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カンボジア国

第二次プノンペン市洪水防御及び排水改善計画

外部評価者：株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 十津川 淳

０．要旨

本事業は、プノンペン市において洪水防御施設となる護岸工および排水施設を整備する

ことによって、同市の治水安全度を向上させ、浸水災害による被害の軽減を目指すもので

あった。この事業は、事業計画時、事後評価時双方の開発政策や対象地のニーズに合致し

ていることから妥当性は高い。また、今次調査にて収集した情報からは、計画時に設定さ

れた定量指標の「洪水時の浸水深」や「浸水の継続時間」はともに目標値を達成しており、

また浸水被害の軽減がもたらした域内での経済的効果および渋滞緩和効果なども発現して

いることから、本事業の有効性・インパクトは高い。対象となった護岸工および排水施設

は予定通り建設・敷設され、また事業費および事業期間も計画内に収まったため、効率性

は高い。他方、持続性については、排水施設の維持管理を担う、プノンペン市公共事業運

輸局排水下水課において、清掃担当職員がやや不足していることや排水施設の計画的な清

掃実施を担保しうる予算が不足していることなどが懸念材料として挙げられる。一方で汚

泥吸引車などの清掃インフラが充実しつつあるなど、改善も確認できる。以上から持続性

は中程度と判断できる。

以上より本事業の評価は非常に高い。

１．案件の概要

   護岸工

案件位置図

対象地

プノンペン市中心部
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1.1 事業の背景

プノンペン市の洪水防御施設および排水施設はフランス植民地時代から 1960 年代にか

けて整備・維持されてきたが、1970 年代からの約 20 年に及ぶ内戦時に維持管理が殆どな

されず放置されたため、各施設は老朽化し、その機能が著しく低下していた。そのため、

雨季にはトンレサップ川などの水位上昇によって堤防が毎年越水の危険にさらされ、排水

施設の能力不足による浸水被害が市内各所で頻発する状況にあった。その結果、市民の生

活環境および経済活動に影響が生じる一方、急激なプノンペン市の人口増加に伴う水災害

の増大がますます懸念される状況となっており、早急な改善対策が必要とされていた。

このような状況を背景に、カンボジア政府の援助要請により、日本政府は 1998 年から

1999 年に JICA を通してプノンペン市および周辺地域の総合的な治水･排水対策マスター

プラン策定を実施した。このマスタープランで提案された緊急プロジェクトに対する基本

設計調査が JICA により 2001 年に実施され、2002 年の詳細設計を経て、2002 年 12 月
から 2004 年 9 月の期間、本事業のフェーズ I に該当する「プノンペン市洪水防御・排水

改善計画」の工事が実施された。フェーズ II にあたる本事業は、基本的にフェーズ I と同

様に上述マスタープランに沿った形で要請されている。フェーズ I では排水改善の対象地

域をプノンペン市西部・南部地域としていたのに対し、フェーズ II の本事業では市北部・

東部・南部の一部を排水改善対象地域とした。本事業ではこれら要請対象地域にかかる調

査を実施したうえで、計画対象地の絞り込みを行ない、2007 年より計画の詳細設計ならび

に施工を開始した。

1.2 事業の概要

プノンペン市において洪水防御施設および排水施設を整備することによって、洪水に対

する治水安全度を向上させ、浸水災害による被害の軽減を図る。
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E/N限度額／供与額 2,644百万円

（詳細設計：49百万円、本体：2,595百万円）／

2,354百万円

（詳細設計：49百万円、本体：2,305百万円）

交換公文締結 詳細設計：2007年 1月、本体：2007年 6月

実施機関 プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）

事業完了 2010年 2月

案件従事者 本体 株式会社 クボタ工建

コンサルタント 株式会社建設技研インターナショナル・

日本工営株式会社

基本設計調査 2005年 12月～2006年 11月

関連事業  プノンペン市洪水防御・排水改善計画（交換公

文締結 2002年）

 第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画（贈

与契約締結 2011年）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

十津川 淳 （株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション）

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：2012 年 11 月～2013 年 8 月

現地調査：2012 年 12 月 16 日～12 月 25 日、2013 年 5 月 5 日～5 月 10 日

3．評価結果（レーティング：A1）

3.1 妥当性（レーティング：③2）

3.1.1 開発政策との整合性

（事業計画時）

カンボジア国における 2001 年から 2005 年までの第 2 次社会経済開発計画（SEDP II: 
Social-Economic Development Plan II）では、下記の①～③に示す 3 つの国家目標が掲げ

られていた。

① 貧困からの脱却を可能にする幅広い分野での持続可能な経済発展

② 教育や健康等に対する利用を機会均等にすることによる社会文化の発展

                                                  
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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③ 自然資源の持続的利用と健全な環境管理

