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はじめに

本報告書は海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)のプロジェクトファインディング業務とし

て平成7年3月4日から3月18日までボリビア,パラグアイ両国において実施された下記4件の現地調査

をとりまとめた報告書である｡

ボリビア共和国:

Ⅰ.アルテプラノ･ケッカ川流域農業･農村総合開発計画

Ⅱ.オルロ州小規模潅概計画

パラグアイ共和国:

Ⅰ.プレジデンテ州ポソコロラド及びベンハミンアセバ地区農牧業開発計画

Ⅱ.国立農業研究所の圃場及びその他施設に関する近代化整備計画

ボリビア国の調査地域はラパス州を含め標高3,800m以上のアルトプラノ地域には､ボリビア国

人口の50%以上が生活しており､主産業は農牧業であるがその生産性が悪く農民の生活水準は低い｡

またアルテイプラノ地域は鉱山資源が生産されていたが､現在は鉱業生産の不振から転業が進んでお

り､都市(ラパス)への人口集中が進行している｡したがっって､ラパス近郊のエルアルトではラパ

スに匹敵するほどに人口が増加している｡

アルテイプラノから熱帯地域へ農業移住政策を推進しているが､気候･生活習慣から定住農業は

難しい状況にある｡そこで､政府はアルテイプラノ地域の農業を振興させ,食料の増産､農民の定住

化,雇用の促進､地域格差の是正を目標に農業･農村整備開発計画を推進している｡

本調査の対象地域となるケッカ川流域は首都ラパスから80血の位置にあり､農業業生産に必要な

水資源､土地資源に恵まれており､農村整備開発が高い効果を生む地域とされている｡

また､オルロ州においてもオルロ開発公社が進めている小規模潅概計画の整備が早急に望まれて

いる｡

パラグアイ国の農業分野における開発重点課題は､ ①小農の支援･救済､ ②自然環境保護､ ③作

物の多様性と輸出の開発などとしている｡

今回の調査はチャコ南西部地方における小農対策を目的とした農村開発と､作物の多様化と品質

改良､農業生産(野菜)の拡大､生産物のグレイドアップ,及び輸出作物の増産を推進するものとし

て､国立農業研究所(LAN)の施設の近代化整備計画の2件であるo

この度の調査にあたっては､ボリビア,パラグアイ両国の在日本大使館およびJICA事務所､ JICA

専門家の方々ならびに両国政府関係機関より貴重なご意見･情報等を頂き感謝の意を表しますととも

に､これらの計画が日本政府の協力により早期に実現されることを願うものであります｡

平成7年3月27日

ADCA海外農業開発事業事前調査団

農業開発 進藤 澄雄

(内外エンジニアリング株式会社)
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Ⅰ ボリビア共和国

-1-



アルティプラノ・ケッカ川流域農業・農村総合開発計画

調　査　位　置　図

－2－



オルロ州小規模潅漑計画

調　査　位　置　図
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1.ポリヴィア共和国の概要

1.1 自然条件及び社会･経済状況

(1)自然条件

ポリヴィア共和国は南米大陸のほぼ中央部に位置し､北側及び東側をブラジル､西側をペルー､

チリ,南側をパラグアイ及びアルゼンチンと接する内陸国である｡国土総面積は約110万k皿2で､日

本のEg土の約3倍を有している｡

同国は緯度からみると熱帯,亜熱帯に属するが,標高4,000m近い高原地帯(7ルテげラーノ) ,
1,000

-2,500mの渓谷地帯(ハ○-.)'ェ) ､ 200-500mの東部平原地帯と 地形上明確に区分され､この地形変

化により気候も複雑に変化する｡全体的には雨期､乾期の相違が明瞭で､ 4月から10月頃までが乾期､

11月から翌年の3月頃までが雨期にあたる｡

本調査地域となるアルテイプラノの高原地帯では年間440mm 程度､その85%は雨期に集中して

いる｡また,東部斜面及び北部平原地帯では2,000-5,000mm程度の降雨がある｡

(2)社会･経済状況

ポリヴィアの総人口は735万人(1991年)で､その内約70%が高原地帯に住むインディオ及び混

血の民族である｡国の主要産業は､鉱業と農業であり,鉱業としては錫､鉛､亜鉛､銀,銅等の鉱産

物及び天然ガスであり､石油は近年開発が開始されたばかりである｡鉱物産品及び天然ガスの輸出額

は､総輸出額の75%を占めているが､ GD Pに占める割合は減少傾向にある｡農業は国家経済の重要

な部門であり､ GDPの21.3%を占めている(1991年) ｡

主要な農産品としては､コーヒー､大豆､トウモロコシ､サトウキビ､木材等であり､この内コ

ーヒー､大豆,砂糖､木材は主要な輸出産品となっている｡

1992年8月新大統領に選出されたゴンサロ･サンチェス･デ･ロサタ氏は(任期1993年8-1997

年7月)中道右派(民族革命運動)出身で､元企画調整大臣を努めており, 1985年当時24,000%と云う

ハイパーインフレであったが､それを1ヶ年で60%に鎮静化させたその手腕は､先進諸国や国際金融

横閑等から高い評価を得ている｡経済安定及び民主化の定着を基本路線とし､前政権とあまり変わら

ないが､特に貧困階級の生活向上に重点をおいている点が特徴である｡なお､ポリヴィア国の主要な

経済指標は以下の通りである｡

幸 書 経 落 括 嘩(1)

1989 1990 1991 1992 1993 1994

GDP (百万ドル) 4,133 4,473 5,681 5,834 6,019 6,272

一人当たりGNP (ドル) 570 630 837 843 852 870

経ラ客成長率(%) 2.8 2.6 5.3 2.7 3.2 4.2

ー4-



手 書 経 済 街 標 @)

1989 1990 199 1 1992 1993 1994

消費者物価指数

年末値(%) : 16.6 18.0

外貨準備高(百万ドル) 172 142

対外債務残高

(百万ドル) 3,705 4,000

対ドル為替レートの推移

(Bs :ホ◆T)ヒ'7-Jス) 2.99 3.40

貿易実績 輸出(百万ドル)

貿易実虐 輸出(百万ドル)

14.5 10.5 9.3 9.5

2(X) 233 371 5 14

3,582 3,784 3,800

3.75 4.10 4.46

777 638 809

970 1,090 1,177

(-1 931 (-4521 (-368)

●出典: Bolivia-Recent Economic D即e]opment､ I M F

'1992年分はポリヴィア中央銀行暫定値

4,208

4.70

1,104

1
,207

′
-

1031

1.2農業の状況

当国は農業国でありながら農業開発は十分進んでいるとは言いがたく､穀物は1987年で25万

8,000r/の輸入を行っており､同年21万9,000トンの穀物援助を受けている｡これは農業生産性が低く,

国内の食糧供給が不十分であるためであり､また､その生産性が低い原因の一つに農業の近代化が遅

れていることが挙げられる｡

ポリヴィアの農業は､高原及び中腹渓谷地帯で行われている従来からの伝統的農業と､東部平原

地帯において比較的新しく発展した農業地帯での農業とに大別される｡

高原及び中腹渓谷地帯では､インディオによる自給自足的な小規模零細農業が中心であり,主要

作物として高原地帯ではじゃがいも､とうもろこし､大麦､キヌア等であり､渓谷地帯では､野菜類､

果樹､コカ等となっている｡

東部平原地帯は 近年､国内外の入植者によって開発され､大規模農場を中心とする生産が行わ

れており,砂糖きび､小麦,大豆､米が主要作物であり､牛､馬､羊､山羊,鶏などの牧畜業も盛ん

である｡

土地所有の状況は､ 1953年の農地改革法以前では全国の農地の約70%が戸当たり面積1,000-

10,000 baで4･5%の地主に所有されていて､しかもそこは1-3%の低い耕作率でしかなかった｡ 1970年

代に十分なものではなかったが農地改革が実施され､ 1979年の農地の規模別所有状況調査では､高原

渓谷地帯では所有規模20ha以下が圧倒的に多く､全体の90%を占め､中でも 3ha以下の零細農家が45

%を占めている｡一方､東部平原地帯では20ha以下は40% (3ha以下は9%) ､ 20haから75haが45%と

所有規模が大きくなっている｡

ポリヴィア政府が策定した2000年までの｢経済社会開発計画｣では､農業部門の政策が
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重要視されており､食糧の増産安定供給､輸入代替農産物の生産増大､及び輸出農産物の生

