
事業事前評価表 

 

国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第四課 

 

１．案件名（国名） 

国名：カンボジア王国  

案件名：洪水対策支援計画 

The Project for Flood Disaster Rehabilitation and Mitigation 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における洪水対策の現状と課題 

カンボジア王国（以下、同国）は、インドシナ半島のメコン河下流に位置し、国土の多

くが低地である。そのため、洪水による死亡リスクにさらされている人口の割合、及び、

洪水リスクにさらされている経済規模（GDP）の割合は、それぞれ 12％、14％程度で世界

の中でも 上位に位置している1。他方で、メコン河の氾濫から得られる肥沃な土壌を享受

しており、生態系や人々は、洪水に適応してきた。 

しかしながら、近年、気候変動と相まってメコン河の水位の季節変動は激化しており、

毎年のように干ばつと洪水が繰り返されている。2011 年の雨季においては、同国内及びメ

コン河上流において例年以上の降雨が記録されたが、これまでの我が国からの支援もあり、

プノンペン都では深刻な被害は免れているものの、周辺地は広範囲にわたり浸水しており、

死者 250 人超、被災者 150 万人、稲作地の 17％が被害を受け、道路、橋梁等のインフラに

も被害が及んでいる。本事業の対象地域における被害は以下の通り。 

＜コンポンチュナン市の洪水被害＞ 

コンポンチュナン市は、トンレサップ河右岸の平地に位置しており、トンレサップ河の

水位が高くなる時期は市の周辺の低地は浸水する。通常、市街地および道路は盛土上にあ

るため高水時でも通常は浸水しないが、2011 年の洪水時には国道 5号線を含む市の大部分

が１ヶ月以上にわたり浸水した。道路は簡易なアスファルト表面処理舗装であったため市

中心部の道路のほとんどが大きく損傷した。道路は簡易舗装により仮復旧されているが、

耐久的な舗装により本格復旧することが必要である。また、道路排水施設が設置されてお

らず長期にわたり道路が浸水したため、道路排水施設を設置することが必要とされている。 

＜国道 11 号線橋梁の状況と洪水被害＞ 

国道 11 号線は、メコン川左岸氾濫原に位置し、国道１号線、7 号線、8 号線を接続し、

プノンペンを通過せずにベトナム国とタイ国を結ぶルート上に位置している。加えて洪水

等により国道 1 号線が遮断された際の迂回ルートとしての役割も果たすことから、自然災

害に対する運輸交通網の脆弱性を軽減する上で重要な役割を担っている。一方で、国道 11

号線には老朽化した仮橋が 14 橋架かっているが、これら仮橋は荷重制限があること、１車

線交互通行であること、また低速走行しなければならないこと等から、2 車線幅員の永久

橋への架け替えが急務。なお、14 橋のうち 6 橋は自国資金およびアジア開発銀行(ADB)の

支援による架替計画があるが、残り 8橋の架け替え計画はない。2011 年の洪水時には、橋

梁の橋台周り、取付道路、河床等が浸食され安全性が損なわれており、橋梁架け替え時に

は堅固な浸食防護工を設置すると共に、流速が大きな速い洪水による浸食作用を軽減する

ため適切な通水断面が確保可能な長さの橋梁に架け替えることが必要とされている。 

(2) 当該国の開発政策における本事業の位置づけ 

                                                  
1 出典：2009 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction（国連防災戦略：UNISDR） 
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カンボジアの国家開発戦略である、「四辺形戦略」の中では、水資源管理や農業、インフ

ラ整備などにおいて防災や洪水対策を行うこととしている。 

(3) 洪水対策に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

本事業は、我が国の対カンボジア国別援助方針の重点開発課題である社会経済インフラ整

備に位置付けられており、我が国及びJICAの援助方針と一致している。 

我が国及びJICAの援助実績は以下のとおり。 

ア． 2011 年洪水への対応：緊急物資供与：2,500 万円、支援ニーズ調査団派遣 

イ． 道路・橋梁（無償資金協力・有償資金協力） 

（ア）無償資金協力：国道 1号線改修計画（1-3 期）：2005 年-、国道 6A 号線修復計画：

1993-94 年、国道 6、7号線修復計画：1996-99 年、国道 6号線シアムリアップ区間

改修計画：2000-02 年、国道 6A 号線橋梁整備計画：2000-03 年 

（イ）協力準備調査（実施中）:国道 5号線改修 

ウ． 洪水防御（無償）:プノンペン市洪水防御・排水改善計画（第 1-3 次）：2001-11 年 

農業・灌漑（無償）：カンダルスタン灌漑施設改修計画：2005 年 

(4) 他の援助機関の対応 

ア． 緊急支援 

中国、米国、オーストラリア、フランス、タイ、ベトナム、シンガポール、アジア

開発銀行（ADB）、国連開発計画：計 19.3 百万ドル 

イ． 追加支援 

・ 中国：洪水被害復興・経済成長促進のための追加支援（有償及び無償）：500 百万ド

ル（2012-2015 年） 

・ ADB：各種復興支援プロジェクト：55 百万ドル（2012-2015 年） 

・ 米国：NGO を通じた公衆衛生・水供給支援：1.5 百万ドル（2012 年） 

 

