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ピナツボ火山災害緊急復旧事業（II） 

 

評価者：株式会社三菱総合研究所 水田愼一 

１．案件の概要 

  

      事業の実施位置       本事業で改修された南西メガダイク 

 

1.1 事業の背景 

ルソン島中部のピナツボ山は、1991 年 6 月に 20 世紀最大規模の噴火を起こした。

噴火後は、台風などの降雨により、火砕流堆積物の流出（下流では泥流（ラハール）

となる）が毎年発生し、サコビア－バンバン川、アバカン川、パッシグ－ポトレロ川

などで甚大な泥流災害が起こった。特に、1993 年 10 月に発生した大規模二次爆発に

よる地滑りのためサコビア川上流はパッシグ川に河川争奪され、それ以降、パッシグ

－ポトレロ川では集中豪雨により、下流での泥流被害、河床上昇や河道閉塞による洪

水被害といった二次災害が頻発していた。 

こうした状況下、「ピナツボ火山災害緊急復旧事業」（PH-P166、1996年 3月 L/A調

印、借款額 6,911 百万円）の中でサコビア－バンバン川流域の回収事業が実施された

他、コンサルティング・サービスの中で、｢パッシグ－ポトレロ川泥流及び洪水制御計

画｣の策定調査が実施され、1998 年 3 月に終了した。また、パッシグ－ポトレロ川流

域では、フィリピン側自己資金において、泥流対策として周囲堤（メガダイク）が建

設された。 

パッシグ－ポトレロ川流域では、メガダイク修復等の緊急事業に加え、短期、中期、

長期的な対策を含む上記計画に基づいた、被災地の復旧・復興に向けての総合的泥流

防御施設の早期建設が強く望まれており、これらの緊急事業や建設事業を行うものと

して本事業が実施された。 

 

1.2 事業概要 

ルソン島中部のパッシグ・ポトレロ川流域において、頻発する泥流・洪水災害から

プロジェクトサイト 
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守るための土木工事を行うことにより、生活環境の向上及び民生の安定を図り、もっ

て地元経済の発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 9,013百万円 ／  7,633百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999年 9月 ／ 1999年 12月 

借款契約条件 金利 1.3％、返済 30年（うち据置 10年）（コンサ

ルタントは、金利 0.75%、返済 40 年（うち据置

10年） 

一般アンタイド（コンサルタントは二国間タイド） 

借入人／実施機関 フィリピン共和国／公共事業道路省 

貸付完了 2006年 3月 

本体契約 

 

中国建築工程総公司（China State Construction 

Engineering Corporation）（中国）／中国水利電力

対外公司（China International Water and Electric 

Corporation）（中国）／R-II Builders, Inc（フィリ

ピン） 

コンサルタント契約 日 本 工 営 株 式 会 社 （ 日 本 ） ／ PHILKOEI 

INTERNATIONAL,INC.（フィリピン） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等（if any） 

・ 技術協力 M/P及び F/S「サコビア・バンバン川

流域砂防・治水計画策定調査」（1993年－1996

年） 

・ 円借款「ピナツボ火山災害緊急復旧事業フェ

ーズ１（PHUMP I） 」（1996 年 12 月－2001

年 5月）1
 

関連事業（if any） 同上 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

水田 愼一（三菱総合研究所） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2010年 5月～2011年 2月 

                                                        
1
 上記技術協力による F/S結果を踏まえて実施された事業。同円借款事業の中で行わ

れたコンサルティング・サービスにおいて、「パッシグ・ポトレロ川泥流及び洪水制御

計画」の策定調査が実施され、1998年 3月に終了した 



 31

 現地調査：2009年 8月 2日～8月 18日、2010年 11月 17日～11月 26日 

 

2.3 評価の制約 

本事業で実施された土木事業により裨益したパッシグ－ポトレロ川周辺の地方自治

体は 11市に及ぶが、その裨益の度合いや態様はその自治体により異なる。本来であれ

ばすべての自治体の関係者や住民等広範囲な調査を通じて評価を行うことが望ましか

ったが、時間的及び予算的制約により、本評価調査の範囲でインタビューが可能であ

った関係者からの意見や入手可能であったデータ、及び、3 箇所の対照的な地域にお

ける受益者調査によってできるだけ客観的かつ公平な評価を行うための情報収集を試

みた。 

 

