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フィリピン 

 

パンパンガデルタ灌漑事業 

 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 

粟野 晴子 

0. 要旨 

本事業は、フィリピン・中部ルソン地域のパンパンガ川下流域において、灌漑施設を建

設することにより農業生産の増大を図り、地域住民の所得や生活水準の向上に寄与するこ

とを目的として実施された。本事業は、米の生産性や自給率の向上に向けたフィリピン共

和国の開発政策や開発ニーズ、農業開発を支援する日本の援助政策と十分に合致しており、

妥当性は高い。受益農民世帯では、米生産の増加による農業収入の増加や生活水準の向上

などの効果とインパクトが見られた。しかしながら、灌漑作付面積が計画の 3 割程度にと

どまったため、本事業の実施による効果の発現は計画と比して限定的であり、有効性・イ

ンパクトは低い。効率性も、費用と期間ともに計画値を若干上回ったため中程度である。

灌漑施設の維持管理を担当する現地事務所の人員不足や財務面に関して軽度の問題があり、

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、本プロジェクトの評価は低いといえる。 

 

1. 案件の概要 
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1.1 事業の背景 

フィリピンでは、1989 年時点で、約 310 万 ha の灌漑可能面積に対して灌漑面積は約半分

程度であり、灌漑施設の整備は食糧の安定生産のために重要な投資として位置づけられて

いた。本事業が位置する中部ルソン地域はマニラ首都圏に隣接しており、重要な米の供給

地域としての役割を果たしてきた。そして、対象地区のパンパンガ川下流域は、毎年の洪

水の影響を受けていたが、農業開発に大きな可能性を有していた。しかしながら、灌漑や

排水の施設整備が不十分であるために、乾期には灌漑用水が不足し、雨期には水管理が困

難となる問題を抱えていた。この結果、通年での農業生産は伸び悩み農家所得の向上と米

の安定供給に影響を与えていた。このため、同地域での灌漑設備の整備による米の増産は、

フィリピン政府にとって緊急の課題であった。 

 

1.2 事業の概要 

パンパンガ川下流域において、灌漑施設を建設することにより農業生産の増大を図り、

もって地域住民の所得や生活水準の向上に寄与する。 

 

 

図１ パンパンガデルタ灌漑事業レイアウト図 

（緑線で囲まれているのが対象地域で、青色が重力灌漑地域、薄黄色が西岸ポンプ灌漑地

域、緑色が小規模ポンプ灌漑地域を示す1。） 

 

 

                                                   
1 重力灌漑とは地形の高低差を利用し，重力によって水を受益地まで導く灌漑方式である。ポンプ灌漑はポ

ンプ設備により灌漑用水を水源から汲み上げて受益地に供給するもので、本事業ではパンパンガ川西岸地

域で分水ダムの水を大型ポンプで汲み上げて給水する方式と、右岸下流部の Mexico 地域で川の水を小型ポ

ンプで汲み上げて給水する方式が取られた。 

分水ダム 
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円借款承諾額／ 実行額 9,427 百万円 / 9,303 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1991 年 3 月/ 1991 年 7 月 

借款契約条件 金利 2.7 ％、返済 30 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府 / 国家灌漑公社 

貸付完了 2002 年 10 月 

本体契約 大成建設（日本）・栗本鉄工所（日本）（JV）、クボタ（日

本）・C.M.Pancho Construction Inc.（フィリピン）・L.P. 

Engineering Services（フィリピン）（JV） 

コンサルタント契約 日本工営（日本） 

関連調査（F/S）など F/S (1980)、E/S (1986)、SAPI (1995) 全て円借款 

関連事業 UNDP （パンパンガデルタおよびカンダバ沼総合開発計

画、1975)、JICA（高生産性稲作技術の地域展開計画プロジ

ェクト、2004.11～2009.11）、JICA（水利組合強化支援プロ

ジェクト、2007.10～2011.9）、JICA（ピナツボ火山災害緊

急復旧事業（3）、2007.12～実施中）  

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者2 

 粟野 晴子  （所属）アイ・シー・ネット株式会社 

 

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： 2011 年 11 月～2012 年 10 月 

現地調査： 2012 年 2 月 3 日～2 月 12 日、2012 年 3 月 3 日～3 月 24 日、 

2012 年 5 月 20 日～5 月 31 日、2012 年 7 月 17 日～7 月 20 日 

 

2.3 評価の制約 

本事業では、ピナツボ火山の噴火という予測不可能な自然大災害が対象地で発生し、こ

のために事業の一時停止とその後のスコープの大幅な変更があった。そこで、本事業の評

価では、審査時の計画ではなく、噴火後に実施された案件実施支援調査（Special Assistance for 

Project Implementation, SAPI）の結果を踏まえ採択された計画をもとにして評価する。評価

にあたっては、実施機関の担当者の配置転換により、妥当性での事業の検討プロセスや、

効果における灌漑作付面積の減少理由、インパクトにおける環境適合証(Environment 

Compliance Certificate, ECC)のモニタリング状況や用地買収に関する情報の入手が困難であ

った。 

 

 

                                                   
2 本事業では、国家経済開発庁（National Economic Development Agency: NEDA）との合同評価を実施した。 
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3. 評価結果（レーティング：D3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時のフィリピンの中期開発計画（1987-1992 年）では、増産による食糧の自給化が重

要な柱となっていた。米の恒常的な供給不足の原因の一つに生産性の低さが挙げられ、同

計画でも灌漑セクター関連の事業の位置づけは高く、総投資額の 8 ％を占めていた。また、

本事業の実施地域であるパンパンガ州では、付加価値の高い農産物の生産活動に力点を置

き、農業の質の向上を目指していた。国家灌漑公社（National Irrigation Authority, NIA）によ

る開発計画（1990-2000 年）でも、同国における 1989 年の灌漑可能面積 312 万 6000 ha のう

ちの灌漑面積 146 万 9000 ha を 2000 年までに 200 万 ha まで拡大する計画であった。 

事後評価時点の同国の中期開発計画（2011-2016 年）は、包括的な経済成長を目指し、戦

略の一つに地方の灌漑整備を含むインフラ開発が挙げられている。農業開発においても、

農業生産性と所得の向上が優先課題になっており、その課題解決策には灌漑設備の促進が

含まれる。農業省の主食食糧自給プログラム（2011-2016 年）では、米の消費量の増加に米

生産が追い付いていないことを指摘し5、米の輸入依存を削減するために、米の作付面積の

拡充、単収や生産量の拡大を目標に掲げている。そして、灌漑面積を拡大するため、灌漑

設備の改修と新規設備の建設に重点を置いている。パンパンガ州の開発計画（2011-2020年）

では、農業を同州成長の主要な経済クラスターの一つとして位置づけ、計画には小規模灌

漑など農業生産への支援も含まれ、既存設備の改修や高地への浅井戸の供給を実施してい

る。 

NIA も 2012 年からの 6 カ年灌漑計画の初期 3 年間で、16 万 6671 ha の新規灌漑設備の建

設と 28 万 4399 ha の改修・復旧を計画している。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時において、フィリピンでは、農業部門は全就業者数の半数を占めていた。しかし、

1988 年から 1990 年にかけて主食の米は自給できず不足分を輸入していた。そして、人口増

のために 1998 年の米の需要は 1988 年比で 31％の増加が予想された。同期間に 23％の米の

増産が予測されたものの、需要の 8％を占める 17 万トンが供給不足となり、今後も不足が

続くと予想された。事後評価時点においても、農業の中で米生産は伸びているが消費の増

加に追い付かず、米の自給率は 2004-2010 年の平均で 84.7％にとどまっている。2009 年の

米の単収は 3.6 トン/ha で、インドネシア・ベトナムと比べても低く、米の単収の向上が望

まれている。 

                                                   
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 一人当たりの米の年間消費量は、1999/2000 年度の 105.77 kg から 2008/2009 年度は 119.08 kg に増加して

いるが、2009 年に一人当たりに供給可能な国内の精米の量は 114.64 kg と推計され、同年で１人当たり 4.4 

kg の需給ギャップがある。なお、2000 年代の人口増加率は年間 1.9％で、同時期の米生産の年間成長率の

3％よりも小さいが、所得増加とともに 1 人当たりの米消費量が増えたことが、需給ギャップの要因だと考

えられる。 
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本事業の位置する中部ルソン地域は、フィリピン最大の米の生産地域であり、首都マニ

