体（NPO）と認められている。

ANARESCAPYSは、県レベルの地域組織の集まりにより組織されており、本部事務所と7つの

地域事務所から成っている。 

灌漑施設のある7県には、県内の灌漑用水・生活用水を利用する受益者の組織を代表する組

織（県自立灌漑連合）がある（コチャバンバのFEDECORやサンタクルスのARECRUZ等）。ま

た、市域レベルにおいても、各灌漑施設や給水施設ごとに受益者組合が組織されている。 

 

 （8）国家生産性社会投資基金（FPS） 

FPSは市レベルのインフラ開発・整備を促進する機関であり、開発計画省所管の独立組織で

ある。国の一般会計と国際援助機関からの資金を管理して、市のプロジェクトへの資金供給

を行う。 

現在、灌漑分野では、PRONAREC、MI AGUA〔水への更なる投資（私の水）〕、PROARの資

金を管理し、具体的には灌漑施設整備申請書の審査、合格案件の承認、入札・業者選定、発

注、工事の施工監理と建設費の支払いを行う。 

FPSには各県に1つの支所があり、また、全国に18カ所ある建設物価センターでは材料単価

情報を集積、更新し、審査に利用している。ただし、これら情報は単に審査段階で利用され

ているのみであり情報蓄積が設計に反映されている状況にはない。今後、FPSの審査項目をGIZ

が実施しているPROAGROへ提供し、受講科目として研修に役立てられる予定。 

 

２－４ 灌漑セクターにおける他ドナー等の活動状況 

環境・水資源省は、国家灌漑開発計画（PNDR）に基づいて、灌漑開発を積極的に推進しており、

多くの国際機関や二国間ドナーも灌漑分野の支援を進めている。 

主な取り組みについて今次調査で得られた情報は表２－４のとおり。 
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表２－４ 灌漑セクターにおける他ドナーの取り組み 

名 称 協力機関 説 明 

流域管理アプローチ

による国家灌漑プロ

グラム（PRONAREC） 

米州開発銀行

（IDB） 

融資額：3,430万米ドル 

市及び受益者の自己負担額：各10％ 

資金はSEDERIs、SENARI及びVRHyRによる審査のあと

で、FPSを通じて市へ供給される。 

フェーズ1：8地区完了、フェーズ2：25地区実施中 

持続的農牧開発プロ

グラム（PROAGRO） 

ドイツ国際協

力公社（GIZ） 

予算額：1,500万ユーロ 

活動地域：渓谷地帯、チャコ、ポトシ北部 

支援内容は、灌漑インフラの建設、農業生産、生産物の販

売に係る支援。VRHyR及びMDRyTの農村・農牧業振興次

官室と連携して活動。 

フェーズ2を2011～2014年で実施（2,000万ユーロ）。 

94地区実施。 

農村アライアンスプ

ロジェクト（PAR） 

世界銀行 生産活動及び付加価値を生む活動に資金供給。 

申請は生産者団体から直接、MDRyTの外部組織である

PARに対して提出される。 

コミュニティ灌漑支

援プログラム（PARC

Ⅱ） 

ベルギー 予算額：1,000万ドル（4年間） 

活動地域：コチャバンバ県の3市町村（パソラパ、アイキ

レ、ミスケ）、及び、チュキサカ県の3市町村（プレスト、

ジャンパラエス、タラブコ） 

15地区実施。 

水と灌漑プログラム

（PROAR）（準備中） 

アンデス振興

基金（CAF） 

融資額：1億2,500万ドル 

灌漑建設資金の50％を供給（残りの50％はFPSとVRHyR 

を通じて供給される予定）。 

資金はVRHyRによって管理される。 

申請は市から提出される。 

水への更なる投資（私

の水）（MI AGUA） 

アンデス振興

基金（CAF） 

融資額：1億ドル 

飲料水と灌漑の施設整備。 

資金はFPSが管理し、市がFPSに直接申請する。 

63地区実施中。 

EMPODERAR-DETI デンマーク PARと同じ枠組みで、別の地域（チュキサカ、ポトシ、タ

リハ、サンタクルスのチャコ）で活動。 

 

２－５ 灌漑セクターに係る各種制度 

 （1）水利権の許認可と水資源管理 

水利権の許認可はSENARIの業務であり、SENARIは各市から水利権（河川、湧水、井戸）

の申請を受けている。書面としては技術書及び申請書に分かれており、技術書は専門技術者

が現地調査を行ったうえで乾期及び雨期の流量を把握するほか、申請書では関係市や関係機

関の了承事項や調整事項を記載することになっている。 

現状では、観測設備の未整備により、河川ごとの流量も河川流域の水収支も把握できてお

らず、水資源の賦存量を考慮した水利権の審査は行えていない。また、許可後に取水に関す

る問題が生じた場合には、利用者同士で解決させることとしている。 
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年間降雨量が少なく水資源が限られているボリビアにおいて、無秩序な水利権の許可は今

後のPNDRの進捗だけでなく、都市用水や工業用水の取水に影響を与えることが予想される。

このため、河川水の安定的取水のためには、河川流域の水資源量の把握は重要かつ緊急性が

高い課題である。 

MMAyAやSENARIは河川流量や降雨量の観測の重要性は認識しており、またGIZやIDBも流

域灌漑に関する支援を行っている。また、SENARIは、効率的な水利用を念頭に、事業主体に

対して新規灌漑地区における全灌漑効率を50％以上にすることを求めている（ただし、何ら

かの文書等ではなく口頭による要請）。 

 

 （2）灌漑施設建設 

2006年までの法的な枠組みでは、受益面積100ha以下の灌漑プロジェクトは市が施設建設と

資金供給の責任を担い、100ha以上の灌漑プロジェクトについては県が責任を担っていた。 

現在では行政区分と負担の見直しが行われ、県が市と共同で灌漑インフラの建設資金を供

給することになった。灌漑インフラの分類（2006年以降）は、受益面積ではなく事業費によ

って、小規模灌漑〔100万ボリビアーノ（Boliviano：Bs）未満の建設費〕と大規模灌漑（100

万Bs以上の建設費）とに分けられることとなった。 

灌漑施設建設申請に必要な計画図書（申請書）の作成は市に責任がある。いくつかの市で

は、PROAGRO（GIZ）のような国際協力機関からの技術援助を受けているが、多くはコンサ

ルタント（会社または個人）に外注している。 

SEDERIsは、申請書の作成と修正について市を支援する責任がある。SEDERIがない県や、

まだ機能していない県の場合には、SENARIが代わって支援する。 

申請書が承認されると、市の予算、県の予算、国家予算や援助資金等の資金が建設費に充

てられ、完工後は施設の利用権利と維持管理の責任は利用者組合に引き渡される。 

灌漑施設建設申請書の審査と承認及び施工契約、工事実施の流れは、プロジェクトの資金

源によって異なっている。 

例えば、PRONARECの場合、SEDERIsと（あるいは）SENARIの支援により、市で作成され

たプロジェクトの申請書は、VRHyRに提出され、審査され承認される。その後、建設会社へ

の発注責任のあるFPSに承認が求められる。 工事の監督は、FPSと市が共同責任を有する。 

MI AGUAの場合、市の申請書は直接FPSへ提出され、審査・承認が実施され、FPSが建設会

社との契約を行う。FPSは建設会社と契約し、工事の監督は、FPSと市が共同責任を有する。 

 

国家生産性社会投資基金 承認・工事契約 
審査・承認・

工事契約 

 

SENARI 
水資源・灌漑次

官室（VRHyR） 
審査 

 

SEDERIs 

（SENARI）

支援 

（資金源） 市（POA） PRONAREC PROAR MI AGUA 

灌漑施設建設 

申請書 
市（コンサルタント）作成 

図２－３ 資金源別灌漑施設建設申請書審査・承認の流れ 
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２－６ 灌漑技術者の現状 

 （1）灌漑技術者の概数 

ボリビアにおける灌漑技術者の概数（SENARIによる推定）は、表２－５のとおり。 

なお、ボリビアにおいて灌漑分野の技術者を明確に規定する資格等の制度は存在しない（聞

き取りによれば、国家資格が存在するのは、弁護士と医師のみとのこと）。一般的に、大学で

農業分野あるいは工学分野の専攻を経た者であり、また、灌漑分野の研修を受けた者を「灌

漑技術者」と呼ぶことが多いが、ここでの「灌漑技術者」とは、学位に関係なく灌漑事業に

関係する技術者のことである。 

 

表２－５ ボリビアの灌漑関連技術者数 

区 分 所属機関 人 数 

官公庁 VRHyR 10 

 

SENARI 4 

FPS 41 

県 30 

市 600 

民 間 コンサルタント 200 

 
建設会社 500 

組合所属技術者 20 

合 計 1,405 

出所：SENARIによる推定（2012.3.9） 

 

 （2）灌漑技術者の機能 

所属する組織別に灌漑事業実施工程上で技術者が果たすべき役割を表２－６に示した。 

 

表２－６ 灌漑技術者の所属組織と事業実施工程上における役割 

技術者 

所属組織 

事業実施工程 

計画・調査 設計 積算 申請書作成 審査 承認 入札・業者選定 施工 維持管理

市 ニーズ把握 外注監理 外注監理 外注監理    施工監理 助言 

SEDERI    支援      

VRHyR     審査     

SENARI     審査     

FPS      審査・承認 入札業務 施工監理  

コンサル

タント 
 設計 積算 申請書作成    施工監理  

建設会社        施工管理  

水利用組合 申請       施工監理 維持管理

裨益農民 申請       施工監視 営農 
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２－７ 灌漑農業に係る研修の現状 

ボリビアにおける灌漑農業に関する研修としては、国立灌漑学校（ENR）の研修以外に、技師

の養成講座として大学が講座を提供するもの、灌漑利用者に対して灌漑施設建設中から施設完成

後の一定期間フォローアップとして行われる施設の利用・維持管理や営農に関する指導などが行

われているが、灌漑技術者あるいは利用者が身に着けるべき技術や知識を与える研修が体系的に

なされているという状況ではない。今次調査で確認できた事例を以下に記す。 

 

 （1）事例①：国立灌漑学校（ENR）が実施する研修 

ENRは、他の組織との連携により、ENR自身がすべての施設や講師を抱えて教育を行うの

ではなく、他の組織のリソースを最大限活用する方法（ネットワークアプローチと呼ばれる）

で研修を実施することとしている。 

2011年度にENRが実施した研修は表２－７のとおりであり、総計で847名が参加した。 

 

