
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国 名：ペルー共和国 

案件名：アマソナス州地域開発事業（Amazonas Rural Development Project） 

L/A 調印日：2013 年 1 月 9 日 

承諾金額：2,905 百万円 

借入人：ペルー共和国（The Republic of Peru） 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における北部地域の開発実績（現状）と課題 

ペルーは近年堅調な経済成長を達成してきているが、その一方で貧困問題、国内格差

の問題は深刻である。アマソナス州は、同国内において貧困率・極貧率が高い内陸北部

4 州のうちの 1 州であり、貧困率は 55%と、全国平均 39%（国家統計局 2007 年）と比

して非常に高い。同州は石油・鉱物等の天然資源による収入や目立った工業収入を持た

ず、州の主要産業としては自給自足に近い農業が州の GDP の 40％を占めている。同州

の貧困度の深刻度は、基礎インフラ整備率や社会指標の低さにも示されており1、地域開

発が著しく立ち遅れている。 

他方で、近年では同州ウトゥクバンバ渓谷における豊富な観光資源がペルー国内外の

観光客からの注目を集めつつある。中でもクエラップ遺跡とゴクタ滝の二大観光資源へ

の観光客数は、2006 年から 2010 年の 4 年間でそれぞれ 2.0 倍、3.8 倍に増加し、観光

業は同州の経済の牽引産業として期待されている。こうした状況に鑑み、クエラップ遺

跡を中心とした観光開発は、2011 年 8 月の同国レルネル首相（当時）による施政方針演

説でも挙げられ、国家政策として重要視されている。アマソナス州では、観光業を同州

の特色ある産業として発展させることで、貧困削減を目指しているが、観光資源・施設

の整備、観光行政能力の強化、観光資源周辺の住民による観光開発への参画、観光資源

へのアクセスを容易にする基礎インフラの整備（観光客増を見越した廃棄物への適切な

対応を含む）など、様々な課題を有している。 

こうした状況下で、観光振興・基礎インフラ整備を通じての観光収入増加による地域

経済の活性化及び対象地域住民の生活向上を図ることは、貧困削減に取り組む同州にと

って喫緊の課題となっている。 

(2) 当該国における貧困削減への開発政策と本事業の位置づけ 

貧困対策に関して、ペルーは「2021 年計画」(Plan Bicentenario）において、2021 年

までに貧困層を 10％、極貧層を 5%にすることを目標としている2。またペルー貿易観光

省は「国家観光戦略計画（PENTUR2008-2018）」において、アマソナス州を含む北部観

光回廊3をペルー観光セクターにおける最重点地域とし、観光業の活性化による経済開発

                                                  
1 指標例：電化率 47％(全国平均 73％)、下水道サービス裨益人口 29％(全国平均 53％)、初等教育修

了率 50％(全国平均 64％)(出典：国家補償・社会開発協力基金(FONCODES)、2005 年) 
2 2011 年の全国の貧困層率は 27.8％、極貧層率は 6.3％。（出典：国家統計院（INEI）、2012 年） 
3 トゥルヒーヨ、チクラヨ、チャチャポヤス（アマソナス州都）を含む北部地域に環状の観光ルート

を形成するもの。局部的な観光地開発にとどまらず、地域内で観光ルートをつなげて、地域の活性化

を図る目的がある。 

円借款用 



を通じた貧困削減を目指している。 

上記国家レベルでの開発計画を踏まえ、アマソナス州政府は「アマソナス州総合開発

計画（Plan Desarrollo Concertado 2008-2021）」において、観光振興を主軸に据えた地

域総合開発により州内の貧困削減を目指している。「アマソナス州地域開発事業」（以下、

「本事業」という。）はウトゥクバンバ渓谷における更なる観光振興と基礎インフラ整備

（道路整備、廃棄物処分場建設）を通じて、同州の総合的地域開発を支援するものであ

る。 

(3) ペルーの北部地域開発に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は対ペルー共和国事業展開計画において、「経済社会インフラの整備と格差是