ラへの米の供給地としての役割を果たしてきた。同地域の中でも、パンパンガ州は主要な

穀物生産地の一つであるが、1990 年の同州の米生産は需要に追い付かず、自給率も 82％に

とどまり、米の増産は緊急の課題であった。2010 年には、同州の米作面積は 8 万 4746 ha

と拡大し生産高も増加しているが、自給率は 89％である6。 

 

      

    

図 4 パンパンガ州の米の作付面積       図 5 パンパンガ州の米の生産高 

 

3.1.3 事業の検討プロセス 

本事業の構想は、1975-1978 年に国連開発計画（UNDP）の支援によって実施された「パ

ンパンガデルタおよびカンダバ沼地の総合開発計画調査」に始まる。同計画から緊急性の

高い治水と灌漑のフィージビリティ調査（F/S）を 1980 年に JICA が実施し、1986-1989 年

に円借款事業により詳細設計調査（E/S）が行われた。その後、洪水制御事業が 1990 年に、

灌漑事業分が 1991 年に円借款で実施された。 

本事業の審査が 1990 年に実施された後、1991 年 6 月に、ピナツボ火山が噴火した。当時

は噴火による影響が推測できず、プロジェクト事務所の設立など事業の準備がフィリピン

側で進んでいたこともあり、予定通りに 1991 年 7 月に借款契約が締結された。しかしなが

                                                   
6 農業省のデータより。 
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ら、火山噴火の数カ月後に火山泥流が大量に発生し、対象地域も大きな被害を受けたため、

1993年 3月に事業を一時停止した。その状況が安定した 1994年に、案件実施支援調査（SAPI）

が行われた。SAPI は 10 の代替案を提案したが、新たにポンプ灌漑を行う地域（パンパンガ

川西岸地域）を追加する案が採用された7。SAPI では、西岸地域で農民が支払う水利費の高

さを同案の欠点として挙げていたが、ポンプ運営費用の負担を含む水利費の推計は、事業

の対象地域全体のヘクタール当たりの平均値として提示し、純農業所得の 2％弱であるため

農民によって負担できると分析された。しかし、ポンプ運営費用は西岸地域の農民によっ

て支払われるものであるため、西岸地域に絞って水利費負担の大きさを分析して報告で提

示するべきであった8。また、西岸地域の農民による水利費支払いを容易にして本事業の持

続性を高めることと、事業による経済効果を増加するために換金作物が導入された9。また、

換金作物を導入するための農業指導や融資を促進する必要性を指摘しているが、農業省や

関連機関との連携が提言されるにとどまった。 

 

3.1.4 日本の援助政策との整合性 

1990 年の日本の ODA 白書では、農業を主要援助分野の一つに挙げ、食糧増産と安定生産

の確保のための農業開発の推進を優先課題にしていた。その方向として、ハードとソフト

両面で農業開発に総合的に対応することを掲げており、具体的な協力に灌漑設備の拡充が

含まれた。 

 

以上より、本事業は、米の生産性や自給率の向上を目指すフィリピンの開発政策や開発

ニーズ、また農業開発を支援する日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。

しかしながら、ピナツボ火山噴火後に一部地域へのポンプ灌漑の導入を追加したプロセス

では、農民が負担する水利費や換金作物の導入、およびこれらが効果の発現に与える影響

についての事前検討が不十分であった。 

 

3.2 有効性10（レーティング：①） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

(1) 灌漑作付面積 

表 1 に、灌漑対象面積（灌漑設備によって灌漑用水を供給できる面積、Firmed Up Service 

Area, FUSA）と灌漑作付面積（実際に灌漑作付けが行われている面積）の審査時、SAPI で

の計画時、および 2009 年から 2011 年までの実績値を示す。審査時は 1 万 1540 ha の FUSA

                                                   
7 同案では、重力灌漑を行う 8100 ha に加え、2400 ha でポンプ灌漑を行う計画であった。西岸地域で乾期

に高収益作物を導入することを前提に経済分析が行われたため、農家の純収益増加率が最も高いことが、

採択された理由である。 
8 西岸地域にポンプ灌漑を導入した第7案についての欠点はSAPI Page T-68 各プランの比較表4-9-12より。

対象農民に水利費の支払い意思を確認する「支払意思調査」は実施されていない。 
9 NIA の当時の PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)の代表と担当職員からの聞き取り調査によ

る。 
10 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。 
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を計画していたが、SAPI 調査でいくつかの地域が除外され FUSA は 1 万 500 ha に変更され

た。その結果、雨期・乾期合わせた年間で 1 万 7290 ha に米を作付するように計画の見直し

を行った。しかしながら、事後評価時の FUSA は 7836 ha に減少した。そして、登録された

米の灌漑作付面積は 3年間の平均で 5166 haとなり、SAPIの計画値の約 30％にとどまった。

但し、農民が作付面積を過少申請しているために、実際の数値はこれよりも大きい可能性

がある。換金作物も、乾期に 3710 ha で作付されることが想定されたが、NIA からは 2011

年に 28 ha でのトウモロコシの作付が報告されたのみであり、その実績は少ないと推察され

る11。作付率の高い乾期においても、米・換金作物・養魚池を含めて、灌漑が利用されてい

るのは 4505 ha となっており12、FUSA のうち 3331 ha が利用されていないと考えられる。以

下の表 1 と図 6 は、これらの状況を示したものである。 

 

表 1 灌漑地域の灌漑対象面積・灌漑作付面積       単位：ha 

項目 審査時 
SAPI  

（計画） 

実績 
対計画比 

2009 2010 2011 平均 

灌漑対象面積 (FUSA) 11,540 10,500 7,836 7,836 7,836 7,836 74.6 % 

米の灌漑作付面積（乾期）*1 9,540 6,790 4,103 3,866 4,041 4,003 59.0% 

米の灌漑作付面積（雨期）*2 11,540 10,500 1,344 1,048 1,096 1,163 11.1 % 

米の灌漑作付面積（年間） 21,080 17,290 5,447 4,914 5,137 5,166 29.9 % 

換金作物の灌漑作付面積（乾期） 2,000 3,710 N/A 
540 

28 28 0.8% 

灌漑水利用の養魚池面積（乾期）*3 N/A N/A N/A 436 436 N/A 

出所：審査時資料、SAPI 報告書、NIA 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 本事業の維持管理を担当している NIA のパンパンガデルタ川灌漑システム事務所も、換金作物について

はトウモロコシのデータのみを収集しており、表の実績値のデータはトウモロコシの作付面積に限られる。

また、2011 年を除いては、入手できたのはトウモロコシの作付面積は養殖池の面積との合計のデータのみ

であり、トウモロコシの作付面積の経年データによる比較はできない。 
12 表 1 の乾期の米の灌漑作付面積 4041 ha + 換金作物 28 ha + 養魚池 436 ha ＝ 合計 4505 ha 

＊1：2009 年乾期の換金作物と養殖池の面積は入手できなかったため、同年の米作付面積に換金作物と養殖

池の面積が含まれている可能性がある。 

＊2：2009 年および 2011 年の雨期の換金作物と養殖池の面積は入手できなかった。このため、この 2 年の面

積に換金作物と養魚池の面積が含まれている可能性がある。ちなみに、2010 年の雨期の換金作物と養魚池の

面積は 114.8 ha であった。 

＊3：対象地域での養魚池は、SAPI では計画されていないが、テラピア魚の養殖は、2005 年から 2008 年に

かけて増加し、農民の所得を向上させた。養魚池に対しては米よりも高い水利費が設定され、NIA の水利費

収入の増加にも貢献した。しかしながら、特に昨年頃より餌代などのコストの増加、気温上昇による不作、

販売価格の低下などから養殖池の面積が低下し、事後評価時は多くの養殖池で米作への転換が行われていた。 
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出所：SAPI 報告書、NIA 

図 6 FUSA と灌漑作付面積の関係（換金作物・養魚池面積を含む）（2011 年） 

 

以下の表に、FUSA と作付面積の計画と実績の差異に関する原因をまとめた。表中 2.の灌

漑作付面積（乾期）の減少理由で示した問題のある分水路や他の設備の改修は、NIA も活

動計画に含めており、1000 ha ほどが 2012 年度中に復旧する予定である。 

 

              表 2 灌漑対象面積(FUSA)・灌漑作付面積の減少の原因*1  単位：ha 

 SAPI 実績 差 原因 

1. FUSA 10,500 7,836 2,664 

（上図 ①） 

SAPI 後に事業により 1,420 ha が追加されたが、

その後に 4,084 ha が減少。理由は農民の灌漑申請

面積の過小申請（‐約 2,000、NIA 推計）、ポン

プ地域の水路の欠如（-952、NIA 推計）*2、土地

の転用（-905、NIA 推計）*3 

2. 灌漑作付面

積（乾期） 

10,500 

 

