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フィリピン 

カマナバ地区洪水制御・排水システム改良事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 芹澤 明美 

０．要旨 

本事業は、マニラ首都圏カマナバ地区において、堤防の修復、ポンプ場・水門・航

行水門の整備・建設、排水路の改良・建設、水文・気象観測機器の調達を行うことに

より、洪水被害の軽減を図り、もって対象地域の生活・衛生環境の改善と地域経済の

発展に貢献することを目的としていた。 

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。アウトプットは計画どおり実施されたが、事業費、事業期

間ともに計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本事業によって一定程度の洪水

被害軽減効果及び、事業対象地域における生活環境改善、地域経済の発展、廃棄物処

理の改善や住民の洪水対策に対する意識の強化といったインパクトが認められ、おお

むね計画どおりの効果の発現がみられるため、有効性・インパクトは高い。現在の運

営・維持管理組織である公共事業道路省（Department of Public Works and Highways: 

DPWH。以下、「DPWH」という。）及び、2015 年後半から 2016 年ごろ施設が移管さ

れる予定のマニラ首都圏開発庁（Metro Manila Development Authority: MMDA。以下、

「MMDA」という。）に関し、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。 

以上より、本事業の評価は高い。 

 

１．事業の概要 

 

 

 
事業位置図  本事業で整備されたポンプ場 

 

１.１ 事業の背景 

フィリピンは頻繁に台風等に起因する洪水に見舞われている。本事業が計画された

1999 年時点で、洪水による死者は毎年約 800 人に及び、経済的損失は国民総生産（Gross 

National Product: GNP）の 0.4％にのぼると推定されていた。本事業の対象地域は、マ

ニラ首都圏のマラボン（Malabon）川とトゥリャハン（Tullahan）川の流域のマラボン
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市、ナボタス市（Navotas）、カローカン市（Kalookan）にわたり、隣接のバレンスエ

ラ市（Valenzuela）と合わせてカマナバ地区（KAMANAVA）と呼ばれている。この地

域は海抜 0m から 1.5m の低地であり、とりわけ洪水被害を受けやすいため、洪水対策

を早急に実施する必要があった。 

 

１.２ 事業概要 

マニラ首都圏カマナバ地区において、堤防の修復、ポンプ場・水門・航行水門の整

備・建設、排水路の改良・建設、水文・気象観測機器の調達を行うことにより、洪水

被害の軽減を図り、もって対象地域の生活・衛生環境の改善と地域経済の発展に貢献

することを目的とする。 

本事業位置図を図 1、図 2 に示す。 
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図 1 事業位置図 1 

（出所：JICA 提供資料） 

                                                   
1 図 1 と図 2 で”KAMANAVA Boundary”（カマナバ地区境界）とされている区域は、一般的に呼ばれ

ているカマナバ地区でなく、本事業の対象地域を示している。 

凡例（和訳：上から） 

- カマナバ地区境界 

- 市の境界 

- 道路 

- 河川 
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図 2 事業位置図  

（出所：JICA 提供資料） 

 

 

円借款承諾額/実行額 8,929 百万円/8,786 百万円 

交換公文締結/借款契

約調印 

2000 年 4 月/2000 年 4 月 

借款契約条件 金利     1.0％（コンサルタントは 0.75％） 

返済     40 年 

（うち据置    10 年） 

調達条件    日本タイド 

（本邦技術活用条件（STEP）） 

凡例（和訳：上から） 

- カマナバ地区境界 

- 輪中堤 

- 洪水防御壁（タイプ I マラボン川） 

- 洪水防御壁（タイプ II マララ川） 

- 既存の排水路の改修 

- 排水路の新設 

- ポンプ場 

- 水門 

- 航行水門 

- （取り消し線のあるマーク）延期・取り消し 
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借入人/実施機関 フィリピン共和国政府 / 公共事業道路省（Department of Public 

Works and Highways: DPWH） 

貸付完了 2009 年 9 月 

本体契約 西松建設（日本） 

コンサルタント契約 株式会社建設技研インターナショナル（日本）/ 日本工営株式

会社（日本）/ Philkoei International Incorporated（フィリピン）/ 

Pertconsult（フィリピン）/ Woodfields Consultants, Incorporated

（フィリピン） 

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「マニラ洪水対策計画調査」（1988 年～1990 年） 

カマナバ地区洪水制御・排水改良事業 援助効果促進調査

（2014） 

関連事業 JICA 技術協力： 

公共事業道路省派遣専門家（総合治水） 

マニラ洪水対策計画調査（1990 年） 

治水砂防技術力強化プロジェクト（2000 年～2005 年） 

治水行政機能強化プロジェクト（2005 年～2010 年） 

JICA 円借款： 

パッシグ洪水予警報システム（1983 年） 

マニラ地区洪水制御排水事業（2）（1987 年） 

メトロマニラ西マンガハン地区洪水制御事業（1996 年） 

パッシグ・マリキナ川河川改修計画（I）（1999 年）、(II)（2007

年）、(III)（2012 年）カマナバ地区洪水制御・排水改良事業 援

助効果促進調査（2014 年） 

国際機関等： 

世界銀行：マニラ首都圏及び周辺地域洪水対策マスタープラン 

 

２.  調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 芹澤 明美（三州技術コンサルタント株式会社） 

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 10 月～2015 年 10 月 

 現地調査：2015 年 1 月 4 日～23 日、2015 年 4 月 5 日～23 日 

 

３．評価結果（レーティング：B2） 

３.１ 妥当性（レーティング：③3） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

本事業審査時の「フィリピン中期開発計画 1999 年～2004 年」（Medium Term 

Philippine Development Plan 1999–2004）では、マニラ首都圏の洪水被害を軽減する

ため、洪水対策施設の整備及び廃棄物対策や既存の排水設備の適切な管理を、中央

                                                   
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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政府と地方自治体（Local Government Unit: LGU。以下、「LGU」）が行うとしていた。 

事後評価時点の「フィリピン開発計画 2011 年～2016 年」（Philippine Development 

Plan 2011-2016）では、主要施策の一つとして「洪水リスク軽減のための流域保全

及び効率的かつ適切なインフラ整備」を掲げている。同開発計画では以下のとおり

洪水軽減のための 4 つの戦略が掲げられている。 

・洪水の危険が大きい地域において洪水対策施設の建設を優先的に行う。  

・洪水対策施設の計画・設計には、「気候変動適応と災害リスク削減戦略」（Climate 

Change Adaptation-Disaster Risk Reduction Management (CCA-DRRM) Strategies）を考

慮する。 

・洪水対策施設の修復に必要な資金を迅速に確保できるような仕組みを作る。 

・LGU とコミュニティの参加を進める。 

 

以上より、本事業の実施は審査時及び事後評価時において、フィリピンの開発政策

に整合している。 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

フィリピンでは台風や豪雨による洪水被害が頻繁に起きており、審査時点におい

て、被害規模は年平均で、死者 800 人強、金額で GNP の約 0.4％にのぼっていた。

マニラ首都圏は低平地であり、河川の氾濫や高潮による冠水・排水不良が頻繁に起

こっていた。本事業の対象地域であるマラボン川とトゥリャハン川の流域は海抜 0

～1.5m の低地にあるため、降雨や高潮による河川の氾濫・排水不良による洪水被

害の危険性が高く、洪水被害軽減対策を行う緊急性が高かった（JICA 提供資料）。 

事後評価時点で DPWH に確認したところ、表 1 で示すとおり、2001 年以降にフ

ィリピンで洪水被害を引き起こした主な台風・豪雨等 29 件のうち 10 件がマニラ首

都圏にも影響した。 

表 1 マニラ首都圏に被害をもたらした台風等 

（被害状況はフィリピン全国のもの） 

台風等の時期 被害額 

（百万ペソ） 

人的被害 

（人） 

2004 年 11 月 2,226 死者 42、負傷 77、行方不明 34  

2006 年 9 月 3,973 死者 184、負傷 536、行方不明 47  

2009 年 6 月 137 死者 10、負傷 6、行方不明 5 

2009 年 9 月（オンドイ） 41,000 死者 464、負傷 529、行方不明 37 

2010 年 7 月 478 死者 102、負傷 91、行方不明 46 

2011 年 6 月 647 死者 12、行方不明 18  

2012 年 7 月 404 死者 51、行方不明 6 

2012 年 8 月  3,056 死者 109、負傷 14、行方不明 14 

2013 年 8 月 3,056 死者 109、負傷 14、行方不明 4 

2014 年 9 月 144 死者 10、負傷 7 

（出所：DPWH 質問票回答） 
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表 1 の洪水被害のうち、2009 年 9 月の台風オンドイ（Ondoy）と 2012 年 8 月の

