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インドネシア 

リハビリ・維持管理改善事業（水資源セクター） 

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 鶴田浩史 

０．要旨 

本事業は、水資源セクターの円借款完成案件を対象に、特に緊急性・必要性の高い

ソロ川上流域の河川改修、ブランタス川流域の多目的ダムの堆砂対策と河川改修、北

スマトラ州のウラル灌漑の修復を通じて、運営・維持管理機関1の能力向上のための支

援を行うことにより、既存施設の機能回復、持続性の確保、ならびに維持管理体制の

改善と強化を図ったものである。本事業は、水資源開発・管理やインフラ整備を掲げ

るインドネシアの国家中期開発計画や開発ニーズ、日本の援助政策とも合致しており、

妥当性は高い。一方、事業費は計画どおりであったものの、事業期間が大幅に計画を

上回ったため、効率性は中程度といえる。ソロ川上流域やブランタス川流域では洪水

被害の緩和、ウラル灌漑ではコメの収量の増加が観察され、近隣住民の生活水準も向

上していることから、有効性・インパクトは高い。持続性については、各地域の工事

対象となった施設・設備は概ね適切に運営・維持管理が行われているが、運営・維持

管理機関の間の責任分掌で不明瞭な部分があることや、予防的メンテナンスの経験不

足、大規模な修繕は外部資金に頼らざるを得ない等、体制/技術/財務状況に軽度な問

題があり、中程度である。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１．事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業位置図 護岸・河床が補修されたソロ川上流 
（「流れがスムーズになった」等の運営・

維持管理機関や住民の意見があった） 

                  

                                                        
1 公共事業・国民住宅省（以下、「公共事業省」という。）水資源総局とその直轄のソロ川流域管理

事務所、ブランタス川流域管理事務所、スマトラ II 流域管理事務所を指す。 
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１.１ 事業の背景 

 インドネシアは、熱帯モンスーン気候の国であり、年間降水量は 1,500〜4,000m に

及ぶ。その約 80%は雨季（11 月〜3 月）に集中しており、雨季になると各地で洪水や

土砂災害が発生し、社会経済に多大な被害を与えてきた。また、近年は、これに加え、

人口増加（年 1.4%、2000 年当時）や経済成長が進む中、生活・工場用水への需要は

増大し（例えば、2003 年には年間 1,560 億 m3 であった水需要は、2015 年には 3,565

億 m3 となっている2）、水資源の絶対量も不足するようになり、適切な水資源の管理

が重要となってきている。 

 これらニーズに対して、審査時より事後評価時まで、水資源に関する基礎インフラ

の整備が課題となってきた。インドネシアは、水資源管理・保全に関する各種の法整

備を図りながら、長期的かつ総合的な水資源管理や開発を推進してきた。特に、本事

業のような主要河川のインフラ整備においては、1960 年代より、日本や世界銀行等の

協力を得て、多目的ダムの建設、治水対策、河川流域の灌漑開発等のインフラ整備が

進められてきた。 

 しかしながら、依然、インフラ整備は進んでいない。公共事業省への聞き取りによ

れば、2012 年の「大統領令第 12 号」（河川流域の決定に関する令）は、国内全河川・

合計 19,710 km のうち、約 55%が護岸整備すべき河川（既に護岸されているものを含

む）と指定しているが、その大部分が護岸整備・補修されていない状況である。同様

に、インドネシア国内で約 700 万 ha の土地が灌漑利用できると推定されているが、そ

の 4 分の 1 は、未整備・機能不全の状態にある。 

 また、既に整備された施設・設備に関しても、1990 年代後半より、工事完成後 30

年近くを経る施設・設備も増え、老朽化や機能低下も確認されるようになった。更に、

財政の慢性的なひっ迫や 1990 年代後半のアジア通貨危機から、インフラ施設の維持管

理が十分になされない状況に陥り、施設・設備の劣化が加速した。そして、これらの

結果として、公共サービスの質が低下しており、その回復のためには、既存インフラ

施設の機能を回復し、運営・維持管理機関の能力強化を図ることが急務となっていた。 

 

１.２ 事業概要 

 本事業は、特に緊急性の高い中央ジャワ州・東ジャワ州を流れるソロ川上流域の河

川改修、ブランタス川流域の多目的ダムの堆砂対策と河川改修、北スマトラ州のウラ

ル灌漑の修復を中心とする水資源セクターの円借款完成案件のリハビリ3を通じて運

営・維持管理機関の能力向上のための支援を行うことにより、既存施設の機能回復、

持続性の確保、ならびに維持管理体制の改善と強化を図り、もって住民の生活の安定

と水準の向上に寄与する。 
                                                        
2 WEPA: Water Environment Partnership in Asia “State of Water Environmental Issues” 
(http://www.wepa-db.net/policies/state/indonesia/indonesia.htm) (2015 年 3 月アクセス） 
3 ”リハビリ”には、既存の施設・設備の物理的な修復のみならず、既存の施設・設備の機能の回復

や補完も含まれ、そのために必要な施設・設備の新設工事も含まれた。 
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円借款承諾額 
/実行額 

14,696 百万円 / 13,784 百万円 

交換公文締結 
/借款契約調印 

2002 年 3 月 /   2002 年 10 月 

借款契約条件 金利 1.8％ 
返済 

 
30 年 

（うち据置 10 年） 
調達条件 一般アンタイド 

（コンサルタントは二国間タイド）

借入人/実施機関 インドネシア政府／公共事業省（現公共事業・国民住宅省）  
貸付完了 2012 年 8 月 
本体契約 

 
PT. Adhi Karya（インドネシア）／PT. Istaka Karya（インドネシア）（JV）、

PT. Brantas Aripraya／PT. Hutama Karya（インドネシア）（JV）、PT. 
Nindya Karya（インドネシア）／PT. Pembanunan Perumahan（インド

ネシア）／PT. Hutama Karya（インドネシア）（JV）、PT. Waskita Karya
（インドネシア）／PT. Wijaya Karya（インドネシア）／PT. Adhi Karya
（インドネシア）（JV） 

コンサルタント

契約 
日本工営（株）（日本）／八千代エンジニアリング（株）（日本）／日

本建設コンサルタント（株）（日本）／PT. Tata Guna Patria（インドネ

シア）／PT. Tri Tunggal Konsultant（インドネシア）（JV） 
関連調査 カランカテスダム建設事業他、リハビリ候補完成案件に関する援助効

果促進調査（2001 年） 
関連事業 【円借款】（カッコ内は借款契約調印年。また、回数は同年内に複数

回の借款契約が調印されたことを意味する） 
・ ウオノギリ多目的ダム事業（1976 年、1977 年（2 回）） 
・ マディウン川緊急治水事業（1985 年） 
・ ソロ川上流治水事業（1985 年） 
・ ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策事業（I）（II）（2009 年、

2014 年） 
・ カランカテスダム建設事業（1968 年、1969 年（2 回）、1970 年、

1971 年） 
・ カランカテス水力発電所建設事業（I）（II）（1970 年（2 回）、1971

年、1973 年）  
・ カランカテス第 2 期事業（1974 年、1975 年） 
・ ウリンギ多目的ダム事業（I）～（III）（1975 年、1976 年（2 回））

・ ブランタス川中流域河川改修事業（I）（II）（1979 年、1985 年）

・ カリポロン河川改修事業（1970 年、1971 年、1976 年） 
・ ポロン河改修事業（1988 年） 
・ クルド火山緊急砂防事業（1991 年） 
・ ウラル川河川改修事業（1971 年） 
・ ウラル川河川改修及び灌漑改良事業（1981 年） 
 
【技術協力】 
・ 河川流域機関実践的水資源管理能力向上プロジェクト（2008 年〜

2011 年） 
・ 水資源政策アドバイザー（2008 年〜2015 年） 
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・ ブランタス・ムシ川における気候変動の影響評価及び水資源管理

計画への統合プロジェクト（2013 年〜2016 年） 
・ 河川流域機関総合水資源管理能力向上プロジェクト・フェーズ 2

（2014 年〜2018 年） 
 

【無償資金協力】 
・ ソロ河下流ポンプ灌漑場整備計画（1991 年〜1992 年）  
・ ウォオノギリ多目的ダム貯水池堆砂緊急対策計画（2001 年〜2003

年） 
 

【他機関案件】 
・ 世界銀行・ジャワ灌漑改善・水資源管理プロジェクト（1994 年〜

2002 年） 
・ オランダ政府／世界銀行灌漑・水資源の管理体制改善プログラム

（2001 年〜2005 年） 
・ 世界銀行・ジャワ水資源戦略調査（2009 年〜2011 年） 
・ 世界銀行・水資源・灌漑セクター管理プログラム（2003 年〜2010

年） 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 鶴田 浩史（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：2014 年 9 月～2015 年 7 月 

 現地調査：2014 年 11 月 22 日～12 月 5 日、2015 年 3 月 2 日～3 月 5 日 

 

３. 評価結果（レーティング：B4） 

３.１ 妥当性（レーティング：③5） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

 審査時、インドネシア政府は中期国家開発計画である「国家開発プログラム 2000～

2004」（以下、「Propenas」という。）の中で、「公共施設及びインフラのサービス

レベルを維持するためのプログラム」として、既存のインフラ施設の修復・改善によ

る機能維持を重点課題の一つとして位置づけていた。また、Propenas の「水資源に関

する開発・管理プログラム」の中で、水源の拡大及び水利システム管理の効率化によ

る食糧増産・アグリビジネス進行促進が目的として設定された。 

 事後評価時においては、同政府は「中期国家開発計画 2010～2014」の中で、経済・

社会の成長の加速に必要な方策として「インフラ整備」が掲げられ、更に、水資源管

                                                        
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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理の改善が重点課題として位置づけられている。 