表２－７ ENRによる研修実績 

研修の種類 研修の内容、場所、参加者数 

技師養成 

灌漑システムの

設計 

1．灌漑事業における河川流域の灌漑の統合運営の考え方と施設の基

礎：コチャバンバ：参加者12名 

2．灌漑システムとプロジェクトの設計：オルロ：参加者13名 

3．圧力式灌漑システムの設計：コチャバンバ：参加者23名 

4．貯水ダムの設計と運営の基準：コチャバンバ：参加者23名 

5．貯水と貯水池：コチャバンバ：参加者35名 

計106名 

技術者向け研修 1．FIV（Ficha de Identificación y Validación）カード（灌漑プロジェクト

認定ファイル）の作成：コチャバンバ及びチュキサカ：参加者48名 

2．水紛争解決のための仲裁者の養成と水利権：タリハ：参加者31名 

3．統合技術支援：オルロ：参加者37名 

4．MI AGUAプログラムにおける7県への統合技術支援 

計576名 

灌漑利用者向け

研修 

1．農牧業生産のための用水：ラパスにて2講座とオルロにて1講座：参

加者80名 

2．経験の交換のための現場訪問 

-高原地域における生産システム：参加者20名 

-キヌアの生産：ウユニ：参加者18 名 

-ダム訪問：参加者12名 

-ESCANA灌漑地区：参加者15名 

-灌漑によるコメ生産：参加者14名 

計159名 
出所：SENARIの記録 

 

 （2）事例②：UMSS水センターによる研修 

コチャバンバのサンシモン・マジョール大学（UMSS）の水センターは、PROAGROと

SENARI-ENRの協定により、モジュール方式の灌漑部門の技術者養成講座（Diplomado）を開

催している。履修証明を得るには、最低必須4モジュールと、専攻2モジュールの履修が必要
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である。各モジュールの費用は75ドルであり、受講者負担の総額は450ドルである。2012年度

には、表２－８に示すモジュールが計画されている。 

 

表２－８ 灌漑システムの設計講座、2012年 

 No. 講 座 月 日 実 施 場 所 

必須モジ

ュール 
1 河川流域の統合運営 4月23～28日 PROAGRO コチャバンバ 

2 灌漑システムの設計 10月22～27日 水センター コチャバンバ 

3 灌漑システムの運営 8月27日～9月1日 水センター コチャバンバ 

専攻モジ

ュール 

4 

 

灌漑システムにおける、

水のバランス 

6月25～30日 

 

水センター 

 

コチャバンバ 

 

5 圧力式灌漑法 5月21～26日 PROAGRO コチャバンバ 

6 貯水池による用水確保 7月23～28日 PROAGRO コチャバンバ 

7 灌漑システムの管理 2月13～18日 PROAGRO コチャバンバ 

8 

 

灌漑プロジェクトにお

ける統合技術援助 
3月26～31日 SENARI コチャバンバ 

9 

 

灌漑プロジェクトの作

成と評価 

9月24～29日 

 

PROAGRO 

 

コチャバンバ 

 

10 現場実習 11月～12月 水センター コチャバンバ 

11 セミナー（5） 未定 水センター コチャバンバ 

出所：講座資料 

 

 （3）事例③：PRONARECにおける灌漑施設利用者へのフォローアップ 

2010年ごろから、灌漑施設の整備効果発現のために、灌漑施設利用者へのフォローアップ

（利用者組合の組織化、運営、営農、維持管理に係る技術的指導）が必要であることが認識

され、各事業の実施主体の責任においてフォローアップが行われるようになった。 

それ以前は工事期間中に施設の利用方法や水利組合の組織化が行われたが、その指導は形

骸化しており実効性に乏しいものだったといわれている。現在は施工業者との契約書のなか

にその実施要件が記載され、義務づけられている。フォローアップ期間も引き渡し後1作期～

1年程度と徐々に長期化している。 

 

２－８ 灌漑セクターの課題 

今次調査の結果をまとめると、灌漑セクターに関する課題として以下が挙げられる。 

 

 （1）全般的な課題 

① 灌漑施設建設申請書 

・ 灌漑施設建設申請書の作成ができない。 

・ 灌漑施設建設申請書に不備があるため審査で不合格となって案件が採択されない。 

② 設計・設計図書（灌漑施設建設申請書に添付される） 

・ 設計図書が現場に合わず施工できない。 



 

－20－ 

・ 設計図書は土木技術者が土木構造物の視点から設計したもので、営農に適さない。 

・ 設計時に土木技術者と農業技術者は並行して作業を進めており、接点がない。 

・ 設計と設計を照査できる技術者の数が限られている。 

③ 施工管理（監理） 

・ 監理者の能力が低く、建設業者の手抜き工事を見抜けない。 

・ 市役所職員は書面の確認をするのみで現場に出向かない。 

・ 現場に応じた設計変更の必要性を理解していない。 

・ 使えない施設が建設されている。 

・ 灌漑利用者は施設の欠陥に気づかずに施設を引き受けている。 

④ 維持管理 

・ 施設の効率的な利用ができない。 

・ 営農と施設利用が結び付かない。 

・ 権利と管理責任の所在を施設利用者が理解していない。 

 

 （2）市レベルの課題 

① 実施体制 

・ 市の歳入が少なく、技術者を雇用できない。 

・ 高等教育を修了した人材が少ない。 

・ 集落間の情報交換が少なく、農民レベルの技術や知識が広がらない。 

・ 首長の交代で職員も入れ替わり、経験や知識が継承されない。 

② 技術者の基礎知識・経験欠如 

・ 資金情報や水利用に係る法律・基準を理解していない。 

・ 灌漑水の効率的利用や、野菜・牧草栽培の知識がない。 

・ 経験が少ないため適切な水源選定、工事費積算や工程管理ができない。 

③ 市の行政能力 

・ 灌漑施設を効率的に建設するための事務手続きを統一していない。 

・ 業務が場当たり的（毎年度、申請者ごとに灌漑施設建設を行う）で計画性に乏しい。 

④ （市が契約する）コンサルタント 

・ 一般に高額（市の職員との比較）の費用がかかる。 

・ 技術が不足（設計手法の誤りやガイドブックへの認識不足、生産者・利用者に配慮せ

ず施設建設のみに傾注した設計）しており、スムーズに承認されるレベルの事業計画

申請書が少ない。 

・ 安値入札が横行し、経験や高い知識や技術をもったコンサルタントの受注を妨げ、調

査・設計業務の質の低下を招いている。 

 

 （3）県レベルの課題（コチャバンバ県及びサンタクルス県での聞き取りに基づく） 

① 設 計 

・ 実際には現場にマッチしない図書（コンサルタントがよその案件をコピーしたものな

ど）が承認されることもあり、施工の段階で問題が発生する（設計自体と審査の問題）。 
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② 案件形成 

・ 事前に地域社会のコンセンサスが得られないまま工事が実施されることがあり、工事

実施の段階で摩擦や障害が発生する。 

・ 強い地元をバックとする議員が議会で不良案件を承認させ、それが工事実施に移され

るケース（政治案件）もある。 

③ 実施体制 

・ 以前は2～3年かけてコンセンサス形成のための地元対応が図られたが、最近は1年程度

での早急な計画実施が求められ、十分な対応ができないまま実施に移されている。 

④ 要員不足 

・ プロジェクトニーズ（要請）は大量にあるが、計画図書の作成が追いつかない。 

・ 工事では各現場に1人の監理技術者の配置が必要であるが、少ない監督要員が多くの現

場監理を兼務しており、十分に目が届かない。 

 

 （4）灌漑技術者の課題 

・ 事業量に対する技術者の全体的な絶対数の不足。 

・ 市や県における灌漑整備計画の計画策定及び設計にかかわる技術者の能力（基礎知識・

経験）不足。 

・ 計画から設計、施工、完了後の維持管理へと続く連続的、継続的、体系的フォローアッ

プ（監理）不足、人材不足、能力不足。 

・ 能力向上に必要な研修機関、研修機会の欠如。 

・ 教育機関の研修内容と担当する現場で求められる知識・技術のミスマッチ。 

 

SENARIにおいて実施したワークショップ形式の聞き取りでは、所属する組織別に灌漑技術者が

果たすべき役割と課題を整理した。その結果を表２－９に示す。 

 

表２－９ ボリビアの灌漑技術者の役割と課題 

グループ 役 割 課 題 

テーマ1．灌漑施設建設 

市技術者 ニーズ把握、要望調査票（FIV）作成

or FIVコンサルタント発注 

基準の周知不足、灌漑技術能力不足、

FIV資料作成能力不足 

SEDERI技術者 FIV審査・指摘、財源探し、案件の優

先順位設定 

プロジェクトの評価能力・形成能力不

足 

VRHyR 技術基準・ガイドラインの作成資金調

達、プロジェクト審査 

－ 

SENARI 設計図書のチェック、評価及びフォロ

ーアップ、プロジェクト審査基準書の

普及（作成は灌漑室） 

評価とフォローアップの能力不足（普

及のための手引書、灌漑に特化した評

価資料がない） 

FPS 設計図書評価、実施（契約手続きを含

む）、フォローアップ・監理（工事施工

監理、段階ごとの検査） 

設計図書評価と工事監理に関する能力

不足 
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コンサルタント 

 

設計図書の審査、管理、技術移転 

 

設計図書作成・設計能力・設計図書評

価能力不足 

建設会社 （土地の確保を含む）工事実施 品質の管理、技術仕様能力不足 

水利組合（農民

組織） 

工事が正しく行われるかどうかの監理 － 

裨益者（農民） ニーズの特定・要請、工事が正しく行

われるかどうかの監視役、労働力・建

設資材の提供、潜在的・社会的問題解

決 

建設工事の品質管理のための知識不足

（スーパーバイザーから配合比等を教

えてもらい、それに基づいて監視する）

テーマ2．農業生産 

既存受益者 作物選定、営農（耕起、灌水、収穫、

転作等） 

灌漑用水の効率的な利用のための能力

がない（on-farm） 

新規受益者 作物選定、営農（耕起、灌水、収穫等）灌漑用水の効率的な利用のための能力

がない（on-farm） 

コンサルタント 技術強化 － 

テーマ3．灌漑システムの運用・維持管理 

農民組織 灌漑システムの運用・維持管理・組織

化・水分配・水利権 

灌漑計画作成能力不足 

 

