
 
 

パキスタン 

 タウンサ堰水門改修計画 

外部評価者：株式会社ティー・アソーシエイト 

大根田洋祐 

0. 要旨                                        

本事業は、タウンサ堰施設を改修することにより、増水時の周辺堤防の崩壊・堰自体の

崩壊の危険性を軽減するとともに、堰による取水量が確保されることにより、周辺地域に

より安定した灌漑用水を供給すること等を図り、もって住民の基礎生活分野の向上に寄与

することを目的として実施された。 

本事業の対象であるタウンサ堰は、建設後 50 年近く経過しており、ゲート及びゲート開

閉装置等の緊急的な改修及び維持管理体制の整備が必要不可欠な状況であった。また、本

事業は我が国の国別援助計画の重点分野にも合致しており、本事業の妥当性は高い。本事

業の効果である「灌漑取水量の回復」及び「堰ゲート電動化による操作改善と洪水被害の

軽減」等が達成されていることから、本事業の有効性・インパクトは高いものと評価でき

る。また、本事業のアウトプットに大幅な変更はなく、事業費及び事業期間は計画内に収

まっているため、効率性は高いと評価できる。持続性に関しては、維持管理の状況に軽度

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。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

1. 案件の概要                                      

   

案件位置図                タウンサ堰 

 

1.1 事業の背景 

農業はパキスタン経済の基幹産業であり、2003 年において、GDP の約 1/4、就労人口の

約半分を占めている。農業部門のうち 90％を灌漑農業が占めており、灌漑施設はパキスタ

経済にとって極めて重要なインフラとしての役割を担っている。1しかし、人口増加に伴う

水資源の不足、灌漑システムの老朽化による灌漑効率の低下等、灌漑セクターにおける問

                                                  
1 参考「基本設計調査報告書」 
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題を多く抱えていた。 

パンジャブ州 D.G.カーン地域に設置されているタウンサ堰は、建設後 50 年近く経過して

いることから、ゲート及び付帯施設の老朽化により、著しい漏水（灌漑水路流量の約 50％

相当）のほか、ゲート操作装置の不具合により増水時の円滑な放水操作ができずに堤防決

壊を招く事態（集落や農地への被害）を発生させていた。さらに、その状態で放置した場

合には、堰自体の崩壊を招く危険性も指摘されていた。このため、同堰のゲート及びゲー

ト開閉装置等の緊急的な改修及び維持管理体制の整備が必要不可欠な状況であった。 

 

1.2 事業概要 

タウンサ堰施設を改修することにより、増水時の周辺堤防の崩壊・堰自体の崩壊の危険

性を軽減するとともに、堰による取水量が確保されることにより、周辺地域へのより安定

した灌漑用水の供給を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 129 百万円／129 百万円（詳細設計） 

5,165 百万円／4,861 百万円（本体） 

交換公文締結 2005 年 2 月（詳細設計） 

2005 年 4 月（本体） 

実施機関 パンジャブ州 灌漑局  

事業完了 2008 年 12 月 

案件従事者 本体 株式会社栗本鐵工所・大成建設株式会社 共同企業体

コンサルタント 株式会社三祐コンサルタンツ・八千代エンジニヤリン

グ株式会社 共同企業体 

基本設計調査 2004 年 12 月 

詳細設計調査 2005 年 8 月 

関連事業 “The Taunsa Barrage Emergency Rehabilitation and 

Modernization Project” The World Bank 

（土砂吐ゲート交換、洪水吐ゲート改修、開閉装置電

動化、上部工デッキ改修強化、中央制御室整備：1，577

百万パキスタン・ルピー）2 

 

2．調査の概要                                                              

2.1 外部評価者 

   大根田洋祐（株式会社 ティー・アソーシエイト） 

 

 
                                                  
2 パンジャブ州政府灌漑局 PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)インタビュー調査結果 
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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：2011 年 12 月～2012 年 9 月 

現地調査：2012 年 2 月 2 日～2 月 17 日、5 月 21 日～5 月 27 日 

 

2.3 評価の制約 

本事業の持続性に対する評価を行う上で、その根拠のひとつとなる「運営・維持管理の

財務」に関し、現地調査によるインタビュー調査結果からタウンサ堰管理事務所の運営に

要する費用に関し特段の問題点の指摘は得られていない。しかし、収取し得た管理事務所

運営に要する予算及び実績を示す定量的データは 2010 年度のみであった。このため、「運

営・維持管理の財務」に関する評価は、主に現地調査によるインタビュー調査結果に依拠

する結果となっている。 

 

