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円借款事業中間レビュー調査報告書 

インドネシア 

 

「リハビリ・維持管理改善事業（L/A No. IP-510）」 

評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

青木 博  

現地調査：2009 年 5～7月 

１．事業の概要 

 

 事業地域位置図     ソロ川上流河川護岸・床止工 

1.1 事業目的 

本事業は、水資源セクターの円借款完成案件を対象に緊急性・必要性の高いリハビリ及

び維持管理担当機関の能力向上のための支援を行うことにより、既存施設の機能回復、な

らびに維持管理体制の改善と強化を図り、もって対象事業の持続性の確保に寄与するもの

である。本事業位置図を図１、図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ 事業位置図（ソロ川及びブランタス川流域） 
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図２  事業位置図（ウラル灌漑） 

 

1.2 事業概要（借款契約概要等）： 

円借款承諾額  14,696 百万円 

借款契約調印 / 貸付実行期限 2002 年 10 月／2011 年 2 月 

借款契約条件 金利 1.8 %、返済 30 年(据置 10 年)、一般アンタイ

ド、コンサルタント：金利 0.75%、返済 40 年(据置

10 年)、二国間タイド 

借入人 インドネシア政府 

実施機関 公共事業省水資源総局（DGWR） 

本体契約 PT. BRANTAS ABIPRAYA（インネシア）・PT. HUTAMA 

KARYA (インドネシア)、PT.NINDYA KARYA (インド

ネシア)・PT.PEMBAN GUNAN PERUMAHAN（インドネシ

ア）、PT.ADHI KARYA (インドネシア)・PT. WASKITA 

KARYA（インドネシア）・PT. WIJAYA KARYA（インド

ネシア）･PT. ISTAKA KARYA （インドネシア） 

コンサルタント契約 日本工営（株）・八千代エンジニアリング（株)･日建

コンサルタンツ（株）・PT. TATA GUNAPATRIA （イン

ドネシア）・PT. TRI （インドネシア）・TUNGGAL 

KONSULTAN （インドネシア） 

事業化調査（フィージビリティ

ー・スタディ） 

SAPS「カランカテスダム建設事業他、リハビリ候補

完成案件に関する援助効果促進調査」 
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1.3 中間レビューの対象となった背景・理由 

本事業については、事業実施中に洪水被害（ソロ川流域）等により事業費の増大や工期

の延長が生じている。したがって、これらが効率性、有効性に与えうる影響を分析すると

ともに、対応策について提言を行う必要があることから、本事業を中間レビューの対象と

し、今次現地調査等の結果に基づき事業を評価項目別にレビューし、結論を導き出した。 

 

2．中間レビュー結果 

2.1 妥当性 

2.1.1 政策・施策との整合性 

審査時点での国家開発 5 カ年計画（Propenas;2000 – 2004）では、①安全の確保、政治

の改革、民主化、②司法改革、公的セクターのマネジメントの向上、③経済回復、持続可

能な経済成長の確保、④社会サービス提供の改善、⑤地方分権と貧困削減、の 5 項目を重

点課題としており、③経済分野の開発プログラムとしては、「公共施設およびインフラのサ

ービスレベルを維持するためのプログラム」の中で、既存のインフラ施設の修復・改善に

よる機能維持を掲げている。また、「水資源に関する開発・管理プログラム」では、水源の

拡大及び水利システム管理の効率化と生産性向上により、食糧増産・アグリビジネス振興

促進を図ることを目的としており、水利システム管理については、住民組織による水管理

機関が州・県・市政府と共同して水利システム管理を行い、公正な水の配給体制を確保し

適正な水利行政組織・機構を創出することとしている。 

このような政策の下、インドネシア政府は水資源セクターの改革に取り組んでいた。具

体的には、①水資源開発及び管理に関する国家政策に係る法制度の改善、②総合的な河川

流域に関する組織、財政に関する制度・規則の改善、③水質改善及び流域水質管理のため

の効果的な規則・制度及び実施体制の確立、④灌漑システムの維持管理政策に関する法制

度の改善であった。  

また、灌漑セクターの維持管理については、同政府は、1998 年、灌漑管理および灌漑水

利費（ISF）に関する方針を改正し、水利組合に水利費を徴収・運営する権限を与え、徴収

した水利費によって灌漑設備の維持管理を行う方針を打ち出した。更に、水利組合による

維持管理の範囲を水利組合連合の形成により拡大するとともに、基幹施設については地方

政府と水利組合の共同管理の導入を図ろうとしていた。 

一方、現時点（2009 年 3 月）で有効な中期開発計画（RPJM 2004-2009) は、3重点目標

（①国民に平等で正義に基づく社会の構築、②安全で平和な国の実現、③経済的・社会的

にも豊かな社会の実現）を掲げており、特に、③豊かな社会の実現については、更なる投

資・輸出の促進、及び雇用の創出ならびに貧困削減と経済成長を目標にしている。経済成
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長を図るための 1 つの方法は、農業・林業・漁業の再活性化であり、具体的には地方部の