これらのうち、③の「自然資源の持続的利用と健全な環境管理」の達成に向けた戦略の

中で「災害の予防と管理」が明記されており、洪水や浸水のない安全な町造りを目指すこ

とが掲げられていた。

また、2004 年に発足したフン・セン第三次内閣は、国家の中心的な開発戦略として「四

辺形戦略」を打ち立て、その戦略において「良き統治」を中心としながら重要な開発戦略

の一辺として「インフラの更なる復興と建設」を位置づけた。

加えて、プノンペン市では 2015 年を目標とするプノンペン市都市開発戦略（City 
Development Strategy: CDS）（2005 年）が策定されており、そのなかの「社会資本整備」

の項における戦略項目のひとつとして「老朽化した排水管のリハビリ・改善」を具体的な

取り組み課題として掲げていた。

以上から、本事業が目指したプノンペン市の洪水防御及び排水改善は、同市の災害予防

に貢献する事業であり、カンボジア国の開発政策と整合した取り組みであったといえる。

（事後評価時）

上記の「四辺形戦略」は事後評価時点では、フェーズ II に移行しているが、戦略を占め

る四辺は基本的に踏襲されており、インフラの建設促進は依然として重要な一辺として位

置づけられている。また現在、四辺形戦略に基づく開発計画として国家開発戦略（National 
Strategic Development Plan Update 2009-2013）が掲げられているが、その中の「水源お

よび灌漑管理」の項目において、「洪水常襲地帯の住民ニーズに応えるため、洪水や内水被

害を軽減させるインフラ整備に努める」ことが謳われている。

以上から、本事業はカンボジア国の事業計画時の開発政策に整合していたのみならず、

事後評価時点においても重要政策のひとつに位置付けられる重要な取り組みである。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

（事業計画時の開発ニーズ）

プノンペン市はもともとメコン川右岸の自然堤防上およびその後背湿地に開発され、都

市の発展とともに輪中堤を整備しながら氾濫原に拡大してきた。従って、基本的には平坦

な地形であるが、それ故、低地があるとそこに水が溜まり排水しづらい特質を有している。

そのため雨季には排水不良による浸水被害が市内の至るところで発生し、住民の生活環境、

衛生状態の悪化を招いていた。また、メコン川およびトンレサップ川という大河に面した

市街地は、この両河川の増水による洪水の危険性と常に背中合わせの状態にあり、洪水時

における首都機能の保全という課題を抱えていた。

プノンペン市のこれら洪水防御施設および排水施設はフランス植民地時代から 1960 年
代にかけて整備・維持されてきたものの、1970 年代から 1991 年までの約 20 年に及ぶ内
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戦時に維持管理が殆どなされず放置されたため、これら施設は老朽化し、機能が著しく低

下した状況にあった。

以上のことから、同市における洪水防御施設ならびに排水施設の改善は首都機能の保全、

生活環境、衛生環境の保持といった側面から、早急に取り組むべき重要課題として認識さ

れていた。

以上から、本事業は対象地域の開発ニーズに整合していたと判断できる。

（事後評価時の開発ニーズ）

プノンペン市は本事業を含め、これまで洪水防御施設および排水施設の改善に取り組ん

できたが、市内においてリハビリ・改善を要する施設は依然として数多く存在する。

プノンペン市内ではプノンペン市公共事業運輸局（以下 DPWT という） および地区当

局によって、2007 年から年平均で約 20 ㎞の新規排水管が敷設されてきた。このような努

力は払われてきたものの、老朽化が著しい排水管は未だ数多く残されており、市内の浸水

被害の軽減・解消は未だ途上にある。

表 1 プノンペン市内で新設された排水管距離        （m）

管路/年 2008 2009 2010 2011 2012

新設 29,586 33,956   8,479   3,343   3,429

総延長 420,638 454,594 463,073 466,416 469,845

出所：プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）資料

注：本事業による 4,400 メートル含む

なお、プノンペン市内の排水計画は 1999 年に JICA が作成したマスタープランに基づい

て整備が進められてきたものである。
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表 2 マスタープランと本事業の関係