産拡大等を基本方針としている｡

この目標達成のため具体的政策として､農業生産基盤の整備､土地資源活用のための入

植政策の促進,農業･農民組織の整備･拡大,農業技術普及の拡大等のほか､農産物輸送の

ための運輸インフラの整備･改善､農産物市場と流通機構の整備･改善､農業融資の拡充等

の施策がとられている｡農地面積,土地利用状況を下表に示す｡

土地利用状況

土地利用区分 面積(km2) 比率(%)

草地.潅木 338,307
30.81

51.40

2.62

2.20

1.Z9

ll.47

0.20

0.10

森林 564,684

耕地 28,794

湿地.水没地 24,201

水域 14,197

荒地 126,101

永久氷雪地 2,148

市祷地 149

計 1,098,581 100.00

土地利用区分面積1980年

区分 面積(ha) 比率(%)

農耕地 1,193,980 1.08

未利用農耕可能地 7,580,000 6.90

森林 41,381,794 37.67

草地 41,486,850 37.77

その他 18,215,576 16.58

計 109,858,200 100.00

土地の利用実施実態別面積

区分 面積(ha) 比率(%)

既設農耕地 1,065.9 4.87

永久農耕地 306.5 1.40

造成牧草地 444.8 2.03

自然草地 10,875.8 49,59

休耕地 305.9 1.40

休地 548.0 2.50

森林地 8,003.5 3(;.55

耕作不適地 255.4 1.17

その他 104.9 0.48

計 21,894.9 100.00
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2.アルテイプラノ･ケッカ川涜域農業農村開発計画

2.1計画の背景

1993年8月に就任したゴンサロ･サンチェス新大続領は､国家計画で重要な位置を占める農業部

門の主要政策として､農地の生産性を高め農業生産を増大すること､輸出の促進､コカ栽培にかわる

作物の植え付け､高原地帯(アルテイプラノ)の貧困の救済､生活向上を掲げている｡

計画地域はアルテイプラノ高原のラパス州にあり､首都ラパス市の南東約80kmに位置するケッ

カ川(Rio Keka)流域である｡ケッカ川はチチカカ湖に流れ込んでいる主要河)"で,一年を通して水

源が枯れない｡現在ケッカ)IJ流域では数カ所において河川から水を取り入れ､小規模ながら潅概農業

を実施しているところもある｡農産物はマメ､野菜､アルファルファ､キノワ､小麦等で､人口2万

人のアチャカチ市､ラパス市の重要な農産物の供給源となっている｡

人口の70%が集中するアンデスの高原地帯とその山腹地帯の農耕形態は､小農による土地の細分

化を特徴の一つとしており､伝統的習慣と農法に基づく農業生産は自給自足的な域を出でいない｡

一方ボリビア国はこれらの地帯における鉱業生産に頼って経済を保ってきた｡しかし､鉱業生産

が停滞して来ている近年､これらの労働者･地方農民が首都ラパス-集中しており､食糧事情は悪化

の傾向をみせている｡

このため､農業省とラパス州開発公社(CORDEPAZ)では､ケッカ川流域の農産物生産の増産

と生活改善による地域住民の定着化､雇用機会の増大を目的とした農業･農村開発計画を実施し,ア

ルテイプラノ地域のモテ●ル農村総合開発を計画している｡

2.2 計画地区の概要

(1)位置及び範囲

計画対象地区はラパス市の北東80Emの位置(南緯16o 05 '西経68o 70一)し､行政区はラパス

州にある｡

(2)地形状況

本地区はケッカ川がチチカカ湖に流下して形成された沖積地域で､地区内は南から北に向かって

比較的緩やかな傾斜を有している｡地区内の平均標高は3,800-3,900で,土壌は上流域は砂質ローム

で下流域はクレイロームに近くなっている｡集水域はアンデスの水を集めるため標高5,000m前後の山

岳地帯となっている｡

(3)気象状況

気候帯は亜熱帯高原地帯で､アルテイプラノ高原に属するラパス州及びオルロ州の一部を含む地

域である｡年平均気温は8-llo c

､年間降雨量は300-550mmで降雨量は少なく､冷涼な気候である｡
冬季は雨が降らず､氷結するときがある｡降雨状況は雨期乾期に分かれており,雨期は11月-4月､

乾期は6月-10月である｡

(4)土地利用状況

地区全体の開発可能面積は8,000ha前後とされているが､現在約6,00Ohaが農耕地として利用され
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ているものと見積もられている｡農家は自作農で土地所有面積は平均1.Obaの小農がほとんどであり､

農家数は5,000戸となっている｡

農業生産としては､雨期にジャガイモ､マメ,野菜､アルファルファ,キノワ､小麦が栽培され

ている｡乾期は潅概が必要であり､小規模であるが潅概施設をもつ地区はジャガイモ,野菜を耕作し

ている｡

潅親施設は農民組織(部落単位)管理されており,この流域で大小合わせると37のコミニュダー

ド(Comunj血d)が管理していると云われている.施設は極めて単純で河川石を敷き並べて取水し､

水路は土水路で畝間潅漉である｡

2.3 事業計画の概要

(1)計画の目的

国家政策の重要課題である農業生産向上の一環として､特にアルテイプラノ地域の農業開発は首

都ラパスと本地域の食糧自給､農業への定着を可能とする生活向上､農業への余剰人口の吸収等の政

策として農業開発政策の優先地域に位置付けられている｡

ケッカ川流域はラパスから80kmと近く､農業の生産向上に適した土地資源と水資源を備えてお

り､アルテイプラノでは優良農業地域である｡本計画はアルテイプラノ地域のモデル農村整備開発計

画として位置付け出来るような総合的な開発整備計画として実施されるものである｡

(2)計画の内容

計画対象面積8,000ha (現作付け面積6,000ha)
,祥益農家数5,000ha

(平均所有面積1ha/戸:計

画終了後8,000戸)において,水源施設､潅激排水施設､農道網､農地防御,給水施設等総合整備計

画を樹立する｡

本計画の内容は､

①農業基盤:水源施設(小規模ダム,地域ファームポンド,堰)､潅減水路の整備(復旧整備

を含む)

②農村インフラ:農道網の整備(農道橋建設を含む)

⑨農地保全:農地防災施設(導流護岸､排水路の整備)

④生産振興:多目的集出荷施設の整備､農民組織の強化

⑤維持管理:管理用機材の整備

⑥生活･環境整備:営農飲雑用水､河川に流人している生活汚染水の改善(アチャカチェ市)
､

チチカカ湖の水質保全

等であり､これらの事業の実施により､農地面積の拡大と農民への雇用横会の創設､潅激農業に

よる受益農家の所得の拡大,首都ラパスへの食糧供給､維持管理体制と生活環境整備による持続的農

業の確立等を目指している｡

2.4 事業実施計画

本事業計画の実施に当たっては次のような開発計画行程のもとで進められるものと思われる｡
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①ボリビア政府の要請にもとづいて､日本からの事前調査ミッションによるS/Wの締結