インフラ、道路、灌漑等の整備を進めるとしており、本事業はインドネシアの国家計画に

合致している。水資源セクターに特化した戦略としては 2005 年に発表された水資源戦略計

画（公共事業省法令 51 号）があるが、洪水制御に関しての事業活動については以下 2つの

目標が記載されている：1)住宅地及び生産の中心（農業及び工業）を 10 年確率の洪水から

守り、その目標面積を 10,000 ha とする（必要な予算は 876 兆ルピア相当。）；2)1,500km

の河川を維持改善する（必要な予算は 560 億ルピア相当。）。 

 

水利システム管理の分野における安全で平和な市民生活をサポートする活動については

5つの活動（①灌漑地域のリハビリ、②水資源供給量の増加、③遠隔地には地下水用の井戸

の建設、④水利組合（WUA）設立を容易にするためのプログラム、⑤水利組合（WUA）強化

プログラム）が言及されている。さらに、住民の福利向上のプログラムとしては 2 つ（①

灌漑システムの改善、沼沢地の灌漑システムの改善、②農業用ため池の建設、人口・自然

の湖沼のリハビリ及び維持管理）の活動が挙げられており、合わせて計画予算が決められ

ている。本事業は現時点でもインドネシアの国家政策・計画に合致している。 

 

2.1.2  開発ニーズとの整合性 

審査時点の水資源セクターにおいては、それぞれ下記の通りであった。 

 

【河川管理】 

河川管理については、水配分、水料金体系、水質モニタリングに関する国、州レベルの

流域管理体制確立のための法・組織整備をはじめ、重要河川の管理については持続可能な

公社経営の導入が進められていた。ブランタス川流域には、ブランタス川水管理公社（Perm 

Jas Tirta: PJT1）が設立され、1990 年より、独立採算制で総合的河川流域の維持管理を行

っており、インドネシア政府としては、国内の６大河川について、このような水管理公社

による流域管理の導入を計画していた。将来の課題としては、2001 年から実施に移された

地方分権と整合性の取れた流域管理組織の設立に関する法規則の整備と、特に公社を設立

する場合の安定した経営基盤の強化が指摘されていた。 

 

【灌漑整備】 

審査時点において、インドネシアでは人口及び所得増による米消費の増加、ジャワ島に

おける農地の減少等から、構造的な米不足が顕在化していた。食糧、特に米自給は国家政

策の柱の一つであり、これを達成するための灌漑施設の整備は 重要課題であった。また、

灌漑施設の維持管理については、幹線水路以降の灌漑施設の維持管理を全面的に水利組合

に移管する方針が発表され、同方針に基づき、地方分権を踏まえた上で、灌漑セクターの
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維持管理体制に関する法整備が進められていた。課題としては、灌漑施設の水利組合（WUA）

及び水利組合連合（WUAF）への移管後の中央政府、地方政府の役割の明確化をはじめ、水

利組合・水利組合連合の能力強化であった。 

 

一方、現時点（2009 年 7 月）の水資源セクターにおいては、それぞれ下記の通り確認で

きた。 

 

【河川管理】 

維持管理能力支援のニーズについては、地方分権法に基づいた水資源の管理・保全の地

方への権限委譲化（中央政府、州、県、市、民間等の役割と責任の明確化）が推進されて

いるものの、必要な予算措置や維持管理技術の維持が十分ではないという面がある。本事

業の対象河川において維持管理を担っているブランタス川流域水管理公社（Perum Jasa 

Tirta 1 (PJT1)）、及びソロ支店による維持管理では限られた収入源による予算不足のため、

日常的・定期的な維持管理作業に限定されており、大規模な修繕・改善は借り入れなどに

頼らざるを得ない状況にある。また予算の制約等により維持管理に関する研修等が十分に

実施されていない。 

 

【灌漑整備】 

現ユドヨノ大統領（2009 年７月再選）は、2008 年までに米の輸入を減らし、国内生産を

増やすことにより国内自給率を高める計画を発表し、現在の米生産量 55 百万トンを 2008

年には 61 百万トンまでに増加させる事を目標と宣言した。その目標達成のため、灌漑施設

の整備が必要であるが、同国の灌漑農地（677 万ヘクタール）の割合は、地区により大きな

差がある。さらに、全体の 25％（約 167 万ヘクタール）の農地において灌漑施設が充分に

機能しておらず、ジャワとスマトラにおいては、約 30％の灌漑施設の維持管理が十分行わ

れていない。また、維持管理能力については、1999 年以降の地方分権化という政府方針に

則り、灌漑管理の権限と資産を県政府機関、地方政府機関および水利組合に移管する試み

が行われている中、特に三次水路以下の農民（水利組合）による維持管理能力支援に対す

るニーズが高まっている。 

本事業の実施は審査時及び中間レビュー時とも、国家開発政策・施策、開発ニーズと十

分に合致しており、事業実施の妥当性は高い。 

 