マスタープラン内容 フェーズ 事業対象

サップ川沿い部分護岸 フェーズ 2 破損箇所の改修のみ

コップスロウおよびトンプン輪中堤の補強 フェーズ 1 トンプン堤防のみ

トンプン流域排水改善 フェーズ 1 基幹排水施設下流のみ

トラベック流域排水改善 フェーズ 2 北東部のみ

市街地北部排水改善 フェーズ 2 ワットプノン地区のみ

ポチェントン東部流域排水改善 事業対象外 -

北東・北西流域排水改善 フェーズ 1 スワイパ樋管のみ

出所：カンボジア国第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画準備調査報告書

注：日本の無償資金協力による排水改善にかかる事業は、正式にはフェーズ 1、2、3 とは呼称されていな

いが、現地関係者間ではフェーズとして区別されている。そのため本表及び下記ではフェーズと呼称した。

上表に示す通り、本事業であるフェーズ 2 はマスタープランが提示している地域・コン

ポーネントのうち網掛け部分 3 項目に該当する内容である。但し、表内右欄に示すように

事業対象地区そのものは、一部を網羅しているに過ぎず、マスタープランが示した全域を

カバーしているものではない（なお、現在実施中のフェーズ 3 も、表内の一部地域を対象

としている）。

なお、本マスタープランは 1999 年に作成されたものであるため、市内の発展が著しいプ

ノンペン市では、現実に符合しない側面も散見されるようになってきた。特に市街地域の

拡大によって、マスタープランでは検討されていなかった地域に住宅地が開発されていた

り、浸水のバッファー機能を有していた湖・池や湿地が埋め立てられたりするなど、当時

とは土地利用に大きな変化が生じ始めている。そのため、現在プノンペン市では新たな排

水マスタープランの作成を計画している。

このようにプノンペン市では、本事業対象地域に代表されるような、以前からの市内中

心部のみならず、新たな市域の拡大に応じた排水改善にも取り組む必要に迫られており、

その開発ニーズは以前にもまして高いといえる。

また、洪水防御としての護岸対策も依然として重要な課題であり、その開発ニーズも高

い。2011 年からはカンボジア側独自で、本事業対象地域の対岸で護岸改修工事を実施して

おり、その必要性は高く認識されている。

このように本事業は、計画当時ならびに事後評価時の現在においても同国政府・対象地

域の開発ニーズに整合した取り組みであったことが確認できる。
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3.1.3 日本の援助政策との整合性

日本の対カンボジア国別援助計画（2002 年）は、持続的な経済成長及び貧困削減を最大

のテーマに据え、長年の内戦で破壊された基礎的インフラの整備と疲弊した諸制度の再構

築及び深刻な人材不足を回復するための人造り、すなわち、ハードとソフトの両面にバラ

ンスのとれた支援を実現することを重視していた。

同計画は重点 4 課題を掲げているが、そのひとつが「持続的な経済成長と安定した社会

の実現」であり、具体的な支援分野として「社会・経済インフラ整備推進と経済振興のた

めの環境整備」支援を掲げている。そこでは、「メコン河流域では大規模な洪水が発生する

ことがあるため、災害に強いインフラ整備への配慮が必要」であることが述べられている。

以上の点から、プノンペン市の災害対策となる洪水防御施設ならびに排水施設の整備を

行なう本事業は日本の援助政策に整合していたと判断できる。

以上より、本事業の実施はカンボジア国の開発政策、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3（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果

本事業が目指した定量的効果は大きく三つの項目から成っており、それぞれ下記のとお

り実現されている。

（洪水防御）

本事業では「メコン川およびトンレサップ川の既往最大洪水（約 30 年確率）が堤防を越

水せず、護岸に構造上の損傷がない」ことを定量的効果として定めた。事後評価時点の現

在において、本事業による護岸施設に目立った損傷はない。また、護岸工事が完工して以

来、これまで破堤や越水は生じておらず洪水は防御されており、目指していた効果が発現

しているといえる。

（浸水被害軽減）

浸水深および継続時間の定期的なモニタリングは実施されていない。そのため、本事後

評価における受益者調査4によって、その被害軽減の程度を住民の回答から測定した。結果

は下表のとおりであり、浸水深ならびに継続時間ともに減少しており、目標値を達成して

いると判断できる5。

                                                  
3 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。
4 受益者調査は 2013 年 1 月にワットプノン区、中央マーケット区、王宮/国立博物館区の三地区の商店主

の 80 人ならびに同地区で会社等に勤務する人々20 人の計 100 人を対象に実施した。なお、商店主は基本

的に対象商店の敷地内に居住しているため、商店主＝地域住民である。
5 表内の受益者調査結果は 2012 年の雨季時を対象とした回答である。これに合わせて 10 年確率と言われ

