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【円借款】

インドネシア

メダン洪水防御事業

外部評価者：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

島村 真澄

０．要旨

本事業で実施された河川改修工事と放水路等の建設を通じて事業周辺地域の洪水被

害の軽減が図られており、現地ヒアリングや受益者調査を通じて、地域住民が本事業

による便益に満足していることが明らかとなった。また住民の生活環境の改善と経済

発展の促進にも寄与していることから、有効性およびインパクトが多数発現している

といえる。洪水被害の軽減と民生の安定・向上および地域経済振興に貢献するという

本事業の目的は、審査時（1997 年）、事後評価時（2011 年）ともに、インドネシアの

開発政策、開発ニーズに合致しており、また審査時の日本の援助政策とも整合性があ

り事業実施の妥当性は高い。事業実施の効率性については、本事業の事業費（円借款

部分）は計画内に収まったものの、事業期間が計画を大幅に上回ったため中程度であ

る。また運営・維持管理については財務状況に軽度な問題があるため、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価は高いといえる。

１．案件の概要

案件位置図 河川改修後のプルチュット川

1.1 事業の背景

北スマトラ州の州都メダン市を貫流するデリ、プルチュット両河川は、洪水の疎通

能力が小さく、頻繁に洪水被害が発生していた。メダン市は、審査当時、人口約 2 百

万人を擁するインドネシア第 3 の都市であり、西部インドネシアにおける社会経済活

動の拠点で、同市およびその周辺地域の人口増加・市街化の進行（事業周辺地域の人
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口増加率は 90～95 年で年平均 2.2%と全国平均の 1.7%を大きく上回っていた）により、

被害規模が拡大していた。実施機関によれば、実際、1990 年 11 月のデリ川の氾濫で

は、浸水面積 45km2、被害世帯数約 8 千戸、死者 2 名を記録し、被害総額は 540 億ル

ピア（約 38 億円）に上った。

これらの背景から、当時、メダン市における民生の安定と地域経済の円滑な発展の

ために、本事業を実施することにより、河川の改修と放水路の建設を行い、事業地域

の洪水被害の軽減を図ることが急務となっていた。

1.2 事業概要

北スマトラ州メダン市を貫流するデリ川、プルチュット川の河川改修工事とメダン

放水路建設を行うことにより、同地域の洪水被害の軽減を図り、もって民生の安定・

向上および地域経済振興に寄与する。

円借款承諾額／実行額 9,697 百万円 ／ 9,323 百万円

交換公文締結／借款契約調印 1998 年 1 月 ／ 1998 年 1 月

借款契約条件 金利 2.5％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド

コンサルタント：

金利 2.1％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド

借入人／実施機関 インドネシア共和国／公共事業省水資源総局

貸付完了 2009 年 2 月

本体契約 PT. Hariara（インドネシア）／PT. Wijaya Karya（イ

ンドネシア）／PT. Brantas Abipraya（インドネシ

ア）／PT. Pembangunan Perumahan（インドネシア）

／PT. Adhi Karya（インドネシア）／PT. Waskita

Jaya Purnama（インドネシア）

コンサルタント契約 PT. Melias Kesuma（インドネシア）・建設技術研究

所（日本）・Sinotech Engineering Consultant（台湾）

（JV）

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）

‐JICA 開発調査（ブラワン-パダン統合河川流域

開発調査）M/P および F/S 実施（1992 年）

‐JICA E/S 事業（メダン市洪水防御計画調査）に

おいて D/D 実施（1996 年）

‐ADB 調査（メダン都市開発計画調査）M/P 実施
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（1978 年）

‐案件実施支援調査（SAPI）（2007 年）

関連事業（if any） ‐メダン都市開発プロジェクト（ADB、1982 年）

‐第 2 メダン都市開発プロジェクト（ADB、1995

年）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

島村 真澄 （三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社）

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 11 月～2011 年 10 月

現地調査：2011 年 1 月 30 日～2 月 25 日、2011 年 5 月 11 日～5 月 21 日

2.3 評価の制約

特記事項なし

3．評価結果（レーティング：B1）

3.1 妥当性（レーティング：③2）

3.1.1 開発政策との整合性

本事業の審査時、インドネシア政府は、中期国家開発計画である第 6 次 5 ヵ年計画

（REPELITA Ⅵ：1994～1999 年）において、特に人口、資産の集積した都市域および

灌漑施設の整備された農業地域において洪水防御事業を実施するとし、①都市および

工業地域の治水対策 37,000ha、②農村地域の治水対策 200,000ha、③開発地域の治水対

策 40,000ha 等を計画していた。メダン市およびその周辺地域の洪水被害軽減を図るこ

とを目的とした本事業は中期国家開発計画と整合的であった。

事後評価時においても、中期国家開発計画（RPJMN2010～2014 年）および公共事業

省の中期開発計画（RENSTRA2010～2014 年）の水資源管理戦略において、洪水およ

び海岸浸食防止のためのインフラ整備の必要性や住宅地域の洪水対策の重要性が掲げ

られており、評価時現在においても本事業の目的と整合的である。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

本事業の審査時、メダン市を貫流するデリ川とプルチュット川の洪水の疎通能力は

貧弱であり、また、都市開発の進行により、頻繁に洪水被害が発生していたことから、

1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
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本事業による対策が急務であった。これまでも政府の自己資金や他ドナー資金により

河川改修や排水事業が進められてきたものの、十分整備されておらずプルチュット川

の河川改修については殆ど手付かずのままとなっていた。こうしたことから、デリ川

およびプルチュット川の改修工事を実施し、洪水被害の軽減を図る必要性と優先度は

高かった。

事業前までは、デリ川下流域は 10 年確率流量対応（240m3/s）までの整備しかなさ

れず、十分な洪水被害の軽減が困難であったところ、本事業ではデリ川およびプルチ

ュット川で 300m3/s（25 年確率洪水）までの安全度を確保したが、2011 年には 25 年確

率を上回る洪水が発生しており、今後も防災事業のニーズは高い。河川の改善工事お

よび堆積物除去の早期実施と、メダン市および周辺地域の都市排水システムの早期見

直しの必要性が指摘されており、改定中のメダン市開発計画（RTRW2010～2020 年）

では、メダン市を貫流する 7 つの河川のうちデリ川とプルチュット川の 2 河川の改善

工事と堆積物対策が優先的に検討されている。

なお、デリ川の一部とこれに通じるマティ川およびバブラ川の川縁（低地帯）には

多くの不法住民3が居住しており、河川改修が手がけられないことから、洪水被害拡大

の原因となっている。不法住民対策が困難なことから、これまでこれらの地帯の河川

改修は手付かずとなっていた。こうした背景から、RTRW（改訂版）において不法住

民の移転の検討（低コスト住居の提供など）が行われることになっている。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