3．評価結果（レーティング：B） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

フィリピン政府は 1999 年当時のフィリピン国中期開発計画（MTPDP）1999-2004

において、「社会的公平を伴った持続可能な発展及び成長」を目標に掲げた。そのため

の手段として、農業近代化等を中心とする地方開発の加速化、教育、保健、福祉、住

宅供給等の弱者に対する基本的社会サービスの提供、持続的インフラ開発、国際競争

政策の促進、マクロ経済の安定確保及びガバナンスの向上が中心課題として取り上げ

られた。水関連のインフラ事業として上水道、下水道、灌漑とともに治水対策もふれ

られており、堤防や運河建設などの構造物対策事業、洪水予測や警報システム等の整

備といった非構造物対策事業の推進が挙げられていた。 

現行のフィリピン国中期開発計画（MTPDP）2004-2010は、「第 1部：経済成長と雇

用創出、第 6章：インフラ」の中において、クラーク－スービックの洪水制御を具体

的な目標として掲げており、その中で、本円借款事業の対象地域であるパッシグ・ポ

トレロ川流域を重点地域として明記するとともに、実施中・完了済みの事業として、

本円借款事業（PHUMP II）及び本事業のフェーズ 1（PHUMP I）を明記している。 

このように、治水対策・洪水制御は一貫してフィリピンの開発政策における重要課

題とされており、なかでも、ピナツボ周辺地域は取り組みの重点地域と位置づけられ

ている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

1991年のピナツボ火山で発生したさまざまな泥流（ラハール）は、パッシグ・ポト

レロ川流域中心にあるバコロール市を埋没させ、周辺地域にも甚大な被害を及ぼした。

このような経緯から、この地域の経済再生と住民生活の回復のためには、ラハール及

び洪水による脅威を軽減することが引き続き必要となっている。 

本事業は、メガダイクを補強することでラハールの流出を制御し、周辺地域をラハ
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ール被害から食い止めている。また、本円借款事業による水路整備や浚渫作業により、

下流地域の洪水被害が軽減されている。 

ピナツボ周辺地域の治水対策・洪水制御は、計画段階から 10年以上を経過した今日

においても、同地域の住民生活の改善や経済発展の基盤になるものとして、引き続き

現地で高いニーズが存在する。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時において、日本政府は、フィリピンは依然として経済成長回復のための支援

を必要としていること、貧困撲滅は同国政権の重点政策の一つであること等を踏まえ

援助を実施することとしていた。特に、日本政府の対フィリピン援助の考え方として、

環境保全と防災を重視し、その中で行政能力の強化、一般産業廃棄物対策、産業公害

対策、自然環境保全、さらには、防災分野への支援を重点としていた。 

本事業は、自然災害から生じる危険から人命を守り、もって直接的な経済的損失を

防ぐとともに、経済発展の基礎となる安全な生活環境を整備するという意味において、

当時の日本政府の対フィリピン援助政策と合致していた。 

 

以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：b） 

3.2.1 アウトプット 

 本事業のアウトプットとなる土木工事は、7つの契約パッケージ（Contract Package：

CP）から構成された。計画時は CP1から 6までであったが、本事業の目的達成に必要

なコンポーネントとして、事業実施期間中に CP7 が追加された。CP 毎の計画時の土

木工事内容及び実施時の主要な変更点をまとめると表１のとおりとなる。また、CP1

から CP7までの実施地を示したのが図１である。 
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表 1 アウトプットの主要な変更 

CP番号 計画時の土木工事内容 主要な変更点 

１ (1) 南西メガダイク（巨大堤防）の修復

 

(1) 南西メガダイクかさ上げ工事の対象

部分を一部変更 

また、追加工事として、西側メガダイ

ク補強工事範囲を延長実施 

２ (1) 閉鎖ダイクの建設 (1) 当初計画を中止し、以下の代替工事

を実施。 

・ 北西側に架かるググ橋（100.16m）

・ ギャパン・サンフェルナンド・オ
ロ ン ガ ポ （ Gapan-San Fernand- 

Olongapo: GSO）道の拡幅（2.557 

km）、 

・ ググ川の西岸ダイクの建設（2.557 

km）、 

・ 排水溝の改善 

３ (1) バルヨット（Baluyot）川の河岸工

事・掘削 

(2) サンタバーバラ橋通路の盛り土 

(3) サパング・ラブアン（Sapang Labuan）

/ バルヨット運河の再編成 

(1) 工事延長短縮、掘削予定面積縮小 

(2) 対象工事より削除（DPWH が自己資

金で実施したため） 

(3) 追加工事として RCBC（プレキャス

トコンクリートボックスカルバー

ト）設置工事実施 

４ (1) サン・フェルナンド（San Fernand）

-セント・トーマス（Sto Tomas）- ミ

ナリン（Minalin）・テールダイク修

復 

(2) バコロール・テールダイク修復 

(1) 土木工事内容に一部変更有り 

(2) 契約パッケージの変更 

当初計画を中止し、以下の代替的工事

を実施 

・ 避難道路 4本 

・ ググ川の運河化 1,600 m 

・ ググ橋 100.8 m 

５ (1) デルタ地帯における浚渫 

(2) 誘導運河（第三河川）の掘削・浚渫

(1) 浚渫対象河川の距離延長、面積拡大

(2) 掘削・浚渫対象面積の縮小 

６ (1) 運河整備（サン・フランシスコから

サスムアン川） 

(1) 幅・深さはほぼ変更無し。浚渫面積

の縮小 

７ （事業実施期間中に追加された。） 

 