4,505 

 

5,995 

(FUSA の実績

との差：3,331、

上図の②) 

上記の FUSA の減少に加え、 

ポンプ地域の灌漑不利用（-1956） 

右岸の小規模ポンプ撤去（-260）、分水路 A の設

備不良（-320）、設備の要改修（-785） 

3. 灌漑作付面

積（雨期） 

10,500 1,096 9,404 

(乾期作付面積

との差：3,409、

上図の③) 

上記の FUSA の減少と乾期作付面積の減少理由

に加え、下流域で浸水のため作付できず、もしく

は天水を利用して耕作しているためと推測され

ている。 

４．乾期の換金

作物の作付面積 

3,710 28 3,682 ポンプ地域の水路の欠如（-952）、 

ポンプ地域の灌漑不利用（-1,956）、 

農民が換金作物を導入していない、 

NIA による情報収集の不備 

出所：SAPI 報告書、NIA 

註：灌漑作付面積には、換金作物と養魚池を含む。 

 

 

 

 

 

 

雨期作付面積 

（事後評価時、1,096ha） 

乾期作付面積（事後評価時、4,505ha） ポンプ灌漑地域の不利用 
などにより減少 

雨期の浸水などにより減少 

 

SAPI計画の FUSAと乾期・雨期の作付面積（10,500ha） 

 
事後評価時の FUSA (7,836ha) 

農民の灌漑申請面積の過少
申告などにより減少 

 

③ 

② 

① 

＊1：本表の数値は、NIA のパンパンガ川デルタ灌漑システム事務所の維持管理データ・改修を含む活動計画、

同事務所からの情報によるものであるが、情報不足から同事務所の推察によるデータも多い。 

＊2：ポンプ灌漑を導入した西岸地域の FUSA は、事業完了報告書では 2920 ha と報告された。しかしながら、

NIA によると、同地域で一部の水路が建設されなかったために FUSA が 952 ha 減少していることが、事業完

成後に確認された。水路の欠如による FUSA の減少は、本来は FUSA に含まれるべきでなかったが、事業完

了報告書で誤参入された数字であった。 
＊3：FUSA の一部が、住宅や工業用地に転用されたもの。 
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灌漑作付面積の減少をもたらした大きな原因を以下に説明する。 

 

1）農民の申請面積の減少による FUSA の減少 

NIA は、農民が灌漑サービスを NIA に申請する面積が、計画値よりも 2000 ha 以上少

なかったと推測している。そして、実際には、農民は申請した面積以外の地域でも灌漑

を利用している可能性がある13。しかしながら、NIA は正確な灌漑作付面積を把握できて

いない。したがって、NIA が詳細な土地台帳の整備を行うことで、FUSA と作付面積の

上方修正が行われる可能性がある14。   

 

2）ポンプ灌漑地域の灌漑不利用による灌漑作付面積の減少 

西岸のポンプ灌漑地域では、ディーゼル費用の高騰や浅井戸の普及などの要因から、

ほとんどの農民が灌漑サービスを利用していない。1 リットル当たりのディーゼル価格

は、1994 年の SAPI の計画値は 7.1 ペソだったが、本事業が完成した 2003 年には 21.6 ペ

ソ、2011 年は 43.3 ペソに上昇した15。このため、事業完成後から約 4 年間、ポンプ灌漑

は利用されず、補助金が給付された 2008 年と 2009 年に上流部の 3 組合が利用したが、

その後は 1 組合で約 30 ha で利用されているのみである16。事後評価時、上流部では、乾

期は既存の浅井戸を利用して米やトウモロコシを作付していたが、下流部の多くの地域

では、乾期に灌漑による作付は行われていないと推察される17。 

 

3）浸水や天水利用による雨期での灌漑作付面積の大幅な減少 

対象地域は洪水が多発する地域であり、SAPI では、浸水の多い地域を排除していた。

事業が実施されない場合も、雨期では対象地域の 96％で灌漑もしくは天水による作付が

されると想定していた。SAPI は、火山泥流による洪水の増加の可能性も指摘していたが、

雨期でも乾期と同レベルの作付ができると計画した。しかしながら、事業完成後の 2004

年から、雨期の灌漑作付面積は 893～1343 ha と想定以上に少ない結果となった。その主

な理由は、多くの地域が雨期に浸水し作付できないことである18。対象地域では、ピナツ

                                                   
13 NIA および水利組合連合の副会長より。水利組合が独自に調査してその組合の FUSA が 2 倍になった例

もあり、過少申告の可能性が高いという認識は、NIA の中でも高い。 
14 作付面積が拡大すれば、NIA は水利費収入を増加させることができる。なお、2011 年の乾期の作付面積

（換金作物と養魚池を含む）の 4505 ha のうち、重力灌漑による地域は 4384 ha になる。 
15 米国エネルギー省とフィリピンエネルギー省のデータより。1994 年から 2011 年までのインフレ率の平

均は 6％であり、インフレ率を勘案（2011 年のディーゼル価格を 1994 年時の価格に修正）しても、2011

年のディーゼル価格は 1994 年の価格の約 2.4 倍になる。 
16 事業完成後より NIA は対象農民に利用に関する話し合いを繰り返し持ったが、高い燃料費のために農民

は拒否していた。NIA の推計では、通常の水利費に加えて対象農民が支払うべきポンプの運営にかかる費

用（燃料費を含む）は 1 ha 当たり米 700 kg と推計された（ちなみに、事後評価時の水利費は乾期で 150 kg、

雨期で 100 kg である）。3 組合が、2008 年に 165 ha を対象に、2009 年には 80 ha を対象に、ポンプ灌漑を

試行したが、2 組合はコスト高と組合間の調整の困難さのためにその後の利用を取りやめた。事後評価時

に、ポンプ灌漑を利用しているのは、ポンプ場近くの 1 組合（123 ha のうち利用は約 30 ha）のみで、この

組合も 2012 年の乾期はポンプ灌漑を利用していない。（対象地の農民とのフォーカス・グループ討議およ

び NIA より） 
17 上流部については、現地調査に基づく。下流部については NIA の情報。なお、SAPI では、西岸地区で

小規模な地下水利用による灌漑を行っている地域が点在していることを確認しているが、ピナツボ噴火後

に、乾期の地下水が不足していると考察された。 
18 NIA が毎年に灌漑を実施する計画を立てるプログラム地域は、雨期は浸水地域が排除され 2011 年度の
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ボ火山の噴火後に火山泥流が河川に蓄積したために洪水が増加し浸水地域が拡大した。

また、工事期間中に、洪水の原因であるバンガングギント川の改良事業の一部と排水事

業を追加で実施し、SAPI で除外された地域とは別の洪水地域が対象に含まれた。しかし、

これらの河川の改良や排水事業は不十分であり、洪水の問題が解決されなかった。そし

て、工事完成後に作られた養魚池の一部でその排水機能が不備であったことも、浸水地

域の拡大に影響した。このようにして、多くの地域で雨期に作付できない状況となった。

火山泥流の影響があったにせよ、洪水多発地域での事業実施には、十分な調査を実施し、

他の洪水対策に係る事業計画や排水対策の方法を検討した上で受益範囲を設定するべき

であった。現在、JICA は実施中のピナツボ火山災害緊急復旧事業の下で、バンガングギ

ント川の浚渫事業を実施するよう公共事業道路省に要請中であり、実施されれば洪水の

影響が削減することが期待される。 

このほかに、天水で耕作し灌漑サービスを利用していない農民も多いと考えられる19。

SAPI では、本事業が実施されない場合も、雨期は天水を利用して作付する地域が 2868 ha

あると考えられた。そして、本事業の実施により同地域でも灌漑サービスが利用される

と計画された。しかしながら、実際には同地域で灌漑サービスを利用していないのでは

ないかと考えられる。NIA によると、天水で耕作している場合も、NIA は灌漑作付面積

に含めて水利費を要求するべきであるが、情報不足のためにそれが出来ていない。 

 