正」を援助重点分野として掲げている。JICA はペルーにおいてもとりわけ貧困率の高い

山岳地域における産業基盤の整備と貧困層への支援を重視しており、同地域に位置する

アマソナス州を対象とした本事業の実施は、我が国及び JICA の援助方針に合致する。 

ペルーの観光産業に対する協力の実績としては、2 フェーズに亘る全国観光開発マス

タープラン策定支援が挙げられる。JICA はペルーにおける観光産業は同国の経済発展を

進める重要分野であるとの認識のもと、1999 年に全国観光開発マスタープランフェーズ

I を実施し、北部観光回廊および南部観光回廊の二大観光回廊を中心とした観光戦略を提

案した。2001 年の全国観光開発マスタープランフェーズ II においては、開発が遅れてい

た北部観光回廊のためのマスタープランを策定し、アクションプランを提案した。 

(4) 他の援助機関の対応 

世界銀行は山岳地域における中小企業支援及び農業生産性向上ためのファイナンス支

援や、給水・衛生施設整備を行っている。イタリアはアマソナス州における収入機会増

加に向けた農村女性向け能力プログラムや、小規模起業支援事業などの実施実績がある。 

(5) 事業の必要性 

上述のとおり、ペルーでは貧困削減ならびに地域格差の解消を視野に入れた地方開発

支援が喫緊の課題となっている。右課題への対応のため、特にペルーの中でも貧困率の

高いアマソナス州において同州の観光資源の持つポテンシャルを活用し、観光開発を通

じた総合的地域開発を進めることは、ペルーの開発政策並びに我が国及び JICA の援助方

針に合致することから、JICA が本事業の実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

３ 事業概要 
 

(1) 事業の目的 

本事業は、アマソナス州ウトゥクバンバ渓谷において、観光振興（観光資源・施設整

備、観光行政能力強化、コミュニティ開発）、及び基礎インフラ整備（道路整備、廃棄物

処分場建設）を行うことにより、地域開発基盤の整備を図り、もって総合的な地域経済

開発及び地域住民の生活水準の向上に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 

アマソナス州のウトゥクバンバ渓谷（チャチャポヤス郡、ボンガラ郡、ルヤ郡） 

(3) 事業概要 

1) 観光振興（①観光資源・施設整備、②観光行政能力強化、③コミュニティ開発） 

2) 基礎インフラ整備（④道路整備（22.4km）、⑤廃棄物処分場建設） 

3) コンサルティング・サービス 



(4) 総事業費 

4,218 百万円（うち、円借款対象額：2,905 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2013 年 2 月～2018 年 2 月を予定（計 61 ヶ月）。基礎インフラ供用開始時（2017 年 2

月）をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：ペルー共和国（The Republic of Peru） 

2) 事業実施機関：アマソナス州政府（The Regional Government of Amazonas） 

3) 操業・運営／維持・管理体制：観光コンポーネントは州観光局の監理の下、各自治

体が運営維持管理を行う。道路コンポーネントは州政府が、廃棄物コンポーネント

は各郡が運営維持管理を行う。 

(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、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイド

ライン」（2002 年 4 月制定）上、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑みて、

環境への望ましくない影響が重大でないと判断されるため。 

③ 環境許認可：ペルー国内基準に従い詳細設計中に環境影響評価報告書の承認を各管

轄省庁環境局より取得する必要がある。 

④ 汚染対策：工事中は騒音・振動による影響を最小限にするため、全コンポーネント

につき、夜間の工事を避けることとなっている。供用後は廃棄物最終処分場では覆

土により悪臭が防止され、浸出水は適切に収集・処理されるため、特段の負の影響

は予見されない。 

⑤ 自然環境面：本事業の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最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業は 5,715ha の用地取得を伴い、ペルー国内の手続きに沿って

取得が進められる。ペルーの国内法において、処分場は住民の居住区域から 1km

以上離れていることが条件となっており、本事業に伴う住民移転は想定されない。 

⑦ その他・モニタリング：本事業は、事業実施機関及び各運営・維持管理機関が、工

事中及び供用後の大気質・水質等についてモニタリングする。  

2) 貧困削減促進：観光客増により収入機会の増加が期待されるため、地域経済活性化

を通じた貧困削減、対象地域住民の所得水準向上が期待される。 

3) 社会開発促進：観光資源周辺のコミュニティ開発を通じて社会開発促進が図られる。 

(8) その他特記事項：コミュニティ開発の一部として一村一品運動、道の駅事業等を本

事業にて実施。その他、本事業対象地域に存在するクエラップ遺跡周辺コミュニテ

ィ開発支援にかかる専門家派遣を準備中であり、本事業との相乗効果が期待される。

また、本事業は廃棄物の最終処理体制の整備により温室効果ガス（GHG）排出削減

に貢献し、気候変動の緩和効果は約 3,500 トン/年 CO2 換算である。 

 

 



4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

コンポー

ネント 
指標名 

基準値 

(2012 年実績値)

目標値(2019 年) 

【事業完成 2 年後】4

観光振興 

ウトゥクバンバ渓谷への観光客に

よる観光消費額（ソル/年）…①

（①=②×③） 

5,641,000 

（2011 年） 

54,851,000 

 

ウトゥクバンバ渓谷への観光客数

（人/年、クエラップ遺跡）…② 

-ペルー人 

-外国人 

 

 

19,932 

8,955 

（2011 年） 

 

 

84,106 

37,787 

滞在中一人あたり観光消費額 

（ソル/人、ウトゥクバンバ渓谷へ

の観光客）…③ 

-ペルー人 

-外国人 

 

 

 

190  

207  

 

 

 

450 

450 

ユンビージャ滝への観光客数 

（人/年） 

-ペルー人 

-外国人 

 

 

*（注） 

*（注） 

 

 