モンスーンの 2 回、事業対象地域では大きな洪水被害が発生した（対象地域の被害

状況については有効性の項を参照のこと）。また、フィリピン開発計画（2011 年～

2016 年）によれば、全国の州を洪水被害の可能性のある面積の割合の順にリスト

アップすると、マニラ首都圏は 33.2％がそれにあたり、7 位にランク付けされてい

る。 

以上から、審査時点で、また事後評価時点でも本事業対象地域が洪水被害の危険

度の高い地域であることは明らかであり、本事業は両時点のニーズに対応している。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

1999 年 3 月の経済協力総合ミッションで、洪水対策を含む防災案件を、重要な

支援対象と位置付けていた（JICA 提供資料）。また、当時の「対フィリピン国別援

助計画」では、環境保全と防災（災害常襲地帯を中心とした防災対策）を重点分野

の一つに掲げていた。よって本事業は審査時の日本の対フィリピン援助政策に沿う

ものである。 

 

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 効率性（レーティング：①） 

３.２.１ アウトプット 

３.２.１.１ 土木工事、機材調達 

事後評価対象範囲の特定 

本事業の「フィリピン側関連事業」として、「マラボン川しゅんせつ、橋梁かさ

上げ、二次・三次排水路の整備、廃棄物処理」が挙げられているが、事業費の計

算等の中には対象として含まれておらず、本事業の範囲であるのかが不明瞭であ

った。JICA の審査時の資料には、「本事業の効果発現のためには、LGU により行

われる末端排水網に関し、本事業との整合性を確保しつつ整備を行っていく必要

がある。また、本事業で整備される排水路等の機能を確保するためには、水路へ

の廃棄物の不法投棄を抑制していくことが肝心である」「マラボン川の橋梁の桁下

に余裕がなく、洪水の安全な流下を阻害する橋がある。本事業ではこの架け替え

（評価者注：かさ上げと同じ趣旨）が含まれていないため、DPWH に実施を要請

した」との記載がある4。2014 年に実施された「カマナバ地区洪水制御・排水改

良事業 援助効果促進調査」（Special Assistance for Project Sustainability: SAPS。以

下、「SAPS 調査」という。）においても、本事業に先立つ JICA と DPWH 間の協

                                                   
4 同資料の「フィリピン側関連事業」には、しゅんせつについての記載はない。 
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議及び詳細設計時に、これら「フィリピン側関連事業」は「事業の効果達成と効

果の持続的な発現に必須である」ことが事業実施前から確認・合意されたと確認

されている。そこで、「フィリピン側関連事業」が本件事業目的の達成に不可欠か

どうか、すなわち本件事後評価の対象に含めるかどうかを、審査時の資料や当時

の関係者等の聞き取りを参考にして検討した。その結果、事後評価の対象は円借

款事業のみとし、「フィリピン側関連事業」は含めないこととした。その理由を以

下に述べる。 

当時の関係者及び関連事業の DPWH 専門家（総合治水）によると、本事業はも

ともと JICA「マニラ洪水対策計画調査」（1988 年～1990 年）の結果、優先プロジ

ェクトの一つである当該地域の「排水改善事業」として計画されたものであった。

「排水改善」とは、対象地域に豪雨が降った時に速やかに排水することを目的と

する（内水対策）。本事業では排水路の建設・改修と、排水ポンプ場整備を行った。

内水対策の設計の基準として、当該地域における 10 年確率の時間雨量を採用した。

それに加え、高潮や、上流での豪雨等が原因で河川の流量が大きくなった場合に

備え、輪中堤整備、河川の洪水壁かさ上げ、水門整備を行った（外水対策）。外水

対策の設計の基準は、河川上流の 30 年確率の一日雨量もしくは二日雨量である。

｢フィリピン側関連事業｣は、上述の「当該地域での 10 年確率降雨（内水）」及び

「河川上流での 30 年確率の一日雨量もしくは二日雨量（外水）」の想定を超えて、

洪水・浸水対策を一層進めるために提案された。「マラボン川しゅんせつ」と「橋

梁かさ上げ」は、さらに河川の容積を増やす外水対策である。｢二次・三次排水路

整備｣は局地的な浸水の解消と、浸水時間の短縮を目的とする内水対策であるが、

本事業の審査時点でも事後評価時点でもその範囲が設定されておらず、対象 LGU

の責任で継続的に計画・実施していくことになっているため、本事業の効果を補

強するものといえる。よって、この三つの事業は、本事業の想定以上の洪水・浸

水対策を目的とした追加的事業と判断する。「廃棄物処理」は、河川からのゴミの

回収及び、河川へのゴミ投棄防止（住民への啓発活動等）を適切に行うことで、

水門やポンプ、排水路の機能を妨げないことを目的とする。これらは日常的に継

続して行われる維持管理活動であり、作業範囲や程度が確定できないこと、河川

上流や海から流入するゴミについて本事業対象 LGU の対応に限界があることか

ら、「アウトプット」として事後評価対象とするにはなじまないと判断する（しか

し「持続性」の項で LGU の活動内容として後述する）。以上から、｢フィリピン側

関連事業｣は今般の評価対象には含めないこととする。 

 

（1）土木工事  

土木工事は、詳細設計の結果、審査時の計画からは多少変更し、最終的に詳細

設計の計画どおり完成した。変更は、表 2 のとおり現地の状況に基づいて設備の

規模等を精査した結果であり、妥当である。当初円借款資金で行うことになって
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いた工事の一部が、2008 年 9 月に円借款貸付期限が到来した時点で未完成であっ

たが、フィリピン側の資金で工事が継続され、2012 年 1 月に完成した。 

 

表 2 円借款資金で行うと計画されていた工事の計画・実績 
 審査時計画 詳細設計による

変更後の計画 

円借款貸付期

限到来時実績

（2008 年 9

月） 

実績 

（事業完了

2012年 1月） 

変更理由 

輪中堤  

（Polder Dike） 

8.0 km 8.6 km 3.4km 完成 8.6 km（計画

どおり） 

 

左記の残り

区間はロー

カルコント

ラクターに

より 2012 年

1 月までに

完成した。 

詳細設計の結果、事業

地域北西端に位置する

地域も輪中堤で防護さ

れる必要があると判明

した。 

 

洪水防御壁の

かさ上げ 

（River Walls 

Raisings） 

12.4 km 

 
10.5 ㎞ 

（マラボン川
6.6km, 

マララ川

3.9km） 

マララ川は完

成。 

マラボン川は

一部完成 

10.5 ㎞（計

画どおり） 

 

左記の残り

区間はロー

カルコント

ラクターに

より 2012 年

1 月までに

完成した。 

詳細設計の結果、一部

既存の壁が存在してい

たことや地盤高が高か

ったことから、当初計

画より縮小された。 

閘門/ 航行水門 

(Navigation lock 
/ Navigation 

gate)  

Navotas River 
North 

1 閘門 

（高潮時も航

行可能） 

 

1 航行水門 

（干潮時のみに

航行を制限） 

完成してい

た。 

1 航行水門

（計画どお

り） 

 

船舶使用者と DPWH

が航行水門に合意し

た。航行水門は干潮時

のみ航行可能なため

（高潮時には閉める）、

閘門よりも洪水対策の

効果が高い。 

ポンプ場（水門

なし） 

(Pumping 
station without 

flood gates 

incorporated 
with navigation 

lock) 

Navotas River 
North 

1 基 

（閘門に隣

接） 

1 基 

（航行水門に隣

接） 

完成してい

た。 

1 基（上記航

行水門に隣

接）（計画ど

おり） 

 

水門 （ポンプ

場なし） 

(Independent 

flood gates) 

6 基 6 基 

 

完成してい

た。 

6 基（計画ど

おり） 

 

制御水門 

(Control gates) 
 

2 基 

 

0 基 なし なし 詳細設計において、大

規模な土地開発が行わ

れないこと、及び輪中

堤と既存の制御水門で

十分防御可能なことが

確認され、制御水門は

不要になった。 

水門併設のポ

ンプ場） 

(Pumping 

station with 

ancillary flood 
gates)  

6 基 4 基 

 

完成してい

た。 

4 基（計画ど

おり） 

2 基は中止された（上

述の制御水門の中止と

セット）。 
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既存の排水路

の改修 

6.4 km 5.6 km 未完成であっ

た。 

5.6 km 

（計画どお

り） 

フィリピン

側資金で実

施された。 

詳細設計の結果距離が

変わった。 

排水路の新設  1.8 km 2.1 km 完成してい

た。 

2.1 km 

（計画どお

り） 

詳細設計の結果距離が

変わった。 

（出所：JICA 提供資料） 

 

