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はじめに

本報告書は中南米のドミニカ共和国とコロンビア共和国の2ケ国を対象に平成1 0年2月

25日より3月1 5日にかけて実施したプロジェクトファインディング調査結果をとりま

とめたものであるo今回訪問した両国はスペインを盟主国とし､スペイン語を母国語とし

ているところは同じであるが､地理的には離れており､その自然条件､社会経済条件にお

いては性格は異にしているところが多い｡

ドミニカ共和国はカリブ海に面する島国でその面積は日本の13%弱(四国と同程度)でし

かなく､地形･気象的に変化が乏しく､治安的には比較的安定している｡貿易ならびに移

民･出稼ぎといった面で中南米諸国より米国に大きく依存している国である｡これに対し､

コロンビア共和国は､南アメリカ大陸の北端に位置し､その国土面積は日本の約3倍に達

する｡国土は太平洋と大西洋(カリブ海)の両洋に面し､国内を3本のアンデス山脈が貫

通し､地形･気象条件は変化に富み多種多様である｡また内政的には､コカインや反政府

ゲリラなど複雑な問題を抱えた国である｡経済的には米国以外にも近隣の南米諸国やEU

との結びつきを強めている｡

また､開発に対する姿勢も以下に記すような点で差異があるように感じられた｡つまり､

ドミニカ共和国では1996年まで過去30年のそのほとんどに亘り政権の座にあったバラゲ

-ル大統領のもとで財政の許す限りインフラ整備中心の開発政策が推し進められてきた｡

しかしながら､その政策の弊害として社会格差の増大や森林面積の減少に代表される環境

問題が噴出してきており､ 96年の政権交替により新たに大統領に就任したレオネール氏の

もとでようやく開発の重点が社会開発や植林などの天然資源の修復に向けられ始めている

のが現状である｡一方､広大な国土を有するコロンビアでは地域間交易の推進及び地域間

格差是正を目的としたインフラの整備は勿論重要な国家政策の1つではあるが､反政府ゲ

リラ対策を意識した貧困の撲滅および持続的開発を目指した環境保全が8 0年代から重要

な政策目標となりそれに沿った様々な施策が実施されてきた｡この結果､外国からの協力

については国内での技術の蓄積が進んだインフラ整備より､天然資源の適正管理と保全に

高い優先度が置かれるようになっている｡

今回ドミニカ共和国でとりあげた2件の対象案件のうち『AGLIP0-Ⅰ農業開発計画｣]は我

が国の円借で完成した施設が完成後の国内の情勢の変化(電力事情の悪化)により機能が

中断されるまでに損傷を受けたことにより緊急なリハビリが必要となり､それを平成1 0

年度より供与が開始される我が国の《リハビリ無償)案件として実施できないかどうかを

探るため現地調査したものである｡対象地域は国の代表的な穀倉地帯であり､このプロジ

ェクトをリ-ビリし施設の機能を修復させることはドミニカ共和国の食糧安全保障の観点



から無視できない計画である｡また､もう1つの案件である『マオ川上流域天然資源適正

管理計画』は現在政府が推進している《Plan Quimbaya Verde (国家緑化計画)》と水利

庁(INDRHI)が策定中の《全国水資源整備計画》に沿った計画である｡従って､両案件

とも国家政策に合致した計画でありその実施が国の社会経済の発展に与えるインパクトは

非常に大きいと云える｡

コロンビア共和国は､既に述べたように国内に複雑な社会問題を抱え､我が国のODA供

与に関し案件の内容以前にその案件の対象地域の治安状態が議論される国である｡事実､

今回のプロジェクトファインディングの当初の計画では対象案件は『セサール県農村総合

開発計画』としていたが､現地入りした後目本大使館､ JICA事務所等において現地事情

を拝聴した結果､対象地域の治安に問題があり当該案件が日本の技術協力で実施される可

能性は少ないという結論に達し､今回の対象案件からとりやめることした｡事前の情報収

集の不備の不明を恥じる次第であるが､現地日本大使館から有益な助言を拝受しコロンビ

ア国内で最も治安の問題が少なく､かつてJICAの技術協力が実施され且つ現在も青年海

外協力隊の隊員が活動しているカJげス県とキげィオ県を訪問することができ､現地関係者の

熱心で協力的な対応により『カルダス県農業･農村総合開発計画』と『キンディオ県天然

資源保全センター』の2件の案件を形成することができた｡いづれの案件も現在コロンビ

ア政府が開発計画の中で重点をおいている､市場化経済､資源の有効活用･適正管理保全,

地域住民の参加をコンポーネントとして包含した案件であるので､ドミニカ共和国の2案件同様

国家政策に合致した計画でありその早期実施が待たれる計画である｡

今回のプロジェクトファインディング実施にあたり､ご多忙中にも拘わらず面会していた

だき有益な助言をいただいた両国の大使館の書記官並びにJICA事務所の皆様方､協議会

議の機会を提供してくれさらに現地調査に同行していただいた両国政府の関係者の方々に

は大変お世話になりそのおかげで成功裡に調査を完了することができた｡ここにおいて関

係各位に深甚なる謝意を表す次第である｡

ドミニカ共和国､コロンビア共和国

プロジェクトファインディング調査担当

太田 民夫
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Ⅰ.ドミニカ共和国

Ⅰ-1.ドミニカ共和国の概況

ドミニカ共和国はカリブ海に浮かぶイポニヨーラ島の2/3を占めその国土面積は48,670.82 km2

である｡ 1996年時点での推定人口は約750万人で､人口密度は154人/km2となっている｡

過去5年間国内の人口は年平均1.9%の割合で成長してきている｡

GDPの年平均成長率(1992-96年)は4.8%を記録している｡ GDPのセクター別構成割合

は､製造業(17･0%)､農牧業(12.9%)､商業(12.3%)､政府部門(8.3%)の順序になっており､

このうち農牧業の年平均成長率はGDPのそれを下回る3.5%にととまっている｡

国の貿易収支は資本収支の黒字幅が大きくそのおかげで近年黒字基調で推移してきたが､

1996年には赤字に転じた｡経常収支は常に輸入が輸出を凌駕するという貿易収支の入超が

原因となり恒常的に赤字を記録し､ 1996年の赤字額は17.6億USSに達し過去最大となっ

た｡輸出にはフリゾーンが大きく寄与しており輸出額全体の3/4を占めている｡国の輸出産品

は伝統的輸出品と呼ばれる6産品(砂糖､コーヒー､カカオ､タバコ､ニッケル､合金)

に代表され､それらがフl)サンを除いた輸出総額の6割を占めている.一方輸入品の構成は

原材料(45%)､消費財(34%)､資本財(21%)の割合(1996年)となっている｡個別の輸入品で

は石油製品が全体の21%と圧倒的なシェア-を占めている｡

1996年末時点での対外債務額は29.95億USSで､前年末と比較し1.22億USS減少してい

る｡最大の債権者は米国政府で全体の32%を占め､以下米州開発銀行(27%)､スペイン政

府(9･4%)､世界銀行(8.1%)､日本政府(6.5%)という順序になっている｡日本政府の債権額

は1996年末で1.96億USSで前年末より0.38億USS少なくなっている｡

ドミニカ経済は1980年代から90年初頭にかけて大幅なインフレと国内通貨の急激な切り

下げに見舞われたが､ここ数年はIMFの勧告による構造調整政策を実施した効果が現れ､

それらは鎮静化した｡消費者物価の上昇率は12%を記録した95年を除き過去5年間は一

桁台を保持し､一方ドミニカ通貨(ペソ=RDS)の対USS為替相場は1998年2月現在で

US$1=RD$14.2であり､過去5年間のペソの切り下げ率は13.6%と落ち着いている｡

国の主な社会指標としては､平均余命(70.5才)､乳児死亡率(37人/1000人)､成人非識

字率(18%)､婦人一人当たり出産(2.9人)､小学校学籍登録率(97%)､保健衛生施設-

のアクセス(85%)となっている｡
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ドミニカ共和国では1966年以降､ 78-82年､ 86･90年の二期を除き長期に亘りキリスト教