4）乾期の換金作物の作付減少 

SAPI では西岸地域を中心にナスやトマトなどの換金作物が 3710 ha で作付される計画

であったが、ポンプ灌漑の対象の西岸地域（計画値 2400 ha）の殆どでディーゼル費用の

高騰のために灌漑設備が利用されず、乾期の灌漑作付は行われていなかった20。そして、

残る計画値の 1310 ha のうち、事後評価時にはトウモロコシが 28 ha 程度作付されている

との報告にとどまった。NIA は州農業局と協力して農民への指導を行っているが、受益

者調査では、事業後に実際に換金作物を導入したのは調査対象農民の 4％であった。同

調査の結果では、換金作物を導入しない理由には、慣れ親しんできた米作を継続したい

という農民の嗜好、土地や天候が適していないこと、換金作物を導入するための資金不

足が挙げられた。 

換金作物の導入は、妥当性でも述べたように、西岸地域の農民の水利費支払いを容易

                                                                                                                                                     
雨期のプログラム地域は約 1826 ha に過ぎなかった。そしてそのうち 1096 ha のみが作付された。その以前

の雨期のプログラム地域も、2010 年 1410 ha、 2009 年 1647 ha、 2008 年 1356 ha、 2007 年 1485 ha、 2006

年 1586 ha、 2005 年 1788 ha である。2004 年の雨期のプログラム地域のデータは入手できなかったが、灌

漑作付面積は 1071 ha である。したがって、事業が完成した 2003 年 5 月の直後より、対象地の多くでは雨

期に作付ができないと NIA が判断した地域が多かったと考えられる。一方、1994 年に実施された SAPIで

は、対象地の雨期の作付状況のデータは示されていないが、事業が行われなかった場合の雨期の作付地の

想定は、灌漑面積 5920 ha と天水作付面積 4200 ha の計 1 万 120 ha であり、事業が行われた場合は天水作付

面積がすべて灌漑されて 1 万 500 ha で米が作付される計画であった。SAPI では、火山泥流が河川に蓄積す

ることによる洪水のリスクは指摘していたが、そのリスクは雨期の作付面積の計画には反映されず、FUSA

の 100％の地域で雨期による作付が可能と考えられた。そして、計画後に火山泥流の影響で作付ができな

くなった地域が増加した。 
19 受益者調査では、雨期に洪水や排水不良のために水が過剰であるという回答は 3 割のみであったため。 
20 西岸地域では、乾期にトウモロコシが作付されている地域もあったが、計画されたナスやトマトなどの

作物の導入は見られなかった。 
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にするため、また事業による経済効果を上げるために計画された。しかしながら、農民

の耕作パターンや嗜好、必要な資金を確保する具体策についての検討が必要であった。

また、新しい作物の導入については、パイロットプロジェクトでの作付・販売・収益な

どの実績を先に実証する、もしくは近隣地域での実績の確認などを行った上で、想定す

る作付面積に含めるべきであった。 

 

なお、対象地外のダム上流部では、工事後に本事業の灌漑用水を利用して乾期に米を

作付している地域が 550 ha ある。事後評価時、NIA は利用している上流部の作付を勘案

してダムの可動堰の操作を行っており、水利費徴収に向けて地域農民と交渉を開始して

いる。NIA は上流部には乾期に灌漑ポテンシャルのある地域が約 3000 ha あると推計し

ており、同地域を FUSA に含めることができれば、より多くの農民に灌漑サービスを提

供し、設備の有効活用に貢献できる可能性がある。このためには、水路の建設や水利組

合の形成が必要である。また、NIA が、ダム上流部と下流部のそれぞれに適切に灌漑水

が供給できるように作付期を指導・管理することが求められる21。なお、ダム上流部は低

地で雨期には浸水するために作付が出来ない。 

 

(2）米の単位収量と年間生産高 

下表に示すように、米の単収は、SAPI の計画値を達成できなかった。灌漑作付面積が計

画の約 30%であり、単収も目標値を下回ったため、その結果、推定される年間生産高の対

計画比は 23％となった。 

 

表 3 対象地域の米の単位収量と年間生産高 

項目 実施前 
SAPI  

（計画値） 
実績＊ 対計画比 

米の単収（トン/ha）（乾期） 3.8 5.48 4.23 77.2% 

米の単収（トン/ha）（雨期） 3.7  5.35 3.89  72.7% 

米の年間生産高推計（トン） -  93,384 21,457 23.0% 

出所：審査時資料、SAPI 報告書、NIA 資料 

＊：実績は 2009～2011 年の平均値 

 

雨期の単収が乾期よりも低いのは、洪水や台風の影響である。自然災害はコントロール

の難しい問題だが、排水設備をさらに改善することである程度に緩和できる可能性がある。

NIA も排水路の浚渫作業を進める予定であり、JICA も主要河川の改修を検討している。 

受益者調査では、米の生産向上への課題として、病害やネズミによる食害、農業投入費

                                                   
21 同地域で必要な水路などは大規模なものでないと報告されているが、費用と便益が検討されなければな

らない。なお、作付期の管理については、乾期にはまず上流部が灌漑水を利用できるようにダムの取水堰

を閉め、上流部の作付を確認してから取水堰を開口して下流部に水を供給するという管理が必要となる。 



12 

 

目を購入する資金の不足が挙げられた。SAPI では、灌漑設備の整備と肥料などの投入によ

り米の収量が増加することを想定した。しかし、受益者調査によると 31％の農民が投入財

の高いコスト・資金不足・優良種が利用できないことが、低い収量など生産性の向上の制

約になっていると回答した。 

 

3.2.2 定性的効果 

灌漑事業による効果とインパクトを測るため、対象地域で灌漑施設を利用している農民

200 人に対して、受益者調査を行った22。前項の定量的効果で述べたように、事業全体とし

ては、灌漑作付面積が大幅に縮小したために効果が限定的であるが、灌漑サービスを利用

した受益農民の間では、水供給の満足度や単収の増加などの効果が報告された。 

 

（1）水供給への満足度 

以下の図に示すように、受益農民の灌漑用水の供給に対する満足度は、事業前と比較し

て大きく改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 水供給への満足度 

 

事業前には、乾期で水が全くないという回答が約 38％、雨期でも水が不十分という回答

が約 32％あったが、事業の完成後に状況は一転し、十分な水があるという回答が乾期では

約 90%、雨期には約 64%あった。一方、3 割以上の農民が、雨期での水供給が過剰であると

回答している。その理由として、下流域での洪水（2 割）、排水の不十分さ（1 割）が挙げ

られている。養魚池の排水設備が不十分なことも原因の一つとして指摘された。 

 

（2）米の作付パターンと作付面積、および単収の変化   

以下の図 8 は、作付パターンと米の作付面積について、事業前との比較を示す。灌漑設

備が整備されたことにより米の二期作を導入したという回答が約 4 割あった。事業前より

浅井戸による地下水を利用したり、小規模なポンプによって川の水を汲み上げて灌漑を行

っている農民も多いが、図 9 に示すように、事業後に灌漑面積は約 6 割増加し、全作付面

                                                   
22 受益者調査は、NIA の水利組合のリストより、上流域の 9 組合 72 人、中流域と下流域の各 8 組合 64 人

ずつの合計 200 人をランダムに選んで実施した。上流域には、ポンプ灌漑を利用している 1 組合が含まれ

る。灌漑サービスを受けていない組合はサンプルから除外した。 
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積に占める灌漑の割合も 58％から 96％に上昇した。 

42%

4%

54%

米二期作

の導入

換金作物

の導入

変化なし

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

事業前 事業後

全作付面積

灌漑作付面積

 

図 8 米の作付パターンの変化      図 9 米の灌漑作付面積の変化  

    （事業前との比較）                         （事業前との比較） 

 

単収の事業前との比較を以下の図 10 に示す。調査対象農民のうち、雨期で 45％が、乾期

で 35％が事業前と比較して増加したと回答した。単収の増加の要因として、灌漑用水の供

給のほかに、肥料・農薬・優良種の使用、新しい農業技術の導入などが挙げられている。

ちなみに、JICA の技術協力プロジェクトのフィリピン稲研究所「フィルライス」（Phil Rice）
23による訓練は調査対象農民の 18％が受け、米作付の各過程での主要項目をモニタリングす

るパライチェックの制度は農民の 12％が実施し、収量増などの効果を報告していた。 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

雨期 乾期

増加

減少

変更無し

 

図 10 米の単位収量の変化24 （事業前との比較） 

 