本事業目的は、審査時において、日本政府の援助政策と整合的である。外務省「我

が国の政府開発援助（開発途上国援助）の実施状況（1997 年度）」における対インド

ネシア国別援助方針では、「森林火災、渇水、地震、洪水等の自然災害への対応」を同

国の課題の１つと認識しており、わが国の援助の重点分野：「環境保全」および「公平

性の確保」において、大都市への人口集中による居住環境の悪化への対応や基礎生活

分野に対する支援(居住環境の整備等)の方針が示されている。また、本事業の開始後

に事業の方向性を変えるような日本政府および JICA の援助政策の変更はなく、本事

業内容との整合性は引き続き担保されている。

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。

3 不法住民は土地を購入する資金や家を借りる資金がなく、生活に欠かせない水へのアクセスとい

う利点もあって、河川沿いに住みついて生活の基礎を築いている人々である。河川沿いは国の所有

地であり、不法居住者に対して立ち退きに伴う土地の補償費は出ない。家屋などにはわずかな補償

がでるが、新しい生活をはじめるには不十分であり、結局はそこに住み続けることになっている。
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3.2 効率性（レーティング：②）

3.2.1 アウトプット

本事業のアウトプットの計画と実績の比較は以下表のとおりである。

表 1：アウトプットの計画と実績の比較

計画 実績 差異

土木工事

1) プルチュット川の河川

改修（総延長 28km）

2) メダン放水路（デリ川

～プルチュット川）建

設（延長約 4km）

3) デリ川転流工・改修工

事（2 堰の建設等）

1) プルチュット川の河川

改修（総延長約 29km）

2) メダン放水路（デリ川

～プルチュット川）建

設（延長約 4km）

3) デリ川転流工・改修工

事（2 堰の建設等）

1) スコープ追加あり：

①用地取得・住民移転の影響を軽減するため設計

変更を実施、②洪水制御の効果向上を図るための

追加工事を実施（固形廃棄物処理、排水強化、河

口堆積物の処理）

2) 放水路の線形を変更：

用地取得・住民移転の影響を軽減するため設計変

更を実施

3) 計画どおり

コンサルティング・サービス

1) 土木工事に係る施工管

理等

1) 土木工事に係る施工管

理等

2) 追加工事に係る詳細設

計

3) ラウシメメダムの詳細

設計

1)および 2) スコープ追加あり：

上記の追加工事に伴い詳細設計を実施

3) 新たなスコープが追加された：

ラウシメメダムはプルチュット川上流における治

水を含む多目的ダムでマスタープラン（JICA、

1992 年）にて建設の必要性が指摘されている。①

洪水制御能力の更なる向上（40 年確率洪水への対

応）、②メダン市および周辺地への水供給のため

の水源確保（秒速 3,000 リットル）、③同地域の

電力需要増加に緊急に対処するため、本事業にて、

同ダム建設のための詳細設計が実施された

土木工事については、プルチュット川の河川改修とメダン放水路建設でスコープの

追加があった。用地取得問題で、住民への影響を軽減するために線形を変更したこと

に伴う設計変更と、洪水制御の効果向上を図るための追加工事であり、いずれも適切

なものと判断される。デリ川転流工・改修工事は審査時計画どおりのアウトプット実

績であり、変更はなかった。

コンサルティング・サービスの投入量は、以下表のとおり外国人コンサルタント、

インドネシア人コンサルタントともに大幅な増加があった。これはプルチュット川の

河川改修とメダン放水路のスコープ追加・線形変更に伴う詳細設計の追加およびラウ
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シメメダムの詳細設計の追加によるものである。ラウシメメダムの整備は、メダン市

および周辺地域の洪水制御能力をハードで対応可能な想定洪水規模をメダン大都市圏

において 300m3/s から 320m3/s に引き上げるとともに、人口増加に伴う水不足・電力

不足を解消するための計画で、改定中のメダン市開発計画（RTRW）においても明記

されることになっている。

表 2：計画時のコンサルティング・サービス投入量と実績の比較(M/M)

計画 実績 差異

外国人 102 428 326 増

インドネシア人 293 1,093 800 増

合計 395 1,521 1,126 増

出所： JICA 内部資料および質問票回答・現地調査インタビューによる

図 1：事業サイト地図

べラワン港

プルチュット川

デリ川

メダン放水路

メダン市
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メダン放水路 ラバーダム

3.2.2 インプット

3.2.2.1 事業費

総事業費は、当初計画では 13,425 百万円（うち円借款部分は 9,697 百万円）であっ

たのに対し、実際の円借款部分は合計 9,323 百万円と、計画を下回った(計画比 96.1%)。

追加スコープを含め、土木工事およびコンサルティング・サービスの全額が借款対象

であった。

なお、事業費については公共事業省水資源総局（DGWRD）におけるプロジェクト

会計システムの不備のためインドネシア政府予算およびDGWRD予算より支出された

正確な金額が帳簿記録として残っておらず、事業費の信頼できる金額は把握できない。

（先方政府による負担で、支出金額が把握できたのは、用地取得費の 1,158 億 8,800

ルピアのみだった。）

事業実施遅延とアウトプット実績の増加がみられたにもかかわらず、円借款部分の

事業費が計画を下回った主な理由は、事業実施中のアジア通貨危機に起因する現地通

貨インドネシア・ルピアの対円減価の影響等によるものである。

以上より、本事業は円借款部分の事業費について計画内に収まった。

3.2.2.2 事業期間

本事業の実施期間は、計画では 71 ヵ月であったが、実際には、貸付期限延長（2 回）

を含む 132 ヵ月と、計画の 185.9％となり計画を大幅に上回った(内訳は以下表を参照)。

工期遅延により貸付実行期限の延長が 2 度行われた。1 回目の延長で貸付実行期限は

2008年 2月となり、2回目の延長により最終的な貸付実行期限は 2009年 2月となった。

以下表は、項目毎および全体の実施期間を比較したものである。各項目の期間はそ

れぞれ重なり合っていることから、単純に各差異を合計した数字が全体の差異とはな
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らない。