３．事業概要  

(1) 事業の目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

2011 年の洪水によって影響を受けたコンポンチュナン市内の道路・排水施設および国道

11 号線の橋梁を復旧・改善することにより、洪水による被害軽減を図る。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名： 

1) コンポンチュナン市内 

2) 国道 11 号線 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容 

コンポンチュナン市内の道路改修 4.6km 及び道路排水路の改修 2.6km 

国道 11 号線上の橋梁架替合計 308ｍ 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 

 詳細設計、施工監理 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費 15.1 億円（概算協力額（日本側）：15.1 億円、カンボジア側：0.03 億円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2012 年 8 月～2014 年 12 月を予定（計 29 ヶ月。詳細設計、入札期間を含む） 

 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 
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公共事業省が所管。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）に掲げる

道路セクター等のうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大

でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影

響を受けやすい地域に該当しないため。 

③ 環境許認可 

本事業に係る EIA 報告書は同国内法上作成が義務付けられていない。 

④ 汚染対策 

工事中の大気汚染については散水やシートカバー、水質汚染については浄化槽を設

置する等対策をとることで、同国内環境基準を満たす見込み。 

⑤ 自然環境面 

事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該当せず、自

然環境への望ましくない影響は 小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面 

本事業は、約 0.7ha の用地取得及びコンポンチュナンで 19 件、国道 11 号線で 4軒

の非自発的住民移転を伴い、同国内手続き及び簡易住民移転計画に沿って取得及び

移転が進められる。 

⑦ その他・モニタリング 

公共事業運輸省が施工中の大気汚染、水質、騒音、住民移転等についてモニタリン

グする。 

2) 貧困削減促進 

 プロジェクトサイト周辺住民の洪水に対する脆弱性の軽減が見込まれる。 

3) ジェンダー：特になし 

(8) 他援助機関等との連携・役割分担 

国道 11 号線上の橋梁架替については、ADB との連携によりそれぞれ対象とする橋梁が重

複しないよう調整。 

(9) その他特記事項：特になし 

 

 

(1)事業実施のための前提条件 

  先方負担事項（用地取得、住民への補償、ユーティリティの移設、建設及び資機材の輸

送に係る許認可等）の確実な実施。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

雨季の極端な降水量増加、長期化が発生しない。 

 

 

４. 外部条件・リスクコントロール 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
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(1) 類似案件の評価結果：カンボジア無償資金協力「プノンペン市洪水防御・排水改善計

画」（2004 年）及びカンボジア無償資金協力「主要幹線道路橋梁改修計画」（2007 年）

における事後評価結果から、維持管理予算の確保及び維持管理スタッフの能力強化が

重要であるとの教訓を得ている。 

(2) 本事業への教訓：効果的な維持管理に関し、施設の構造を経済的な範囲で耐久的かつ

維持管理が不要もしくは容易なものとする。道路排水施設については、詰まりを防ぐ

泥溜およびゴミ流入防止柵を設ける。排水桝、維持管理桝には、内部視認および開閉

が容易なヒンジタイプのグレーチング桝とする。橋梁は頻繁にメンテナンスが必要な

伸縮装置が不要な構造とする。 

 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性 

今次洪水被害からの早期回復という点で緊急性が高く、恒久対策がなされることにより、

プロジェクトサイト周辺住民の洪水に対する脆弱性が軽減し、衛生環境の向上や経済活動

の安定化等の観点から生活の質の改善に寄与する。加えて、国道 5号線及び 11 号線の安定

的物流を確保することで、カンボジア全体の経済活動がより安定化・活性化することが見

込まれ、本案件を実施する妥当性は高い。また、同国及び我が国の政策と合致している。 

 (2) 有効性 

1) 定量的効果 

コンポンチュナン市の道路および道路排水施設の改修 

指標名 基準値（2012 年） 
目標値（2017 年） 

【事業完成 3年後】 

① コンポンチュナン州公共事業運輸省（DPWT）

の協力対象道路維持管理費用（US$／年） 
約 16,560 約 5,760 

② コンポンチュナン州公共事業運輸省（DPWT）

の協力対象排水施設維持管理費用 
約 3,100 約 1,200 

③ 道路路肩滞水期間（日／年） およそ 50 ほぼ 0 

国道 11 号線橋梁の改修 

指標名 基準値（2012 年） 
目標値（2017 年） 

【事業完成 3年後】 

① プレイベン州 DPWT の協力対象橋梁 

維持管理費用（US$／年） 
約 7,700 約 3,500 

② 走行速度の向上による旅行時間 

（国道 11 号線全線）（分） 
約 120 約 80 

 2) 定性的効果 

①プロジェクトサイト周辺地域住民の衛生環境が改善する。 

②プロジェクトサイト周辺地域における通行安全性が改善する。 

③国道 5号線及び 11 号線の物流が改善する。 
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７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1)のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価 事業完成 3年後 
以上 