 

 

 

本事業で整備されたポンプ場の 

水門 

 本事業で整備された水門 

 

 

 

 

本事業で整備されたポンプ場  本事業で整備されたポンプ場の 

ゴミ処理機 

 

「フィリピン側関連事業」の計画・実績を表 3 に示す。橋梁のかさ上げは 4 橋

のうち 2 橋が工事完了し、残る 2 橋は、事後評価時点で工事中・準備中である。

そのほかは特に範囲が設定されておらず、継続的に実施されている。  
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表 3 フィリピン側関連事業の計画・実績 
 計画 2015 年 4 月の状況 費用（本件の事業費に

は含まれない） 

橋梁のかさ上げ 

（DPWH） 

バンクラシ

（Bangkulasi）  

トンスヤ

（Tonsuya）  

ランビガン

（Lambingan）  

テネヘロス

（Tenejeros）  

バンクラシ：計画策定準備中 

トンスヤ：工事中 

ランビガン：2014 年完了 

テネヘロス：2014 年に強化工事完了 

約 43 百万ペソ 

 

 
 

二次・三次排水路 

（市） 

範囲は設定さ

れず 

部分的に実施 情報なし 

廃棄物管理 

（市） 

範囲は設定さ

れず 

各市が実施中。 マラボン市廃棄物処理

の予算：年間約 95 百万

ペソ 

ナボタス市 2014 年の廃

棄物処理予算：19.2 百

万ペソ 

マラボン川のしゅん

せつ 

(DPWH)  

範囲は設定さ

れず 

うち 2.86km については、2014 年予

算を使って 2015 年の実施が決まっ

ている。 

その他の部分については 2015 年の

予算を使用して 2015 年以降工事予

定。調査を実施中。 

2014 年予算： 202 百万

ペソ 

 

2015 年予算： 124 百万

ペソ 

（出所：JICA 提供資料。現状は DPWH 質問票回答と市の聞き取り）  

 

さらに、事業対象地域では、本事業とは直接関係なく、フィリピン側資金で以

下の洪水対策工事が行われた（JICA 提供資料）。 

・マラボン川洪水防御壁のかさ上げ（計 2,954mの区間を本事業の 12.60mから 13.50m

へかさ上げ）、Catmon Creek の土堤設置（計 1,800m）、Longos Creek（函渠（かん

きょ）36.6m、コンクリート U 字型開水路 64.4m）（これらは 2012 年の洪水被害

を受けて 2013 年に工事） 

・ナボタス市でポンプ施設 39 カ所設置  

・メイカウアヤン（Meycauayan）川沿いの全長約 3.2km の洪水防御壁（標高約 13.5m）

建設 

・ パラサン（Palasan）川とメイカウアヤン川沿いの洪水防御壁（標高約 13.5m）

建設（全長約 9.0km） 

・メイカウアヤン川の沈泥除去 

・メイカウアヤン川沿いにおける洪水防御壁の改修 

・ナボダス沿岸堤防約 500m を設置 

 

（2）資機材調達 

内容は以下のとおりであり、計画どおりに実施された。 

・水文・気象観測機器 

・ポンプ場用除塵関連機材 
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（3）コンサルティングサービス 

内容は以下のとおりであり、計画どおりに実施された。 

・地形・土質等の基礎調査と洪水制御施設に係る基本設計の見直し  

・洪水制御施設の詳細設計 

・入札・契約補助 

・環境適合証明遵守のモニタリング、コントラクターの指導等の環境管理  

・住民移転・土地収用に係る報告書作成補助と移転・住民の生計確保等に係る助言  

 

（4）住民移転に係る第三者モニタリング 

内容は以下のとおりであり、計画どおりに実施された。 

・実施機関による住民移転・土地収用手続きのレビュー 

・移転住民の社会・経済等生活環境と、関係政府機関による関連事業のレビュー 

・関係政府機関への助言 

（出所：JICA 提供資料） 

 

３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

審査時点の計画 11,786 百万円に対し、事後評価時点での事業費実績は 17,858

百万円で計画の 152％となり、計画を大幅に上回った。 

 

表 4 事業費 

（単位：百万円） 

 計画 実績 

 外貨 内貨 合計 外貨 内貨 合計 

 全体 う ち

借款 

全体 う ち

借款 

全体 う ち

借款 

全体 う ち

借款 

全体 う ち

借款 

全体 う ち

借款 

土木・資機材調

達 

5,863 5,863 1,281 1,281 7,144 7,144 4,987 4,987 5,468 2,670 10,455 7,657 

物的予備費 586 586 128 128 714 714 - - - - - - 

コンサルティ

ングサービス 

714 714 357 357 1,071 1,071 799 799 445 321 1,244 1,120 

用地取得・補償 0 0 2,576 0 2,576 0 0 0 2,977 0 2,977 0 

管理費 0 0 242 0 242 0 0 0 477 0 477 0 

税金 0 0 39 0 39 0 0 0 2,696 0 2,696 0 

サービスチャ

ージ 

0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 

合計 7,163 7,163 4,623 1,766 11,786 8,929 5,795 5,795 12,063 2,991 17,858 8,786 

（出所：JICA 提供資料） 

審査時：積算レート：US$1=JPY114、フィリピンペソ 1=JPY3 

プライス・エスカレーション（物価上昇を予期した加算）：外貨 1.2％（年）、内貨 1.2％（年） 

物的予備費率：10％（年） 

コスト積算基準時期：1999 年 8 月 

事業期間中（2000 年 1 月から 2012 円 1 月）の平均レートは 1 ペソ＝2.16 円 

 

全体事業費には、貸付実行期限到来時に未完成で 2009 年以降フィリピン側資金
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で実施された「輪中堤と洪水防御壁のかさ上げの残り区間及び排水路補修」の費

用も含まれている。計画では土木・資機材調達部分は全て円借款資金の予定であ

ったが、実際は上述の理由でフィリピン側資金が 2,798 百万円となっている5。ま

た、DPWH によれば用地取得は物理的には完了しているが、一部地権者が土地価

格の上昇を理由に補償額の増額を求めて裁判を起こしており、決着には数年かか

ると予想されるため、最終的な補償額は確定していない。表 4 及び後述の表 13（用

地取得実績）の金額は事後評価時点で暫定的に見積もった額であり、最終的な事

業費はこれを上回る可能性がある。 

事業費増額の理由は以下のとおりであった6。 

・工事期間延長に伴い、物価上昇のため工事費が増加した。また、2008 年 9 月（円

借款貸付期限到来）時点での未完成部分をローカルコントラクターが請け負った

ことで、同じコントラクターが一貫して工事する場合に比べて、新たに工事用機

材搬入や撤収等の費用がかかった。コントラクターを変えた経緯は、「事業期間」

の項に記載のとおり、外国コントラクターによる工事に遅延があり、一部未完工

のまま契約を終了したためである。外国コントラクターについては契約終了 1 年

前の段階で、未完工見込の部分は契約から外したので、変更後の契約については

100％完了したことになる。 

・2009 年 9 月の洪水により、それ以前に本事業で建設済みの施設が損壊した。そ

の修復費用がローカルコントラクターの全体工事費に含まれている。修復費用は

個別に計算していないため、詳細は不明である。 

 

３.２.２.２ 事業期間 

計画の事業期間が 2000 年 4 月（L/A 調印7）～2006 年 12 月（土木工事終了時）

（81 カ月）であったのに対し、実際の事業期間は 2000 年 4 月（L/A 調印）～2012

年 1 月（土木工事終了時）（142 カ月）となった。これは計画の 175％となり計画

を大幅に上回った。 

  

                                                   
5 土木工事・資機材調達費用の実績の内貨 5,468 百万円から、円借款分 2,670 百万円を引いた数字。 
6 JICA 提供資料及び、DPWH 質問票回答と聞き取りより。 
7 不法居住者移転及び土地収用は L/A 締結前に始まっており、その費用も本事業費に含まれている

が、その開始時期をいつと解釈するかは不明であるため、通常の事後評価と同様 L/A 調印を事業期

間の始期とする。 
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表 5 事業期間 

 

 計画 実績 

コンサルタント選定 1999 年 11 月～2000 年 10 月 1999 年 11 月～2000 年 10 月 

詳細設計 2000 年 11 月～2001 年 10 月 2000 年 11 月～2001 年 10 月 

入札手続き 2001 年 11 月～2002 年 10 月 2001 年 11 月～2003 年 6 月 

土木工事 （全体） 

2002 年 11 月～2006 年 4 月 

（全体） 

2003 年 6 月～2012 年 1 月 

契約 1（国際コントラ

クター） 

2003 年 6 月～2008 年 9 月 

契約 2（ローカルコン

トラクター） 

2009 年 2 月～8 月 

 