 

(1) エンジェルス・ポラック道の押し流

された部分の修復 

・ マンカティアン橋建設 

・ 進入路建設 

・ 河道改修ダイク（護岸工事） 等 

(2) その他の補助的工事（Supplemental 

Agreement I、II） 

・ マンカティアン橋上流の河道改修
構造 

・ 偏向ダイク建設 

・ マリウアル橋建設 

・ テールダイク（サン・フェルナン
ド-セント・トーマス ミナリン）

の損傷部分の修理 

・ 東側メガダイクの舗装  等 
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出所：ピナツボ山緊急復旧事業マネジメントオフィス（MPE-PMO）資料 

図１ 本事業における土木工事契約パッケージ（CP）実施位置 
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全ての CP において変更点が見られるが、これらの変更は主として、パッシグ－ポト

レロ川の従来の流域にラハールが堆積したことにより同河川の流域経路に変化が生じ

たこと等、土木工事予定地の各所において計画時以降の時間の推移とともに地理的変

化が生じたため、これに対応するために土木工事の内容や対象範囲を変更・修正せざ

るを無かったことによる。また、本事業で当初予定されていた土木工事の中には緊急

性が高いため、本事業による土木工事が開始される以前に、緊急性に鑑みフィリピン

政府が独自資金により実施したものがあり、本事業の中ではその目的と照らして妥当

であり、その時点で優先度及び必要性の高い土木工事を追加的に実施した場合もあっ

た。全体として、これらのアウトプットの変更は、本事業の目的としてその時点で必

要なものとして DPWHと JICAとの協議によって決定されたものであり、それぞれ妥

当な変更であったと考えられる。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

 計画時の実施期間は 1999 年 12 月（LA 調印）～2003 年 9 月（CP6 の土木工事完了

予定）の 46ヶ月であったが、実際は 1999年 12月（LA調印）～2006年 2月（CP7土

木工事完了）の 75 ヶ月であり、計画を大幅に上回った（計画比 163%）。主な遅延理

由は、アウトプットの変更理由として述べたのと同様に、地理的状況変化や緊急性に

よる DPWHによる独自工事実施に伴う各 CPの内容変更や CP7の追加によるものであ

った。これらの内容変更や追加は、洪水・ラハールによる被害抑制、民生の向上とい

った本事業の目的達成のために必要なもので、すべて DPWHと JICAとの間で合意が

なされて実施されたものであり、それによる期間延長は必要なものであったと理解さ

れる。CP7 は実施期間中に追加された契約パッケージであることを勘案し、仮に CP7

が存在していなかった場合を検証したが、その場合であっても、1999年 12月（LA調

印）～2004年 9月（最も延長が長かった CP5の土木工事完了）の 58ヶ月であり、い

ずれにしても計画を上回った（計画比 126％）。 

 

3.2.2.2 事業費 

 審査時に計画された全体事業費は 106億 400万円（うち円借款分は 90億 1,300万円）

であったが、実積は 106億 1,600万円（うち円借款分は 76億 3,300万円）とほぼ計画

通りであった（計画比 100.11%）。既に述べたとおり、本事業では全ての CPで工事内

容の変更が生じた。これらに伴い事業費がそれぞれ増減し、土木工事関連およびコン

サルティング・サービスのペソ建総額は全体として微増した。また、土木工事の対象

地域の変更により、土地取得等に必要な土地取得関連経費（Right of Way：ROW）が

大幅に増大にし、結果としてペソ建てでの事業総額は事前評価時よりも増大した。し

かしながら、審査時と比較して、本事業実施期間中ではペソと対円為替相場の影響に

より、CP7 の追加もあったにもかかわらず、結果として、円建てでの事業総額は計画
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時とほぼ同額となった。 

 

以上より、本事業は、事業費についてはほぼ計画通りであったものの、事業期間が

計画を大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.3有効性（レーティング：a） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用・効果指標 

(1) 洪水・泥流（ラハール）被害の減少 

洪水被害の減少については、計画段階で運用効果指標の設定がなされていなかった。

よって、目標数値は存在していない。年間洪水氾濫軽減数については、いくつかの市

の政府関係者にインタビューしたところ、洪水そのものの発生頻度が減少したことも

さることながら、洪水後の水引にかかる時間が従来数週間から数ヶ月かかっていたの

が、工事完了後では、数日から数週間に短縮したとの回答を得た。さらに、過去 10

年間の洪水データについて情報提供のあった周辺自治体のデータをまとめたところ、

本事業における土木工事実施の前後の期間において、ほとんどの自治体において平均

浸水日数の短縮と平均最高浸水高の軽減が認められた。 

 