3．評価結果（レーティング A3)                                              

3.1 妥当性（レーティング：③4) 

   3.1.1 開発政策との整合性 

事前評価時において、パキスタン政府は国家 10 カ年計画（2001-2011)において、灌漑設

備の改善等を通じた農地利用効率の改善を目標として掲げていた。 

一方、パキスタン政府は 2007 年 8 月に”Pakistan in the 21st Century Vision 2030” を策定し

ており、この中で、農業部門は「食糧安全保障を確実にする効率的で競争率の高い持続的

農業」の形成と「パキスタンの経済発展に寄与する」ことをビジョンとして、人口増加へ

の対応のためや、輸出のための農産物の生産増加の必要性が明記されている。 

さらに、農業部門での水需確保が必要な一方で、産業用や飲料用の水需要の増加が予想

されることから、総合的な水資源管理対策の必要性がとりあげられており、そのための対

策のひとつとして灌漑システムの高度化があげられている。 

したがって、本事業はパキスタン国の開発政策と事前評価・事後評価の両時点で整合し

ている。 

 

   3.1.2 開発ニーズとの整合性 

パンジャブ州の農業において果樹園を除く全耕作地 1,664 万ヘクタールの 88％5が灌漑農

地を占めている。この中でも、主要な農作物である小麦、綿花、コメ、サトウキビの耕作

地は各々92％、99％、99％、100％が灌漑農地であり6、パンジャブ州の農業において灌漑施

設は極めて重要な役割を担っている。 

                                                  
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 Punjab Development Statistics 2011, BUREAU OF STATISTICS, GOVERNMENT OF THE PUNJAB, （2009-10

年）値 ｐ63  
6 同上（2009-10 年）値 ｐ66,67 
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さらに、D.G.カーン地域の耕作地は、パンジャブ州全域の 10％を占める 196 万ヘクター

ル7である。この内の 83 万ヘクタールを占める小麦耕作地は 96％が灌漑農地であり、この

割合は上記のパンジャブ州全域の値よりも高く、パンジャブ州の他地域と比べ灌漑農業へ

の依存度がより高いことを示している。 

一方、タウンサ堰は、建設後 50 年近く経過していることから、ゲート及び付帯施設の老

朽化により、著しい漏水やゲート操作装置の不具合により増水時の円滑な放水操作ができ

ず、ゲート及びゲート開閉装置等の緊急的な改修及び維持管理体制の整備が必要不可欠な

状況であったことは前述の通りである。 

 

     

洪水吐ゲートからの漏水       ゲートの操作状況（手動） 

（ゲート開閉装置の損傷により、開閉が困難あるいは不可能なゲートがあった。） 

（出典：基本調査設計報告書） 

 

なお、本事業と並行し世界銀行が右岸側の土砂吐ゲート交換、洪水吐ゲート改修、開閉

装置電動化を行うとともに、中央制御システムの整備、売電受電設備、予備発電機の追加

設置の事業を実施し、左岸側施設を主な対象とした本事業とあわせて、タウンサ堰の一体

的施設改修事業として相互補完されている。したがって本事業による効果は世界銀行によ

る事業と一体となって発揮されるものである。 

 

表 1 タウンサ堰改修事業全体における JICA と世界銀行の担当区分 

項目 
JICA 

（左岸側）
世界銀行 

（右岸側）
合計 

ゲ ー ト

改 修 工

事 

土砂吐ゲート交換 7 門 4 門 11 門 

洪水吐ゲート改修 22 門 31 門 53 門 
開閉装置電動化 29 門 53 門 82 門 
上部工デッキ改修 65 門 19 門 84 門 

中央制御室 － 1 式 1 式 

（出典：JICA（左岸側）は基本設計調査報告書、世界銀行（右岸側）はパンジャブ州政府灌漑局 PROJECT 

MANAGEMENT OFFICE （PMO）による） 

 

                                                  
7 同上（2009-10 年）値 ｐ62 
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   3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2005 年 2 月に策定されている我が国の「対パキスタン国別援助計画」において、我が国