契約 3（ローカルコン

トラクター） 

2010 年 5 月～10 月 

 

契約 4（ローカルコン

トラクター） 

2011 年 9 月～2012 年 1 月 

 

資機材調達  2003 年 5 月～2005 年 7 月 2003 年 5 月～2005 年 7 月 

不法居住者移転 ～1999 年 12 月 ～2000 年 1 月8 

土地収用 ～2001 年 10 月 物理的には完了しているが、

代金支払が 2015 年 4 月時点で

未完了。 

施工管理・技術支援 2000 年 2 月～8 月 

2002 年 11 月～2006 年 12 月 

2003 年 6 月～2009 年 12 月  

外部モニタリング調査 2000 年～2004 年の毎年 8 月 2000 年～2004 年の間に 3 回 

（出所：JICA 提供資料） 

 

遅延の理由は、JICA 提供資料によれば以下のとおりである。 

・実施機関内でのコントラクターの事前資格審査（Pre-Qualification： P/Q）評価結果

及び入札クライテリアの確認・調整に時間がかかり、入札手続きが 8 カ月遅延した。 

・事業開始時点で住民移転はほぼ完了していたが、入札手続き遅延の間に一部工事予

定地に新たな不法居住者が流入した。新たに判明した居住者の移転のための実施機

関内の方針決定、新たな予算の確保に時間を要し、一部地域における着工が遅延し

た。 

・土木工事全体は、外国コントラクターにより、2003 年 6 月から 2007 年 6 月に実施

される契約であった。住民の協力を得るのに時間がかかったことから、工事エリア

から船の出入りを排除したり、電気・水道設備を移転したりすることがスムーズに

行かない問題があり、一部の着工が遅れたため、当初の貸付実行期限であった 2008

年 9 月まで外国コントラクターの契約を延長した。2007 年 6 月の段階で、2008 年 9

月までに完工が見込めない部分について契約から外した。その後、未完工部分につ

いて、ローカルコントラクター3 社によって建設が実施された。2008 年 7 月、貸付

                                                   
8 不法居住者移転については、1997 年に実態調査が行われ、1998 年 2 月に対象者の特定が終わり、

同 11 月に DPWH と LGU との間で移転・支援内容の合意が行われた。2000 年 1 月までに移転が完

了した（JICA 提供資料）。 
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実行期限を 12 カ月延長し 2009 年 9 月までとした。 

 

３.２.３ 内部収益率 

審査時点で経済的内部収益率（Economic Internal Rate of Return: EIRR。以下、「EIRR」

という。）は 10.8％と計算されていた。条件は以下のとおりであった。 

費用：洪水対策施設の建設費用、運営維持管理費用  

便益：想定被害総額（30 年確率）、生活環境改善による住民の便益 

プロジェクトライフ：30 年 

建設費用は 1 年目から 8 年目まで支出と想定。 

運営維持管理費用は 6 年目以降発生し、8 年目からは毎年 22.5 百万ペソと想定。 

便益は 2 年目から発生し、5 年目以降毎年 330.3 百万ペソと想定。 

（出所：JICA 提供資料） 

 

事業完了後、DPWH が建設の遅延や物価上昇分を加味して（実際の便益のデータを

取り直したわけではない）、下記の条件で再計算したところ、EIRR は 16.1％となった。 

・2012 年 1 月に事業完了。 

・建設費用は 1998 年から 2010 年の 13 年間に支出。 

・運営・維持管理費用は 2009 年以降 2029 年まで毎年 21 百万ペソを想定。2030 年のみ、大

規模修理を見込んで 742 百万ペソを想定。それ以降は毎年 31.6 百万ペソ。 

・便益は 2009 年（11 年目）から発生し、徐々に増加。2011 年（13 年目）以降毎年 1,442.3

百万ペソと想定。審査時の計算に比較して物価の上昇分を計算に入れたため、想定される

便益が増えた。 

・プロジェクトライフ 45 年（施設の耐用年数を 45 年と想定） 

（出所：JICA 提供資料） 

 

建設期間の遅れによる物価上昇のため便益が増加し、事業完了時の EIRR（16.1％）

は審査時 EIRR（10.8％）よりも高くなった。実際の便益データは収集困難であり、厳

密な EIRR の再計算はできない。 

 

以上より、本事業のアウトプットは計画どおりに実施された。本事業は事業費、事

業期間ともに計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。 

 

３.３有効性9（レーティング：③） 

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標） 

事業目的である「洪水被害の軽減」に対して、審査時点では指標が設定されてい

なかった。 

 

３.３.１.１. 運用指標 

運用指標は設定されていない。受益者数の参考として、対象排水区が含まれて

いる LGU（市）の人口データを示す。排水区と市は一致せず、排水区ごとの人口

                                                   
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。  
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データはない。本事業の受益者は最大 120 万人程度となる。 

 

表 6 対象排水区が含まれている市の人口 

 

市 面積（ha） 人口（人） 

  2000 年 2007 年 2010 年 

カローカン 5,580 1,177,604 1,378,856 1,489,040 

南カローカン地区 1,370 （上記カローカ

ンに含まれる） 

570,665 578,851 

マラボン 1,976 338,856 363,681 353,337 

ナボタス 894 230,403 245,344 249,131 

（出所：DPWH 質問票回答） 

（注）カローカン市の南カローカン地区は飛び地になっていること、本事業の排水区は南カロ

ーカンのみに入っていることから、上の表では同市をカローカン市と南カローカン地区の 2 つ

に分けている。 

各市は以下の本事業対象排水区を含んでいる。  

南カローカン地区：スパイン（Spine）、メイパホ（Maypajo） 

マラボン市：カトモン（Catmon）、スパイン、北ナボタス（North Navotas）、ダンパリット

（Dampalit）、南ピナグカバリアン（S.Pinagkabalian） 

ナボタス市：バンクラシ（Bangkulasi）、北ナボタス 

 

３.３.１.３ 効果指標 

事業目的である「洪水被害の軽減」を測る指標は審査時の資料には記載されて

いないものの、2014 年 SAPS 調査結果によれば、1999 年 10 月 20 日付の JICA

と DPWH 間の議事録において、目標年次を 2020 年として以下のとおり計画され

ていた。 

 (a) 潮位が計画段階で観測された最大潮位以下であり、河川流量が 30 年確率規模10以

内であるときに、高潮位及び河川の越流から事業地域を守ること。 

(b) 10 年確率規模の降雨時に浸水深 20cm を超える内水氾濫地域を、事業地域の 90％

（計画当時）から 15％へ減少すること。 

(c) 毎年の洪水被害額を 5 億ペソ減少させること。 

  

これに基づき、本事業の施設は 2001 年に以下のとおり設計された。 

                                                   

10 2001 年詳細設計時に使用された、各種確率年での確率降雨は以下のとおり（JICA 提供資料）。 

 二日雨量(mm/2 日) 時間雨量(mm/時間) 

500 年 750.6 131.4 

100 年 601.4 109.8 

50 年 536.8 100.5 

30 年 489.0 93.6 

20 年 450.8 88.1 

10 年 384.2 78.4 

5 年 314.8 68.4 

2 年 210.0 53.3 
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高潮位 観測最大値：平均海水面（Mean sea level: MSL）から 1.625m 

＝ DPWH 基準面標高 12.10m 

河川流量 30 年確率（上流での二日雨量 489.0mm/2 日） 

（トゥリャハン川からマラボン川） 

場所によって 290m3/s から 450 m3/s  

浸水 10 年確率の降雨 （事業対象地域での時間雨量 78.4mm） 

（出所：JICA 提供資料） 

 

審査時には指標は設定されていなかったが、上記 JICA-DPWH の議事録の記載

を参考に、事後評価にあたって以下の指標を検討した。 

 