社会改革党のバラゲ-ル大統領の政権下にあったが､ 1996年の選挙では自由党のレオネー

ル氏が当選し大統領に就任している｡現大統領はその政策の主眼を《貧困の軽減》､ 《汚職

の防止による政府の改革と近代化)､ 《公共サービスの効率化と質の向上》に置き､また開

発戦略としては､ i)マクロ経済の安定､ ii)生産部門の活性化､ iii)社会の公正､ iv)財政

改革を掲げている｡

Ⅰ-2 農業セクターの概況

ドミニカ共和国の農業セクターはGDPの13%を産出し､雇用の15%を吸収し､輸出総額

の31%を占める重要なセクターであるが､近年その重要性は減少傾向にある｡農業生産は

伝統的輸出産品と呼ばれるサトウキビ､コーヒー､カカオ､タバコの4品目により支配さ

れ､これらは栽培面積の45%､農産物輸出額の75%をカバーしている｡近年の国の農業セ

クターの不振はこうした輸出品の輸出量､金額の減少と密接に結びついている｡政府はこ

の局面を打開するため､果物､花井､野菜､畜産品などの非伝統的農産物の生産を奨励し

ているが､未だ伝統的輸出産品の減産分を補填するに至っていない｡農業生産が期待する

成果を達成できない要因としては以下の点が考えられる｡

① IMF勧告による構造調整政策の実施により投資が減少した

② 市場･流通-の政府の介入が依然として顕著でありその分野での民営化が遅れている

③ 営農融資の原資が不足し作付を阻害している

④ 関税に関する規制が徐々に廃止され,国内の農家(特に､中小農家)の国際競争力が

減退している

⑤ 技術指導､営農普及サービスが不満足である

⑥ 土地､資本､労働が砂糖産業という非効率的な政府支配産業に集中している

⑦ 政府管轄の入植地が全耕作地の40%に及んでいるが､生産基盤の老朽化､地権の不確

定により耕作が放棄された土地が多く存在する

⑧ 澄渡施設の維持管理が適切でなく潅親水の供給が不十分であるため安定的した生産が

実現できない｡
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マオ川上流域天然資源適正管理計画



lマオ川上流

●　現在この下流で大規模なダム

（モンシオンダム）が建設中であり

ダム完成後は流域の大きな変

化が想定される。

マオ川上流山岳地帯

●　森林の伐採が進み、植生被覆

面積が減少し水源滴養能力を

減退させている。

傾斜地でのキャッサバ栽培

●　マオ川上流地帯での主要栽培

作物はキャッサハ寸である。土壌のエ

ロージョンを引き起こす要因とな

っている。
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Ⅰ-3 マオ川上流域天然資源適正管理計画

1-3-1 計画の背景

ドミニカ共和国の国土面積は約483.8万baと限られているため､その大部分は農牧用地

として既に利用されている｡近年の急激な人口増加の結果土地なし農民が多く出現し､こ

られの農民は森林を伐採しエローシヾ]ンの危険度の高い山岳傾斜地を開拓して農耕を営んでい

る｡この結果森林面積は年間4,000 baの割合で減少し河川の上流域の86%が資源の劣化

の問題を抱えているといわれている｡

国内には合計14の河川流域があり､その流量の合計は200億m3/年と見積もられている｡

これらの水資源は発電､澄渡､生活用水に利用されているが､これらの水資源の管理につ

いては組織立ったものがなく水資源の質の悪化と量の減少が顕著であり利用者の生活を脅

かしている｡

流域の適正管理システムの不在と土地資源の不適切な利用により水源の滴養力が低下し､

土地の生産性が損なわれ､さらにエロ-シ十ヨンにより河川に土砂が堆積し濯概､発電､生活用

水-の水資源の利用に影響を及ぼすようになってきている｡土壌の損失は流域により異な

るが､ 95-550t仙a/年程度に達すると考えられている｡

国内の森林資源の問題を要約すると､ 1)伐採の進捗が急激で､エロ-シヾヨン､土壌の生産性低

下､河川における堆砂､流量の減少などの問題を引き起こしている､ 2)伝統的な法規制の

問題により､農村住民が森林に対し敵慢心を抱いている､ 3)家庭燃料としての薪が重要視

されておりそれが森林伐採の問題と結びついている､ 4)農牧開発と森林資源の適正管理と

の間には矛盾が存在する､が挙げられ､さらにこれらの背景としては1)森林資源保存の

社会費用および便益に関する認識が関係当局になく､そのため政府の開発計画内でそれに

対する優先度が低く十分な予算の配分がない､ 2)農村地帯での貧困と雇用機会の不足によ

り地域住民は山間部の傾斜地で耕作を行う以外の生活手段を見出し得ない､ことがある｡

このような状況下水利庁(INDRHI)は米州機構(OEA)の技術協力により水資源および

土壌資源の合理的管理と持続性の保持の成就を目的とした『水資源整備国家計画(Plan

Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidraulicos)』を策定中である｡また､ドミ

ニカ共和国政府は森林の伐採による悪影響を抑制するため『Plan Quisqueya Verde (国家

緑化計画)』という植林計画を全国レベルで実施することを決定し､ 1988年には約6,300ba

の植林を予定している｡
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現在マオ川流域のモンシオン市において発電､濯概用水､生活用水の供給を目的としたモンシオンサ

ムが建設中であるが､このダム建設地点より上流域では住民による燃料供給のための森林

の伐採や､土地なし農民によるキャッサバなどの栽培のため傾斜地が適切な土壌保全手段

もとらずに利用されている｡このような状況を放置すればダムの貯水能力の低下およびダ

ムの耐用年数自体に悪影響が及ぶことが懸念されている｡ドミニカ共和国政府はこのよう

な事態を根本的に解決するためマオ川上流域の天然資源の適正管理計画の実施を計画して

おり､そのための技術協力を外国政府に要請したい意向である｡

1-3-2 計画対象地区の現況

マオ川はドミニカ共和国最長の河川であるシ寸ヤケ･デル･ルテ川の支流の1つであり､その総延

長は99 km､流域面積は867 km2である｡標高は水源地帯で2,500 m､シ寸ヤケ･デル･ルテ川

との合流域で180 mとなっているが､その流域の20%は標高800以上の地点にある｡平

均流量は20.27 m3/sであるが時期的な変動があり､乾期である5月には8.7m3/sまで減少

し､一方雨期である1 0月には34.88m3/sまで増加するo但し､既に述べたように現在流

域の中間地点付近でモンシオンダムが建設中であり､将来その流量がダムの稼働により大きく

影響を受けることが想定される｡

気候区分は亜熱静性気候地帯に属し､年間降水量は高度により変化し200
mmから2,000

mmまでの幅がある｡対象地区の土地資源をその適性から分級すると､ 90%近くの土地が

森林以外には適性がない7級となっており､ 8.5%が制限付農牧適地であり､農業適地は僅

かに全土地面積の1.5%に過ぎない｡しかしながら実際は､農牧不適地である7級の山間傾

斜地が年間3.2%の割合で耕地化され､その結果森林として残されている土地は69%に減

少しており､これに対し放牧地として21%が､耕作地として10%が利用されており､農牧

不適地において生産性の低い農牧活動が営まれていることを表している｡こうした不適切

な農耕慣行が強度の降雨､植生の損失､地形条件を無視した道路の建設などと相侯って年

間117t/haのエロ-シナヨンを引き起こす要因となっている｡

マオ川上流域はドミニカ共和国北西部に位置するサンテj7コ÷ ･ロドげス県並びにサンテ17コ11県に属

する｡地域には36の集落が存在し13,000人前後の住民が居住していると見積もられてい

る｡住民の生活基盤は農牧林業およびそれらの雇用､日雇い労働が大部分である｡所得水

準から判断すると住民の約7割が貧困状態にあると判断される｡

地域の社会経済上の問題点を整理する以下の通りである｡
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①生活用水､電気､保健衛生施設､道路､教育などの社会基盤施設が遅れている｡

②住民は農牧林業では満足いく収入が得られず､生活の為他に収入源を求めねばなら

ない｡

1-3-3 計画の内容

(1) 計画の目的

当計画の目的は､国内で最重要河川であるシ十ヤケ･デル･ノルテ川の第一の支流であるマオ川上流

域の再生可能天然資源の管理システムを改良し､植生被覆面積を拡張するとともに持続可

能な農牧林業活動の実現と社会基盤を整備することにより地域住民の生活水準を高めるこ

とである｡事業実施のより具体的な目的は以下に列挙するとおりである｡

①他の地域の規範となるような再生可能天然資源の管理モデルを開発する｡

②適切な管理方法を樹立することにより天然林を修復し､再植林を行ない､持続可能

な森林資源の利用システムを確立する｡

③地域住民の積極的な参加により商業林の保存管理プログラムを実施する｡

④既存の森林保護地域を保全するとともに新たな保護地域を設ける｡

⑤ェローシ～ヨンにより失われた土壌を回復させ､アク11ロ･フォレストリーの導入とェローシ寸ヨン防止工法を

確立することにより土壌の生産性を高めることにより小農にその便益をもたらす｡

⑥地域住民の天然資源保存･管理意識を高揚させるため環境教育を実施する｡

⑦社会基盤施設を整備することにより住民の生活環境を改善する｡

(2) 計画の内容

計画対象面積はマオ川上流域の60,900 haであるが､ 26,800 haのArmando Bermddez

国立公園を含む｡残りの面積は国有地(27,400 ba)と私有地(6,700 ha)に分類され､国有地

のうち3,200haは環境保護地域となる｡

マオ川上流天然資源適正管理計画は､ 1)森林資源保全管理､ 2)農村開発､ 3)アクヾロ･フォレスト

リー､4)組識強化､環境教育5)商業林業の開発の5つのコンホ=-ネントにより構成される｡各コン

ポーネントにおいて必要とされる実施計画の内容は以下のようになる｡

1)森林資源保全管理

a･環境保護地域であるArmando Bermddez国立公園(26,800 ha)の監理と新たに3,200
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baの環境保護地域の確立｡

b.森林火災防止対策の確立

c, 6,450baの植林

a.森林資源管理のための道路網の整備

2)農村開発

a.農村給水施設､送電線､地方道路の整備

b.学校､保健所､民芸品加工所､文化センターの建設

3)アク十ロ･7オレストリー

a.樹木との間作による永年作物(主にコーヒー)の栽培

b.植林と放牧を組み合わせた林間牧畜の実施

c.土壌保全の考慮し単年作物の栽培

a.水産養殖

4)組識強化･環境教育

a.アク1'ロ7オレストリー開発のための実験圃場の設立(苗床を含む)

b.環境教育､トレーニングの実践

c.環境モニタリング手法の確立

d.農村組識のリーダーの育成

5)商業林業開発

a.商業目的とした植林

b.木材加工､保存施設の建設

1-3-4 事業実施計画

事業実施機関は河川流域の管理･保全の責任官庁である水利庁(INDRHI)とする｡但し

当計画が様々なコンホニーネントを包含しているため､農業省(営農指導)､林野庁(森林資源の

保全管理､植林)および公園管理庁(国立公園の監理)の技術面での支援､協力を得るこ

とが必要となる｡ INDRHIは事業計画の策定､資金調達(外国からの借款も含め)､調査

の実施､コンサルタントおよびコントラクターの雇用､事業の管理(実施中および実施後)､

環境教育･トレーニングおよび環境モニタリングの実施に責任を持つ0

事業実施に先立ち調査が必要となるがそれは外国から技術協力(無償)により実施する｡
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また､事業資金のかなりの部分は外国からの借款により調達する(事業の中でパイロット