②上記締結にもづいて本計画のマス?-7oランと開発優先事業のフィシ●ヒーl)ティ調査の実施

⑨フィシ◆t'T)ティ調査にもとづいて日本からの無償資金協力による基本設計調査(B/D)の実施

の要請と調査の実施

④無償資金協力事業の実施

尚､本計画の実施はラパス開発公社:コルデパス(CORDEPAZ)によって農民･農業庁に申請

され､ ｢ボ｣国外務省から日本に要請される｡実施機関となるコルデパス(CORDEPAZ)はラパス

州の農業を含めたいろいろな分野の開発計画を実施している｡本事業の実施に当たっては農民･農業

庁の認可の下で事業を受け入れ,当省庁との協力体制を確立することが必要となる｡

2.5 計画実施スケジュール(秦)

本計画の調査機関は2年間にわたり､調査は2段階(Phase 1 &Phase2)に分け､ Phase l調査に

おいて地域全体構想との調整､現況把握･基本構想の策定を主として行い､ Phase 2調査においては

事業化計画の策定を行う｡

全 体 工 程 案

1年目 2年目 3年目 4年日 5年目

ど/S調査

'Phase1

｡PIlaSe2

--------++++

----++++++

無償資金協力

･基本設計調査

･実施設計調査

･建設工事/
施工監理

-----+++

+++

ホ■リヒ●7国内での現地業務

++++++ 日本国内おける計画立案の業務
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3.オルロ州小規模潅概計画

3.1計画の背景

1993年8月に就任したゴンサロ･サンチェス新大統領は､国家計画で重要な位置を占める農業部

門の主要政策として､農地の生産性を高め農業生産を増大すること､輸出の促進､コカ栽培にかわる

作物の植え付け､高原地帯(アルテイプラノ)の貧困の救済,生活向上を掲げている｡

人口の70%が集中するアンデスの高原地帯とその山腹地帯の農耕形態は､小農による土地の細分

化を特徴の一つとしているが,ボリビア国はこれらの地帯における鉱業に頼って経済を保ってきた｡

この地域の農家は､経営規模がが小さく小規模農家が多く,雨期に大麦,小麦､イモ,キノワ､

牧草を栽培している｡しかし､農家所得が低く都市との所得格差も大きく,農民の流出現象も生じて

おり､持続的農業が難しい状況にある｡

J

そこでオルロ開発公社は､ため池を建設し潅漉することにより,雨期はもとより乾期にも耕作し

2期作とする｡さらには換金性の高いタマネギ,にんにく､人参､豆類､等を増産し､食料自給率の

向上と農業経営の安定､農家の生活水準の向上を図る計画を進めている｡

特にオルロ市は鉱業生産が停滞して釆ている近年､これらの労働者･地方農民が職を求めて首都

ラパスへ集中しており､食糧事情は悪化の傾向をみせている｡このためオルロ州開発公社

(CORDEORO)では､小規模潅概計画の推進によって農産物生産の増産と,生活改善による地域住

民の定着化､雇用機会の増大を目的とした開発計画を実施使用としている｡

小規模潅概計画としてオルロ州の中央地域において4地区(ケララニ､フンツタ,カチカチ,ウ

ルミル･バスーニヤ)が開発優先地区として選定され､ 1995年フィジビリティ調査が終了している｡

現在ケララこにおいて､オルロ開発公社は事業資金手当ができ､実施設計､工事が進行している

が他の3件について日本への資金協力を望んでいる｡

3.2 計画地区の概要

(1)位置及び範囲

本地域はボリビアの首都ラパス市から南方約250kmに位置するオルロ市の周辺に展開する高原の

農業地帯である｡標高3,700-3,900mのアンデス山脈に開けたアルトプラノに位置し､州都オルロ市

から60kmの範閉にある｡ 3地区の位置は以下のとおりである｡

プロジ工クト付宥

珊rXタi

フンツタ

カチカチ

ウルミル･′ヾ

〟

′

′

3
0
5
5
0
0

′

′

/

3
0
5
0
3
0

70

70

80

ー

ー

1

67o 17′ 45′

66o 50' 54r

66o ヰ7′ 52'

(2)地形状況

フンツタ､カチカチ地区は小河川をセキ止め小規模ため池による潅漉を計画している.地形は緩

やかな丘陵地になっている｡ウルミル･バス-ニヤは他の2地区に比較して規模も大きく､中河川ウ

ルミル川を締め切り貯水した後､下流沿いの河川丘陵地が受益地区になっている｡ 地区内は河川下
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流に向かって比較的媛やかな傾斜を有している｡農業生産としての地区内の平均標高は3,800-3,900

で土壌は砂質ロームである｡

(3)気象状況

気候帯は亜熱帯高原地帯で､アルテイプラノ高原に属するラパス州及びオルロ州の一部を含む地

域である｡年平均気温は8-llo c

,年間降雨量は300-550m皿で降雨量は少なく､冷涼な気候である｡
冬季は雨が降らず,氷結するときがある｡降雨状況は雨期乾期に分かれており､雨期は11月-4月,

乾期は6月-10月である｡

(4)土地利用状況

3地区全体の開発可能面積は765ha前後とされているが､現在これらの土地は耕作率は30%前後で

ある｡農家は自作農で土地所有面積は平均1.Ohaの小農がほとんどである.現況の土地利用としては､

雨期にジャガイモ､マメ,野菜､アルファルファ､キノワ､小麦が栽培されている｡乾期は潅概が必

要であり､潅概施設を持たないこれらの地区ではほとんど耕作が行われてはいない｡貯水池となる水

域にも農地は点在しているが代替え農地を用意することで了解がついている｡

3.3 事業計画の概要

(1)計画の目的

国家政策の重要課題である農業部門の生産向上の一項として､特にアルテイプラノ地域の農業開

発は首都ラパスと本地域の食糧自給､農業への定着を可能とする生活向上､農業への余剰人口の吸収

等の政策として農業開発政策の優先地域に位置付けられている｡

オルロ開発公社は鉱業の不振から離職者がラパスに職を求めて移動し社会問題となっていること

に鑑み､農業の生産向上に適した土地資源と水資源のある地区を開発することにより,農業生産を高

め､雇用機会を拡大するものである｡

①農業基盤整備による農業生産の拡大

②農地整備による雇用機会の促進

⑧農民の所得拡大による寛困対策

④ラパスへの食糧供給拡大

(2)計画の内容

計画対象面積8,000ha (現作付け面積6,000ha)
､神益農家数6,000ha

(平均所有面積1ha/戸:計

画終了後8,000t戸)において,潅概排水施設整備計画を樹立する｡ 3地区の開発面積は次のようであ

る｡

入植計画

地l芳名 閉幕面ラ陪nlal 農家数｢戸1 農董仕産物

フンツタ

カチカチ

ウルミル･バス-ニヤ

喜⊥

畑
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J
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1

シ●げイモ､タマ綿●､ニにク､牧草,

シ●†がイモ､タマ綿●,ニンニク､牧草､

シ■げイモ,小麦､牧草､野菜
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上記施設による本計画は以下の内容の事業を整備することになるものと思われる｡

①農業基盤:水源施設(小規模ダム､堰)
､潅減水路の整備(復旧整備を含む)