の経済協力の方向性と重点分野のひとつとして、雇用吸収力の拡大と貧困削減を志向した

農業・農村セクターの発展があげられている。さらに、そのための政策の重点課題のとし

て、灌漑の水資源確保、施設のリハビリと持続的水利用・管理があげられている。 

 

以上より、本事業の実施はパキスタンの開発政策、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 有効性8 (レーティング: ③) 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 
3.2.1.1 灌漑取水量の回復9 

タウンサ堰は上流右岸に D.G.カーン水路、上流左岸にムザファルガー水路及び T.P.リンク

水路が配置され、インダス川両岸の受益地域に送水している。 

基本設計調査において、本事業の直接

効果として「灌漑水路の取水可能量が当

初計画値まで回復され、安定した灌漑取

水量が供給される」ことがあげられ、D.G.

カーン水路で 11,564(ft3/秒)、ムザファル

ガー水路で 8,300(ft3/秒)とする改善目標

値（計画値）が示されている。 

これらの改善目標値（計画値）に対し、

現地調査のヒアリング結果では、ムザフ

ァルガー水路及び D.G.カーン水路のい

ずれも取水ヘッドでは改善値を確保し

ており、基本設計調査における目標は達

成している。 

ただし、D.G.カーン水路は水路途中で  （出典：基本設計調査報告書） 

排砂排水が行われているため、灌漑用と     図１ タウンサ堰灌漑用水路配置図 

して利用される取水可能量は 9,200(ft3/秒)となっている。 

  

 

 

 

表 2 取水可能量 (ft3/sec) 

                                                  
8 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
9 なお、本事業の目的は前項「1.事業の概要」のとおりであるが、特に、ゲート及び付帯施設の老朽化の状

況を踏まえた堰施設の改修が主たる目的となっており、受益地域への送水の不足を背景としてはいない。 
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水路名 
基準値 

（事業実施前） 設計計画値 
灌漑用水としての 

取水実績値 
（2012 年） 

D.G.カーン水路 9,047 11,564 9,200（注） 
ムザファルガー水路 7,476 8,300    8,300 

出典：基準値及び計画値は「事業事前計画表」、実績値はパンジャブ州政府灌漑局へのインタ

ビュー調査結果による 
注：水門設備の設計取水可能量は 11,564ft3/sec に改善されているが、用水路 2 か所において水路河床保全の

ための放水を行っているため、残る 9,200 ft3/sec 相当が灌漑用水として使用されている。 
 

3.2.1.2 ゲート開閉速度 

ゲート施設の老朽化によりゲート開閉操作性が著しく低下しており、また、洪水時には

人力による操作のためゲート開閉に遅れが生じていた。これを改善する観点から、ゲート

開閉機を電動化することにより、ゲート開閉速度は 60ft/時（= 0.30m/分）に改善し、洪水時

の安全なゲート操作が可能となり、洪水を安全確実に流下させることが可能となることが

あげられている。なお、基本設計調査時点でのゲート速度は、出水時 0.05m/分、減水時 0.10m/

分であった10。 

タウンサ堰管理事務所でのヒアリングおよび現場での操作状況を確認した結果、ゲート

開閉速度は目標値の 0.30ｍ/分が達成されており、現場においても円滑な作動状態を目視確

認した。 

 

3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 増水時の周辺堤防の崩壊・堰自体の崩壊の危険性の軽減 

基本設計調査において、ゲート開閉機を電動化し、ゲート開閉速度を改善することで、

洪水時に人力によるゲート操作でゲート開閉に遅れが生じたために発生していた洪水流が、

堤内地へ浸水して農地や居住地域へ洪水被害を及ぼすことを回避することが期待されてい

た。 

これに対し、定量的効果で述べたとおり、本事業によりゲート開閉速度の改善目標値が

達成されており、大規模降水時での迅速な開口操作が可能となっている。 

ただし、2010 年 8 月に上流部堤体が崩壊し大規模な洪水被害が発生している。右洪水被

害は、広域にわたる近年にない大量の降雨によるものであり、前述のとおりゲート開閉機

の電動化によって迅速にゲートが開口されたものの、本事業の対象ではない堰から約１０

㎞上流部の堤体の脆弱箇所が決壊し、堤内の広域にわたり被害が及んだものである。 

堤内地域が被害を受けたのに対し、堰本体の構造の強化とあわせ、電動化による迅速な

堰門の開口が可能となったことにより、増水した河川による過度の水圧負担を回避するこ

とができ、堰の安全性が向上していたため、堰自体の損傷はなかった。 

 

 

3.2.2.2 周辺地域へのより安定した灌漑用水の供給  
                                                  
10 出典：基本設計調査報告書 
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パンジャブ州政府灌漑局及びタウンサ堰管理事務所へのインタビュー調査結果から、D.G.