2.2 効率性 

2.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットは大きく二つの要素から成り立っている。一つは土木工事で、も

う一つはコンサルティングサービスである。 
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(a)土木工事 

本事業の土木工事としては(1)中部・東ジャワ州ソロ川流域、(2)東ジャワ州ブランタス

川流域、そして(3)北スマトラ州の灌漑事業である。工事内容を表－1に記す。 

表－1 土木工事概要と進捗 

 

流域 工事内容（審査時） 工事内容（レビュー時） 進捗（2009

年 7 月） 

1）中部・東

ジャワ州：ソ

ロ川流域 

①ソロ川流域河川改修 

*ソロ川上流護岸補修 

*マディウン川護岸改修 

*ゴム堰の修復 

①ソロ川流域河川改修 

*ソロ川上流護岸 

*マディウン川護岸/*ゴム堰の修復 

 

実施中 

実施中 

②カランカテス多目的ダム堆砂

対策 

*浚渫機材の調達 

*砂防ダムの建設 

*放流口下流護岸補修 

②カランカテス多目的ダム堆砂対策 

 

*浚渫機材の調達（キャンセル）（注１） 

*砂防ダムの建設 

*放流口下流護岸補修 

 

 

 

完成済 

完成済 

③ウリンギ多目的ダム堆砂対策 

*浚渫機材の調達 

*砂防ダムの建設 

*土砂バイパスの建設 

③ウリンギ多目的ダム堆砂対策 

*浚渫機材の調達 

*砂防ダムの建設 

*土砂バイパスの建設 

 

完成済 

完成済 

実施中 

④ブランタス川中流域河川改修 

*護岸補修 

*農業用取水堰の補修 

④ブランタス川中流域河川改修 

*護岸補修 

*農業用取水堰の補修 

 

実施中， 

完成済 

⑤ポロン川河川改修 

*護岸補修 

⑤ポロン川河川改修 

*護岸補修 

 

実施中 

2）東ジャワ

州：ブラン

タス川流域 

 

⑥クルド山緊急砂防ダム修復 

*砂防ダムの修復 

⑥クルド山緊急砂防ダム修復 

*砂防ダムの修復 

*バイパス水路の建設（追加工事） 

 

完成済 

実施中 

3）北スマト

ラ州：ウラル

灌漑 

⑦ウラル灌漑修復 

*農業用取水堰 

*導水路の設置 

⑦ウラル灌漑修復 

*農業用取水堰 

*導水路の設置 

 

実施中 

実施中 

 注 1：ウリンギ多目的ダム堆砂対策用に購入した機材をカランカテス多目的ダム堆砂対策工事でも活用

することに決定し、キャンセルされた。 

  

工事内容に係る審査時点からの主要な変更点は、表中の注 1 に書かれている浚渫機材の

調達の中止、砂防ダムの土砂堆積対策としてのバイパス水路の建設追加である。 
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        ブランタス川橋梁下流の床止め 

(b)コンサルティングサービス 

 

コンサルティングサービスの業務進捗状況（2009 年 7 月現在）を示す。 

表－2 コンサルティングサービスの内容と進捗 

項  目 進 捗 

①事業全体の管理 実施中 

②各サブプロジェクトの維持管理モニタリング及び実施機関主催の維持管理

モニタリング会合の開催支援 

実施中 

詳細設計、PQ、入札補助 完了 

施工管理（ブランタス、ソロ、クルド） 実施中 

施工管理（ウラル灌漑） 実施中 

③各サブプロジェクト

の土木工事に係る詳細

設計、P/Q 及び入札補

助、施工管理 施工管理（ゴム堰） 完了 

④ブランタス川及びソロ川をカバーしているブランタス川水管理公社（PJT1）

の維持管理システム強化のための支援 

完了 

⑤ソロ川及びブランタス川における流域土砂管理計画の作成 完了 

⑥ウラル灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関する参加型モニタリン

グ・評価 

未着手 

⑦環境対策関連業務 実施中 

コンサルティングサービス業務 7 項目の内、④および⑤の 2 項目は完了済、また③詳細

設計、入札補助・施工監理の４サブ項目の内、２サブ項目は完了済。残りの①、②及び③

のうちブランタス川、ソロ川、クルド山とウラル灌漑に係る施工管理は修正された工程

（2010 年 9 月）までに完了予定。⑥ウラル灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関す

る参加型モニタリング・評価は下記に述べる経緯・理由により、実施機関との協議の結果、

一時中止されており、未着手の状態にある。 

コンサルタント業務開始時点（2003 年 10 月ごろ）では、1999 年以降の地方分権化とい

う政府方針に則して、三次水路以下の灌漑管理の移管が世銀の支援により PKPI
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（Pembaharuan Kebijakan Pengalolaan Irigasi）プログラムとして実行されていた。PKPI