（3）本事業による技術支援および技術協力プロジェクトとの連携による NIA 職員の 

能力強化 

本事業では、NIA の事業実施監理や維持管理マニュアルの作成への支援が行われた。同

マニュアルは、事後評価時も NIA によって活用されていた。このほかに、NIA 本部に派遣

された長期個別専門家による指導も行われた。本事業の完了後であるが、JICA 技術協力プ

ロジェクト「水利組合強化支援プロジェクト」で開発した研修モジュールも導入され、そ

の結果、本事業を担当する職員が水利組合を指導する能力が強化された。この研修モジュ

                                                   
23 フィリピンの中部ルソンに位置する農業省のフィリピン稲研究所（通称フィルライス）に対して、日本

は 1980 年代より研究施設の建設や研究能力強化のための技術協力を行ってきた。2004 年から実施された

「高生産性稲作技術の地域展開計画」では、稲の栽培経過に応じて順守すべき点や技術を示す「パライチ

ェック」の普及が図られた。 
24 事業前に米作を行っていない農民が、雨期で 29％、乾期で 50％あり、これらは事業前の数値と比較でき

ないため、この図には含まれていない。 

ha 
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ールは、現在も水利組合の訓練に使われている。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

（1）受益者地域の生活水準の向上 

前述の受益者調査によると、灌漑設備を利用している農民世帯では、米の二期作の導入

や単収の増加に伴い、農業純所得が平均して事業前よりも 1.9 倍に増加している。米の需要

が安定して市場価格が高値で推移していること、農村道路の建設により運搬コストが低く

なったことも貢献要素として挙げられた。 

そして、下図で示すように、農業所得の向上により生活水準が大きく向上したという回

答が 24％、少し向上したという回答が 63％あった。具体的には、受益者調査の対象の約半

数が食糧や子供の教育の改善、25％が住居の改善を、16%が貯蓄の増加を回答している。 

 

大きく改善

24%

少し改善

63%

変化

無し

13%

悪化

0%

 

図 11 生活水準の変化 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

本事業については、SAPI で計画を見直した 1 万 500 ha の灌漑設備に対して、1996 年 2 月

に環境適合証(Environment Compliance Certificate, ECC)が、発行された25。受益者調査では、

87%が事業による環境変化は無いと回答している。環境変化があったという回答が 13％あ

ったが、7％が環境への負の影響を報告した。その内、3%は事業完成後に水路にごみが投棄

され川の水質が悪化したというものであるが、全体として、深刻な影響の回答はなかった。

現地視察では、受益者調査でごみの投棄を指摘された地域を含めて現状をチェックしたが、

事業による水路や川の水質の汚染はなく、環境への負の影響は見られなかった。自然環境

への影響について大きな問題は無いと考えられる。 

 

（2）住民移転・用地取得 

本事業では、住民移転は行われなかったが、水路などの建設に必要な用地の取得が行わ

れ、地権者に対して NIA の基準に沿った補償が行われた。ポンプ灌漑地域の下流域の一部

                                                   
25 ECC では、工事による粉じん・騒音・土壌侵食の防止などの付帯条件が示されているが、NIA の当時の

担当者からは、これら条件への対応についての情報は得られなかった。 
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では、用地買収について土地所有者の合意が得られないために建設予定の用地が取得でき

ず、水路が建設されなかった。これによって、同地域の FUSA が 952 ha 減少したと推計さ

れる。 

 

（3）その他のインパクト 

受益者調査では、45％の対象農民が、農業所得が向上したことにより、子どもの教育へ

のアクセスが改善したというプラスのインパクトを報告した。特に、マイナスの影響は見

られなかった。 

 

主に有効性で触れたように、本事業では、灌漑作付面積は SAPI の計画値の約 30％にとど

まっており、単収も計画値の 8 割未満であった。このため、事業全体で推定される米の年

間生産高も計画値の 23％と非常に低い結果となった。ただし、灌漑設備を利用する農民（裨

益地域が計画より大きく減少しているため地域は限定されている）への受益者調査では、

水供給や米の二期作の導入による作付面積の増加や単収の向上などで改善がみられた。一

部で農業所得の向上による生活水準の改善というインパクトが確認されている。以上より、

本事業の実施による効果発現は計画と比して限定的であり、有効性・インパクトは低い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

（1）土木工事 

下表にて、主なアウトプットの計画と実績を示す。 

 

表 4 主なアウトプットの計画と実績 

項目 審査時 SAPI（第 7 案） 実績 

灌漑対象面積 11,540 ha 10,500 ha 
11,920 ha  

(PCR, 事業完了報告書) 

分水ダム  変更無し 変更無し 

固定堰 長さ 850m、高さ 1.3m、 

堤高 8.6m 

長さ 850m、高さ 1.3m、

堤高 8.6m 

 長さ 850ｍ、高さ 1.3m、 

堤高 8.6m 

可動堰 長さ 150m、余水吐き堰 3

門、土砂吐き堰 1 門 

長さ 150m、余水吐き堰 3

門、土砂吐き堰 1 門 

長さ 150m、余水吐き堰 3 門、

土砂吐き堰 1 門 

取水堰 5 5 5 

放水路 ― 幅 160m、深さ 8m、 

長さ 3.3km 

幅 160m、深さ 8m、 

長さ 3.3km 

ポンプ場 無し 追加 追加 

ポンプ ― 3 基 3 基 

右岸のポンプ改修 ― ― 3 ヶ所（追加） 

水路 計      162.13 km 計        141.77 km 計         116.876 km 

幹線用水路 36.96 km 29.35 km 31.828 km 
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ポンプ供給水路 ― (追加)   2.66 km 2.66 km 

ポンプ水路 ― （追加）  17.44 km 14.136 km 

分水路 75.77 km 
92.32 km 68.252 km 

小分水路 49.4 km 

維持管理道路   水路と同じ N/A 水路と同じ 

排水路 計        116.06 km 計         100.80 km 計         192.08 km 

幹線 27.95 km ― 43.98 km 

支線 33.17 km ― 55.35 km 

集排水管 54.94 km 100.80 km 80.85 km 

末端排水路 ― ― 11.90 km 

圃場整備水路 1,208 km 上記の排水路に含む 上記の排水路に含む 

プロジェクト施設 7 棟 N/A 7 棟 

出所：審査時資料、SAPI 報告書、JICA 内部資料、NIA 

 

ピナツボ火山の噴火による影響や現地の土地利用の変化に伴い、1995 年の SAPI で、下記

のようにスコープが大きく変更された。ただし、分水ダムの変更は無い。 

 

1) 対象地の変更：工業／住宅地域・浸水の多い地域・火山泥流の影響を受けた地域の     

削除、西岸のポンプ灌漑地域の追加 

2）西岸のポンプ灌漑設備の導入 

3）用水路・排水路の配置の大幅な変更 

 

その後に、SAPI の計画からも下記の変更があった。 

 

1）上流部の San Matero 地域や右岸の小規模ポンプ施設の改修の追加と FUSA の拡大： 

 これらは、現地のニーズをふまえたもので適切であった。そして、これらの変更によ

って、FUSA は SAPI の計画値の 1 万 500 ha から 1 万 1920 ha に増加した。 

 

2）河川の改修と排水路の増加： 

SAPI では、火山泥流の蓄積が予想され、主要河川であるパンガングギント川の排水改

良事業が他機関によって実施されなければ、洪水を防げないとして、主要な排水路の工

事も除外された。しかしながら、実際の工事では、同川の排水改良事業を行って排水路

の工事も追加し、洪水の影響を受けていた下流域が対象地域に含まれた。これは、別組

織であるピナツボ委員会により同川の排水改良事業が引き続いて実施されるという前提

であったが、改良事業は行われなかった。このように、関連事業とあわせて実施する予

定だった洪水対策が計画通りに行われなかったため、対象地域の浸水は解決できなかっ

た。有効性でも述べたように、これが、雨期の作付面積の減少の要因の一つとなった。 
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3）ポンプ水路と分水路の削減： 

ポンプ灌漑を導入した西岸地域では、ポンプ水路の一部が、用地取得の問題などで建

設されなかった。また、一部の分水路も、土壌の問題などで建設されなかった。これら

により、同地域の FUSA が 952 ha 減少したが、やむを得なかったと考えられる26。 

 

（2）資機材調達 

審査時には、維持管理用機材として下表に示される機材の調達が計画された。SAPI には

調達する資機材の詳細情報が示されていないが、審査時と同じ予算が充てられ、同様の資

機材の調達が計画されたと考えられる。NIA の当時のプロジェクト担当者によると、事業

の実施段階で、資機材の調達は事業実施に必要な機材に絞られ、建設機材や流速計測機材

の多くは工事業者が既に保持していたため、事業では調達不要としてスコープから削減さ

れた。一方で、データ分析・通信機材は、事業実施を円滑に進めるために増加された。資

機材の調達費用が増加した中で、資機材を事業実施に必要な数に絞ったのは止むを得なか

ったと考えられる27。なお、資機材の不足による維持管理の問題は報告されていない。 

 