 以上より、審査時及び事後評価時においてインドネシアでは既存インフラの整備・

リハビリが重要視されており、国家計画、セクター計画、それぞれにおいて政策・施

策との整合性が認められる。 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

 上記の「１.１ 事業の背景」に述べたとおり、インドネシアでは、既存インフラ施

設の機能を回復し、運営・維持管理機関の能力強化を図ることが急務となってきた。 

 審査時、本事業の対象となったソロ川流域やブランタス川流域の河川では、これま

で様々な円借款事業により整備された施設・設備において、河床の極度の低下や堤防

の浸食、既設護岸・橋梁基礎・床固めが不安定化する等、今後の洪水被害のリスクが

高くなっており、リハビリ工事が急務であった。また、ウラル灌漑に関しても、河床

低下の問題により、灌漑用水の取水が困難になりうるといった問題が発生しており、

確実な取水を維持していくための措置が不可欠であった。施設・設備のメンテナンス

が十分かつ適切な対処がされていなかったことも、これら問題の一端であり、ソロ川

流域管理事務所、ブランタス川流域管理事務所、スマトラ II 流域管理事務所の能力向

上の必要性も高かった。 

 事後評価時、これらの状況は改善されてはきているが、依然、対応が求められてい

る。ソロ川流域管理事務所やブランタス川流域管理事務所等への聞き取りによれば、

本事業の工事対象以外の河川・ダム施設・設備において、修復が必要な箇所も多いと

のことである。ウラル灌漑においても、二次水路や三次水路の修復による農業生産性

の回復の余地が依然、存在する。維持管理能力に関しても、公共事業省水資源総局に

運営・維持管理局が設置される等、組織体制の整備・強化が進められているが、同局

の指摘によれば、予防メンテナンスの経験は十分ではないとのことである。 

 以上より、審査時及び事後評価時において、本事業は、これら河川・灌漑の水資源

関連施設のリハビリ及び維持管理能力の向上を対象としており、開発ニーズと合致し

ていたといえる。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

 審査時、日本の「海外経済協力業務実施指針」（2002 年）では、対インドネシア支

援の重点分野として、持続的成長軌道への回復に必要な社会・経済インフラの整備を

掲げた。また、「インドネシア国別援助実施方針」（2001 年）では、①経済安定、②

改革支援、③経済のボトルネックの解消のためのインフラ支援の 3 分野を掲げ、既存

施設のリハビリならびに維持管理支援を重要課題の一つと位置づけた。 

 従って、既存施設のリハビリを目的とする本事業は、日本の援助政策と合致してい

たといえる。 
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 以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、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 効率性（レーティング：②） 

３.２.１ アウトプット 

３.２.１.１ 工事・機材調達 

 詳細設計時や工事期間中に、工事内容の設計変更が発生したが、「対象河川・灌漑

の機能回復・持続に必要な工事」という事業のスコープに変更はなく、概ねアウトプ

ットは計画通りといえる。 

 1 回目の工事内容の変更は詳細設計時におけるものであるが、対象河川・灌漑の機

能回復・持続に必要な工事箇所の選定や優先度の見直し6、公共事業省の方針の変更7等

に合わせた設計の変更によるものである。この際、公共事業省からの要請に基づき8、

工事パッケージの再整理・細分化もされており、審査時には 7 パッケージを想定して

いたが、 終的には 13 パッケージとなった。 

 2 回目は、詳細設計後、ブランタス川の河川修復の際、熱水汚泥の発生への対処と

しての追加工事が急務となり、計画されていた 30ｍ級浚渫機材の調達の一部を中止と

することとなった9。その結果、対象河川・灌漑の機能回復・持続に必要な工事が全体

的に追加された。 

 3 回目は、事業期間中の後半に、ウラル灌漑の工事中に、既設灌漑エリア内の施設10

のリハビリの追加の必要性（長年水が行き渡らなかったことによる施設の劣化等）が

判明したためである。これにより、工事内容が追加された。 

 以上、浚渫機材の一部調達は中止されたものの、その余剰分、工事が追加されてお

り、また、その追加は「対象河川・灌漑の機能回復・持続に必要な工事」とのスコー

プを逸脱するものではなかったため、工事内容の変更は妥当だったといえる。 

                                                        
6 本事業は、「対象河川・灌漑の機能回復・持続に必要な工事」であったことから、詳細設計調査で

精査することで種々の問題（ブランタス川流域・堤防での河川水の漏出やウラル灌漑での頭首工種

類の変更）が見つかったり、年数の経過の中で新たな問題が生じたりする状況（上記のようなブラ

ンタス川流域での熱汚泥の発生やウラル灌漑での施設の劣化等）があり、その都度、必要性に基づ

き、工事の追加等が行われた。 
7 当初、ウラル灌漑の頭首工にゴム堰が使用されることが計画されていたが、維持管理のしやすさ

等の技術的議論の結果、固定堰を設置するよう方針が変更された。その結果、詳細設計も 2 回行わ

れた。 
8 事業の効率化等を理由（管理する工事対象が小さくなったり、パッケージの工事内容が統一され

たりすることで、作業効率が向上する等）に、工事パッケージの再整理・細分化が行われた。分離

契約ではこのようなメリットのほかに、 小化しすぎると業者間の調整の負担が増す、といった分

離リスクもあるが、 適なパッケージ数は、必ずしも明確に判断できるものではない。従って、表

5 のように、事業開始後や事業実施中に再整理・細分化による問題が発生したとしても、計画時の

判断として問題があったとは言えない。 
9 当時、実施機関は 10m 級浚渫機材を既に保有していたため、少なくとも短期的には浚渫作業に影

響が出ることはないと判断された。また、一方で、ブランタス川流域でサイフォンのリハビリ工事

途中で熱汚泥が発生し緊急対応が迫られており、そのための工事費の確保が必要であった。「浚渫」

のみに注目した場合、中長期的な課題を残す判断だったと考えられるが、事業全体としては緊急対

応が迫られており、やむを得ない判断だったといえる。 
10 灌漑農地や取水路、排水路、暗渠、サイフォン、分水工等。 
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表 1 本事業のアウトプットの計画及び実績 
工事 審査時の計画 実績 

①ソロ川流域修復工事 
ソロ川流域・マディウ

ン川河川改修 
・ソロ川上流護岸補修 
・マディウン川護岸・ゴム堰の

修復 

ほぼ計画どおり 
橋梁架け替え・基礎修復といっ

た追加工事あり 
②ブランタス川流域修復工事 
カランカテス多目的

ダム周辺域の改修 
・砂防ダム（5 カ所）の建設 
・放流口下流護岸補修 

ほぼ計画どおり 
砂防ダムの建設数の増加（6 カ

所）や床固ダムの建設（2 カ所）、

沈殿池（1 カ所）の建設といっ

た追加工事あり 
ウリンギ多目的ダム

周辺域・クルド山周辺

域改修 

・砂防ダム（7 カ所）の建設 
・バイパス水路の建設 

ほぼ計画どおり 
砂防ダムの建設数の増加（8 カ

所）といった追加工事あり 
ブランタス川流域・ポ

ロン川流域改修 
・護岸補修 
・河床修復 
・農業用取水堰の補修 

ほぼ計画どおり 
減勢装置の建設等の追加工事あ

り 
③ウラル灌漑修復工事 
ウラル灌漑修復 ・頭首工（1 カ所）の修復 

・導水路（1 次水路）の設置・

修復 

ほぼ計画どおり 
修復対象の導水路の追加（約

4km）や関連設備の整備（暗渠、

サイフォン等）の追加工事あり

④機材調達 
浚渫機材の調達 浚渫システム（2 ユニット）の

調達 
変更あり：調達台数の減少 
1 ユニットのみの調達 

（出所）計画：JICA 提供資料 
    実績：JICA 提供資料及び関係者への聞き取り結果 

  

３.２.１.２ コンサルティング・サービス 

 コンサルティング・サービスは、ほぼ計画どおりに実施された。 

 投入量については、大きく増加したものの、工事の進捗等に鑑みたスケジュールの

変更による適切な計画変更であったといえる。増加の理由は主に、工事期間中の追加

業務11や活動時期の見直し12、工期延長によるものである。 

  

                                                        
11 前掲脚注 7 参照。ウラル灌漑に関わる 2 回の詳細設計調査の実施。 
12 「ウラル灌漑の対象地域における水利組合の組成・強化に関するモニタリング・評価の実施」の

活動時期は、2004 年の水管理規則の施行に伴い、公共事業省の体制の準備等が必要となったため、

後ろ倒しに見直された。 
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表 2 本事業コンサルティング・サービスの計画及び実績 

 審査時の計画 実績 
サービス内容 1) 事業全体の管理 

2) モニタリング会合の開催 
3) 土木工事の入札、施工監理 
4) ブランタス川水管理公社（Perum 
Jasa Tirta 1、以下、「PJT1」という。）

のソロ支店設立のための支援 
5) ソロ川及びブランタス川におけ

る流域土砂管理計画の作成 
6) ウラル灌漑の水利組合の組成・

強化に関するモニタリング・評価

7) 環境対策関連業務 

ほぼ計画どおり。 
6) に関して、2004 年の水資源法の

施行に合わせ、活動内容・時期の微

修正は行われた。 
 
 