テーマ4．灌漑情報システムに関する情報管理 

SENARI 灌漑施設やダム台帳などの情報網運

用・収集・提供、分析 

灌漑施設情報システムを収集・整理・

管理するための手順がない 

SEDERI 情報収集・SENARIに情報提供 SENARIが実施する灌漑情報システム

の手順等がない 
出所：SENARIにおける聞き取り（2012.3.9） 

注：テーマはSENARIの優先順位順。 

 

聞き取り結果からは全般的にあらゆる知識や能力が欠けていることが分かる。また、特徴的な

点として、水利組合や農民にも灌漑施設建設段階で役割が定められており、工事が正しく行われ

るかどうかの監視及び管理が求められていることが挙げられる。 

なお、必要性の高い技術として、現SENARI局長は農家レベルの先進的な節水灌漑技術を強く求

めており、展示圃場での現地視察の有効性を主張したが、「２－１ 灌漑セクターの概観」で記し

たように、ボリビアにおいては地域ごとの気候や地形条件、農家レベル及び灌漑施設の整備状況

が大きく異なり、求められる営農技術も大きく異なる。このため、地域に応じた人材育成活動が

求められ、そのような観点からもネットワークアプローチによる地域ごとの特徴を踏まえた人材

育成活動が有効であろうと思料される。 

また、PNDRでは灌漑面積の増加のみならず灌漑施設の質の向上も推進することとしており、施

工段階の建設会社における工事着手前の設計図書チェックや安全対策協議会などの設置などによ

り、品質の向上を図ることも有用である。さらには、完了後の発注者による検査結果の蓄積・公

表により、建設会社の意識高揚と技術力向上を図ることも有用と思料される。 

 

２－９ 気候変動の影響及び国家政策 

2009年12月に提出されたボリビアの第2回気候変動枠組み条約国別報告書では、ボリビアにおけ
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る気候変動の影響として降水量及び降水パターンの変動（水の少ない地域での更なる水不足と多

雨の時期・地域における降雨の激化）が予測され、作付可能面積、作付期間の減少等が危惧され

ることから、灌漑施設整備の必要性が更に増大することが記されている。 

また、このため気候変動適応のための政策として、農業及び水資源分野を優先セクターとして

位置づけ、脆弱性克服のために灌漑施設の整備を促進することが掲げられている。 
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第３章 プロジェクトの基本計画（案） 
 

３－１ プロジェクトの基本計画 

 （1）プロジェクト名 

日本語：灌漑農業のための人材育成プロジェクト 

英語：Project of Capacity Development for Agriculture with Irrigation 

スペイン語： 

※名称は討議議事録（R/D）で決定される。 

 

 （2）プロジェクトサイトと受益者 

1）プロジェクトサイト 

ボリビア国内において灌漑事業の対象となる7県（ラパス、オルロ、ポトシ、チュキサカ、

コチャバンバ、タリハ、サンタクルス） 

2）受益者 

直接受益者：国立灌漑学校（ENR）が実施する人材育成活動の参加者（灌漑技術者、灌

漑農民） 

間接受益者：灌漑地区受益農民 

 

 （3）協力期間 

プロジェクト実施期間は日本人専門家の派遣日から4年間で、プロジェクト開始時期は2012

年11月の予定である。しかし状況によっては開始時期が前倒しもしくは後ろ倒しになる可能

性もある。 

 

 （4）上位目標 

ボリビアの7県において灌漑農家の生活向上のために灌漑農業が促進される。 

 

 （5）プロジェクト目標 

灌漑技術者及び灌漑農民が国立灌漑学校によって実施される人材育成活動によって習得し

た知識や技術を活用する。 

 

 （6）成 果 

1）灌漑農業に係る技術的課題と対応策及び人材育成に関連する組織の実施能力と方針が把握

される。 

2）国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成の中期的な基本計画が作成される。 

3）人材育成基本計画で定めた優先順位の高い活動が実施される。 

4）人材育成活動のモニタリング、評価及びフォローアップの仕組みができている。 

5）国立灌漑学校が組織の持続的運営能力を獲得する。 

 

 （7）活 動 

1-1．灌漑農業に係る課題調査及び分析を行う。 
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1-2．人材育成実施に関係する組織の組織能力の分析を行う。 

1-3．灌漑農業に係る人材及び組織の抱える技術的課題の解決のために必要な対応策の提言を

行う。 

2-1．ネットワークアプローチを活用して国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成の活動項

目を特定する。 

2-2．人材育成活動実施のための関係機関の役割分担を整理し、関係機関と調整する。 

2-3．人材育成活動を優先順位順に実現するための実行計画を作成する。 

3-1．人材育成活動基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下に

カリキュラムを策定する。 

3-2．人材育成活動基本計画で定めた優先順位の高い研修について、関係機関との連携の下に

テキスト及び教材の準備を行う。 

3-3．人材育成活動基本計画で定めた優先順位の高い研修について、講師配置に係る調整、研

修員の募集・選考等の準備を行う。 

3-4．人材育成活動基本計画で定めた優先順位の高い研修について、実習を通じた技術習得が

可能となる研修方法を考慮しつつ実施する。 

3-5．人材育成活動基本計画で定めた研修以外の優先順位の高い活動について、関係機関との

連携の下に実施する。 

4-1．人材育成活動のモニタリング及び評価の仕組みを構築する。 

4-2．人材育成活動のフォローアップの仕組みを構築する。 

5-1．国立灌漑学校に係る広報のための資料を作成する。 

5-2．広報資料を活用して、財政当局やドナー等と活動資金獲得のための交渉を行う。 

5-3．前項に加えて、関係者の参加による持続性確保のための対策を検討する。 

（注1）ネットワークアプローチ：人材育成活動において、他の組織との連携によって、その

人的、知的及び物理的資源を最大限活用するアプローチ。 

（注2）中期基本計画は5カ年計画とする予定。 

 

 （8）投 入 

1）日本側投入 

a）日本人専門家 

日本人専門家はPDMの枠組みに従い、必要に応じて派遣される。 

b）機材の提供 

既定の予算内で、プロジェクト実施に必要な資機材が提供される。 

c）ボリビア人カウンターパートの日本または第三国研修 

必要に応じJICAはボリビア人カウンターパートに日本または第三国での研修を提供す

る。 

d）プロジェクト実施のためのローカルコスト 

既定の予算内で、プロジェクトの活動実施のためのローカルコストを負担する。ただ

し、ボリビア側の負担となるカウンターパートの給与、旅費、宿泊費、車両燃料費、光

熱費、事務所の維持管理費などはこれに含まれない。 
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2）ボリビア側の投入 

a）カウンターパートの配置 

プロジェクト実施のため、経験のあるカウンターパートを必要な人数配置する（カウ

ンターパートリストはミニッツのアネックス3のとおり）。 

b）施設・機材の提供 

プロジェクト実施に必要な施設・機材の提供 

 

３－２ 実施体制 

 （1）責任機関 

環境・水資源省（MMAyA） 

 

 （2）実施機関 

・ 国立灌漑サービス局（SENARI） 

・ 7県（ラパス、オルロ、ポトシ、チュキサカ、コチャバンバ、タリハ、サンタクルス）の

県灌漑サービス局（SEDERI） 

 

 （3）プロジェクトダイレクターはプロジェクトの管理、調整、実施について責任を負う。 

・ SENARI局長 

 

 （4）プロジェクトコーディネーターはプロジェクト実施に係る技術的・事務的事項に責任を負

う。 

・ 国立灌漑学校コーディネーター 

 

 （5）日本人専門家はその専門分野において、プロジェクト実施にかかわるボリビア人カウンタ

ーパートに指導・助言を与える。 

 

 （6）プロジェクトを効果的かつ成功裏に実施するために、合同調整委員会（Comité de Coordinación 

Conjunta：CCC）が設置される。会合は年1回または必要に応じて開催される。その役割は以

下のとおり（ミニッツのアネックス4）。 

・ プロジェクトの管理・調整のための総合戦略を議論し、決定する。 

・ プロジェクトの年間活動計画を見直し、承認する。 

・ プロジェクトの進捗をモニタリング・評価する。 

・ プロジェクトの一般管理事項に関して決定する。 

 

 （7）プロジェクト評価はJICAとボリビアの関係機関当局により合同で、プロジェクト終了の6カ

月前に行われる。 

 

 



 

－27－ 

第４章 事前評価結果 
 

４－１ 妥当性 

以下の理由により、妥当性は高いと判断できる。 

 

 （1）農業及び灌漑セクターの重要性 

ボリビアにおいて、農業は、産業として、また貧困層が多数を占める農村人口の生業とし

て重要性が高い。ボリビア農業においては、水不足が最大の制約要因となっている。特に自

給的農業を営む小規模貧困農家の比率が高い高地高原地域及び渓谷地域においてこの傾向は

顕著である。これら地域においては気候変動の影響により雨の降らない時期が増大すると予

測されており、灌漑開発により水不足による栽培作物の制約、生産性の低さ、不安定さを解

消することは、貧困農家の食糧安全保障に大きく貢献し、気候変動への適応の観点からも重

要である。 

 

 （2）セクターにおけるニーズとの整合性 

ボリビア政府は、2006年に策定した国家開発計画（PND）において農牧業開発の政策目標

の1つとして灌漑地域の拡大を掲げ、ドナーの支援も受けつつ灌漑地域の拡大に取り組んでい

る。しかしながら、特に市役所の実施する小規模灌漑事業において、計画、設計、施工及び

施工管理に必要な技術を有した技術者が不足しており、灌漑事業の採択が進まない、また建

設される灌漑施設の質が低いといった問題が生じ、灌漑開発の制約要因となっている。 

また、灌漑受益農家に対する水利用や施設維持管理に係る技術支援が不足しており、水利

用の効率は概して低いことから灌漑開発の恩恵が十分に活用されていない状況にある。かか

る状況から、灌漑技術者、また灌漑受益農家の知識及び技術の向上が国家的な課題となって

いる。 

 

 （3）ボリビア政府の政策との整合性 

ボリビア政府は増大する水需要に対応するため、2004年に灌漑法を制定し、また2006年に

策定した国家開発計画において農牧業開発の政策目標の1つとして灌漑地域の拡大を掲げ、環

境・水資源省（MMAyA）所管の独立組織である国家灌漑サービス局（SENARI）や県灌漑サ

ービス局（SEDERI）等の組織・制度の充実、水利権の規定整備等を進めてきた。2007年には

SENARIの組織令により国立灌漑学校（ENR）を設立し、国家灌漑開発計画（PNDR）におい

ては灌漑に係る技術支援・研修・研究及び技術開発の改善と拡大を政策目標として掲げ、同

校を通じてこれらに取り組むこととしており、ボリビアの国家政策を支援する本件協力の重

要性は高い。 

 