た大雨が生じた 2011 年についても同様の質問をしたところ、回答の平均値は 29.2 ㎝となった。



8

表 3 定量的効果にかかる達成状況（浸水被害軽減）

計画時

（2005 年）

完工後の目標値 事後評価時

*2012 年雨季時の浸水に対する

受益者調査回答の平均値

浸水深：

最大 60cm
継続時間：

最長 12 時間

浸水深：

20cm 以下

継続時間：

1-2 時間未満

浸水深：

18cm

継続時間：

0.91 時間

出所：受益者調査結果

注：ワットプノン区、中央マーケット区、王宮/国立博物館区の三地区（計 100 人）から成る。これらの対

象 3 地区は商業の中心に位置した重要な地区である。

（河川環境改善）

本事業では遮集管を新設することにより、晴天時にはトンレサップ川への汚水放流がな

くなり、河川環境が改善されることを目標として掲げた。掲げた数値目標および当時の基

準値は下表のとおりである。

表 4 定量的効果にかかる達成状況（河川環境改善）

項目 基準値 目標値

（実施後：2010 年）

事後評価時点

（2013 年）

放流汚水量（m3/日） 9,000 0 0
（基本的に 0 と判断）

排出 BOD5 量（kg/日） 900 0 0（同上）

出所：JICA 提供資料（基準値および目標値について）

注：基準値は 2010 年の人口予測に基づく放流汚水量および BOD5 量の予測値である。

事後評価時点においては、遮集管の新設によって、晴天時のワットプノン以南ではトン

レサップ川への汚水放流は基本的に無くなっており、同河川の環境は当時に比して改善さ

れたと判断できる。しかしながら、本指標の解釈においては、以下の点に留意する必要が

ある。

本指標が意図した河川環境改善の仕組みは以下の通りである。

本事業実施前は対象地域の排水は晴天時、雨天時に関わらず、全てトンレサップ川に放

流されていた。本事業実施後は、遮集管が敷設されたことにより、晴天時の排水はこれま

での場所には放流されず、市内南部のトラベックポンプ場までトラベック水路および本事

業排水路を通って運ばれ、湿地帯に放流されるようになった（ちなみに、雨天時はこれま

でどおりトンレサップ川に放流されているが、これは本事業が意図していた通りである）。

現在、プノンペン市には下水処理場が無いため、このように湿地帯の水草による浄化作
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用に委ねる方法が、現状においては河川環境への負荷を軽減する最善の方法となっている。

トラベックポンプの排水場所は、トンレサップ川ではなく、メコンの支流にあたるバサ

ック川であるため、「トンレサップ川への放流が無くなり、河川環境が改善される」とした

目標そのものは、基本的に達成されていると判断できる。

なお、ここで「基本的に」と表現した理由は、晴天時であっても 4 号地下貯留槽では遮

集管の高さを排水がオーバーフローし、トンレサップ川に放流されているケースが散見さ

れるためである（2012 年 12 月における実見）。排水量としてはさほどの水量ではないもの

の、厳密には一部がトンレサップ川に流れ出ていることを意味しており、そのため「基本

的に」という表現とした（基本的には雨量ピーク時に見られる現象と考えられる）。なお、

このオーバーフローの原因は、既設管からのシルトが堆積していることと関連があると考

えられており、この点については本事業の効果を今後も維持する必要性の観点から、持続

性の項において記載する。

3.2.2 定性的効果

本事後評価においては、定性的な特徴を有する効果も確認できるが、これらは後述のイ

ンパクトとして記載する（計画時には定性的効果としての想定は無い）。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

本事業の実施によって、以下のインパクトが発現している。

（経済的効果）

受益者調査の結果、経済関連の効果認識が下記のとおり示された。

特に「商店を開けていられる時間が長くなったこと」による経済機会の増大効果を示す

回答が多かった。また、「浸水による商品被害の軽減」や「仕入れ作業等の経済活動の中断

が無くなった」効果などが認識されている様子である。
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表 5 経済的効果の認識

項目 回答者数の割合

商店を開けていられる時間（日にち）が長くなった 68.7 %
浸水のために無駄になる商品が減った（水に浸かったり、腐ったりす

るために売ることが出来なくなる商品が減った）

41.8 %

商店内の棚や家具が水に浸かって、使えなくなる・匂いが残るという

被害が減った

9.0 %

仕入れ作業などの中断が無くなった（仲卸業者が商品を持って来る、

もしくは自らが商品の買い取りに行くことを妨害されることが無く

なった）

32.8 %

地下の排水から漏れ出てくる悪臭が減った 55.2 %
来客が増えた（浸水がある時は来客が無いため） 28.4 %
出所：受益者調査結果

注：「浸水被害が軽減された」と回答した商店の 67 人（80 人のうち）からの複数回答による

（衛生改善効果）

浸水被害の軽減による衛生改善については、下表のとおりの認識が示された。

表 6 浸水後に生じる家庭での罹患数の比較

非常に

減った

減った あまり

変らない

やや増え

た

増えた 分からな

い

計

回答数 19 50 8 0 3 0 80
% 24% 62% 10％ 0％ 4％ 0％ 100％

出所：受益者調査結果

注：対象地に居住している商店の 80 人を質問対象とした。

このうち、「非常に減った」、「減った」と回答した 69 人のうち、風邪（45 人）、皮膚病（37
人）、下痢（29 人）の減少を指摘する声が多かった。

（移動時間短縮の効果）

浸水時間が軽減したことによって、当時に比して交通渋滞は改善したとする回答が大半

を占めた。ただし、プノンペン市では車輛およびバイクの数が急増しているため、その軽

減効果の認識は絶対的な交通量の増加があるなかでは判断することが難しくなっているこ

とも事実である。とはいえ、これまで膝下程度までの浸水が数時間にも及び、その際には

完全に道路が交通止めになっていた事実を勘案すれば、交通渋滞の改善、移動時間の短縮

効果が発現していることは明らかと言える。
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表 7 浸水時の交通渋滞にかかる改善認識