表 3：事業実施期間の比較

計画 実績 差異

土木工事：

2000 年 6 月～2003 年 9 月

(40 ヵ月)

用地取得：

1997 年 5 月**～2000 年 3 月

(35 ヵ月)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ：

1998 年 12 月～2002 年 8 月

(45 ヵ月)

土木工事：

2000 年 10 月～2008 年 12 月*

(99 ヵ月)

用地取得：

1997 年 5 月**～2007 年 12 月

(128 ヵ月)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ：

1999 年 5 月～2009 年 1 月

(117 ヵ月)

土木工事：

59 ヵ月遅延

用地取得：

93 ヵ月遅延

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ：

72 ヵ月遅延

全体：

1997 年 11 月***－2003 年 9 月

(71 ヵ月)

全体：

1998 年 1 月***－2008 年 12 月*

(132 ヵ月)

全体：

61 ヵ月遅延

* 実施機関との合意により土木工事が完了した 2008 年 12 月を事業完成とした

** 用地取得は借款契約の調印前より開始

***借款契約締結時

事業実施遅延の主な原因は、当初予見できなかった土地取得の問題が事業実施の際

に明らかとなったためである。具体的には以下のとおりである。（詳細は、後述の

「3.4.2.2 住民移転・用地取得のインパクト」を参照）

 土地所有に係る証明が、異なる機関より重複して発行されていたため所有者の

特定に時間を要したこと。

 所有者が不明瞭な土地があったこと。

 一部住民が、土地のインベントリー調査および補償の手続きが不透明であると

地方裁判所に訴訟したことから裁判の審理や諸手続きに時間を要したこと。

以上より、本事業は事業費（円借款部分）については計画内に収まったものの、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4（レーティング：③）

3.3.1 定量的効果

3.3.1.1 運用効果指標

審査時には運用効果指標は設定されておらず、事後評価時に入手可能なデータに基

づき、過去 20 年間にメダン市で発生した洪水について、氾濫面積、浸水戸数、被災者

数、推定最大流量を以下表にまとめた。

4 有効性判断にあたり、インパクトも加味してレーティングを行う。
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表 4：過去 20 年間にメダン市で発生した洪水関連データ
洪水発生日 氾濫面積

（ha）

浸水戸数（戸） 被災者数（人） 推定最大流量

（m3/秒）

備考

1987 年 9 月 16 日 1,256 7,592

1988 年 8 月 3 日 702 4,474

1988 年 9 月 15 日 566 5,792

1990 年 11 月 26 日 4,500 8,309 70,000 240 10 年確率洪水

1993～1998 年の洪水データは不明

・1996 年 5 月時点のプルチュット川の流下能力：平均 150 m3/s、デリ川（上流区間）の流下能力：平均 280m3/s

1999 年 2 月 16 日 750

工事開始（2000 年 10 月）

2001 年 11 月 7 日 4,142 2,530 10,250 290 25 年確率洪水

2001 年 11 月 23 日 75

2001 年 12 月 29 日 100 400 世帯

2002 年 1 月 13 日

2003 年 9 月 22 日 1,031 5,000

2004 年 9 月 20 日 560

2004 年 11 月 15 日 700 超

2006 年 10 月 3 日 数百件

2006～2010 年の洪水データは未集計

・事業完成は 2008 年 12 月、メダン放水路は 2009 年 4 月より稼働

2011 年 1 月 6 日 1,015 3,150＊ 12,600 320 40 年確率洪水

出所：スマトラ II 流域管理組織 （空欄はデータが把握できない）

* 2011 年 1 月 6 日に発生した洪水で浸水した 3,150 戸のうち、1,290 戸はブラワン川の氾濫によるもの。

従って、本事業が対象とするデリ川およびプルチュット川の範囲での被害に限ると 1,860 戸となる。

本事業の洪水防御計画と事業完成後の 2011 年 1 月 6 日に発生した洪水の観測データ

を比較すると表 5 のとおりである。これによると、本事業により河川改修等が行われ

た結果、デリ川（事業対象の上流区間）およびプルチュット川は、計画時の目標であ

った 25 年確率洪水（300m3/s）に対応する流下能力を備えるに至っており、河川の流

下能力が向上している。（審査時の資料によると、1996 年 5 月時点のプルチュット川

の流下能力は平均 150m3/s に過ぎなかった。またデリ川（上流区間）の流下能力も平

均 280m3/s であった。）

なお、2011 年 1 月 6 日に発生した洪水は、デリ川の最大流量が 320m3/s と、25 年確

率洪水（本事業の計画）を上回る 40 年確率洪水（320m3/s）であったといわれている。

本事業が対象とするデリ川およびプルチュット川流域の範囲での浸水被害（戸数）に

限ってみると 1,860 戸であり（表 4 の注釈を参照）、25 年確率洪水が発生した 2001 年

11 月 7 日の浸水戸数（2,530 戸）を下回っている。すなわち 2011 年 1 月 6 日の洪水は

40 年確率洪水であったにもかかわらず、2001 年 11 月 7 日に発生した 25 年確率洪水時

よりも浸水戸数が減っていることがわかる。被災者数を比較すると 2001 年 11 月 7 日

の洪水は 10,250 人、2011 年 1 月の洪水は 12,600 人と後者の数が多くなっているが、

12,600 人にはブラワン川の氾濫による被災者、すなわち本事業が対象とするデリ川お

よびプルチュット川流域の範囲外の被災者が含まれている。具体的な人数は把握でき

ないが本事業の対象範囲の被災者数を浸水戸数との比率で算出すると 7,440 人となり、
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2001 年 11 月洪水の被災者を下回る。なお、浸水戸数および被災者数に不法住民が含