カーン水路及びムザファルガー水路のいずれにも、改善目標の灌漑取水量が送水されてい

る。灌漑水路への送水実績は次図のとおりであり、タウンサ堰へ流入する水源量及び受給

地住民からの要請を勘案し、取水量を調節し送水されている。 

 

   
（資料：タウンサ堰管理事務所提供資） 

図 2 送水量月別実績 

 

3.2.2.3 堰の安全性の向上  

2010 年の洪水時にも堰構造への被害はなく、本事業によって堰の安全性が向上したもの

と評価できる。 

さらに、前記の受益者調査12の結果においても、本事業に対する堰機能の改修効果や現状

に対する評価は高い。 

 

 

表 3 受益者調査結果（本事業による堰機能改修効果及び現状に対する評価） 

 
非常に良い 良い 

どちらでも
無い 

悪い 非常に悪い

堰機能の現状に対す

る評価 
39 56 0 0 0 

 

3.3 インパクト  

   3.3.1 インパクトの発現状況 

3.3.1.1 地域の農業生産の安定化 

表 4 のとおり、前記の受益者調査において、本事業による「農産物生産にとっての効果」、

「農業収入増加への寄与」及び「農産物販売量増進への効果」に対し高い評価を得ている

                                                  
12受益者調査は、タウンサ堰管理事務所での聞き取り調査が可能な、タウンサ堰からの灌漑の水供給を受

けているタウンサ堰周辺の受益地域に居住する農耕者及び洪水被害の発生等の影響調査を考慮したタウ

ンサ堰上流のインダス川隣接地域の農耕者を対象とした。地域別回答者は以下のとおり；Tahsil Kot Adu 

37 人、Basti Akhtar Wand 13 人、Kot Sultan 2 人、Mouza Khokhar Walla 7 人、Layya 1 人、Tahsil 

Muzaffargarh 27 人、Khan 9 人。 

 



8 
 

ことからも、効果がえられているものと評価できる。 

なお、受益地域を含むD.Gカーン地域における主要耕作物生産量の推移をみると（図１）、

小麦及び米の生産量が概ね順調に増加してきている。一方、綿花の生産量は 2004-05 年以降

減少してきている。さらに、サトウキビは年次によって大きく変動している。 

したがって、本事業による生産量への直接的影響は軽々に判断できないが、小麦の生産

量が増加していること、ならびに、微増ではあるが米の生産量が増加していることは把握

できる。 

 

表 4 受益者調査結果（本事業による便益） 

 
非常に
良い 

良い 
どちらで
も無い 

悪い 
非常に
悪い 

農産物総生産量増加と安定への効果 51 44 0 0 0 
農業収入増加への寄与 59 36 0 0 0 
農産物販売量増進への寄与 63 32 0 0 0 

 

  
(資料：「パンジャブ開発統計」パンジャブ州統計局) 

図１ 主要耕作物生産量の推移 

3.3.1.2 バルクヘッドゲートのタウンサ堰以外の堰改修での利用 

基本設計調査において、本事業で使用したバルクヘッドゲート13が、パンジャブ州のジナ

堰やトリム堰への転用が可能であり、これらの堰の改修事業期間や事業費節減への貢献が

期待できることがあげられている。 

現地調査時点（2012 年 6 月）までにおいて、バルクヘッドゲートのタウンサ堰以外での

利用実績はない。なお、インタビュー調査で世界銀行支援のもとに 2012 年に事業が実施さ

れるジナ堰改修事業において利用が計画されている14とのことであったが、2012 年 8 月初時

点で、この確証は得られていない。 

 

                                                  
13 バルクヘッドゲートはゲート改修に必要な堰上流の仮締切方法の一方式であり、機能性、水密性、経済

性の観点から当方式が採用されている（出典：基本設計調査報告書）。 
14 パンジャブ州政府灌漑局 PROJECT MANAGEMENT OFFICE （PMO）インタビュー調査結果。 
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3.3.1.3 灌漑以外の機能確保 