投入量 外国人技術者 432 人月、現地人技術

者 1,014 人月（サービス提供期間：

2003 年 1 月〜2007 年 12 月） 

外国人技術者 679.2 人月、現地技術

者 1,656.6 人月（サービス提供期

間：2003 年 10 月〜2012 年 6 月）

（出所）計画：JICA 提供資料 
    実績：JICA 提供資料及び関係者への聞き取り結果 

 

３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

 事業費の計画値と実績を表 3 に示す。総事業費は、当初計画では 17,408 百万円（う

ち円借款部分は 14,696 百万円）であったのに対し、実際の円借款部分は 13,879 百万

円と、審査時の円借款部分計画値の 94%となり、当初計画内に収まった13。 

 また、アウトプットに関しては、機材調達が計画よりも実績が下回ったものの、各

工事パッケージではその分の追加工事も行われたほか、事業途中において、パッケー

ジ14が追加されており、アウトプットの総量としては大きな過不足はなかった、と考

えられる。 

 以上より、妥当な事業費だったと判断する。 

  

                                                        
13 事後評価時、事業費に関し、相手国政府負担分については、政府予算及び公共事業省予算より支

出された正確な金額が記録として残っておらず、総事業費の信頼できる金額は把握できない。公共

事業省が保有しているのは、コンサルタントが作成した報告書のみであり、実施機関負担額は記載

されていない。このため、円借款対象部分の計画値との比較で判断せざるを得なかった。 
14 ウラル灌漑の工事が追加された。 
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表 3 事業費の計画値及び実績値 
（単位：百万円） 

項目 
外貨 内貨 全体 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 
全体 借款 全体 借款 全体 借款 全体 借款 全体 借款 全体 借款

土木工事 4,949 4,949 0 0 4,210 4,210 10,403 10,403 9,159 9,159 10,403 10,403

機材調達 1,415 1,415 447 447 734 734 202 202 2,149 2,149 649 649

ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾃ ｨ ﾝ

ｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ 
1,258 1,258 1,629 1,629 1,561 1,561 1,198 1,198 2,819 2,819 2,827 2,827

予備費 321 321 不明 0 333 248 不明 0 654 569 不明 0

用地取得

費 
0 0 不明 0 1,021 0 不明 0 1,021 0 不明 0

一般管理

費 
0 0 不明 0 745 0 不明 0 745 0 不明 0

税金 0 0 不明 0 861 0 不明 0 861 0 不明 0

合計 7,943 7,943 2,076 2,076 9,465 6,753 11,803 11,803 17,408 14,696 13,879 13,879
（出所）計画：JICA 提供資料 
    実績：JICA 提供資料及び運営・維持管理機関への聞き取り結果。 
注 実績の合計額が円借款実行額（13,784 百万円）と一致しないが、これは、JICA 提供資料の数値

が 6 月までに支払われた実績と 2012 年 7 月、8 月の実績は推定値として計算され、乖離があるため

である。 
 

 なお、円借款部分の事業費が下回った主な理由は、審査時からの為替変動によるも

のである。審査時、1 ルピア＝0.014 円（2001 年 10 月時点）であったのに対し、事業

実施期間は 1 ルピア＝0.011 円（2004 年 7 月〜2012 年 6 月平均）と円高であった。 

 

３.２.２.２ 事業期間 

 事業期間の計画と実績を表 4 に示すが、当初計画比 190%と計画を大幅に上回った。

パッケージ毎の工事期間の遅延理由は、主に、表 5 のとおりであり、アウトプットの

増加によるものではないため、アウトプットに比して事業期間は増大したといえる。 

 
表 4 事業期間の計画及び実績 

 審査時の計画 実績 
全体 2002 年 10 月（L/A 調印）～

2007 年 9 月（全工事の完成）

（60 ヶ月） 

2002 年 10 月（L/A 調印）～

2012 年 3 月（全工事の完成）

（114 ヶ月） 

コンサルタント選定 2002 年 10 月〜2002 年 12 月 2003 年 5 月〜2003 年 12 月

コンサルティング・サービス 2003 年 1 月〜2007 年 12 月 2003 年 12 月〜2012 年 6 月

工事（調達・建設） 2003 年 12 月〜2007 年 9 月 2005 年 5 月〜2012 年 3 月 
機材調達 2005 年 1 月〜2005 年 12 月 2005 年 11 月〜2007 年 6 月 
（出所）計画：JICA 提供資料 
    実績：JICA 提供資料及び運営・維持管理機関への聞き取り結果 
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表 5 事業遅延の主な理由 
主な理由 詳細 

詳細設計に

係る遅延 
 ウラル灌漑に関し、公共事業省水資源総局の方針変更により、詳細設計

調査が 2 回繰り返されることとなり、工事開始が約 1 年間、遅れた。 

工事運営に

係る遅延 
【施工業者の調達による遅延】 
 施工業者の入札参加資格の審査手続きが遅れた。 
【公共事業省の意思決定による遅延】 
 ウリンギ多目的ダム周辺のバイパス水路建設着手に関し、公共事業省水

資源総局の内部の合意形成に時間を要した。 
【天候による遅延】 
 洪水発生や雨季開けの遅れにより工期も遅れた。 
【追加工事等の発生による遅延】 
 工事途中、ブランタス川流域での熱泥水噴出等が発生し、対策工事等の

対応が必要となったため遅れた。 
【工事受注業者の共同企業体の運営管理体制・能力に起因する遅延】 
 ブランタス川流域の一部の工事では、大手企業と中小企業の共同企業体

により、工事が受注された。しかし、技術力・経験の劣る中小企業に対す

る大手企業の監理・支援は十分ではなかった。その結果、中小企業が担当

した工事では技術面15及び財務面でのトラブルが多発し、工事の遅延に繋

がった。 
【受注業者の内部の運営管理体制に起因する遅延】 
 ウラル灌漑の工事は大手企業が工事を受注したが、下請け工事業者への

支払いが遅れる等の問題が繰り返された。結果として、工事が停止した。

更に、下請け業者が代わることとなり、変更のたびに技術力の劣る業者が

配置されることになった。このため、遅延に繋がった。 
（出所）JICA 提供資料及び運営・維持管理機関への聞き取り結果 

 

３.２.３ 内部収益率（参考数値） 

 本事業の経済的内部収益率（以下、「EIRR」という。）は、表 6 のとおりである。

事後評価時の EIRR は、審査時と比較し、若干上回った。その理由は、審査時と比較

し、コメの価格高騰（審査時と比較し約 2.7 倍程度、各州年報のコメ価より引用）等

により便益がより大きく増加したことによる16。 

 なお、財務的内部収益率（以下、「FIRR」という。）については、料金収入を伴う

事業ではないため、算出は行わなかった。審査時も算出は行われていない。 

  

                                                        
15 コンクリート打設や仮締切、補修工事のやり方等に関する問題。 
16 ウラル灌漑に関しては、工事費も大幅に増額（約 2 倍）しているため、審査時の数値を下回った。

なお、ソロ川流域の工事費は約 1.1 倍増、ブランタス川流域の工事費は 1.2 倍増であった。 



 

 11

 

表 6 審査時及び事後評価時の EIRR 
工事 便益 審査時 事後評価時

全体  20.3% 22.1%
ソロ川流域 河川のリハビリによる洪水被害の軽減 10.7% 16.4%
ブランタス川 ダムの有効貯水量回復による発電量の増加、

河川のリハビリによる洪水被害の軽減 
21.4% 23.6%

ウラル灌漑 灌漑施設のリハビリによるコメの増産による

金銭収入の増加 
22.2% 21.0%

（出所）JICA 提供資料、統計資料 
注：事後評価時の EIRR は、審査時に JICA 提供資料に記載されている条件や算出式を基に、為替や

物価、米価等を事後評価時の数値に当てはめ、推定した。なお、プロジェクトライフはいずれも 50
年、費用は、いずれも建設費用及び維持管理費用と設定した。 

  

 以上より、本事業は事業費については、ほぼ計画どおりだったものの、事業期間が

計画を上回ったため、効率性は中程度である。 

 

３.３ 有効性17（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 ソロ川流域リハビリ 

①運用指標 

 表 7 のとおり、事後評価時、本事業で修復した護岸の損壊は報告されていない。測

量等は行われていないため、正確な測定値は把握できないが、ソロ川流域管理事務所

職員によれば事業対象流域で護岸の損壊や洪水被害の拡大といった問題は発生してい

ないことから、（実質的に）目標は達成されたものと判断する。 

 また、審査時に設定されたソロ川上流及びマディウン川の維持管理費用の目標値は、

事後評価時に算出した事業対象流域の維持管理費の実績値の 3.1%程度である18。ソロ

川流域管理事務所職員によれば、日常的な維持管理の予算は確保されているとのこと

であり、事業対象流域の維持管理に支障はないことから、（実質的に）目標は達成さ

れたと判断する。 

  

                                                        
17 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。 
18 維持管理費用に関して、審査時の数値は本事業の対象となった河川・施設のみを対象とした費用

である。工事費に一定の割合を乗じて、算出した。しかし一方で、実績値では、河川別・施設別に

費用を算出することは難しいため、ソロ川流域管理事務所の維持管理費を参考とした。 
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表 7 運用指標の達成状況 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 
2001 年 2014 年*1 2012 年 2013 年 2014 年 