まれるかどうかは不明である。

表 5：本事業の洪水防御計画と 2011 年 1 月 6 日に発生した洪水の観測データの比較
最大流量

2011 年 1 月 6 日の洪水 320 m3/s （実績値、40 年確率洪水に相当）

25 年確率洪水対応 （本事業実施後の計画） 300m3/s

出所：スマトラ II 流域管理組織

3.3.1.2 内部収益率

実施機関である DGWRD 傘下（現地出先機関）のスマトラ II 流域管理組織（Sumatra

II River Basin Office）より入手した費用および便益のデータをもとに経済的内部収益

率（EIRR）の再計算を行った。

表 6：EIRR 再計算の前提と結果

審査時 事後評価時

EIRR 値 13.08% 13.04%

便益
直接的洪水被害の軽減期待額（各資産、生産品）

および増収期待額（土地の価値上昇等）

直接的洪水被害の軽減期待額（各資

産、生産品）および増収期待額（土

地の価値上昇等）*

費用

建設工事費、コンサルティング・サービス費、用

地取得費、管理費、予備費および維持管理費(税金、

プライスエスカレーションを除く)

建設工事費、コンサルティング・サ

ービス費、用地取得費、維持管理費

（管理費、税金、プライスエスカレ

ーションを除く）**

プロジェクト・

ライフ
事業完成後 50 年

* 上昇率は審査時の前提を用いた。

** 正確な総事業費および年次支出額は不明のため、スマトラ II 流域管理組織より入手したデータに基づき

管理費、税金、金利を除いた数値を用いた。

再計算値は、審査時の値5とほぼ同じ数値となった。ただし費用についてはデータが

入手できなかった管理費、税金、金利を除いた数値で再計算を行っていることから、

実際よりも高い EIRR 値が示されていると考えられるが、ここでは参考値として再計

算結果を示すこととした。仮に、EIRR 値の引き下げ要因であるこれらの費用を含め

た総事業費（実績）ベースで EIRR の再計算を行った場合、審査時と比較してより低

い EIRR 値が算出されるものと推察される。主な理由は、土地価格高騰に起因する補

償費の増額が挙げられる。スマトラ II 流域管理組織によると、用地取得費は本事業の

実施期間（1998-2008 年）において、当初見積額の倍以上に高騰したとのことである。

事業計画時において、用地取得費上昇の程度を予測することは困難であると思われる

5 審査時資料には EIRR=15.0%との記載があったが、同資料集に記載の算出根拠から復元して得ら

れた EIRR は 13.08%であったことから、審査時の EIRR を 13.08%とみなし、同前提を踏まえて再

計算を行った。
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が、結果的に、用地取得の遅延・事業実施遅延の主要因にもなっている。

3.3.2 定性的効果

3.3.2.1 洪水被害の軽減

事業完成前後の洪水被害状況について、事業周辺地域の住民・農民に対して受益者

調査6を実施した結果を下図にまとめた。家屋の損壊の減少、家財・家具の損傷の減少

をはじめ回答者は総じて事業完成後洪水による被害が減少したと回答している。

事業完成後

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

洪水による怪我

通勤・通学の困難

道路交通・公共交通の遮断

トイレ・下水道の不具合

電力・水道・電話等の不具合

生業への影響

家財・家具の損傷

家屋の損壊

甚大な被害：被害程度が大きく復旧が困難 中程度の被害：相当の費用・期間にて復旧が可能

軽微な被害：自助努力/少ない費用で復旧が可能 被害なし

N.A .無回答

事業完成前

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

洪水による怪我

通勤・通学の困難

道路交通・公共交通の遮断

トイレ・下水道の不具合

電力・水道・電話等の不具合

生業への影響

家財・家具の損傷

家屋の損壊

甚大な被害：被害程度が大きく復旧が困難 中程度の被害：相当の費用・期間にて復旧が可能

軽微な被害：自助努力/少ない費用で復旧が可能 被害なし

N.A.無回答

出所：受益者調査結果より

図 2：事業完成前後の洪水被害の比較（回答者数=103 名）

6 受益者調査の実施要領：事業周辺地域の 10 村（Desa Bandar Khalifah, Desa Bandar Setia,

Desa Cinta Damai, Desa Cinta Rakyat, Desa Lau Dendang, Desa Percut, Desa Seinties,

Kelurahan Amplas, Kelurahan Denai, Kelurahan Menteng）から回答者を無作為に選定し、住民

65 名、農民 38 名、企業関係者 38 名の計 141 名に対し、対面聞き取り方式により実施。なお「洪

水被害の軽減状況」「事業完成後の生活環境の変化」に係る質問項目については、住民 65 名、農民

38 名の計 103 名より回答を得た。「地域経済への影響」に係る質問項目については、上述の住民 65

名、農民 38 名に加え、企業 38 名の計 141 名より回答を得た。
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また現地調査時に行った受益者（住民）からのヒアリングによれば、事業周辺地域

