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フィリピン

カミギン島防災復旧計画

外部評価者：株式会社日本経済研究所 西川圭輔

株式会社日本経済研究所 伊藤友見

０. 要旨

本事業は、河川流域における土石流災害の防止と渡河交通アクセスの改善を図るため、

カミギン島において砂防ダムの建設と橋梁の修復を行った事業である。本事業は、フィリ

ピンの開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策と整合しており、妥当性は高い。事

業の内容はほぼ計画通りに実施され、事業費・事業期間ともに計画内に収まっていること

から、効率性も高い。有効性に関しては、橋梁通行速度の改善、土石流災害の発生の防止、

および安全で円滑な渡河交通の確保という点で効果は発現していることが確認された。イ

ンパクトについても、ソフト面とハード面を合わせた総合的な防災体制の整備、フバンゴ

ン橋梁付近の交通量の増加、市場へのアクセス改善、安定的な物資輸送、観光地としての

イメージの向上への貢献がうかがわれ、本事業の有効性・インパクトは高い。持続性につ

いては、体制面・技術面・運営維持管理の状況に問題はうかがわれなかった。財務面につ

いては、一部定量的な側面から判断するための十分な情報が得られなかったが、維持管理

活動の内容および日常の維持管理活動は実施できており、特段の問題はうかがわれなかっ

たことから、持続性は全体的に高いといえる。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

１. 事業の概要

事業位置図 事業で整備した砂防ダム（上流側）

１.１ 事業の背景

カミギン島はミンダナオ島の北約 70km に位置する、人口約 8.1 万人（計画時）の火山島

である。2001 年 11 月、台風ナナンによって土石流が発生し、同島では死者・行方不明者が

250 人（うちマヒノグ町 224 人）に上った。水道・道路などのインフラのほか、家屋、水田
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など被害は広範にわたり、被害総額は約 5 億円となった。

この災害後、公共事業道路省（Department of Public Works and Highways、以下、「DPWH」

という）地域 X 担当事務所およびカミギン州政府は、JICA に対して技術協力を要請し、2003

年には「カミギン島防災復興基礎調査（在外基礎調査）」、2004 年には「非施設的対策のた

めの防災基礎調査（在外基礎調査 2）」が実施された。2003 年に実施された在外基礎調査で

は、カミギン島内の主要河川についてハザードマップが作成され、構造物対策（ハード面

での対策）に併せて非構造物対策（ソフト面での対策）を実施するよう提言がなされた。

この提言を受けて、2004 年の在外基礎調査では、危険地域の線引き、雨量計の設置と観測

の指導、警報基準の設定、防災マニュアルの作成、防災訓練の実施が行われた。

しかしながら、2001 年の災害時に特に大きな被害を受けたフバンゴン川およびポントド

川の流域では、特に防災のためのハード面での対策は実施されておらず、また、被災した

フバンゴン橋は損傷したままの状態で修復されていなかったことから、同様の被害が発生

する危険性があった。

そのため、フィリピン政府は 2006 年に日本政府に対して無償資金協力を要請し、砂防ダ

ム 2 基の建設およびフバンゴン橋の修復を行う本事業が実施されることとなった。

１.２ 事業概要

カミギン島において砂防ダムの建設と橋梁の修復を行うことにより、河川流域における

土石流災害の防止と渡河交通アクセスの改善を図り、もって住民生活水準の維持向上およ

び持続的な経済成長に寄与する。

E/N 限度額/供与額 1,013 百万円 / 868 百万円

交換公文締結/贈与契約締結 2009 年 6 月 / 2009 年 6 月

実施機関 公共事業道路省

事業完了 2011 年 7 月

案件従事者
本体 施工業者：東洋建設株式会社

コンサルタント 株式会社建設技研インターナショナル

基本設計調査 2009 年 4 月

詳細設計調査 2009 年 12 月

関連事業 「カミギン島防災復興基礎調査（在外基礎調査）」

（2003 年）

「非施設的対策のための防災基礎調査（在外基礎

調査 2）」（2004 年）
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２. 調査の概要

２.１ 外部評価者

 西川圭輔（株式会社日本経済研究所）

伊藤友見（株式会社日本経済研究所）

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：2014 年 10 月～2015 年 9 月

 現地調査：2015 年 1 月 8 日～2 月 6 日、2015 年 4 月 5 日～4 月 18 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