の目的はこれまで中央政府が行ってきた、灌漑管理の権限と資産を地方政府および水利組

合（WUA）に移管してゆくものであった。水資源法（PP77/2001） によれば、灌漑管理責任

は、基幹システム（頭首工、一次水路、二次水路）は県、3 次水路以下を水利組合（WUA）

としていた。PKPI は中央政府から県、地域事務所を通じた予算配分や技術ガイダンスによ

って徐々に全面的移管を目指したものであった。 

その後、水資源法（PP77/2001）による灌漑施設の効率的な維持管理が予算措置等で実施

困難となっていたため、水資源法（U.U.No.7/2004）が 2004 年 2 月に議会を通過した。し

かし、移管は依然として進まなかった。 

2006 年になり、水資源法第 41 条に規定する実施規則である、灌漑に関する政府規則

（PP20/2006）が発効した。この新規則によると基幹システム（頭首工、一次水路、二次水

路）については中央政府、地方政府が維持管理責任を負う事となり、水利組合（WUA）は三

次水路以下のレベルの水路を管理することとなった。また、面積が 3,000ha 以上、あるい

は州境界にまたがる灌漑地域は中央政府が管理責任を負うことになり、面積が 18,500ha の

ウラル灌漑システムはこれに該当し、灌漑システムのうち頭首工から一次、二次水路まで

は中央政府がその管理責任を負うことと定められている。 

2006 年 1 月の時点では、灌漑に関する新法が確定しておらず、WUA の管理責任範囲が明

確になっていなかったために、WUA 強化を目指す PKPI のモニタリング・評価を主目的とす

る表-2⑥のウラル灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関する参加型モニタリング・

評価業務の実施は一次中止となり（2006 年 1 月 26 日決定）、新法内容の確定後、TOR を再

度見直す事となった。その後、新法は確定されたが、灌漑システム管理の WUA への移管と

いう基本概念が廃止されたために、PKPI の実施は実質的に中断・頓挫し、表-2⑥のウラル

灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関する参加型モニタリング・評価業務も中断し

ている。それ以降、当業務は実施されていない。 

一方、新法体制下におけるWUA強化プログラムとして世銀融資のWater Irrigation Sector 

Management Project (WISMP)の一部として 2006 年から支援が進められており、ウラル灌漑

地域も WISMP 対象地域に含まれている。もともと表-2⑥ウラル灌漑の対象地域の水利組合

の組成・強化に関する参加型モニタリング・評価業務の内容としては想定されていたのは、

モニタリング/評価による水利組合の組成・強化に係る支援の実施促進であり、現状では世

銀の WISMP をモニタリング/評価することにより、WUA 強化に関する提言を行う事が可能と

考えられる。  

 

表-2⑦の環境対策関連のコンサルティングサービスは、施工中の環境社会配慮に関する

確認・指導等や水質への影響に関する環境モニタリングの支援を除き、ほぼ完了しており、
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残りの工事が完成し、施工監理業務が完了した段階（2010 年 9 月）までに全項目が完了予

定である。 

 

2.2.2 期間 

 

遅延が発生しているものの、ソロ川流域、ブランタス川流域、ポロン川流域の河川改修

（護岸工事、床止工事など）は貸付実行期限までに完成予定となっている。クルド砂防バ

イパス水路については調達の遅れが原因で、土木工事は完成するも保証期間が貸付実行期

限後に超過する予定である。ウラル灌漑工事は予定では貸付実行期限内に終了（保証期間

も含め）することとなっているが、工事の遅れが認められる。項目別の当初予定工期を説

明するとともに中間レビュー時の見直しによる工期案を下記のとおり提案する。 

 

表－3 項目別の予定工期と修正工期案 

項目 審査時の予定 中間レビュー時に

確認された予定 

中間レビュー時

修正案 

コンサルタントの選定 2002 年 10 月～ 

2002 年 12 月 

2003 年 3 月～ 

2003 年 10 月 

2003 年 5 月～ 

2003 年 12 月 

コンサルティングサービス 2003 年 1 月～ 

2007 年 12 月 

2003 年 10 月～ 

2008 年 5 月 

2003 年 10 月～ 

2010 年 9 月 

土木工事(ブランタス川中流域

河川改修護岸補修） 

  －   注) 2003 年 12 月～ 

2004 年 5 月 

2004 年 1 月～ 

2004 年 5 月 

土木工事（ブランタス川中流域

河川改修護岸補修、クルド山緊

急砂防ダム修復バイパス水路建

設、ブランタス川中流域河川改

修護岸補修以外の工事） 

2005 年 8 月～ 

2006 年 11 月 

土木工事(クルド山緊急砂防ダ

ム修復バイパス水路建設) 