計画を樹立しそれを外国政府の無償で実施する可能性も検討する)ことを考慮する｡

事業実施期間は5年間を見込む｡年度毎の事業費支出計画は､ 1年目(12%)､ 2年目(31%)､

3年目(20%)､ 4年目(21%)､ 5年目(16%)となる｡

1-3-5 計画実施に関する所見

ドミニカ共和国での開発政策は1966年より1996年までの30年間の大部分の期間におい

て大統領の座にあったハ11ラケ十-ル政権下では､道路などの交通施設､発電､通信､澄渡とい

った経済インフラストラクチャーの開発に重点がおかれてきた｡その結果､ハ÷ラケ.1-ル政権の末期には地

域･格差の増大による農村住民の流出や天然資源の劣化といった問題が､そのまま放置す

ると国の存続性を危険に陥れるまでに目に付くようになり､ドミニカ共和国の国民は状況

の改革を望み1996年に行われた大統領選挙では当時野党の候補であったレオネール氏を当選さ

せた｡

新たに大統領に就任したレオネール氏はインフラ整備よりも社会福祉に貢献する政策の実施を

明言しており､また国家緑化計画による水源地帯での植生回復事業も推進している｡また､

国の水資源の管理責任官庁であるINDRHIも水資源の酒養能力保持という観点から河川流

域上流部での資源の保全を高い優先政策としている｡従って､当計画は国家政策に合致し

た計画であると判断でき､その実施は国家的観点から期待されているといえる｡

他方,当計画には土壌保全耕作法､アク寸ロブオレストリー､環境教育､住民参加といった今までの

ドミニカ共和国の開発計画にはなかった革新的なコンポーネントであり,国内の他の地域に波及

することが期待できるものである｡

さらに､現在マオ川中流域では発電､濯概を目的とした重要な国家的事業であるモンシオげム

が建設中であり､このダムの将来の機能を損なわないためにも当計画の実施は不可避であ

るといえる｡

以上のような広範な影響力に鑑み､当計画の早期実施が求められる｡
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GLIPO-Ⅰ農業開発リハビリ計画



支線排水路

●　除草等の維持管理作業が実施

されていないため、排水路は

ほとんど機能していない。

水田予定地

●　プロジェクト地域内で施設完

成後水稲の二期作が実現する

見込みであったが、潅漑水が

届かないため放牧地として粗

放的に利用されている耕地が

かなりある。

水路に設置された水門

●　水門の操作についてプロジェ

クト全体での組織だっか計画

がなく、農民がそれぞれ関係

する水門を勝手に操作するた

め、部品の除去や、盗難、損

傷が顕著である。
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ナグア川河口防潮樋門①

●　ゲートは3門設置されている

が維持管理状況が悪く、ゲー

トは閉じたままである。

ナグア川河口防潮樋門②

●　堆砂の汝漠作業が実施されて

いないため、海水がゲートを

乗り越えて逆流している。

カニョロコド河口閉塞

●　50年に一度の台風の来襲によ

り、波の動きが設計時点で予

測したものと大きく変化し、

防潮樋門が建設されたカニヨコロラ

ドの河口が閉塞状況にあり、

樋門の機能を阻害している。
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Ⅰ-4 AGLIPO-Ⅰ農業開発リハビリ計画

I-4-1計画の背景

ドミニカ共和国は米の自給達成のための増産を目的として､同国北東部ジュナ川下流部の

アグリポ(AGLIPO)地域において受益面積7,500 haを対象とする潅概･排水計画の実施を

決めた｡ AGLIPO地域とは農地改革庁(IAD)が管轄するEI Pozo地区､ Aguacate-Guayabo地

区､ L上mon del Yuna地区の総称であり, AGLIPO-Ⅰ計画はEI Pozo地区を対象とした計画

である｡この計画はは1980年にJICAによってF/Sが行われ､ OECFローン(86.65億円)

により1984年にD/Dがそして1989年に工事が完成した｡尚､ AGLIPO地域の他の2地区に

ついても､ JICAのF/Sは両地区において､ OECFローンによるD/DもAguacate-Guayabo地

区において実施済みである｡

AGLIPO一Ⅰ計画において完成した施設の主なものは以下に示すとおりである｡

施設名 数量､計画諸元 施設名 数量､計画諸元

濯概施設 排水施設

主ポげ場 1ケ所､ 5.5m3/s 河川改修 14.7 km

副ポンプ場 3ケ所､ 1.7m3/s

取水堰 2ケ所

幹線用水路 32. 0 km

支線用水路 186.0 km

幹線排水路 59. 0 km

防潮樋門 2ケ所､ 6ゲ-I

導流堤 714 m

農道

幹線 28,2 km

支線 228. 8 klⅥ

水源計画については､ F/S時に頭首工案､ダム案､ポンプ場案の3案を比較検討し､ポン

プ場による揚水を採用した｡当時はドミニカ国内において電気の供給は安定しており､電

力利用の農業用ポンプには補助金が適用され料金の優遇措置が適用されたほどであった｡

事業が完成し揚水機場､防潮樋門､道路､用水路､排水路等の施設の運用が始まったが､

このうちジュナ川からの揚水のために建設した主ポンプ場(渇水期の計画用水量の9 0%

を供給する計画)については､国内の電気事情が急速に悪化したことにより､計画とおり

に稼働させることができなくなり､その結果濯概水の供給が不安定となり､米の安定生産

に阻害をきたしている｡

事業施設完成後､漕艇施設の維持管理の責任が水利庁(INDRHI)から受益者で組織する水利

組合(Junta de Regantes)に移管されたが､ 0/Mに必要な機械の引き渡しは行なわれず､さ

らにINDRHIよりの技術指導､トレーニングを十分に受けていない水利組合による施設の

維持管理作業は適切に行われていない｡この結果,水路内の堆砂･雑草の繁茂､防潮樋門
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上流部の堆砂､ゲートの破損など施設の正常な機能を損なう事態が発生しており､計画段

階で予定した作付が実現できない状況に追い込まれてている｡

このような状況に鑑み､我が国の援助により実施した案件の効率的運営のためにも､施設

の緊急なリハビリが求められている｡

Ⅰ-4-2 計画対象地区の現況

AGLIPO-Ⅰ計画の受益対象面積は7,500 haであり､計画ではこの面積すべてにおいて水稲

の二期作を行い､ 4.3 t/haの目標単収により年間54,500トンの生産を達成する予定であっ

た｡ところが前述の如く施設運用の不備による不安定な濯親水の供給が起因し､ 1997年時

点での年間作付けは面積は9,000 ha前後に留まり､また単収も目標を下回る4.0 t/ha柱

度と見積もられ､年間生産高は目標の66%しか達成できていないのが現状である｡

濯親水が届かない農地では依然として天水に依存した水稲栽培が行われ､乾期には放牧地

として粗放的に利用されているのみであり,また濯概水が届いたとしても不安定な地区で

は､各々の農地-の用水確保のため農民が自ら水路にポンプを設置して盗水したり､ゲー

トを勝手に操作して不公平な送水措置を講じたりして農民間での水争いを引き起こしてい

る｡

また､農民は隣り合った耕地で異なった営農を行っており､取水時期と排水時期は各農民

の都合で行われている｡そのため､取水と排水の時期が一致するなどプロジェクト全体の

濯概システムが崩れそれが地区内に排水不良区域を発生させる原因となっている｡

ジュナ川に設置した主ポンプ場(縦軸斜流タイプ､ポンプ3基､揚水能力: 5.5m3/s､口径:

900mm､揚程: 17.2m)は3基のポンプの何れの軸受けも度重なる停電による不適切な操作

により損傷したため､ INDRHIが現地部品を調達して応急手当てをしたがその機能を回復さ

せるにいたらず､さらに異常振動､異常音､異常出水などが発生し運転を停止せざるをえ

ない状況にある｡

また､ナグア川の防潮樋門のゲートは乾期に閉じて地域全体の排水路網を池のようにし､

地区内の3カ所のポンプ場の水源とするものであった｡しかし､近年少降雨が続き､河川

のピーク流量で土砂をフラッシュする機会もなく､地区内-の長時間の湛水が堤内に堆砂

を生じ､それに対しINDRHIが土砂の波漢などの必要な対策を講じなかったため,ゲート

の埋没･破損が生じた｡さらに､ 50年に一度の規模の台風が来襲したため､海岸線の砂
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の状況が変化し､ナグア川とカーニヨコロラドの堤内の堆砂を助長した｡

各水路に設置した水路に関しては､故障や破損が各所で目立っており､受益者間での公平

な用水の供給を妨げている｡この故障や破損の主なものとしては､ワイヤー･ロー7このクヾリース不足

による錆の発生あるいは切断､取り付けJl('ルトの紛失､ゲートスヒ⊃ンドルの破損､塩害によるスヒc

ンドルカハ÷-の腐食が挙げられるが､その原因としてはマニュアに従った維持管理がされてい

ないことにもよるが､農民が自らの農地に有利に送水できるよう人為的に破損させている

という側面も無視できない｡水利組合の組識運営上の問題が内在していると考えられる｡

INDRHIはこの状況を打開するため､ AGLIPO-IIプロジェクト(Aguacate-Guayabo地区)の詳

細設計長那皆で､ AGLIPO一Ⅰ地区全体面積の1/3に当たる地域-の重力水給水計画を策定した｡

しかし､これ以上EI Pozo地区の計画変更に関与することははアグリポ(ⅠⅠ)プロジェクト

の範囲外であるため､濯離水の供給計画に止めざるを得なかった｡

1-4-3 リ-ビリ計画の内容

(1) 計画の目的

当計画は､我が国の借款で完成しながら､その後の国内事情の変化により機能を満足に発

揮できないまでに損傷を受けている澄渡･排水施設を修復することにより､地域農業生産

を増加させ､農民の生活水準向上に資するとともに､国の食糧安全保障に貢献することを

目的とする｡

(2) 計画の内容

前述のような状況を改善するためAGLIPO
-

Ⅰプロジェクトにて建設された施設のリハビ

リを行う｡リハビリの対象は地区内の水路の設置された1 5カ所のゲート､ナグア川とカ

ニヨコロラドの河口の建設された防潮樋門のゲート､それに用水系統変更に伴う水路施設

の改良となる｡水路の変更はAGLIPO
-

ⅠⅠプロジェクトの新設水路から3カ所のポンプ機

場までの用水路とする｡ジュナ川ポンプ場でもAGLIPO
- ⅠⅠで建設する頭首工からの送水

による最大吐出量の変更と､吸い込み水位上昇に伴う施設変更が必要となる｡また､リハ

ビリにより機能を回復した施設およびそれ以外の施設を適切に運営させ､現況のような問

題の再燃を回避するため､受益者で組識する水利組合に対する0/Mの強化(マニュアル作

成を含む)も当計画に含める｡
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従って､当計画は以下の施設のリハビリと0/M強化より構成される｡

(1)幹線用水路ゲート改修2カ所

(2)幹線排水路ゲート改修1 3カ所

(3)防潮ゲート3門の内2門の修理(防潮樋門前後の汝諜工事を含む)

(4)用水系統変更に伴う水路施設の変更

AGLIPO
- ⅠⅠの新設水路から3カ所のポンプ機場までの用水路改修 9km

(q=1. 14m3/s L=3. Okm､
q=0.495m3/s

L=1. 8km､ q=0. 292rn3/s L=4.2km)

(5)ジュナ川ポンプ場､原動機調整｡ (最大吐出量の減少と吸い込み水位上昇に

伴う施設変更)

(6)プロジェクト施設運営マニュアルの作成

(7) 0/M強化プログラムの実施

以上の計画実施に必要な資金は以下のように見積もられる｡

単位:Ⅹ千円

項目 数量 金額

幹線用水路ゲート改修 2カ所 5,000

幹線排水路ゲート改修 13カ所 20,000

防潮ゲート修理 2門 10,000

防潮樋門前後の竣漢工事 60,000

用水路改修 q=1.14m3/sL=3.Okm 55,000

q=0.495m3/sL=1.8km
30,000

q=0.292m3/sL=4.2km 40,000

ジュナ川ポンプ場､原動機調整 1式 50,000

小計(施設リハビリ) 270,000

施設運営マニュアルの作成 1式 10,000

0/M機械供与 1式 20,000

0/M強化プログラムの実施 1式 10,000

小計(o/M強化) 40,000

コンサルタント費 1式 40,000

合計 350,000

Ⅰ-4-4 事業実施計画

日本政凧ま平成10年度より新たに《リハビリ無償》を実施することを決定している｡こ

のリ-ビリ無償は､有償資金協力と無償資金協力との連携の強化により援助効果の効率的

発言を目指して､有償資金協力により完成した案件について､その後の事情変更等により､
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リハビリ等の追加的な手当ての必要が生じた場合に､緊急性､収益性､規模等の観点から

みて有償資金協力による対応が困難であると判断されるものに対して､一般プロジェクト

無償にてリハビリなどのための追加的援助を行う､というものである｡当計画はこの趣旨

に適ったものと考えられるので日本政府のリハビリ無償での実施を目指す｡

当計画の事業実施機関はAGLIPO
-

Ⅰプロジェクトの実施機関であるINDRHIとする｡

INDRHIは計画の企画､事業実施のための日本政府-の申請手続き､リハビリ計画の調査､

設計､実施の監理に責任を持つ｡リハビリ計画の調査･設計はコンサルタントを施設のリ

ハビリはコントラクターを雇用して実施する｡当計画は施設の0/Mが重要なコンポーネ

ントとなっているので､受益者で組織する水利組合の事業実施全段階での積極的な参加を

促す｡

Ⅰ-4-5 計画実施に関する所見

1989年に我が国の円借款で完成したAGLIPO
-

Ⅰ農業開発プロジェクトは､その後ドミ

ニカ国内の電力事情の急速な悪化という事業設計･施工段階において想定しなかった事態

の発生により施設が損傷し､遺憾ながら大きな投資に見合う効果が現時点では現れていな

いのが実情である｡ドミニカ共和国政府はかかる事態を深刻に受け止め､現地部品を調達

する等により応急的な修復を行ってきたが､施設の機能の全面的回復には程遠く､さらな

る修復事業は財政事情の制約により困難な状況にある｡

このような状況下､幸いにリハビリ無償という新たな無償資金協力システムの実施が決ま

り､その候補案件として当計画を取り上げることは､既に述べた今までに経緯およびプロ

ジェクトの現況に鑑み､妥当であると判断される｡当対象プロジェクトは国の基幹食物で

ある米の自給に貢献すべく実施されたものであり､このリハビリ無償により､施設の機能

を回復させ､計画段階での事業の目的を達成することは､ドミニカ共和国の食糧安全保障

の観点から重要な事柄であり､そのためにも､当事業の早期実施が望まれる｡
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コロンビア共和国

カルダス県農業･農村総合開発計画

キンディオ県天然資源保全センター計画



ⅠⅠ. コロンビア共和国

ⅠⅠ-1. コロンビア共和国の概況

コロンビア共和国は1,138千km2の国土面積を有する南アメリカ第4位の大国で､ 1995

年現在の人口は37百万人と見積もられている｡ 1980-95年の間の人口の成長率は1.8%/午

であった｡国民の1/4が農村部に居住している｡国土は太平洋と大西洋(カリブ海)の両

洋に面し自然資源の豊かな国である｡内陸部を3本のアンデス山脈(東部､中央､西部)

が南北に縦断していることが内陸交通をコスト高なものとし､.さらに国家の物理的､社会

的統合を遅らせる要因となっている｡

国の社会･経済並びに政治状況に大きな影を落としている問題としてコカインの問題があ

り､その生産はGDPの7%にまで相当するといわれている｡ 1996年の3月以降米国政府

はコロンビアを反コカイン運動に非協力な国と認定し､コロンビアに対する経済･技術協

力の中止､特恵貿易条項の減少あるいは廃止などにより圧力をかけてきたが､コロンビア

政府のその後の努力を評価し､ 1998年3月にはこの認定を取り消す決定を宣言した｡

1980年代には､国の主要外貨獲得源であるコーヒおよび石油製品の国際価格の下落という

逆境にもかかわらず､年間3.5%という高く安定した経済成長を記録したが､ 90年代に入

りこの成長は鈍化傾向を示し始めた｡そのような状況において､政府は今後はマクロ経済

政策のみでは長期に亘る成長の達成は困難であると認識し､構造改革を目指したマクロ経

済近代化プログラムの実施に着手した｡このプログラムには輸入数量制限の段階的廃止､

輸入関税の簡素化､外国投資の促進､中央銀行の自治の拡大､公共部門の民営化の促進等

が含まれている｡

1994-98年に政権を担当することになったErnesto Samper大統領は『Salto Social (社会

的飛躍)｣]という冠をつけた国家開発計画を策定し､任期中に実施すべき優先政策として1)

