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フィリピン 

 

ボホール灌漑事業（II） 
 

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一 

０．要旨 

本事業は、ボホール島東北部のバヨンガン地域において、農業生産基盤の強化による米

の増産を目的に、灌漑用ダム、幹線・2 次水路、排水路の建設及び圃場整備を行った。事業

実施前及び事後評価時において、本事業は農業生産基盤の強化に係る開発政策ニーズ及び

灌漑施設の整備計画に係る開発ニーズとの整合性が認められる。本事業により幹線･2 次水

路等が整備された結果、灌漑可能面積及び単収は目標値を概ね達成している。また、事業

完成後において米の生産高は増加傾向にあり、水利費徴収率も審査値の実績以上となって

いる。加えて、農業粗収益額は審査時の完成後目標値以上を達成し、受益者調査結果も概

ね良好である。事業期間は計画を大幅に上回り、事業費は若干超過して完成した。実施機

関による運営維持管理体制、技術、財務等には現状として大きな問題は見受けられない。

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 
案件位置図             建設された幹線水路 

 

1.1 事業の背景 

フィリピン・中央ヴィサヤ諸島に位置するボホール島は同国でも経済開発の最も遅れた

地域のひとつ1であった中で、総面積の約 6 割（256,400 エーカーに相当）が農地であり、

就業人口の約 5 割が農業に従事2するなど、同島にとって農業セクターは重要な部門であっ

た。土壌は農耕に適しており、米を中心とした農業生産の潜在力も高かった。一方、灌漑

                                                   
1 ボホール島が位置する中央ヴィサヤ地域における 1997 年の年間平均家計収入は 85,215 ペソであった。全

国平均の 123,168 ペソ、メトロマニラ地域の 270,993 ペソ（出所：フィリピン国家統計局）と比較して、経

済開発は遅れている状況であったといえる。 
2 出所は JICA 審査資料 
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施設の未整備等から作物収量は伸び悩んでおり、農民は貧困に直面していた。このため、

農業基盤の整備が喫緊の課題であり、特に灌漑施設の整備による食糧増産及び農民の生計

向上が求められていた。 

なお、ボホール島における灌漑施設の整備事業は、1970 年代より農業生産基盤の強化を

目的に、3 つの灌漑用ダムを建設し、合計約 10,000ha の農地灌漑を行う構想の下、進められ

た。3 つの灌漑用ダム（マリナオ、バヨンガン、カパヤス・ダム）のうち、上流のマリナオ・

ダムは本事業に先行して円借款により建設され（「ボホール灌漑事業」）、1996 年に竣工した。

下流のカパヤス・ダムは日本の無償資金協力により建設され、1991 年に竣工した。バヨン

ガン・ダムはその中間に位置し、本事業により整備が企図されていた。 

 

1.2 事業の概要 

ボホール島東北部において、灌漑用ダム、幹線・2 次水路、排水路の建設及び圃場整備を

行い、農業生産基盤の強化による米の増産を図り、もって同地域の農家の生計向上及び貧

困緩和に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 60 億 7,800 万円／60 億 1,400 万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999 年 12 月／1999 年 12 月 

借款契約条件 本体：金利 1.8％、返済 30 年（うち据置 10 年）、一般ア

ンタイド 
コンサルタント：コンサルタント部分は 0.75％、（返済 40
年（うち据置 10 年）、二国間アンタイド 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府／ 
国家灌漑公社（National Irrigation Administration; NIA） 

貸付完了 2009 年 3 月 

本体契約 

（10 億円以上のみ記載） 

栗本鉄工所（日本）・Hanjin Heavy Industries & Construction 
Co., Ltd. （韓国）（ JV ）、 Hanjin Heavy Industries & 
Construction Co., Ltd.（韓国） 

コンサルタント契約 

（1 億円以上のみ記載） 

日本工営（日本）・PKII Engineers（フィリピン）・Integrated 
Philconsult, Inc.（フィリピン）・Sustainable Development 
Solutions, Inc.（フィリピン）（JV） 

関連調査 

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S)等 
F/S（1985 年）JICA 「ボホール灌漑事業（Ⅱ）」 

関連事業 （技術協力プロジェクト） 
■「ボホール総合農業振興計画」（1996 年 11 月～2003 年

11 月） 
（円借款） 
■「ボホール灌漑事業」（1983 年借款契約調印） 
■「ボホール灌漑事業現状確認にかかる専門家派遣」（2010
年４月～10 月） 
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■「ボホール灌漑事業のフォローアップ（アクションプラ

ン実施促進・モニタリング）にかかる有償資金協力専門

家の派遣」（2012 年 2 月～2013 年 3 月） 
（無償資金協力） 
■「カパヤス灌漑施設計画」（1991 年完成） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社） 

 

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：2012 年 9 月～2013 年 7 月 

 現地調査：2012 年 11 月 25 日～12 月 7 日、2013 年 4 月 7 日～13 日 

 

3. 評価結果（レーティング：B3） 

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政府（エストラーダ政権）は、「中期開発計画」（1999-2004 年）を

策定し、その中で農業生産の増加、食糧確保、地方の収入増加等を掲げていた。また、同

政府は右計画を達成するため、食料増産対象の優先地域を掲げて灌漑施設の新設・改良の

推進を目指した。加えて、フィリピン農業省は、審査時以前において「中期農業開発計画」

（1993-1998 年）を策定し、その中で米を主体とする「穀物生産強化計画」を推進していた。

加えて、地域の特性に適応する技術開発及びその普及の施策として、農業省は「黄金の収

穫プログラム」を推進していた。同プログラムを通じて、ボホール島は米の増産指定地域

として重要視されていた。 

事後評価時において、同政府は「中期開発計画」（2011-2016 年）の中で、地方における

灌漑施設の整備を含むインフラ開発の推進を重要視している。特に農業生産基盤の強化及

び農家所得の向上を優先課題としており、課題解決には灌漑施設の整備が重要と位置づけ

ている。また、農業省が策定した「主食食糧自給プログラム」（2011-2016 年）においても、

灌漑設備改修及び新規設備の建設を通じた米の作付面積・単収・生産高の拡大を重要視し

ている。加えて、本事業実施機関である国家灌漑公社（以下、「NIA」という）は 2012 年に

6 カ年灌漑計画を策定し、初期の 3 年間において新たに 16 万 6,671ha の灌漑施設建設と 28

                                                   
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」 
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万 4,399ha の改修等を企図するなど、引き続き開発政策との整合性は確認される。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時以前のボホール島は、国内で経済開発の最も遅れた地域のひとつであった。総面