審査年 
工事完成 

5 年後 
工事完成 

3 年後 
工事完成 

4 年後 
工事完成 

5 年後 
指標「本事業の下、修復した護岸のうち損壊した護岸の長さ」（単位: m） 
ソロ川上流  960*2 0 -*3 -*3 -*3

マディウン川  760*2 0 -*3 -*3 -*3

指標「維持管理費用」（単位：百万ルピア） 
ソロ川上流  288*4 617*4

不明 不明 43,538*5

マディウン川  268*4 733*4

（出所）JICA 提供資料、運営・維持管理機関提供資料等  
*1 上記に関連する工事は 2009 年に完成しているため、事業完成後 5 年は 2014 年となる。 
*2 工事対象の長さ。詳細設計調査時に、工事対象の長さはソロ川上流 1,420m、マディウン川 594m
が工事対象となっている。 
*3 測量等は行われていないため、正確な測定値は把握できない。しかしながら運営・維持管理機関

への聞き取りの結果として、本事業で修復した護岸の損壊は報告されていない。 
*4 目標値の維持管理費用は本事業が工事を行った施設・設備に対して、積算された費用。 
*5 ソロ川流域管理事務所の維持管理費より算出（後述の「持続性 3.5.3 運営・維持管理の財務」を

参照）。ソロ川の全流域面積は 16,100km2 であり、そのうち上流域の面積は 6,072km2, マディウン

川の面積は 3,755km2 となっている。以上より、ソロ川上流域及びマディウン川の維持管理費用は、

（ソロ川流域管理事務所の維持管理費：71,331 百万ルピア）x（6,072+3,755）/ 16,100 = 43,538 百万

ルピアと推計。 

 

 以上より、事後評価時、修復した護岸の損壊がないことや維持管理費が充足されて

いることから、ソロ川流域の河川施設・設備は適切に運用されていると判断する。 

 

②効果指標 

 表 8 に、ソロ川上流部（中央ジャワ州のソロ川流域）での洪水発生の状況を示す。

指標の基準値や目標値は、10 年確率の洪水を想定し、設定されているが、同規模の洪

水は 2010 年 12 月や 2011 年 5 月、同規模以上の洪水は 2012 年 1 月や 2013 年 1 月に発

生している。これらの洪水が発生した際の浸水家屋数を、目標値と比較した場合、100

年確率洪水が発生した 2012 年 1 月を除き（20 年確率洪水が発生した 2013 年 1 月の洪

水分を含め）大きく下回っており、当初目標は概ね達成したといえる。 
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表 8 効果指標の達成状況+1（ソロ川上流における洪水発生状況） 

 年月 
ジュルグで測

定された 高

水位（m）*1

推定される

高流量（m3/秒）
*2 

推定される洪

水生起年確率
*3 

浸水家屋数*4

基準値 
2001 年 

（審査年） 
- - 10 年 2,500

目標値 
2013 年（工事

完成後 5 年） 
- - 10 年 1,900

実績値 

2010 年 12 月 8.52 1098 10 年 300
2011 年 5 月 8.14 995 10 年 136
2011 年 12 月 不明 不明 不明 102
2012 年 1 月 10.24 1,624 100 年 4,072
2013 年 1 月 9.06 1,252 20 年 77
2013 年 2 月 7.38 806 2 年 1,462*5

（出所） 
*1 新聞報道より。ジュルグはソロ川上流のスラカルタ市近郊の観測地。 
*2 本事業コンサルタント提供資料に記載の算出式：流量＝(4.116x 水位- 2.362)2 より算出。 
*3 運営・維持管理機関から提供された「ジュルグにおける流量と生起年確率の関係表」より算出。 
*4 運営・維持管理機関の提供資料より。中央ジャワ州でのソロ川流域の浸水家屋数。 
*5 ジュルグよりも更に上流の流域での洪水発生。従って、ジュルグで測定された 高水位は低く測

定され、推定される 高流量や推定される洪水生起年確率は、洪水発生地域よりも低く見積もられ

ていると考えられる。 
注 +1 指標に掲げられた浸水面積、洪水被害額、洪水毎の被害人口に関するデータはなし。 
   +2 太字の塗りつぶしは、洪水の生起年確率が 10 年以上のもの 

 

 なお、このように、洪水被害は軽減されているが、表 9 に示すように、本事業のほ

かに、様々な状況や取り組みを通し、早期警戒体制の強化や多目的ダムや堰による洪

水調整能力の向上、土地利用の改善による洪水発生の予防の促進等も行われている。 
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表 9 洪水被害の緩和に影響を及ぼす取り組みや環境の変化等 
取り組み・変化 内容 
天候・自然環境

の変化 
① 審査時の降雨量と事後評価時の降雨量を比較した場合、後者は増

加し（例：ソロ川上流域にあるスラカルタ市の 2000 年時の過去 5
年間の降雨量平均は 2,022mm であるのに対し 2012 年時の過去 5 年

間の降雨量平均は 2,484mm と増加）、天候上のリスクは増大してい

る一方、洪水被害は緩和している。すなわち、洪水被害緩和を目

的とする取り組み（本事業のほか、下記③〜⑥の取り組みのいず

れか、または、相乗効果）が成功している、といえる。 
本事業以外でイ

ンフラ整備に係

る取り組み 

② 本事業実施期間中に、大規模な護岸修復等を行う他ドナーによる

インフラ整備事業は行われていない。 

本事業以外に、

洪水被害緩和に

正の影響を及ぼ

す取り組み 

③ 本事業に関する有償附帯技術協力により、ソロ川流域管理事務所

の能力強化も行われている。 
④ 2009 年にソロ川流域水協議会が設置され、洪水の影響緩和に関す

る取り組みの促進や関係者間の調整が行われているようになっ

た。 
⑤ 洪水の影響緩和等に関するアジア開発銀行の技術協力（案件番号

TA-7547）による調査や学術機関の調査とその結果の共有が行われ

ている。 
⑥ 公共事業省による洪水の影響緩和のためのシステム（洪水解析シ

ステム）*1 の開発後普及が行われている。 
*1 雨量や河川流量から洪水氾濫域までを一体的に予測する計算システム 

 

３.３.１.２ ブランタス川流域リハビリ 

①運用指標 

 表 10 に運用指標の状況を示す。 

 ダムに関しては、データの収集ができなかった砂防ダムを除き、下記の点から、ダ

ム、河川ともに、概ね適切に運営・使用されていると判断する。 

 セングル・ダムやカランカテス・ダムに関しては、維持浚渫が行われている。ダム

の有効貯水容量19は、運営・維持管理機関が作業費用と実施能力を鑑みた浚渫作業を

行っており、浚渫量は必要 低限な量に押さえられている。しかしながら、有効貯水

容量は、2011 年と比較し微増し、年間の堆砂増加量を上回る排砂が行われているとい

える。 

 また、PJT1 の職員への聞き取りによれば、有効貯水容量に端を発する洪水発生等の

問題は発生していないとのことである。この点に関しては、2012 年 1 月のように 100

年確率の降雨（表 8 参照）があっても、主流域での洪水の発生がない状況や、PJT1 の

試算でも 50 年確率の降雨時の想定される浸水面積が減少している（表 12 参照）こと

からも示唆される。 

 従って、ダムの機能の維持に必要な維持浚渫は行われているといえることから、こ

れらダムは、適切に運用されていると判断する。  

                                                        
19 有効貯水容量は、ダムの総貯水容量から堆砂容量や死水容量を差し引いた量 



 

 15

 河川の護岸については、事後評価時、本事業で修復した護岸の損壊は報告されてい

ない。測量等は行われていないため、正確な測定値は把握できないが、ブランタス川

流域管理事務所職員によれば事業対象流域で、2012 年 1 月のように 100 年確率の降雨

（表 8 参照）があっても、主流域での護岸の崩壊や洪水発生といった問題は発生して

いないことから、（実質的に）目標は達成されたものと判断する。また、先述のとお

り、PJT1 の試算も洪水被害の軽減を推定している。 

 
表 10 運用指標の達成状況 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 
2001 年 2014 年*1 2011 年 2013 年 2014 年 

審査年 
事業完成 

5 年後 
事業完成 

3 年後 
事業完成 

4 年後 
事業完成 

5 年後 
指標「ダム有効貯水容量」（単位：百万 m3） 
セングル・ダム 1.2 2.5 0.57 データなし 0.64
カランカテス・ダム 144.0 144.0 133.9 データなし 134.2
ウリンギ・ダム 1.4 1.5 1.99 2.01 データなし

指標「砂防ダム堆砂容量」（単位：百万 m3）*2 
クルド砂防ダム 37.8 38.8 データなし データなし データなし

指標「ダム浚渫量」（単位：m3／年） 
セングル・ダム 200,000 500,000 240,782 283,544 248,199
ウリンギ・ダム 200,000 500,000 235,456 250,835 286,060
指標「本事業の下、修復した護岸のうち損壊した護岸の長さ」（単位: m） 
ブランタス川中流 1,550*3 0 -*4 -*4 -*4

ポロン川 2,200*3 0 -*4 -*4 -*4

指標「維持管理費用」（単位：百万ルピア／年） 
セングル・ダム 2,600 6,500

220,662*5 312,825*5 157,093*5
ウリンギ・ダム 1,100 4,700
ブランタス川中流 403 1,450
ポロン川 250 890
砂防ダム 135 308
（出所）JICA 提供資料、運営・維持管理機関提供資料  
*1 上記に関連する工事は 2009 年に完成しているため、事業完成後 5 年は 2014 年となる。 
*2 測量は行われておらず、データはなし。2014 年のクルド山噴火の影響もあり。 
*3 工事対象の長さ。詳細設計調査時に、工事対象の長さはブランタス川とボロン川を合わせて