非常に

改善した

改善した あまり

変らない

やや

悪化した

悪化した 分からな

い

計

商店 11 49 7 4 9 0 80
会社 4 6 8 1 0 1 20
計 15 55 15 5 9 1 100
% 15% 55% 15% 5% 9% 1% 100%
出所：受益者調査結果

3.3.2 その他、正負のインパクト

（自然環境へのインパクト）

環境影響軽減計画および環境モニタリング計画は予定通りに実施された。

トンレサップ川沿いの地下貯留槽および護岸改修工事の実施時は、川岸と並行する道路

の川側に第三者傷害の防止、および工事により発生する埃や騒音を低減させる目的で、工

事用フェンスを設置したうえで施工がなされた。また、モニタリング計画の実施において

は、事業観察の結果が施主、施工業者、コンサルタントの三者によるウィークリー・ミー

ティングにおいて報告する体制が整えられていた。また、ミーティング議事録は記録とし

て参加者間で共有された。更にウィークリー・ミーティングに加えて、毎週セーフティパ

トロールが実施され、施工場所での安全、環境影響への確認が行なわれていた。パトロー

ルでのチェックポイントおよび改善点はミーティングおよび議事録を通して情報共有が為

された。総じて、本事業の施工にともなう自然環境に対する負のインパクトは生じていな

いことが確認された。

（住民移転・用地取得）

住民移転及び用地取得は生じていない。

（その他の間接的効果）

1）観光客誘致効果

地域の商店・住民による認識として、浸水被害の軽減は国内外の観光客増に一定程度の

貢献があるとの認識が過半を占めた。
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表 8 浸水被害の軽減が観光客増加に与えた影響認識

非常に大き

い

まあまあ

大きい

あまり

関係無い

むしろ悪影

響

分からない 計

商店 33 28 1 0 18 80
会社 9 9 2 0 0 20
計 42 37 3 0 18 100
% 42% 37% 3% 0% 18% 100%
出所：受益者調査結果

2）美観効果

護岸工事ならびに排水施設の敷設に伴うトンレサップ川沿いの緑地帯整備によって、多

くがトンレサップ川の景観が改善されたと回答している。

表 9 トンレサップ川の景観変化にかかる認識

非常に

良くなっ

た

良くなっ

た

あまり

変らない

やや

悪化した

悪化した 分からな

い

計

商店 38 32 5 0 1 4 80
会社 10 4 4 1 1 0 20
計 48 36 9 1 2 4 100
% 48% 36% 9% 1% 2% 4% 100%
出所：受益者調査結果

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・インパク

トは高い。

3.4 効率性（レーティング：③）

3.4.1 アウトプット

本事業では、一部の排水管路や遮集管の敷設に際して経路変更があったため、総延長距

離に差異が一部で生じたが、施設の内容自体は計画通りに建設、設置された。また、洪水

防御にかかる護岸工は計画通りの施工がなされた。計画値との対比は下表のとおりである。
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表 10 洪水防御施設の計画と実績の比較

地区名 施設 計画 実績

チャトムック国立劇場前護岸 護岸工 70 m 同左

オールドマーケット東護岸 護岸工 260 m 同左

出所：JICA 提供資料

表 11 排水改善および遮集管敷設

地区名 施設 計画 実績

ワットプノン排水区 排水管路 1,115 m 1,104 m
側溝 320 m 同左

中央マーケット排水区 排水管路 2,216 m 2,218 m

ポンプ場 2 箇所 同左

貯留槽 2 箇所 同左

王宮/国立博物館排水区 排水管路 726 m 767 m
ポンプ場 2 箇所 同左

貯留槽 2 箇所 同左

トンレサップ川沿い 遮集管路 1,818 m 1,518 m
出所：JICA 提供資料

排水管路の増減は地中埋設物を避けるために、管路線形の変更を行なったことによって

生じたものである。また、遮集管については総延長が 1,518m となった。これも管路線形の

変更によるものであるが、結果的には管路の屈曲部を減らすことが出来たために、遮集管

路の流れが更に円滑になるというプラスの効果も生じた。

なお、本事業で敷設された排水管は管径が 1,000mm から 1,800mm に及ぶ大規模な管で

あり、その流量は一般の管径に比して非常に大きい。そのため、排水改善の効果は大きい

ことを付記する（表 1 に示した新設排水管をはじめ、多くは 600mm 以下の規模が主であ

る）。

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

本事業における事業費支出の予定と実績は下表のとおりであり、事業費は計画内に収ま

った。
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表 12 事業費支出の予定と実績

日本側 カンボジア側 事業合計

日本・カンボジア

負担

予定 詳細設計 本体 計

49百万円 2,595百万円 2,644百万円 3.8百万円 2,647 百万円

実績 49百万円 2,305百万円 2,354百万円

(計画比 89.0％)