積の約 6 割が農地であり、就業人口の約 5 割が農業に従事するなど、同島にとって農業は

重要なセクターであった。同島の土壌は農耕に適しており、米を中心とする農業生産のポ

テンシャルは高かったことから、灌漑施設の整備推進は農業生産の増加及び貧困緩和に寄

与するものと認識されていた。ボホール島における灌漑施設の整備事業は、1970 年代より

農業生産基盤の強化を目的に、3 つの灌漑用ダムを建設し、合計約 10,000haの農地灌漑を行

う構想の下、進められた。3 つのダムのうち、上流のマリナオ・ダムは本事業に先行して円

借款により建設され、1996 年に竣工した。下流のカパヤス・ダムは日本の無償資金協力に

より建設され、1991 年に竣工した。その中間に位置するバヨンガン・ダムは、バヨンガン

地域5の農業生産基盤の強化及び農家の生計向上を目的とする開発ニーズがあった。 

事後評価時において、NIAは予算を配賦して本事業対象地域の末端農地において灌漑用水

の効率的配水を目的として 3 次水路のコンクリート・ライニング化工事を順次進めている6。

また、上述のマリナオ・ダムでは再開発計画7が進行している。NIAは、フィリピン全土で

人口は増加傾向にあるため、安定的な米の生産・供給、自給率の維持8の重要性を認識して

おり、かかる工事や再開発は米の生産・供給、自給率等の維持に寄与すると考えられる。

以上より、事後評価時においても高い開発ニーズが確認される。 

 
3.1.3  日本の援助政策との整合性 

1999年に閣議決定された「政府開発援助大綱」及び同年に策定された「政府開発援助に

関する中期政策」等を踏まえて、JICAは円借款の全体方針、重点地域や分野などを明確に

した「海外経済協力業務実施方針」を策定した。同実施方針の中で、①持続的成長のため

の経済体質の強化及び成長制約的要因の克服（適正なマクロ経済運営、産業構造強化、経

済インフラ整備）、②貧困緩和と地方間格差の是正、③防災を含む環境保全と防災対策、

④人材育成･制度造りを重点分野として支援に取り組むことにした。右方針におけるフィリ

ピンに対する国別方針として、「農業・農村開発などに代表される貧困削減・格差是正策」

を重点分野のひとつと掲げていた。 
                                                   
5 同灌漑地域は 3 つの自治体（サンミゲル、ウバイ、トリニダード）下の 14 の村落をカバーしている。 
6 効率性・アウトプットの項目にて後述する。 
7 マリナオ・ダムの堤体を 2m 嵩上げすることで、貯水量の確保を目指し、灌漑用水の安定供給強化を企図

している。 
8 2008 年以降のボホール州における米の自給率は 100％を達成している（出所はボホール州農業局。米の

消費高を平均 85kg/年間/人として計算された数値。なお、日本では約 60kg/年間/人で計算される（出所：農

水省総合食料局食糧部計画課公表資料（平成 18 年度データ）） 
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本事業は、安定的な食糧供給の達成及び貧困の撲滅・都市部と地方農村部の格差是正を

目指すフィピンにインフラ整備の支援を行うもので、上記の重点分野（②貧困緩和と地方

間格差の是正等）に合致しており、日本の援助政策としての整合性が認められる。 
 

  以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、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9（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

1）本事業対象地域の農業生産基盤の強化による米の増産に係るデータ 

以下、表 1 は審査時、表 2 は事後評価時における農業生産基盤の強化による米の増産に

関するデータの推移である。 

 

表 1：本事業対象地域における農業生産基盤の強化による米の増産に関するデータ 

（審査時実績及び完成後目標値） 

指標 審査時 
(1999 年実績) 

完成後目標値 
（完成予定は 2005 年） 

1）灌漑設計/可能面積10（ha） N/A 
5,300 

(内訳：バヨンガン地域は 4,140ha、カ

パヤス地域は 1,160ha) 
2）米の単収量（トン/ha） 2.9 4.8 
3) 水利費徴収率（%） 36 N/A 

出所：JICA 資料 

 

表 2：本事業対象地域における農業生産基盤の強化による米の増産に関するデータ 

（完成後実績値） 

指標 地域・時期等 2010 年 
（完成後 2 年） 

2011 年 
（完成後 3 年） 

2012 年 
（完成後 4 年） 

1）灌漑設計面積（ha） バヨンガン 4,140 
カパヤス 1,160 

2）灌漑可能面積（ha） バヨンガン 2,957 2,957 3,300 
カパヤス 750 750 750 

3）灌漑作付面積（ha） 
バヨンガン 

雨期11 1,986 2,586 2,608 
乾期 2,325 2,644 2,809 

                                                   
9 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。 
10 表 1・2 の「灌漑設計面積」は、事業対象地域において灌漑農地として設計される面積。「灌漑可能面積」

は灌漑設計面積のうち、圃場や末端水路の整備が行われ灌漑可能となる面積。「灌漑作付面積」は灌漑可能

面積のうち、実際に作付が行われる面積。「灌漑受益面積」は作付後に米が収穫される面積を指す。 
11 本事業対象地域の雨期は例年 5 月～10 月、乾期は 11 月～翌年 4 月迄である。基本的に 2 期作が実施さ

れている。 
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(稲孫) - (276) (824) 

カパヤス 
雨期 600 624 600 
乾期 577 617 672 
(稲孫) - (92) (184) 

4）灌漑受益面積（ha） 
バヨンガン 

雨期 1,589 2,439 2,604 
乾期 1,860 2,620 2,806 
(稲孫) - (276) (815) 

カパヤス 
雨期 406 472 536 
乾期 550 500 668 
(稲孫) - (92) (184) 

5）米の単収（トン/ha） 
バヨンガン 

雨期 4.1 3.6 4.38 
乾期 4.1 3.4 4.9 
(稲孫) - N/A N/A 

カパヤス 
雨期 4.8 4.5 4.38 
乾期 3.4 4.2 4.97 
(稲孫) - N/A N/A 

6）米の収穫量（トン） 
バヨンガン 

雨期 6,494 8,741 11,407 
乾期 7,603 8,937 13,931 
(稲孫) - N/A N/A 

カパヤス 
雨期 1,962 2,109 2,347 
乾期 1,977 2,085 3,317 
(稲孫) - N/A N/A 

7）水利費徴収率（％） バヨンガン 72.47 52.62 62.63 
カパヤス 52.76 42.04 44.25 

出所：NIA 提供資料 

 

以下は表 1・2 の目標値及び実績値等のデータ及び差異に関する分析である： 

①灌漑設計面積/灌漑可能面積 

表 1 のとおり、審査時には事業完成後の灌漑設計面積と可能面積は同等になることが見

込まれていたものの、表 2 のとおり、2012 年現在のバヨンガン・カパヤス両地域の灌漑可

能面積合計は 4,050haであり、目標値 5,300ha（バヨンガン地域 4,160ha、カパヤス地域 1,140ha

の合計面積）に対する割合は 76.4％である。目標値に達成していない理由は、圃場均平化12

を中心とする圃場整備が事業実施中より遅れたためである13。但し、バヨンガン地域では

2011 年は 2,957ha、2012 年は 3,300haと徐々に灌漑可能面積は拡大傾向にある。NIAによる

と、「事業実施中の整備は遅れたものの、末端農地における水路のコンクリート・ライニン

グ化工事の進捗やパーチ管14の設置等を通じて円滑な配水管理の実現に努めており、また土

地保有者の理解も得つつ、事業完成後も灌漑可能面積は拡大傾向」とされている。 

                                                   
12 水田の部分的な高低差を是正する作業。灌漑用水を効率的に配水することに加え、稲の生育の斉一化、

除草剤効果を引き上げることを目的として行われる。 
13 遅延の理由は、効率性・アウトプットの項目にて後述する。 
14 口径 15cm、高さ 30cm、塩化ビニール製の円形筒状の管。地表 5cm 以下で水位を保持し、水田の水量調