2,102m となった。 
*4 測量等は行われていないため、正確な測定値は把握できない。しかしながら運営・維持管理機関

への聞き取りの結果として、本事業で修復した護岸の損壊は報告されていない。 
*5 ブランタス川流域管理事務所の維持管理費。 

 

 維持管理費用に関しては、河川別・施設別に費用を算出することは難しいため、ブ

ランタス川流域管理事務所の維持管理費を参考とした。ブランタス川流域管理事務所

の維持管理費は、ポロン川等のブランタス川支流を含めたブランタス川全域の維持管

理費に相当する。審査時に設定された維持管理費用の目標値の合計額は、事後評価時

に算出したブランタス川流域管理事務所の維持管理費実績の 4.4〜8.9%程度である20。

                                                        
20 維持管理費用に関して、審査時の数値は本事業の対象となった河川・施設のみを対象とした費用
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ブランタス川流域管理事務所職員によれば、日常的な維持管理のための予算は確保さ

れているとのことであり、事業対象流域の維持管理に支障はないことから、（実質的

に）目標は達成されたものと判断する。 

 以上より、事後評価時、ダムや河川施設・設備に問題が発生していないことや維持

管理費が充足されていることから、ブランタス川流域の河川施設・設備は適切に運用

されていると判断する。 

 

②効果指標 

 効果指標を下記表 11 に示す。洪水被害に関しては、50 年確率の洪水の被害を基準

値・目標値に設定しているが、これまで工事対象となったブランタス川主流部での洪

水は発生していない。これには、50 年確率の降雨があった 2007 年や、100 年確率の

降雨のあった 2012 年も含む。ブランタス川流域管理事務所職員への聞き取りによる

と、仮に今後、50 年確率の降雨があった場合でも、主流域での洪水発生は起こりにく

く、洪水が発生したとしても被害軽減を図る機能が発揮できる状態である。以上より、

指標となっていた「浸水面積」、「浸水家屋数」、「洪水被害額」、「洪水毎の被害人口」

は（実質的に）達成されたといえる。 

  

                                                                                                                                                                   
である。工事費に一定の割合を乗じて、算出した。しかし一方で、実績値では、河川別・施設別に

費用を算出することは難しいため、ブランタス川流域管理事務所の維持管理費を参考とした。 
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表 11 効果指標の達成状況 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 
2001 年 2014 年*1 2012 年 2013 年 2014 年 

審査年 
工事完成 

5 年後 
工事完成 

3 年後 
工事完成 

4 年後 
工事完成 

5 年後 
指標「浸水面積」（単位：km3） 
ブランタス川中流 198 0 0 0 0
ポロン川 437 0 0 0 0
クルド砂防ダム 27 0 0 0 0
指標「浸水家屋数」（単位：戸数） 
ブランタス川中流  12,040 0 0 0 0
ポロン川  136,458 0 0 0 0
クルド砂防ダム 2,425 0 0 0 0
指標「洪水被害額」（単位：百万ルピア） 
ブランタス川中流 46,375 0 0 0 0
ポロン川 102,335 0 0 0 0
クルド砂防ダム 3,370 0 0 0 0
指標「洪水毎の被害人口」（単位：人） 
ブランタス川中流 48,000 0 0 0 0
ポロン川 604,000 0 0 0 0
クルド砂防ダム 3,908 0 0 0 0
（出所）JICA 提供資料、運営・維持管理機関提供資料 
*1 上記に関連する工事は 2009 年に完成しているため、事業完成後 5 年は 2014 年となる。 
注 実績値が全て「0」となっているのは、工事完成後～事後評価時点まで 50 年確率の洪水が発生

していないため。 

 

 また、PJT1 の推計する洪水発生時の浸水面積は、表 12 にあるとおり。50 年確率の

洪水が発生した際の被害状況の推定値は、軽減している。 

 
 

表 12 PJT1 の推計する洪水被害等 
（単位：ha） 

 
1990 年以前 

1990 年〜 
2000 年 

2010 年〜現在

ブランタス川流域（単位：km3） 500 50 <50
（出所）Center for River Basin Organizations and Management (2014), Experiences of Jasa Tirta I Public 
Corportation in Indonesia as a Corporate Type of River Basin organization (RBO) 

 

 なお、このような洪水被害のリスクが軽減されている状況は、主にソロ川と同様に

様々な取り組みによる効果とも考えられるが、投入量の点から、本事業の効果は小さ

くない、と考えられる。 
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３.３.１.３ ウラル灌漑リハビリ 

①運用指標 

 下記表 13 に、本事業の運用指標を示すが、概ね運用指標は達成したと判断する。 

 

表 13 運用指標の達成状況 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 
2001 年 2017 年*1 2012 年 2013 年 2014 年 

審査年 
事業完成

5 年後 
事業完成年

事業完成 
1 年後 

事業完成 
2 年後 

灌漑面積（ha） 18,500 18,500  18,500*5  
米作作付面積 
（雨季）（ha） 

14,500 18,500  不明*6  

米作作付面積 
（乾季）（ha） 

9,520 18,500  不明*6  

平均取水流量 18.0 24.5  28.1*7  
水利組合数 4 10*4  63*8  
水利組合参加率（%）*2 90 100  100*9  
水使用料徴収率（%）*3 22 100  不明*10  
水使用料（ルピア／ha
／年） 

55,000 145,400  600,000*11  

徴収された灌漑サービ

ス使用料合計（百万ル

ピア／年） 
227 2,690  不明*10  

（出所）JICA 提供資料、運営・維持管理機関提供資料等  
*1 上記に関連する工事は 2012 年に完成しているため、事業完成後 5 年目は 2017 年となる。 
*2 水利組合参加率＝水利組合員である農業従事者数÷全農業従事者 x 100 
*3 水使用料徴収率＝現在の徴収額総計÷目標とする徴収額総計 x 100 
*4 灌漑が 10 カ所の分水堰で、10 区画に分かれていたことから、1 区画に 1 水利組合が必要との判

断より目標値が設定された。実績では大幅な増加がみられるが、灌漑管理の仕組みの改編が進めら

れていった中で、水利組合の自治性は年々強められていたことから、細分化していったものと考え

られる。 
*5 スマトラ II 流域管理事務所提供資料より。給水の対象としている面積。 
*6 スマトラ II 流域管理事務所への聞き取りによれば、灌漑全体で作付されているといい、これに

よれば、米作作付面積は 18,500ha となる。ただし、実測は行われていないため「不明」と表記した。 
*7 頭首工での平均取水流量 
*8 スマトラ II 流域管理事務所提供資料より 
*9 スマトラ II 流域管理事務所職員への聞き取り結果より 
*10 各水利組合で使用料等は徴収されているが、スマトラ II 流域管理事務所で総括したデータは保

有していない。 
*11 スマトラ II 流域管理事務所職員への聞き取り結果より。米価により決定されるため、変動する。 

 

 スマトラ II 流域管理事務所職員への聞き取りによれば、本事業により、灌漑地全般

に水が供給されるようになり、米作の作付面積は灌漑全域で行われるまでに拡大した。

本事業以降に、公共事業省や他の援助機関による灌漑地の拡張・修復は行われておら

ず、この作付面積の拡大は主に本事業の貢献によるといえる。 

 一方、水利組合数も大幅に増加し、目標値を超えている。これについては、ウラル

灌漑では、世界銀行による「水資源・灌漑セクター管理プログラム」（フェーズ 1: 2003
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年〜2010 年、フェーズ 2: 2012 年〜2017 年）で水利組合の強化も進められてきた。ま

た、本事業はインフラ整備を中心とした事業であり、水利組合の強化に関しては投入

も限定的であった。従って、水利組合数の増加に関しては、世界銀行の取り組みの影

響が大きく、本事業はこれを側面支援したものであったと考えられる。 

 

②効果指標 

 効果指標を下記表 14 に示す21。概ね指標は達成したと判断する。 

 

表 14 効果指標の達成状況 

  

基準値 目標値 実績値*3 
2001 年 2017 年*1 2012 年 2013 年 2014 年 

審査年 
事業完成

5 年後 
事業完成年

事業完成 
1 年後 

事業完成 
2 年後 

コメの収穫量（トン／

年）（雨季） 
75,400 96,200

109,000*4 
(129,430〜147,290)*5 

コメの収穫量（トン／

年）（乾季） 
50,456 98,050

109,000*4 
(129,430〜147,290)*5 

コメの収量（トン／ha）
（雨季） 

5.2 5.2*2 5.9*6 
(7〜8*7) 

コメの収量（トン／ha）
（乾季） 

 5.3 5.2*2 5.9*6 
(7〜8*7) 

農家一戸当たりの農業

所得（千ルピー／年） 
6,066 9,166 データなし 

（出所）JICA 提供資料、運営・維持管理機関提供資料 
*1 上記に関連する工事は 2012 年に完成しているため、事業完成後 5 年目は 2017 年となる。 
*2 審査時に収集されたデリ・セルダン県のデータより。ただし、事後評価時、ウラル灌漑のみの収

