
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：ペルー共和国 

案件名：ペルー沿岸部洪水対策事業 

L/A調印日：2014 年 11月 7日 

承諾金額：2,480 百万円 

借入人： ペルー共和国 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における防災セクターの開発実績（現状）と課題 

ペルーは日本と同じく環太平洋火山帯に位置し、洪水、地震、地すべりなど多様

な自然災害リスクを抱えているが、過去における一定規模の災害の内、最も発生

頻度の高い災害種は洪水である。2003 年から 2011年にかけて洪水は毎年 200件以

上発生し、数万人から数百万人もの被災者が生じている。特にエル・ニーニョ現

象の発生年は大規模な洪水被害が発生するリスクが高く、1982 年～1983 年及び

1997年～1998 年に発生したエル・ニーニョ現象では、各地で豪雨による洪水・土

砂災害が多発し、人的、経済的に大きな被害が生じた。経済的な損失は 1982年と

1983 年のエル・ニーニョで合計 33 億ドル、1998 年と 1999 年には合計 35 億ドル

にのぼり、洪水はペルーの経済・社会開発の大きな潜在的リスクとなっている。 

ペルーでは今後も豪雨による洪水等が発生するリスクが高いが、同国は流域全体

を俯瞰した整備計画を有していないため、農業生産地においては河川流域の農地

保護が実施できておらず、現状では洪水発生後に現地水利組合などが応急処置的

な築堤や河道掘削等を行っているのみである。よって、豪雨により洪水が発生す

ると農地への浸水等を防げず農業生産は深刻な影響を受け、地域住民、特に生活

基盤が脆弱な低所得者層の生活は脅かされるため、流域全体を考慮した治水イン

フラ整備による洪水リスクの軽減は、ペルーの持続的な経済開発のために喫緊の

課題となっている。 

(2) 当該国における防災セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ペルーでは、独立 200周年に当たる 2021年に向けた開発戦略「200年計画（Plan 

Bicentenario）」の中で、「エル・ニーニョ現象の負の影響を緩和し、持続的経

済成長を達成するため、脆弱性改善と災害リスク管理強化を行う」方針が示され

ており、エル・ニーニョ現象に関する災害リスク管理を国全体で取り組むべき

重点課題の一つと位置付けている。また、同国では首相府(PCM)の下で国家防災

庁（INDECI）及び国家災害リスク予防センター（CENEPRED）が協力して災害リス

ク管理を担う体制の整備が進められているが、まだ緒についたばかりで、現状

は各省庁が必要に応じて災害リスク管理に取り組んでいる。その中で農業灌漑

省は農民及び農地の保護のため治水に力を入れており、2012 年～2016 年多年度

戦略の一つとして「持続的発展の確保」を定め、「構造物・非構造物双方の対策

による農業地域への洪水に対する脆弱性改善」に取り組むべく、洪水対策のため

の護岸工事や灌漑施設整備など合計 55 件に約 30 億ソレス（約 11.5 億ドル）を

円借款用 



投資予定。本事業は、同計画の中の最も重要な「渓谷部と農村地域の洪水脆弱性

軽減プログラム」の一つとして位置づけられ、ペルーにおける洪水対策のパイロ

ット事業となる予定である。本事業対象地はペルーにおける農業生産の一大拠

点であり、頻発する洪水への脆弱性が高く、至急の対策が不可欠な流域として

選定された。 

(3) 防災セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

日本政府の対ペルー共和国国別援助方針及び JICA 国別分析ペーパーにおいて
防災対策は重点分野とされており、本事業はこれら分析、方針に合致する。な
お、JICA は 2014 年 3 月に「災害復旧スタンドバイ借款」の貸付契約を調印した
他、技術協力プロジェクト「地震・津波・減災技術の向上プロジェクト」（2010
～2015年）や無償資金協力「広域防災システム整備計画」（2012～2016年）等を
実施し、ペルーの防災分野を支援している。 

(4) 他の援助機関の対応 

世界銀行はペルーの災害リスク管理支援を重視しており、2010年に 100百万ド

ルの災害スタンドバイ借款を供与した。IDBはペルーの災害リスク管理強化支援

として、2014 年 1 月に 300 百万ドルの「自然災害による緊急事態に対する予備

的借款」の融資契約を調印した。また、アンデス開発公社（CAF）は、ペルーの

自然災害への対応力強化に向け 2013年 12月に上限約 300百万ドルの自然災害ス

タンドバイクレジットライン枠を設定している。いずれも貸出実績はない。 

(5) 事業の必要性 

上記のとおり、本事業は災害多発国ペルーでの防災対策を支援するとともに、
農業生産への負の影響を緩和するもので、同国の開発政策、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、ペルー沿岸部において、河川改修などの洪水対策を実施することによ

り、対象地域における洪水リスクの軽減を図り、もって同地域の持続的な経済開

発及び地域住民の安全性の確保に寄与するもの。 

 (2) プロジェクトサイト/対象地域名 

リマ州（カニェテ川流域）、イカ州（チンチャ川流域及びピスコ川流域） 

(3) 事業概要 

本事業は、ペルー沿岸部の 3 河川流域において、土木工事とコンサルティング・

サービスからなる洪水対策事業を実施するもの。 

① 土木工事（国際競争入札） 

・カニェテ川流域（河道掘削、築堤・護岸工事、植林） 

・チンチャ川流域（河道掘削、築堤・護岸工事、分流堰改修、植林） 

・ピスコ川流域（河道掘削、築堤・護岸工事、植林） 

 