整を行う機能を有する。3 次水路のコンクリート・ライニング化に加えて、末端農地における灌漑用水の

配水効率化への援用となっている。 
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②作付面積/受益面積 

審査時（表 1）には目標値が設定されておらず明確な分析ができないものの、圃場整備の

進捗に則して作付面積、及び受益面積は拡大傾向にある。なお補足情報として、表 2 のと

おり、本事業対象地域では 2011 年より稲孫（ひつじ）15の収穫も確認されている。 

③米の単収・収穫量 

米の「単収」に関して、2010 年以降のバヨンガン・カパヤス両地域の単収を平均すると

約 4.2 トン/haと、概ね目標値に近い数値（87％）であることが窺える。この背景には、主に

本事業により灌漑施設の整備が進み灌漑用水の配水が円滑になったことが挙げられる。そ

の他、2011 年より災害･害虫に強い異種交配種籾の導入が順次進んでいることも単収増加に

寄与している16。米の収穫量に関しては、受益面積の拡大、単収の増加に伴い、増加傾向に

あることが窺える17。 

④水利費徴収率 

水利費徴収率は審査時には目標値が設定されていなかったものの、表 2 のとおり、2010

年以降は審査時の実績値以上となっている。この背景には、NIAは 2011 年より本事業対象

地域の水利組合（全 21）の機能強化・農家への水利費支払いに関する啓発活動推進等を目

的として組織開発員（IDO）18を雇用し、徴収率向上に力を入れたことが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
図 1：バヨンガン地域の水田         図 2：整備された 2 次水路 

 

2）ボホール州全体における灌漑稲作による米の生産高推移及び地域経済社会への影響 

                                                   
15 刈り取り後の稲の茎から自然に出る側芽が伸び、収穫を行うもの。施肥を適切に行った場合、約 40-50
日で収穫できる。「ひこばえ」とも言う。英語名は Ratooning。日本では温暖な地域で稀に行われる。 
16 2012 年の異種交配種籾の導入割合・構成について、雨期における異種交配種籾は 20％、同系交配種籾は

80％、乾期における異種交配種籾は 35%、同系交配種籾は 65％と、最近では異種交配種籾の導入が進んで

いる。なお NIA は、仮に全作付面積に異種交配種籾を用いる場合、単収は 5-7 トン/ha になると見込んでい

る（NIA は 2017 年迄に全ての作付に対し異種交配種籾を導入することを目指している）。 
17 なお、稲孫（ひつじ）の単収及び収穫量データは入手できなかった。 
18 Institutional Development Officer の略語。NIA によると、農業系の修士号を有する比較的若い人材を中心

に組織開発普及員として雇用し、農家に対して水田作付け支援アドバイス、水利組合の機能強化・活動補

助、水利費支払いに関する啓発活動等を行っている。2011 年は 1 名であったが、2012 年は増員し 4 名体制

で事業対象地域を巡回し、右活動に力を入れている。 
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表 3 は本事業開始以降のボホール州における灌漑稲作による米の生産高の推移であるが、

年々増加傾向にあることが窺える。表 2 のとおり、バヨンガン地域の 2012 年の総生産高は

約 25,000 トン（雨期・乾期合計）であることから、表 3 の同年の 134,055 トンと比較する

と本事業は約 19%の生産を担っているものと判断できる。 

なお、ボホール州農業局の幹部や農業省出先機関である農業促進センター（APC）にイ

ンタビューしたところ、本事業は①同州が 2008 年以降に維持している米の自給率 100％へ

の下支えとなっている点、②国内他地域に余剰米を輸送19し、経済面でのインパクト20も得

られている点、③農家所得の向上21に寄与している点を挙げている。かかるコメントも判断

材料とすると、本事業の地域社会経済への影響は小さくないと判断できる。 

 

表 3：ボホール州全体の灌漑稲作による米の生産高推移 

（単位：トン） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

出所：フィリピン農業統計局（BAS） 

 

 

 

 

 
                                                   
19 中央ヴィサヤ地方の州都セブに一旦輸送され、セブから国内各地に輸送されているとのことである。 
20 具体的な余剰米のデータは存在しないが、以下の通り、概算ではあるが推計を試みる。脚注 8 のとおり、

ボホール州における米の消費高を平均 85kg/年間/人とし、同州全人口数（約 126 万人。出所は 2010 年国勢

調査データ（最新データ））に乗じた場合、その全消費高は約 107,000 トンと推計される。表 3 のとおり、

灌漑稲作による 2012 年の米の全生産高は 134,055 トンであるが、同生産高から消費高を差し引いた場合、

約 27,000 トンである。この 27,000 トンをすべて余剰米と見なし他地域に流通されると仮定し、その売却額

（＝ボホール州にとっての収益額）を試算してみる。現在、同州では米の販売価格が 1kg あたり約 17 ペソ

で取引されていることを踏まえると、約 459 百万ペソ（日本円換算では約 10 億 2 千万円）であると推計さ

れる。 
21 詳細については、インパクト「3.3.1.1 農家の所得向上及び貧困緩和に関するインパクト 2）農家所得の

向上」にて後述する。 
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 図 3：灌漑対象地域の位置図 
 （赤太枠エリア内がバヨンガン地域） 

 

3.2.2 定性的効果 

事業対象地域における雇用創出 

本事業実施中において、バヨンガン地域の農家は施工管理業者により雇用された。また、

現地調査を通じて、ほとんどの農家は水利組合に所属し、水路の清掃（沈泥の除去や護岸

壁コンクリートパネルの清掃、除草作業）等に従事し、NIAより報酬を受け取っていること

を確認した。事業実施中及び完成後の雇用及び農業・生活の変化などに関して、農家から

以下のようなコメントがあった22。 

 

                                                   
22 現地調査において、事業実施中に雇用され、かつ、現在は短期雇用形態にて灌漑用水路の清掃等に従事

している農家に対してインタビュー調査（キー･インフォーマント･インタビュー、7 名を対象）を行った。

なお、事業実施中及び完成後における具体的な雇用数に関する情報･データは入手できなかった。 
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【雇用に関する農家のコメント】 

■ 事業実施中に施工管理業者に雇用されていた。待遇への不満は特に感じなかった。

（当時、15 日ごとに給与が支払われていた） 

■ 事業完成後も水利組合の活動に従事している。多くの農家が維持管理業務に従事し

ている。主な内容は水路の維持管理･清掃。水利組合からは給与ではなく報酬ベースで

受け取っている。報酬額には不満はない23。 

 