社会開発､ 2)経済の競争力強化､ 3)環境の保全､ 4)地方分権と公共部門の組識強化､を

掲げている｡また､具体的な達成目標として､ 160万人の雇用の創出､年間5.3%の経済成

長､ 100万baの土地の再配分､ 1500万人に対する基本的保健衛生サービスの拡大､上下

水サービスの受給率を90%までに高める､ことを挙げている｡

国の主な社会経済指標は以下のとおりである｡
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国民一人当たりGNP (1995年) :

同上成長率(1985-95年) :

セクター別GDPの割合(1995年) :

国際収支(その内貿易収支) (1996年)

対外債務(1997年7月末) :

外貨準備高(1997年10月末) :

主要輸出品(1996年) :

失業率(1997年7月) :

インフレ率(1996年) :

外貨交換比率(1998年3月)

出生時平均余命(1995年) :

識字率(1995年) :

乳幼児死亡率(1995年) :

貧困階層割合(1981-95年) :

保健サービス受給率(1995年) :

ⅠⅠ-2 農業セクターの概況

US$ 1,910

2.6%

農業(14%)､鉱工業(32%)､サービス業(54%)

US$ 1,482.9 million (IUS$3,883.3 million)

US$ 15,884 million

US$ 10,157.6 million

原油および石油製品(27.3%)､コート(14.9%)､

化学製品(8.5%)､石炭(8.0%)､繊維･衣服(7.1%)

12.2% (7大都市平均)

21.6%/午

US$ 1=Col$ 1,285

TO才

91% (15才以上)

26人(千人当たり)

7.4% (一日当たり US$ 1以下で生活してい

る家族の割合)

70%

GDPに対する貢献度で1980年には19%を占めていたものが､ 1995年には14%まで落ち

込んでいるが､農業セクターはコロンビア国のマクロ経済において重要な位置を占めてい

る｡コーヒーをはじめとする農産物は総輸出額の34% (1993年)を占め外貨獲得に多大

な貢献をし､また農業セクターの雇用は全労働市場の20%を吸収している｡

国内の総面積(約114百万ba)の約3割(約33百万ba)が農牧適地と考えられている

(14百万baが農業適地､ 19百万haが牧畜適地)｡このうち､実際に作物が栽培されて

いるのは4百万ba程度に過ぎない(適地の29%)と考えられ､一方放牧地として利用さ

れているのは23百万baに達しており､土地適性を無視した粗放的な放牧が支配的であ

ることをうかがわせる｡

コロンビアの営農タイプはを大別すると､比較的平坦で肥沃的な土地において資本集約的

な営農技術を応用して高レベルの生産性を実現している近代的農業(全栽培面積の10%)､

アンデス山脈の山麓と海岸地帯の低湿地で労働集約的な営農技術により低生産性に甘んじ

ている従前型農業､従前型農業から近代的農業-の脱皮をめざす移行型農業､の3タイプ
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がある｡

主要作物としては､コーヒー(全栽培面積の24%)､トウモロコシ(17%)､料理用ハナナナ(9%)､米(8%)

が挙げられる｡これ以外では､サトウキヒ寸､キヤツサハ寸､カカオ､ルがム､シナげイモ､イげン豆が比較的

多く栽培されている｡主要畜産品の割合は､牛(62%)､鶏(33%)､豚(5%)となってい

る｡

現在のコロンビアの農業政策は1990年半ばから実施に移された市場開放政策に沿って進

められている｡具体的には､輸入制限の廃止､政府の独占的輸入権の廃止(穀物､食用油

原料)､輸入関税の削減(農産物､生産財)､政府機関による農産物の流通市場-の介入を

特定分野以外撤廃､政府による食糧備蓄の終結､穀物･食用油原料に対する保証価格を廃

止し新たに最低価格の導入､などの施策が実行に移されている｡さらに､濯淑投資につい

て､民間の参加を促進すること､営農技術の研究開発の責任を公共機関であるICA (コロンヒ■

ア農牧研究所)から官民合同機関であるCORPOICA (コロンビア農牧研究公社)に移管させる

こと､農地改革については受益者が取得を希望する土地について自ら選択できるようにし

たこと､などの改革が行なわれている｡

以上の改革に伴い､関連農業開発関連機関である､ INAT (土地整備公社一濯概73ロシ寸ェクト

担当)､ ICA (コロンビア農牧研究所一営農技術､動植物防疫担当)､ INCORA (農地改革公社)､

IDEMA (農牧流通公社)､ DRI (農村開発基金)などの機構改革が実施に移された｡
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カルダス県農業･農村総合開発計画



Ⅰ卜3 カルダス県農業･農村総合開発計画

Ⅰト3-1計画の背景

カルダス県はコロンビア共和国の中央部から西部に位置し､国内の主要コーヒー生産県(第

2位)である｡県の中央部をアンデス中央山脈が､そして西部をアンデス西部山脈が貫通し､ま

た国の主要河川であるカウカ川とマク寸タ÷レナ川が東部県境と県内の西部を南北に流下し､地形､

気候とも非常に変化に富んでいる｡

県の経済はコーヒーを中心とした農牧業により支えられ､県内総生産の35%を占めている

(1993年)｡県内のコーヒーは1976年の"コーヒー･ブーム"により飛躍的に生産量が増

加したが､その後の国際価格の下落､生産割り当て制度の廃止による生産国間での競争の

激化､ "サビ病"対策のための生産費の増加等､生産環境が大きく変化しそのため収益性

が損なわれている｡このような状況下､県の農業･環境局はコーヒーに代わる収益性の高

い作物の開発およびそのための研究･技術支援体制の整備､新規開発作物の市場･流嘩促

進とともに持続的農業を可能にする土地･水資源を中心とした天然資源の適切な管理､保

全､並びに受益者参加型の開発方式の策定を目指した農業･農村総合開発計画の策定を緊

急の課題と認識しそのための技術協力を外国政府に要請したい意向を持っている｡

ⅠⅠ-3-2 計画対象地域の現況

カルダス県は国の中央一西部､北緯4o 49′ -5o 47′
､西経74o

38′ -75o 57′ に位置

し､その面積は7,509 km2である｡標高は100-5,400 mと非常に大きな差があるが､こ

れはその領土内に3本のアンデス山脈のうち2本(中部､西部)が貫通し､さらに国の主

要河ノIllであるカウカ川とマクヾタ÷レ-ナ川が流下しているからである｡こうした標高の差により県

内の地形は傾斜地が多く非常に変化に富んでおり､また気象条件もその面積の割には以下

のような多様性を示している｡

気象区分 該当地域 面積(km2) 割合(港)

高温地帯 東部(Magladena,Mie1川流域) 2,235.6 30.0

中央部(cauca川流域､Risaralda川渓谷地帯

温帯 Andes中央山脈の両山腹地帯 2,712.9 36.1

Cauca川の西側､コーヒー地帯

低温地帯 Andes中央山脈の上層部 1,738.8 23.2

寒冷地帯 Andes中央山脈の山頂付近 821.6 10.7

年間降雨量は比較的多く､地域により1,600 mmから3,700 mmの幅がある｡年間を通して
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降雨が記録されるが､ 4, 5月と10, 11月が多雨期に相当し､ 7月には最も雨が少な

くなる｡

県内でのインフラはよく整備されており下水の普及率でも78% (水道は84%)に達してい

る｡また､道路の密度は540m/km2でその内訳は国道(9.6%)､県道(79.7%)､市道(10.7)

となっている｡農村地帯におけるインフラ整備についてはコーヒー委員会が重要や役割を

果し､電話､農村電化､上下水施設等をその自己資金で建設している｡

既に記したように県内に位置する2本のアンデス山脈で滴養された水資源がいくつかの中

小河川､渓流を通じてマク÷タヾレ-ナ川とカウカ川の2大河川に流入している｡中小河川のうち､

最も重要なのはChinchina､ Chambi､ Rjsaraladの3河川で､これらの河川についてはいく

つかの開発計画や流域保全計画策定されている｡

土地利用については次のような変遷が見られる｡

土地利用

1981年 1994年

増減(ha)面積(ha) 割合(%) 面積(ha) 割合(%)

コーヒー 99,634 13.3 109,812 14.6 10,178

その他作物 124,617 16.6 181,058 24.1 56,441

牧草地 459,757 6l.2 413,145 55.0
-46,612

林地 156,757 20.9 141,738 18.9
-15,019

市街化地域 4,682 0.6 9,229 12
-4,547

その他 5,730 0.8 5,730 0.8 0

合計 750,709 loo 750,709 loo

経済の発展による市街化地域の拡大は別にして､林地､牧草地が減少しその分コーヒーを

始めとする作物の栽培面積が増加していることがうかがわれる｡

県の人口は1993年に実施されたセンサスによれば925,358人となっておりその64.7%が都

市部に居住しているo 1980-93年の人口成長率は国の平均である1.8%を大幅に上回る6.3%

を記録したが､これは自然増より､過去のコーヒーブームと治安の安定を求めて他の県か

らの流入が増えた社会増加によるところが大きい｡

コーヒーに代表される農牧セクターが地域経済の根幹となっており､地域総生産の約35%

を占めて､製造業の2倍の生産を挙げている｡このような農業主体の経済構造により､県

民一人当たりの生産高は国の平均の8割にとどまっているo
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Ⅰト3-3 計画の内容