 （4）日本の協力との整合性 

本プロジェクトは、日本政府が「対ボリビア国別援助計画」で掲げる援助重点分野のうち

「生産力向上」と「社会開発」に位置づけられる。農業農村開発分野において現在実施中のJICA

技術協力プロジェクト「持続的農村開発のための実施体制整備プロジェクトフェーズ2」と「北

部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト」のいずれにおいても、
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灌漑開発及びそのための人材育成の必要性が認識されており、本プロジェクトによる灌漑分

野の人材育成は両プロジェクトの促進にも寄与し得るとともに両プロジェクトにおける農業

農村開発の経験及び成果は本プロジェクトに活用し得る。また、過去に行われた「高地高原

中部地域開発計画プロジェクト」では、高地高原地域における小規模灌漑農業実施のための

市及び県の技術者の能力向上に取り組んでおり、その経験及び成果についても本プロジェク

トに活用し得る。 

 

 （5）日本の技術の優位性 

日本は、灌漑技術者及び利用者に対する体系的な人材育成の実施体制を構築し、適切な灌

漑施設の建設、管理及び営農の実績を有するとともに、開発途上国でも多くの協力実績を有

している。本プロジェクトでは、これらの日本の有する技術や知識、経験を活用することが

可能であり、日本が取り組む優位性が高い。 

 

４－２ 有効性 

以下の理由により、有効性が高いと見込まれる。 

本プロジェクトでは、プロジェクト目標を「灌漑技術者及び灌漑農民が国立灌漑学校によって

実施される人材育成活動によって習得した知識や技術を活用する」と設定し、国立灌漑学校が灌

漑技術者及び灌漑農民を対象とした人材育成活動を持続的に実施することをめざしている。 

このために、プロジェクトが達成すべき成果として、①技術的課題と対応策の提案、関係組織

の能力調査、②国立灌漑学校が企画・実施すべき人材育成のマスタープラン作成、③優先順位の

高い人材育成活動の実施、④モニタリング、評価及びフォローアップの仕組みの構築、⑤組織の

持続的運営能力の強化、の5つを設定しており、この5つの成果を達成することでプロジェクト目

標が達成される設計となっている。 

プロジェクト目標達成に向けた論理的整合性は確保されており、また成果の達成は、4年間の協

力期間と想定される投入の範囲内で、定められた活動の実施を通じて実現可能と見込まれること

から、プロジェクト目標の達成は可能であると見込まれる。 

外部条件としては、政府の灌漑農業振興政策及び他ドナーの灌漑分野支援の方向性が維持され

ることとカウンターパートが頻繁に交代しないことを挙げている。ボリビアにおいては、農業の

重要性が高く、また水不足が農業の最大の制約要因となっていることから、当該政策及び方向性

は中長期的に維持される可能性が高いと想定される。カウンターパートが頻繁に交代するような

事態が発生すると成果の達成が困難となり、有効性が阻害される。 

 

４－３ 効率性 

以下の理由により、効率性は高いと見込まれる。 

国立灌漑学校が施設や講師を抱えてすべて自前で人材育成活動を行うことは、現在のSENARIの

組織体制を考慮すると相当の新たな投資が必要となり、財政的な持続性も担保されないことから、

本プロジェクトでは、他の組織との連携によって人材育成活動を提供するネットワークアプロー

チをとる。初期段階で人材育成活動を提供し得る組織の能力及び意向を把握し、その人員や技術

等のリソースを最大限活用することで効率的な人材育成活動の実施を図る。資金支援や技術支援

を行うIDBやGIZ等の他ドナーとも緊密な連携及び調整を行うことにより、投入や活動の重複を避
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け、相乗効果を発揮することをめざす。また、他ドナーの協力やJICAが過去に行った技術協力プ

ロジェクト「高地高原中部地域開発計画プロジェクト」で得られた経験や成果を最大限活用する

ことで効率的な実施を図る。以上のことから効率性は高いと見込まれる。 

 

４－４ インパクト 

以下の正のインパクトが見込まれる。負のインパクトは現時点では予見されない。 

① 本プロジェクトでは、上位目標を「ボリビアの7県において灌漑農家の生活向上のために灌

漑農業が促進される」と設定している。これは、プロジェクト目標である「灌漑技術者及

び灌漑農民が国立灌漑学校によって実施される人材育成活動によって習得した知識や技術

を活用する」が達成され、灌漑技術者及び灌漑農民が政府及びドナーの支援を得つつ継続

的に取り組みを進めることで達成されると見込まれる。 

② 灌漑技術者及び灌漑農民の能力向上は、質の高い灌漑施設の量的な拡大と、灌漑地区にお

ける水を有効的に利用した農業の発展を促し、これを通じて作物の多様化、生産性の向上、

生産の安定化が見込まれる。このことは、高地高原地域や渓谷地域においては、貧困農民

の自給作物の量と種類の増加による栄養改善と生計の向上につながる。また、商業的農業

の盛んな低地平原地域や渓谷地域の一部においては、収益性の向上による農家の生計向上

や、国レベルでの食糧安全保障に寄与することが期待される。 

 

４－５ 持続性 

以下の理由により、持続性の確保が期待できる。 

 

 （1）政策面 

ボリビア政府は増大する水需要に対応するため、2004年に灌漑法を制定し、また2006年に

策定した国家開発計画において農牧業開発の政策目標の1つとして灌漑地域の拡大を掲げ、必

要な人材育成を国立灌漑学校を通じて行うこととしている。灌漑施設整備は、食糧安全保障

及び気候変動への適応の観点から重点課題と認識されており、政策面での重要性は継続する

と見込まれる。 

 

 （2）財政面 

国立灌漑学校の強化はボリビア政府の重要政策のひとつとして位置づけられるとともに、

他ドナーからの資金支援も得ていることから、現時点において活動に必要な資金はある程度

確保できている。本プロジェクトにおいては、国立灌漑学校が施設や講師を抱えてすべて自

前で人材育成活動を行うのではなく、ネットワークアプローチにより他の組織のリソースを

最大限活用するシステムをとることで財政負担を軽減するとともに、プロジェクト期間中に

組織の持続的運営能力獲得に向けた活動を行うことで、自立的かつ持続的に活動実施のため

の財源を確保することをめざす。 

 

 （3）組織面 

ボリビア政府機関は人員の流動性が高く、また行政機関の再編も少なからずあるため、特

定の個人や組織に集中した技術協力は成果が残りにくい。本プロジェクトでは、他の組織と
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の連携によって人材育成活動を提供するネットワークアプローチをとり、特定の個人や組織

に依存せずシステムとして人材育成活動を提供する体制を構築することにより持続性の確保

をめざす。 

 

 （4）技術面 

本プロジェクトで行う人材育成活動は、初期段階で行う課題調査と関係組織の能力調査を

通じて、現地ニーズに適した技術や知識を既存組織のリソースを生かして提供するものであ

り、技術面での適正性は確保される。また、この人材育成活動の実施を通じて、実施側の継

続的な能力強化も期待されることから技術的な持続性は確保されると期待できる。 
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第５章 実施上の留意点 
 

５－１ プロジェクト開始までの留意点、対応事項 

詳細計画策定調査終了後、プロジェクト開始までの留意点及び対応事項等について以下に記す。 

 

 （1）ミニッツの署名 

本件調査のミニッツ署名においては、環境・水資源（MMAyA）大臣がパリで開催中の世界

水フォーラム参加中で不在であったため、調査団長とSENARI局長のみ署名し、追って大臣署

名を取り付けることとした。 

 

 （2）実施体制の整備とカウンターパートの配置 

本プロジェクト実施の前提条件となるのが、先方による実施体制の整備とカウンターパー

トの配置であり、プロジェクト開始に向けては、この進捗を慎重に確認しながら準備を進め

ていく必要がある。 

具体的には、まずSENARIにおいては、国立灌漑学校（ENR）の専属ユニットを設置し、4

分野の専門性を有する専属職員（コーディネーター、灌漑、教授法、広報）を配置すること

と、全7県のSEDERIの業務実施体制を確立し、各県にENRコーディネーターを配置すること

としている。 

調査時点においてSENARIにおけるENRの実施体制は、計画調整課長がENRコーディネータ

ーを兼務しているのみであるが、SENARI局長は、コーディネーターについては兼務を解消し

てENR専属とすること、広報については現在の計画調整課所属職員をやはりENR専属とする

こと、教授法についてはSENARI内の他のユニットの人員を1名削減することにより専門性を

有する職員を新規に雇用すること、灌漑については、当面ENRコーディネーターが兼務する

ものの2013年度から新規要員を確保するべく予算要求に盛り込むことを方針として示した。 

また、各県SEDERIにはそれぞれ1名のENRコーディネーターを配置することとしているが、

これは必ずしもENR専属ではなく場合によっては兼務となることも想定される。 

上記方針については、調査終了直後の3月15日及び16日に開催されるSENARIの理事会に諮

られ承認される見通しとのことである。なお、SEDERIの職員配置は各SEDERIの決定事項で

あり、SENARIが指示できる性質のものではないため、この実現性について調査団から確認し

たところ、SENARIの理事会の過半数を占めるANARESCAPYSの代表7名は各県から選出され

ているため、SENARI理事会での意思決定は各県の利害を反映することとなり、逆にここでの

決定事項はそのまま各県においても反映されるとの考えが示された。 

なお、調査時点におけるSEDERIの現状としては、既に7県のすべてで理事会は設立されて

いるものの、実際に業務を開始しているのは、ラパス、オルロ、ポトシ、チュキサカの4県の

みであり、調査中の3月8日にコチャバンバのSEDERIが県庁灌漑課との統合により業務を開始

したところであった。SENARI局長によれば、残るサンタクルスとタリハにおいても、遅くと

も1カ月以内に業務が開始されるとのことであり、このためにIDBが実施中のPRONARECによ

る組織強化支援の一環として各県SEDERIに対して各1台の車両とパソコンその他の機材の供

与がなされている状況である。 
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 （3）R/Dの署名 

JICAにおいて事前評価が承認されしだい、R/D署名に向けて準備を進めることとなる。今回

調査のミニッツに添付したR/D案では先方署名者は環境・水資源大臣、SENARI局長及び援助

窓口である開発計画省公共投資海外金融次官室（VIPFE）のみとしているが、調査報告時にJICA

ボリビア事務所からは各県SEDERIの主体的な関与を確保するため各県SEDERI理事会のトッ

プである県知事を署名者に加えることが提案された。 

この提案は妥当と判断されるが、一方で、これにより先方R/D署名者は10名となることから

持ち回り署名方式によることとなり、全員の署名取り付けには相応の時間を要することが想

定される。双方関係者においてはそのことを念頭に準備を進めていく必要がある。 

 