【農業・生活の変化に関するコメント】 

■ 事業実施前・後を通じて畑作から米作に転換した農家は多い。灌漑用水が農地に来

るようになったことに加え、米の単収が増加したことも要因だと思う。異種交配種籾

の導入も大きな要因だ。 

■ 生活の変化として、米の生産高が上がったことにより収益が増えた。資金に余裕が

できたため、息子を大都市であるセブの大学に通わせることができた。 

 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

3.3.1.1 農家の所得向上（貧困緩和24）に関するインパクト 

1）農家に対する受益者調査結果 

 今次調査において、本事業対象地域であるバヨンガン地域（マリナオ・ダム25下流域に位

置する 11.2km2）に居住する農家を対象にアンケート形式で聞き取り調査を行った26。以下

図 4～図 11 はその結果である。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 水利組合が灌漑用水路の維持管理を傘下の農家に依頼する場合、NIA の支給基準は水路延長 1km あたり

400 ペソである。 
24 審査時資料によると、農家の所得向上を貧困緩和実現とみなし、本事業の目指すところとされていた。 
25 マリナオ・ダムの流域面積は 138.8km2。流域内西側の主要河川はワヒグ川（河川長約 16km）と東側の

パマクラサン川（河川長約 12km）であり、マリナオ・ダムの上流部約 1.5km 地点で合流している。 
26 ランダムサンプリング方式にて、幹線及び 2 次水路に近い地域に居住する農家 53 サンプル、3 次水路に

近い地域に居住する農家 47 サンプル（計 100 サンプル）を選定した。なお、全農家戸数は約 3,400（2012
年）である。 
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図 4：本事業について満足しているか 図 5：図 4 のうち、「満足だ」の理由は何か

（複数回答あり） 

図 6：図 4 のうち、「不満だ」の理由は何か 図 7：本事業完成後、米の生産高は 
向上したか 

図 8：図 7 で「大きく向上した」及び「向上 
した」と回答した理由は何か（複数回答あり） 
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 上記図 4 のとおり、本事業の満足度は概ね高いことが窺える。その理由として、図 5 で

は灌漑水路建設による効率的な配水・適時適正な配水の実現が多く挙げられている。つま

り、本事業による灌漑水路建設という要因が高い満足度につながっていると推察できる。

図 6 は図 4 の不満（2 割程度）の理由であるが、3 次（末端）水路のコンクリート・ライニ

ング化が進んでいない27ことが要因であると考えられる28。一方、図 7 のとおり、本事業完

成後の米の生産高が向上したとの回答が多い。図 8 では、その理由として本事業による理

由（灌漑用水の配水が良くなった等）に加え、異種交配品種の導入や肥料の品質向上を挙

げるものも多い29。図 9 のとおり、本事業実施を通じて農家所得の向上も確認される。図 10

                                                   
27 効率性・アウトプットの項目にて後述する。 
28 受益者調査時、農家から 3 次水路のコンクリート・ライニング化の要望は少なくなかった。 
29 現在、ボホール州農業局等が農家に対して種子や肥料の提供を行いつつ、品質向上に努めている。これ

図 10：所得水準の改善にともない、生活

水準は向上したか 

図 11：図 10 の「はい」の回答の根拠は何か 
（複数回答あり） 

図 9：本事業開始前に比べて所得水準は改

善したか 
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で示す通り、9 割以上の農家は所得水準の改善に伴い生活水準が向上したと回答している。

図 11 はその根拠であるが、食料品や生活必需品の購入等が増えていることが確認されるこ

とから、本事業は農家の所得及び生活水準向上に寄与していると推察される。 

 

2）農家所得の向上  

以下表 4 は審査時及び事業完成後におけるバヨンガン地域の稲作農家 1 人あたりの粗収

益額30の推移である。基本的に粗収益額は、農家庭先価格31に基づいて計算される（生産高×

農家庭先価格＝農業粗収益額）。2000-12 年のボホール州の米の農家庭先価格の増加率は年

平均 5.97%32である。仮にこの 5.97%を完成後の目標値であった農業粗収益額（8,553 ペソ/ha）

に反映させ、2012 年までの上昇分を推計すると約 17,800 ペソ/haである。右調整済み目標値

と、表 4 の事業完成後の 25,427 ペソ/ha（2012 年）とを比較すると、目標値を上回っている）。

したがって、本事業は同地域の農家所得の向上にも寄与していると推察できる。  

 

表 4：バヨンガン地域における農家 1 人あたり農業粗収益額 

審査時33 事業完成後 

実績 目標値 2012 年 

3,347 ペソ/ha 8,553 ペソ/ha34 25,427 ペソ/ha 

出所：JICA 資料、実施機関資料 

 

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 

1）事業実施中の汚染物質（TSP）・塵・騒音の影響 

本事業実施前において、車輌が対象地域内のアクセス道路を通行する際に、汚染物質

（TSP）や塵の発生、騒音の懸念があるとされた。現地調査で NIA にインタビューを行っ

たところ、事業実施中は環境担当スタッフ 3 名が環境面のモニタリングを行い、月次定例

会議において関係者間で報告を行っていたが、特段大きな懸念事項はなかったとのことで

                                                                                                                                                     
らから、本事業の要因に加え、州農業局等の支援の役割も小さくないと推察される。 
30 事後評価時データは灌漑サービスを受けている農家の収益額を示す。 
31 農家庭先価格は市場価格から流通コストや種子代金等を差し引いたもの。その算定根拠には農業物価統

計や卸売市場統計価格などの物価指数も挙げられる。 
32 出所はフィリピン農業統計局（BAS） 
33 今次現地調査では NIA や農家へのインタビューからは農業粗収益以外の収入（農業以外の手段による収

入）については確認できなかった。 
34 JICA 審査資料（1999 年）には「事業対象地域において、平均耕作面積 1.2ha を所有する農家 1 人あたり

の年収が、現在の 4,016 ペソから事業完成後は 10,264 ペソになると見込まれる」と記載されていたが、表

4 内の審査時実績の 3,347 ペソ/ha、同目標値 8,553 ペソ/ha は、1.2ha より 1.0ha に換算された値である。 
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ある。また、現在も環境面に関する懸念は確認されないとのことで、現地視察時にも特段