(1) カルダス県農業農村セクターの現状分析

カルダス県の農業セクターの問題点は以下に要約するできる｡

● 農業基盤(濯概施設､流通･加工施設など)整備が不十分である｡

● 地域の自然環境に合致した営農技術の研究･開発が未熟である｡

● 教育･研修体制が整備されていないため､農民の生産､流通､社会福祉面での組織化

が遅れている｡

● 生産がコーヒーに特化し､外部環境の変化に多大の影響を受ける｡

● 市場開放､民営化の推進といった国内の農業政策転換に対応する柔軟性が不足し競争

力が落ちている｡

● 環境劣化(土壌の流亡･肥沃性低下､森林の伐採､動植物多様性の喪失､河川流域の

荒廃､水質悪化など)を抑制し天然資源を適切に保全する方策がとられていない｡

● コーヒー生産の不振に伴い失業､貧困､暴力行為など農村地域において社会不安が増

加しており､農村住民の都市部-の流出が顕著となっている｡

● 農民に対する支援サービス(営農融資､技術指導･普及)が不満足である｡

以上のような問題点を抱えその活動状況は停滞しているわけであるが､一方,カルダス県

には次のような開発ポテンシャルがありそれらを有効に活用することにより農業セクターは現

況の閉塞状況から脱却し､発展-の道を辿ることが可能である｡

● 水資源については水源が豊富である｡

● 各種の原生林が広範囲に存在する｡

● 火山性の良質な土壌が多方面に分布しており､多種多様な営農活動が可能である｡

● 国の中央部に位置するという立地条件により､農産物の国内の主要市場-の搬出が容

易である｡

● 国家機関であるCenlcafe (コーヒー研究所)の本部が県内にあり､農業および環境保

全に関連した最新の情報-のアクセスが容易である｡

県内の天然資源は具体的には以下の問題点を抱え､その有効かつ持続的活用には何らかの

対策が必要と考えられている｡

ー25･



天然資源 問題点と必要な対策 対象個所

河川 水資源の合理的な利用が Chinchina川､Risaralda川､

行われていない Cauca川､Guarino川､Chamberi川

災害予防対策が不備 Campoalegre川､SanFrancisco川､

汚濁 Chupadero渓流､Rosario渓流､

有効利用､災害防止のた

めの施設の建設

水質浄化

ArmaLaMiel)Jr

森林 伐採の進行 植林のポテンシャルのある面積は125,000

森林保護地域の指定 haと見積もられるのでこの内より

植林 対象地を選択

土壌 エロ-シ÷ヨンの進行 Magdalena川渓谷地帯周辺

土壌保全工法

土壌にやさしい営農

アク■ロフォレストリー

約30,000haの土地

(2) 計画の目的

『カルダス県農業･農村総合開発計画』は前述のようなカルダス県が抱える問題点とポテン

シャルを的確に認識し､さらにコロンビア国政府が推進している市場開放､規制緩和､民営

化､地方分権といった政策に整合させ､さらに世界的レベルでの環境保全-の配慮､域内

自由貿易の促進といた外部環境の変化に対応可能なカルダス県の農牧生産体制を､天然資

源の質を劣化することなく､将来に亘って持続可能なようにすることに配慮しながら､確

立することを目的とする｡

(3) 計画の内容

当計画においては､はカルダス県の農業セクターを､外部環境の変化に対応しながらその

国内外での競争力を強化し､その生産体制を将来に亘って持続可能なのもとするための必

要な施策を提案する｡具体的には､次の4点を中核とした計画を策定する｡

①国内外の市場において競争力が発挿できる農産物を開発し､その流通を促進するた

めの流通･市場条件を整備する｡

②コーヒーに代わる新たな収益性の高い作物を開発する｡ (熱帯果物､薬草､ブラック

ベリーなど)

③環境保全に配慮し､持続可能な農業生産を行なうための営農システムを開発する｡
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④受益者本位の開発計画とするため住民の計画-の参加を重視する｡

以上の計画策定のため､県内全域を対象として自然条件､営農条件､環境､社会経済条件

の詳細な調査と分析を行い､農業･農村開発､天然資源保全のマスタープラン策定のため

の開発戦略を提示する｡この開発戦略に基づいて具体的な開発プログラム/プロジェクトを

提案することとなるが､それは以下のコンホo-ネントを含むものとする｡

1).非伝統的作物促進計画

2).適正技術開発･普及計画

3).土壌保全計画

4).農業基盤整備計画

5).流域保全･植林計画

6).市場･流通､農産加工業整備計画

7).投資環境整備計画

8).農民･農村組織促進･強化計画

9).農村インフラ整備計画

10).環境教育推進計画

ll).エコーツーリ11tム開発計画

以上の各コンポーネント毎に提案されたプログラム/プロジェクトについて開発目標年度

(例えば2 0年後)までの実施スケジュールを作成し,その中で短期目標年度(例えば5

年後)に実施すべきとされたプログラム/プロジェクト(優先計画)について詳細な計画

を策定しF/Sを行う｡

ⅠⅠ-3-4 事業実施計画

事業実施機関はカルダス県農業･環境局とする｡カルダス県の天然資源の保全に責任を持

つカルダス県開発公社も計画の性格上積極的な参加を求める｡また､当計画は非伝統作物

の開発､農産物流通･加工システム､住民参加､環境保全など様々の分野を包含している

ため､計画実施段階で関連委員会を設立し,広範囲な意見が計画策定に反映されるように

努める｡

カルダス県農業･環境局は事業計画の策定､資金調達(外国からの借款も含め)､調査の

実施､コンサルタントおよびコントラクターの雇用､専業の管理(実施中および実施後)､

に責任を持つ｡
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事業実施に先立ち調査が必要となるがそれは外国から技術協力(無償)により実施する｡

また､優先計画の実施に関しては事業資金を外国からの借款により調達する可能性も検討

する｡

ⅠⅠ-3･5 計画実施に関する所見

コロンビア国は複雑な社会問題を抱え､我が国のODA供与に際し､案件の内容以前にその

対象地域の治安状態が議論される国である｡当計画の対象地域であるカルダス県には現在

13名の青年海外協力隊員が任務についており､この点に関する障壁はないと思われる｡ま

たカルダス県においては､県内の森林保全のための技術協力がJICAで過去に実施されて

おり､日本の技術協力の仕組みについても馴染みがあり､また同地でその再開に対する期

待も大きい｡

カルダス県は国内の有力なコーヒー生産県であり､それにより発展した県である｡しかし

ながら､近年のコーヒーの国際価格の不振により県の経済は停滞しており､県の農業･環

境局では今後の発展の起爆剤となり､その発展の持続性を保証をするための新たな開発方

法を模索している最中であり､その実現のために外国からの技術協力を切望している｡

当計画はコロンビア政府が開発計画の中で重要視している市場化経済の推進と競争力強化､

天然資源の適正管理･保全､開発-の住民参加といった項目をその開発計画の一部として

包含しており､援助対象案件を取捨選択する中央政府レベルでも当計画に対しては高い優

先度が与えられると判断される｡

以上の点から総合的にみて､当計画は我が国の技術協力の候補案件としてふさわしいもの

であると考えられる｡
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キンディオ県天然資源保全センター計画