②農村インフラ:農道網の整備(農道橋建設を含む)

⑨農地保全:排水路の整備

④維持管理:管理用機材の整備

⑤生活環境整備:営農飲雑用水､女性の生活改善

等であり､これらの事業の実施により､農地面積の拡大と農民への雇用機会の創設,潅概農業に

よる受益農家の所得の拡大,首都ラパスへの食糧供給,維持管理体制と生活環境整備による持続的農

業の確立等を目指している｡

3.4 事業実施計画

本事業はすでにF/ S調査が実施済みであり､開発の規模から勘案し次のような開発計画行程の

もとで進められるものと思われる｡

①ボリビア政府の要請にもとづいて､日本からの事前調査ミッションによるS/Wの締結

②上記締結にもづいて日本からの無償資金協力による基本設計調査(B/D)の実施

⑨無償資金協力事業の実施

尚､本計画の実施はラパス開発公社:コルデオロ(CORDEORO)によって農民･農業庁に申請

され､ ｢ポ｣国外務省から日本に要請される｡実施機関となるコルデオロ(CORDEORO)はラパス

州の農業を含めたいろいろな分野で開発計画を実施している｡本事業の実施に当たっては農民･農業

庁の認可の下で事業を受け入れ,当省庁との協力体制を確立することが必要となる｡

3.5 計画実施スケジュール(莱)

本計画の調査機関は2年間にわたり,調査はすでにF/S調査を踏まえ無償資金協力業務として日

本へ要請された後に､基本設計調査により業務のスコープを確定し､事業を実施する計画となる｡

仝 仕 丁 搾 峯

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

･ボリビアから
日本に協力申請

無償資金協力

･基本設計調査

･実施設計調査

･建設工事/
施工監理

---++++

-----++++

ホ●リヒ●7国内での現地業務: ++++++ 日本国内おける計画立案の業務
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4. 総合所見

(1)アルテイプラノ･ケッカ川流域農業･農村総合開発計画

ラパス州を含め標高3,800m以上のアルトプラノ地域には,ボリビア国人口の50%以上が生活して

おり､主産業は農牧業であるが生産性が悪く農民の生活水準は低い｡アルテイプラノ地域は鉱山資源

が生産されていたが､現在はその生産不振から転業が進んでおり,都市(ラパス)への人口集中が進

行している｡したがっ て､ラパス市近郊のエルアルトではラパスに匹敵するほどに人口が増加して

いる｡

アルトプラノから熱帯地域へ農業移住政策を推進しているが､気候･生活習慣から農業への定住

は難しい状況にある｡そこで､政府はアルテイプラノ地域の農業を振興させ､食料の増産､農民の定

住化､雇用の促進,地域格差の是正を目標に農業･農村開発計画を推進している｡本開発地域は首都

ラパスから 80kmの位置にあり,チチカカ湖に注ぐケッカ川流域で農業生産に必要な水資源､土地資

源があり､農村整備開発が高い効果を生む地域として有望とされている｡

本河川は乾期･雨期を通じて表流水の枯れない河川で,豊富な水資源を持っている｡この流域で

は現在農家5,00q戸, 8,000haの農地が小農によって農業(イモ､キノワ､小麦､牧草)
､牧畜生産が

行われている｡しかし潅漉施設､流通､加工,農民組織などが整備されておらず､低い生産状況にあ

る｡農業基盤と生活基盤を改善整備することにより､生産拡大､生活改善,雇用の促進を図り,さら

には農民の定住化はラパスへの人口集中緩和に寄与ものと考えられる0

計画調査及び事業実施に当たっては,まずケッカ川流域の水資源､土地資源の基礎調査と地域全

体の開発計画(マスタ-プラン)を樹立し､次いで優先事業の選定と無償資金協力による事業実施が

提案される｡

(2) オルロ州小規模潅概計画

本地域はラパス州と同じくアルテイプラノの高原地帯で,首都ラパス市から南方約250kmに位置

するオルロ市の周辺に展開する高原の農業地域である｡標高3,900mのアンデス山脈に開けたアルテイ

プラノに位置する本地域は年間の雨革は250mm程度と少なく､これも10月から3月までの雨期に集中

している｡

この地域の農家は,経営規模がが小さく小規模農家が多く､雨期に大麦､小麦､イモ,キノワ,

牧草を栽培している｡しかし,農家所得が低く都市との所得格差も大きく､農民の流出現象も生じて

おり､持続的農業が難しい状況にある｡

そこでオルロ開発公社はオルロ市近郊のフンツタ､カチカチ､バスーニヤの3地区において､既

存水路などの潅漉施設のリハビリテェションと水源確保の貯水池を建設し､潅激することにより,雨

期はもとより乾期にも耕作し2期作とし農合成産の拡大を図る｡また飲料水､農村インフラ整備も計

画する｡

農業計画においては換金性の高いタマネギ,にんにく､人参､豆類,等を増産し､食料自給率の

向上と農業経営の安定,農家の生活水準の向上を図る計画を提案する｡

本計画は比較的小規模な潅漉計画を主とした地域活性化事業であり,オルロ公社はすでにこれら

の地区の基礎調査を済ませている｡したがって､日本への協力は無償資金協力を要請している｡
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Ⅱ パラグアイ共和国
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1.パラグアイ共和国の概要

1.1 自然条件及び社会･経済状況

(1)自然条件

パラグアイ共和国(Republic of Paraguay)は南米大陸のほぼ中央部の,南緯19● 18'-27● 31',育

経54●45'-62●27'に位置しており､国土の東部はブラジル,アルゼンチンと接し､西部もボリビアお

よびアルゼンチンに囲まれた内陸国である｡

国土の大半は丘陵および平原地帯であり､山岳部はほとんど無く､標高は最高の所でも 800 m

台である｡ 国土面積は約407千km2 (日本の約1.1倍)であるが,中央部をパラグアイ川が北から

南に向かって流下しており,これにより国土は東部地域と西部地域に二分されている｡ 東部地域は

森林の多い丘陵地苛と平原が交錯して変化に富み,地味も肥沃で人口の98%が集中している｡

東部地域のうち､東側パラナ川沿いに分布するテラロシアと呼ばれる赤色土壌は非常に肥沃で多

くの作物栽培に通し､中部の砂岩系赤黄色土壌は古くから開発され広く農･牧畜業が営まれているが

表面侵食を受けやすく容易にガリ侵食になる｡

西部およびパラグアイ川沿いに分布する水成土壌,沖積土壌は潅概並びに排水を必要とすること

があるが良質の土壌である｡他方､西部地域は降雨量の少ない大平原であり､アルカリ土壌及び半砂

漠土が広く分布し､これらの乾燥地の土塊は水分不足と高い含量の塩類を含んでいるため農業には殆

ど利用されておらず,主として粗放的な放牧に利用されているにすぎない｡

両地域は気象条件及び立地条件の違いから,土地利用の形態･人口分布･産業等あらゆる面で対

照的である｡国土の利用状況を示せぼ以下のとおりである｡

国土の利府状況

土地利用 面積(1000ha) 割合(%) 備考

農地 2,216 5.5

市街地河JLI,湖私道路等

草地 21,100 51.9

森林 13,800 33.9

その他 3,559 8.7

計 40,675 100

出典: FAO農業生産年取1991年

パラグアイの気象は全域が大陸性亜熱帯気候にある｡年間平均気温は21℃から23℃で東南部か

ら西北部へ行くに従い高くなる｡西部の年間降雨量は 500mm-1,200mmであるが､気温の変化が激

しく最高は40℃,最低はo℃となる｡

これに比べ東部地域は年間降雨量が1,200mm-1,600mmで､年間平均気温は 21℃-24℃､内陸

であるため温度変化は激しいが, cbaco地方に比べて凌ぎやすい｡
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(2)社会･経済状況