負の影響等は見受けられなかった。 

2）過度の農薬・肥料の使用による水質汚染・水生生物への影響、灌漑農地の拡大による土

壌への影響 

本事業完成後において、過度の農薬・肥料の使用による水質汚染や・水生生物への影響

はない。現地視察時においても特段自然環境への重大な影響は確認できなかった。また、

ボホール州農業局が主体となり、農家に対して肥料の使用方法に関する講習・実地研修等

も行っている（例：有機肥料と化学肥料を配合して施肥を行う方法・効果に関する講習等）。

灌漑農地拡大による土壌への影響に関しても、NIA へのインタビューや現地視察を通じて

特に負の影響は確認できなかった。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得等 

本事業では、計画どおりバヨンガン・ダム/貯水池周囲の 522ha、264 世帯（134 戸35）、9

つのバランガイの公共施設（教会・学校・公共施設等）が移転した。具体的には対象不動

産への補償金（合計約 74 百万ペソ＝約 1 億 5 千万円）は世帯主に滞りなく支払われ、バラ

ンガイの施設もNIAによって移設された36。なお 2010 年 6 月に、バヨンガン・ダム建設工事

により水没する土地･家屋を有していた移転対象住民（全世帯数 264 世帯のうち、34 世帯を

対象）に対して満足度調査がインタビュー形式で実施されており、その結果を表 5 にまと

めた。表 5 において、補償をもらっていないため満足していないと回答があった点につい

て、NIAによると、世帯主に支払った補償金の家族間分配が要因であり、2012 年 12 月現在

において特段の照会やクレームは受けていないとのことである。 
 

表 5：移転住民に対する満足度調査結果 
質問 回答 

1）実際の補償に満足しているか 
 

・満足している：23 名 
・満足していない：5 名 
・回答無し：6 名 

2）上記のうち、満足していない理由 ・補償をもらっていない：2 名 
・自主的に移転地を選択した：2 名 

出所：JICA 資料 

  

なお、本事業対象地域において土地所有者が担うことになっている圃場整備と負担する

資金に関して、同所有者は地元の金融機関から資金を借りて、NIA は金融機関（貸し手）

に対しその融資した金額分を補填することになっている。そして、同所有者は NIA に最長

                                                   
35 フィリピンでは家屋 1 戸に複数の世帯が同居することがあるため、このように併記される。 
36 NIA は対象住民（世帯主）に対して補償金を支払うと共に、約 3ha の土地を用意してバランガイ施設の

移設を行った。住民移転は住民移転計画（RAP）に基づいて実施された。 
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10 年という期間で返済（無利子）を行うことになっている。本事業では、効率性の項で記

述の通り、圃場整備の進捗は遅れているものの、住民の意見を聞きつつ圃場整備と水路の

整備が実施されている。しかし一方で、図 6 の通り、水の配分や水路のコンクリート・ラ

イニングにかかる不満も表明されている。NIA によれば、地形条件により配水が困難な圃

場に対しては、NIA と農民が水路と圃場の高低差等を確認した上、配水困難が認められる

場合には整地費用を免除する、あるいは、収獲が基準値を下回った場合に水利費の徴収を

免除するなどの対応が取られているとのことであるが、仮に農地に水が供給されず収穫が

無かった場合、同所有者は NIA に対して返済する義務はない仕組みを取り入れているとの

ことであるが、引き続き農民の意見を聞きつつ対応していくことが望まれる。 

 

（有効性・インパクトの結論） 

審査時の有効性指標は 1）灌漑可能面積、2）単収、3）農業粗収益額であったところ、1）

は目標値の 76.4％、2）は概ね目標値に近い数値（87％）である。3）の農業粗収益額に関

しては、審査時の完成後目標値以上となっている。加えて、事業完成後において（目標値

の指標はなかったものの）米の生産高は増加傾向にあり、水利費徴収率も審査値の実績以

上となっている。さらには受益者調査結果も概ね良好である。以上より、本事業は事後評

価時において概ね計画どおりの効果が発現していることから、有効性・インパクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：①） 

3.4.1 アウトプット 

以下表 6 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。 

表 6： 本事業のアウトプット計画及び実績 
計画（審査時） 実績（事後評価時） 

 [土木工事] 
①バヨンガン･ダムの建設：ゾーン型アース

フィルタイプ、有効貯水容量 25.1MCM、堤

高 35.5m、流域面積 11.2k ㎡、 
②幹線水路：12.7km（バヨンガン地域） 
③2 次水路：49.7km（バヨンガン地域） 
④2 次水路：18.0km（カヤパス地域） 
⑤排水路：65.3km 
⑥圃場整備：2,800ha 
 
[機器調達] 
①統合水管理システムに係る機器の調達：ダ

ム水位計測機器、雨量計測器、PC 機器、ケ

ーブル敷設等 
②建設機器の調達：ブルドーザー等の重機、

トラック等の車両一式 

 [土木工事] 
①バヨンガン･ダムの建設：計画どおり 
 
 
②幹線水路：17.76km（バヨンガン地域） 
③2 次水路：42.40km（バヨンガン地域） 
④2 次水路：15.82km（カヤパス地域） 
⑤排水路：66.91km 
⑥圃場整備：1,479ha 
 
[機器調達] 
①統合水管理システムに係る機器の調達：

計画どおり 
②建設機器の調達：計画どおり 
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[コンサルティング・サービス] 
323M/M（外国：157M/M、ローカル：166M/M） 
主な TOR は、入札書類のレビュー、入札評

価補助、施工監理、統合水管理システム整備

に係る NIA 職員のトレーニング、水利組合

の組織化支援、環境モニタリング支援等 
 

 
[コンサルティング・サービス] 
410.87M/M（外国：108.60M/M、ローカル：

302.27M/M） 
予定どおり、入札書類のレビュー、入札評

価補助、施工監理、統合水管理システム整

備に係る NIA 職員のトレーニング、水利組

合の組織化支援、環境モニタリング支援等

が実施された。 
 

以下は表 6 の計画と実績の差異等に係る理由である： 

1）土木工事 

幹線水路・2 次水路・排水路の延長について、計画値に比して若干の増減が確認されるが、

これは詳細設計時の見直しの結果によるものである。また、圃場整備の実績値は計画値の

約半分程度であるが、主な理由として、事業実施中に土地保有者との間で圃場整備に係る

了承・合意が得られなかったことが挙げられる37。但し、有効性の項目にて記載したとおり、

NIAは自己資金事業により 2012 年 12 月現在、末端農地における 3 次水路のコンクリート・

ライニング化38（以下図 12）やパーチ管（同図 13）の設置を進め、円滑な配水管理の実現

に努めており、土地保有者の理解も得つつ、圃場整備面積も拡大しつつある。 

 

3）コンサルティング・サービス 

下記のインプット・事業期間にて説明するとおり、事業期間が遅延したため、M/M 量も

増加した。 

 

 

 

 

 

 
                                                   
37 NIA によれば、事業開始直後から実施中において、当時灌漑用水が末端農地に充分に配水されていると

は言えなかった中で、土地所有者は所有地を水田に転換することに躊躇したのではと推測している。 
38 3 次水路のコンクリート・ライニング化工事に関して、NIA 本部は 2012 年にバヨンガン地域の農地に対