本事業の計画時、フィリピンの「中期国家開発計画（2004 年～2010 年）」では、「貧困

撲滅」に向け、社会の安定につながる防災分野及び交通分野を重視していた。具体的に

は、自然災害に対する安全性の向上、観光地や農村と市場を結ぶ道路・橋梁の整備、全

国を結ぶ湾岸高速道路の整備を掲げており、本事業は同計画上重要なプロジェクトとし

て位置づけられていた。

事後評価時点の国家開発計画である「フィリピン開発計画（2011 年～2016 年）」では、

貧困削減と包摂的成長を目標に掲げ、その達成のために、増加する気候変動リスクや自

然災害からのレジリエンス（強靭性）を持たせるようなインフラ開発を行うことを中心

的な戦略の 1 つとしていた。

このように、貧困撲滅に向け、自然災害に対する安全性を向上させるという点で、本

事業は、計画時および事後評価時の両時点で国家開発計画に整合しているといえる。

３.１.２ 開発ニーズとの整合性

フィリピンは、国連「国際防災の 10 年（1990 年～1999 年）」の 終報告において、世

界で も災害にさらされている国として位置づけられていた3。本事業の計画時、2001

年 11 月の台風ナナンによる災害後も、特に被害の大きかったフバンゴン川およびポント

ド川流域においては災害防止施設の整備等のハード面の対策は行われず、河川には土石

堆積物が残留していた。そのため、再び同様の災害が発生する危険性があった。また、

被災したフバンゴン橋の復旧も行われておらず、片側交互通行での交通規制が行われて

いた。

本事業の完成後も、カミギン島においては、表 1 の通り、被害をもたらした洪水が発

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」
3 JICA 提供資料による。
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生している。本事業においては、特に台風ナナンの被害を大きく受けた地域において災

害防止に向けたハード面の対策が行われたが、事業実施後もカミギン島では台風等によ

る洪水が発生しており、災害対策のニーズは引き続き高い。

表 1 カミギン島において被害をもたらした洪水の発生状況

時期
被害を受けた

市の数

影響を受けた

人数
推定被害額
(百万ペソ)

Typhoon Seniyang
（台風セニヤン）

2014/12 5 3,277 1.25

Typhoon Ruby
（台風ルビー）

2014/12 5 3,341 記録なし

Tropical Storm Agaton
（熱帯暴風雨アガトン）

2014/1 2 34,500 15.0

Typhoon Pablo
（台風パブロ）

2012/12 5 1,807 11.26

Typhoon Gener
（台風へネール）

2012/7 4 4,898 60.5

（出所）カミギン州災害リスク軽減管理委員会

３.１.３ 日本の援助政策との整合性

本事業の計画時、フィリピンに対する国別援助計画（2008 年）では、重点開発課題「貧

困層の自立支援と生活環境改善」において、「基礎的社会サービス（貧困者を取り巻く生

活環境の改善）の拡充」を重点分野の一つとし、「自然災害からの生命の保護」をその方

針の一つに掲げ、優先度の高い地域における治水・砂防インフラの整備・維持管理の支

援および突発的な自然災害により甚大な被害が発生した地域に対する復旧・復興支援を

行うことが掲げられていた。また、JICA はフィリピンの防災分野の協力方針を「防災プ

ログラム」として取りまとめ、包括的なプログラムの展開を図っていくこととしていた4。

したがって、本事業は、計画当時の日本の対フィリピン援助計画における重点分野に

合致する事業であり、日本の援助政策との整合性は高い。

 以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策や開発ニーズに整合しているほか、

計画当時の日本の援助政策とも整合しており、妥当性は高い。

３.２ 効率性（レーティング：③）

３.２.１ アウトプット

 本事業の計画内容と実績は表 2 の通りであった。

4 従来実施してきた、構造物対策を中心とする中央政府の能力向上支援に加え、コミュニティの防災能力

を向上させるための支援を視野に入れたハードとソフトの融合による協力を図ることとし、各種協力スキ

ームの連携による包括的なプログラムの策定を進めた。その結果、洪水土砂災害対策及び火山地震災害対

策への支援を強化しフィリピンの防災力を向上するために、8 つの協力プロジェクトが提案された。
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表 2 本事業の計画内容と実績