表 2  事業実施対象地域における洪水浸水日数・最高浸水高の変化 

平均浸水日数 平均最高浸水高  

2000-2002 

（工事完了前） 

2008-2010 

（工事完了

後） 

2000-2002 

（工事完了前）

2008-2010 

（工事完了後） 

グアグア 25.0日 9.7日 143.0cm 85.0cm 

バコロール 12.5日 3.0日 45.7cm 35.5cm 

サント・トーマ

ス 

90.0日 14.0日 120.0cm 30.0cm 

サスムアン 60.0日 7.0日 100.0cm 30.0cm 

ミナリン 59.6日 57.0日 40.0cm 48.6cm 

出所：MPE-PMO 

 

 また、泥流（ラハール）被害については、メガダイクの修復によりラハールがさら

に下流に流れることを防ぐことができ、更なる被害の拡大が予防されたことが現地視

察及び現地関係者のインタビューにより確認できた。ただし、ラハール被害の変化を

定量的に評価するための指標を設定することは困難であり、運用・効果指標は当初よ

り設定されておらず、本事後評価時においてもそのような指標設定による評価は行わ

なかった。 
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(2) ギャパン・サンフェルナンド・オロンガポ（Gapan-San Fernand- Olongapo: GSO

道拡幅（CP2）の効果 

本事業では、地域住民の生活向上を目的として、洪水・ラハールの最大の被害地で

あったバコロール中心部を横切り、堤防外への退避路としても機能する GSO道路の拡

幅が CP2に含まれていた。表３のとおり、GSO道路については 1998年の事前評価時

には当時の年平均日交通量であった 19,000 台の車両の利便性向上に資することが念

頭に置かれていたが、2004年 5月の CP2完了後の 2006年数値では 89,078台まで増加、

2010年数値でも 73,727台が利用している。2006年と比較して 2010年に交通量が減少

しているのは 2009年にGSO道と同じく東西に伸びる代替道が整備されたためである。 

 

表 3  GSO道年平均交通量の推移 

指標名(単位) 1998年 2006年 2010年 

GSO 道年平均日交

通量（台） 

19,000台 89,078台 73,727台 

  出所：MPE-PMO資料 

 

(3) 東側メガダイク舗装（CP7）の効果 

本事業の追加パッケージとして実施した CP7（2005年 5月終了）には、東側メガダ

イクの上部の舗装がその一部として含まれていた。メガダイク及び周辺ダイクの舗装

工事は、周辺住民の生活や経済活動の向上、避難路としての利便性の向上といった観

点から寄せられた周辺住民の要望に応じて実施されたものである。この東側メガダイ

ク舗装により、GSO 道からアンヘレス・ポラック道までの移動時間が工事実施前の

1998年時点の 45分から 16分へと短縮した。 

 

3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

(1) 財務的内部収益率（FIRR） 

本事業で実施された土木工事は、それぞれの土木工事が財務的収益をもたらすもの

ではなく、そこから得られる収益は洪水による被害軽減による経済的利益、住民の所

得向上といった経済的利益である。このため、本事業では事前審査時、事業完了時と

もに FIRRの算出は行われておらず、本事後評価においても FIRRの算出は行わなかっ

た。 

 

(2) 経済的内部収益率（EIRR） 

審査時の経済的内部収益率（EIRR）は 21.8%であった。他方、事後評価時に算出し

た EIRRは 23.7％であった。 

 事後評価時の EIRR算出においては、プロジェクトライフを 30年とし、費用として

本事業で要した土木工事、土地取得等の費用、人件費、電力費、通信費、浚渫費等の

維持・管理費用を用い、便益として地域 GDPや、建物・道路や農地・家屋等の洪水予
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防により保護されるものの価値を用いた。 

 