基本設計調査において、灌漑用水取水機能の他に、生活・生産用水の供給、地域交通の

要衝としての道路橋、鉄道橋、石油・ガスパイプライン、電力・通信などのインフラ機能

を具備していることがあげられている。 

タウンサ堰に併設している鉄道および道路は右岸の Kashmore と左岸の Kot Adu を結ぶ重

要な交通施設としての役割を担っている。また、PARCOが所有するカラチから Mahmood Kot

ターミナルまでの高圧石油パイプラインが併設されている。 

このため、本事業による堰本体の安定化に伴い、これらのインフラ施設の安定化も図ら

れる結果となっている。 

さらに、タウンサ堰は巨大な構造物であるため、見学者が多く、学校からの学生の団体

見学者もある。タウンサ管理事務所では、交通の要衝でもあり、かつ、広域的に主だった

レクリエーション施設がないことから、当地にレクリエーション施設を整備することを構

想している。ただし、構想計画書の策定には至っておらず、構想計画策定の方法を含め、

事業推進のための方法を模索している状況である。 

なお、受益者調査の結果からも道路橋などのインフラ施設としての効果に対し高い評価

がえられている。 

 

表 5 受益者調査結果（道路橋などのインフラ施設としての効果） 

 非常に良い 良い 
どちらでも

無い 
悪い 非常に悪い

道路橋などのインフラ施
設としての効果 

53 42 0 0 0 

 

   

併設されている道路及び鉄道 

   

 3.3.2  その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

タウンサ堰を含む主に上流部 2,832.8 ha が自然保護区に指定されており、当地域を含む

EIA が行われており、その結果において特段の指摘はなされていない。 

さらに、周辺流域に生息し、絶滅危惧種に指定されているインダスイルカに関して、保

護団体による継続的な観察が行われており、影響は見られなかった。 
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また、受益者調査結果からも自然環境への著しい影響はなかったものと判断できる。 

 

    3.3.2.2 住民移転・用地取得 

事業実施に伴う、用地取得・住民移転は生じなかった15。 

 

    3.3.2.3 その他のインパクト 

流量変化に伴う下流域農地・居住地への地形変形・影響の有無、工事中の飲料水、農業

用水確保への影響は無かった16。 

また、受益者調査結果からもこれらへの著しい影響はなかったものと判断できる。 

 

表 6 受益者調査結果（環境影響） 

 
非常に
良い 

良い 
どちらで
も無い 

悪い 
非常に
悪い 

建設工事に対する評価 30 64 0 0 0 
流量変化による農地、居住地への影響 39 56 0 0 0 
農業用水や飲み水への影響 26 66 3 0 0 
農業に対する悪影響の有無 30 65 0 0 0 
予想外の負の影響 19 75 0 0 0 
その他の自然及び社会環境への影響 43 51 0 0 0 

 

以上より、有効性・インパクトに対する評価は高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

本事業において整備・提供されたアウトプット（計画及び実績）は表 7 のとおりである。

世界銀行のプロジェクトとの調整のために対象ゲートが変更されたほか、設備の構造や設

置方法の変更、追加がなされているが、計画内容を大幅に変更するものではない。 

 

表 7 無償資金協力により整備・提供されたアウトプット（計画/実績） 

項目 計画 実績 

施設 
ゲ ー ト

改 修 工

事 

土砂吐ゲート交換 
洪水吐ゲート改修 
開閉装置電動化 
上部工デッキ改修 
インクライン設備 

7 門 
22 門 
29 門 
65 門 
1 式 

【詳細設計調査時】 
 世銀事業が同時期に実施されることから、工

事の錯綜を避け、対象ゲートを変更（ゲート

数に変更はない） 
 洪水吐ゲートの水密方式、ロッカアセンブリ

ー部の充填材料、バルクヘッドゲート・スト

ックヤードの位置、バルクヘッドゲート底部

と既存堰床間の水密方式、バルクヘッドゲー

ト用戸当り数量を変更 

                                                  
15 同上 
16 同上 



11 
 

 バルクヘッドゲート押出し用ウインチを追加

【実施時】 
 土砂吐ゲート、洪水吐ゲートの底部戸当り構

造、バルクヘッドゲート用戸当りの据付数量、

既存高圧電線から新設高圧用変圧器までの分

岐線施設方式、低電圧供給ケーブルの鉄道横

断方法を変更 
 バルクヘッドゲートヤード・インクライン昇

降設備へのカウンターウェイトの追加 

機械 

バルクヘッドゲート 
タグボート 150ps 
作業ボート 
トラッククレーン 50ton 

5 門 
2 隻 
3 隻 
１台 

計画とおり 

 