計画内容 フバンゴン橋及びその取り付け道路の改修

（橋長 40.9m、取り付け道路 左岸側 10.75m、右岸側 10.15m）

上流側砂防ダム及び維持管理用道路の建設

（ダム高 10m、堤頂長 115m、道路 525m）

下流側砂防ダム及び維持管理用道路の建設

（ダム高 12m、堤頂長 70m、道路延長 657m）

実績 フバンゴン橋及びその取り付け道路の改修

（橋長 40.9m、取り付け道路 左岸側 10.75m、右岸側 10.15m）

上流砂防ダム及び維持管理道路用の建設

（ダム高 10m、堤頂長 115m、道路 520m）

下流砂防ダム及び維持管理用道路の建設

（ダム高 12m、堤頂長 70m、道路 660m）

（出所）JICA 提供資料より作成

フバンゴン橋および上流側・下流側砂防ダムともに、表 2 に示した通り概ね計画通り

に実施されたが、詳細設計内容から合計 5 点の変更が加えられた。このうち主な変更点

は表 3 の通りであった5。

表 3 計画内容（詳細設計）からの主な変更点

フバンゴン橋上部工横桁の横締め

（PC 緊張）の変更等

工期遅延の防止又は工期の短縮を目的とし、調達し

易い資材の利用に変更することによる設計変更。

砂防ダム基礎掘削線の変更 設計時は基礎状況を想定し設計を行ったが、基礎掘

削作業を進める過程で明らかになったダム基礎全面

の状況に合わせて基礎掘削線を変更。上流・下流両

砂防ダムのダム高は変更なし。

砂防ダムアクセス道路線形の変更 設計時測量において把握できなかった地形の微妙な

凸凹に合わせ線形を微調整し、アクセス道路延長を

上流ダム 520.3m、下流ダムは 660.4m に変更。

（出所）JICA 提供資料より作成

5 軽微な変更は、フバンゴン橋台基礎の場所打ち杭に関する変更 2 点であった。



6

フバンゴン橋 事業で整備した砂防ダム（下流側）

設計変更が行われた点については、DPWH およびカミギン州政府よれば不都合は生じ

ておらず、また、事業コンサルタントへのヒアリングにおいても、変更は現地の状況に

合わせたもの、あるいは工期遅延の防止または工期短縮を目的とし、調達しやすい資材

の利用に変更したものとのことであった。そのため、これらの変更は軽微かつ適切であ

ったものと考えられる。現地調査においても、事業効果の発現に対して支障となる点は

見受けられなかった。

なお、計画時、フィリピン側の主な分担事項として、建設用地の確保、建設のための

仮設用地の確保、工事に必要な接続道路の整備、工事の支障となる電柱・水道管の移設、

ゲートの設置が予定されていた。これらの項目は全て実施されており、特段の問題はう

かがわれなかった。

（出所）JICA 提供資料

図 1 カミギン島内における事業の実施箇所
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３.２.２ インプット

３.２.２.１ 事業費

本事業の事業費は、日本側負担分 1,013 百万円、フィリピン側負担分 5 百万円が計

画されていた。実際の事業費は、日本側負担分は、入札で競争原理が働いたことと為

替変動の影響により、868 百万円に収まった。また、計画内容に沿ったフィリピン側

負担分の実績額は 3.9 百万円であった。そのため、合計の総事業費は計画 1,018 百万

円に対して、実績 872 百万円（対計画比 86％）であり、計画内に収まっている。

３.２.２.２ 事業期間

本事業の事業期間は、2009 年 6 月（交換公文締結）から 2011 年 8 月まで、詳細設

計・入札期間を含め計 25.5 ヵ月が想定されていた。実際の事業期間は、2009 年 6 月

から 2011 年 7 月までの 25.1 ヵ月であり、計画内に収まった（対計画比 98%）。事業コ

ンサルタントによると、工事が順調に行われたことから、事業全体が予定期間内で完

了したとのことであった。

以上より、本事業のアウトプットはほぼ計画通りであり、事業費および事業期間ともに

計画内に収まっていることから、効率性は高い。

３.３ 有効性6（レーティング：③）

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標）

３.３.１.１ 運用指標

計画時、フバンゴン橋は片側交互通行で交通規制が行われており、橋梁通行速度は

5～10km/h であったが、本事業の実施により表 4 の目標値を達成することが想定され

ていた。

表 4 本事業の運用指標の推移

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値

2008 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年

審査年
事業完成

3 年後

事業完成

1 年後

事業完成

2 年後

事業完成

3 年後

橋梁通行速度
5～10
km/h 60km/h 50km/h 60km/h 60km/h

（出所）JICA 提供資料、質問票回答

注：基本設計調査時点の当該橋梁の設計速度は 50km/h であったが、現地では実際の制限速度は

60km/h に設定されていたことから、後者を判断基準とした。コンサルタントへ確認したところ、

60 km/h で通行することによる強度上の問題は発生しないとのことであった。

6 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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上表の通り、フバンゴン橋では目標年である事業完成 3 年後までに 60km/h での通