して 5,000 万ペソ（日本円換算で約 1 億円）の予算を配賦した。現在、同工事はマリナオ地域に対する工

事と同時並行で行われているが、予算配賦はバヨンガン地域が優先されている。バヨンガン地域が優先さ

れている理由は、バヨンガン地域の灌漑施設（本事業）完成以前より 3 次水路のコンクリート・ライニン

グ化の整備に関する要望が現地の農家や NGO から多かったためである。今次現地調査時において、バヨン

ガン地域における 3 次水路のコンクリート･ライニング化の工事進捗率は計画に対して約 11%、マリナオ地

域は約 63%、カパヤス地域は約 29%であることを確認した（但し、計画値、延長や実績（km 等）の詳細な

データ数値は入手できなかった）。なお、3 次水路のコンクリート・ライニング化の進捗は NIA 本部の予算

に影響を受ける面があるが、バヨンガン地域に対する予算配賦は 2012 年が初めてであったため、今後は工

事拡大が見込まれている。 
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1  事業費 

本事業の事業費は、当初計画では総事業費 71 億 5,300 万円（うち円借款対象は 60 億 7,800

万円）であったのに対し、実績額では 76 億 5,300 万円（うち円借款対象は 60 億 1,400 万円）

となり、計画を若干超過した（計画比 107%）。その理由として、事業実施中に原材料費が

上昇し、バヨンガン・ダムや幹線・2 次水路建設に係る工事費が増加したためである39。そ

の他事業費増加の要因として、事業開始後に統合水管理システムの設計システム計画を見

直したため、その調達費用が当初の見込みより増加したこと、用地取得費用や補償費は事

業実施中における市場価格等の上昇等を考慮して支払われたため40当初見込みより増加し

たこと、事業期間の延長に伴う管理費やコンサルティング・サービス費の増加、等も挙げ

られる。 

 

3.4.2.2 事業期間 

本事業の事業期間に関して、当初の計画では 1999 年 12 月から 2005 年 6 月までの 5 年 7

ヶ月（67 ヶ月）であった。実際には 1999 年 12 月から 2008 年 9 月までの 8 年 10 ヶ月（106

ヶ月）を要し、大幅に遅延した（計画比 158％）。その理由として、1）コントラクター選定

手続きに時間を要したこと、2）詳細設計時に事業スコープ（幹線・2 次水路の延長数等）

の見直しを行った際に時間を要したこと、3）事業実施中に為替が変動（円高/ペソ安）した

ことにより、中央政府内では内貨不足に直面し、追加予算充当措置等の手続きに時間を要

したこと41、4）長雨やラ・ニーニャ現象42の影響により、土木工事の工期に遅延が生じたこ

                                                   
39 加えて、土木工事の入札を行った際に、最低入札額が当初見積を超過し、工事契約金額も増加した。 
40 NIA によると、補償額の決定に関しては NIA や州農業局から構成される Provincial Appraisal Committee
（PAC）の会議の場において、実勢・適正価格の評議を行った上で決定されたとのことである。 
41 特に 2003-05 年度に集中して他の円借款事業も同様に事業予算の承認・充当手続きに遅延が生じていた。 
42 太平洋赤道域の中部から東部において海面水温が平常時よりも低くなる現象。気温の低下や降雨量の増

加をもたらす。 

図 13：パーチ管・写真 
（水田の水量調整が可能） 
 

図 12：3 次水路のコンクリ 
ート・ライニング化 
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と、5）統合水管理システムの調達に関して、NIAは競争入札による受注を目指していたが、

当初同システムを担うことができる企業が現れず、何度か入札をやり直して契約先を確保

したため遅延が生じたこと等が挙げられる。なお、土木工事の遅延に伴い、コンサルティ

ング・サービスの期間も伸びた。 

以上より、本事業は事業費が計画を若干上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、

効率性は低い。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

経済的内部収益率（EIRR） 

農家の純所得増加額及び観光収入43を便益、本事業に要する費用（工事費等）及び維持管

理費を費用、プロジェクト・ライフを50 年とした経済的内部収益率（EIRR）の再計算値は

17.38%となり、当初の想定計算値19.08%より若干低い値となった。その主な理由としては、

工事費等が当初計画により増加したことが挙げられる。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

審査時同様、事後評価時の実施機関は国家灌漑公社（NIA）である。ボホール灌漑 3 地域

（マリナオ・バヨンガン・カパヤス地域）を管轄するのは NIA 地方管轄事務所（第 7 管区）

である。このうち、本事業の運営維持管理を担っているのは、同管区傘下のバヨンガン事

務所である。なお、同事務所は本事業完成に則して、2010 年に第 7 管区より分離となり運

営を開始している。現在、第 7 管区はバヨンガン事務所を管轄する立場にある。 

事後評価時（2012 年 12 月時点）におけるバヨンガン事務所のスタッフ数は合計 20 名で

ある。総括責任者の下、2 部門（運営・エンジニアリング部、総務部）が本事業施設の運営

維持管理、水利費徴収業務、資機材調達、会計業務等を担当している。20 名のうち、本事

業のアウトプット（バヨンガン・ダム、幹線及び 2 次水路、排水路等）の専属・運営維持

管理スタッフ数は計 11 名である。 

また、バヨンガン灌漑地域の水利組合数は 21 である。水利組合の下には主に 3 次水路の

用水管理を行う灌漑組合単位（Turnout Service Area; 以下「TSAs」という）が存在し、その

数は 225 である。水利組合の役割は、バヨンガン事務所が行う水利費徴収業務の支援（例：

支払が滞っている農家への督促等）、灌漑水路の配水モニタリング、バヨンガン事務所から

                                                   
43 「観光収入」が 便益とされている背景には、本事業対象地域周辺には観光資源（チョコレート・ヒルズ

等）が存在することに加え、バヨンガン・ダム貯水池周辺も景観散策スポットとして認識されているため

である。（補足情報として、地元自治体は予算を充てて、同ダム貯水池周辺にあずま屋やベンチを設置す

るなど、来訪者への憩いの場を提供している） 
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委託される用水路の維持管理（例：沈泥の除去、除草、護岸壁コンクリートパネルの清掃

等）である。なお、TSAs の役割は、3 次水路レベルにおける配水状況のモニタリングや水

利組合と同じく水利費徴収業務の支援（主に 3 次水路周辺エリアのみ）等である。 

 バヨンガン事務所の運営維持管理を担うスタッフ数は、業務内容に照らして充分である

と見受けられた44。また、同事務所は水利組合とは適時連絡を取り合い、関係が良好である

ことも確認できた45。加えて、NIA・ローカルNGO・農民等から構成されるステークホルダ

ー・ミーティング等も定期的に開催されている。以上より、バヨンガン事務所の運営維持

管理体制については概ね問題ないと考えられる。 

 

【水利組合と IMT について】 

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を徐々に水利組合

に移管することを目的として、2008 年に灌漑管理移転プログラム（Irrigation Management 

Transfer Program; 以下「IMT」という）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（Model No.1-4）のIMT契約を交わし、灌漑施設の維持管理や水利費

徴収業務を移管するものである46。 

既出のとおり、バヨンガン灌漑システム内の水利組合数は 21 であるが、現在全組合が

Model No.1 に移行している。Model No.1 は、灌漑システム全体の維持管理はNIA及びバヨン

ガン事務所が責任を有する一方で、水利組合はIMT契約に基づいて、特定区間の水路の除草、

ゴミの除去、水路越流の応急処置等の水路維持や水利費請求書の配布、支払いキャンペー

ン及び徴収の支援等を担っている47。 

 