3.3.2 定性的効果 

ピナツボ山の噴火とそれに続くラハール被害では 114,300人（27,000世帯、1990年

時データ）の住民と 267 k㎡（4,360 haの農地を含む）の土地が被害を受けたとされる。

本事業で実施された一連の土木工事により、これらの住民及び土地がさらなる深刻な

洪水被害を受けることが回避された。 

本事業は、パンパンガ州の州都であるサン・フェルナンド(San Fernando)市、パッシ

グ－ポトレロ川下流域に位置するグアグア(Guagua)市等のメガダイクの外側に位置す

る主要居住地域・経済地域を更なるラハールや洪水被害から守ることが目的とされて

いた。 

このような経緯を受けて、本評価では、メガダイク等による保護による直接の裨益

が想定されていたグアグア市、メガダイク内側に大部分が位置するバコロール市、バ

コロール市の多くの旧住民が避難して生活するブラオン（Bulaon）居住区の 3 箇所で

受益者調査を実施した。 

これら 3地域の住民に対して、10年前（土木工事実施前）と比較して安全を感じる

かどうかを質問したところ（バコロール市及びグアグア市の住民に対しては現在の居

住地での安全性、ブラオン居住区の住民に対しては出身地域での安全性を質問）、グア

グア市で 96%、バコロール市で 74%、ブラオン居住区で 84%の回答者が以前よりも安

全と感じると答えた。 

さらに、これら 3地域の住民に対して、本事業で実施された土木工事がどれだけこ

の地域の洪水防止と人々の生活環境の改善に貢献したかと質問したところ、3 地域の

いずれにおいても回答者の 76%から 96%(グアグア市 96%、バコロール市 80%、ブラ

オン居住区 76%)がメガダイク等の土木工事が洪水防止と生活環境の改善に貢献した

と回答した。 

このように本事業の実施前後における安全性の変化や生活向上と土木工事の貢献に

対する住民の認識は地域毎に異なるが、いずれの地域でも多数の回答者が肯定的な回

答をしており、特に、本事業による裨益が念頭に置かれていたグアグア市では大多数

の回答者が安全性の向上、生活改善とそれに対する土木工事の貢献について肯定的な

回答を行っている。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

表４に示すとおり、本事業の実施期間の前後で事業対象地域の GDP及び人口は増加

し、失業率は低下している。本事業が結果的に地域の経済発展や失業率の低下にどの
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程度貢献したかを定量的に確認することはできないが、上記で述べたとおり、本事業

で実施された土木工事は、この地域の洪水防止と生活環境の改善に貢献したと周辺住

民の多くから評価されており、本事業は地元経済の発展に対して正のインパクトを与

えたと判断できる。 

生活環境の改善については、近隣自治体の関係者や住民より、メガダイク等の土木

工事の実施により、ラハールや洪水による脅威が低くなったことで安心して生活や経

済活動が行えるようになったこと、洪水が実際に起こった場合でも浚渫等の実施によ

り浸水の滞留期間が短くなったことで衛生状況が改善したことといった効果について

言及された。特に、メガダイクの東側外地域にあるサン・フェルナンド市はパンパン

ガ州の州都であり、かつ、この地域の経済的中心地であるが、この地域が一連の土木

工事によりラハールや洪水被害より守られたことで地域の経済発展に大きく寄与して

いるとの認識が、現地実施機関側関係者のみならず、近隣自治体の関係者や住民より

示された。 

 

表 4  中部ルソン地域（Region 3）の経済等統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に述べた 3地域を対象に実施した受益者調査の結果、メガダイク等の土木工事

による洪水防止効果の高いグアグア市（同市は事業サイト周辺地域では最も人口の多

い。）の住民は回答者の 90%が 10年前よりも経済状況が改善したと答えた。この回答

から、本事業の対象地域において経済発展に貢献していることが裏付けられる。他方、

バコロール市では経済状況が 10年前よりも改善したと答えた住民の割合は 55%（45%

は改善が見られないと回答）であり、ブラオン居住区では 44%（46%は改善が見られ

ないと回答）にとどまった。バコロール市はテールダイク内側で引き続き洪水被害を

受ける可能性が高い地域であるため、経済活動がピナツボ火山の噴火前の状況まで回

復することは難しく、そのため経済状況が改善したと答えた人の割合が半数強にとど

まっていると考えられる。 

 

 

 

 1998年 

（事業実施前） 

2008年 

（完成後 3年） 

地域 GDP 2,065億ペソ 5,720億ペソ 

 1995年 2007年 

地域人口 7,902千人 9,720千人 

 2000年 2008年 

地域失業率 11.4% 9.2% 

出所：DPWH/NEDA 
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3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

フィリピンでは環境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources：

DENR）が 1996年に発出した省令 No.37により、環境影響が想定される公共及び民間

事業実施の際の環境影響評価（Environmental Impact Assessment：EIA）の実施が義務

付けられており、また、環境保証証明書（Environment Compliance Certificate：ECC）

を取得するためには EIAの実施が条件となっている。これらの義務・条件に鑑み、本

事業実施にあたっては、EIA が実施され、それに基づき 1999 年 7 月には ECC が取得

された。 

このように本事業については事業実施前に適切な環境評価が行われていたのに加え

て、本事業の実施により、ラハールや洪水による被害拡大や再発の抑制につながり、

地域住民の居住環境は改善した。DPWHは、パンパンガ州政府及び関係市政府との間

に覚書（MoU）を締結しており、工事実施中から工事実施後の維持管理の期間を通じ

て、これら地方自治体が環境影響や社会影響等も含めてインフラの工事及び維持管理

を監視している。また、環境モニタリングは、実地視察、インタビューによる廃棄物・

ごみ、水質汚染、社会的インパクトの確認といった項目により、四半期毎に実施され

ており、これまで特段の措置が必要とされた環境被害は生じていない。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