 

2003 年 12 月～ 

2005 年 10 月 

 

2003 年 12 月～ 

2005 年 10 月 

2008 年 1 月～ 

2008 年 11 月 

土木工事(ブランタス川中流域

河川改修護岸補修） 

   －  注） 2004 年 6 月～ 

2005 年 12 月 

2004 年 6 月～ 

2006 年 10 月 

土木工事（ブランタス川中流域

河川改修護岸補修、クルド山緊

急砂防ダム修復バイパス水路建

設、ブランタス川中流域河川改

修護岸補修以外の工事） 

2005 年 5 月～ 

2007 年 9 月 

2005 年 5 月～ 

2007 年 9 月 

2006 年 6 月～ 

2010 年 8 月 

機材調達 2005 年 1 月～ 

2005 年 12 月 

2005 年 1 月～ 

2005 年 12 月 

2005 年 6 月～ 

2007 年 6 月 

 注）：審査時点には想定されていなかったジャティメレク堰のゴム堰の取替え工事（Package3A）が必要

であったため、追加された。 

 

事業遅延の主原因は、事業実施前のコンサルタント選定の遅れに起因するものである
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が、工事段階における遅延についてはそれぞれ下記のようなものが挙げられる。 

1）中部・東ジャワ州：ソロ川流域 

・洪水被害（ソロ川） 

2）東ジャワ州：ブランタス川流域 

・資格審査手続きの遅れ（砂防バイパス水路） 

・設計内容の変更（数量増－ブランタス川） 

・工事の追加（ゴム堰の取替え） 

3）北スマトラ州：ウラル灌漑 

・設計の追加（頭首工の変更、堰のタイプの変更－ウラル） 

・想定と異なる土壌条件および、天候が不順等の理由での設計変更と工事の遅れ

（ウラル） 

 

ウラル灌漑工事は今後、気象条件の悪化など予測しがたい要因も考えられるので、引き

続き施工業者に対する工程管理が重要となっている。 

        

建設中のウラル地区灌漑用導水路 

2.3 有効性（インパクト） 

2.3.1 定量的効果 

① 定量的効果 

審査時点で設定された運用・効果指標および内部収益率について見直し、実態を反映し

た目標値を提案する。また、目標年次については審査時には事業完成 5 年後と設定してい

たが、現行の円借款の事後評価制度に従い事業完成 2 年後に設定することを提案する。こ

れによる目標数値は修正する必要がない点も、あわせて確認した。 
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1) ソロ川流域リハビリ事業 

【運用効果指標】 

ソロ川流域では、2007 年末に洪水被害が発生したため、ソロ川上流域、マディウン川、

ソロ川下流域の各流域における被害状況を鑑みて指標/目標値の見直しが必要かどうかを

検討した。なお、同洪水は、審査時に運用・効果指標の設定にあたって、想定している 10

年確率で発生する洪水と比較し、50 年確率で発生する大規模のものであった。洪水被害と

運用・効果指標の比較を表 4に示す。 

 

表－4 ソロ川流域リハビリ事業の運用・効果指標と 2007 年洪水被害比較 
 

 ソロ川上流 マディウン川 ソロ川下

流 

指標名 

（単位） 

基準値

（2001 年） 

2007 年 

洪水時 

審査時目標

値 

基準値

（2001 年）

2007 年

洪水時 

審査時目

標値 

2007 年 

洪水時 

損壊した 

護岸延長（m） 

 965   0  

浸水面積（ha） 12,500 6,920 9,500 6,700 4,248 4,550 47,190

浸 水 家 屋 数

（戸数） 

2,500 16,307 1,900 1,340 1,101 909 121,527

注１：2007 年ソロ川の洪水被害の集計はソロ川広域管理事務所が市町村からの情報をもとに算出した

もの。浸水面積は地域的情報をもとに推定されている。 

  注 2：ソロ川流域の運用効果指標として示されている各値はソロ川流域開発事務所の報告書によれば、

ソロ川上流の指標として示されている。 

注 3：表中空欄はデータ収集が困難であったことによる。 

 