キンディオ川

●　県の北半分を流下する県内の

主要河川の1つ。家庭廃水や

農業排水により水質が悪化し

ている。また、砂防施設も不

十分である。

集落排水処理施設

●　県内のサレント市で最近完成した

集落排水処理施設。県都アルメニア

を除く11の市のうちこのよう

な施設が建設されているのはサ

レント市以外には1市のみである。

植林プロジェクト

●　キンディオ開発公社（CRQ）が実施

している植林プロジェクト。

CRQ　は県内の天然資源の保

全・管理の実施機関である。
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ⅠⅠ-4-4 事業実施計画

事業実施機関はキンディオ県内において天然資源の保全･管理の責任機関であるキンディ

オ県開発公社(CRQ)とするが､キンディオ県庁による財政､人員､技術面での全面的な

支援と協力をあおぐ｡また､当センターで研究開発される成果が県内のみならず､コロン

ビア全土に波及することが期待されていることから､環境省､ ICA-CORPOICAその他関

連機関から人員派遣も含めた技術支援を受けるものとする｡

センター建設に必要な調査､設計は外国からの技術協力により実施するものとし､施設建

設および機材の調達は外国からの融資を見込む｡センター運営の初期段階に予定している

外国人研究者･技術者の派遣については外国政府の技術協力プログラムの一環として実現

することを念頭に置く｡

ⅠⅠ-4-5 計画実施に関する所見

キンディオ県は国内の主要コーヒー生産地であり､またその地形は山岳傾斜地に代表され

変化に富んでいてコロンビア国の社会経済および自然条件を代表する県ということができ

る｡さらに､コロンビアのほぼ中央部に位置し､首都のホ÷コ'tタをはじめカリ､メデシ寸ンといっ

た国内の中核都市との交通も便利な立地条件にある｡このような条件を考慮すると､この

キンディオ県で研究開発される環境保全手法の国内の他の地域-の波及効果は非常に大き

いことが想定され､それが国の環境政策に与えるインパクトは計り知れないものがある｡

また､コロンビアに対し我が国のODAを供与する場合常に対象地域の治安の問題が議論

の的となるが､このキンディオ県においては過去に実施された2件のJICAの技術協力プ

ロジェクトは何らの問題もなく成功裏に完了しており､今回のプロファイのための現地調

査期間中に接触した現地関係者も治安についての懸念は払拭しており､この点に関する障

壁はないと考えられる｡

以上の点を鑑み､当計画は我が国のODAの一環である技術協力の候補案件にふさわしい

と判断される｡
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分野 問題点

水資源
一県内の大部分の市において廃水処理施設がなく､家庭廃水が河川の汚染を引き起こ

しているo

-コーヒー､木材､皮革などの産業廃水が適切に処理されずに河川に放流されているo

-河川の水質基準が明確でなく､水質改良の目標があいまいであるo

-衛生的な生活用水の供給が送水段階でかなり失われているo

-水資源の醗存量の調査がされていないoまた､水資源の貯水施設がない.
土壌 コーヒー栽培から､家畜放牧や単年作-と営農慣行を転換する例が多くみられ､エロ

-シ寸ヨンを誘発する要因となつているo

-エロ-シヾヨンを抑制する効果のあるア91tロ7オレス川一についての研究､普及体制が遅れてい
る○

一都市化の影響が郊外に及び農業適地の宅地化が進んでいるo

エロ-シヾヨンを抑制する法規制が遵守されていないo

-土壌保全農法の研究.普及体制が未整備であるo
農業生産システム

-外部要因(例えば､コーヒーの国際価格の不振)に県内の主要農産物の生産環境が
左右されるo

-農牧生産のホ○テンシヤル分析がなされていないo
廃棄物処理

-廃棄物処理施設が不足している.

-有毒な廃棄物が増加○
ゴミ処矧こ関する住民の意識が低いo

-廃棄物の再利用がほとんどなされていないo
森林

-森林の無秩序な伐採の進行については歯止がかけられている状態ではあるが未だ十
分でないo

一木材の営農-の利用が限られているo

一地域原産の森林資源の利用に関する調査が遅れているo

-森林の管理体制が未だ整備されていないo

(2) 計画の目的

『キンディオ県天然資源保全センター｣]はキンディオ県の天然資源の総合的な管理､現況

分析およびその開発ポテンシャルの把握に必要な研究開発を実施し､その成果を県内外に

普及させることを目的とする｡

より具体的には,以下の目的を持つ｡

1) 天然資源の品質劣化の要因とその影響について調査する｡

2) 劣化した天然資源の品質回復方法を考案する｡

3) 天然資源の品質劣化を抑制する対策を考案する｡

4) 天然資源の開発Ji(テンシヤルを査定する.

5) 環境と調和し持続的利用を目指した天然資漁の有効活用方法を研究する｡

6) センターで研究開発した技術をキげィオ県内外に普及させる｡

7) 天然資源の保全に関する教育を実施する｡

8) 適切な環境モニタリングシステムを確立する｡
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ⅠⅠ-4 キンディオ県天然資源保全センター計画

Ⅰト4-1計画の背景

キンディオ県はコロンビア国のアげス中央山脈の西側山麓部に位置する国内では2番目に

面積の小さな県であるが､地形､気象条件によりコーヒーの主要生産地として発展してき

た県である｡コーヒー以外の主な農産物としては､肉牛､料理用ハ÷ナナ､キヤサブハが挙げられ

るが､面積が小さい上に傾斜地が大部分であるため農耕地は限られその中で集約的な耕作

が行われてきた結果､天然資源に様々な弊害がでてきている｡これらの弊害としては､土

壌の肥沃性の退化並びにエロ-ゾヨンの発生､森林の伐採の進行とそれによる自然災害の発生､

コーヒー廃水等による水質の汚染が挙げられる｡これらの環境悪化要因を抑制し､天然資

源を適切に管理､保全し､県内の農業生産活動の持続性を維持させる方策を策定するため

『キげィオ県農業総合開発計画｣]のM/PおよびF/SがJICAにより198711991年に実施され､

その中で提案された計画のいくつかはコロンビア政府の自己資金により実現されているが､

県内の天然資仮の管理保全体制はまだ満足いくものでない｡従って､キンディオ県の天然

資源保全を強化するとともに､同様な問題を抱える類似した自然条件､社会経済条件下に

ある近隣の県に対しモデルとなるような体制を整備するため､ 『キンディオ県天然資源保

全センター』の設立を提案する｡温和な気象条件､変化に富んだ自然条件に恵まれたキン

ディオ県は現在エコーツーリガムの開発に力を注いでおり､天然資源保全の推進は県の開発戦略

にも合致してものである｡

II-4-2 計画対象地域の現況

キンディオ県の面積は1,932.9km2でコロンビア国内では2番目に面積の小さな県である｡

北緯4o O4′ -4o 44′
､西経75o

22′
-75o 26′ に位置し､東部はアンデス中央山脈

の山麓部により形成され､西部はカウカ渓谷の一部となっており,大部分は山岳地帯となっ

ている｡県の面積を標高別に見てみると､ 1000m以下の土地は僅か1,100haと全体の0.6%

でしかなく､半分以上(56%)が1000
-

2000 mの範囲内にある｡ 2000
-

3000 mの土地も

23%を数え､ 3000
m以上の土地は20%近くに達する｡気候は3,000m以上の山岳寒冷地帯を

除き､比較的温暖であり､また4000皿以上のアンデス山脈地帯とカウカ県との県境地帯を除

き年間降雨量が2000 mm以上の多雨地帯となっている｡

県内の主要河川はQuindl'0川とBarragan川でありこの両河川は県の西境を流れるLa Vieja

川から国の主要河川であるCaucaに流下している｡これらの河川およびその支流の流量は

豊富であるとは云えない｡
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1997年現在の土地利用は以下の通りである｡

土地利用区分 面積(ha) 割合(%) 土地利用区分 面積(ha) 割合(%)

コーヒー(単独) 6,215 3.2 天然林 60,l14 31.1

コーヒーと他作物の間作 29,664 Ⅰ5.3 植林 9,377 4.9

コーヒーと被覆林 17,759 9.2 未利用地､荒れ地 5,334 2.8

その他作物 4,883 2.5 市街地､その他 2,822 1.4

牧草地 57.127 29.6 合計 Ⅰ93,295 100

コーヒー栽培に最適と云われる標高900m- 1500
mの土地が多く存在し､気象条件にも恵

まれた県の土地はその28%がコーヒー栽培に利用されている｡コーヒー以外の作物として

はキャッサハ寸､料理用バナナが比較的多く栽培され､また肉牛の飼育も盛んである｡

県内は行政的に1 2の市に分割されている｡県都であるアルメニアは"奇跡の都市(ciudad

Milagro) 〟 と呼ばれ､かつてのコーヒーブームを背景に急速に発展を遂げた都市である｡

県の人口は495,212人(1995年)となっており､アルメニアがその半分以上(51%)を占めてい

る｡また､都市人口の割合は県全体では84%にも達するが､これはコーヒー農園の農場主

の多くが､その所有するコーヒー園を管理人にまかせ､家族とともに都市部に居住し他の

職業に就いたり､商業･サービス業を営んでいるからである｡

県および市のコーヒー委員会の財政的支援もあり､キンディオ県は国内でもインフラの整

備が最も進んだ県の1つであり､電気､水道､下水道の普及率は､それぞれ98.6%､ 94.3%､

88.0%と非常に高い率を示している｡

県内では現在その山岳風景を利用したエコーツーリス1'ムの開発が推進されているo また､内陸港

やアンデス縦断トンネル､フリーゾーンなどの計画も考案されており､コーヒー県より脱

皮し､国内の物流の中継地となるべく努力が傾けられている｡

ⅠⅠ-4-3 計画の内容

(1) 現況の問題点の把握

キンディオ県の天然資源の保全に関連した問題点を要約すると下記のとおりとなる｡

ー32-



添付資串



(3) 計画の内容

『キンディオ県天然資海保全センター』はキンディオ県内で天然資渡の適正管理･保全に

関する研究開発を行い､共同研究および技術指導のために外国から研究者･技術者を受け

入れるとともに､天然資源管理保全に係わる関連技術者の研修を行なう｡このセンターに

おいて研究開発される分野の主なものは次に示す通りである｡

大分野 小分野 研究開発内容

水資源 水資源開発環境の改善 ●地下水等新たな水腹の開発

●生活用水の水振である小規模流域の保護

●水資源需要の用途別分類と将来のシナリオの策
｢⊥...I

疋

水質改善 ●工業､農業､サービス部門それぞれに適した廃

水処理システム並びに水質改善技術の開発

水文サイクル調査 ●水文サイクルの各段階での特質の研究

土壌.生産システム 土壌の肥沃性復元､

土壌保全

●土壌の劣化の要因の研究と劣化抑制方法の開発

土壌適性調査､分級 ●土壌の物理的.科学的特性を調査し､それによ

り分級を行ない､農牧適性図を作成するo

環境にやさしい持続的営農 ●周囲の環境に調和し､天然資源の保全に貢献
システムの開発 し､将来の世代に引き継がれるような営農シス

テムを開発するo

●アクミロフォレストリーの開発

資源の有効利用 廃棄物再利用 ●廃棄物のリサイクルシステムの開発
森林 保護林地区の指定 ●保護林地区指定のための法規制の整備と保護林

管理方法の研究

環境教育. 環境教育 ●県内外の機関において天然資源の保全に責任を
環境モニタリンク～ 持つ職員に対し環境保全方法に関する研修を行

なう

●住民レベル-の環境教育実践方法の研究.開発

環境モニタルク11 ●天然資源保全に係わる環境モニタT)ンクt1システムの確立

とその実践方法

施設は1)研究棟､研修棟､研修員のための宿泊施設､事務管理棟､実験圃場からなる本部

(場所は県都アルメニアを想定)および支所(県内数ヶ所)から成り､実験､調査､研修

に必要な機材の調達も行なう｡このセンター建設のために先ず調査､設計を行ない､入札

により業者を決定し施設の建設､および機材供与を行なう｡

研究開発要員については県内外から人員をリクルートするとともに､センター運営の初期

段階においては外国人研究者､技術者より技術指導を受けるものとする｡
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a.調査団員略歴