泥流被害地であった事業実施箇所の用地取得規模は 374 haであり、土地所有者との

交渉・合意を経て手続きが行われた。なお、本事業の土木工事実施は洪水・ラハール

被害等の理由により既に住民が退避していたため、住民移転は発生しなかった。また、

住民反対があった地域においては、住民の意向を考慮し、用地取得は行われなかった。

当初予定されていなかった代替工事や追加工事が行われたため、用地取得面積は予定

を上回る 374ha となり、その経費は総額 511 百万ペソであった。本事業の ROW 関連

経費は事前審査時で 40百万ペソであり、結果として 10倍以上の増加となっている。

しかしながら、この増加は、本事業の目的達成のために行われた工事内容の変更や追

加に伴い生じた必要な増加であり、特段の問題は見受けられない。 

 

3.5 持続性（レーティング：b） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

本事業において建設されたインフラ施設の維持管理は、工事終了後、DPWH第三地

方事務所（Region 3（中部ルソン地域））に移管された。 

同事務所の中で、施設・設備の維持管理を担うのは、維持管理課である。維持管理

課には、課長以下 26名のスタッフが配置されている。同課は、道路・橋梁/洪水対策/

建築物班と道路・橋梁情報アプリケーション/橋梁マネジメントシステム班からなり、

前者には 19名（うちエンジニア 6名）、後者には 5名（うちエンジニア 4名）のスタ
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ッフがいる。 

また、DPWH第三地方事務所は施設・設備の維持管理にあたって、対象地域の地方

自治体と緊密に連絡を取り合っている。例えば、メガダイクやテールダイク等、本事

業で整備された構造物に破損が生じたり、洪水防止等の有効性向上のために追加的な

工事が必要と判断されたりする場合には、当該地域の自治体が DPWH第三地方事務所

に連絡を取り、今後の対処方針について協議を行う。その際、DPWH側で資金負担と

工事実施を担当可能であると判断する場合には DPWHがそれを担当し、地方自治体側

の責任で実施すべきと判断される場合には、地方自治体の自己資金で追加工事が実施

される場合もある。 

建設・整備済みの設備・施設については DPWH第三地方事務所が年に一回実査を行

い、DPWH本部に対して報告書を提出している。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

DPWH本部では、地方事務所に勤めるエンジニアを含むすべてのエンジニアの能力

向上を図ることを目的に、毎年 1回様々な分野における研修プログラムが提供されて

いる。例えば、治水構造物・設備の維持管理に関わる研修プログラムは以下のような

分野で提供されている：水文学のインフラ事業への応用、水理学設計、洪水制御・排

水構造の計画と設計、洪水制御・排水構造の修復・維持手順、水理学的・水文地質学

的調査・データ収集、河川・砂防工学、インフラ事業における価値工学、建設事業に

おける安全対策、洪水制御マネジメント、他。 

DPWH第三事務所の維持管理課においては、上記のとおり、専門技術者（エンジニ

ア）が計 10 名配置されており、これら専門技術者は DPWH 本部の主催するこれらの

研修を受けている。具体的には、これらの専門技術者は、2005 年から 2010 年の間に

砂防事業の計画・設計、洪水制御・下水設備の計画・設計、洪水制御・下水設備の維

持、洪水制御プロジェクトの建設管理の 5つのコースを受講したことが確認された。

これらの研修プログラムを受講した専門技術者は修了書を受領するが、その際試験の

ようなものは存在しない。また、受講後の習得状況を評価するようなシステムも存在

しない。このため、これら技術者の技術レベルの向上を定量的に検証することは出来

ないが、DPWH関係者は、これら技術者は熱心かつ真面目に研修プログラムを受講し

ており、受講者の技術レベルは研修後には着実に向上していると評価しており、研修

プログラムは専門技術者の技術レベルの向上に一定程度貢献しているものと考えられ

る。 

  

3.5.3 運営・維持管理の財務 

維持管理に必要な資金は、法律上は、DPWHが一義的に手当てする責任を負う。し

かし、中央政府（DPWH）の財源に不足が生じ、構造物・設備の修復に緊急を要する

場合には、DPWHと州政府及び関連市政府との間の合意に基づいて、地方自治体も予
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算を投入することができることになっている。実際、テールダイクの補修や道路の拡

