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事業事前評価表 

 

国際協力機構東南アジア・大洋州部東南アジア第五課 

１．案件名（国名） 

国名：フィリピン共和国 

案件名：ラワアン市及びマラブット市行政庁舎再建計画 

The Project for Reconstruction of Municipal Halls in Lawaan and Marabut 

Municipalities 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における台風ヨランダ災害に係る現状と課題 

2013 年 11 月にフィリピンを襲った台風ヨランダ（最低中心気圧 895 ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は 105m/s、最高高潮浸水高約 8m）は、当国全 17 地域中 9 地域に甚大な被害

を与え、死者は 6,000 名超、被災家屋は 100 万戸超に達した。中でも、台風が上陸・横断

したレイテ島北部東岸及びサマール島南岸を含む第 8 地域は、家屋をはじめ、行政庁舎、

学校、保健医療機関といった公共施設、橋梁を含む道路、空港及び港湾といった交通イン

フラ、上水道及び電力等の公共サービス等、甚大な被害を被った。フィリピン政府は、台

風ヨランダの被災を受けて、2013 年 12 月に、自らのニーズアセスメント調査を踏まえ、

台風ヨランダ復興支援計画を発表し、「Build Back Better」のコンセプトに基づき、生計

手段の回復を始めとして、インフラや公共サービスの適切な復旧・復興を通じた災害に強

い地域社会作りを基本方針としている。他方、フィリピン政府の試算によれば、台風ヨラ

ンダによる被害総額は 5,711 億ペソ（約 136 億ドル）、復興必要額の見積は 3,609 億ペソ

（約 86 億ドル）とされ、2013 年度の歳入が 46.1 億ドルの当国にとって負担が極めて大

きく、被災公共施設の再建等に課題を抱えている。 

台風ヨランダにより建物が破壊されたラワアン市及びマラブット市行政庁舎は、被災後

から現在に至るまで簡易な仮設施設を利用し行政サービスを提供しているが、吹きさらし

の環境下であるため降雨時や台風発生時の行政サービスに支障が生じている。2014 年 12 

月に当該地域を襲った台風ルビーの際、仮設施設が倒壊する恐れが生じたため、被災時の

行政機能の継続が困難な状況となり、地域の早期復旧・復興に向けた行政の取組が停滞す

ることとなった。また、多くの住民がヨランダの被災経験を踏まえ自宅から避難したが、

十分な強度を持った避難所が足りず、屋外で暴風雨をやり過ごす危険な状況に直面した。

強い勢力を持つ台風が毎年来襲する当該地域では、地域の防災拠点、被災時の避難所とし

て機能し得る庁舎整備が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政策と本事業の位置づけ及び必要性 

フィリピン政府は台風ヨランダによる被災直後から、被災者への緊急支援に加え、イン

フラ及び地方政府機能の早期回復に向けて動き出し、国際社会に対して支援を求めた。2013

年 12 月 18 日には、自らのニーズアセスメント調査を踏まえ、台風ヨランダ復興支援計画

「RAY: Reconstruction Assistance on Yolanda」を発表し、「Build Back Better」のコン

セプトに基づき、生計手段の回復をはじめとして、インフラや公共サービスの適切な復旧・
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復興を通じた災害に強い地域社会作りを基本方針として提示している。 

特に復旧・復興段階では、フィリピン政府は国際社会に対し、被災地の単なる「Build 

Back」のみならず、災害に強い社会と地域の再建に向けた多様な協力を求めており、公共

施設等の早期復旧、生計・経済活動の回復、橋梁・空港等のインフラや防災体制の復旧を

通じて、災害に強い地域社会のモデル作りを行うことが必要となっている。なお、我が国

に対しては、東日本大震災等の災害からの復興経験に基づく技術的助言（ゾーニングやハ

ザード・マップ作成、土地利用計画の策定、建物の強靭化のための設計・資材・施工方法

の改善等を含めた防災・減災対策等）を含めた支援が期待されている。 

(3) 当該国における防災セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置

付け 

対フィリピン共和国 JICA 国別分析ペーパー（2014 年 11 月）において、「脆弱性の克服」

を今後の JICA 支援の方向性の柱の一つに掲げ、そのうち「災害リスク軽減・管理」とし

て災害に関し適切なリスク軽減と被害の最小化を図っていくことが重要と分析しており、

対フィリピン共和国国別援助方針（2012 年 4 月）における重点分野としても「脆弱性の

克服と生活・生産基盤の安定」が定められ、「災害・リスク軽減管理プログラム」の下、災

害のリスク軽減と被害最小化が重要とされている。本事業は、防災性に優れた地域の防災

拠点となる市行政庁舎を再建することにより、脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定に寄

与するものであり、これら分析、方針に合致する。 

(4) 他の援助機関の対応 

AusAID がマニラ首都圏のハザードマップ整備、国家災害リスク低減管理フレームワーク

策定支援、災害対応能力強化政策支援等の提案・実施、また、欧州連合（EU）が地方開発

計画への災害リスク軽減及び気候変動適応の組込み等を実施している他、世界銀行、UNDP 

等の援助機関も防災セクターへの支援を実施している。また、台風ヨランダ被災を受けて、

各国政府機関及び NGO による復興支援活動が行われているが、本事業との重複はない。 

 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

東サマール州ラワアン市及びサマール州マラブット市において、台風ヨランダで倒壊し

た両市行政庁舎の防災性を高めて再建することにより、市庁舎の避難所機能の強化及び行

政サービスの向上を図り、もって脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

 東サマール州ラワアン市及びサマール州マラブット市 

(3) 事業概要 

【施設】ラワアン市行政庁舎（約 840 ㎡）、マラブット市行政庁舎（約 832 ㎡） 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費 578 百万円（概算協力額（日本側）：507 百万円、フィリピン国側：71百万円）、