   

開閉装置電動化（機側操作盤） 

 

          

  

 作業用ボート         タグボート 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

ＥＮ限度額 5,165 百万円に対し、実績額は 4,865 百万円であり、計画内に収まっている（計

画比 94%）。 

 

表 8 事業費（計画／実績） 

項目 計画 実績 
施 ゲート 土砂吐ゲート交換 CP-1  4,007 百万円 
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設 改修工
事 

洪水吐ゲート改修 
開閉装置電動化 
上部工デッキ改修 
インクライン設備 

建築費 
（直接工事費）

（その他の工事費）
設計管理費

 
 

5,165 百万円 

3,761 百万円 
（2,909 百万円）

（852 百万円）

246 百万円

機
械 

バルクヘッドゲート 

CP-2 678 百万円 

機材費 

設計管理費 
649 百万円  

29 百万円 

タグボート 150ps 
作業ボート 

CP-3 114 百万円 

機材費 
設計管理費 

109 百万円  
     5 百万円 

トラッククレーン 50 トン 
CP-4 62 百万円 

機材費 
設計管理費 

60 百万円 
2 百万円 

合計 4,861 百万円 

 

3.4.2.2 事業期間 

事前評価時に、詳細設計期間を含め約 50 か月が計画されていたのに対し、E/N 締結（2005

年 2 月 17 日）から竣工（2008 年 12 月 1 日）まで 45.5 か月となっており、計画内に収まっ

ている（91％）。 

この背景には、実施機関が本事業と並行して実施される世銀融資事業の完了までに無償

工事も終わらせるとの方針を打ち出し、工事期間短縮の要請がなされたことを受け、本事

業が世銀融資による事業との一体的事業であることを勘案し、世銀融資事業で計画された

仮設工事工法を活用することで工期の短縮が図られたことがあげられる17。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1  運営・維持管理の体制18 

タウンサ堰の維持・管理は、パンジャブ州政府灌漑局の D.G.カーン地区担当技師長の下

部組織であるタウンサ堰管理事務所が行っており、変更はない。 

なお、基本設計調査時点での組織構成では、本事業遂行のためのタウンサ堰管理事務所

に庶務、製図、会計を担当する分室が設けられていたが、本事業完成に伴い、現在の堰の

管理運営のみを担う 3 部門体制（運用管理部門、ワークショップ部門、堤防部門）となっ

ている。これに伴い、職員総数も縮小され、総務担当スタッフ(27 人)を含む約 300 人の職員

で構成されている。 

各部門の職員数は、主任部長のもとに、運用管理部門が 168 人、ワークショップ部門 114

人、堤防部門が 21 人の職員で構成されている。 

                                                  
17 国内コンサルタントへのインタビュー調査結果による。 
18 現地調査におけるインタビュー調査結果及びタウンサ堰管理事務所提供資料にもとづく。 
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なお、これら 3 部門はタウンサ堰を運営・維持管理するための従来体制であり、特段の

問題点はない。 

 

     表 9 タウンサ管理事務所職員構成      （単位：人） 

部門 副技師長 スタッフ 計 
運用管理部門  6 162 168 
ワークショップ部門  6 108 114 
堤防部門 3 18 21 

計 15 288 303 

    （資料：タウンサ堰管理事務所資料から作成） 

 

3.5.2  運営・維持管理の技術 

タウンサ堰管理事務所の技術者数は、副技師長を含め、運用管理部門に 120 人、ワーク

ショップ部門に 98 人、堤防部門に 18 人、合計 236 人が在籍している19。これら職員の構成

及び能力に対し、パンジャブ州政府灌漑局でのインタビュー調査において、現状までに特

段の支障を生じた事実はなく、職員数は充当されているとともに運営及び維持管理にかか

わる技能も良好であるとの回答が得られた。 

なお、研修や技術指導は必要に応じ適宜行われているが、定期的には行われていない。

ただし、年に 1 回、タグボートを使用したバルクヘッドゲート補修・設置の実施訓練を行

い、技術水準の維持を図っている。 

以上から、運営・維持管理の技術に問題はみられない。 

 