行が可能となっており、計画時に設定した目標値に達している。

３.３.１.２ 効果指標

本事業の実施により、土石流災害の回数（100 年超過確率以下の降雨の場合）がゼ

ロになることが想定されていた。

 実施機関によれば、表 5 の通り、土石流災害（100 年超過確率以下の降雨の場合）

は発生していないとのことであり、計画時の目標値を達成している。

表 5 本事業の効果指標の推移

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値

2008 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年

審査年
事業完成

3 年後

事業完成

1 年後

事業完成

2 年後

事業完成

3 年後

土石流災害の回数

（100 年超過確率以

下の降雨の場合）

土石流災

害が発生

している

0 0 0 0

（出所）基本設計調査報告書、実施機関提供等

３.３.２ 定性的効果（その他の効果）

計画時、本事業の定性的効果として、安全で円滑な渡河交通が確保されることが期待

されていた。

本事業の実施後のカミギン島における洪水発生および被災の状況は表 1 の通りである。

2012 年 7 月の台風ヘネールにより、本事業で整備した施設が立地するマヒノグ市を含む

4 つの町で洪水が発生したが、死傷者・行方不明者は発生しなかった。また、その他の台

風等についても、熱帯暴風雨アガトン（2014 年 1 月）により鉄砲水が発生した際、感電

により死者が 1 名出たほかは、死傷者・行方不明者は報告されていない。本事業で整備

した砂防ダムにより土石流被害が軽減されるとともに、本事業以前に実施された在外基

礎調査において避難計画・訓練といったソフト面の防災対策支援が行われており、これ

らを総合的に勘案すると、本事業は死傷者や行方不明者が事業実施後に発生していない

ことに対して一定の貢献をしていると考えられる。

また事後評価時に実施した受益者調査7の結果によれば、回答者の 98.8％がフバンゴン

橋での交通が安全で円滑になったと回答している。この結果から、フバンゴン橋におい

て安全で円滑な渡河交通は確保されているものと考えられる。

7 フバンゴン橋利用者または周辺住民および砂防ダム周辺住民計 163 名に対し、橋改修による安全で円滑

な交通流の確保およびアクセス改善状況、物資の安定輸送の確保状況、橋改修・砂防ダム建設による経済

状況の変化、災害に対する安全性の向上に関する認識、施設完成後の災害発生状況とその際の被災状況等

について質問票調査を実施した。



9

３.４ インパクト

３.４.１ インパクトの発現状況

   計画時、本事業の実施により以下のインパクトが発現することが期待されていた。

① 本事業の実施までに取り組んできたソフト面での防災対策との組み合わせによって

総合的な防災対策をとることができる。

② 対象地域での交通量の増加が期待される。

③ 周辺の農地～市場へのアクセスが安定し、物資の安定輸送が確保される。

④ 土砂災害の防止・軽減により、防災対策が行き届いた観光地としてのイメージが向

上する。

①については、例えばマヒノグ市が 2013 年に独自に警戒・避難計画を改訂するなど、

事業施設建設サイトであるマヒノグ市及びバランガイ8・フバンゴンでは、JICA による

支援を受けた経験が活用され、ソフト面での災害対策（ハザードマップ、警戒避難実施

基準、災害防止マニュアル等の作成・導入）が継続されており、ハード面と組み合わせ

た総合的な防災対策体制が整備されている。

具体的には、大規模な台風が接近した場合、州政府は気象情報に基づいた予警報を市

に伝達する。その予警報レベルに応じて、州・市・バランガイの各主体が取るべき行動

が定められており、 終的には各バランガイから住民への避難指示が伝えられる。一方、

被害状況については、バランガイから市へ、市から州政府へと報告が行われる体制とな

っている。

8 バランガイとはフィリピンの 小の地方自治体であり、いくつかのバランガイが集合して、ひとつの市

や町を構成している。
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表 6 災害時の各地方自治体の役割分担表