量だったか、県全体のデータであったかは確認できなかった。 
*3 本データは、運営・維持管理機関より提供された資料に基づき、評価者が収量、収穫量（登記さ

れている土地の面積×単収）を推計したものである。従って、雨季・乾季の数値が同じとなってい

る。 
*4 デリ・セルダン県の収量データ（5.9 トン/ha）を基に、「灌漑面積×コメの収量」により算出。

ウラル灌漑の約半分の面積はデリ・セルダン県にある。 
*5 スマトラ II 流域管理事務所職員への聞き取りの結果による収量（7〜8 トン/ha）を基に、「灌漑

面積×コメの収量」により、算出 
*6 デリ・セルダン県のデータより。なお、雨季と乾季の差は確認できなかった。 
*7 スマトラ II 流域管理事務所職員への聞き取り結果より。なお、雨季と乾季の明確な差は確認で

きなかった。 
 

 コメの収穫量や収量に関しては、本事業の事前事後で増大している。スマトラ II 流

域管理事務所や農業従事者への聞き取りによれば、その理由としては、主に、次の二

点であるという。 

① 水が安定供給されることにより、作付面積及び作付け期間の増加に伴い、単位作

                                                        
21 なお、中間レビュー時、過去の実績を踏まえ、目標値の上方修正が提案されている。しかしなが

ら、事後評価時、中間レビュー以降に修正されたことを示す文書はなく、また、実施機関やコンサ

ルタント等の関係者への聞き取りでも、修正は確認できなかった。 
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付面積あたりのコメの収量の平均値も増加した（本事業の効果） 

② 技術革新や灌漑地の管理能力が向上したことにより、単位作付面積あたりのコメ

の収量が増加した（本事業外の効果） 

 一方、農家一戸当たりの農業所得額に関しては、データを収集できなかったが、農

家への聞き取りによれば、本事業の事前事後で、所得が顕著に増加したとのことであ

った。 

 

３.３.２ 定性的効果（その他の効果） 

３.３.２.１ ソロ川リハビリ（洪水被害の軽減） 

 ソロ川流域管理事務所職員等への聞き取りによれば、事後評価時点において、洪水

の多くは小規模支流部や下流部で発生しており、本事業が対象とした主流部での発生

は少ない。洪水対策も下流部へと重点が移っているとのことである。 

 工事周辺地域の住民への聞き取り（3 カ所計 23 名へのフォーカス・グループ・ディ

スカッション）では、全員が「洪水が起こりにくくなった」「洪水の被害が軽減され

るようになった」との回答があった。工事により川の流れがスムーズになったり、護

岸が施されたことで土地の侵食が起こりにくくなったりしたという。 

 

３.３.２.２ ブランタス川リハビリ（洪水被害の軽減） 

 ブランタス川流域管理事務所職員への聞き取りによれば、ブランタス川主流域での

洪水の発生は、審査時より、そもそも少なかったともいう22。関係機関の資料等によ

れば、1960 年代から 80 年代にかけて水資源管理インフラの整備が進められ、1990 年

頃より、主流部での 50 年確率の洪水は管理できるような状況になっていた。しかしな

がら、2000 年頃にブランタス川流域の管理が PJT1 の管轄となるまで、継続して運営・

維持管理する機関はなく、適切な運営・維持管理がなされていなかったため、本事業

が実施された。工事周辺地域の住民とのフォーカス・グループ・ディスカッション23で

は、全員が「洪水の被害が軽減されるようになった」と回答しているが、この 10 年間

では、目立った洪水の発生はないことも挙げている。 

 これらより、洪水の被害の軽減といった効果ははっきりしないが、事業実施前と比

較し、洪水が悪化するようなこともなく、施設（護岸や農業用取水堰、砂防ダム等）

の機能は持続しているといえる。 

  

                                                        
22 本事業の目的は、既存施設の機能の持続でもあるため、洪水が発生していなくとも、既存の施設・

設備に問題があり、将来的に問題が発生すると考えられる場合はニーズがあったと判断される。 
23 砂防ダム工事サイト 1 カ所・周辺 3 地域の住民及び村役場関係者の計 26 名へのフォーカス・グ

ループ・ディスカッション 
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３.３.２.３ ウラル灌漑リハビリ（水の供給及び農業生産性の変化） 

 農業従事者でもある水利組合員を対象とした受益者調査24の主な結果は、表 15、表

16 のとおりである。水供給に対する満足度に関しては、審査時、回答者の 8 割が乾季

の水供給は不十分と回答していたが、事後評価時には同程度の者が「適切」と回答す

るなどの改善が確認された。また、農業生産性に関する認識も、乾季・雨季に係わら

ず、回答者の 6〜7 割が増加したとの認識を持っていた。水利組合員への聞き取りによ

れば、本事業以前には水供給が不十分・不規則であった農耕地に、安定して水供給が

なされるようになったとのことである。これにより、二期作・二毛作ができるように

なったり、より多様な作物を得ることができるようになったりしたことを挙げている。 

 しかしながら、雨季の水供給に対する満足度に関して、約 9 割の者が過剰に供給さ

れていると回答した25。また、質問票調査とは別に実施した 35 名程度の農業従事者に

対するグループ・ディスカッションでは、「雨季に耕作地が水浸しになることがある」

と回答した者は 3 名程度あり、また、収量に対する大きな影響は聞かれなかったもの

の、「水浸しを防止するには、三次水路に堆積した土砂を自ら掘り出す必要があるが、

手間がかかる」「水浸しになった耕作地を復旧させる作業が必要であり、そのために

負担が増した」といった声も聞かれた。 

 このような状況に対して、スマトラ II 流域管理事務所への聞き取りでは、農業生産

に深刻な被害を与えている状況は聞かれなかったが、①二次水路の分水堰・鋼製ゲー

トの盗難により、三次水路への供給が必ずしも効果的に管理できないこと、②三次水

路内の堆砂により、排水が滞りやすいことが挙げられた。実施機関及び水利組合によ

る、二次水路や三次水路の適切な維持管理が必要であるといえる。 

 

表 15 水供給に対する満足度 
（単位：％、n=104） 

回答 過剰 適切 不十分 
審査時 乾季 0.9 12.5 86.6

雨季 49.5 47.6 2.9

事後評価時 乾季 8.7 79.8 11.5

雨季 89.4 10.6 0
（出所）質問票調査の結果より 
 
  

  

                                                        
24 灌漑の状況に十分な知見を有するものを選別することを目的としたほか、サンプリングを円滑に

行うべく、水利組合をクラスターとし、水利組合員に属する農業従事者を調査対象とした。63 の水

利組合より 9 の水利組合をランダム・サンプリングし、サンプリングされた組合に属し、調査日に

参加可能であった全員・104 名に対して、自己回答式の質問票を配布し、回答を得た。 
25 本指標はあくまで満足度であり、灌漑地の実態を具体的かつ正確に把握できるものではないため、

スマトラ II 流域管理事務所への聞き取り結果も含めて判断を行うこととする。 
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表 16 10 年前と比較した場合の全体的な農業生産性の増減に関する認識 
  （単位：%、n=104） 

回答 増加 変わらず 減少 
事後評価時 乾季 69.2 17.3 13.5

雨季 58.6 15.4 25.6
（出所）質問票調査の結果より 
 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

 住民の所得の改善や生活のゆとりの拡大へのインパクトについて、ソロ川流域の住

民への聞き取りによれば、洪水の頻度等が減少してきていることで、「川岸にバナナ

の木等を植林することができるようになった」「魚取り等の余暇・生活活動も安全に

行うことができるようにもなった」と回答があった。また、河川周辺住民の多くは、

賃金労働者でもあるが、洪水発生頻度が減少したことで、就労期間も増加したとのこ

とであるいう。結果として、収入の幅が広がり、所得も安定し、生活のゆとりが得ら

れるようになったとのことである。また、ブランタス川流域の住民からは洪水の頻度

等が減少してきていることで、「河川周辺の地域や工事用道路の周辺に農作物を植え

ることができるようになり、所得拡大に繋がった」との回答があった。ウラル灌漑の

農業従事者への聞き取りでは「住居の新築・改修、トラクター等の農作業機械の購入

が可能になった」という指摘が得られた。 

 これらの回答を裏付ける定量的なデータは得られなかったが、住民からのインタビ

ュー結果から、本事業は住民の所得の改善や生活のゆとりの拡大に一定程度貢献して

いると推察される。 

 

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 

 事後評価時、自然環境への負のインパクトは確認されなかった。本事業が既存施設・

設備のリハビリを中心とする事業であり、大規模な新規施設・設備の工事を伴わない

ことによる。審査時に、インドネシア国内法上、環境許認可の取得は必要ないことも

確認された26。また、詳細設計時に、環境専門の外国人技術者・現地技術者が投入さ

れ、環境配慮を徹底するために調査が実施され、中長期の総合的な土砂管理計画を策

定の上、河川改修工事・灌漑改修工事が実施された。実施期間中は、コンサルタント

による環境配慮に対する実施支援が行われ、工事変更による環境への影響も適宜モニ

タリングされた27。 

 以上より、適宜、自然環境への影響は配慮されていたといえる。 

 

                                                        
26 実施機関により、環境チェックリストを用いた環境への影響の確認が行われた。 
27 例えば、先述の熱汚泥の対策としては、仮締切の設置が行われ、河川の水質汚染等が防止された。

終的には、発生地でのリハビリ工事は中止となった。 
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３.４.２.２ 住民移転・用地取得 