単債 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2015年 7月～2016年 10月を予定（計 15ヶ月。詳細設計、入札期間を含む） 
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(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

① 事業実施機関／実施体制：公共事業道路省（Department of Public Works and 

Highways） 

② 他機関との連携・役割分担：庁舎を運営／維持管理する地方自治体（Local Government 

Unit/LGU）及び地方行政を所管する内務自治省（Department of Interior and Local 

Governments）と庁舎完成後の利用及び維持管理方法等について確認・連携する。 

③ 運営／維持管理体制：LGU 庁舎の運営／維持管理は、各 LGU が担う。各 LGU 技術部署

所属技術者及び Utility Worker は日常的な維持管理に要する技術的能力を十分有してい

る。また、財務面において、両市とも予算は増加傾向にあり、運営・維持管理費も 20 百

万円以上で安定的に確保されている。 

(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：C 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、既存施設復旧のための同じ敷地内での建設工事であり、環境や社会への望ま

しくない影響がほとんどないと判断されため、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010年 4月公布）上、環境カテゴリ Cに該当する。 

2) 貧困削減促進 

本事業を通じた災害復旧の効率化・円滑化により、”Build Back Better”のコンセプト

に沿った復興が促進され、地域の経済成長および貧困削減に寄与する。 

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） 

庁舎の建物において、身障者用トイレや 2 階へ上がるためのスロープといった障害者に

配慮した設備を含めたものとする。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担 

本事業対象地域においては、USAID、UNICEF、NGO等他ドナーも支援を実施していること

から、本事業とアプローチの整合性を図りつつ、地理的な重複を避けるよう配慮する。 

(9) その他特記事項 

 日本の東日本大震災等からの復興経験を活かし、海岸沿いの No Dwelling Zone等の設置

を含めた土地利用計画策定や災害に強い地域づくりのための公共施設の設計・資材・施工

方法の改善を緊急支援調査にて支援し、本事業に反映する。また、公共施設やインフラの

建設において、行政とコミュニティの関係づくりに留意する。なお、先方負担事項につい

ては、被災地であることも踏まえ、確実に実施可能な内容であることを慎重に確認する。 

 

４. 外部条件・リスクコントロール 

(1)事業実施のための前提条件 

 特になし。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

 特になし。 
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５．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1)類似案件の評価結果 

 無償資金協力による防災拠点の整備事例としては、平時には学校として利用されている

1990 年代のバングラデシュにおける「多目的サイクロンシェルター建設計画」がある。同

施設の 1 階は高潮や洪水を避けるために空きスペースとなっており、2 階に教室兼避難所

がある。同施設建設により災害時に収容できる住民数が増えたため、サイクロン時の被害

が減少するなど、人命を守るための役割を十分果たしているとの報告がある。また、1 階

の空きスペースは、平時には無料で地域住民等に提供されており、集会、会議など、地元

住民の社会活動促進の場として大いに活用されている。 

 (2)本事業への教訓 

本事業では、海岸に近接するマラブット市庁舎において、前述のサイクロンシェルター

と同じピロティ形式（1 階部分を柱空間とした高床形式）を採用し、高潮、洪水による被

害を軽減する。なお、平時の行政サービスに支障が生じないように、LGU によるピロティ

空間の利用ルール策定を支援する。 

 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1)妥当性 

 本事業は「２．事業の背景と必要性」に記述のとおり、フィリピン国の開発政策及び日

本国政府・JICAの援助方針と合致しており、緊急性が高いことから本事業の実施にかかる

妥当性は高い。 

(2)有効性 

1) 定量的効果 

指標名 
基準値 

（2015 年実績値） 

目標値（2019 年） 

【事業完成 3 年後】 

自然災害による庁舎建物の

損壊が理由で行政サービス

が滞る日数（注 1） 

不明（注 2） 0 

台風等災害復旧時に行政機

能を維持できるスペース

（㎡） 

0 1,672 

暴風雨時における市庁舎へ

の避難者数（人）（注 3） 
0 450 

（注1）自然災害とは、台風、地震、津波、高潮のことを指す。なお、本事業における建物の設計仕様

（風速80m/s、震度6弱、高潮高さ3m）を超える自然災害により建物が損壊したケースは除く。 

（注2）ベースラインとすべきデータが取得できなかったため。 

（注3）避難が必要な暴風雨については、フィリピン気象天文庁の警報基準に従い、18 時間以内に

100-185kph の強風が予想される場合（シグナル３）、又は、30mm/h の降雨が生じ、さらに2 時間以

上継続すると予想される場合を想定。 
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2) 定性的効果 

 災害荷力（台風、地震、津波、高潮等）に対して高い抵抗力を備えた施設の整備に

より、上記災害被災時あるいはその直後等においても市庁舎での行政サービスが継

続提供できるようになる。また、災害時の緊急避難施設として地域住民の安全性向

上及び被災後のコマンドセンターとして地域の復旧・復興活動が迅速化する。 

 行政庁舎の耐久性及び維持管理性が向上する。 

 行政サービス機能が向上し、地域住民の生活と地場産業の振興に寄与し、地域全体

の安定と発展に繋がる。 

 

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6. (2)1)のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  事後評価 事業完成３年後（予定） 

以 上 