1954年に政権についたストロエスネル大統領は長期安定政権を維持したが, 1989年からロドリ

ゲス大統領が政権を引継ぎ､本年5月9日に実施された実質的に初めての民主選挙にて与党(赤党)が

勝利し, 1993年に新政権が誕生している｡

パラグアイ国の地方行政組織は19県と1特別市(アスンシオン市)からなる｡ 国民の97%は原

住民のグアラニー族とスペイン人との混血で,パラグアイ人は中南米でも独特の国民性と文化を形づ

くっている｡主要言語はスペイン語(公用語)とグアラニー語で,カトリックが国教である｡

絵人口は､約412万人(1992年)であり､人口密度では10.1人/km2である｡ 人口の約98%は東

部地域に分布している｡ また,首都アスンシオン市を中心とする首都圏の人口は紬o万人と推定さ

れている｡ 1974年から1983年の年平均人口増加寧は3.8%であったが､最近10年間(1982-1992)

の平均増加率は3.1%と若干低下した｡

パラグアイ国への日本人の移住は1936年から始まり,首都アスンシオンをはじめ､ラ･コルメ

ナ,エンカルナシオン周辺､イグアス等の移住地に約8,000人が移住している｡ 特に,農業分野に

おける日系移住者の貢献度は国内で高く評価されているが,近年では､青年層を中心とした日本への

出稼ぎが盛んで､後継者問題が高まりつつある｡

パラグアイ国の経済は,基幹産業である農業,特に綿花と大豆の生産拡大と,ブラジルとの共同

事業で進めてきたイタイプダム発電計画､アルゼンチンとの共同事業であるジャシレタダム建設工事

に伴う､建設･製造･サービス業部門の高成長により順調な発展を見てきた｡

しかし,これらの建設工事の終了,さらには異常気象による農業生産の低下,主要貿易国である

ブラジル･アルゼンチンの経済悪化に伴う輸出の不振等から､ 1982年以降低迷を続けている｡ 最

近3年間の主要経済指標(パ国中央銀行)を示すと以下のとおりである｡

最近8年間の貿易収支をみると,輸出は1989年に対前年比で98%増,一方輸入は1990年に同じ

く対前年比80%増を記涼しているo この間, 1988年から1989年にかけて輸出が輸入を上回ったが,

1990年からは再び入超に転じ,その差は年々広がる傾向にある｡

過去3年の平均経済成長率は2.4%,同じく物価上昇率は24.6%,失業率は7.2%である｡物価上昇

率は佃の南米諸国に比べ安定はしているものの,経済成長率をはるかに上回っている｡
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主 要 経 済 指 標

1990年 1991年 1992年

国内線生

産:GDP

国民一人当り

GDP

経済成長率

物価上昇率

失業率

一
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5,285

1,236

3.1

44.1

7.5

6,254

1,422

2.5

ll.8

9.5

6,595

1,459

1.7

18.0

4.6

総輸出額:FOB (百万ドル) 959 737 656

総輸入額:FOB (百万ドル) 1,193 1,275 1,237

対外債務残高 (億ドル) 17.25 17.88 12.70

主要貿易品目 (輸出)

(輸入)

主要貿易相手国(輸出)

(輸入)

綿花,大豆,食肉､木材

機械機器,車両･輸送機械､燃料

食品･飲料､タバコ

ブラシ●ル､オランダ､ア枇■ンナン,米､イ?1)ア

ブラシ◆ル,アルセ■ンナン､米､日本､ドイツ

1.2 農業の状況

(1)一般概況

パラグアイ国における農業の推移を指標で示すと下表のとおりである｡経済活動人口は総人口

の34%､農業人口は同じく総人口比で16%､経済活動人口に占める農業人口は46%である.経済活

動人口に対する農業人口の割合は､過去16年間をとうして若干ではあるが減少傾向にある｡

農業生産は過去10年間で約70%の伸びを示しているが,特に穀物の生産増は約145%と顕著であ

る｡これは,主に輸出作物である大豆の作付面積･生産量の伸びが原因である｡畜産はパラグアイ

国で最も広範に営まれているが､ほとんど粗放的な経営で､草地の単位面積当り飼育頭数は非常に低

い.パラグアイ国での潅概は､殆ど普及していない状態である｡ 組織的な農業基盤整備はほとんど

なく､そ菜を対象にした潅概は殆ど個人レベルで行われており､その数もわずかである｡唯一､水

田潅概のみが水利組合を組織して運営されているが､これ も基盤整備がなされていないため､十分

な水管理は出来ていない｡

(2)農産物の輸出入の状況

パラグアイ国の主要輸出品は､綿花･大豆･木材および肉牛等の農畜産物とそれらの加工品であ

る｡特に綿花と大豆は総輸出額に占める割合が高い｡

一方､主な輸入品としては､機械･石油･鉄鋼が上位を占めている｡ これまで比較的輸入割合
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の高かった消費財のうち､食料品の輸入は小麦の国内生産の増加により減少する傾向にある｡

( 3 )土地利用および土地所有

全国の土地利用状況とその推移は以下に示すとおりである｡ 1990年現在､全国に約222万ぬの

耕地と2,110万haの牧草地が分布している. そのうち､耕作地面積は,1970 年から1990年の間に約

2.9倍と著しい増加となった｡ 一方､同時期に森林面積は43% (10,320ha)減少したo そのため､国

土面積に占める森林面積の割合は､ 1970年の約60%から1990年には34%まで低下したo

1991年の農業センサスによると､全国の絵農家数は､約30.7万戸であり､総土地所有面積は約

2,382万haと報告されている｡ 総農家数の約83%は､土地所有面積20ha以下の小規模農家である｡

1981年農業センサスとの比較では､農家数で約27% (66,000戸)､土地所有面積では約9% (188万ha)の

増加となっている｡ 農家数の増加割合に比べて土地所有面積の伸び率が小さいため､農地の細分化

(小規模化)が進んだものと推測できる｡

農地の所有形態をみると､ 1,000 ha以上の農地を所有する大農が､農場数でわずか1.0%にもかか

わらず総面積の77%を占め､一方､所有面積20ha以下の小農が,農場数で83%を占めるにもかかわ

らず､総面積ではわずか6.2%にすぎない｡パラグアイ農業の抱える,大きな問題点の一端がこのあた

りに明確に現れている｡

(4 )主要農産物の生産状況

国内における主要農産物は､綿花･大豆･さとうきび･小麦･とうもろこし･マンジョカおよび

ポロットである｡ そのうち､綿花と大豆は輸出用として,他の農産物は国内市場向けまたは自家消

費用としての生産が主体である｡

主要農産物のうち､輸出作物の綿花と大豆の生産拡大が著しく､ 1992年には綿花および大豆の生

産量は63･2万トンと1,033万トンをそれぞれ記録した｡これは,両作物とも1975年時点における5

倍の生産量であり､収穫面積においては､ 4倍の増加となった｡ さとうきびの生産も精糖用のほか

アルコール用の原料としての需要の増加により,収穫面積および生産量とも拡大している｡

(5)普及組織

政府は農業普及事務所(SEAG)を通して農業普及に力をいれている｡また､国立勧業銀行､農業

金融公社などの金融機関および農村福祉院が､融資あるいは入植活動を通じて普及に協力している｡

1951年に設立された農業普及事務所は当初22の地方事務所を持つにすぎなかったが,現在では全国に

約140の事務所と約500名の普及員を配している｡

地方の普及事務所の活動は主に小農に焦点が絞られており､各事務所に1人ないし3人の割で駐

在する普及員は､個々の農家を訪れ圃場指導を行っている｡
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2.プレジデンテ州ポソコロラド及びベンジャミンアセバ地区農牧業開発計画

2.1計画の背景

パラグアイ国西部のチャコ地方は面積240千km2､全国土の60%をを占め地形も極めて平坦である

が､人口は約7万人､人口密度が0.3人/km2と低く粗放的な牧場業を除いて殆ど未開発の状況である｡

一方､当国の基幹産業は農牧業であり, GNPの28%,就業人口の47%､輸出額の62%を占めている.