3.5.2  運営・維持管理の技術 

 本事業完成後、NIA はバヨンガン事務所の運営維持管理スタッフや水利組合員に対して

研修・トレーニングを実施している。2012 年には、有償資金協力専門家により維持管理業

務スキルの向上を目的としたトレーニングが開講され、運営維持管理スタッフと水利組合

員計 62 名が参加している。講習・研修を受けた同事務所スタッフ及び水利組合員にインタ

                                                   
44 同スタッフは完成した施設にメンテナンス上の問題が発生すると直ちに現場に向かい対処に努めるなど、

維持管理体制が整っていることが確認できた。 
45 補足情報として、バヨンガン事務所の幹部･スタッフは水利組合スタッフと定期会議（System Management 
Committee）を開催している。作付前の年 2 回（雨期･乾期）に作付面積数、灌漑用水の配分計画等につい

て協議を行い、作付計画や情報共有を行っている。同事務所によると、今後も定期的に右会議の開催を継

続するとのことである。 
46 Model 番号が大きいほど、水利組合の管理責任・権限が大きくなり、高い維持管理レベルを求められる。 
47 全水利組合が IMT Model No.1 に加入した時期は 2011 年 12 月である。比較的最近の移管ということもあ

り、その効果･発展性等に関するレビューは特段得られなかったが、バヨンガン事務所は水利組合が担う灌

漑用水の配水やその他の活動に対して（主に定例会議の場で）助言等を行っていることを確認した。水利

費徴収業務に関しては、バヨンガン事務所は水利費徴収業務を担い、各水利組合は同事務所の水利費徴収

業務をサポートする関係にある。 
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ビューしたところ、「内容は有意義であった。実際の維持管理業務に役立つものが多かった」

等のコメントがあった。このほか、事業完成直後の 2009 年には、NIA により灌漑水路にお

ける適正な配水及び節水技術の取り組み、水管理システムの理解促進をテーマにした研修

が開講され、多くの運営維持管理スタッフと水利組合員が参加した。新規スタッフ向けの

OJT も必要に応じて実施されている。現地調査時にバヨンガン事務所スタッフ及び水利組合

員に対してインタビューを行ったところ、「灌漑用水の適正な配水実現及び水路の品質維持

のためには運営維持管理の向上を重要と考え、日々業務に取り組んでいる。研修・講習で

習得したことも活かしていきたい」等のコメントがあった。加えて、同事務所の運営維持

管理スタッフは十分な職歴・経歴を有し、水利組合員も維持管理を行うスキルを備えてお

り、「3.5.4 運営・維持管理の状況」で述べる維持管理業務に問題なく取り組んでいる。以

上より、バヨンガン事務所スタッフ及び水利組合員による運営維持管理の技術面には特段

大きな問題はないと見受けられる。 

 

3.5.3  運営・維持管理の財務   

表 7 はバヨンガン事務所の直近 3 カ年の運営維持管理予算及び実績である。バヨンガン

事務所の運営維持管理予算は NIA 第 7 管区より配賦される。費目構成としては、人件費と

維持管理費である。なお、同予算の財源は水利費である。 

2012 年のバヨンガン事務所の運営維持管理予算額は前年比で増加している48。対予算比で

の執行額（実績額）にも余裕があることから、同管区はバヨンガン灌漑地域に対して手厚

い対応を取っていることが窺える。バヨンガン事務所にもインタビューを行ったところ、

「現在の配賦予算は充分である」とのコメントがあった。以上より、同事務所の運営維持

管理予算は充分な水準にあると判断できる。 
 

表 7：バヨンガン事務所の運営維持管理予算及び実績額 
                                   （単位：ペソ） 

 2010 年 2011 年 2012 年 

予算額 

人件費 315,000 
(2,800,000) 355,000 790,645 

維持管理費 150,000 
(3,500,000) 200,000 2,186,370 

合 計 465,000 
(6,300,000) 555,000 2,977,015 

実績額 人件費 N/A 
(796,233) 313,943 556,260 

                                                   
48 同表について同管区にインタビューを行ったところ、「2010 年については事業完成後の移管期であった。

バヨンガン事務所の運営維持管理予算は費目立てられていたものの、実際は同管区の予算（表 8 内括弧書

きの金額）が使用されていた。かかる事情により、同年のバヨンガン事務所の実績額は不明である（＝予

算支出はあったものの、同管区はデータが整備されていなかったとのこと）。なお、2011 年以降はバヨンガ

ン事務所が本格的に運営開始したため、予算及び実績額は明確となった」とのことであった。 
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維持管理費 N/A 
(291,804) 153,633 227,112 

合 計 N/A 
(1,088,037) 467,576 783,372 

出所：NIA 第 7 管区 
注 1：括弧内の数値は NIA 第 7 管区全体の予算及び実績  
注 2：2012 年の実績額は 10 月末迄のもの 

 

以下、図 14 は、農家が負担する水利費の負担水準49に関する受益者調査結果である（サン

プル数は 100 農家。対象農家の詳細は 3.3.1.1 参照）。「非常に高い」・「高い」という意見は

あるものの、7 割以上の農家は徴収される水利費について「妥当である」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14：水利費の水準についてどう思うか（2012 年乾期） 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

現地調査では、バヨンガン・ダムの水量調整及び統合水管理システムの管理･操作・デー

タ計測状況、幹線水路・2 次水路・排水路の水門開閉等の運営維持管理状況を確認したとこ

ろ、特段問題は見受けられなかった。各施設の管理・活用・稼働状況は良好であった。既

出のとおり、本事業の運営維持管理はバヨンガン事務所により実施されているが、バヨン

ガン・ダム及び統合水管理システムに関しては、スタッフが常駐し、水門の開閉（放水量

の調整）、ダム水位モニタリングや降雨量の計測、運営・維持管理等を担っている。幹線・

2 次水路についてはスタッフが灌漑用水の配水及び分水路の水門開閉等を担っている。排水

路に関しても同様に排水ゲートの開閉などの管理が行われている。一方、水利組合は「3.5．

1. 運営維持管理の体制」で述べた維持管理活動（バヨンガン事務所から委託される用水路

の維持管理。一例として、沈泥の除去、除草、護岸壁コンクリートパネルの清掃等）を行

                                                   
49 ボホール灌漑地域における水利費は、水稲作付面積（雨期、乾期それぞれの作付面積ごとに）1ha に対

し籾 150 kg または、籾 150 kg に相当する 2,550 ペソ（1 kg 当たり単価 17 ペソ）を NIA 管理事務所へ支払

うことになっている（本事業対象地域内のすべての農家は土地台帳を有しており、登録した面積に応じて

水利費が設定される）。なお、気候変動による旱魃、害虫被害、稲の病気、灌漑用水の供給不足等により籾

収量が 1ha 当たり 2t に満たない場合は水利費の徴収を免除されている。 
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っているが、組合員へのインタビューを通じて大きな問題は見受けられなかった。加えて、