（1）洪水被害面積の減少 

DPWH 及び関係各市によれば対象地域で洪水被害が報告されたのは、2009 年 9

月の台風オンドイ時と 2012 年 8 月のモンスーン時、2014 年 9 月の豪雨時の 3 回

であった。台風オンドイ時には、事業対象地域での降雨量は設計で想定されてい

た 10 年確率降雨を超えてはいなかったが、潮位と上流からの洪水流量が設計時の

想定を超えていたため、事業地域の大部分が浸水した。2012 年 8 月モンスーン時

は、事業対象地域での降雨量、上流からの洪水流量、潮位が設計時の想定を超え

ていたため、事業地域の大部分が浸水した。以上の 2 回は大きな洪水被害であっ

た（データ詳細は「（5）SAPS 調査による With-Without 分析」参照）。2014 年 9

月の豪雨時は事業対象地域での時間雨量が 10 年確率を超え、6cm から 50cm 程度

浸水した場所があったが、先の 2 回に比較すると被害は軽微であった。被害報告

がない場合には特に洪水被害調査は行われないため、本当に洪水被害がなかった

ことを示すことは困難であるものの、「被害報告がなかった」ことをもって、洪水

被害がなかったか、軽微なものだったと推測できる。 

JICA-DPWH の議事録に記載されている目標の一つ(a)「潮位が計画段階で観測

された最大潮位以下であり、河川流量が 30 年確率規模以内であるときに、高潮位

及び河川の越流から事業地域を守ること」については、潮位と河川流量が想定を

超えたオンドイと 2012 年 8 月モンスーンの際以外に高潮位・河川越流による洪水

被害が報告されなかったことから、達成されたと判断される。2014 年 9 月の豪雨

時の洪水被害は、高潮位・河川越流によるものではなく、事業対象地域の降雨量

が想定を超えたための内水氾濫（JICA-DPWH 議事録目標（b））であり、目標（a）

の達成を否定するものではない。 

 

議事録目標（b）「10 年確率規模の降雨時に浸水深 20cm を超える内水氾濫地域

を、事業地域の 90％（計画当時）から 15％へ減少すること」に関し、JICA 提供

資料によれば、事業開始前は、事業地域 1,750.5ha のうち洪水面積が 1,472.1ha（84％）

であったのに対し、本事業が完成すれば洪水面積が 187.6ha（10.7％）に減少する
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と予想されていた（表 7）。しかし実際の洪水面積データが存在しないため、「洪

水面積の減少」は確認できなかった。大きな洪水の際に一部被害家屋に出向いて、

浸水の高さを住民から聞き取ることはあるものの、洪水の高さによる浸水面積区

分が一律にできるような体系的な調査は行っていない。 

 

表 7 想定される洪水面積の減少 

（単位：ha） 

  本事業がなかった場合 本事業が完成した場合の想定 

排水区 全体面

積 

洪水な

し 

洪 水
0-0.5m 

0.5-1m 1m 以

上 

洪水な

し 

洪水
0-0.5m 

0.5-1m 1m 以

上 

バ ン ク ラ

シ 

75.4 16.9 23.7 34.8 0.0 68.3 7.1 0.0 0.0 

カトモン 355.5 160.3 21.5 92.4 81.3 326.6 28.9 0.0 0.0 

スパイン 173.1 42.5 69.0 61.2 0.4 156.7 16.4 0.0 0.0 

メイパホ 241.2 50.2 95.4 95.6 0.0 227.9 13.3 0.0 0.0 

北 ナ ボ タ

ス 

417.6 8.5 107.4 193.0 108.7 380.3 37.3 0.0 0.0 

ダ ン パ リ

ット 

233.1 0.0 0.0 38.4 194.7 188.0 45.1 0.0 0.0 

南 ピ ナ グ

カ バ リ ア

ン 

254.6 0.0 0.0 66.3 188.3 215.1 39.5 0.0 0.0 

合計 1,750.5 278.4 317.0 581.7 573.4 1,562.9 187.6 0.0 0.0 

（出所：JICA 提供資料） 

 

（2）平均浸水時間 

データは得られなかった。しかし、マラボン市職員の話によれば、本事業の施

設建設以前は洪水が引くまで三日ほどかかかったが、事後評価時点では数時間程

度で引くという。 

 

（3）浸水家屋数 

主な台風・豪雨の際の、市別の被害状況データを DPWH から得た（表 8 から表

11。質問票回答より）。しかしデータがない項目が多く、台風・豪雨の規模と浸水

家屋数の関係や、本事業の被害軽減効果を判断することはできない。  

 

（4）洪水被害額  

DPWH は、本事業の効果で洪水からの被害額が年に 500 百万ペソ以上軽減した

と報告しているが、DWPH でも計算根拠は有していない。また、表 8 から 11 の

データも十分でなく、判断できない。 

 

以上から、想定した指標（洪水面積、平均浸水時間、被害家屋数、被害額）に

ついては、本事業の効果で改善したことを示すデータは得られなかった。  
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表 8 2009 年 9 月の台風オンドイの際の事業対象地域の被害 
 

 被災者数 損壊家屋数 被害額 

（百万ペソ） 

 バランガイ
11 

世帯数 人数 全壊 一部損壊  

カローカン市 23 18,116 90,580 0 0 不明 

マラボン市 11 1,381 8,736 159 0 不明 

ナボタス市 3 62 355 6,748 85 不明 

マニラ首都圏 不明 不明 不明 不明 不明 1,128 

 

 

表 9 2012 年 8 月のモンスーンの際の事業対象地域の被害 
 被災者数 損壊家屋数 被害額 

（百万ペソ） 

 バランガイ 世帯数 人数 全壊 一部損壊  

カローカン市 13 5,371 26,761 不明 不明 不明 

マラボン市 18 4,613 20,474 不明 不明 不明 

ナボタス市 12 1,630 7,698 不明 不明 不明 

マニラ首都圏 不明 不明 不明 不明 不明 412 

 

 

表 10 2013 年 8 月の豪雨の際（降雨量 30mm/時、290 mm/日）の事業対象地域の被害 
 被災者数 損壊家屋数 被害額 

 バランガイ 世帯数 人数 全壊 一部損壊  

カローカン市 9 5,162 25,171 0 0 不明 

マラボン市 17 7,631 35,406 0 0 不明 

ナボタス市 2 86 365 0 0 不明 

マニラ首都圏 不明 不明 不明 不明 不明 不明 

 

 

表 11 2014 年 9 月の豪雨の際（降雨量 84.6 mm/時、688.7mm/日）の事業対象地域の被

害 
 被災者数 損壊家屋数 被害額 

 バランガイ 世帯数 人数 全壊 一部損壊  

カローカン市 不明 1,886 10,969 不明 不明 不明 

マラボン市 不明 936 3,582 不明 不明 不明 

ナボタス市 不明 33 142 不明 不明 不明 

マニラ首都圏 不明 不明 不明 不明 不明 不明 

上記 3 市のうち、マラボン市の 7 バランガイが 6cm から 50cm 程度の洪水被害を受けた。 

（出所：DPWH 質問票回答） 

 

（5）SAPS 調査による With-Without 分析 

2012年 8月のモンスーンの際には既に本事業が完成していたにもかかわらず洪

水被害が出たため、住民から本事業の効果を疑う声が上がった。本事業の効果を

住民に示すため、JICA は 2013 年 10 月から 2014 年 1 月にかけて SAPS 調査を行

った。手法は、2 回の大きな台風・豪雨の際に、本事業がなかった場合と、あっ

                                                   
11 フィリピンの最小の地方自治単位。市（City）や町（Municipality）を構成する。 
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た場合で、洪水被害の程度がどの程度違い得たかを検討する With-Without 分析で

ある。以下は、SAPS 調査の分析結果である。 

 

2009 年 9 月の台風オンドイの際の被害（2009 年 9 月 23 日～30 日） 

 

当時の状況 

本事業では輪中堤完成済み、及び洪水防御壁一部施工済み（一部で+12.60m にかさ上

げ）。しゅんせつは未実施であった。 

・事業対象地域の降雨： 371.9mm（2009 年 9 月 26 日 0 時から 9 月 27 日 24 時までの二

日雨量。）（おおむね 10 年確率降雨） 

・潮位: +12.20 m（2009 年 9 月 27 日）。DPWH 基準面標高 12.10m を超過。 

・トゥリャハン流域からの洪水流量: 600 m3/s、マラボン川の通水能力: 100 m3/s～600 

m3/s 。これはトゥリャハン-マラボン川の 30 年確率流量（場所によって 290 m3/s～450 

m3/s）を超過。 

 

事業対象地域での降雨量は設計で想定されていた 10 年確率降雨を超えてはい

なかったが、潮位と上流からの洪水流量が設計時の想定を超えていたため、事業

地域の大部分が浸水した。しかし 7 排水区のうち 6 排水区では、本事業で整備さ

れた輪中堤、堤防、水門、ポンプの効果で、それらがなかった場合に比べて浸水

量が 20％～80％減少したと推定された。建設済み施設の効果としては、潮位+12.20 

m に対し、洪水防御壁は+12.60m にかさ上げされていたので、マラボン川下流と

マララ川沿いは浸水を免れた。また、輪中堤で守られ洪水がなかった地区もあっ

た。ただし一部区間で輪中堤が+12.60 m までのかさ上げが終わっていなかったた

め、事業地域の北端部分で越水を許した。 

 