の 1 つであるバンダル・セチア村（Desa Bandar Setia）は、2011 年 1 月 6 日にメダン

市および周辺地域を襲った洪水の被害を受けなかった。同村付近のプルチュット川の

水位は堤防の上位まで達していたことから、仮に本事業が実施されなかった場合、同

村は浸水被害にあっていたと考えられるとの指摘があり、同村の住民はいずれも本事

業による便益に満足し安心感を示していた。

さらにスマトラ II流域管理組織は自己資金にてローカルコンサルタントに委託して

2010 年 8 月に受益者調査を実施している。同調査結果によると調査対象の住民 312 名

のうち 248 名（約 8 割）が事業完成後、洪水被害が軽減された/受けなくなったと回答

している。

本件事業事後評価で実施した受益者調査の結果、現地調査時の住民へのヒアリング

内容およびスマトラ II 流域管理組織自身による受益者調査結果から、本事業が洪水被

害の軽減に貢献したことがわかる。

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

3.4.1.1 メダン市および周辺地域の生活環境の改善

事業完成後の生活環境の変化について、事業周辺地域の住民・農民に対して受益者

調査を実施した結果を下表にとりまとめた。

表 7：事業完成後の生活環境の変化（回答者数 103 名）

大いに

改善した
改善した 変化なし 悪化した

大いに

悪化した

N.A.・

無回答質問項目

人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 %

全体的な生活水準への影響 10 9.7 75 72.8 15 14.6 3 2.9 0 0 0 0

健康および衛生面への影響 7 6.8 73 70.9 18 17.5 4 3.9 1 1.0 0 0

洪水地域外への移動への影響 8 7.8 84 81.6 6 5.8 2 1.9 2 1.9 1 1.0

雇用機会への影響 9 8.7 70 68.0 22 21.4 0 0 1 1.0 1 1.0

家計収入への影響 6 5.8 61 59.2 32 31.1 3 2.9 0 0 1 1.0

土地・不動産価格への影響 5 4.9 62 60.2 30 29.1 2 1.9 0 0 4 3.9

出所：受益者調査結果より

* 四捨五入の関係で合計は 100%にならない

受益者調査の結果、8 割以上の住民および農民が、全体的な生活水準が改善/大いに

改善したと回答しており、事業完成後の生活環境が改善したことが確認された。洪水
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被害の回避または軽減により、健康および衛生面への影響が改善/大いに改善したと回

答した住民が 8 割弱にのぼる。とりわけ、約 9 割の住民および農民が、洪水対象地域

外への移動が改善/大いに改善したと回答しており、本事業により交通アクセスの向上

が図られたことがわかる。

また現地調査時に実施した受益者（前述のバンダル・セチア村の住民）へのヒアリ

ングでは、「本事業で管理用道路や橋梁が整備されたことにより、移動時間の短縮や、

物資の移動が容易になるなど移動の利便性が高まった7」「村落間の交流が活性化した」

「事業実施後に新たな住宅地が開発され、土地の利用が変化した」といった発言があ

り、同村の住民はいずれも本事業による生活環境改善のインパクト、とりわけ管理用

道路や橋梁が整備されたことによる移動の利便性に満足感を示していた。

さらにスマトラ II 流域管理組織への質問票の回答によると、「事業周辺地域の土地

利用が向上した」との指摘があった。具体的には「事業周辺地域の 1 つであるバンダ

ル・シドラスの灌漑地区にラバーダムを建設したことにより農作物（特に水稲）の収

穫量が増加し、農民の生活が向上した」「管理用道路や橋梁の整備により移動の利便性

が向上し、空き地だった土地に新たに住宅や商店が建設された」「河岸に住民が植物を

栽培するようになった8」といった指摘があり、実施機関による質問票の回答も住民へ

のヒアリング内容と整合的であることが確認された。

3.4.1.2 メダン市および周辺地域の経済発展の促進

事業完成後の地域経済への影響について、事業周辺地域の住民・農民および企業関

係者に対して受益者調査を実施した結果を下表にとりまとめた。

表 8：地域経済への影響（回答者数 141 名）

向上した 変化なし 鈍化した その他 N.A.・無回答
質問項目

人 % 人 % 人 % 人 % 人 %

周辺地域の経済活動全般への影響 94 66.7 30 21.3 13 9.2 0 0 1 2.8

土地利用への影響 87 61.7 29 20.6 19 13.5 1 0.7 5 3.5

出所：受益者調査結果より

受益者調査の結果、周辺地域の経済活動が向上した、土地利用が向上したと回答し

た住民、農民および企業関係者がそれぞれ約 67%、62％に及んでおり、本事業が周辺

地域の経済振興にも貢献したと考えることができる。

また、現地調査時に実施した受益者（バンダル・セチア村の住民）へのヒアリング

では、「事業実施後、多くの商店が新設され村の経済が活発になった」との発言があっ

7 ただし、整備後は維持管理が行われておらず、道路・橋梁が劣化しているとの指摘もあった。
8 スマトラ II 流域管理組織によると、河岸での植物の栽培は洪水制御機能に影響を与えない限り問

題ないとのこと。
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た。さらにスマトラ II 流域管理組織への質問票の回答によると、「管理用道路および

橋梁の整備により、メダン市・周辺の農業地区・プランテーション地区いずれの地域

の経済も活性化した。また、「ラバーダムの整備により農作物の収穫量が増加した」と

の指摘があり、本事業によって洪水被害が回避・軽減されたことにより、灌漑面積の

拡大につながったことが伺える。

地域のマクロデータの推移と本事業の間に明確な相関関係は見られず、地域指標の

推移によって本事業の効果を計ることは難しいが、近年の北スマトラ州の州都メダン

市は GRDP 年増加率が 6～7％台を推移し人口増加率も 1％前後と、引き続き経済社会

活動の重要拠点としての役割を担っており、本事業は地域の経済振興に貢献している

と言えよう。

表 9：北スマトラ州およびメダン市の人口・人口増加率・GRDP 増加率

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

北スマトラ州

人口（千人）

11,463.4 11,525.4 11,587.4 11,642.0 11,851.6 11,863.7 11,890.4 12,123.4 12,326.7 12,643.5 12,833.2 13,042.3 13,248.4

北スマトラ州

人口増加率(%)

1.98 0.54 0.54 0.47 1.80 0.10 0.23 1.96 1.68 2.57 1.50 1.58 1.58

北スマトラ州

GRDP 増加率(%)

5.70 -10.90 2.43 4.98 3.98 4.56 4.81 5.74 5.48 6.20 6.90 6.39 5.07

メダン市

人口（千人）

1,899.0 1,901.1 1,902.5 1,904.3 1,926.5 1,963.9 1,993.6 2,006.1 2,036.2 2,067.3 2,083.2 2,102.1 2,121.1

メダン市

人口増加率(%)

0.11 0.08 0.09 1.17 1.94 1.51 0.63 1.50 1.53 0.77 0.91 0.90

メダン市

GRDP 増加率(%)