3.9百万円

(計画比 102.6%)

2,357 百万円

(計画比 89.0%)

出所：JICA 提供資料およびプノンペン市公共事業運輸局（DPWT）資料

日本側負担の事業費は、本体工事の入札額が想定を下回ったことなどを主因として、予

定額内に収まった。他方、カンボジア側の負担額もほぼ予定額通りであったが、送電線引

き込みの延長距離が計画よりも若干長かったため、僅かながら予定額を上回った。

3.4.2.2 事業期間

本事業による詳細設計および施工から成る工期全体としては、当初の計画内に収まった。

表 12 事業期間の予定と実績

項目 予定 実績

工期全体 全体：37.5 か月間 全体：37.2 か月間

：計画比 99％
出所：JICA 提供資料

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）

本事業による施設を今後も有効に活用し、期待通りの効果を持続させるためには、以下

の点が改善される必要がある。これは換言すれば、本事業施設の持続性を担保するための

必要条件ともいえる重要な点であるため、まずこれらポイントを明確にしたうえで、本事

業にかかる持続性について触れることとする。

1．既存管の定期的な点検と清掃の必要性

現在、本事業の新設排水管に接続している既存管にゴミが堆積しており、そのため既存

管からゴミやシルトが本事業の新設管に流れ込んでいる。これまでは新設管の容量が大き

いためにゴミが流れ込んでいても、その流量に深刻な支障を来すまでには至っていないが、

このような状況が続けばいずれ新設管の流量が制限され、排水機能に影響が生じる。

実際に、有効性でも触れたとおり、4 号地下貯留槽ではシルト堆積が進み、遮集管からの
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オーバーフローが見られるといった状況も既に発生している6。

今後、DPWT および実質的に清掃を担当する同局内排水・下水課（以下 DSD という）

は定期的な排水管の点検および点検結果等を加味したうえで作成する清掃計画に即して、

既存管の清掃を行なうことが求められる。

2．地下貯留槽スクリーンピットに流れ込むゴミ流入量の軽減～更なる住民啓発の必要性

地下貯留槽にゴミが入り込むことを防ぐために、スクリーンピット（鉄格子）が置かれ

ているが、特に豪雨時には、ピットに相当量のゴミが集積する状況となることが予想され

る。ゴミによってピットが塞がれてしまうと、地下貯留槽内に設置されるポンプが適正に

稼働せず、排水能力が低下する。

この状況を防ぐためには、上述のとおり、定期的な排水管網の点検および清掃を行なう

ことに加えて、道路脇にある側溝等へゴミを投棄することを止めるよう、住民啓発を推し

進めることが必要である。また、同時に市内でゴミ収集を行なっている民間会社の事業改

善も必要である。定期的な収集作業の遵守や祝祭週間における休業期間の短縮など、ゴミ

を側溝等へ流さないために、ゴミ収集事業を強化することも合わせて重要である。

以上の状況に対する改善と並行して初めて、本事業施設の有効利用が持続するものと考

えられる。

下記に上述の観点を加えて、運営維持管理の体制について記載する。

3.5.1 運営・維持管理の体制

（排水施設）

本事業施設に対する職員配置は下表のとおりとなっている。計画時に提言した人数より

も手厚い人員補充を行なっており、本事業施設の運営維持管理の観点においては十分な状

況といえる。

表 13 本事業排水施設にかかる配置人員数         （人）

提言人数 現況人数

1 号ポンプ場 3 4
2 号ポンプ場（3 号兼務） 3 6
4 号ポンプ場 3 4
5 号ポンプ場 3 4
地下貯留槽 10 10
出所：プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）資料

                                                  
6 2012 年 12 月の実見に拠る。その後、2013 年 2 月および 3 月には DPWT によって、本事業の敷設排水

管ならびに地下貯留槽の清掃が実施された。そのため、その後の状況は改善されたと推測できることを付

記しておく。
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他方、既存排水管を清掃するための人員は DSD の「排水管清掃セクション」に所属する