 （4）オフィスの移転 

JICA専門家は常にカウンターパートと協働しながら活動を進めることについて認識を共有

した結果、その執務スペースはSENARI内に置くこととなった。SENARIはいずれにしても現

在のオフィスが手狭であることからより広いオフィスへの移転を計画しており、2012年予算

にそのための費用を計上し現在物件を探している状況とのことであり、この進捗についても

フォローしていく必要がある。なお、SENARIからは専門家の執務スペース、光熱水費や通信

などの環境は整えるものの、執務用資機材（机、いす、パソコンなど）についてはJICA側で

対応してほしい旨の要望が示され、調査団としてはこの妥当性を認めた。 

 

 （5）個別専門家によるフォロー 

今回の調査時にJICAボリビア事務所とともに水資源・灌漑次官と意見交換したところ、環

境・水資源省水資源・灌漑次官室（VRHyR）に配属予定の個別専門家「灌漑・水資源アドバ

イザー」（2011年度要望調査において採択）については、本プロジェクトの実施を踏まえてプ

ロジェクト開始までの間に、関係機関と連携をとりつつ、灌漑農業のための人材育成及びそ

れをとりまく灌漑セクター全体の課題を把握し提言を行う専門家を短期で派遣するという方

向性で双方の意見が一致した。 

具体的には、本件調査において既にプロジェクトでカバーする人材育成以外のボリビアの

灌漑セクターの課題として、水資源の賦存量の把握や技術者の資格制度、業者の登録制度な

どが確認されており、これら課題を関係者間で共有し対応方針を検討していくことは、プロ

ジェクトの成果を上位目標に結び付けていくために極めて重要であり、またJICAにとっては

後述の研修やドナーミーティングの動向を把握しつつ円滑なプロジェクト開始につなげるた

めにも当該専門家派遣の意義は大きい。 

今後、当該専門家の早期派遣をめざして、当該案件を主管するJICAボリビア事務所と農村

開発部で緊密に連携し、必要な手続き及び調整を行っていく必要がある。 

 

 （6）研修の実施動向 

ENRはGIZ等の支援を受けつつ既にネットワークアプローチによる研修を実施している。

GIZはPROAGROによるこれまでの研修実施支援において事実上PROAGROが研修の実施主体

となってしまったことを反省し、2012年からは研修の実施からは手を引く意向を示している

が、一方でIDBのPRONARECでは2012年から研修実施支援を開始することとしており、具体
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的には3～4月の間にPRONAREC終了（2014年6月）までの研修計画を策定し、5月ごろから順

次研修を実施していく意向を示している（なお、IDBによる研修実施支援はコンサルタント等

との一括契約方式で行われる）。当初、JICAに対して当該研修計画策定に関する技術的支援の

打診があったがJICAプロジェクトの開始時期が11月以降になるため難しいことが分かった。

ただし、IDB側は研修実施過程で計画の柔軟な見直しが必要であるとの認識を有しており、適

宜JICA専門家の技術的支援を得たい意向を示している。 

このように今後プロジェクト開始までの間にENRの研修活動が順次進んでいくため、JICA

としてもこの動向は十分に把握しつつプロジェクト開始準備を進めていく必要がある。調査

団からはSENARIに対し、プロジェクト開始までの間、JICAボリビア事務所に月次の活動報告

と重要な情報については適宜連絡するよう依頼し、了解を得た。 

 

 （7）ドナーミーティング 

GIZによれば、灌漑分野のドナーミーティングを開催することについて、水資源・灌漑次官

と認識を共有し早期の開催を支援したいとのことであった。これがいつどのような形で実現

するのか定かではないものの、本プロジェクトを開始するにあたり、JICAとしてもこうした

動向に十分注意を払い、積極的に参加していく必要がある。今回の調査においてGIZとIDBは

情報収集と調査結果の共有のためにそれぞれ2度訪問して関係を構築しており、今後、彼らと

緊密な連携を維持していくことが重要である。 

 

５－２ プロジェクト実施上の留意点 

プロジェクト実施上において、留意すべき事項を以下に記す。 

 

 （1）課題調査及び組織調査について 

本プロジェクトでは、灌漑分野における具体的な人材育成のテーマについて、あらかじめ

決め打ちで設定するのではなく、十分な課題調査と組織調査に基づいて設定することとした。 

これは、現状においてENRが実施している研修が必ずしもボリビアの灌漑分野の課題に応

える形で設計されておらず、当面できることを実施していることについて関係者が問題意識

を共有しているためであり、SENARIにとどまらずGIZやIDBもJICAの技術協力による調査と

それに基づいた中期基本計画の作成に期待を示している。 

課題調査は、デマンドサイドの調査として、人材育成のニーズを明らかにするためのもの

であるが、アンケート等による「ニーズ調査」では回答者の要望の聞き取りとなってしまう

おそれがあったことから、ボリビアの灌漑分野の課題に応えるソリューションとしての人材

育成活動を明らかにするという考え方を反映するために「課題調査」とした。ここでは、

SENARIあるいはENRの守備範囲にとどまらず幅広い課題を洗い出し、次のステップである中

期基本計画作成の過程で、そのなかでENRのやるべきこと、他の組織が対応すべきことを明

らかにしていくことを意図している。 

組織調査は、サプライサイドの調査として、ネットワークアプローチに基づいて人材育成

活動を実施するにあたって、それら活動を実施し得る組織のキャパシティ及び意向を把握す

るためのものである。当然ながら、この過程において調査対象組織に関する情報収集のみな

らず、ENRについても情報提供を行い理解を得る双方向の情報の流れをつくることにより、
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組織間の連携を強化していく必要がある。 

なお、対象7県の多様性を踏まえれば、以上の調査は各県ごとに行う必要があり、その総体

としてボリビア全体における灌漑分野の課題と人材育成を提供し得る組織が明らかになると

いうイメージである。 

 

 （2）中期基本計画の作成について 

上記調査の結果を踏まえて、ENRの行う人材育成活動の中期基本計画を作成することとし

ている。この中期基本計画のなかには、①ENRが行うべき人材育成活動の特定、②その実施

のための関係組織との役割分担、③重要度と実現性の観点から定められる優先順位に基づい

た実施戦略、④財務計画が含まれている必要がある。 

今回の調査では、中期基本計画は「プロジェクト実施のためのプラン」ではなく「ENRが

行う人材育成活動のプラン」であるべきこと、「絵に描いた餅」ではなく「具体的な活動の実

施を可能とするプラン」であるべきこと、について認識を共有した結果、計画期間として、

協力期間を超え、かつあまり長期になり過ぎない期間として5年間のプランとすることが妥当

との認識で双方一致した。 

なお、課題調査及び組織調査はプロジェクト開始後3カ月程度、その後の中期基本計画作成

は更に3カ月程度で行うこととしており、このためには長期専門家の派遣後、プロジェクト活

動の実施基盤が整う段階で複数名の短期専門家を派遣し、いわばミニ開発調査的なイメージ

で調査を行うことが適当であると考えられる。ただし、当然ながらこの調査及び中期基本計

画の作成もSENARI及びSEDERIのキャパシティ・ディベロップメントの一環であることから、

日本人専門家のみによる調査ではなく、SENARI及び各県SEDERIの人材との共同作業による

実施が必要であることを強調しておきたい。 

 

 （3）研修及びその他の人材育成活動の具体化について 

上記のとおり、本プロジェクトではボリビアの現状及び実施機関の問題認識に基づき、あ

えて開始時点で具体的な人材育成のテーマについて決め打ちしないアプローチをとっており、

このため現時点の協力計画では、成果3にあたる「人材育成活動の実施」は一般的な記述とし

ている。 

具体的な人材育成活動については、調査及び中期基本計画の作成によってプロジェクト開

始後半年程度で明らかになる予定であり、その内容に応じて、以後の活動の進め方を柔軟に

設定する必要がある。 

このため、中期基本計画ができあがる段階で、運営指導調査等によりその内容をオーソラ

イズし、以後の活動の進め方について関係者の認識を共有する作業が必要になると考えられ

る。 

 

 （4）在外事業強化費の活用範囲について 

今回の調査においては、持続性を担保するために協力期間終了後も継続すべき活動につい

てはJICAは経費を負担しないというJICAの技術協力の原則について関係者にことあるごとに

説明した。さらに、この考え方に基づいて、研修等の人材育成活動に要する経費についても

JICAは原則負担しないことを明らかにし、ボリビア側関係者はこの原則を理解したうえで本
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プロジェクトを実施することに同意した。 

このことから、プロジェクト実施中における在外事業強化費の執行にあたっては、常に持

続性を念頭に置いて、先方負担を求めるべき経費を安易にJICAで負担するのではなく、成果5

に掲げた「持続的な組織運営能力の獲得」を達成するために、予算確保や研修参加者らによ

る自己負担などの財源確保について支援することが必要である。 

 

 （5）機材供与の範囲について 

ENRはネットワークアプローチに基づき他の組織と連携して人材育成活動を実施すること

としている。この妥当性については既述のとおりであるが、このアプローチを前提とすると

機材供与については「プロジェクト活動に必要な機材」との説明では際限なくイメージされ

るおそれがあった。 

このため今回の調査では、JICAの機材供与の対象範囲はプロジェクトの実施機関である

SENARIと7県のSEDERIのみであり他の組織は対象とならないことを明らかにしてボリビア

側関係者の同意を得た。 

しかしながらプロジェクト実施過程においては、今回の調査では意見交換をしていないさ

まざまな組織と連携関係を構築していくことから、こうした組織から資機材支援の要望が繰

り返し出てくるものと想定されるため、そのたびに繰り返しJICAの支援範囲について説明し

ていくことが必要となるものと思われる。 

 

 （6）施設整備について 

当初、ボリビア側からは、コチャバンバのサンベニート試験場をENRの拠点とするような

アイデアや、これとは別に、ラパス、チュキサカ、サンタクルスの既存灌漑地区に研修拠点

を設ける案などが示され、それらに対する施設整備の要望があった。 

今回の調査では、技術協力プロジェクトの範囲を超えるような大規模な施設整備への期待

を払拭するため、本件協力に施設整備は含まれない旨を繰り返し伝え、ボリビア側で施設整

備を行うのであれば、そのような施設を活用した研修を実施する可能性はあるとの考えを示

し、ボリビア側もこれを理解した。 

ただし、マスタープラン作成の過程において、人材育成活動の手法として、SENARIや各県

のSEDERIが試験圃場や展示圃場を設置して自ら運営管理していくようなことが妥当と判断

される場合には、それらに対して技術協力プロジェクトの機材供与や在外事業強化費の範囲

において支援を行うことはあり得るものと思われる。 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の目的 