7.73 -18.11 3.52 5.40 4.60 5.00 5.76 7.29 6.98 7.76 7.78 6.89 6.56

出所：北スマトラ州およびメダン市統計局

3.4.2 その他、正負のインパクト

3.4.2.1 自然環境へのインパクト

環境影響評価（AMDAL）は、1992 年 3 月に実施された JICA のマスタープラン9に

おいて実施されたが、インドネシア国の AMDAL の手続き変更（1993 年政令 51 号）

に伴い、AMDAL の補足調査が実施された。あわせて環境管理計画（RKL）および環

境モニタリング計画（RPL）が作成され、最終的に 1996 年 1 月に公共事業省大臣によ

り承認がなされている。

自然環境への影響は、周辺住民へのヒアリング結果から建設期間中および事業完成

後ともに特段の問題は指摘されていない。また、スマトラ II 流域管理組織へのヒアリ

ングによると、事業実施中、コントラクターに対して環境配慮の指導を行っており、

9 ブラワン-パダン統合河川流域開発調査（1992 年 3 月）
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コントラクターは必要な緩和策を講じていることから特段の問題はないものと考えら

れる。具体的には、スマトラ II 流域管理組織は、工事期間中、河口付近の堆積物の状

況確認、放水路付近の地下水の状態、河川のゴミの状況等必要に応じて環境モニタリ

ングを行っておりコントラクターに対して適切な環境配慮を行うよう指示している。

本件対策として、粉塵対策のための水まきや、井戸水を利用していた住民に対する代

替の井戸や水道施設の提供等が行われている。

受益者調査の結果、建設期間中に自然環境への影響があったと回答した住民および

農民は 54 名で、調査対象者（103 名）の約半数を占めたが、その主な内容は泥などで

河川が濁ったといった指摘で、とりたてて大きな不満の声は確認されなかった。

本事業の効果向上を図るため、事業スコープに固形廃棄物の管理向上（ゴミの河川

への投棄防止対策、ゴミの回収システム向上、リサイクル促進等）が追加されており、

ゴミ回収箱の設置やゴミ回収トラックの提供等が行われている。また技術面での支援

については、案件実施支援調査（SAPI）が行われており、例えば、有機物の堆肥化の

取組については、スマトラ II 流域管理組織は当該技術を有する日本の専門家と連携し

て活動を展開した。しかし、固形廃棄物管理向上の取組が事業完成後も定着している

かどうかは定かではない。現地サイトの視察時に、橋梁脇に掲げられたゴミの投棄を

禁止する看板の横でゴミを河川に投棄する人が複数目撃された。また、橋梁周辺の河

川には不法投棄されたゴミが堆積していた。ゴミの不法投棄による堆積は、河川の流

下能力の妨げとなり事業の持続性にも影響してくることから、更なる啓蒙活動やフェ

ンス設置等による不法投棄防止策が必要と思われる。

河川へのゴミの投棄を禁止する看板 受益者（事業周辺地域の住民・農民）

3.4.2.2 住民移転・用地取得のインパクト

住民移転および用地取得に係る当初計画と実績の比較表は以下のとおりである。用

地取得面積（実績）は計画の 6 割弱、移転世帯数（実績）は計画より約 300 世帯増加
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している。用地取得面積が計画を下回っているにも係わらず、移転世帯数が増加して