2007 年洪水のソロ川上流における浸水家屋数が浸水面積に比べ、大きくなっている理由

は同洪水は 50 年確率規模の大洪水で、居住者の少ない低平地や水田だけでなく、本事業の

想定である 10 年確率で発生する洪水では想定されていない住居が密集する台地における被

害が短時間ではあるが発生したため、浸水面積あたりの影響家屋数が多数発生した。ただ

しソロ川流域リハビリ事業の運用・効果指標については、あくまで 10 年確率で発生する洪

水を前提に算出したものであり、表－5に示すとおり審査時の設定を継続することが適当と

思われる。 

 

【内部収益率】 

審査時の EIRR は 10.7%であった。中間レビュー時（2009 年）に審査時点で想定した仮定

条件を基に再計算した結果、EIRR は 11.2%（ソロ、マディウン川）となった。 

 

2) ブランタス川流域リハビリ事業 

【運用効果指標】 

ブランタス川流域においては、本事業開始後、特に、洪水被害等は発生しておらず、前
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提条件にも変更は確認されなかったため、審査時に設定した目標値は現時点でも有効と判

断される。 

表－5 ブランタス川流域リハビリ事業運用・効果指標 

 

指標名（単位） 基準値 

（2001 年） 

審査時目標値 

損壊した護岸の長さ（m）  1,550    0 

ウリンギダムの浚渫量（m³/年） 200,000 500,000 

浸水面積（km²）   198    0 

浸水家屋数（戸数）  12,040    0 

 

【内部収益率】 

審査時の EIRR は 21.4%であった。中間レビュー時（2009 年）に審査時点で想定した仮定

条件を基に再計算した結果、砂防ダム、浚渫、バイパス水路部分の EIRR は 21.4%、ブラン

タス河川改修、ゴム堰、ポロン川河川改修部分の EIRR はジャティメレク堰のゴム堰の取替

え工事（Package3A）の追加で工費が増加し 14.1%となった。 

3）北スマトラ州ウラル灌漑 

【運用効果指標】 

対象灌漑面積については、単位あたり収量の増加が見込まれる（審査時の想定では目標

を 5.2ton/ha と設定していたが、その後の実績を踏まえると 2013 年には収量が 5.5ton/ha

と想定される）ことから目標値の修正を提案する。 

表－6 北スマトラ州ウラル灌漑の運用効果指標 

 

指標名（単位） 2001 年 審査時目標値 中間レビュー時

目標値案（2013 

年） 

【事業完成 2 年

後】 

米の収穫量（トン/年） 

（雨季） 

（乾季） 

 

75,400 

50,456 

 

96,200 

98,050 

 

101,750 

101,750 

農 家 一 戸 当 り 農 業 所 得 額

（1,000RP/年） 

6,066 9,166 9,749 

水利組合への参加率（％） 90 100 100 

 

 

【内部収益率】 
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審査時の EIRR は 22.2 %であった。中間レビュー時（2009 年）に審査時点で想定した仮

定条件を基に再計算した結果、EIRR は 19.9%（頭首工、水路部分）となった。EIRR が減少

したのは建設費が増加した事によるものである。 

 

2.3.2 定性的効果 

本事業は、多目的ダムの浚渫、治水施設、灌漑等のリハビリ等種類の異なる複数のサブ

プロジェクトから構成されていることから、定性的効果もサブプロジェクトごとに異なる。 

河川管理については、下流部の水害被害発生の可能性軽減により安全で安定した生活が可

能になる点、貯水量回復により発電量が増え（ピーク電力 54,000kW、増加発生電力量 136MWH）

電気供給が安定する結果、生活の質が向上する点が挙げられる。また、灌漑整備について

は、修復により米の増産が図られ、農家全体として生活が向上する点等が挙げられ、これ

らについては事後評価時に受益者調査等を通じ確認する必要がある。 

2.3.3 インパクト 

河川管理については、本事業の完成及び水資源の有効利用と河川の適切な維持・管理に

より、継続的に洪水の被害が少なくなり安定した生活が可能になる。灌漑整備では、水利

組合/農民が水資源を効率的に利用することにより、生産性の向上及び安定が図られ、農村

の社会・生産基盤の強化及び貧困緩和に寄与する事が想定される。 

 

2.4 その他（事業の効果発現および維持に影響を与える事項） 

2.4.1 NGO・現地大学等との連携 

環境調査（魚類、植生、生態調査）を現地大学（Brawi Jay 大学）に委託して実施した他

には、事業の効果発現および維持に影響を与える事項はない。 

2.4.2 無償資金協力・技術協力との連携 

河川管理について、本事業におけるブランタス川及びソロ川上流域土砂管理計画作成に

あたり、ダムの堆砂問題に対し緊急浚渫を行った無償資金協力事業「ウォノギリ多目的ダ

ム貯水池緊急堆砂計画」から想定排砂量の情報提供を受け、河床変動解析を実施した他に

は、事業の効果発現および維持に影響を与える事項はない。 

2.4.3 他ドナーとの連携 

本事業ではこれまで河川管理及び灌漑整備双方において、特に他ドナーとの連携は実施

されていなかった。しかしながら、灌漑整備については、世銀支援で Water Resources and 

Irrigation Sector Management Project (WISMP) が 2006 年から進められ、ウラル灌漑地

域も WISMP 対象地域に含まれていることから、2.2.1.(b)に記載した通り WISMP の活動のモ

ニタリング/評価を本事業によって行い実施促進を図る等が考えられ、今後、連携を強める
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必要がある。 