幅等、地方自治体の自己予算で行われている追加工事も一部ある。 

DPWHによれば、本事業で建設・整備された構造物・設備の維持管理に要する年間

支出は 1,570 万ペソであり、この予算は基本的に中央政府（DPWH）予算によってま

かなわれている。ただし、本事業で建設・整備された構造物・設備の維持管理用の予

算は、現在は予め予算額として計上されているわけではなく、その都度利用可能な財

源から資金を捻出しているとのことである。 

このような状況に対して、DPWH本部、ピナツボ山緊急復旧事業マネジメントオフ

ィス(MPE-PMO)、DPWH 地域事務所（DPWH Region 3）のいずれの関係者からも、本

事業で建設・整備された構造物・設備を含め、治水関連の構造物・設備の運営維持管

理については、中央政府予算により毎年十分な予算確保がなされておらず、持続的な

維持管理のためのボトルネックは予算不足であるとの認識が一様に示された。実際、

DPHW関係者にからは、実際には本事業関連構造物・設備の維持管理のためには年間

1 億 3,000 ペソが計上される必要があるが、十分な予算手当てがなされていないとの

回答を得ている。 

事業対象地域の市政府関係者たちも、維持管理の財源が十分でないことを憂慮して

おり、かつ、市政府等の地方自治体では負担能力が限られるため、中央政府による予

算確保に期待するという発言が聞かれた。実際、本事業に関し、DPWHと地方自治体

との間で合意書（MoA）が締結されており、双方が維持管理に関して、負担をしてい

くことが確認されてはいる。 

このように本事業で建設・整備された構造物・設備の維持管理に必要な予算は恒常

的に確保されていないのが実態である。このような中で、実際には必要性の高い修復

作業については何らかの形で予算が捻出できている状況ではあるが、財政的持続可能

性を確保するという観点からは、一義的に維持管理責任を有する DPWHが毎年予算で

十分な財源を確保するか、もしくは、もし中央政府で十分な財源が確保できない場合

には地方自治体が負担すべき範囲を明らかにしてその範囲で地方自治体が必要な財源

を確保できるようにすることで、全体として維持管理予算が恒常的に確保される状態

が作られることが望ましい。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 7つの契約パッケージ（Contract Package：CP）のすべての土木工事現場を視察した

結果、運営維持管理状況は良好であることを確認した。 

しかしながら、一箇所だけ、本事業で改修された南西メガダイクの一部が損壊して

いることを実査で確認した。損壊の状況から見て、土木工事の不備によるものとは考

えられない。第二次現地調査時の 2010年 11月現在、DPWHによる補強・修復工事が

実施されている。 
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以上より、本事業の維持管理は財務状況に軽度な問題があり、本事業によって発現

した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業の妥当性は高く、効率性は事業費、事業期間ともに計画を上回ったため中程

度であり、持続性は財務状況に軽度な問題があるため中程度であるが、有効性は高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。  

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

なし。 

 

 4.2.2 JICAへの提言 

 なし。 

 

4.3 教訓 

本事業における施設及び設備の整備後の維持管理予算が継続的に確保されていない

ことが分かった。現時点で適切な予算措置がなされていないことの理由のひとつは、

あらかじめ具体的な数値を伴う予算計画とその負担者を記す計画が策定されていなか

ったことにあると考えられる。今後、インフラ等の施設・設備の整備にかかる協力を

JICA が行う場合には、審査の段階において、5 年から 10 年程度の期間についての予

算措置概算額・負担者を実施機関と合意するよう努力するとともに、その後も、詳細

設計段階や実施段階での変化を踏まえ予算見通しの修正を行い、事業終了時には、事

業終了後の維持管理のための予算算措置額・負担者について JICA と実施機関との間

で改めて確認しておくことが望ましい。 

以上  
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主要計画／実績比較  

項   目  計   画  実   績  

①アウトプット  

 

 

 

パッケージ 1 

南西メガダイク（巨大堤防）の修復

長さ：4.5km 

 

 

 

 

 

 

パッケージ 2 

閉鎖ダイク建設  

長さ：3 km 

高さ：8 m 

泥流堤防：575,210 ㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

パッケージ 3 

(1) バルヨット（Baluyot）川の河岸

工事・掘削 

 長さ：4km 

 掘削予定容積：2,040,000 ㎥ 

(2) サンタバーバラ橋通路の盛り土

(3) サパング・ラブアン（ Sapang 

Labuan） / バルヨット運河の再編成

 

 

 

パッケージ 4 

(1)サン・フェルナンド（San Fernand）

-セント・トーマス（Sto Tomas）- ミ

ナリン（Minalin）・テールダイク修

復 

(2) バコロール・テールダイク修復

 