② コンサルティング・サービス（詳細設計レビュー※、入札書類のレビュー※、

施工監理、防災教育、維持管理能力向上支援、維持管理マニュアルの作成、流

域整備計画策定等）（ショート・リスト方式） 



※本事業では、詳細設計部分のコンサルティング・サービスはペルー政府の自

己資金で調達予定のため、詳細設計に関し円借款資金が充当されるのは、ペル

ー側により作成された詳細設計・入札書類のレビューのみ。 

(4) 総事業費 

7,528百万円（うち、本円借款対象額：2,480百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2014 年 10 月～2019 年 5 月を予定（計 56 ヵ月）。施設供用開始時（2018 年 5 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（Republic of Peru） 

 2) 事業実施機関：農業灌漑省灌漑サブセクタープログラム(PSI: Programa 

Subsectorial de Irrigaciones, Ministerio de Agricultura y Riego) 

 3) 操業・運営／維持・管理体制：河川管理者である国家水利庁(ANA)の監督の下、

現地水利組合が担う。 

(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）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・

特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は

重大でないと判断されるため。 

③ 環境許認可：本事業は、ペルー国内に定められた法上環境への影響が軽度

であるカテゴリ Iに分類されるため、同国法手続きに従い簡易環境影響報

告書（DIA: Declaración Impacto Ambiental）を作成し、2011年 12月に

本事業対象の 3流域とも環境承認を取得済みである。 

④ 汚染対策：河床掘削により、河川地形、水質及び水生生物への影響が想定

されるが、乾期に工事を実施すること、工区から水流を迂回させること等、

影響を最小限に抑えるための対策が取られる予定である。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはそ

の周辺に該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定

される。 

⑥ 社会環境面：本事業は全流域で 5haの用地取得を伴い、うちカニェテ川サ

ブプロジェクトでは 35世帯の非自発的住民移転を伴う。ペルー国内法に従

い、実施機関により補償を含む用地取得及び住民移転の手続きが進められ

る。 

⑦ その他・モニタリング：本事業について、工事実施中はコントラクターが

騒音、大気質、水質及び水生生物について直接モニタリングを実施し、施

設供与後は農業灌漑省管轄の国家水利庁の監理の下、現地水利組合が水質

及び水生生物等についてモニタリングを行う。 

2) 貧困削減促進 



事業対象 3河川の洪水リスクの軽減により、農業生産の拡大が期待されるため、

農村住民の所得水準向上と、それに伴う地域経済活性化を通じた貧困削減が期

待される。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等） 

本事業では社会開発促進に向けた活動は特段想定されていない。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携 

本事業で整備する堤防等は防災施設のため、適切に維持・修繕することでその機

能を将来にわたり確保する必要がある。水利組合は既に一定の維持管理経験を有

するものの、維持管理の持続性向上に向けた一層の能力強化が必要と考えられる

ため、水利組合の能力向上に知見を持つ他ドナーとの連携可能性を検討予定。 

(9) その他特記事項 

洪水への対応を目的とする本事業は、気候変動の影響により降雨量が増加した場

合も氾濫被害の軽減が期待されることから、気候変動の適応策として位置づけら

れる。 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

流域 指標名 
基準値  

(2008年) 

目標値 (2020年)※1 

【事業完成 2年後】 

カニェテ川流域 
年最大流量※2 1,033m3/s  2,175m3/s 

想定浸水面積 1,200ha 167ha  

チンチャ川流域 
年最大流量※2 500m3/s 917m3/s  

想定浸水面積 2,352ha 1,020ha  

ピスコ川流域 
年最大流量※2 364m3/s  855m3/s  

想定浸水面積 859ha 312ha  

※1：目標値は 50 年確率規模の洪水発生時を想定。 

※2：年最大流量はモニタリング指標（日流量による）。 

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 23.23％と計算され

る。財務的内部収益率（FIRR）は算出しない。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金除く）、維持管理費 

便益：年平均洪水被害軽減期待額 

プロジェクトライフ：50年 

 

 

(2) 定性的効果 

 対象地域の洪水リスク軽減、地域経済開発の持続性向上、気候変動への適応促進。 

5. 外部条件・リスクコントロール 



実施機関が用地取得、住民移転等を遅滞なく実施する。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

インドネシアの「メダン洪水防御事業」等の教訓として、河川改修予定地の住民移

転について土地所有権の適切な確認等の重要性が指摘されている。本事業では、カ

ニェテ川流域で最大 35世帯の住民移転が発生するため（受益者数約 2万人の約 0.2％）、

国家水利庁の土地所有権情報を活用しつつ、移転対象者と関係の深い現地水利組合

と調整しながら、ペルー国内法に基づいて適切に移転手続きが進むよう、その進捗

を継続してモニタリングする。 

また、フィリピンの「アグノ川洪水制御事業(II)(II-B)」の教訓として、防災活動

や防災・環境知識の普及などによる防災意識向上の強化等の重要性が指摘されている。

本事業では、コンサルティング・サービスの中で防災教育を実施予定のため、事業対

象地域の既存の防災教育の取り組みを踏まえつつ、相乗効果が得られる内容となるよ

う検討予定。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

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 