24 人である。本対象地を含めた市内全域の既存管を清掃するにあたり、現状の 24 人では不

足しており、DSD の見解では約 90 人程度が必要と試算している。

なお、本事業の第 3 フェーズでは汚泥吸引車ならびに高圧洗浄車がそれぞれ 2 台供与さ

れており、同車両によって清掃作業の効率が改善する（実質的に人数不足の状況を軽減す

る効果もある）と期待される7。

スクリーンピットの清掃については、その重要性に鑑み、緊急時にはポンプ場の人員な

どを含めた総人員体制で対応しており、重労働ではあるものの、対応可能な人員体制が敷

かれていると判断できる。

（護岸工）

現在、護岸保護課は 4 人の職員を擁している。護岸は頻繁な点検、補修工事を必要とは

しないため、本事業の維持管理における人員配置は現状通りで問題ない。また現在では、

護岸清掃については区行政が担うこととなっている。

総じて、本事業の施設単体で検証すれば、現行体制で概ね問題ないが、効果を継続させ

てゆくための清掃にかかる人員体制を更に増強することが求められる状況にある8。

3.5.2 運営・維持管理の技術

（排水施設）

本事業では DPWT が通常利用している施設・機材と同様のものが敷設されたこと、およ

び定期的な清掃および点検作業が主たる維持管理業務となるため、特段に高い技術的能力

を求められる作業は存在しない。更に言えば、清掃業務等であるため、組織内研修等も特

段には求められない。

ただし、再び上記の既存管の清掃作業の必要性に鑑み、清掃計画の策定及び着実な実施

も維持管理に必要な「技術」と捉えると、この点については更なる改善が必要な状況であ

る。現在、DSD は清掃にかかる年単位の作業計画こそ作成しているが、清掃作業距離の計

画値を示すにとどまっており、点検作業計画などは含まれていない。また、月単位の計画

が不十分なため、どうしても清掃作業の実績が遅れがちとなるのが実態である。そのため、

DSD には、効果があり且つ実現性の高い計画策定能力を獲得することが求められる9。

                                                  
7 この他にフランス支援によって４台、ベトナム支援によって 2 台の汚泥吸引車が近年供与されており、

汚泥吸引車の台数は比較的充実しつつある。
8 ゴミ投棄にかかる住民啓発については、プノンペン市行政の環境局や観光省が折々で実施している。ま

た、JICA 事務所からの支援によって、DPWT がメディアに対する情報発信セミナーを開催するなどの取

り組みも行なわれている（テレビ、新聞等を通して情報発信するメディアに理解してもらうことが重要と

の発想から行なっている取り組みである）。
9 この点において、本事業の第 3 フェーズではソフトコンポーネントを取り入れ、清掃計画策定のための

技術支援を事後評価時点の現在実施中である。同コンポーネントの活動を通して、DSD 関係者の清掃計画

策定にかかる実務能力向上が期待されているところである。中長期的な 5 か年計画と 1 か年計画の策定を

行なうこととしている。
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（護岸工）

護岸では頻繁な点検や補修工事が生じないため、基本的には清掃業務が主たる活動であ

り、高度な技術を必要としていない。また、護岸の維持管理規則は策定されており、豪雨

等緊急時の点検活動を行なうことが可能である。

3.5.3 運営・維持管理の財務

本事業施設を含む下水・排水施設を維持管理するために必要な DSD の支出項目は下表に

示すとおりである。これらの項目に対する支出額は 2009 年から 2011 年までの過去 3 年間

にわたり減少を続けてきた。2012 年には改善を示したものの、なお 2009 年のレベルには

達していない状況にある。

一方、プノンペン市は、下水・排水施設の維持管理費の財源として、市内の上水道料

金収入 10％の一部を割り当てることが出来るとされているが、その割り当て額については

市行政内部の判断に委ねられており、10%はあくまでも上限を示しているに過ぎない。実際

のところ、上水道収入は毎年増加していると推測されるが、割当額そのものが 10％に達し

ているか否かは本調査では明確とならなかった。

表 14 DSD の下水・排水施設維持管理にかかる支出内訳   （百万リエル）

2009 2010 2011 2012
排水管清掃 321.48 438.05 732.98 682.02
排水管修復 265.91 297.73 162.02 179.02
機場修理 253.67 0 0 171.00
調整池清掃・整備 672.17 0 0 265.74

計 1,513.23 735.78 895.00 1,297.78

出所：プノンペン市公共事業運輸局（DPWT）資料

注：USD＝4,100 リエル

ただし、ポンプ場の稼働を担っている DSD によれば、ディーゼル代や電気代の予算不足

によってポンプを稼働できなかったといった事例は無く、稼働については財務面の懸念は

大きくないといえる。

なお、護岸工については常時必要とされる支出は無く、持続性を脅かすような財務面か

らの懸念事項は短中期的には見られない。

【参考】

DSD の支出実績が必要な清掃作業をどの程度網羅できているか試算すると、以下のと
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おりとなる（基本設計調査が使用した算定根拠を適用10）。