      

水利組合との協議 

2.4.4 環境社会配慮 

環境社会配慮に関して、建設工事は、環境影響分析（EIA）、環境管理計画（RKL）、環境

モニタリング計画（RPL）に基づき行われた。本円借款事業のコンサルティングサービスで

実施されたブランタス川流域における環境調査は Report on Environmental Study（January 

2005) にまとめられており、土質・水質や農地・灌漑地への影響、用地取得の有無等が検

討された。ウラル灌漑に付いては事業開始までに実施機関が EIA の内容を見直し、その結

果は、各種レポート1にまとめられている。調査された項目は水質汚濁、廃棄物、土壌汚染、

地下水、生態系などであった。 動植物や自然環境に与える影響は 小限に抑えられ、また、

水質汚濁/大気汚染を引き起こす可能性は低い。今回の建設工事に起因する環境への悪影響

は特に認められなかった。 

クルド砂防施設建設では住民移転(4 件)があり、一部アクセス道路とダムによる湛水地域

で用地取得が行われた。ウラル灌漑地区では移転家屋は無く、用地取得については取得時

期が約半年の遅れはあったが問題はない。 

 

2.4.5 運営・維持管理の体制・技術・財務 

（1）運営・維持管理の体制 

本事業で修復された河川構造物等施設の維持管理については河川流域ごとに行われる。

ソロ川流域開発事務所は 1969 年以来ソロ川の水資源開発事業ならびに維持管理を行ってき

                                                  
1 以下三つのレポートによる。1) Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts, Irrigation 
Rehabilitation Region II, Deli Serdang District, May 2004、2) Environmental Management Program and Environmental 
Monitoring Program, Irrigation Rehabilitation and Dike Construction of Ular River, April 2006、3) Design Report of Modification 
Design Work for Rehabilitation for Ular River Flood Control and Improvement of Irrigation Project (Volume-XI) Environmental 
Investigation 
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た。しかし、2000 年 9 月 14 付けの大統領令に基づき、ブランタス川流域水管理公社（PJT1）

のソロ川流域支店の設立を進め、順次、維持管理業務が移管され、現在下記のとおりソロ

川の管理運営を行っている。また、灌漑施設については、インドネシア政府は 2004 年に水

資源法を改正し、灌漑施設の運営維持管理機能のうち、一次、二次水路については中央政

府・地方政府の所管とし末端灌漑施設は水利組合（あるいは水利組合連合）に移管した。 

 

1）ソロ川・マディウン川流域維持管理 

 

項目/工種 所管官庁 

河川構造物等 ブランタス川流域水管理公社（PJT1）ソロ支店 

ソロ川広域管理事務所（Balai Besar Wilaya Sungai Bengawan 

Solo） 

灌漑施設 州の流域管理事務所(Balai PSDA) 

小規模な支流 州の流域管理事務所及び地方政府 

 

2）ブランタス川流域維持管理 

 

項目/工種 所管官庁 

河川構造物、洪水

警報装置、ダム等 

PJT1、及びブランタス川広域管理事務所 （Balai 

Besar Wilaya Sungai Brantas） 

クルド・スメル 

火山周辺 

クルド・スメル火山砂防事務所 

 

3）北スマトラ州ウラル灌漑 

 

灌漑面積 所管官庁 

頭首工及び幹線水路  

3,000ha 以上 スマトラ II 広域管理事務所（Balai Wilaya Sungai 

Sumatra II (中央)） 

1,000ha - 3,000ha 北スマトラ州水資源局流域管理事務所（Balai PSDA）（州） 

 

 

 

1,000ha 以下 県 

3 次水路 水利組合 

（2）運営・維持管理における技術 

各河川の護岸などの維持管理については中央政府/地方政府の組織が担当している
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が、多岐にわたる業務に対して予算の制約もあって、十分な技術力と意欲を有した技

術者は十分には揃っていない。リハビリ工事で完成した河川護岸などの維持管理業務

はそれほど高度な技術を要しないため、現在の日常維持管理業務上は大きな問題は無

いが、将来の計画的管理運営のために資産管理台帳などの整備が必要である。 

現在建設中の頭首工及び灌漑用導水路を含む維持管理のための組織強化は、灌漑に

関する政府規則（No. 20/2006）と水資源法(No．7/2004)に基づいて行われることに

なっている。水利組合に移管する三次水路の維持管理は、大規模な補修が必要な場合

には技術的にも中央政府・州の関与が必要である。 

 