特に綿花と大豆はこの国の2大輪出産品となっており､これらの農産物の国際価格の変動が国全体の

経済に与える影響は大きいなものになっている｡

開発可能性の高い西部は､国土の均衡ある開発,輸出作物の増産及び入植を含めた小農対策など

国家的見地からみても,重要な位置付けにある(】農牧省は国家開発計画で農業部門の重要課題として

以下の項目が位置付けられている｡

①農業改革

･土地なし農民への土地の提供と定住化

･農業改革､土地,環境などに係わる農業関係法令の改

･土地所有の実態調査

②農業書肝ヨ

･国内自給の確保

･輸出作物生産の多様化

･小農の生産性､効率性の増大

･農業生産と密接に関係する農産加工業の振興

③畜産部門

･小農の畜産振興

･生産性向上,家畜衛生のための技術研究

④林業･環境部門

･自然資源データの収集土地利用計画の策定

･自然資源保全プログラムの推進

･環境保全のための法律制定

⑤小農対策

･小農の組織化

･小農向け金融政策

これらをとりまとめると､小農支援､作物の多様性､環境保全の3つが農牧政策の重点分野とな

っている｡

｢パ｣国農牧省はこのような状況に鑑み農牧業の持続的かつ安定的な発展のために､従来からチ

ャコ地域の農牧業開発を検討してきたが,その総括的な開発計画の立案を日本政府に依頼し､ ｢ロー

アチャコ地域農牧業総合開発計画｣のマスタープランを策定している0

プレジデンシ州はアスンションに隣接しおり､国道9号線が縦断しアクセスの良い関係から､近

郊野菜を中心とした小規模潅概農村開発を計画するもである｡
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2.2 計画地区の概要

(1)位置及び範閉

計画対象地区はアスンションに隣接しているプレジデンシ州で､その中でもアスンションから

40k皿と近いベンジャミン･アセバとポソコロラド(州都)の2地区において小規模農村計画を行うも

のである｡

(2)地形状況

ベンシャミン･アセバ地区は標高100-130mの範囲にあり､地形は緩やかな丘陵地になっている｡

またポソコロラドは標高105mの極めてフラットな平原で,森林形態は低潅木材である｡

(3)気象状況

ベンジャミン･アセバはチャコ地域といってもアスンションに近く､気候は大陸亜熱帯気候で年

平均降雨は1,300 -1,500mmで､雨期は10月から4月､乾期は6月-8月となっている｡年平均気温は21
o

C-24o Cである｡ポソコロラドは内陸でにあるため降雨はベンジャミン･アセバより少なく､

1,000mm前後となる｡雨期は9月-4月の間､乾期は7-8月の区分されているが､期間及び降雨量は不

規則である｡年平均気温は23o C -25o Cである.

(4)土地利用状況

①ベンジャミン･アセバ地区:

現在この地区の丘陵地ではサトウキビを中心に営農が行われている｡この丘陵地は約1,800baの面

積である.農家平均面積1.0 haの小農が大部分を占めるo低平地は排水不良地が多く,主に牧畜､植

林を行っている｡

②ポソコロラド地区:

この地域の人口は少なく､人口密度1人/1 km2以下で,東部からの移住者と先住民族の混任地

域である｡土地利用は主に牧畜業で､肉牛主体の畜産が粗放的に営まれている｡農業は小規模農家に

より落花生､ヒマ,ソルガムおよび綿花などがあるが,作物の多様化が課題のひとつである｡

2.3 事業計画の概要

(1)計画の目的

国家政策の重要課題である土地なし農民への農地の供給,小農の生産性向上･畜産振興と農産物

増産による国内自給の確保である｡すなわちポソコロラドは農村開発を伴う土地資源開発を行い土地

なし農民に対し農地を与え､農業･畜産を開発する｡開発面積はげル的規模として3,000baとする｡

また､ベンジャミン･アセバは小農の生産向上と生活改善を図るためサトウキビー作の農業から

潅概による野菜2期作を導入する｡ 1戸当たりの野菜栽培面積0.3haとして潅概面積は540haを計画す

る｡

(2)計画の内容

①ベンジャミン･アセイテ地区
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･計画対象面積:
1,800 ba

･農業整備事業:潅概計画(取水施設､ポンプ施設,潅概施設:潅概面熟ま540ha)

･農産加工施設:野菜選別､出荷場

②ポソコロラド 地区

･計画対象面積:
3,000 ha

･農業基盤整備:潅概計画(地下水開発,ポンプ:潅概面積は300ha) ､農道計画

･集落計画:農村イ〃ラ:井戸開発,医療,教育施設)

･畜産計画:衛生管理施設､屠殺処理場

等であり､これらの事業の実施により土地なし農民への農地の供袷,小農の生産性向上･畜産振

興と農産物増産による国内自給の確保が促進される｡またポソコロラドはチャコ西部の開発モデルと

位置付けることができる｡

2.4 事業実施計画

本事業計画の実施に当たっては次のような開発計画行程のもとで進められるものと思われる｡

①八○ラグ●ァイ政府の要請にもとづいて､日本からの事前調査ミッションによるS/Wの締結

②上記締結にもづいて本計画のマスター7oラ1/と開発優先事業のフィシ●ヒ■リティ調査の実施

③フィシ●E.リティ調査にもとづいて日本からの無償資金協力による基本設計調査(B/D)の実施の

要請と調査の実施

④無償資金協力事業の実施

尚､本計画の実施は農牧省から企画庁に申請され｢パ｣国外務省から日本に要請される｡実施機

関となる農牧省入植計画も含むため農地取得等の問題については国家福祉院との調整が必要となるも

のと思われる｡

2j 計画実施スケジュール(莱)

本計画の調査機関は2年間にわたり､調査は2段階(Phase 1 &Phase2)に分け､ Phase l調査に

おいて地域全体構想との調整,現況把握･基本構想の策定を主として行い､ Phase 2調査においては

事業化計画の策定を行う｡

卓 抜 工 招 宴

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

F/S調査

･Phase1

'Phase2

--------++++

----++++++

無償資金協力

･基本設計調査

･実施設計調査

･建設工事/
施工監理

----+++

+++

ホ●リヒ■ァ国内での現地業務: ++++++ 日本国内おける計画立案の業務
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3.国立農業研究所の圃場及びその他施設に関する近代化整備計画

3.1計画の背景

パラグアイ国は1989年以来国内の民主化を推進しているが,そのためには国民の大多数を占める

小農の経営と生活の安定､向上させることが不可欠な要素となっている.政府はその一環として､主

に小農育成のために､より集約的な野菜等を主体とした作物の多様化政策を打ち出している｡

しかしながら､パラグアイ国における主要野菜の自給率は低く､アルゼンチン､ブラジル等から

輸入に大きく依存している｡近年における主な野菜の自給率をみると､バレイショは10%､タマネギ

は35%､ニンニクは42%,ニンジンは68%などとなり､最も栽培技術技術の進んでいると言われてい

るトマトでさえ約14%を輸入に頼っている｡しかも国内市場においては､年間を通じて需給が均衡せ

ず､年間の一時期には出荷多量のため飽和状態となって価格の下落を招き,生産者に大きな痛手を与

えている反面､他の一時期には出荷が皆無となって価格の上昇を引き起こしている｡この間題解決の

ためには､野菜の周年安定生産技術を開発し､国内において安定的に良品質の野菜を生産する体制を

確立することが必要である｡

国立農業研究所(IAN)はこれらの要請に応えるペき｢パ国｣唯一の農業研究所として,栽培技

術の研究,農民への普及､生活改善を行っている｡しかしながら､ IANの研究栽培圃場の潅激を含め

た各施設は老朽化が著しく､充分な栽培試験等に支障をきたしている｡また施設そのものも古い計画

で近代技術への対応は不十分な状況にある. L4Nはこれらの施設の近代化整備計画により､農業生産

の拡大,生産物のグレイドアップを図るものである.