 

 

 

2012 年 8 月 3 日 モンスーン時 

ナボタス市 

（出所：Inquirer 記事） 

 2012 年 8 月 7 日 モンスーン時 

マラボン市 

（出所：Reuters/Stringer 記事） 

 

2012 年 8 月モンスーンの際の被害（2012 年 8 月 1 日～8 日） 

当時の状況 

本事業は完成済みであった。 

・事業対象地域での降雨: 737.5 mm（2012 年 8 月 6 日 17 時から 8 月 8 日 17 時までの二
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日雨量。）（おおむね 500 年確率降雨に相当） 

・潮位: +12.65 m（2012 年 8 月 2 日）。DPWH 基準面標高 12.10m を超過。 

・トゥリャハン流域からの洪水流量： 600 m3/s、マラボン川の通水能力： 350 m3/s 。

これはトゥリャハン-マラボン川の 30 年確率流量（場所によって 290m3/s～450m3/s）を

超過。 

 

事業対象地域での降雨量、上流からの洪水流量、潮位が設計時の想定を超えて

いたため、事業地域の大部分が浸水した。しかし、本事業で整備された輪中堤、

堤防、水門、ポンプの効果で、それらがなかった場合に比べて浸水量が 10％～80％

程度減少したと推定された。また、事業地域の平均的な浸水量を 68％減少させ、

また浸水位が危険な高さに至るまでの時間を最大で約 1 日程度遅らせることがで

きたと分析された。 

本事業で整備された洪水防御壁や輪中堤の効果で、一部地域は越水を免れたも

のの、かさ上げした洪水防御壁の高さは+12.60m であり、潮位+12.65 m に対して、

浸水を防ぎきれなかった。また、一部で輪中堤が+12.60 m よりも低かったため、

3 箇所で洪水防御壁が倒壊し、越水した（出所：JICA 提供資料）。 

 

以上の SAPS 調査の With-Without 分析から、設計時の想定を超えた豪雨等の際

でも、本事業によって洪水被害が一定程度軽減されたと結論付けられる。また、

フィリピン側が本事業とは別の自己資金で対象地域における洪水対策事業を行っ

ており、これも併せて洪水被害軽減に貢献している。 

 

（6）受益者調査 

受益者調査を、本事業の主な対象 LGU であるマラボン市とナボタス市で実施

した。回答者は、各市 50 名の計 100 名であった12。 

 

図 3 2009 年 9 月の台風オンドイ時の洪水被害状況 

 

                                                   
12 回答者は、マラボン市 50 名（男性 17、女性 29、不明 4）、ナボタス市 50 名（男性 34、女性 10、

不明 6）であった。 
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図 4 2012 年 8 月のモンスーン時の洪水被害状況 

 

 

図 5 2009 年 9 月の台風オンドイ時の浸水状況 

 

 

図 6 2012 年 8 月のモンスーン時の浸水状況 

 

 

図 7 2009 年 9 月の台風オンドイ時の被害額 
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図 8 2012 年 8 月のモンスーン時の被害額 

 

 

図 9 本事業の洪水対策施設が洪水被害軽減に役立っているか 

 

図 3～図 9 の洪水被害状況、浸水状況、被害額申告からは、2009 年と 2012 年の

2 回で違いはほとんど見られない。ただ、2012 年 8 月の豪雨の方が 2009 年台風時

の雨よりも規模が大きかったことから、2012 年 8 月までには本事業の施設が完成

していたことで一定の被害軽減効果をもたらしたと考えられる。 

また、本事業で整備された洪水対策施設が洪水被害軽減に役立っているかどう

かという質問に対しては、「おおいに」または「ある程度」役立っていると答える

者が 7 割程度いた。「ある程度」と答えた者が多いのは、対象地域では本事業のほ

かにも洪水対策事業が行われていることと、洪水被害はゼロにはならないことを

住民が認識しているためと推測される。全体にナボタス市の方がマラボン市より

も肯定的な回答の割合が高い。ナボタス市の方が下流にあり上流からの洪水や高

潮の被害を受けやすいために、本事業等による洪水被害軽減効果を感じる者が多

かったと推測される。 
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３.３.１.３. その他の効果（質的効果等） 

受益者調査の結果によれば、回答者の 4 割～5 割程度が、地域がより安全にな

ったこと、景観が改善したこと、廃棄物処理が改善したこと、住民の洪水対策へ

の参加状況が改善したことを認めている。 

 

 

図 10 本事業によって改善したこと 

 

以上から設計時に想定していた基準内の豪雨等の場合、洪水被害はなかったか軽微

だったと判断され、また想定を超える規模の豪雨等の場合にも本事業の洪水対策施設

がなかった場合と比較して被害が一定程度軽減されたと判断されるため有効性は高い。 

 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

（1）生活環境の改善  

上記受益者調査の結果によれば、回答者の 4 割～5 割程度が、衛生状態の改善、

廃棄物処理の改善、景観の改善を認めている。 

 

（2）地域経済の発展 

DPWH の質問票回答によれば、洪水対策施設が整備されたことで、対象地域にお

ける経済活動・投資や、宅地整備等への意欲が高まったとのことである。対象地域

はマニラ首都圏の中でも下町で、住宅や商店等が密集しており、大規模な開発事業

はないが、洪水の心配が減ったことで安心して店を営業できるなど、受益者調査回

答者の 4 割～5 割が、経済活動が活発になったと考えている。 
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３.４.２ その他正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

本事業は、審査時点で、「環境社会配慮のための国際協力銀行ガイドライン（2002

年 4 月）」に沿って、環境への望ましくない影響が重大でない「カテゴリーB」と判

断された。初期環境調査（Initial Environmental Examination：IEE）が実施済みであ

り、フィリピン環境天然資源省から環境適合証明が発出された。 

環境への負の影響を防ぐために以下の対策が計画され（JICA 提供資料）、実施さ

れた（DPWH）。 

・樹木の移動は最小限にし、近くの空き地に植える。ポンプ場等は緑化する。  

・建設中の騒音防止のため、防音効果のある資材を入れる。車両の通行は専用の道

路を使う。ほこりを防ぐため乾季には道路や工事現場に水をまく。 

・堤防設置で水の自然な入替えがなされにくくなることによる水質悪化を防ぐため、

堤防のデザインに樋（とい）を入れて水の入替えを促進する。 

・工事で出た廃棄物、しゅんせつによって出た泥土等は適切に処理し、工事完了後、

しゅんせつ場は迅速かつ適切に閉鎖する。 

・ポンプの動力であるディーゼルを燃やすことで煙が出るため、ポンプの稼働は大

雨のときなど最小限にする。排気口はなるべく高い位置にして煙が人に影響しな

いようにする。ポンプからの騒音も防音装置で防ぐ。 

・上水道・下水道・道路・電気・電話線を工事のため一時的に移動させる必要が生

じた場合は、工事完了後に以前と同じサービスが提供されるような形で戻す。 

 

DPWH や対象市によれば、川や水路の廃棄物処理が強化され、不法居住者の移転

によって不法投棄が減ったため、川・水路や周辺の廃棄物は以前よりは減ったとの

ことである。しかし、上流地域や海から廃棄物の流入は相変わらず起こっている。

各市の廃棄物処理事業については持続性の項を参照のこと。 

環境に関して、負のインパクトは特に確認されなかったが、受益者調査回答者の

中には洪水対策施設の運転音が大きいと指摘する者がわずかに（1 名）いた。 

 

（2）住民移転・用地取得 

住民移転 

フィリピン国内法に則り DPWH が移転を進め、把握された不法居住者 6,206 世帯

全世帯の移転が 2000年 1月に終了した。移転先は政府が用意した 3箇所13であった。

しかし JICA 提供資料によれば、それ以降移転した住民が戻ってきたり、以前把握

されていなかった不法居住者が新たに出てきたりしており、2000 年 4 月の L/A 調印

                                                   
13 Pabahay2000、Towerville、North Hill。いずれも事業対象地区外。 
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時点では、移転対象住民は移転済みの者も合わせて 7,200 世帯となった。2001 年 5