（3）運営維持管理における財務 

流域河川の運営維持管理は PJT1 と広域管理事務所の二本立てとなっている。PJT1

はブランタス川およびソロ川（ソロ支店）にあるが予算規模は異なる。ソロ川の水資

源による収入は限られている（農家に対する灌漑用水の供給は無償）ため支出も少な

いが、一方有償の用水供給が多いブランタス川では PJT1 の予算がソロ支店の予算の

ほぼ 10 倍に達している。もう一つの運営維持管理組織である広域管理事務所（ソロ

川及ブランタス川）の予算規模は PJT1 と逆の傾向を示しており、2007 年で比較する

と、ソロ川の広域管理事務所の予算はブランタス川の 3倍規模である。このことから、

PJT1 は収入に見合った維持管理しか行っておらず、ソロ川の場合は特に十分な維持

管理は行われていない可能性がある。一般に、予算はプロジェクトベースで配分され

るため不安定であり、維持管理・リハビリのための資金はプロジェクトについた予算

に頼っている。通常の予算は職員の給与、事務所運営費および点検・管理しか対応で

きていない。 

ウラル灌漑の場合、受益面積が 18,500 ヘクタールと大きいため、一次、二次水路

については中央政府・地方政府の所管である。2006 年から 2009 年までの州財源（実

績・予算）は以下の通りである。州灌漑維持管理部によれば Rp. 200,000/ha が必要

というが予算確保が難しい。 

 

表－7 北スマトラ州ウラル灌漑の予算 

 

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 
Rp. 88,887/ha Rp. 128,827/ha Rp. 120,000/ha Rp. 

88.887/ha 
資料：Balai Wilaya Sungai Sumatra, Dinas PU Sumatra  

 

3 次水路の維持管理予算は水利組合員より、現金で 125,000 ルピア/ha/作、年間 250,000

ルピア/ha（ウラルでは 2期作が可能）を徴収し、維持管理に充当している。主な維持管理

作業は、日常的に実施する水路内堆積物の除去、パイプカルバートの掃除等である。 
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3．結論及び教訓・提言 

3.1 結論 

本事業は現時点でも、国家開発政策/施策、開発ニーズと合致しており、優先度の高い事

業でもあるため、継続して事業実施を支援していく必要がある。 

3.2 提言 

3.2.1 実施機関への提言 

上記 2.2.1 で記述したように、コンサルティングサービスの一部、WUA 強化を目指す PKPI

のモニタリング・評価を主目的とするウラル灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関

する参加型モニタリング・評価業務の実施は 2006 年初めに中断されたまま、実施されてい

ない。一方で、WUA 強化プログラムが世銀融資の Water Irrigation Sector Management 

Project (WISMP)の一部として 2006 年から進められており、ウラル灌漑地域も WISMP 対象

地域に含まれている。このような状況の下、残り 1 年弱の工期内で、当初予定のモニタリ

ング/評価業務の全項目を完了することは困難と思われるが、世銀で実施している内容/成

果を確認するとともに、自治体/組合幹部/農民との聞き取り調査を実施することにより、

WUA 強化に関する何らかの提言を行う事は可能と考えられる。その場合、早急にコンサルタ

ントと協議に入り、限られた期限内で実施可能な調査業務を確定し、実施を促進すること

が望まれる。 

2.2.2 で指摘しているように事業遅延の主原因は事業実施前のコンサルタント選定の遅

れに起因する。また追加工事（砂防バイパス水路）の中でも資格審査手続きの遅れがあっ

た。実施機関は迅速な意思決定と選定手続きを行うことで遅れを 小限にするよう勤める

べきである。 

流域河川の管理・運営の予算不足が見られる。PJT1 の水資源の管理・運営の努力を継続

的に行う一方、水資源管理は PJT1 と広域管理事務所及び地方政府との協力によって実施さ

れるべきである。今回のリハビリ事業による効果が持続するような維持管理のための予算

配分を重点的に行うべきである。 

3.2.2 JICA への提言 

(1)上述のウラル灌漑の対象地域の水利組合の組成・強化に関する参加型モニタリング・評

価業務の実施促進を図るため、実施機関とコンサルタントの協議に参画し、適切なガイダ

ンスを行う必要がある。 

 

(2)ウラル灌漑の運用効果指標について、2.3.1.に記載のとおり中間レビューの中で見直し

の上、修正案の提案を行った。本提案について JICA と実施機関が確認、検討し、事後評価
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時に採用する指標について合意形成する必要がある。 

 

 

 