警戒レベル
PDRRMC

（州災害リスク軽減管理委員
会）

MDRRMC
（市災害リスク軽減管理委員会）

BDRRMC
（バランガイ災害リスク軽減管理委員

会）

1
（スタン
バイ）

1. 降雨の状況に応じて緊急勧

告を発出

2. PDRRMCを召集し、

PDRRMC各委員会の活動を開

始
3. PDRRMCはPDRRMC/オペ

レーションセンターの活動を
開始
4. 全てのPDRRMCレベルの

ネットワーキングを実施

1. MDRRMCの召集と活動開始

2. オペレーションセンターの活動開始

3. 警報機器の使用準備

4. 警報システムのネットワーク確認

5. BDRRMCに勧告を発出

6. 警告掲示板にNo.1のサインを掲示

7. 降雨量データの収集をMAOに指示、河

川の状況の観察およびMDRRMCへのデー

タ送付をBDRRMCに指示

8. 降雨量データをBDRRMCに送付

9. 避難のための車両確認

10.ヘルスワーカー及びボランティアのア

ベイラビリティ確認
11.Dep-Edは教師及び生徒に向けに情報を

発信
12.警戒レベルを2に引き上げるかどうか

の判断

1. MDRRMCからの勧告を受け、

BDRRMCを召集

2. 災害オペレーションセンターの活動

を開始
3. コミュニティボランティアを動員

4. 全ての警報機器の使用準備

5. 河川観察者に対し、河川状況の観察

およびMDRRMCへの河川状況のデー

タ送付を指示
6. 避難のための車両確認

7. 警報システムのネットワーク確認

8. 食糧備蓄の確認

9. BDRRMCの近くにバケツを配置

2

1. 警報システムのネットワー

クを確認
2. 避難のための車両の確認

3. 薬の備蓄を確認

4. 悪の事態の発生に備え、

ヘルスワーカーとボランティ
アのアベイラビリティ確認
5. 食糧備蓄状況の確認

1. 警戒レベルを1から2に引き上げ

2. MAOは1時間毎の降雨量データ収集を

継続
3. 降雨と河川の状況をPDRRMCに連絡

4. 降雨量のデータをBDRRMCに送付

5. 避難準備のための指示が必要な状況で

あるかどうかの判断をするため会議実施
6. 避難委員会は学校の校長および/又は警

備員から避難センターの鍵を受領
7. 避難に必要な物資の準備

8. 移動支援のため、対象住民へコンタク

ト

1. 河川の状況についての情報/データ

をMDRRMCに送付

2. 避難のための物資・備蓄の準備

3. 避難準備の指示が必要な状況かどう

かを判断するため会議を実施
4. MDRRMCに避難実施の準備を提言

3
（警報
準備）

1. 必要となる物資の準備につ

いてMDRRMCを支援

2. PDRRMCが供給困難なその

他の必要な物資について
RDRRMC（地方災害軽減管理

委員会）へ連携
3. 新の気象情報のモニタリ

ング継続、PDRRMC下位組織

への情報提供
4. 災害発生地域へのPDRRMC
スタッフの配置

1. 警戒レベルを2から3に引き上げ

2. 対象となる全てのBDRRMC下の住民を

避難させるための準備を指示
3. 避難候補者のマスターリストの確認

4. 避難の実施に備えて、避難センターを

開場
5. 避難のための支援者（医療スタッフ、

ヘルスボランティア、避難委員会を含
む）をBDRRMCに派遣し、BDRRMCに対

して支援者の補強を事前に実施
6. PNPは安全確保のため、避難センター

及び避難対象地域に警察を派遣
7. 避難指示の発出について判断するため

会議を実施

1. 避難指示が必要な状況かどうか判断

するための会議を実施し、MDRRMC
に対して避難指示を提言
2. 影響を受ける世帯に対して避難準備

の実施を連絡
3. 避難チーム及びバランガイヘルス

ワーカーを検査実施場所に派遣
4. 避難者のマスターリスト確認

4
（避難）

1. 避難のための迅速な支援を

行うためMDRRMCと連携

2. 全てのPDRRMCおよび支援

スタッフを避難活動のため配
置

1. 警戒レベルを3から4に引き上げ

2. BDRRMCとスタッフに対し避難を指示

1. コミュニティに対して避難を指示

（出所）カミギン州災害リスク軽減管理委員会資料より作成

本事業によりハード面での災害対策が行われたことから、住民は土砂の流入が軽減さ

れた環境の中で、適切な避難が実施できている。

②については、事業実施前の 2008 年時点におけるフバンゴン橋付近の上下線日平均交

通量は 1,193 台であったが、表 7 の通り、フバンゴン橋付近での交通量は事業完成後、

大幅に増加している。



11

表 7 フバンゴン橋梁付近の上下線日平均交通量

2009 年 2010 年 2011 年

(事業完成年)
2012 年

(事業完成 1 年後)
2013 年

(事業完成 2 年後)
2,037 2,151 3,353 3,743 4,330

  （出所）DPWH カミギン事務所提供データ

③については、受益者調査の結果によれば、回答者の 95.1％が本事業の実施により

市場へのアクセスが改善したと回答し、93.9％が物資の輸送がより安定したと回答した。

また、輸送業者へのインタビューによれば、本事業実施前は全てのトラックは重量制

限によりフバンゴン橋を通行できなかったため、島の反対側を周回するルートを取ら

なければならず、橋を通行する場合に比べ 2.5 倍近い距離と時間、さらに多額の燃料費

がかかっていた。しかし、本事業実施後にはフバンゴン橋を利用した 短ルートでの

輸送が可能になったとのことであった。このように、受益者調査の結果および物流業

者へのインタビューから、市場へのアクセスは計画時点と比べて改善し、物資輸送は

安定していると考えられる。

なお、同橋は、「中期国家開発計画（2004 年～2010 年）」にて掲げられた「全国を結

ぶ湾岸高速道路の整備」の対象ルートである中央湾岸高速道路のルート上に位置して

いる。本事業実施前は、減速走行や重量の観点からの迂回を余儀なくされていたが、

橋の改修によりこうした状況は解消されている、そのため、円滑な物資輸送等の実現

により、本事業はビサヤ諸島とミンダナオ島を結ぶ中継地において、同湾岸高速道路

の機能発揮にも寄与していると考えられる。

④については、事業実施前の 2007 年のカミギン島への観光客数は 193,012 人であっ

た。表 8 の通り、カミギン州への観光客は年々増加している。本事業で整備した砂防

ダムは観光スポットのひとつとして、また、大学生等の研修旅行先のひとつとして活

用されている。カミギン州政府は、観光客の安全のため手すりを砂防ダムに設置した

ほか、砂防ダムへのアクセス道路の未舗装部分を舗装するなど、砂防ダムとその周辺

を観光スポットとして活用するための取り組みを実施している。
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表 8 カミギン州観光客数