月付で DPWH から「住民移転包括フォローアップ計画」が提出された。移転地の産

業及び移転住民のスキル・学歴等から移転後の現実的な就職先を考慮し、NGO によ

って対象住民への裁縫等の技術トレーニングを実施した。 

移転した住民の生活環境について、事業実施中に 3 回、DPWH に雇用されたコン

サルタントが調査を実施した。最終回は 2004 年 5 月～6 月に実施された。最終回の

調査対象者は平均年齢 22.5 歳、高卒以上は 3 分の 1 以下、特に技能がある者は少な

く、一般的な作業員等が多かった。表 12 のとおり、移転前と比べて、住居自体や

環境、生活の平穏・秩序が改善したとする者が多かった。一方、交通手段や各種施

設へのアクセスが悪くなった、収入が減ったと答える者が多かった。調査結果によ

ると、以下のような理由がある。 

・移転地が職場（マニラ首都圏）から遠い。交通費がかかる。 

・移転地で就職機会に乏しい。移転地には縫製工場等があるが、移転住民は学歴・

技能が低く、適した就職口が少ない。移転住民は平均年齢が 20 代前半で子育て

世代が中心となっており、働ける人が限られている。 

・自営業の場合、マニラ首都圏に比べマーケットが小さく、客が少ない。 

・土地のみ提供の場合、住宅建築・整備の金銭負担が発生する。リースでも大きな

金銭負担となる。 

事後評価時点では、実施機関は移転住民との連絡は失っており、現状は把握して

いない。 

表 12 移転者の意識 

   （単位：％） 

   移転前より良くなった 同じ 悪くなった 

住居 79.6 6.7 13.8 

給水 37.8 30.4 31.8 

電気 29.3 38.2 32.4 

交通手段 12.4 12.4 75.3 

学校へのアクセス 36.0 26.9 37.1 

保健施設へのアクセス 8.7 39.8 51.6 

平穏・秩序 74.7 12.4 12.9 

収入 7.8 19.1 73.1 

環境 94.2 3.3 2.4 

食料入手状況 11.6 34.0 54.4 

健康 35.8 51.6 12.7 

（出所：Socio-economic survey of Project Affected Persons, 2004) 

移転地ごとに 150 世帯をサンプル調査（2004 年 5 月～6 月） 

 

用地取得 

DPWH によれば用地取得は法律に則って行われ、用地収用そのものや手続に関す

る問題はなく、物理的には完了している。しかし、一部地権者が土地価格の上昇を

理由に補償額の増額を求めて裁判を起こしており、裁判には数年かかると予想され
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るため、最終的な補償額は確定していない。表 13 の金額は事後評価時点で暫定的に

見積もった額である（「3.2.2.1 事業費」表 4 の事業費実績はこれを記載）。 

 

表 13 用地取得費用・補償額 

  用地取得費用・補償額 

用地取得 288 区画14 1 区画 248,270.96 ペソ  x  288 = 71,502,037 ペソ 

補償 495 軒 1 軒 21,632.61 ペソ  x  495 = 10,708,144 ペソ 

（出所：DPWH 質問票回答） 

 

（3）その他正負のインパクト 

SAPS 調査における社会調査（2013 年 11 月実施）では、回答者 76％が対象地域

における洪水対策・管理の改善活動への参加に対し意欲的であった。また、事後評

価時点においても、河川へのゴミ投棄防止のための市民啓発活動等、施設建設整備

以外の洪水対策を行うようになった（DPWH 質問票回答）。 

 

本事業の実施により一定程度の洪水被害軽減効果及び、事業対象地域における生活

環境改善、地域経済の発展等、廃棄物処理の改善や住民の洪水対策に対する意識の強

化といったインパクトが認められる。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みられ、有効性・インパクトは高い。 

 

３.５ 持続性（レーティング：③） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制 

DPWH のプロジェクト管理事務所・洪水担当部門（ DPWH Unified Project 

Management Office-Flood Control Management Cluster ： UPMO-FCMC 。 以 下 、

「UPMO-FCMC」という。）が、本事業で整備された施設の運営・維持管理を担当し

ている。エンジニア数名からなるチームが四つあり、それぞれ数事業を担当してい

る。本事業で整備された施設を担当するチームにはエンジニアが 6 名いる。ポンプ

場と水門の運営・維持管理は、DPWH のマニラ首都圏事務所ポンプ場・水門課

（National Capital Region – Pumping Stations and Floodgates Division： NCR-PSFGD）

が担当し、各ポンプ場・水門ではオペレータが 3 シフト（各 3 名程度×8 時間勤務

の 24 時間体制）で勤務している。 

1994 年のフィリピン共和国法 7924 号（Republic Act No. 7924）により、マニラ首

都圏開発局（Metro Manila Development Authority：MMDA。以下、「MMDA」という。）

が設立され、マニラ首都圏の洪水制御政策の形成及び実施を担うことになった。よ

って、本来、本事業で整備された施設の運営・維持管理も MMDA の所管となるた

                                                   
14 2015 年 4 月時点で、用地取得対象の全 288 区画について取得手続きは完了している。うち 176

区画については補償額支払も完了しているが、残りの 112 区画については部分払いが行われた段階

である。補償対象の住宅 495 軒については補償額の支払が完了した（DPWH の聞き取り）。 
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め、2002年 7月にDPWHからMMDAに同所管を移管する合意文書が発行されたが、

本事業では DPWH が実施機関とされていたため、本事業終了までは DPWH が実施

機関として継続することになった。DPWH 及び MMDA によれば、本事業で整備さ

れた施設の運営・維持管理は 2015 年後半か 2016 年に MMDA に移管予定で、2015

年 2 月に引継ぎに関する両者間の最初の協議が行われた。引き渡す施設や機材のイ

ンベントリ作成などを含め、今後も協議を続けていくことにしている。MMDA の担

当部署は洪水対策・下水道局（Flood Control and Sewerage Management Office：FCSMO。

以下、「FCSMO」という。）である。MMDA-FCSMO の役割は、マニラ首都圏の洪水

を防止し、全ての道路の通行を常に確保することである（DPWH 質問票回答）。

MMDA-FCSMO はマニラ首都圏のポンプ場のうち 54 箇所を管理しており、職員 13

名と、ポンプ場オペレータ 139 名、作業員 215 名がいる。本事業の施設が DPWH か

ら移管されれば、当該施設のオペレータ全員（約 30 名）も受け入れる予定である。

MMDA 管理の各ポンプ場では、DPWH と同様、数名のオペレータが 8 時間勤務の 3

シフトで勤務している（MMDA 聞き取り）。 

以上から、本事業で整備された施設に関する DPWH の運営・維持管理体制及び、

将来の運営・維持管理機関である MMDA の体制に大きな問題は見受けられない。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

DPWH UPMO-FCMC の職員は約 90 名おり、本事業実施以前から同様の洪水対策

事業を問題なく複数運営しており、その人数と技術に問題はない。運営・維持管理

に関するトレーニングも行われている。本事業実施中には、運営・維持管理担当職

員を対象に、本事業のコントラクターによって施設運転に関する指導が行われた（1

週間）。その後、DPWH ではトラブルシューティングについての研修（4 日間）を継

続している。DPWH にはポンプ場と水門の運営維持管理マニュアルがあり、使用さ

れている（JICA 提供資料、DPWH 質問票回答）。 

MMDA においても、既存の洪水対策施設が問題なく稼働していることから、運

営・維持管理に携わる職員の技術レベルに問題はない。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

 DPWH の予算は表 14 のとおりである。全体予算も洪水対策予算も伸びている。 

表 14 DPWH 予算 

（単位：10 億ペソ） 

 2011 2012 2013 2014 2015 

道路 68.0 78.1 100.9 129.4 170.4 

洪水対策 11.3 10.8 15.9 33.6 45.9 

その他 11.3 10.6 27.6 27.9 57.7 

合計 90.7 99.5 144.3 190.9 273.9 

（出所：DPWH 資料） 
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DPWH の、本事業で整備された施設の運営・維持管理予算・支出状況は表 15 で

示すとおりである。2011 年から 2013 年までの予算は年 40 百万ペソで（運営と維持

管理で 20 百万ペソずつ）、支出もほぼその範囲内であった。2014 年の予算は 70 百

万ペソ（運営と維持管理に 35 百万ペソずつ）に増額され、実際の支出は全体として

予算の範囲内であった。2015 年の運営・維持管理予算は前年までと比較し大幅に増

額した。2016 年の同予算は MMDA への移管を見込んで約半額の 50 百万ペソとなっ

ている。 

 

表 15 本事業で整備された施設の DPWH 運営・維持管理予算・支出 

（単位：百万ペソ） 

 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

予算 40.0 40.0 40.0 70.0 100.0 50.0 

支出 54.6 72.0 40.0 70.0 - - 

うち運営 18.0 19.3 18.0 22.0 - - 

うち維持管理 36.6 52.7 22.0 48.0 - - 

（出所：JICA 提供資料、DPWH 聞き取り） 

 