・DSD 管轄域の排水管清掃作業にかかる必要額：

約 777,400 ドル/年
・DSD 管轄域の排水管清掃作業にかかる実績額：

約 178,800 ドル（2011 年実績）> 必要額の約 22%に相当

＊ ただし、この他に区行政が実施する排水管清掃も見られる

現在では汚泥吸引車などの資機材による効果を見込めるため、人件費をベースに算定し

ている清掃作業の必要額は上記よりも減少すると予想できるものの、必要額と実績には未

だギャップがあると推測せざるをえない。

3.5.4 運営・維持管理の状況

本事業施設の完工から 2 年半強が経過した現在、施設の損壊や故障といった事例は見ら

れない。カンボジア側も上記体制の項にあるように、本事業施設に対しては、提言通りの

人員を配置している。

実績の面からも 4 か所の地下貯留槽の清掃は、本事業の提言に即して、毎年雨季を迎え

る前に実施している。また、水中モーターポンプもトンレサップ川の水位が上昇してきた

タイミングでのみ水中に下ろすようにしており、マニュアルに即した利用がなされている。

なお、これまでのところスペアパーツの購入実績は無いが、仮に必要が生じた際にはカ

ンボジア国内のエージェントを通して購入が可能である。

ただし、再三述べた通り、効果的な排水施設の利用を継続するためには、これまで以上

の定期的かつ計画的な点検および清掃作業が必要である。

総じて、本事業の持続性における懸案事項は、1）清掃職員の人数、2）清掃計画の策定

能力および計画遵守（点検作業含む）、3）清掃作業を含めた予算額という点に要点がある。

このうち、1）及び 2）は現在実施されているフェーズ 3 のソフトコンポーネントで技術指

導がなされること、また汚泥吸引車等の車輛機材導入と合わせて、清掃作業の効率化が期

待できるため、将来の見通しを考えるうえではプラス材料となる。他方、3）の予算額の見

通しについては不透明な面もあるが、全く原資のあてが無い事業と異なり、プノンペン市

の上水道料金からの割り当てが定められている点は予算確保の可能性という観点において

大きなアドバンテージともいえる。

以上より、体制、技術、財務状況に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性

は中程度である。なお、現時点でその持続性を高めるための活動が活発に行なわれている

最中であり、今後の改善を期待したい。

                                                  
10 管路清掃コストとして USD5/メートル。
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4．結論及び教訓・提言

4.1 結論

本事業は、プノンペン市において洪水防御施設となる護岸工および排水施設を整備する

ことによって、同市の治水安全度を向上させ、浸水災害による被害の軽減を目指すもので

あった。この事業は、事業計画時、事後評価時双方の開発政策や対象地のニーズに合致し

ていることから妥当性は高い。また、今次調査にて収集した情報からは、計画時に設定さ

れた定量指標の「洪水時の浸水深」や「浸水の継続時間」はともに目標値を達成しており、

また浸水被害の軽減がもたらした域内での経済的効果および渋滞緩和効果なども発現して

いることから、本事業の有効性・インパクトは高い。対象となった護岸工および排水施設

は予定通り建設・敷設され、また事業費および事業期間も計画内に収まったため、効率性

は高い。他方、持続性については、排水施設の維持管理を担う、プノンペン市公共事業運

輸局排水下水課において、清掃担当職員がやや不足していることや排水施設の計画的な清

掃実施を担保しうる予算が不足していることなどが懸念材料として挙げられる。一方で汚

泥吸引車などの清掃インフラが充実しつつあるなど、改善も確認できる。以上から持続性

は中程度と判断できる。

以上より本事業の評価は非常に高い。

4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

本事業の排水施設を長期間有効に利用するためには、既存管を中心とした定期的な清掃

作業が必要である。そのためには、①有効かつ実現性の高い清掃計画の策定、②計画に基

づいた清掃作業従事者の増員、③高圧洗浄車、汚泥吸引車等の機材有効利用、④住民のゴ

ミ投棄に関する意識啓発の 4 点が必要である。

現在、フェーズ 3 でのソフトコンポーネントに拠る清掃計画策定にかかる能力強化支援

を受けている点や、清掃資機材が充実してきた点、2013 年 2 月および 3 月には対象敷設管

の一斉清掃を実施したなどの努力については特記するものの、引き続き、上記の①から④

の観点において DPWT の一層の努力を求めたい。

また、プノンペン市役所については、上水道料金から排水施設の維持管理に充てる割り

当て額が、現場での必要な清掃作業実施の阻害要因となっているため、現行の割り当て額

から増大させることを提言したい。

4.2.2 JICA への提言

住民のゴミ投棄に関する意識啓発キャンペーンについて、現在実施中のフェーズ 3 のタ

イミング等を有効に活用し、キャンペーン実施を促す側面支援の継続を提言したい。

4.3 教訓

本事業では計画作業の時点から、日本側、カンボジア側双方が既存管の清掃が不十分で
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あることを認識していた。しかしながら、その清掃実績は未だ必要量を満たしておらず、

事業効果発現に影響がみられる。以上を考えると、計画段階において、より詳細に清掃計

画・体制や清掃実績を確認し、必要な対応や体制整備を先方政府がとるよう働きかけるこ

とが重要である。