（単位：人）

年 外国人 OFW 内国人 司祭 合計

2008 9,815 751 242,042 29,563 282,171

2009 9,259 491 260,355 31,177 301,282

2010 7,342 552 283,142 28,132 319,168

2011 8,678 613 326,306 33,215 368,812

2012 9,104 647 350,490 40,412 400,653

2013 10,204* 873 388,729 42,412 442,218
（出所）JICA 内部資料およびカミギン州観光局提供資料

注：OFW：海外出稼ぎ労働者、司祭：カトリック教徒がフィリピンの聖週間（Holy Week）を祝う

ための年 1 回の祭りがあり、多くの司祭が訪れるもの

３.４.２ その他、正負のインパクト

３.４.２.１ 自然環境へのインパクト

計画時には、環境天然資源省環境管理局により、本事業は環境に重大な影響を及ぼ

すおそれのある事業ではないと判断されていた。

関係機関によると、本事業の実施に伴う自然環境へのマイナスの影響は、事業実施

中も事業実施後も発生しておらず、地域住民からも苦情等が寄せられたことはないと

のことであった。そのため、自然環境へのインパクトの観点からは特に問題はないと

考えられる。

むしろ、本事業の実施の結果、大洪水が抑制されていることにより、対象地域の被

害軽減といった点でプラスの自然環境への影響が発現しているとも考えられる。

３.４.２.２ 住民移転・用地取得

本事業の計画時には、住民移転が少ない（対象 1 軒）アクセス道路を選定すること

により、社会環境に与える負の影響を 小限にすることが想定されていた。

住民移転は、本事業の実施により、実際に事業対象地（アクセス道路部分）に居住

していた住民 1 軒で発生したが、国内法に準じて補償が行われたとのことであった。

事後評価時に、当該住民は新たな場所に住居を建設し、生活を送っていることが確認

された。また、用地取得については、国内法に基づいて数件の土地所有者に対して補

償が行われた。

このように、住民移転および用地取得ともに、国内法に準拠して実施されており、

特段の争議等も結果的に生じていないことから、問題なく実施されたと考えられる。

本事業の有効性は、フバンゴン橋の通行速度については、計画時の想定速度を達成して

おり、また、土石流災害（100 年超過確率以下の降雨の場合）も発生していない。定性的な

効果である「安全で円滑な渡河交通の確保」についても、受益者調査の結果等から達成し
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ているといえ、事業の効果は十分発現していると考えられる。

インパクトについても、マヒノグ市及びバランガイ・フバンゴンではソフト・ハードの

両面での総合的な防災対策体制が整備されていることが確認された。フバンゴン橋付近で

の交通量は事業完成後に増加しているほか、受益者調査の結果からも市場へのアクセス改

善、物資輸送の安定化、中央湾岸高速道路の機能発揮への寄与が見られた。さらに、カミ

ギン島への観光客は年々増加し、砂防ダムは観光スポット等として活用されていることが

見受けられた。したがって、本事業のインパクトも十分に発現していると考えられる。

以上より、本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。
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【参考】受益者調査の主な結果

 事後評価で実施した受益者調査につき、本文で記載した以外の主な調査結果は次の通り

であった。

1. 砂防ダムが建設されたことにより、生活する上でより安全になったと感じますか？

2. 本プロジェクトの実施により、カミギン島の経済状況に変化はありましたか？

3. 本プロジェクトが実施後、住民の災害に対する安全の意識に変化はありましたか？
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３.５ 持続性（レーティング：③）

３.５.１ 運営・維持管理の体制

 本事業の実施機関は DPWH である。運営・維持管理の体制としては、フバンゴン橋及

び取付道路については、通常の維持管理は DPWH カミギン地方事務所が担当し、大規模

修理は DPWH 地域 X 事務所が担当することとなっている。また、砂防ダムおよび維持

管理用道路については、通常の維持管理はカミギン州政府が行い、大規模修理は DPWH

カミギン地方事務所が実施することとなっている。事後評価時点で、本事業で整備した

施設の維持管理の責任分担について、DPWH とカミギン州政府との間で覚書は締結され

ていなかった9が、両者の間で業務分担は合意されているとのことであり、また、それぞ

れの運営・維持管理の責任範囲は明確であった。

DPWHカミギン地方事務所及びカミギン州政府の組織図は図2及び図3の通りである。

（出所）DPWH カミギン地方事務所提供資料より作成

図 2 DPWH カミギン地方事務所組織図

（出所）カミギン州政府提供資料より作成

図 3 カミギン州政府組織図

 フバンゴン橋の日常的な維持管理を担当している DPWH カミギン地方事務所は職員

数 51 名（うち技術者 19 名）という体制になっている。また、砂防ダムおよび維持管理

用道路の日常的な維持管理を担当するカミギン州政府エンジニアリング局は職員数 45

名（うち技術者 9 名）を擁している。本事業で整備した施設の維持管理に従事するそれ

9 2015 年 4 月時点で、署名に向けた DPWH 内決裁手続き中であった。
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ぞれの機関の人員体制は表 9 の通りであり、どちらの機関についても必要な人員は確保