MMDA は移管に備え、本事業の施設の維持管理に係る 2016 年予算として既に 100

百万ペソを予定している。これは、DPWH の過去の運営・維持管理費用実績及び 2015

年予算の額から見て、十分な金額と考えられる。MMDA の既存のポンプ場の運営・

維持管理予算は年間で 250 百万～300 百万ペソある。これは、ポンプの増設費用や、

本事業の施設の運営・維持管理予算は含まない。 

以上から、運営・維持管理にかかる財務状況に関して特に問題は見受けられない。  

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

DPWH 

本事業で建設された施設は特に問題なく稼働している。ポンプの部品は一部日本

でしか入手できないものがあるが、購入はできており特に問題はない。 

今までに故障して対応した箇所は以下のとおり（現地聞き取り及び質問票回答）。 

・航行水門：2011 年 2 月に車軸（link rods）の破損が発見されたが、正規パーツの入

手に時間を要するため、2012 年 3 月に仮の車軸に交換した。その後、2013 年 7 月に

正規の車軸に交換した（約 32 百万ペソ）15。2015 年 1 月現在、維持管理のためのし

ゅんせつ作業のため稼働を停止している。ゲートの開閉が頻繁に必要となる雨季ま

でにはしゅんせつ作業が完了し、再稼働の予定。 

・カトモン（Catmon）ポンプ場：継続使用のためジェネレータが壊れ、予備用のジ

                                                   
15 Commission on Audit Report, Pilot Audit 1: KAMANAVA Flood Control Project（2013 年） 
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ェネレータ 4 台を配備した（2014 年、約 30 百万ペソ）。 

 

MMDA 

本事業と同様に円借款事業として DPWH によって建設され、後に MMDA に移管

された西マンガハン（マニラ首都圏タギグ市）のポンプ場（4 つのうち 3 箇所）を

視察した。いずれも稼働状況は良好である。3 箇所とも能力拡張計画があり、ポン

プとジェネレータを追加するための予算として約 420 百万ペソを計上している。 

 

 

 

 

MMDA 西マンガハン洪水制御施設  MMDA 西マンガハン洪水制御施設 

ポンプ 

 

 

 

 

MMDA 西マンガハン洪水制御施設 

水門 

 MMDA 西マンガハン洪水制御施設 

ゴミ処理機 

 

LGU 

マラボン市では、洪水対策なくして市の発展なしと考えており、洪水対策に積極

的に取り組んでいる。マラボン市には、本事業で整備したものを含め、ポンプ場が

約 60 あり、そのうち市で設置したものが 29 箇所ある。洪水対策施設の運営・維持

管理予算は年間約 20 百万ペソである。また、国から年間約 400 百万ペソ（ドナーか

らの資金も含まれる）が洪水対策のために配賦されている。マラボン市は世銀の洪
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水対策マスタープランで提案された事業を実施中であり、既存のポンプ場を改修す

る予定である。ナボタス市では、本事業以外で整備されたものを含めて洪水対策施

設は正常に動いている。市では自己資金で、更に 42 箇所の小さなポンプ場を作る予

定である（ナボタス市聞き取り）。 

廃棄物処理については、両市では川と重要な水路にごみ捕捉用の施設を設置した

が、上流の都市からのごみの流入が引き続き起こっているため、市から上流に位置

する他の市に対してごみ投棄に関する対策をとるよう要請している。また、マニラ

湾の環境整備を求める最高裁判所の執行判決（2011 年 2 月 15 日付）16に従って、

MMDA が中心となり関係 LGU と協力して河川や水路近くに住む不法居住者の移転

を行っている。さらに、各 LGU ではごみ集積場の設置、ごみ散乱防止条例の実施

を行っている（JICA 提供資料）。マラボン市では、廃棄物収集を週 3 回行っている。

また、学校に対して廃棄物処理のキャンペーンを行ったり、清潔なバランガイのコ

ンテストを行ったりして、住民の啓発に努めている。マラボン市の廃棄物処理の予

算は年間約 95 百万ペソである（市聞き取り）。ナボタス市では、月に 1、2 回、川や

運河の清掃を行っている。廃棄物処理の 10 年計画（Navotas City 10-year Solid Waste 

Management Plan）（2007 年～）も有している。同計画によれば、2014 年の廃棄物処

理予算は 19.2 百万ペソであった（市からの聞き取り）。  

 

以上から、本事業で整備された施設の状況及び、移管予定の MMDA が現在運営・

維持管理している洪水対策施設の状況に問題はない。また、マラボン市・ナボタス

市は自己資金等でその他の洪水対策事業や廃棄物対策を行っており、これら市の事

業の持続性にも問題はない。 

 

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．結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、マニラ首都圏カマナバ地区において、堤防の修復、ポンプ場・水門・航

行水門の整備・建設、排水路の改良・建設、水文・気象観測機器の調達を行うことに

より、洪水被害の軽減を図り、もって対象地域の生活・衛生環境の改善と地域経済の

発展に貢献することを目的としていた。 

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。アウトプットは計画どおり実施されたが、事業費、事業期

                                                   
16 

http://www.law.pace.edu/sites/default/files/IJIEA/PhilippineSupremeCourt_2-15-2011_per_recommendation 

_of_Manila_Bay_Advisory_Committee.pdf  
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間ともに計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本事業によって一定程度の洪水

被害軽減効果及び、事業対象地域における生活環境改善、地域経済の発展、廃棄物処

理の改善や住民の洪水対策に対する意識の強化といったインパクトが認められ、概ね

計画どおりの効果の発現が見られるため、有効性・インパクトは高い。現在の運営・

維持管理組織である DPWH 及び、2015 年後半から 2016 年頃施設が移管される予定の

MMDA に関し、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。 

以上より、本事業の評価は高い。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

なし。 

 

４.２.２ JICA への提言 

なし。 

 

４.３ 教訓  

洪水対策施設の目的は洪水被害を軽減することであり、被害をゼロにすることはで

きないが、住民はその効果に過大な期待を抱きがちである。本事業の洪水対策施設へ

の住民の期待が大きかったため、近年の想定外の規模の台風・豪雨で洪水被害が出た

際に、その効果に疑問を持つ住民もいた。しかし、SAPS 調査で被害軽減効果を住民

に示したことで住民の理解が得られた。このような洪水対策事業の設計時点で、住民

に対して、どの程度の降雨量による洪水被害をどの程度軽減することが目的であるか、

また LGU 等による他の洪水対策事業と合わせて相乗効果が発現することを説明する

ことが重要である。 

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 

 

 

 

・輪中堤 8.0km 

・洪水防御壁のかさ上げ 12.4km 

・閘門（こうもん） 1 

・閘門に隣接のポンプ場 1 

・水門（ポンプ場なし）6 

・制御水門 2 

・水門併設のポンプ場 6 

・既存の排水路の改修 6.4km 

・排水路の新設 1.8km 

詳細設計の結果当初計画から多少変

更された。大枠で計画どおり。 

 

・輪中堤 8.6km 

・洪水防御壁のかさ上げ 10.5km 

・航行水門 1（閘門から変更） 

・航行水門に隣接のポンプ場 1 

・水門（ポンプ場なし）6 

・制御水門 0（必要なしとして取り

消し） 

・水門併設のポンプ場 4（2 基は制

御水門と合わせて取り消し） 

・既存の排水路の改修 5.6km 

・排水路の新設 2.1km 

 資機材調達  ・水文・気象観測機器 

・ポンプ場用除塵関連機材 

計画どおり。 

 

コンサルティ

ングサービス  

・地形・土質等の基礎調査と洪水制

御施設に係る基本設計の見直し 

・洪水制御施設の詳細設計 

・入札・契約補助 

・環境適合証明遵守のモニタリング、

コントラクターの指導等の環境管理 

・住民移転・土地収用に係る報告書

作成補助と移転・住民の生計確保等

に係る助言 

計画どおり。 

住民移転に係

る第三者モニ

タリング  

・実施機関による住民移転・土地収

用手続きのレビュー 

・移転住民の社会・経済等生活環境、

及び関係政府機関による関連プログ

ラムのレビュー 

・関係政府機関への助言 

計画どおり。 

②期間  

 

2000年4月～2006年12月  

（81カ月）  

2000年4月～2012年1月  

（142カ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計  

 うち円借款分  

  換算レート  

 

7,163百万円  

4,623百万円  

（1,541百万フィリピンペソ）  

11,786百万円  

8,929百万円  

1フィリピンペソ＝3円  

（1999年8月時点）  

 

   5,795百万円  

  12,063百万円  

（5,585百万フィリピンペソ）  

      17,858百万円  

8,786百万円  

1フィリピンペソ＝2.16円  

（2000年4月～2012年1月平均）  
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