482 

261 

（参考値） 

州内就労人口に占める観光セクタ

ー従事者数の割合（%） 

*（注） *（注） 

観光ビジネスに関わる州内農村家

庭の割合（%） 

*0 *7 

コミュニティ開発に参加した地域

住民の家計収入 

-オリエンテーションを受けた住

民（ソル/月） 

-小規模企業、伝統的な家屋の復元

を行った住民（ソル/月） 

 

 

 

*（注）  

 

*（注） 

 

 

 

*（注）  

 

*（注） 

道路整備 

年平均日交通量（台/日） 

チャチャポヤス市－チャチャポヤ

ス空港間 

-ルート 1 

-ルート 2 

 

 

 

78 

807 

 

 

 

86 

1194 

                                                  
4 「国家観光戦略計画（PENTUR2008-2018）」終了の翌年としている。 



カクリック‐ルヤ‐ラム間道路 

-ルート 1  

-ルート 2 

 

617 

2207 

 

903 

3123 

所要時間の短縮（分） 

-チャチャポヤス市－チャチャポ

ヤス空港間 

-カクリック‐ルヤ‐ラム間道路 

 

 

15 

54 

 

 

7 

27 

平均走行速度（km/h） 

-チャチャポヤス市－チャチャポ

ヤス空港間 

-カクリック‐ルヤ‐ラム間道路 

 

 

25 

20 

 

 

50 

40 

所要時間の短縮（時間／年） 

-チャチャポヤス市－チャチャポ

ヤス空港間 

-カクリック‐ルヤ‐ラム間道路 

 

 

0 

0 

 

 

118,321  

287,364 

走行費の節減（ソル／年） 

-チャチャポヤス市－チャチャポ

ヤス空港間 

-カクリック‐ルヤ‐ラム間道路 

 

 

0 

0 

 

 

1,611,200  

1,582,050 

廃棄物管理 

衛生埋立処理される廃棄物量 

（トン/日） 

-ルヤ-チャチャポヤス北部地区 

-ルヤ地区 

-ボンガラ地区 

-ルヤ-チャチャポヤス南部地区 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

2.97 

7.46 

6.38 

6.23 

対象地域の廃棄物回収率（%）5 

-ルヤ-チャチャポヤス北部地区 

-ルヤ地区 

-ボンガラ地区 

-ルヤ-チャチャポヤス南部地区 

 

4 

51 

67 

20 

 

100 

100 

100 

100 

廃棄物処理裨益人口（人）6 

-ルヤ-チャチャポヤス北部地区 

-ルヤ地区 

-ボンガラ地区 

 

4,957 

10,201 

10,050 

 

5,237 

10,430 

11,427 

                                                  
5 対象地域における、基準年及び目標年における廃棄物の収集率。基準年においては、最終処分場は

整備されていないため、既存のダンピングサイトにおける処理であるが、目標年に回収された廃棄物

については、全て最終処分場にて衛生埋立により処理される。 
6 対象地域おける、基準年及び目標年における廃棄物処理の裨益を受ける人口。「対象地域の廃棄物回

収率」と同様に基準年での廃棄物処理は既存のダンピングサイトにおける処理であり、目標年では最

終処分場における衛生埋立処理を指す。 



-ルヤ-チャチャポヤス南部地区 9,583 10,028 

* の項目については、本事業の中でベースライン調査を実施し、基準値と目標値を設

定する予定。 

2)  内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 11.1％となる。なお、

本事業のコンポーネントのひとつである廃棄物管理において料金徴収は行われるものの、

右コンポーネントは本事業の一部を構成するのみであること、また、右コンポーネント

は公共性が高く、料金徴収による投資費用の回収は念頭においていないことから、財務

的内部収益率（FIRR）は算出しない。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：ウトゥクバンバ渓谷への観光客による支払い意思額の増加分 

プロジェクトライフ：20 年 

(2) 定性的効果 

 本事業実施による観光収入の増加7、雇用機会創出、気候変動の緩和 

5. 外部条件・リスクコントロール 

 ペルー及び事業対象周辺地域の政治経済情勢の悪化ならびに自然災害。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1) 類似案件の評価結果 

インド「アジャンタ・エローラ遺跡保護・観光基盤整備事業（１）」の観光セクターに

おける事業事後評価にて、多様なセクターを含む観光事業実施に際しての、実施機関側

の調整能力不足が指摘された。①複数の関係機関が効率的に事業を実施するための組織

的な調整メカニズム導入の検討、②遺跡保護事業の効果持続のための人材育成を視野に

入れた事業実施の必要性が指摘されている。 

(2) 本事業への教訓 

上述教訓を踏まえ、本事業では観光行政能力強化をサブコンポーネントとして実施し、

州観光局職員及び地方自治体職員に対して関係者間での案件管理能力、及び遺跡を含む

観光資源の管理能力強化を図る。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

上記 4．事業評価(1)定量的効果 1)運用・効果指標のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

    事業完成 2 年後                                                  

以 上  

                                                  
7 関連産業の収入増加を含んだ、対象地域における観光収入の増加を指す。関連産業とは、具体的に

は、タクシー、土産物屋、レストラン、地域内での消費へ向けた農業等を想定。 