3.5.3  運営・維持管理の財務 

タウンサ堰管理事務所の運営はパンジャブ州政府灌漑局配分の予算及び道路橋通行利用

料の収入を財源としている。 

2010 年の予算及び実行内訳は表 10 のとおりであり、州政府からの予算配分の計画値

123.863 百万パキスタン・ルピーに対し、支出の実績総額は 117.033 百万パキスタン・ルピ

ーで、予算額の枠内に収まっており、運営・維持管理にかかわる財源が確保されている。 

なお、予備部品購入費の中には日常的な消耗品に対する補填費用も含まれている。 

また、現地調査、タウンサ堰管理事務所インタビュー調査結果から、現状で事務所運営

に要する費用に特段の問題は無く、タウンサ堰管理事務所予算は今後もこれまで同様の配

分が行われるものと予想されている。 

 

表 10 タウンサ堰管理事務所の予算及び実績（2010 年）（単位：百万パキスタン・ルピー） 

 予算 実績 
州政府予算配分 123.863 117.033 

内 運営費（給与、光熱費を除く） 65.19 61.74 

                                                  
19 タウンサ堰管理事務所提供資料による。 
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訳 給与 56.00 52.62 
光熱費 1.00 1.00 
予備部品購入費 0.05 0.05 
備品修繕費 0.023 0.023 
通信費 1.58 1.58 
その他 0.02 0.02 

  

（資料：タウンサ堰管理事務所） 

 

3.5.4  運営・維持管理の状況 

現地調査でのインタビュー調査結果及び現地での視察結果からは水門の開閉操作に関し

ての問題点は見当たらなかった。 

また、施設・機材の管理状況、保守・点検は、ゲート開閉操作システムに関して 41 項目、

電動開閉操作に関して 17 項目、その他全般に関して 10 項目を設け、点検時期及び点検方

法の細目を明示したチェックリストに基づいて実施しており、現時点において問題は発生

していない。 

ただし、2010 年の洪水の際に水につかり使用できない状態となっているワークショップ

倉庫に保管していた機械部品や電気機器の予備部品について、補充計画の検討が今後の課

題となっている。 

 

以上より、本事業の維持管理の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. 結論及び提言・教訓                                               

4.1 結論及び提言・教訓 

本事業は、タウンサ堰施設を改修することにより、増水時の周辺堤防の崩壊・堰自体の

崩壊の危険性を軽減するとともに、堰による取水量が確保されることにより、周辺地域に

より安定した灌漑用水を供給すること等を図り、もって住民の基礎生活分野の向上に寄与

することを目的として実施された。 

本事業の対象であるタウンサ堰は、建設後 50 年近く経過しており、ゲート及びゲート開

閉装置等の緊急的な改修及び維持管理体制の整備が必要不可欠な状況であった。また、本

事業は我が国の国別援助計画の重点分野にも合致しており、本事業の妥当性は高い。本事

業の効果である「灌漑取水量の回復」及び「堰ゲート電動化による操作改善と洪水被害の

軽減」等が達成されていることから、本事業の有効性・インパクトは高いものと評価でき

る。また、本事業のアウトプットに大幅な変更はなく、事業費及び事業期間は計画内に収

まっているため、効率性は高いと評価できる。持続性に関しては、維持管理の状況に軽度

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。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 
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4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

2010 年 8 月の洪水発生は、タウンサ堰構造自体への被害はなく、本事業の効果が発揮さ

れたものと評価できる。しかし、洪水は堰上流約 10km 付近の左岸堤防が崩壊したことが原

因であり周辺の広域にわたり被害が発生している。また、あわせて堰管理のための施設に

も被害が及んでいる。このような状況を踏まえ、タウンサ堰自体の継続的な維持管理とあ

わせ、周辺の堤防や河床の維持管理の強化が期待される。 

また、損傷を受けた本事業で調達投入した機材・部品の補充・更新計画が策定されてい

ないことから、今後の検討が必要である。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

特になし。 

 

以上 