表 5 調達機材の計画と実績 

項目 審査時 実績 項目 審査時 実績 

建設機材 42 28 流速計測機材 22 8 

自動車・2 輪車 27 24 データ分析・通信機材 17 22 

出所：審査時資料、JICA 内部資料 

 

3.4.2 インプット 

 3.4.2.1 事業費 

表 6 に示すように、本事業では、審査時の総事業費は 125 億 6900 万円であったが、SAPI

の計画変更により 98 億 3900 万円に減少した28。しかしながら、実績値は 124 億 4300 万円

と増加し、SAPI の計画値の 126％となった。ペソでの増加幅はさらに大きく、計画の 26 億

7400 万ペソに対して実績値は 46 億 300 万ペソで、計画値の 172％となった。円とペソでの

費用の増加幅の違いは、実施期間の円高（SAPI 計画時 3.68 円/ペソに対し事業期間の加重平

均 2.70 円/ペソ）により、ペソでの事業費増ほど円での事業費が増加しなかったためと考え

られる。費用増加の主な要因に、下記が挙げられる。 

 

1）土木工事費の増加：理由は、水路・排水路の工事費用の増加、分水ダムの工事用機材

の利用期間の延長と追加契約、下流右岸地域の改修事業の追加。 

2）コンサルティングサービス費の増加：理由は、追加工事のための工事期間の延長と外

                                                   
26 P8 表 2 の註＊2を参照。 
27 資機材の調達コストの増加理由は確認できなかった。 
28 円での総事業費が審査時から SAPI にかけて減少したのは、円高の影響と SAPI では税金を含まなかった

ことによると考えられる。 

単位：台数 
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国人コンサルタントの M/M の割合が増加したため。 

3）管理運営費の増加：理由は期間延長（事業停止期間も含む）に伴うもの。 

4）用地買収費の増加：理由は、設計変更による用地買収の対象地の増加、土地査定価格

の上昇、工事により作付できなかった農民への賠償費の支払いが含まれたことなど。 

 

表 6 事業費の計画と実績値 

項目 
審査時 SAPI（計画値） 実績 対計画値 

百万円 百万ペソ 百万円 百万ペソ 百万円 百万ペソ 百万円 百万ペソ 

総事業費 12,569 1,848 9,839 2,674 12,443 4,603 126% 172% 

借款対象 9,427 1,386 9,427  9,303      

<内訳＞           

土木工事 9,118 1,340.9  7,058  1,918 9,768 3,527 138% 184% 

資機材調達 216 31.8   217  59 266 84 123% 142% 

予備費 466 68.5  1,549  421   0% 0% 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 489 71.9   596  162 769 379 129% 234% 

用地収用費 265 39.0   105  28.4 581 239 556% 842% 

管理運営費 580 85.3   313  85 914 331 292% 389% 

税金 1,435 211.0 N/A -  0   

農業・組織開発 ― ―  - 145 44   

換算レート 

（円/ﾍﾟｿ） 
6.8 円 (1990 年時） 3.68 円（1995 年） 

4.15円 (1996年)～

2.11 円（2003 年） 

  

出所：審査時資料、SAPI 報告書、JICA 内部資料、NIA 

 

3.4.2.2 事業期間29 

表 7 は、事業期間の計画値および実績値を示す。本事業は、審査時は契約から 86 カ月で

完成する計画であったが、ピナツボ火山噴火のために 38 カ月の事業停止期間があった。こ

のため、事業停止期間を除き SAPI にて再計画された期間を対象に評価した。SAPI では、

事業再開後の実施期間は 84 カ月と計画され、本事業の契約から事業停止までの 20 カ月を

含むと計 104 カ月の総事業期間となる。実際の事業期間は 106 カ月で、SAPI の計画を若干

上回った。延長の理由としては、スコープの変更に際して国家経済開発庁（NEDA）からの

承認が遅れたことが挙げられる。 

 

 

 

 

 

                                                   
29 事業期間は、借款契約調印月から土木工事完了月までで計算した。 
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表7 事業期間の計画値と実績値 

審査時 SAPI（第 7 案） 実績＊ 対計画 

1990 年 9 月~ 

1997 年 10 月 

（86 カ月） 

1991 年 7 月~1993 年 2 月、 

＋84 カ月 

（20 カ月＋84 カ月＝104 カ月） 

1991 年 7 月~1993 年 2 月、 

1996 年 4 月~2003 年 5 月 

（20 カ月＋86 カ月＝106 カ月） 

 

102％ 

出所：審査時資料、SAPI 報告書、JICA 内部資料 

＊：実績は、契約からピナツボ噴火による事業停止時までと、SAPI の後の事業再開月から土木工事終了月

までの合計を示す。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

以下の表にて、本事業の経済的内部収益率（EIRR）を、審査時とほぼ同じ前提条件と計

算方法で再計算した結果を示す30。審査時の 16.2%に対して SAPI では 15.8%と大きな変更は

なかったが、事後評価時の灌漑作付面積をもとにした計算では、1.5％と非常に低くなった。

SAPI の計画値からの大幅な減少は、灌漑作付面積の減少とコストの増加による。但し、前

述したように NIA に申請されているほかに灌漑作付されている面積もかなりあると考えら

れ、それを含めると EIRR も増加する可能性がある。     

 

表 8 経済的内部収益率 

審査時 SAPI（第 7 案） 事後評価時再計算 

16.2% 15.8% 1.5% 

（前提条件） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾗｲﾌ：50 年 

便益： 米・換金作物の生

産額の増分 

費用：本事業に要する費用、 

維持管理費用、ダム設備の

置き換え費用 

（前提条件） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾗｲﾌ：50 年 

便益： 米・換金作物の生

産額の増分 

費用： 本事業に要する費

用、維持管理費用、ダム設

備・ポンプ施設の置き換え

費用 

（前提条件） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾗｲﾌ：50 年 

便益： 米・換金作物・養魚

池の生産額の増分 

費用： 本事業に要する費用、

維持管理費用、ダム設備・ポ

ンプ施設の置き換え費用 

出所：審査時資料、SAPI 報告書、NIA 資料 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を若干上回ったため、効率性は中程度

である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

本事業で建設された灌漑施設は、事業完成後に NIA の Region Ⅲ地域事務所に移管され、

同地域事務所が管轄するパンパンガデルタ川灌漑システム（Pampanga Delta River Irrigation 

System: PDRIS）事務所が維持管理を実施している。PDRIS は国家灌漑システムとして位置

づけられ、施設の運営維持管理体制は下表に示す通りである。 

                                                   
30 事後評価時の再計算では、養魚池による経済効果も加算している。 
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表 9 本事業の灌漑施設の運営・維持管理体制 （事後評価時） 

組織 担当内容 

水利組合 小分水路・圃場設備の維持管理（一部の水利組合は、分

水路の維持管理と水利費の徴収も担当*、いずれは他の

組合にもこれらの機能が委譲される予定である。） 

NIA  PDRIS 事務所 分水ダム・ポンプ場・基幹水路・分水路の維持管理、水

利費の徴収 

NIA Region Ⅲ 地域事務所 NIA PDRIS 事務所の監督指導 

NIA 本部 PDRIS の事業報告書にもとづき、必要な改修・建設費用

を供給 

出所：NIA 

 

 

PDRIS 事務所では、施設移管時の職員数は 34 人だったが、NIA の合理化計画のために現

在は 27 人に減少している31。これは、SAPI が維持管理を担当する事務所に想定した人員の

73 人と比較して大幅な減少であり、職員不足は、水路の浚渫作業の遅れなどの維持管理活

動に影響を与えている。合理化計画の一環として、2012 年に同事務所は事業地よりも離れ

たフロリダ地域にある州事務所の中に移動し、職員の大半が移った。同事務所は、分水ダ

ムのサイトに出張所を設けてマネージャーを含めた数名の職員が駐在する予定であるが、

職員の大半が事業地よりも離れるため、水利組合のモニタリングや指導に影響が出ないよ

うにすることが重要である32。 

 

NIA は国家灌漑システムの業績改善のために、灌漑システムの維持管理活動を水利組合

に移転すべく、2008 年に灌漑管理移転プログラム（Irrigation Management Transfer Program: 