いるのは、市街化の進行により人口が増加したためと考えられる。

表 10：住民移転・用地取得の計画と実績の比較

計画 実績

用地取得面積 197.07 ha 114.99 ha

移転世帯 899 世帯 1,208 世帯

出所：スマトラ II 流域管理組織

スマトラ II 流域管理組織からの聞き取りによれば、用地取得および補償の方針や実

施プロセス等は、公聴会および住民との協議を含めインドネシアの規則に基づいて適

正に実施されており問題はない。実施機関を責任機関とする「コミッティ 9」と呼ば

れる土地取得委員会（地方政府や警察関係者がメンバー）が設置され用地取得の手続

きが進められた。他方、事業の実施過程で、用地取得に関して以下の問題が発生した。

 土地所有に係る証明が異なる機関より重複して発行されていたことから、土地

の所有権について混乱が生じた。

 所有者が不明瞭な土地があり、所有権を巡って混乱が生じた。

 一部住民が、土地のインベントリー調査および補償の手続きが不透明であると

訴訟を起こし、最終的に 9 つの住居が事業対象地に留まった。

裁判に持ち込まれた主な原因は、移転対象住民との間で補償金額の折り合いがつか

なかったためで、2004 年 1 月および 2 月に住民がメダン地方裁判所へ補償内容の変更

を求めて提訴している。メダン地方裁判所および州の高等裁判所では住民側が勝訴し

たが、最高裁判所でメダン市側の勝訴となり（2005 年 8 月）、州高等裁判所およびメ

ダン地方裁判所の判決は却下されている。これを受けてメダン市の決定に基づく補償

金の受け取りを拒否する住民に関してはメダン民事裁判所にその調停を委ね、民事手

続きを踏まえたうえで、尚且つ調停が叶わなかった場合には土地の強制収用に踏み切

ることが確認されており（2006 年 11 月）、その後、家屋の撤去が行われている。この

問題に対して、北スマトラ州知事は、北スマトラ州高官（北スマトラの警察署長、検

事長、裁判長、軍事令官長）を緊急招集し、本件対策にあたっており、累次の協議を

経て強制収用・家屋の撤去を実施するに至っている。

スマトラ II 流域管理組織によると、本件住民移転は、代替地の整備等を伴う移転で

はなく、補償金の支払いのみで各住民が自己の裁量で現住地付近に移住する対応をと

ったことから、住民移転計画の策定は行われなかった。本件について移転対象住民は、

公聴会等を通じて事前に周知され合意がなされていた。また移転住民の大部分が近隣

の土地に移転しており生計手段の変更等はなかったことから、特段の生計回復・向上



17

措置は講じられていない。学校・モスク・教会等公共施設の移転について特段の問題

はなかった。影響を極力軽減するため、移転は行わず同じ場所で建物の基礎部分を持

ち上げて高くするといった措置をとったケースもあった。

住民移転・用地取得について受益者調査を実施した結果、調査対象の住民および農

民 103 名のうち、29 名が本事業の用地取得により住居を移転しており、このうち 25

名（86.2％）が移転先に満足していると回答している。

また受益者調査対象の住民および農民 103 名のうち、半数弱の 49 名が本事業の影響

により補償を受けている。うち 20 名（40.8%）は補償額に満足しており、28 名（57.2%）

は土地の市場価格に対して補償額が少なすぎると不満を示している。（1 名は無回答）

なお現地調査時にヒアリングを行った住民からは用地取得に係る問題の指摘はなか

った。

以上より、本事業においては、自然環境や住民移転・用地取得への負の影響を抑制

しつつ、正のインパクトが多数発現していると判断される。

3.5 持続性（レーティング：②）

3.5.1 運営・維持管理の体制

運営・維持管理もスマトラ II 流域管理組織が担当している。同組織の下に、計画部

門や建設部門と共に運営・維持管理担当部門が設置されており、事後評価時における

同部門の総スタッフ数は 26 名であった。同一組織下に計画、実施、運営・維持管理部

門が配置されていること、スマトラ II 流域管理組織関係者へのヒアリング結果からも

各部門の調整・連携に基づいた意思決定が可能な体制が整備されていると考えられる

ことから運営・維持管理体制については特段の問題は見られないと判断する。

なお、本事業専任の運営・維持管理担当者は配置されていない。同部門の職員 26

名のうち、4 名の技術スタッフが他事業（河川、海岸、灌漑等の各分野）の運営・維

持管理業務と兼任で本事業の運営・維持管理業務を担当している。4 名の内訳は以下

のとおりであり、運営・維持管理要員の数は十分確保されているとはいえない。

表 11：事後評価時の運営・維持管理担当技術スタッフの内訳

担当業務 技術スタッフ

の人数

経験年数

ダムのオペレーション 1 2～3 年

河川の維持管理 3 いずれも約 10 年

出所：スマトラ II 流域管理組織

スマトラ II 流域管理組織によると、本事業の運営・維持管理業務は今年（2011 年）

に入って開始された。実際の現場での運営・維持管理作業は経験豊富で実績のあるロ
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ーカルコントラクターに外注することとなっており、上記 4 名の技術スタッフはロー

カルコントラクターを監理する役割を担う。

ところで審査時に本事業で整備された一部の橋梁（下記）は、地方政府、鉄道公社

等に移管され、それぞれの予算にて維持管理が行われることになっていたが、事後評

価の時点で未だ地方政府や関係各公社に移管されておらず、移管の見通しも不明との

ことであった。この間のメンテナンスの責任機関も不明瞭であり、事後評価の時点で

特段の維持管理は行われていない。

＜本事業で整備された橋梁のうち完成後他機関に移管されることになっていた橋梁＞

 バンドルイドラス灌漑橋、道路橋、排水施設：地方政府(メダン市・デリセルダ

ン県)

 鉄道橋：インドネシア鉄道公社（PJKA）

 水道橋：メダン水道公社

3.5.2 運営・維持管理の技術

本事業実施期間において、コンサルタントによりスマトラ II 流域管理組織の運営・

維持管理担当職員に対して、本事業の運営・維持管理に必要な研修（日本で実施）と

現場の視察が行われている。

事業完成後においては、主に予算的な制約のため、運営・維持管理担当職員へのト

レーニングは特段行われておらず、今後の具体的な予定もない。

運営・維持管理に係るマニュアルは整備されており（具体的な項目は以下のとおり）、

運営・維持管理担当職員は、同マニュアルを参照しながら業務にあたる。また運営・

維持管理担当職員は、OJT を通じて必要な技術や知識を習得してきており、事後評価

の時点で、職員の技術能力に特段の問題は見られない。

＜本事業で整備された設備・施設等の維持管理マニュアルの主な項目＞

 河道および放水路の土石・植物等の除去

 河道の堆積物の除去

 土手/堤防、点検用道路の修理

 護岸の修理、再建

 敷居・コンクリート階段の修理

 堰の修理

 排水水路の修理

3.5.3 運営・維持管理の財務

本事業に係る運営・維持管理費は、スマトラ II 流域管理組織にて必要額を見積もっ

た後、ジャカルタの DGWRD にあげられ、本部経常予算から配分されることになって
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いる。

本事業の完成が 2008 年 12 月であったのに対して、運営・維持管理の予算が確保さ

れて同業務が開始されたのは今年（2011 年）に入ってからである。事業完成後、運営・

維持管理業務が開始されるまでの約 2 年間、スマトラ II 流域管理組織は堆積物の除去

をはじめ河川のメンテナンスは特段実施していない。

本事業の運営・維持管理のための予算がはじめて確保された 2011 年の配分額は 100

百万ルピアであり、当該予算は上述の外注先（ローカルコントラクター）への資金手

当てとなる。しかし同予算額で対応できることは限られており、河道の除草や手動に

よる堆積物の除去といった程度の作業となる見込みである。

このとおり本事業の運営・維持管理費は十分に確保されているとはいえない。スマ

トラ II 流域管理組織の運営・維持管理責任者の指摘によると、適切な運営・維持管理

業務を実施するためには、少なくとも 2011 年に確保された 2 倍の予算が必要とのこと

である。

なお洪水防御の分野での運営・維持管理費の不足は、本事業に限ったものではなく、

インドネシア全国に共通する課題として指摘されている。これは、中期国家開発計画

（RPJMN2010～2014 年）において 2005～2009 年の河川の維持管理目標が 1,500km で

あったのに対して同期間の実績が 225km に留まっていることからも伺える。

3.5.4 運営・維持管理の状況

上述のとおり、本事業の完成後、2011 年に入るまでの約 2 年間、スマトラ II 流域管

理組織は運営・維持管理業務に着手してこなかったことから、今まで堆積物の除去等

の対策はとられていない。現地調査のサイト視察時に行った目視点検では、上流に行

くほど堆積物の量が増えており、場所によっては河川両岸の堆積物が川幅を狭め、流

下能力にも少なからず影響を及ぼしているとみられる箇所もあった。

本事業の完成後スマトラ II 流域管理組織は、堆積物対策として自己資金で、メダン

放水路のプルチュット川流入部分に電動式水門を設置している（2010 年 12 月に完成）

が、目視点検では同水門の周辺に流木等が堆積していた。

2011 年よりローカルコントラクターによって運営・維持管理作業が行われ、堆積物

の除去等が行われることから、今後、本事業の持続性向上に貢献することが期待され

る。

なお 2011 年 1 月 6 日の洪水被害を受けて、スマトラ II 流域管理組織は自己資金に

て CCTV（監視カメラ）を設置している。夜間などでも常に河川および河川管理施設

等の状況を監視して水門等の操作を確実に行うことができるようにすることが目的で

ある。

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。
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4．結論及び提言・教訓