詳細計画策定調査の実施後の検討過程において確認が必要となった事項について、先方への確

認・協議及び補足情報収集を行う。 

 

１－２ 調査団の構成 

協力計画 瀧口暁生 JICA農村開発部畑作地帯第一課主任調査役 

 

１－３ 調査の日程 

2012年5月19日（土）～5月27日（日） 

 

日順 月日 曜日 活  動 宿泊先

1 5/19 土 成田発－アトランタ経由－リマ リマ 

2 5/20 日 
13:15ラパス着 

調査準備、JICA事務所との打合せ 

ラパス

3 5/21 月 

 9:20-12:30 JICA事務所打合せ 

14:00-15:30 GIZ-PROAGRO協議 

17:15-19:45 SENARI協議 

ラパス

4 5/22 火 

 9:00-10:00 PRONAREC協議 

11:00-12:00 IDB協議 

14:30-16:30 SEDERIラパス協議 

17:00-18:30 環境・水資源省灌漑局長協議 

ラパス

5 5/23 水 
 9:00-13:00 SENARI協議 

14:30-22:00 報告書作成、JICA事務所打合せ 

ラパス

6 5/24 木 

11:00-12:00 「高地高原中部地域開発計画」元専門家聞き取り 

12:00-14:00 JICA事務所経過報告 

15:00-17:00 SENARI協議 

18:00-22:00 会議録案作成 

ラパス

7 5/25 金 

 9:00-10:15 SENARI協議、会議録署名 

11:00 市内発、空港へ移動 

14:05ラパス発－リマ経由－ 

機内 

8 5/26 土 －アトランタ経由－ 機内 

9 5/27 日 成田着  

GIZ：ドイツ国際協力公社 

PROAGRO：持続的農牧開発プログラム 

SEDERI：国家灌漑サービス局 

PRONAREC：流域管理アプローチによる国家灌漑プログラム 

IDB：米州開発銀行 

SEDERI：県灌漑サービス局 
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１－４ 主要面談者 

組 織 氏 名 役 職 

環 境 ・ 水 資 源 省

（MMAyA） 

Luis Marka 灌漑局長 

   

国家灌漑サービス局

（SENARI） 

Delfin Reque Zurita 局 長 

Mauricio Pozo 国立灌漑学校課長 

 Gabriel Guarache 国立灌漑学校課教授法担当 

 Miguel Angel 国立灌漑学校課広報担当 

   

米州開発銀行（IDB） Rodrigo Castro コンサルタント 

   

流域管理アプローチ

による国家灌漑プロ

グラム（PRONAREC） 

Bernardo Fernández 

 

プログラム調整実施課アドミニストレー

ター 

Javier Mariño Gonzales 組織強化・研修担当 

   

ドイツ国際協力公社

（GIZ）持続的農牧開

発 プ ロ グ ラ ム

（PROAGRO） 

Stephanie Heiland 農業生産のための水コンポーネント・総合

流域管理コンポーネント コーディネータ

ー 

   

ラパス県灌漑サービ

ス局（SEDERI La Paz） 

Giovanna Chavez Bernal 法務課水利権登録担当 

Jonny Condori Flores プログラムプロジェクト課インフラ担当

 Ricardo Bastillo 総務課人事担当 

   

JICAボリビア事務所 丸岡 秀行 所 長 

 西村 貴志 次 長 

 小泉 真美 企画調査員（ボランティア） 

※高地高原中部地域開発計画元専門家 

 Carlos Omoya 現地職員（農村開発班長） 

 Grover O. Chavarria 現地職員 

 Esvelt Velasquez 在外専門調整員（村落開発・灌漑） 
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第２章 調査の結果 
 

２－１ 国立灌漑学校（ENR）が実施する研修の概要 

研修の詳細は、プロジェクト開始後、「課題調査」及び「組織分析」を通じて作成する「中期基

本計画」で設定することとしているが、現時点でENRが実施することを想定している研修につい

て、表－１のとおりであるとの認識を共有した。 

 

表－１ 国立灌漑学校（ENR）で実施が想定される研修の概要 

対象 コース 目的・内容 人数・期間・頻度 タイプ 

技術者 ディプロ

マコース

（既存） 

中央省庁やコンサルタント等で働く専門

技術者を養成するための研修。現在、コ

チャバンバで国立サンシモン大学及び

PROAGROと実施しているものを、他県

でも実施したいとの意向。 

30人程度/ 

10週間（うちENRの

関与は2週間程度）/ 

年1回 

連携 

（一部直営）

修士コー

ス（新規） 

大学の修士課程に、灌漑行政についての

モジュールを入れるというアイデア。 

30人程度/ 

10週間（うちENRの

関与は2週間程度）/ 

頻度未定 

連携 

（一部直営）

短期コー

ス（既存） 

灌漑事業の調査設計、技術指導、水利権

登録及び承認に係るレギュラーコース

（詳細は表－２のとおり） 

30人程度/ 

1～3日程度/ 

頻度未定 

直営 

特定のニーズに対応するための特定コー

ス 

30人程度/ 

1～3日程度/ 

頻度未定 

テーマによ

り直営 or連

携 

上級研修

（新規） 

ENRの研修で講師となり得る人材を育成

するための研修。大学と協定を結んで実

施する。ディプロマコースの内容に灌漑

政策や行政、教授法などを盛り込むイメ

ージ。日本の灌漑分野の技術普及につい

ても盛り込みたい意向。 

30人程度/ 

期間未定/ 

頻度未定 

連携 

（一部直営）

灌漑農

民 

灌漑運営

技術者養

成研修（新

規） 

各灌漑地区から1～2名の若手農家を選

び、①水利組織、②水管理（圃場レベル

含む）、③施設、④維持管理、⑤水利権に

ついての研修（理論と実習）を行う。研

修生は修了後、地元で学んだ技術の活用

と普及を行う。（全4,800の灌漑地区を6年

程度でカバーするイメージ） 

30人程度/ 

1週間程度/ 

年4回程度 

直営を見込

む 

灌漑農民

研修（既

存） 

経験交流：新規灌漑地区や水利用に問題

がある地区の受益者を優良地区に連れて

行く。 

30人程度/ 

1～2日程度/ 

要請に応じて実施 

SEDERI直営

もしくは連

携 

情報提供：灌漑法、水利権登録、灌漑分

野の法令や政策について、水利組合や農

民に周知する。 

30人程度/ 

1日/ 

要請に応じて実施 

直営 
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SENARIからは、既存コースも改善の余地があることから全コースについて日本人専門家の技術

支援を求めたいとの意向が示されたが、技術協力の中心となるのは、新規のコースのうち、直営

での実施を見込む短期研修の特定コースと灌漑運営技術者養成研修になるものと想定される。 

 

表－２ 短期コースのうち、レギュラーコースの想定される概要 

テーマ 対象者 内 容 

FIV（ Ficha de Identificación y 

Validación：事業要望票）作成 

SEDERI、県、

市、民間の技

術者 

FIV作成のしかたに係る研修。 

※FIVは、灌漑事業を計画する際に最初に作成

する書類。事業の実施主体が作成するため、主

な作成主体は市及び県である（集落や援助機関

が作成することもある）。 

※研修は理論と実習により行い、参加者には実

際に事業につながるFIVを作成させるように

し、市等の所属先にとってもメリットがあるよ

うにしている。 

EI（Estudio de Identificación：事

前調査） 

SEDERI、県、

市、民間の技

術者 

EIの実施のしかたに係る研修。 

※EIはFIVのあとに行う設計まで含めた調査で

あり、100万ボリビアーノ（Bs）以下の事業は

EIのみで事業化に至る。事業の実施主体が実施

するが、通常はコンサルタントに発注する。 

※研修は理論と実習により行う。 

TESA（Estudio Integral Técnica, 

Económica, Social y Ambiental：技

術経済社会環境総合調査） 

SEDERI、県、

市、民間の技

術者 

TESAの実施のしかたに係る研修。 

※TESAはFIVにおいて事業費が100万Bs以上と

算定された事業について、EIに加えて実施が義

務づけられている詳細調査である。事業の実施

主体が実施するが、通常はコンサルタントに発

注する。 

※研修は理論と実習により行う。 

ATI（Asistencia Técnica Integral：

総合技術支援） 

SEDERI、県、

市、民間の技

術者 

ATIの理念や実施手順等に係る研修。 

※ATIは新規灌漑地区の受益者に対して行う水

管理、施設管理や営農に関する技術指導であ

り、完工後1作期行う。通常はコンサルタント

に発注する。 

※研修は、参加者の技術向上を図るものではな

く、ATIの理念や実施手順等について周知する

もの。 

水利権登録と承認 SEDERI の 技

術者 

水利権の登録と承認のしかたに係る研修。 

※研修は、実際に手続を行うSEDERI技術者に

対して行われる。 

 

上記テーマの研修は既に実施している。 
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２－２ 「ネットワークアプローチ」に基づく研修実施体制における国家灌漑サービス局（SENARI）

及び各県灌漑サービス局（SEDERI）の果たす役割 

 （1）役割分担 

国立灌漑学校（ENR）は、ボリビア国政府による灌漑技術者及び灌漑農民向けの研修プロ

グラムであると定義できる。 

同プログラムの国レベルでの担当部局がSENARIの国立灌漑学校課であり、県レベルの担当

部局（者）がSEDERIの県コーディネーター（兼務）である。 

ENRにおけるSENARIの役割は、研修ニーズの同定、全体プログラムの策定、研修実施機関

の同定と連携、プログラム全体の実施監理（モニタリング・評価含む）、クオリティコントロ

ール、また全国レベルでの研修実施である。 

各県レベルでの研修は、SENARIとSEDERIの共催で実施され、県レベルでの研修ニーズの

把握、研修実施機関の同定と連携、研修の実施は、将来的にはSEDERIが担うことが期待され

ているが、現時点では、SEDERIは、研修ニーズをSENARIにつなげることと、研修実施に係

る現地での諸手配を行っている程度である（活動ができている県において）。 

また、ENRの研修実施は、すべてを自前で行うのではなく他機関との連携により行ってい

る（これを「ネットワークアプローチ」と称している）ことから、直営型と連携型に分けら

れる（表－１参照）。 

直営型の場合、SENARIが研修プログラムの作成、コンテンツの作成、講師、ロジスティッ

クス等をすべて行う。なお、県レベルでの研修では、現地でのロジスティックスはSEDERIが

行い、研修コンテンツ等の整った研修であれば、2～3回目以降は、SEDERI人員が講師を務め

ることが想定されている。 

連携型の場合、カリキュラムやテキスト作成、講師手配、ロジスティックス等については

連携先（大学等）が行い、SENARIは進捗監理やクオリティコントロールを行うことが想定さ

れる。ただし、これまで連携型での実施はディプロマコースのみであり、その他のコースで

の具体的な役割分担については今後詰めていくこととなる。 

これまでENRが実施した研修における関係者の具体的な役割分担（数例）を付属資料３に

記す。 

 