IMT）を開始した。IMT は、水利組合の維持管理能力に応じて NIA との間で 4 段階（モデ

ル①～モデル④）の IMT 契約を締結し、設備の維持管理や水利費の徴収を段階的に移転し

ていくものである。モデルの数字が大きいほど高い維持管理能力が求められるため、NIA

は水利組合に対して訓練を行っている33。 

                                                   
31 うち、水利費徴収を担当する職員は 7 名である。 
32 水利組合連合の副会長との聞き取り調査で、懸念が示された。 
33 各モデルの役割は次の通り。（NIA の IMT マニュアル（2009）より。） 

モデル①：NIA が灌漑システム全体の維持管理を行うが、水利組合に小分水路と圃場設備の維持管理・

灌漑水のモニタリング・灌漑作付地域のリスト作成・水利費支払いの推進など一定の維持管理活動を委託、

その活動に応じて一定の報酬を NIA が支払う。 

モデル②：水利組合が、分水路以下の設備の維持管理と組合員からの水利費徴収とその財務管理を行う。

水利費徴収については、徴収率に応じて組合に徴収額の一定割合が支払われる。 

モデル③：水利組合は、モデル②の分担に加え、ダムから最初の分水路までを除く基幹水路の一部の維

持管理も行う。 

モデル④：水利組合が、全ての設備の維持管理と水利費徴収・管理、そして維持管理費や施設建設のた

めの資金管理を行う。NIA はシステムのモニタリング・評価、必要時の技術支援を水利組合に行う。2011

＊：NIA の灌漑管理移転プログラムにて、モデル②と認定された組合。 
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本事業では 62 の組合が設立されたが、ポンプ灌漑地域の 12 組合を含めて計 17 組合は灌

漑サービスを利用しておらず機能していない34。このため、PDRIS 事務所は、機能している

45 組合に対して IMT を推進している。事後評価時は、45 組合の 3 分の 1 の 15 組合が IMT

のモデル②となり、分水路以下の設備の維持管理や水利費徴収を行っている。全国ではモ

デル②に移行した組合の割合は 11％であるため、本事業の組合のモデル②への移行率は高

いと言える。 

 

全体として、維持管理の体制については、担当する PDRIS 事務所の人員不足が懸念され

る。PDRIS 事務所は、分水路の維持管理や水利費徴収を水利組合に委譲して負担を軽減す

る方向であり、委譲を円滑に進め指導していくことが必要である。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 PDRIS 事務所には、専門知識を持つ 3 名の技術者が含まれており、職員に対して必要な

訓練を実施している。また、本事業で作成した運営維持管理マニュアルを活用しており、

職員に対しても同マニュアルを使って指導している。PDRIS 事務所の運営維持管理の技術

に大きな問題は見られない。 

水利組合については、受益者調査によると、89％が水利組合の水管理などのサービスに、

維持管理活動に対しては 70％が満足していた35。組合の組織能力についても、高いという回

答が 93％あった。しかしながら、灌漑サービスを利用している水利組合とのフォーカス・

グループ討議では、設備の維持管理についての訓練を受けていない組合があった。PDRIS

事務所は、本年中に全ての組合に対して、施設の維持管理を含め、IMT に移行するための

訓練を実施する予定である。水利組合の中には、下記のように、灌漑対象地域(FUSA)の精

査や、他の組織と連携して組合員への融資や米の共同販売を行っている組合もあった。 

 

                                                                                                                                                     
年 11 月時点で、全国に 2446 ある水利組合のうち 463（19％）がモデル①に、270（11％）がモデル②、30

がモデル③、2 がモデル④に登録している（その他は IMT への移行中）。RegionⅢでは、モデル①の組合は

無いが、26%がモデル②に、8%がモデル③に登録している。（NIA 資料） 
34 これらの水利組合が機能していない理由には、ポンプ灌漑地域で 12 組合が灌漑設備を利用していないこ

と、灌漑設備の改修や建設を必要としている地域があること、右岸で一部の小規模ポンプがディーゼル費

用の高さから撤去されたことが挙げられる。 
35 満足していないという回答の多くは、排水設備の不備や小規模ポンプの修理への対応の遅れ（多くは資

金調達の遅れによるもの）であり、水利組合の維持管理能力に関するものではなかった。 
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Box 1 本事業で活発な活動を行う水利組合の例36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営維持管理の技術については、水利組合への更なる訓練が必要だが、全体として大き

な問題は見られない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

以下の図は、本事業の水利費徴収率と維持管理費の収入によるカバー率37を示す。 
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            出所：NIA 

図 12 灌漑事業の水利費徴収率と維持管理費の収入によるカバー率 

 

                                                   
36 同組合長は、PDRIS の水利組合連合の副会長としても活動している。 
37 JICA の運用・効果指標では、維持管理費充足率として、維持管理費実績／計画維持管理費額を挙げてい

る。しかしながら、本評価では同指標のデータが入手できなかったため、代替指標として、維持管理費を

水利費徴収を中心とした総収入でどれだけカバーできているかを測るため、維持管理費の収入によるカバ

ー率として（収入／経費）の指標を使った。背景には、NIA が、水利費を含めた収入により維持管理費を

カバーする方針を持っていることがある。 

98 人の組合員を抱えているタ・リタ・リカップ（TA. RITA RICAP）組合は、IMT の

モデル②として登録し、水利費の徴収や分水路などの維持管理活動を行っている。水

利費の徴収率は、台風の影響を大きく受けた年を除いては、93-95％と高い。そして、

同組合は、組合長の強いリーダーシップの下に、下記も実施している。 

 

・灌漑対象地域の精査： これにより、同組合の灌漑対象地域は約 80 ha から約 160 ha

に増加し、同組合が水利費徴収金の分担として NIA より得る収入も多くなった。 

・政府の土地銀行からの融資を活用した組合員への貸付事業： 土地銀行より年 8.5％

の金利で 200 万ペソの資金を借り入れ、組合の手数料として年 4.5％の金利を上乗せ

して組合員に貸し付けている。組合員は、融資を利用して農業投入品目を購入して

いる。 

・国家食糧公社（National Food Authority: NFA）に直接に組合員の米を販売し、組合員

の高い収入を確保している。 
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PDRIS 事務所は、本事業の設備の通常の維持管理費を収入で賄うには、80％の水利費徴

収率が必要であると試算し、これを目標にしている38。水利費徴収率は、2008 年まで改善

し本事業を維持するために必要とされている 80％に近くなった。しかしながら、2009 年以

降は大きな台風や洪水などの影響があり、生産高が減少したために下降している。 

水利費を中心とした収入による維持管理費のカバー率は、2008 年から 2010 年までは

100％に近いかこれを超える高い割合を達成した。これは、地方自治体からの補助金や機材

のレンタル収入が一時的に増加したことによるもので、恒久的な収入の増加ではなかった39。

そして、同カバー率は 2011 年には 86％に低下した。 

ポンプ灌漑を継続するには補助金が必要であり、PDRIS 事務所は地方自治体に支援を求

めているが、継続して補助金が支給される保証はない。事業の維持管理で赤字がある場合

は、NIA の地域事務所が補てんしている。しかしながら、NIA は事業ごとの採算性を重視

しているため40、PDRIS 事務所としての水利費徴収の拡大など採算性の改善が求められてい

る。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

施設の維持管理状況については、事後評価時に下記の問題が観察されたが、分水ダムの

維持管理状況は良く、全体として大きな問題ではない。 

 

1）幹線水路：一部で沈泥が堆積。 

2）分水路：一部で沈泥の蓄積による詰まりや浸食がある。 

3）排水路：水草やがれきによる詰まりのある排水路が多い。 

4）Mexico 地区：小規模ポンプの老朽化とスペアポンプの不備があるため、必要なスペ

アポンプの整備が望まれる。また、一カ所で、河川の水をせき止める堰が台風により故

障41。 

 

水路・排水路の浚渫作業や分水路の浸食など、PDRIS 事務所が活動計画の中で対応を予

定しており、維持管理活動の改善が期待される。 

 

このように本事業では、維持管理の技術に問題は見られなかったが、NIA で維持管理を

                                                   
38 国営灌漑システムの場合、徴収された水利費は NIA 本部に集められ、その中から現地で維持管理を行う

事務所に維持管理費用が支給される。また、水利組合が設備の維持管理を行う場合の費用は、PDRIS 事務

所より委託費もしくは水利費の分担金という形で、水利組合に支払われる。ただし、小規模ポンプを利用

している組合は、そのポンプの修理費を組合が負担する。 
39 施設の大きな修理費用は、NIA本部より必要な機材のレンタル費用を含めてPDRIS事務所に支給される。