太田 民夫

昭和48年

昭和48-55年

昭和5 5年-現在

神戸市外国語大学イスパニア学科卒業

佐藤工業株式会社

(樵)パシフックコンサルタンツインターナショナル

現在､農業開発部次長

all



b.調査日程

日程表
日数 年月日 出発地 到着地 宿泊地 備考

1

平成10年

2/25(水) 成田 サントドミンコサントドミンコ出国(JLOO612:00成田発)到着(AA8990:18着)
2 2/26(木) // JⅠCA事務所表敬訪問､ⅠNDRHⅠ打ち合せ(堀井専門家技術副長官他)
3 2/27(金) サントドミンコマオ マオ

ヽ

資料収集､移動(陸路)
4 2/28(土) マオ ナク寸ア ナクヾア マオ川上流域現地調査､移動(陸路)
5 3/1(目) ナクヾア サントドミンコサントドミンコAGLⅠPO-Ⅰ7oロシ十エクト現地調査､移動(陸路)
6 3/2(月) // ⅠNDRHⅠにて打ち合せ
7 3/3(火) // 日本大使館表敬訪問､ⅠNDRHⅠ打ち合せ
8 3/4(水) サントドミンコポコ11タ ホヾコヾタ 出国(AA151012:25サントドミンコ寸発)到着(AA91520:56着)
9 3/5(木) // 日本大使館､JⅠCA事務所表敬訪問
10 3/6(金) //

コロンヒ十ア国際開発庁､ⅠcA打ち合せ､
EEI 3/7(土) E] 資料収集､整理
12 3/8(日) // 休日
13 3/9(月) ホ''コ''タ マニサーレスマニサーレス資料収集､ⅠNAT打ち合せ､移動(空路)
14 3/10(火) マニサーレスアルメニア アルメニア カげス県農業.環境局打ち合せ､Cenicafe打ち合せ､移動(陸路)
15 3/ll(水) E] キげイオ県庁､キげイオ開発公社打ち合せ､現地調査
16 3/12(木) アルメニア ホナコ寸タ ボコ寸タ 移動(空路)､資料収集
17 3/13(金) ホ寸コ寸タ アトランタ アトランタ クンディナマルカ開発公社打ち合せ

出国(AA91611:20ホ寸コ寸タ1'発)到着(AA155619:18着)
18 3/14(土) アトランタ 機中 出国(JLO1912:00アトランタ発)
19 3/15(日) 成田 到着(16:10成田着)



【コロンビア共和国】一続き

コロンビア国際協力庁
Dr. Guillermo Goltrea

土地改良庁(INAT)

Dr. Anuar Y. Cort6s

Dr, Fernando Balcazar

コロンビア農業研究所(ICA)
Dr. Rodrigo Artunduaga S.

クンディナマルカ開発公社(CAR)
Dr. HugoA. Gomez

カルダス県､農業･環境局

Dr. Fernando Parra

Dr. CarlosA. Romeirez F.

Dr. Fabio Osorio

キンディオ県庁
Dr. Julian Serna Giraldo

Dr. Jorge Enrlque Arias

キンディオ開発公社(CRQ)
Dra. Aha In6s Pareja B.

Dr. Gustavo Alberto Jaramillo

Dr. Aureliano Sabogal 0.

Dr. ょorge Enrique Pineda P.

Dr. Fernando Sまnchez

Subdirector Proyectos

Director General

Director de Planificaci6n

Jefe, Unidad de Recursos Gen6ticos

e Investigaci6n Biotecno16gica

Director, Proyecto Checua

Jefe, Divisi6n Desarrollo Comunitario

Jefe, Divisi6n Medio Ambiente

Jefe, Dvisi6n Agroindustria

Secretario Administrativo

Secretario de Planificaci6n

Directora General

Subdirector, Calidad Ambiental

Subdirector, Recursos Naturales y

Educaci6n Ambie ntal
Jefe, 0ficina de Planificaci6n

Jefe, Calidad de Agua
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c.面談者一覧

【ドミニカ共和国】

在ドミニカ共和国日本大使館

久保 仁

JICAサントドミンゴ事務所
青山 豪

JICA専門家
堀井次雄

大統領府技術庁国家企画局(ONAPI.AN)
Maria de Carmen Bautista

水利庁(INDRHI)

ⅠⅡg.ManuelA. Saleta G.

Ing. Gilberto Reynoso

lng. Freddy P. Trejo
lng. Romer R. Polanco

lng. A. Felipe Visioso

lng. Juanito Y Montilla

lng. Isocr6t Hernando

lng. Angela Maria P6rez

lng. Laureano Acosta

lng. Daniel S. P6rez

Lic. VictorA. Rosario B.

Ing. Fausto Co16n

【コロンビア共和国】

在コロンビア共和国日本大使館

馬場 範雪

JICAコロンビア事務所
蔵本 文吉

深滞 公雄
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二等書記官

所長

水利庁､計画局

Depto. de Planificaci6n

Sub･Director T6cnico

Director, Depto. de Planificaci6n

Director, Depto. de Distrito de Riego

Director Unidad Ejeclltura

Proyecto AGLIPO
-

ⅠI

Enc. Programa de Manejo de Cuencas

Enc. Manejo de Aguas y Tierra

Distrito de Riego Bajo Yuna

Enc. Div. Conservaci6n

y Mejoramiento

Proyecto de Monci6n

Enc. Divisi6n de Agrologia,

Depto. de Panificaci6n

Depto. de Distrito de Riego

Enc. Producci∂n, Plan Piloto

Manejo de Cuenca Rio Mao

Enc. Distrito Bajo Yuna

一等書記官



a.収集資料リスト

【ドミニカ共和国関係】

_ plan Nacional de Desarrollo Social (国家社会開発計画)
- proyectoArea Influencia Proyecto Monci6n (モンシオン･タ1'ム開発計画)

- proyecto de Manejo de la CuencaAltadelRioMao (マオ川上流管理計画)

- plan Piloto de Reforestaci6n de La Cuenca del Rio Mao (マオ川流域植林パイロット

計画)
- politica Econ6mica y Composici6n del Gasto Pdblico (経済政策と財政支出)

- principales lndicadores Econ6micos 1996 (1996年主要経済指標)

- Analisis sobre La Coyuntura Econ6mica (経済実績分析)

- Banco Central de la Repdblica Dominicana, BoletinTrimestral (中央銀行四半期報)

･

マオ川流域1/50,000地形図
- その他AGLIPO-Ⅰ農業開発プロジェクト関係については､JICAのF/Sレポート､PCI

のD/Dレポート､施設の現況調査レポートなどを参照した｡

【コロンビア共和国】

colombia, Review of Agricultural and Rural Development Strategy; World Bank,

1995

Colombia, Agricultural Technology Development Project; World Bank, 1995

Revista del Banco de la Repdblica, Octubre 1997 (共和国銀行月報)

Programa de Gobierno (カルダス県開発計画)

plan de DesarrolloAgropecuario, Enero 1998 (カルダス県農牧開発計画)
Proyecto Global de Desarrollo Sostenible en la Regi∂n del Parque de los Nevados, La

zona cafetera y SuArea de lnfluencia (国立公園地帯およびコーヒー生産地帯持続可

能総合開発計画)

per丘1 de Oportunidad Cultivo Comercial de Plantas Armaticas y Medicinas (ハーブ

及び薬草栽培商品化可能性調査)

In丘)rme deActividades 1997 (キンディオ開発公社1997年度活動報告)

Planificaci6n y Ordenamiento del Ecosistema y el Sistema Cultural en el

Departamento del Quindio, agosto 1996 (キンディオ県における生態系､作物栽培シ

ステム整備計画)

plan de Gesti6n Ambiental para el Departamento del Quindio 1998
-

2000 (キンデ

イオ県環境行動計画1998 -
2000)

Estudios para el Desarrollo del Sector Forestal en el Departamento del Quindio,

mayo 1997 (キンディオ県森林開発計画)
plan de Descontaminaci6n de Aguas Residuales Dom6sticas en el Departamento del

Quindio (キンディオ県家庭廃水浄化計画)

Quindio Estadistico 1994
-

1995 (キンディオ県統計年報)

カルダス県全体地形図1/250,000
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