3.2 計画地区の概要

(1)位置及び範囲

国立農業研究所(L4N)はアスンションから東に48km,南緯25o 24ー西経57o O6一にあり,

国道2号線沿いに位置している｡

(2)地形･土壌状況

仏Nの位置している地域は標高228mの緩やかな丘陵地域にあり､権激用水を貯める貯水池もあ

る｡現在貯水池は2ヶ所あるが潅漉施設が充分でないため1ヶ所の貯水池だけにの利用に止まってい

る｡

(3)気象状況

年間降雨量は1,200mm-1,600mmである｡季節は夏と冬に大別され,春秋の期間は短い｡ 冬季

には､しばしば降霜がみられる｡ 乾期,雨期の区分はあまり明確でないが､一般的に雨量は比較的

夏に多く､冬に少ない｡ ただし､月毎の降水量は毎年変化が激しく,従って予測がつかめないのが

特徴である｡ IANに近い首都アスンシオンの気象データを示せば以下のとおりである｡
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アスンシオンの気候

月 123456789101112

平均気温℃ 28.92B.526.923.220.618.718.519.822.024.327.02B.6

降水量mm 18115216417113376494789136128150

平均渥度% 64676974747370686862636l

3.3 事業計画の概要

(1)計画の目的

IANは1946年米国の援助で設立され､ 1966年までその技祐協力(STIC)を受けていた｡ 1966年にパ

ラグアイ国は農業省のなかに農林業技術普及院(DIEAF )を設置し,以後DIEAFの管轄下になり活動

を行っている｡ IANは野菜を主に小麦､メイズ､ジャガイモ､ソルゴなどの育種,栽培,潅概効加な

どの研究を行っている｡ 1982年よりIANにおいて専門家による技術協力を行っている｡

近年野菜が国民の健康食品として見直され､需給率が高くなってきており､今後とも食生活の改

善並びに向上にともなって一層高まるものと考えられる｡更に市場では価格が高いにもかかわらず､

品質や形状に優れた海外産品を好む傾向が支配的になってきた｡

しかしながら､当国における野菜栽培技術は低く､研究機閑､栽培農家いずれのレベルにおいて

も野菜に関する知識が乏しい｡最近は野菜栽培に関連する農薬の多量使用が自然環境の汚染にもつな

がり､生鮮野菜の残留毒性を含めて現在問題視されている｡

したがって､当国における野菜の技術の確立､野菜研究の推進と強化は､当国の農業政策の重要

課題となっている｡

そこで農牧省は野菜･穀物の試験･研究･専門家の教育･普及機閲となっているLANを野菜専門

の研究･試験栽培機関と位置付け､その強化に当たる組織を構築した｡しかし､ LANの施設は1966年

以来手を加えておらず､施設の老朽化が進んでおり､また機材も近年の研究レベルに合わない旧式の

もであるため､これらの施設の改善を行うものである｡

(2)計画の内容

計画の主な内容としては,試験圃場の整備､試験栽培のための育苗及び研究施設整備､農機具等

の整備が中心となる｡

①試験圃場の整備

試験圃場は現在300ha所有している｡その内の一部が野菜試験栽培圃場と(8ha)となっている｡

この圃場に潅概施設はあるが､老朽化のためにポンプをはじめ散水機器が利用できない状況にある｡

また､圃場内パイプラインも充分でない｡ /小麦等､メイズ等の穀類の試験圃場は一部野菜栽培試験場

(50ha)にかわる計画にあり､これらの圃場のには新しく潅概施設が必要となっている.

･貯水池の補修(姥体) :貯水池2ヶ所;堤体修理
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･ポンプ場の改修 : 100mmホンプ4台

･送水管及び散水施設の整備 :パイプライン200-50Ⅲ皿 4km

･農道整備 :簡易舗装1.Okm,砂利道10km

②育苗及び研究施設整備

･育種用機材:ネットハウス､ガラスハウス,

･研究用機材:生物環境調整装置器材､分析装置､低温室

･研修用機材:視聴覚機器､工作機材

③農業機械

･農耕機械:トラクタ-及び付属作業機械､薬剤散布機

･圃場管理:ピックアップ,ジープ等

等であり､これらの事業の実施により､野菜の生産性向上､安定供給､高品質化等に資する栽培

技術の確立､併せて農薬の乱用による環境汚染防止を図る｡同時に研究所では野菜の優良種苗生産､

栽培､病害虫防除等に関する適正技術の確立する｡

3.4 事業実施計画

当該計画の実施に当たっては次のような事業計画行程のもとで行うことになる｡

①パラグアイ政府の要請にもとづいて,日本からの事前調査ミッションによるS/Wの締結

②上記締結にもづいて日本からの無償資金協力による基本設計調査(B/D)の実施

③無償資金協力事業の実施

尚,本計画の実施に当たっては農牧省は｢パ｣国外務省を通し日本国に要請される｡実施機関と

なる農牧省と仏Nは事業を受け入れ､実施の協力体制を確立することが必要となる｡

3･5 計画実施スケジュール(莱)

本計画は無償資金協力業務として日本へ要請された後に,基本設計調査により業務のスコープを

確定し､事業が実施される計画となる｡

今 佐 工 群 書

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

ボリビア政府

日本政府に申請

無償資金協力

基本設計調査

実施設計調査

建設工事/

施工監理

---++++

-----++++

ホ●T)ビ7国内での現地業務 ++++++ 日本国内おける計画立案の業務
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4. 総合所見