 

 

 

 

パッケージ 5 

(1) デルタ地帯における浚渫 

長さ：10km 

総容積：1,384,000㎥ 

(2)誘導運河（第三河川）の掘削・浚

渫 

総容積：4,240,000㎥ 

 

パッケージ 1 

南西メガダイクかさ上げ工事：一部

変更あり 

長さ：3.3 km 

 

西側メガダイク補強工事：延長追加

工事 

長さ：7.27 km 

 

パッケージ 2 

当初計画の工事を中止し、以下代替

工事を実施。 

- 北西側に架かるググ橋（100.16m）

- ギャパン・サンフェルナンド・オ

ロ ン ガ ポ （ Gapan-San Fernand-

Olongapo: GSO）道の拡幅（2.557 km）

- ググ川の西岸ダイクの建設（2.557 

km） 

- 排水溝の改善 

 

パッケージ 3 

(1) 一部変更あり 

 長さ：3.52km（短縮） 

 掘削予定容積： 504,646 ㎥（縮小）

(2) 対象工事より削除（DPWH が自

己資金で実施したため） 

(3) 一部変更あり 

RCBC（プレキャストコンクリート

ボックスカルバート）設置を追加工

事として実施。 

 

 

パッケージ 4 

(1) 一部変更あり 

 土木工事内容に一部変更あり。 

 

 

(2) 中止 

(3) 上記(2)を受けた代替工事 

- 避難道路 4本 

- ググ川の運河化 1,600 m 

- ググ橋 100.8 m 

 

パッケージ 5 

(1) 一部変更あり（拡大） 

長さ：16.09km 

総容積：1,986,234㎥ 

(2) 一部変更あり（縮小） 

総容積：2,519,748 ㎥ 
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パッケージ 6 

(1) 運河整備（サン・フランシスコ

からサスムアン川） 

 

 

パッケージ 6 

(1)一部変更あり 

幅・深さはほぼ変更なし。浚渫土

量は 471,305 ㎥まで縮小。 

 

パッケージ 7：追加 

(1) エンジェルス・ポラック道の押

し流された部分の修復 

- マンカティアン橋建設 270.34 m 

- 進入路建設 3.6 km  

- 河道改修ダイク 200 m 等 

(2) そ の 他 の 補 助 的 工 事

（Supplemental Agreement I,II） 

- マンカティアン橋上流の河道改修

構造 750 m 

- 偏向ダイク建設 296.83m 

- マリウアル橋建設 66.86 m 

- テールダイク（サン・フェルナン

ド-セント・トーマス ミナリン）の

損傷部分の修理 75 m 

- 東側メガダイクの舗装 

②期間  

 

 

1999年 12月～ 2003年 9月  

（ 46ヶ月）  

1999年 12月～ 2006年 2月  

（ 75ヶ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

6,199百万円  

4,405百万円  

1,468百万ペソ  

10,604百万円  

9,013百万円  

1ペソ＝ 3円  

（ 1999年 12月現在）  

 

7,633百万円  

2,983百万円  

1,366百万ペソ  

10,616百万円  

7,633百万円  

1ペソ＝ 2.47円  

（ 1999年 12月～  

2006年 3月平均）  
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Third Party Opinions on 

 

“Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project - Phase II” (PHUMP) 

 

Dr. Marife M. Ballesteros, Research Fellow, 

Philippine Institute of Development Studies 

 

The Project is relevant not only in terms of the national development goal of 

mitigating flooding but more importantly in terms of the economic development of the 

Central Luzon Region (Region 3) as well. In particular, the Project directly impacts on 

Pampanga province which is the focal point of Region 3 and a significant part of the 

day-to-day functional orbit of the National Capital Region, or Metro Manila. Rapid 

urbanization is taking place in the Province with the development of a Metro Angeles that 

is considered the next hierarchy of urban settlements. Population growth in this area is 

projected to surpass that of Metro Manila in the medium term. The economic potential of 

the Region is very high but many lands are unutilized due to flooding and mudflow and 

unstable lahar environment. The improvement of infrastructure for flood measures is thus 

critical and highly relevant. 

The construction and rehabilitation of infrastructure in the Province has had 

immediate effects on the lives of the residents as shown by the lower flood frequency and 

lower inundation. However, the degree of effectiveness differs across municipalities or 

barangays in the Province. A further probe on the differential effects would be helpful 

since flooding is still an issue in some areas/barangays while in others the flood condition 

has remained unstable. At the household level, qualitative measures of “safety” can be 

supported by indicators on the growing confidence of the business community by 

examining business registration and activities at the local level. A situational analysis of 

the condition prior to the Project would help in the effectiveness as well as impact 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

  