されていると考えられる。

表 9 維持管理に従事する人員体制

DPWH
カミギン地方事務所

維持管理セクション

カミギン州政府

エンジニアリング局

維持管理セクション

チーフエンジニア 1 1
エンジニア 2 1

監督 2 1
機材オペレーター 3 2

ドライバー - 2
（出所）DPWH カミギン組織体制図及びカミギン州政府提供資料

３.５.２ 運営・維持管理の技術

 フバンゴン橋及び取付道路については、DPWH カミギン地方事務所のエンジニア 2 名

が DPWH 本部や地域事務所の研修を受け、橋梁技術者の認定を受けている。また、DPWH

カミギン地方事務所の維持管理セクションのスタッフは全員が 10 年以上勤務しており、

十分な経験を有していると考えられる。また、橋梁の維持管理については、定期点検が

DPWH によるマニュアルに沿って実施され、DPWH 地域事務所および DPWH 本部に報

告が行われている。

砂防ダムおよび維持管理用道路の維持管理については、カミギン州エンジニアリング

局のエンジニアにより行われているが、治水・砂防センター（Flood Control and Sabo

Engineering Center、以下「FCSEC」という）10へのヒアリングによれば、砂防ダム維持

管理については技術面での問題はないとのことである。

なお、橋の点検についての研修は毎年 DPWH 本部および地域事務所により実施され

ており、砂防ダムについてのエンジニア向け研修は FCSEC により不定期に実施されて

いる。

そのため、本事業で整備した施設の運営・維持管理のための技術レベルについては、

経験や技術を有するスタッフが担当しており、特段の問題はうかがわれなかった。

３.５.３ 運営・維持管理の財務

フバンゴン橋及び取付道路の運営・維持管理を担当する DPWH カミギン地方事務所の

全体予算、事務所全体の維持管理予算、そのうち橋梁の維持管理のための予算（一般歳

出法に基づく予算のみ）は表 10 の通りである。

10 DPWHの下で、治水・砂防施設の計画・設計・建設・維持管理の実施を目的とするセンターであり、日

本もその設立当初から、専門家の派遣、パイロットプロジェクトの実施、および研修の開催等、同センタ

ーの技術能力向上を支援している。
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表 10 DPWH カミギン地方事務所の全体予算および維持管理予算

（単位：千ペソ）

2010 2011 2012 2013 2014
事務所全体 281,518 115,641 279,289 193,930 270,687
維持管理費 2,813 7,665 27,315 11,600 10,742
維持管理費（橋梁） 不明 391 386 386 630

（出所）DPWH カミギン地方事務所提供資料より作成

DPWH カミギン地方事務所の橋梁に係る維持管理予算のうち、本事業で改修したフバ

ンゴン橋のみの維持管理費用を抽出することは不可能であったが、同事務所によれば、

フバンゴン橋は新しいこともあり、事後評価時点では維持管理費用はほとんどかからな

いとのことであった。事後評価時点で大規模メンテナンスは必要となっていなかった。

また、補修が必要になる場合は、通常の維持管理予算とは別に、橋梁の点検結果に基づ

いて DPWH 本部に予算申請を行い承認されることにより予算が割り当てられることに

なっている。そのため、フバンゴン橋と取付道路の維持管理について、予算配分プロセ

スを含め財務面での懸念はうかがわれなかった。

カミギン州政府の維持管理費については、事後評価において表 11 の情報が州政府より

提供された。計画時には、砂防ダムの維持管理費として年間 340,500 ペソが見込まれて

いた。本調査では十分な財務データが提供されたわけではなかったが、入手可能であっ

た表 11 のデータによれば、計画時の見込み額を下回っているものの、土砂が一定程度堆

積した段階で除去作業は行われており11、事後評価時点では予算面で特段の問題は見受

けられなかった。また、州政府からも予算不足という意見は聞かれなかった。そのため、

砂防ダムの運営・維持管理にかかる財務面での持続可能性については、事後評価時点で

は日常的な運営・維持管理が可能な予算は確保されていると考えられる。なお、本事業

のコンサルタントによると、本事業で建設した砂防ダムに対する大規模な補修は数十年

にわたり不要であるものとして計画されており、カミギン州でも大規模補修に関する計

画は存在しなかった。

表 11 カミギン州政府の維持管理予算
 （単位：千ペソ）

2010 2011 2012 2013 2014
総額 不明 不明 不明 5,839 6,424
維持管理費 不明 不明 不明 2,223 2,446
維持管理費（砂防ダム） － 不明 不明 223 245