 本事業に関して、合計 4 世帯の住民移転、約 150ha の用地取得があった。各運営・

維持管理機関への聞き取りによれば、取得価格の交渉に時間を要したが、住民の反対

運動の発生といったような問題は発生していないという。自然環境へのインパクトと

同様に、本事業が既存施設・設備のリハビリを中心とする事業であり、大規模な用地

取得を必要としなかったためである。 

 

３.４.２.３ その他 

 正のインパクトとして、住民への聞き取りによれば、工事の結果として、景観が整

備されたり、安全性が向上したことで、工事周辺地を余暇活動（釣りやピクニック等）

に利用できるようになった。 

 一方、負のインパクトとしては、ソロ川リハビリの工事サイト近辺の住民への聞き

取りより、住民間の不公平感の高まり28等があったという。これは、洪水被害の緩和

等の結果として、河川流域の農業地の生産性が拡大したとしても、その便益を直接受

ける者は土地所有者であり、そうでない者への便益は少ないというものである。 

 また、上記のウラル灌漑の雨季に発生する水の滞留の負のインパクトとしては、水

の滞留後の修復等に係る費用・労務負担が増加しているとのことである。 

 なお、これら負のインパクトに関しては、運用指標や効果指標に示される洪水被害

の状況や農業生産性に大きく影響を及ぼすものではないことから、評価判断には加味

しないこととする。 

 

 以上より、本事業の実施により概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。 

 

３.５ 持続性（レーティング：②） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制  

 事後評価時点において、河川・灌漑構造物等の施設の運営・維持管理は、2012 年に

公共事業省水資源総局に新たに設置された運営・維持管理局が統括機関となっている。

それ以前及び本事業実施中は、灌漑局や河川・海岸局が、事業の計画立案や監理に加

え、維持管理を担っていた。維持管理に係る業務が独立したことで、事業の計画立案・

監理を担当する局と事業完了後の維持管理を担当する局が分割され、運営・維持管理

への責任所在がより明確になったといえる。 

 各河川や灌漑施設の現場の運営・維持管理業務は、2004 年制定の水資源法や 2006

年制定の灌漑管理規則に基づき、表 17 に示す組織によって行われている。また、必要

に応じて州政府下の管理事務所と覚書き等を交わし、協力体制を築くことになってい

る。 

                                                        
28 村長をはじめ村落行政関係者と住民との意見の交換が行われた。 
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表 17 各工事地域での運営・維持管理機関 
地域 運営・維持管理機関 

ソロ川流域 ソロ川流域管理事務所、PJT1*1 
ブランタス川流域 ブランタス川流域管理事務所、PJT1*1 
ウラル灌漑 1 次水路 スマトラ II 流域管理事務所 

2 次水路 スマトラ II 流域管理事務所、または北スマトラ州*2 
3 次水路 水利組合 

（出所）実施機関提供資料 
*1 主に公共サービスに関する施設・整備の維持管理は流域管理事務所、商業サービスに係る施設・

整備の維持管理は PJT1 が行うことになっている。 
*2 スマトラ II 流域管理事務所、北スマトラ州でそれぞれの回答が異なる。 

 

 しかしながら、事後評価時時、各運営・維持管理機関や州政府関係機関に、各施設・

設備の運営・維持管理の責任機関を確認したが、機関によって回答が異なるなど、州

政府の管理事務所との調整・連携が円滑でないと考えられる状況も示唆された。また、

各維持管理機関の職員への聞き取りでも、中央が管轄する流域管理事務所と州政府の

管理事務所のコミュニケーションは必ずしも良好ではないという意見も広く聞かれた。

より効果的・効率的な運営を行っていくためには、各運営・維持管理間の調整を円滑

に進めていく必要がある。 

 以上より、本事業の対象とした施設・維持管理を行っていく上で、公共事業省を中

心とする確固たる運営・維持管理体制が整備されているが、その運用に関し軽度の問

題があると判断する。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

 各運営・維持管理機関の職員への聞き取りによれば、修繕的なリハビリを中心とす

る運営・管理技術に関しては、大きな問題はないという。また、本事業の実施中に、

有償附帯技術協力として、2008 年から 2011 年に実施された JICA「河川流域機関実践

的水資源管理能力プロジェクト」による能力強化も行われた。また、事後評価時も、

運営・維持管理機関毎に、半日から数日の研修が頻繁に実施しており、施設管理技術

から人材管理や財政管理等の組織マネジメントに必要な研修が提供されているという。 

 また、中間レビュー時に「河川の護岸などの維持管理については中央政府/地方政府

の組織が担当しているが、多岐にわたる業務に対して予算の制約もあって、技術力と

意欲を有した技術者は十分に揃っていない」と指摘はあったが、公社である PJT1 が

具体的な運営・維持管理の一部を委託していることで、運営・維持のパフォーマンス

が料金収入に直結することになり、すなわち、運営・維持管理に金銭的なインセンテ

ィブが発生することになり、技術力を有する技術者を獲得できる仕組みにもなってい

る。 

 しかしながら、公共事業省水資源総局への聞き取りでは、運営・維持管理の中でも、

予防的な運営・維持管理の技術・スキルについては発展段階にあるとのことである。
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特に、運営・維持管理部局の指摘によれば、本事業の運営・維持管理機関である広域

河川管理事務所の能力強化もされてきたとはいえるが、依然、予防的な運営・維持管

理の技術・スキルについては、軽視されがちであり、また、経験も十分ではないとい

う。 

 以上より、本事業の対象とした施設・維持管理を行っていく上で、運営・維持管理

技術は強化されてきているといえるが、予防的メンテナンスに対する経験が十分でな

いと考えられ、軽度の問題があると判断する。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

 各運営・維持管理機関への聞き取りによれば、各機関は、日常的・予防的な運営・

維持活動や小規模な修理等に必要な予算は確保できているという。本事業の対象施設

の運営・維持管理機関は、PJT1 を除き、公共事業省直轄の組織であり、その運営・維

持管理予算は公共事業省水資源総局の予算から配分されている。この公共事業省水資

源総局の予算は、全体的に増加傾向にあるほか（表 18）、2012 年に公共事業省に運営・

維持管理局が設置されたことで、今後、運営・維持管理予算の増加も見込まれている。 

 実態として、公共事業省の予算の増減には、大統領の意向が強く反映されている。

2014 年度予算はユドヨノ前大統領の方針により公共事業省全体の予算が大幅に削減

されることになったが、2014 年 10 月に就任したジョコ大統領はインフラ整備に積極

的な姿勢を打ち出したことで増加している。現在、起案中の運営・維持管理に係る政

策等が大統領令として発布されるなど、組織体制や制度が強化されていけば、運営・

維持管理費が更に増加していくことも期待されている。 

 

表 18 公共事業省水資源総局の予算 
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

公共事業省水資源総局予算（単位：兆ルピア） 
全予算 8.92 13.02 19.08 23.18 21.12 30.02
運営・維持管理費 不明 不明 不明 1.21 2.13 不明

ソロ川流域管理事務所（単位：百万ルピア） 
全予算 678,166 1,247,414 1,516,984 1,140,272 949,940 不明

運営・維持管理費 不明 不明 不明 不明 254,560 不明

ブランタス川流域管理事務所（単位：百万ルピア） 
全予算 不明 不明 564,311 1,141,960 707,025 不明

運営・維持管理費 不明 不明 220,662 314,825 157,093 不明

スマトラ II 流域管理事務所（単位：百万ルピア） 
全予算 99,380 134,569 133,300 117,455 89,685 不明

運営・維持管理費 9,167 7,614 7,220 6,784 13,913 不明
（出所）各実施機関への聞き取り結果より 

 

 また、ソロ川及びブランタス川の一部の河川施設・設備の運営・維持管理を担う PJT1

に関しても、公社であり、独立採算を原則として経営が行われており、基本的な維持
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管理活動に必要な予算は有しているという。また、営業地域を北スマトラ州等に拡大

するなど経営拡大を図るほど経営状況も良好で、PJT1 予算も増加傾向にあり（表 19）、

日常的な運営・維持管理活動に財務的な支障はないとのことである。 

 

表 19 PJT1 の予算 
（単位：百万ルピア） 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

全予算（計画） 163,830 169,980 193,760 217,760 253,430

運営・維持管理費 127,090 136,900 145,960 160,900 186,670
（出所）各実施機関への聞き取り結果より 

 

 しかしながら、公共事業省や PJT1 いずれも、大規模な補修等を行うことができる

ほどの収入・資金を有しておらず、現状としては、大規模な修復が必要となった場合

は、国際機関等の資金に頼らざるを得ないという。また、スペアパーツについても、

建設時に購入したパーツの在庫がなくなれば、即座に新たなものを購入することはで

きず、予算化した上で、調達しているとのことである。 

 

 以上より、財務面では、日常的な運営・維持管理活動に支障はなく、また、今後、

改善されていく傾向にあるが、大規模な修繕の費用の配賦には懸念があり、軽度の問

題があると判断する。 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

３.５.４.１ ソロ川流域施設・設備 

 ソロ川流域管理事務所、PJT1 の職員への聞き取り調査によれば、本事業が工事した

施設・設備の状況は良好な状況にあるという。ソロ川流域管理事務所の運営・維持管

理活動として、年 1 回程度、運営・維持管理計画を基に、河川の流域を踏査し、問題

の有無を確認している。問題が報告された場合は、次年度予算に対応を組み入れ、対

処するとのことである。 

  