本事業で調達された重機・車輌等も適切に使用・保管されていることを確認した。 

スペアパーツに関しては、バヨンガン事務所は NIA 第 7 管区に調達申請を行い受領して

いる。バヨンガン事務所の幹部によれば、申請するものによっては時間を要することもあ

るが、概ね予定どおり調達できているとしている。運営維持管理スタッフは基本的に平日

月～金曜日 8 時間勤務体制であるが、緊急時などには土･日曜日も勤務している。また、同

事務所には維持管理マニュアルが備わっており、各スタッフは日々の業務の中で必要に応

じて活用している。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 

 

4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、ボホール島東北部のバヨンガン地域において、農業生産基盤の強化による米

の増産を目的に、灌漑用ダム、幹線・2 次水路、排水路の建設及び圃場整備を行った。事後

評価時において、本事業は農業生産基盤の強化に係る開発政策ニーズ及び灌漑施設の整備

計画に係る開発ニーズとの整合性が認められる。本事業により幹線･2 次水路等が整備され

た結果、灌漑可能面積及び単収は目標値を概ね達成している。また、事業完成後において

（目標値の指標はなかったものの）米の生産高は増加傾向にあり、水利費徴収率も審査値

の実績以上を達成している。加えて、農業粗収益額は審査時の完成後目標値以上を達成し、

受益者調査結果も概ね良好である。事業期間は計画を大幅に上回り、事業費は若干超過し

て完成した。実施機関による運営維持管理体制、技術、財務等には現状として大きな問題

は見受けられない。以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

（フィリピン側への提言）  

・実施機関は本事業対象地域（バヨンガン地域）において、農民の意見を踏まえつつ、引

き続き農民への便益発現に注力するとともに、末端水路のコンクリート・ライニング化に

必要な予算を計上し、農家の意見も取り入れつつ工事を進めることが望ましい。2012 年よ

り実施機関本部はバヨンガン地域の末端水路コンクリート･ライニング化にかかる予算を

初めて配賦し、工事が徐々に進捗している。しかしながら、水利組合・農家から水路のコ

ンクリート・ライニング化による灌漑用水の効率的な配水に関する要望が引き続き多いた
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め、同工事を引き続き進めることが重要であると考えられる。 

・州農業局は NIA とも協力し、稲作農家や水利組合に対して、新しい種籾導入を含む稲作

技術普及やビジネスとしての農業のあり方等をテーマにした研修・トレーニングや講習を

実施しているが、引き続きこれら支援を継続することが望ましい。上記の末端水路のコン

クリート・ライニング化だけでは、灌漑農業が始まってまだ間もないバヨンガン地域の水

利組合及び農家の耕作能力の向上は容易でないと考えられるため、稲作や耕作技術の研修･

トレーニングを主体としたソフト面の支援も当面は必要と考えられる。また、現在 NIA も

組織開発普及員（IDO）を増員させ、当該地域の水利組合・農家の活動をサポートし、彼ら

から一定の好評を得ているが、本活動も継続することが望ましい。 

（JICA 側への提言）  

・NIA は本事業対象地域における灌漑農業は始まってまだ間もないと認識した上で、作付・

受益面積の状況、収穫高、水利費徴収について継続して主体となってモニタリングを行う

ことが望ましい。これら業績指標データを把握することで、必要なアクション及び支援の

必要性が把握可能となるためだが、NIA は右モニタリングに努力を払い、JICA は必要に応

じて支援（例：水利組合や農家を対象とした研修実施等）を続けることは更なる開発効果

発現という観点から有意義と考える。 

・加えて、NIA 本部がコンクリート・ライニング化工事の予算配賦を引き続き実施するよ

う、JICA は当面は定期的に申し入れを行うことも有意義と考えられる。 

 

4.3  教訓 

・事後評価時点において、末端水路のコンクリート・ライニング化などのハード面、水利

組合･農家に対する研修･トレーニングなどのソフト面の支援が確認される。しかし、これ

らハード・ソフト面の支援は事業完成後において本格的に開始されたこともあり、特に末

端農地における灌漑用水の配水状況について一部農家からの不満が引き続き確認される。

したがって今後の類似事業においては、事業効果の早期発現を目指すために、事業形成時

に上記のハード面・ソフト面の支援も対処できうる範囲で検討・計画すべきである。 

・本事業完成後に有償資金協力専門家によるバヨンガン事務所及び水利組合スタッフ向け

の講習、ワークショップ研修が実施されている。同専門家による講習・研修は同事務所ス

タッフのみならず、水利組合員の維持管理業務水準の向上にも肯定的な影響があることを

関係者へのインタビューを通して確認できた。同様な支援は有益であると判断されること

から、JICA は今後の類似事業において事業実施前・実施中から技術的支援による事業効果

促進のための取り組みを進めるべきである。 
以 上 
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主要計画／実績比較 

項  目 計  画 実  績 

①アウトプット  [土木工事] 
①バヨンガン･ダムの建設：ゾーン

型アースフィルタイプ、有効貯水

容量 25.1MCM、堤高 35.5m、流域

面積 11.2k ㎡、 
②幹線水路：12.7km（バヨンガン

地域） 
③2 次水路：49.7km（バヨンガン

地域） 
④2 次水路：18.0km（カヤパス地

域） 
⑤排水路：65.3km 
⑥圃場整備：2,800ha 
 
[機器調達] 
①統合水管理システムに係る機器

の調達：ダム水位計測機器、雨量

計測器、PC 機器、ケーブル敷設等 
②建設機器の調達：ブルドーザー

等の重機、トラック等の車両一式 
 
[コンサルティング・サービス] 
323M/M（外国：157M/M、ローカ

ル：166M/M） 
主な TOR は、入札書類のレビュ

ー、入札評価補助、施工監理、統

合水管理システム整備に係る NIA
職員のトレーニング、水利組合の

組織化支援、環境モニタリング支

援等 
 

 [土木工事] 
①バヨンガン･ダムの建設：計画ど

おり 
 
 
②幹線水路：17.76km（バヨンガン

地域） 
③2 次水路：42.40km（バヨンガン

地域） 
④2 次水路：15.82km（カヤパス地

域） 
⑤排水路：66.91km 
⑥圃場整備：1,479ha 
 
[機器調達] 
①統合水管理システムに係る機器

の調達：計画どおり 
②建設機器の調達：計画どおり 
 
 
 
[コンサルティング・サービス] 
410.87M/M（外国：108.60M/M、ロ

ーカル：302.27M/M） 
予定どおり、入札書類のレビュー、

入札評価補助、施工監理、統合水管

理システム整備に係る NIA 職員の

トレーニング、水利組合の組織化支

援、環境モニタリング支援等が実施

された。 

②期間 1999 年 12 月～2005 年 6 月 
（67 ヶ月） 

1999 年 12 月～2008 年 9 月 
（106 ヶ月） 

③事業費 

  外貨 

  内貨 

  合計  

  うち円借款分 

  換算レート 

 

 

 
       4,474百万円  
       2,679百万円  
       7,153百万円  
       6,078百万円  

1US ドル＝121円  
1ペソ＝3.0円  

 （1999年9月）  

 
1,636百万円  
6,017百万円  

        7,653百万円  
        6,014百万円  

1ペソ＝2.21円  
    （事業実施中平均）  

  