 （2）経費負担 

技術者向け研修は、SEDERI所属の技術者を除き、受講生（所属先）から研修費を徴収して

いる。技術者向け研修の経費は受講生から徴収する研修費により賄われており、予算をあま

り使わずに実施できる（SENARIにとって研修実施が収入源となるほどでもなく、ちょうど経

費が賄える程度とのこと）。なお、財政状況から技術者向け研修の経費負担が難しい小規模市

役所の技術者については、研修費用を免除することも今後検討したいとのことであった。 

一方、灌漑農民向け研修は、受講生からの研修費の徴収は行っていないため実施のために

は予算が必要である。現在、受益団体（水利組合等）の負担能力に応じて昼食や移動の手配

などを求めている状況であるが、今後、持続性確保のために大規模な水利組合からENRへの

一定の分担金を求めることを理事会に諮りたいとのことであった（組合員から徴収する水利

費の一部を分担金とするアイデア）。 

県レベルでの研修実施の際、研修経費はSENARIとSEDERIの双方で分担し、分担割合は
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SEDERIの財政状況に応じて判断されている。具体的には、場所の確保や昼食の準備などは

SEDERIが負担し、研修資機材の準備やテキスト、講師派遣はSENARIが負担するケースが多

い。 

連携型の研修の場合も同様に各組織がそれぞれの費用を負担する形で実施し、SENARIから

連携先への経費支払いは基本的に行わない方針であるが、今後、中期基本計画で設定する研

修の内容によっては、講師料の支払い等も検討するとのことであった。 

 

２－３ プロジェクトの各活動についてカウンターパートの役割分担の明確化 

プロジェクトの各活動に係るカウンターパートの役割分担について、現在の想定は付属資料４

のとおり。ただし、記載されているのは責任者であり、実際にはSENARIの他課人員も含めたチー

ムで取り組む。 

 

２－４ 専門家に求められる技術支援（専門家の構成） 

既述のとおり、ENRにおけるSENARIの本質的な役割は、研修ニーズの同定、全体プログラムの

策定、研修実施機関の同定と連携、プログラム全体の実施監理（モニタリング・評価含む）及び

クオリティコントロールであり、JICAの技術協力に最も期待されているのも、これらに係る支援

であり、具体的には以下である。 

 ○技術協力の項目 

・課題調査（ニーズ把握）・組織分析（サプライ把握）を通じた中期基本計画の作成支援 

・プログラム全体の実施監理（モニタリング・評価含む）支援 

・個別研修の質的向上のための技術支援 

直営型の場合：プログラムやテキスト等の作成支援 

連携型の場合：クオリティコントロールの支援 

 

個別研修の具体的な内容については、中期基本計画策定後に具体化する予定であるが、現時点

で想定される技術支援の内容は、主に以下のとおり。 

 ○必要な技術の内容 

・灌漑施設の設計、施工、維持管理に係る技術 

・水利用の効率化（節水灌漑、配水、圃場水管理等） 

・日本における灌漑受益者への技術指導の経験（技術普及方法）の反映 

 

以上から、長期専門家としては、灌漑分野の幅広い知識と経験を有する「チーフアドバイザー/

灌漑」と、研修の実施運営管理の経験を有する「業務調整/研修」の2名構成とし、個別技術につい

て必要に応じて短期専門家を派遣することが妥当と判断される。 

 

２－５ SEDERIについて 

SEDERIは2004年の灌漑法によりSENARIの下部組織として灌漑事業対象の7県に設立すること

が規定された組織であり、業務上はSENARIの指示系統に属するが、組織図上は独立組織であり、

その最高意思決定機関は13名のメンバーから成る理事会である（県知事を議長とし、ほかに県庁

代表3名、水利組合代表7名、2つの農民組織から各1名で構成）。 
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SEDERIの資金源は、県庁、SENARI、その他（ドナー、自己資金、その他）の3種と規定されて

いるが、現在は県庁から配賦される予算以外の収入はない（県庁予算は炭化水素税を財源とする）。 

以上のことから、SEDERIの業務は、基本的にはSENARIの指示・指導に従って行われつつ、大

きな方針の決定には理事会の過半数を占める水利組合（灌漑受益者）の意見が強く反映され、ま

た、基本的な経費（人件費、光熱水費、燃料費等）を県庁に依存し、県庁への予算申請・報告義

務があることから県庁のコントロール下にもあるという状況である。 

SEDERIと県庁との関係は県によって異なり、SEDERIの設立に合わせて県庁の灌漑部署を

SEDERIに統合させた県（コチャバンバ、オルロ）がある一方、逆にSEDERIを県庁内に取り込ん

だ県（ポトシ）もあり、また両者が併存している県もあるなど、県によって組織の位置づけ自体

も異なる。 

県庁から配賦される予算額や、それに依存する人員の規模（オルロ21名～タリハ5名）も異なっ

ており、経験年数も2010年5月に活動を開始したラパスから、2012年3月に活動開始したコチャバ

ンバまである（サンタクルスはいまだ活動開始に至っていない）ことから、県ごとに組織能力に

大きな差がみられる。各県SEDERIの概要は表－３のとおり。また、各県SEDERIの組織図は付属

資料５のとおり。 

 

表－３ 各県SEDERIの概要 

県 人  員 予 算 活動開始 

ラパス 11人（秘書、メッセンジャー、運転手含む）

＋PRONARECコンサル4人 

20万米ドル 2010年5月 

コチャバンバ 1人（局長）＋PRONARECコンサル4人 不明 2012年3月 

オルロ 17人（秘書、助手、運転手含む）＋

PRONARECコンサル4人 

20万米ドル 2011年5月 

チュキサカ 1人（局長）＋PRONARECコンサル4人 未配賦 2010年11月 

ポトシ 9人（秘書、運転手含む）＋PRONARECコ

ンサル4人 

20万米ドル 2011年6月 

タリハ 1人（局長）＋PRONARECコンサル4人 未配賦？ 2012年2月 

サンタクルス 未 未 未 

 

上述の状況より、ENR事業についても、県ごとに進捗が大きく異なることが確実であり、本プ

ロジェクトでは調査及び計画策定は全国レベル（全7県対象）で行うものの、研修の実施について

は、全7県で同じようなスピードで進むことは想定できない。なお、SENARIの認識によれば、

SEDERIの能力面から、事業の進捗が早いと想定されるのは、コチャバンバ、オルロ、ラパスであ

る（コチャバンバは県灌漑部局からの体制移行中で、間もなく20名程度の体制になる予定であり、

実質的には組織能力が高いとのこと）。 

また、各県SEDERIにはENRの県コーディネーターが配置（兼任）されたものの、ENRの事業内

容自体もSEDERIに十分に認知されていない状況であり、まずはSENARI主導で事業を行うことが

妥当かつ現実的であることが、関係者（ボリビア政府及びドナー）の共通認識である。 

以上のことから、SEDERIは実質的には実施機関（カウンターパート）というよりもむしろ支援

対象（受益者）ととらえることが妥当である。 
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２－６ GIZの協力プロジェクトPROAGROとの役割分担の整理 

 （1）持続的農牧開発プログラム（PROAGRO）の概要 

・フェーズ1：2005年～2010年、フェーズ2：2011年～2014年 

・以下の3分野、3地域で活動。 

3分野：流域総合管理、農牧生産と流通、農牧生産のための水（灌漑） 

3地域：渓谷（コチャバンバ）、北部ポトシ・南部コチャバンバ（ポトシ）、チャコ（サンタ

クルス） 

・上記の分野及び地域のそれぞれでユニットを構成するが、流域総合管理と灌漑は1ユニット

とし、合計5ユニット。最大のオフィスはコチャバンバにある。 

・スタッフは全70名（ドイツ人5名、スウェーデン人1名、ボリビア人64名）。ドイツ人とスウ

ェーデン人が代表及び各ユニットの長を務める。 

・灌漑/流域総合管理ユニットはコーディネーター1名（ドイツ人）と技術者5名（ボリビア人）

で、技術者はいずれもコチャバンバオフィスに配置され、ラパスにはコーディネーターの

み。 

・分野ユニットはセクター省庁を、地域ユニットは対象地域の市役所をカウンターパートと

しているが、組織内に人材を派遣するのではなく、あくまで外部からの支援。 

・灌漑分野での活動内容は、対象地域での灌漑施設整備、事業計画の作成（他ドナー資金を

申請）、農業技術指導、技術マニュアル・広報マテリアルの作成等。 

 

 （2）PROAGROとJICAの協力の関係 

PROAGROはSENARIの能力強化支援を行うこととしており、2012年度の協定（毎年具体的

な協力内容について協定を締結）には、さまざまな件に関する「助言」や「支援」が記され

ているが、実際の具体的な協力内容は以下のみであり、GIZの協力内容と本技術協力プロジェ

クトで予定する協力内容には実質的に重複はない。 

① 研修の実施 

・ディプロマコースの実施（サンシモン大学との連携） 

・灌漑農民の経験交流の実施〔受益者グループを他県や近隣国（ペルー等）に派遣〕 

② コンサルタントの派遣（2名×8カ月、TORはSENARIが案を作成） 

なお、GIZによると、灌漑農民の経験交流などの研修について、2011年まではGIZが直接実

施していたが、そのことがSENARIの主体性を損ねたとの反省に立ち、今後はGIZによる直接

の研修実施は行わない方針である。 

また、2012年度の協定（毎年具体的な協力内容について協定を締結）において、支援の条

件として「SENARIが国立灌漑学校の戦略を策定し承認を得る」ことを挙げたが、いまだ戦略

が作成されていないことから、2012年度の支援はディプロマコースを除いてストップしてい

る状態である（SENARIは現在戦略の原案をつくっており、次期理事会（5/26～27）に諮る予

定）。 

PROAGROの技術協力の特徴として、SENARI外部からの支援であること、またPROAGRO

の灌漑技術者がすべてボリビア人であり、ボリビアの状況は熟知している一方で先進国の知

見には必ずしも精通していないこと、が挙げられる。例えば前述の戦略策定についても協定

上は支援対象に含まれているにもかかわらず、既に作成を開始して2年半以上にわたって完了
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していないとのことであり、PROAGROの技術協力の限界ととらえることができる。 