３.５.４.２ ブランタス川流域施設・設備 

 ブランタス川流域管理事務所の職員への聞き取りによれば、本事業が対象とした施

設・設備の状況は良好であるという。運営・維持管理活動は、年間行動計画を基に行

っており、クルド・スメル火山砂防事務所のように支所を設置し、職員を常駐させ、

管理を行っているほか、河川流域では年１回程度の巡回をしている。 

 なお、ブランタス川流域管理事務所の職員への聞き取りによれば、2014 年のクルド

山の噴火により、クルド山近辺の施設は被害を受けているものもあり、今後、大規模

な修復の必要があるとのことである29。 

                                                        
29 ただ、これらに本事業で対象とした施設に関しては、バイパス水路への堆砂等の影響はあるもの
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３.５.４.３ ウラル灌漑施設・設備 

 スマトラ II 流域管理事務所の職員への聞き取りによれば、本事業が対象とした一次

水路の施設・設備の状況は良好であるという。本事業の対象とした一次水路の取水堰

には職員が常駐しており、1 次水路全域の管理に関しては、6 名程度が常駐している。

運営・維持管理活動の中では、修繕活動のほかに、定期的なメンテナンスも行ってい

る。 

 

 これら 3 地域の現状より、ソロ川流域、ブランタス川流域、ウラル灌漑の施設・設

備は適切に運営されている判断する。 

 

 以上より、本事業の維持管理は、体制/技術/財務状況に軽度な問題があり、本事業

によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、水資源セクターの円借款完成案件を対象に、特に緊急性・必要性の高い

ソロ川上流域の河川改修、ブランタス川流域の多目的ダムの堆砂対策と河川改修、北

スマトラ州のウラル灌漑の修復を通じて、運営・維持管理機関の能力向上のための支

援を行うことにより、既存施設の機能回復、持続性の確保、ならびに維持管理体制の

改善と強化を図ったものである。本事業は、水資源開発・管理やインフラ整備を掲げ

るインドネシアの国家中期開発計画や開発ニーズ、日本の援助政策とも合致しており、

妥当性は高い。一方、事業費は計画どおりであったものの、事業期間が大幅に計画を

上回ったため、効率性は中程度といえる。ソロ川上流域やブランタス川流域では洪水

被害の緩和、ウラル灌漑ではコメの収量の増加が観察され、近隣住民の生活水準も向

上していることから、有効性・インパクトは高い。持続性については、各地域の工事

対象となった施設・設備は概ね適切に運営・維持管理が行われているが、運営・維持

管理機関の間の責任分掌で不明瞭な部分があることや予防的メンテナンスの経験不足、

大規模な修繕は外部資金に頼らざるを得ない等、体制/技術/財務状況に軽度な問題が

あり、中程度である。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

４.２.１.１ 流域管理事務所と州事務所の役割の調整 

 公共事業省の河川・海岸局、灌漑局、運営維持管理局は、次年度の補正予算案の検

                                                                                                                                                                   
の、修復の必要性は発生していないという。 



 

 28

討が始まる 2016 年 6 月までに、管轄下の河川・灌漑機関と州政府機関との運営・維持

管理に関する責任分担範囲や連携状況を確認することが望ましい。そして、必要に応

じて、州政府と覚書きを交わし、責任分担や連携状況を明確にし、各々の運営・維持

管理の実行の確認をすることが望ましい。事後評価時、公共事業省が管轄する広域河

川管理事務所と州の管理事務所の連携が必ずしも良好になっていない状況が確認され

た。連携を促進することで、より効率的かつ効果的な運営・維持管理を行うことがで

きると考えられる。 

 

４.２.１.２ クルド山噴火後の施設・設備状況の確認と対応 

 公共事業省の河川・海岸局、運営維持管理局は、次年度の補正予算案の検討が始ま

る 2016 年 6 月までに、クルド山近辺の施設・設備の被害状況を調査することが望まし

い。その結果を基に、必要に応じて、修復計画を立案し、2017 年度の活動・予算案に

盛り込むことが望ましい。2014 年のクルド山の噴火により、本事業の対象地域の周辺

が被害を受けたことで、機能回復のために再度リハビリが必要となっている施設・設

備も発生している可能性がある。 

 

４.２.１.３ ウラル灌漑の水の滞留の状況確認と対応 

 公共事業省灌漑局及びスマトラ II 流域管理事務所は、次年度の補正予算案の検討が

始まる 2016 年 6 月までに、ウラル灌漑における水の滞留の実態を調査し、問題がある

場合は、原因を分析することが望ましい。必要に応じて、対応策を立案し、2017 年度

の活動・予算案に盛り込むことが望ましい。本事業の結果として、灌漑全域に水が供

給されるようになったが、一方で、受益者調査の結果として、水の供給過多（滞留）

を訴える農業従事者も増加している。 

 

４.２.１ JICA への提言 

 なし。 

 

４.３ 教訓 

４.３.１ 共同企業体の施工業者の管理・指導体制の明確化 

ブランタス川流域の一部の工事では、大手企業と中小企業の共同企業体により、工

事が受注された。しかし、技術力・経験の劣る中小企業に対する大手企業の監理・支

援は十分ではなかった。その結果、中小企業が担当した工事ではトラブルが多発し、

工事の遅延に繋がった。実施機関は、施工業者の資格審査・入札評価時や契約時、メ

インコントラクターに対して、構成会社への工事中の管理・指導体制を、審査書類や

契約書等に明確に記載するよう求めるべきであったと考えられる。また、併せて、工

事期間中は、実施機関は、共同企業体の主となる施工業者による構成会社への管理に

関して指導も行う必要がある。 
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４.３.２ 運用・効果指標の明確な定義付けや入手可能な情報・データによる設定 

 JICA は、審査時に運用効果指標を設定する際、データの測定・収集・とりまとめ等

に関する実施機関の能力や評価可能性を十分見極めた上で、実施機関と指標の設定に

合意することが望ましい。例えば、指標の内容を明確に定義付けする（具体的にどこ

の地点／どこの範囲のデータを収集するのか等を確認・合意しておくなど）、また、

河川縦断測量の実施状況や定期的に収集しているデータの種類、データの集約状況、

情報マネジメントシステムの運用状況等を確認するといった対応も考えられる。本事

業では審査時に多くの指標が設定されているが、中間レビュー時を含めデータや判断

根拠となるエビデンスが十分取れなかった。 

 

以上  
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主要計画 /実績比較  

項目 工事 計画 実績 
①アウトプット ①ソロ川流域修復工事 

ソロ川流域・マデ

ィウン川河川改

修 

・ソロ川上流護岸補修 
・マディウン川護岸・ゴム

堰の修復 

ほぼ計画どおり 
橋梁架け替え・基礎修復と

いった追加工事あり 
②ブランタス川流域修復工事 
カランカテス多

目的ダム周辺域

の改修 

・砂防ダム（5 カ所）の建

設 
・放流口下流護岸補修 

ほぼ計画どおり 
砂防ダムの建設数の増加

（6 カ所）や床固ダム（2
カ所）の建設、沈殿池（1
カ所）といった追加工事あ

り 
ウリンギ多目的

ダム周辺域・クル

ド山周辺域改修 

・砂防ダム（7 カ所）の建

設 
・バイパス水路の建設 

ほぼ計画どおり 
砂防ダムの建設数の増加

（8 カ所）といった追加工

事あり 
ブランタス川流

域・ポロン川流域

改修 

・護岸補修 
・河床修復 
・農業用取水堰の補修 

ほぼ計画どおり 
減勢装置の建設等の追加

工事あり 
③ウラル灌漑修復工事 
ウラル灌漑修復 ・頭首工（1 カ所）の修復

・導水路（1 次水路）の設

置・修復 

ほぼ計画どおり 
修復対象の導水路の追加

（約 4km）や関連設備の整

備（暗渠、サイフォン等）

の追加工事あり 
④機材調達 
浚渫機材の調達 ・浚渫システム（2 ユニッ

ト）の調達 
変更あり：調達台数の減

少。 
1 ユニットのみの調達 

②事業期間  2002 年 10 月（L/A 調印）

～2007 年 9 月（全工事の

完成）（60 ヶ月） 

2002 年 10 月（L/A 調印）

～2012 年 3 月（全工事の

完成）（114 ヶ月） 
③事業費 
 外貨 
 内貨 
 
 合計 
 うち円借款分 
 換算レート 

  
 7,943 百万円 
 9,465 百万円 
 
 17,408 百万円 
 14,696 百万円 
 1米ドル  ＝  121.67円
 1ルピア＝0.014円  
（2001 年 10 月時点）  

 
  2,076 百万円 
 11,803 百万円 
 
 13,879 百万円 
 13,879 百万円 
 1ルピア＝0.011円  
（2004 年 7 月〜2012 年

6 月平均）  
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国際協力機構評価部 

 

事後評価「インドネシア国リハビリ・維持管理改善事業（水資源セクター）」に係る JICA評価部見解 

 

【ウラル灌漑リハビリの定量的効果について】（関連項目： ３．３．１．３ ②効果指標） 

事後評価報告書において、コメの収穫量は、灌漑面積×コメの収量（県の収量データを基に算出）に

よって推計され、「達成」と判断されています。他方、米作作付面積に係る客観的なモニタリングデータ

がない中、「灌漑可能面積全体に灌漑用水が行きわたり、作付けがなされている」という実施機関からの

ヒアリング結果に基づき、推計で「達成」と判断している点については、受益者調査でも雨季の水供給

過剰という意見が少なからずあり、収量が想定どおりとなっていない可能性も踏まえると、根拠が十分

とは言えないと考えます。 

 