(1) プレジデンテ州ポソコロラド及びベンジャミン･アセバ地区農牧業開発計画

パラグアイ西部チャコ地方は､全国の約60%占めているが､土地利用率は低い状態にある｡開発

可能性の高い西武は､国土の均衡ある開発､輸出作物の増産および入植を含めた小農対策など重要な

位置付けにある｡プレジデンテアイエス州の中心でもあるポソコララド､及びアスンション近郊のベ

ンジャミンアセバはいずれも国道9号線に位置し､この地域に対し農業基盤､生活環境,農業支援体

制を確立すれば､チャコ地方のモデルとなりうる位置付けにある｡

本地区はポソ･コロラドを中心として3,000baについて,小農定住型農村の建設､またベンジャミ

ンアセバは現在小農によるサトウキビの生産を行っているが､農家所得が低いため離農現象もみられ

る｡本地域を近郊野菜の生産地としての潅概農業を導入する｡これら2地区を合わせたF/S調査を

実施し､潅概農業を主とした農村開発の実施計画を立てるものである0

チャコ地方の開発については1994年JICAの技術協力で｢ローアチャコ地域農牧業総合開発計画｣

のマスタープランが実施され､基礎調査は終了している｡本調査地域はマスタ-プランの調査範囲に

あり､早期開発をパラグアイ農牧省も強く希望している｡

( 2 )国立計画農業研究所の圃場及びその他施設に関する近代化整備計画

パラグアイ国は1989年以来国内の民主化を推進しているが､そのためには国民の大多数を占める

小農の経営と生活の安定,向上させることが不可欠な要素となっている｡政府はその一環として,主

に小農育成のために,より集約的な野菜等を主体とした作物の多様化政策を打ち出している｡当国は

南米共同市場の施行により､小農が打撃を受けることが危供されており,小農の技術競争力の確保が

民政安定上緊急の重要課題となっている｡

国立農業研究所(IJU)は当国の中央農業研究所として､これらの要請に応えるペき｢パ国｣唯

一の農業研究所として､栽培技術の研究､農民への普及､生活改善を行っている｡しかしながら､

IANの研究栽培圃場の潅概を含めた各施設は老朽化が著しく,充分な栽培試験等に支障をきたしてい

る｡また施設そのものも古い計画で近代技術への対応は不十分な状況にある. LANはこれらの施設の

近代化整備計画により､農業生産の拡大､生産物のグレイドアップを図るものである｡

当研究所は現在職員72名で､ 1985年以来JICA個別専門家が延べ9名受け入れている｡今後当研究

所は野菜専門の研究･普及機閲としての役割を担うものとされており､施設の近代化により効果の高

い技術が農業生産に効果を与え､多くの農民が神益を受ける計画である｡ LANは本事業の早期実施を

望んでいる｡
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ケツカ川流域農業・

集村絶食劇尭升菌

農村総合開発計画

ケッカ川貯水池サイト

（自然取り入れ水路が確認される）

集水流域の植生

貯水池下流の受益地区

・-29－



自然取水工（1）

自然取水工（2）・

受益池内の川を渡るパス
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流域上流部の河川状況

地区内自然取り入れ水路

地区内農家

（規模の大きい農家）
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洋裁胃鎗くジ十ガイモ裁尊）

灌漑圃場（ジャガイモ栽培）

キノワ栽培　裁稽

地域内の中心都市

〟コ仙｝l
ACHACACHI
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オルロ州小規模灌漑計画　撫濃鮒誌

フンツタ地区貯水池サイト

（石積の取水口が確認される）

地区内圃場（牧草）

地区内農家（ハウス栽培が見られる）
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地区内圃場（小麦栽培）　蟻川潮♯）

地区内圃場（雨期のみ栽培）

地区近隣主要集落溝圭璽濃霧

(CARACOLLO)

好捕腫Ol⊥OI

ーユ4＿
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ポソコロラド及びベンジャミン・アセイテ地区

農牧業開発計画

ベンジャミン・アセイテ集村（1）

ベンジャミン・アセイテ集村（2）

シュガーケン畑
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サトウ工場

ボソ・コロラド地区（牧場）

ボソ・コロラド地区（湿地帯）
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国立農業研究所の圃場及びその他

施設に関する近代化整備計画

老巧化した貯水池

ポンプ場と給水パイプ

灌漑用老朽パイプ

一
一

-
3
7
-
T

t
J

■



老朽化したネットハウス

苗床施設

洗練頓的通路

試験場内道路
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6.添付資料

6.1調査日程及び面会者

R 搾

平成7年

3月 4日(土)

3月 5日(日)

3月 6日(月)

3月 7日(火)

3月 8日(水)

3月 9日(木)

3月10日(金)

3月11日(土)

3月12日(日)

3月13日(月)

3月14日(火)

3月15日(水)

3月16日(木)

3月17日(金)

3月18

成田発/ロスーリオ

リオ発-ラパス着

農牧庁と日程調整

P/F協議

日本大使館表敬

現地調査(オルロ)

ラパス-オルロ

現地調査(ケッカ川流域)

ラパスーアチャカチ

JICA打ち合わせ､資料収集

日本大使館報告

現地調査(ケッカ川流域)

農牧庁打ち合わせ

資料収集

資料収集資料整理

ラパス-アスンション

農牧省表敬打ち合わせ

日本大使館

現地調査 (ポソコロラド)

現地調査(へ○ル●†ミン･7セロ)

農牧省表敬打ち合わせ

日本大使館報告

現地調査(仏N圃場)､資料収集

アスンション発一機中

ロス一機中

移動日

移動日

Ing. Jorge RosalesKing (農業次官)

hg. C訂los Ⅶegas Sarmiento (海外協力部長)

千賀利明､高津 寛∬CA専門家､

平松弘行参事官

Ing. Marcel ARabe Ⅵsques (コルデ加給裁)

hg. Ⅵ血1do G. Htnna (事業部長)

hg. LucioAndrade B. (農業開発担当)

千賀利明JICA専門家､

川上徹JICA所長 三浦喜美男ICA副所長

木下雅司書記官

千賓利明JICA専門家

hg. C打los Ⅶegas Sarmiento

移動日

題辞 純専門家, hg. Francisco lbamN.

Jisasi Ueno

hg. Francisco Ibarra N･

hg. Francisco Ibarra N.

Ing. Ronaldo a Dietze

萩原秀彦書記官JICA: Eaichiro Shimizu

原田専門家(JICA)

移動日
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6.2収集資料

- Dise元o Final Ca血alizaci6n Rio Achacachi - hfome Filla)

- Proyecto Riego Junthuta

- Proyecto de Riego Cachi Cachi

- Proyecto Riego Umiri- PaJma

- MapadeBolivia - 1 : 1500,000 (全国)

- MapadeKeka (Bolivia) - 1 :50,000 (計画地区)

- MapadeParaguay - 1 : 1,W,000 (全国)

- MapadeAsunci6n - 1 : 250,000(計画地区)

- Datos Metereo16gicos (Achacachi)

- Proyecto de Regulaci6n de la hguna TAYPICHACA

I EstrategiaDesarrollo LA PAZ

6.3業務従事者経歴書

氏名

生年月日

現住所

専門技術

最終学歴

職 歴

主要業務経歴

進藤 澄雄(SHひ(DO SUMIO)

昭和18年9月30日(51才)

東京都町田市相原369 (Tel.0427-73-0558)

農業土木､地域開発

昭和41年東京農業大学農学部農業工学科卒業

内外エンジニアリング海外事業本部､技術部長(昭和41年一現在)

昭和56年 インドネシアT)†ムカナン潅概計画Dの潅概排水

昭和58年 エゾ7oト北Jtサイニ7Lio-トサイド南部農業開発計画F/S施設設計

昭和59年 へ○ルーチャンカイワラル谷潅概復旧計画F/S潅概排水

昭和62年 へ○ルー野菜生産技術センターモデルインフラ整備事業施工管理

昭和63年 八○ラク●7イラ･コルメナ農村総合整備計画F/S潅概排水

平成2年 八○ラク'7イラ･コルメナ農村総合整備計画D/D潅概計画

平成3年 コートt)+ホ●アール･ヌシ●川農村総合整備計画S/W環境評価

平成3年 ウランバトル周辺農業･農村総合開発計画

平成4年 モンゴル･ダルハン種子増殖開発計画

平成5年 7.ルキナ77tJ･ムーン川上流域農業総合開発計画

平成6年 モn'ル･八+7ツン八○ル果樹園芸施設整備計画

平成6年 エクアドル･ハ○八○シ■†クタ養殖開発センター計画
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