JICAによるSENARI内部への専門家派遣は、GIZからも好意的に受けとめられており、GIZ

の協力の限界を補完するものとしてドナー間連携によるシナジー効果が期待できる。また、

逆にJICAの技術支援にあたって、GIZの有する経験（各種調査報告書や技術教材、広報マテリ

アル等）を活用することで効率的な協力の実施が見込まれる。 

 

２－７ IDBの借款プロジェクト「流域管理アプローチによる国家灌漑プログラム（PRONAREC）」

の概要 

・事業期間：2010年8月～2014年8月（2013年～2017年でフェーズ2の実施を予定） 

・借款額：3,430万米ドル 

・協力内容：灌漑施設建設と能力強化の2コンポーネント 

・能力強化コンポーネントの主な内容は以下のとおり。 

a）SENARI、SEDERIへのコンサルタント派遣：①土木技師、②農業技師（ともに審査、施工管

理等を支援）、③弁護士（水利権登録を支援）、④情報管理/GIS 、⑤各組織のニーズに応じた

専門性、の最大5名を派遣（現在はいずれも4名のみ）。車両1台、パソコン4台、コピー、ス

キャナー、トータルシステム等の資機材供与を含む。 

b）国家灌漑情報システムの構築：GIS、灌漑運営管理システム、灌漑事業管理情報システム、

フォローアップ・モニタリングシステム 

c）技術指導・研修：①灌漑者組織向け〔SENARIとの連携による総合技術支援（ATI）〕の実施、

②水資源政策策定のためのフォーラムの開催検討、③SENARI、SEDERI、ENRに関する研修

及び組織強化計画の策定 

※上記c）の具体的な内容については、聞き取り相手により回答が異なるため未確定の部分

があるものと思われるが、総合すると以下のとおりと思われる。 

① 灌漑農民向け研修〔ENRを通じて行うPRONAREC事業地区対象者に向けた総合技術支

援（ATI）と経験交流：目標人数2,000人〕 

② 技術者向けの研修（大学を通じて行う水資源・灌漑次官室、SENARI、SEDERIの技術

者を対象とした研修：目標人数75人） 

 

２－８ ボリビアの灌漑技術者の概要 

ボリビアで灌漑事業に関係する技術者（以下「灌漑技術者」）は、専門性と学歴により表－４の

とおり分類できる。 
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表－４ 灌漑技術者の分類 

 土木（Civil） 農学（Agronomía） 

 名称 既存人数 新規人数

/年 

名称 既存人数 新規人数

/年 

Doctorado（博士） － － － － － － 

Maestría（修士） 

※通常2年間。修士論文

が課される。 

Maestria en 

Recursos 

Hidricos 

50 10 Maestria en 

Gestion de 

Sistemas de 

Riego 

30 10 

Diplomado 

※ Ingenieroの学位に加

え、短期コースを了し

た場合、それぞれのテ

ーマに対して授与され

る。 

Diplomado en 

Diseño de 

Sistemas de 

Riego 

30 10 Diplomado en 

Diseño de 

Sistemas de 

Riego 

30 10 

Ingeniero（学士） 

※大学の所定の技術系

コースを修了した場合

（通常5年。卒業論文が

課される） 

Ingeniero civil 4,500 60 Ingeniero 

Agronomo 

5,400 180 

Técnico Superior 

※大学の短期の所定の

技術系コースを修了し

た場合（通常3.5年） 

Tecnico 

Superior en 

Construcciones

不明 不明 Tecnico 

Superior 

Agronomo 

2,500 100 

Técnico Medio 

※義務教育（12年間）

修了者のなかで、技術

取得用のカリキュラム

をもつ学校の卒業者。

Técnico Medio 

Construcciones

不明 不明 Tecnico 

Medio 

Agropecuario 

不明 不明 

Bachiller 

※義務教育（12年間）

の修了者 

－ － － Bachilleres 

en escuelas 

agropecuarias 

不明 不明 

※既存人数と新規人数/年は、事前質問へのSENARIの回答に基づく数値であり概数。 

 

また、「灌漑技術者」を輩出する教育機関は表－５のとおりである〔ただし、表－４における

Técnico Medio及びBachillerを養成するColegio（日本でいえば農業高校あるいは高専に当たる学校）

については含まれていない〕。 
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表－５ 灌漑技術者の養成課程を有する教育機関 

学校名 備 考 

UMSS：Universidad Mayor de San Simón 

国立サンシモン大学（コチャバンバ） 

「灌漑」に係る修士課程とディプロマコー

ス、「水資源」の修士課程、灌漑排水に関

係する学士課程を有する。 

UMSA：Universidad Mayor de San Andrés 

国立サンアンドレス大学（ラパス） 

「灌漑排水」及び「水資源管理」の修士課

程を有する。また、農学の学士課程に灌漑

関連の科目がある。 

UAGRM：Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

国立ガブリエルレネモレノ大学（サンタクルス） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

UAJMS：Universidad Autonoma Juan Misael Saracho 

国立フアンミサエルサラチョ大学（タリハ） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

Universidad San Francisco Xavier 

国立サンフランシスコハビエル大学（チュキサカ）

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

UATF：Universidad Autónoma Tomás Frías 

国立トマスフリアス大学（ポトシ） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

Universidad NacionalSiglo XX（Llallagua） 

国立20世紀大学（ポトシ北部） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

UTO：Universidad Técnica de Oruro 

国立オルロ技術大学（オルロ） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

UPEA：Universidad Pública de El Alto 

公立エルアルト大学（ラパス） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

Aymara Túpac Katari（La Paz） 

アイマラ先住民大学（ラパス） 

農学の学士課程に灌漑関連の科目がある。

Universidad Indigena Quechua Casimiro Huanca 

ケチュア先住民大学（コチャバンバ） 

熱帯農学の短期課程に灌漑関連の科目が

ある。 

 

また、灌漑事業に関係する各組織に在籍する技術者の一般的な専門性と学位は、表－６のとお

りである。 

 

表－６ 灌漑事業に関係する各組織に在籍する技術者の一般的な専門性と学位 

組織（対象数） 専門性と学位別の人数 

SEDERI（7） Ingeniero Agronomo（農学学士）1、Ingenero civil（土木学士）1、測量技師1 

県庁（7） Ingeniero Agronomo（農学学士）2、Ingenero civil（土木学士）3、測量技師1 

市役所 

（約300） 

Ingeniero Agronomo（農学学士）1、Ingenero civil（土木学士）1、測量技師1 

※専門性と学位別の人数は、事前質問へのSENARIの回答に基づく数値であり概数。聞き取りでは

特に市役所は学士資格をもたない技術者（Técnico Superior、Técnico Medio、Bachiller）が大半

との情報もある。 
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２－９ その他補足情報 

 （1）公共事業実施に係る他省庁関係の研修プログラムについて 

今回の調査で、SENARI、IDB、環境・水資源省灌漑局等に聞き取った範囲では、他省庁に

よる公共事業実施に係る研修はないとのことであったが、再度確認のうえ、必要に応じて連

携等を検討すべきと思われる。 

 

 （2）研修実施に係るSENARI（ENR）の内規について 

現在、SENARIに研修実施に係る内規はない状態であり、今後研修をシステマティックに実

施していくためには、内規の整備も必要になるものと思料される。 

 

２－10 今後の実施スケジュール 

先方政府及びJICAボリビア事務所との協議の結果、当初の調査及び中期基本計画策定について

は、表－７のとおり、プロジェクト以外に活用し得るリソースを最大限活用して可及的速やかに

行うことが妥当と判断される。 

 

表－７ 中期基本計画の作成プロセス（案） 

 主 体 内 容 時 期 

① 予備調査 在外専門調査員 ②の予備的調査 即時開始～②へ

移行 

② 灌漑セクタ

ー調査 

個別専門家（灌

漑・水資源・農村

開発アドバイザ

ー） 

・灌漑開発の概況 

・灌漑農業の概要 

・灌漑に関する各種制度の概要 

・灌漑に係る組織及び人材の概要 

・灌漑に係る人材育成機関の概要 

・上項に関する課題分析と対応策の提示 

2012年7月下旬～

12月下旬 

③ 灌漑人材育

成中期基本

計画策定調

査 

プロジェクト ・灌漑に係る組織及び人材の抱える技術

的課題の把握 

・灌漑に係る人材育成機関の実施能力及

び方針の把握 

・国立灌漑学校が企画・実施すべき人材

育成活動の特定 

・関係組織の役割分担の整理 

・人材育成活動の実施戦略（優先順位、実

施スケジュール、手法、目標人数、目標

とする技術レベル等含む）の作成 

・資金計画の作成 

2012 年 11 月 ～

2013年2月 
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３．これまでENRが実施した研修における関係者の具体的な役割分担（数例） 

 

４．POの詳細活動の担当者（調査時点での想定） 

 

５．各県SEDERIの組織図 

 

６．SENARI国立灌漑学校課の2012年度予算（予算年度は暦年） 

 







































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	序文
	全体目次
	地図
	写真
	略語表
	事業事前評価表
	Ⅰ．詳細計画策定調査報告書
	目次
	第１章 調査の概要
	第２章 協力分野の現状と課題
	第３章 プロジェクトの基本計画（案）
	第４章 事前評価結果
	第５章 実施上の留意点
	付属資料
	１．調査日程
	２．主要面談者リスト
	３．ミニッツ（スペイン語）
	４．ミニッツ（日本語訳）
	５．現地踏査結果
	６．現地調査聞き取り結果


	Ⅱ．追加調査報告書
	目次
	第１章 調査の概要
	第２章 調査の結果
	付属資料
	１．会議録（スペイン語）
	２．会議録（日本語訳）
	３．これまでENRが実施した研修における関係者の具体的な役割分担（数例）
	４．POの詳細活動の担当者（調査時点での想定）
	５．各県SEDERIの組織図
	６．SENARI国立灌漑学校課の2012年度予算（予算年度は暦年）


	Ⅲ．討議議事録