PDRIS 事務所が保有する機材を施設の修理に使う場合、NIA 本部より支給される機材のレンタル費用はそ

のまま PDRIS 事務所の収入になる仕組みであるため、このような修理が多くある年は、PDRIS 事務所の収

入が増える。 
40 事業単位で費用を収入でカバーできない場合は、NIA の地域事務所がその赤字を補填するが、赤字幅が

大きくなると地域事務所による補填も難しくなるため、NIA は各事業が採算が取れるように職員への報酬

でインセンティブを設定している。 
41 この堰は、本事業で建設されたものではないが、堰の故障により河川の水位が下がり、小規模ポンプを

利用して河川の水を汲み上げるのが困難になっている。 
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担当する PDRIS 事務所の人員不足や不安定な財務状況が懸念される。以上より、本事業の

維持管理は体制と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 

本事業は、米の生産性や自給率の向上に向けたフィリピンの開発政策や開発ニーズ、農

業開発を支援する日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。受益農民世帯で

は、米生産の増加による農業収入の増加や生活水準の向上などの効果とインパクトが見ら

れた。しかしながら、灌漑作付面積が計画の 3 割程度に減少したため、本事業の実施によ

る効果の発現は計画と比べて限定的であり、有効性・インパクトは低い。効率性も、費用

と期間ともに計画値を上回ったため中程度である。灌漑施設の維持管理を担当する現地事

務所の人員不足や財務持続性に軽度の問題があり、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、本プロジェクトの評価は低いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

NIA が、対象地域の状況を的確に把握すると共に、事業目標として達成度の低い灌漑作

付面積を増加し、また施設の利用度と持続性を高めるために、下記を実施もしくは検討す

ることを提言する。NIA 本部が、そのための予算を確保することも必要である。 

 

1）PDRIS 事務所の活動計画に含まれている設備の改修や建設により、約 1000 ha で作付

面積が拡大する可能性がある。同事務所が活動計画に沿って、必要な設備の改修や建設

を進める。 

 

2）農民が、NIA に申請しているよりも大きな面積で灌漑設備を利用している可能性があ

る。このため、PDRIS 事務所は、活動計画に沿って詳細な土地台帳の整備（Parciliary 

Mapping）を行い、正確な FUSA を確定する。そして、確定された FUSA の内容を PDRIS

事務所、水利組合と組合員が共有し透明性を高め、関係者全員で水管理を行うとともに、

組合員の主体的な管理への意識を高める指導を継続する。また、雨期の作付面積の申請

については、浸水により作付できない地域と、天水を利用して作付しているために NIA

に申請していない面積を調査し、天水を利用している面積についても水利費を徴収する

可能性を検討する。また、NIA は、今後の灌漑設備の建設案件においても、事業完成後

のできるだけ早い時期に、土地台帳の整備などを行って対象地域を特定すること、この

ための予算を事業費に含めることを提言する。 

 

3）ポンプ灌漑設備は、ディーゼル費用の高騰のために、事後評価時に計画していた作付
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面積の 1.25％の約 30 ha のみで活用されており、同設備が有効に活用されているとは言

えない。また、設備の低い利用率により対象地域の水利費徴収も少額となるため、それ

が PDRIS 事務所の維持管理費用の負担となっている。このため、ポンプ灌漑の有効利用

を検討することを提言する。例えば、ディーゼル費用の補助金を安定的に供給できる制

度を作って、対象農民による利用を促進することを検討する。作付期に補助金を供給す

るが、収穫期に水利費に補助金負担分を上乗せして農民から回収し、この補助金を次の

作付期に回転させるような仕組みも考えられる42。 

 

4）分水ダムの上流部では、本事業によって灌漑水を供給できる可能性のある地域が約

3000 ha あると推計されている。PDRIS 事務所は、同ダム上流部で本事業の灌漑サービス

が可能な地域の特定や、必要な設備の建設と水利組合の形成にかかる費用の検討を既に

開始している。同事務所は、対象地域の拡大による費用便益効果や対象地の作付指導や

水管理の体制を十分に検討した上で、同地域での FUSA 拡大のために取り組むことが望

まれる。 

 

5）PDRIS 事務所は、分水路以下の維持管理を水利組合に移転するため、組合の能力強化

と IMT への登録を継続して推進する。これにより、同事務所の維持管理の負担が軽減さ

れる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

1）NIA による新規灌漑地域の追加、土地台帳の整備や設備の改修を含めた活動計画の取

り組み状況について、引き続きモニタリングし助言を行う。 

2）ポンプ施設の有効利用のための措置について、NIA と協議し必要な助言を行う。 

3）現行の JICA のピナツボ火山災害緊急復旧事業に提案しているバンガングギント川の

浚渫事業の実施をフォローする。 

 

4.3  教訓 

1）本事業では、燃料費の高騰のためにポンプ灌漑施設の利用率が大きく削減した。ポン

プ灌漑の導入については、対象地域の水利費負担の能力を十分に検討するとともに、燃

料費の高騰により施設が利用されなくなるリスクを十分に考慮する必要がある。そして、

これらも踏まえて、経済分析、財務自立性、補助金の負担を検討して計画するべきであ

る。 

 

2）本事業では換金作物の導入が計画されたが、進んでいない。換金作物により高い経済

                                                   
42 水利組合連合の副会長より提案された。ただし、農民からの支払いを要求する場合は、収益と比較して

の農民の支払い能力を十分に検討すること、対象地域の農民に対して、ポンプ灌漑による便益とコストを、

浅井戸と比較して提示した上で、交渉することが必要である。 
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効果が期待されるとしても、導入は天候・土壌・収益性・マーケットだけでなく、農民

のこれまでの耕作パターンや嗜好、導入への意思、農民の資金力といった要因に左右さ

れることが多いため、慎重な検討が必要である。特に、対象地域にとって新しい作物の

導入については、パイロットプロジェクトなどで作付・販売・収益などの実績を検証す

る、もしくは近隣地域で実績の確認などを行ったうえで、想定する作付計画に含めるこ

とが必要である。 

 

3）本事業では、火山泥流による洪水の増加や不十分な排水事業のために、浸水によって

雨期に作付できない地域が多くあった。火山泥流による洪水の増加のリスクは予測され

ていたが、雨期の作付面積や単収の目標設定には反映されなかった。洪水の影響を受け

る地域では、リスクについてより慎重に分析し、雨期の作付目標について現実的な目標

を設定することが望ましい。 

 

以上  
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主要計画／実績比較 

 計画 (SAPI) 実績

1.アウトプット

1)  土木工事 灌漑対象地域　(ha) 10,500 11,920 (PCR時）

分水ダム（固定堰） 長さ850m、高さ1.3m、堤高

8.6m

長さ850m、高さ1.3m、堤高

8.6m        　   （可動堰） 長さ150m、余水吐き堰3門、

土砂吐き堰1門

長さ150m、余水吐き堰3門、

土砂吐き堰1門

        　  （取水堰） 5 5

  　　 （放水路） 幅160m、深さ8m、長さ3.3km 幅160m、深さ8m、長さ3.3km

ポンプ場 ポンプ３基 ポンプ3基

右岸のポンプ改修 ― ３ヶ所

幹線用水路(km) 29.35 31.828

ポンプ水路(km) 20.1 16.796

分水路・小分水路(km) 92.32 68.252

排水路 (km) 計　100.80 計　192.08

プロジェクト施設 N/A 7

2) 機材調達 建設機材 42 28

　 （台数） 自動車・2輪車 27 24

流速計測機材 22 8

データ分析・通信機材 17 22

外貨 (M/M) N/A 172.6

内貨 (M/M) N/A 129.6

2. 事業期間
1991年7月~1993年2月,

＋84ヶ月（104ヵ月）

1991年7月~1993年2月,

1996年4月~2003年5月

（106ヵ月）

3. コスト 外貨（百万円） 6,918 9,293

内貨（百万円） 2,921 3,150

(793百万ペソ） （1,167百万ペソ）
合計（百万円） 9,839 12,443

うち円借款分（百万円） 9,427 9,303

換算レート  3.68 円/ペソ （1995年）  2.70 円/ペソ （加重平均）

項目

3) コンサルティ
ングサービス