（出所）カミギン州政府提供資料より作成

11 第 1次現地調査を行った 2015年 1月の前月に台風が襲来したが、その後川の流れには問題はなかった。

またカミギン州政府によると、砂防ダムにて採取した石は貴重な資材としてフィリピンの他の島にも輸送

され利用されているとのことであり、堆積土砂を除去するインセンティブもあると考えられた。
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３.５.４ 運営・維持管理の状況

現地調査におけるサイト調査では、砂防ダム、フバンゴン橋ともに、運営・維持管理

状況に特段問題は見受けられなかった。砂防ダムの日常の維持管理としては、概ね毎週

目視確認を行うほか、定期的なスケジュールではないものの、一定以上土砂が堆積した

時点で除去作業が実施されているとのことであった。現地調査の時も土砂の堆積はなく

川の流れには問題は見られなかった。フバンゴン橋についても、上述のマニュアルに基

づいて構造等の点検が行われており、特段の修理の必要性はこれまでに報告されていな

いことが確認された。

運営・維持管理の体制については、DPWH カミギン地方事務所およびカミギン州エンジ

ニアリング局のどちらにおいても維持管理に必要な人員は確保されていた。技術面につい

ては、必要な技術を有する維持管理スタッフが担当しており、特段の問題はうかがわれな

かった。財務面については、双方の機関において特段の問題は見受けられなかった。また、

事業で整備した施設も良好な状態で運営・維持管理されていることが確認された。

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、運営・維持管理

の状況も良好であったため、本事業によって発現した効果の持続性は高い。

４. 結論及び提言・教訓

４.１ 結論

本事業は、河川流域における土石流災害の防止と渡河交通アクセスの改善を図るため、

カミギン島において砂防ダムの建設と橋梁の修復を行った事業である。本事業は、フィリ

ピンの開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策と整合しており、妥当性は高い。事

業の内容はほぼ計画通りに実施され、事業費・事業期間ともに計画内に収まっていること

から、効率性も高い。有効性に関しては、橋梁通行速度の改善、土石流災害の発生の防止、

および安全で円滑な渡河交通の確保という点で効果は発現していることが確認された。イ

ンパクトについても、ソフト面とハード面を合わせた総合的な防災体制の整備、フバンゴ

ン橋梁付近の交通量の増加、市場へのアクセス改善、安定的な物資輸送、観光地としての

イメージの向上への貢献がうかがわれ、本事業の有効性・インパクトは高い。持続性につ

いては、体制面・技術面・運営維持管理の状況に問題はうかがわれなかった。財務面につ

いては、一部定量的な側面から判断するための十分な情報が得られなかったが、維持管理

活動の内容および日常の維持管理活動は実施できており、特段の問題はうかがわれなかっ

たことから、持続性は全体的に高いといえる。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。
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４.２ 提言

４.２.１ 実施機関への提言

カミギン島におけるソフト面とハード面の整備の経験の活用

DPWH では他地域における砂防ダム技術の活用を検討しており、同省が砂防ダムの建

設を行う場合は、カミギン島のマヒノグ市やバランガイ・フバンゴン等において、これ

までに JICA の支援を受けて実施されてきたソフト・ハード両面での総合的な災害対策

の取り組みを、活用予定地域の DPWH 地方事務所や地方自治体等に紹介し、砂防技術と

いうハード面のみでなく、避難計画の策定などのソフト面についてもカミギン島におけ

る経験の共有を促進することが望ましいと考えられる。そのためにも、カミギン州の関

係者を中心に、どのような点で本事業が災害による被害の軽減に貢献しているかについ

て、情報を収集・整理していくことが重要であると思われる。

４.２.２ JICA への提言

なし

４.３ 教訓

ソフト面とハード面の支援の有効な組み合わせ

本事業は、日本の支援でフィリピンにおいて実施されていた防災プログラムの 1 事業と

して位置づけられるものであった。本事業の実施に先立ち、ソフト面での防災対策につい

ての技術支援が行われており、本事業の事後評価時点においても、警戒・避難計画の独自

での改訂などに見られるように、その支援の成果が活用されていることが確認された。災

害対策については、ソフトとハードの両面に対応した総合的な対策が有効であると考えら

れるため、今後、類似の事業を実施する際には、現地の状況を確認の上、必要に応じてソ

フト面の技術支援についても併せて検討が行われることが、事業の効果を高める上で重要

であると考えられる。また、総合的な災害対策の経験を整理し、他地域に広めていくこと

も有益であると思われる。

以上