4.1 結論

本事業で実施された河川改修工事と放水路等の建設を通じて事業周辺地域の洪水被

害の軽減が図られており、現地ヒアリングや受益者調査を通じて、地域住民が本事業

による便益に満足していることが明らかとなった。また住民の生活環境の改善と経済

発展の促進にも寄与していることから、有効性およびインパクトが多数発現している

といえる。洪水被害の軽減と民生の安定・向上および地域経済振興に貢献するという

本事業の目的は、審査時（1997 年）、事後評価時（2011 年）ともに、インドネシアの

開発政策、開発ニーズに合致しており、また審査時の日本の援助政策とも整合性があ

り事業実施の妥当性は高い。事業実施の効率性については、本事業の事業費（円借款

部分）は計画内に収まったものの、事業期間が計画を大幅に上回ったため中程度であ

る。また運営・維持管理については財務状況に軽度な問題があるため、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。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

維持管理（特に堆積物の除去）の重要性

2008 年 12 月の事業完了後、2011 年に運営・維持管理予算がはじめて確保されるま

で、スマトラ II 流域管理組織は（まとまった規模での）堆積物の除去等の対策をとっ

ていなかった。現地調査のサイト視察時に河川両岸の堆積物が川幅を狭め、流下能力

にも少なからずの影響を及ぼしているとみられる箇所が確認された。実施機関は、堆

積物の除去を含め維持管理に係る適正な計画の立案・予算の確保・実施体制の整備を

図り、事業完了後の持続性の向上に努めるべきである。

ゴミの不法投棄対策の重要性

本事業の効果向上を図る目的で「固形廃棄物の管理向上」が事業のコンポーネント

に含まれたが、現地調査のサイト視察時に確認した限りでは橋梁周辺の河川には不法

投棄されたゴミが堆積しており、橋梁脇に掲げられた河川へのゴミの投棄を禁止する

看板の横でゴミを河川に投棄する人を複数見かけた。ゴミの堆積は、洪水発生時に河

川が持つ本来の流下能力の妨げとなり事業の持続性にも影響してくることから、更な

る啓蒙活動（例えば、TV 番組を通じてのゴミ不法投棄防止キャンペーンの実施等）

やフェンス設置等による対策が必要と考える。

都市排水改善の重要性

本事業のような河川改修による都市での洪水対策（河川氾濫型の洪水対策）の効果

を向上させるためにも、事業周辺地域の排水の改善は不可欠である。本事業の場合、

都市排水整備はメダン市が担当しており管轄が異なることから、実施機関は都市にお
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ける全体的な洪水対策の観点から、案件形成の段階から都市排水の管轄機関とも連

携・調整を図り、案件の準備・実施・維持管理を行うことが重要である。

4.2.2 JICA への提言

事業効果や被害に関する指標･データの整備・管理の重要性

洪水制御事業は、運輸プロジェクトなど他のインフラ・プロジェクトと異なり、事

業実施の前後でその効果を明確に把握することが難しいという特徴がある。このため

事業効果を定量的に示すことが重要であり、事業実施前の洪水被害実績データや指標

の整備・管理が不可欠となる。JICA は、案件形成時より、事業実施機関もしくは関係

機関が測定可能な適切な運用・効果指標を整備し、事業実施中・完成後に至るまで一

貫して指標・データの収集・管理が行えるように留意し、案件監理の過程でもフォロ

ーしていくことが重要である。運用・効果指標の具体例として以下の指標が考えられ

る。

 流下能力（m3/秒）

 プロジェクト対象地域の洪水被害（氾濫面積、浸水家屋数、被害人口、被害額）

 洪水発生時の雨量データ（累積降水量）

4.3 教訓

デリ川の一部とこれに通じるマティ川およびバブラ川の川縁（低地帯）には多くの

不法住民が居住しており、河川改修が手がけられないことから、洪水被害拡大の原因

となっている。こうした不法住民の多くは川縁間際に居住していることから、洪水と

共存する生活を送ってきていると考えられる。したがって河川改修による洪水対策の

事業効果が適切に発現されるためにはこうした不法住民の対策が重要となる。個別事

業の中で対策を講じるには限界があることから、都市開発計画の一環として総合的・

中長期的な観点から不法住民の移転等の対策をとることが重要である。

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 1) プルチュット川の河川改

修（総延長 28km）

2) メダン放水路（デリ川～

プルチュット川）建設（延

長約 4km）

3) デリ川転流工・改修工事
（2堰の建設等）

コンサルティング・サービス
（土木工事等の建設監理）

395M/M

1) 用地取得・住民移転の影

響を軽減するため設計変

更および洪水制御の効果

向上を図るための追加工

事を実施

2) 放水路の線形を変更

3) 計画どおり

コンサルティング・サービス
（土木工事等の建設監理、追
加工事等に係る詳細設計）

1,520.99M/M

②期間 1997 年 11 月～2003 年 9 月

(71ヵ月 )

1998 年 1 月～2008 年 12 月

(132 ヵ月 )

③事業費

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

4,834百万円

8,591百万円

（165,212百万 IDR）

13,425百万円

9,697百万円

1IDR＝0.052円

（1997年4月時点）

(総事業費不明 )

9,323百万円
1IDR＝0.012円

（1999～2008平均）

以 上


