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１．事業の概要と円借款による協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

      事業地域の位置図          カウダーナ地区排水路 

 

1.1 背景 

本事業の対象国であるスリランカは、インドの南方 30km にある島国で、わが国の北

海道の約 8 割の面積をもつ。本事業の対象地域である大コロンボ圏は、スリランカ第 1

の商業都市であるコロンボ市とその周辺の 4 つの自治体を含む面積 104km2、総人口約

121 万人1の地域である。この対象地域の人口は日本のさいたま市の人口にほぼ等しく、

面積は東京都の世田谷区と練馬区の合計にほぼ等しい。 

 大コロンボ圏はもともと大部分が海抜 6 メートル以下の低地帯であることに加えて、

開発事業のための埋め立てが進むにつれて、雨水などの一時的な貯留地（遊水地）と

して機能していた圏内の海抜 1 メートル以下の湿地帯の面積が減少したため、洪水が

起こりやすくなっていた。このようなことを背景に、同地域では毎年のように洪水が

発生し、それらによる浸水被害は同地域の市民生活のボトルネックとなっていた。 

 

1.2 目的 

本事業は、大コロンボ圏内において特に洪水被害の大きいコロンボ市内の 5 つの地区

およびデヒワラ・マウントラビニア市内の 2 つの地区において、未整備の、または老朽

化した排水システムの整備を行うことにより洪水の制御を図り、もって当該地区の住民

の住居環境の改善に寄与することを目的とする。加えて「フェーズ II2」では、事業対

象地区の一部において、上下水道や電気の供給による生活環境改善に寄与することを目

的とした。 

                                                  
1 2001 年の国勢調査より（Census of population and housing 2001, Department of census and statistics, 
Sri Lanka） 
2 当報告書では大コロンボ圏水辺環境改善事業（2）をフェーズ II、同(3)をフェーズ III とする。 
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1.3 借入人／実施機関 

 スリランカ民主社会主義共和国／スリランカ土地開発公社（Sri Lanka Land 

Reclamation and Development Corporation: SLLRDC 

 

1.4 借款契約概要 

円借款承諾額／実行額 (フェーズ II)：43 億 6,700 万円／ 35 億 4,800 万円 

(フェーズ III)：61 億 8,000 万円／58 億 7,400 万円 

交換公文締結／借款契約調印 (フェーズ II)：1994 年 7 月／1994 年 7 月 

(フェーズ III)：1996 年 10 月／1996 年 10 月 

借款契約条件 (フェーズ II)：金利 2.6％、返済 30 年（うち据置 10 年）

(フェーズ III)：金利 2.1％、返済 30 年（うち据置 10 年）

一般アンタイド 

貸付完了 (フェーズ II)：2001 年 10 月 22 日 

(フェーズ III)：2005 年 12 月 26 日 

本体契約 (フェーズ II)：鹿島建設 (日本)・Keangnam 
Enterprises (韓国) 

(フェーズ III)：Jilin International Economic & 

Technical Corporation (中国)/Geo-Engineering 

Corporation (中国) 

コンサルタント契約 (フェーズ II)：日本工営 (日本)  

(フェーズ III)：日本工営 (日本)・WS Atkins 

International Ltd. 

事業化調査 1993 年：SLLRDC による F/S 

 

２．評価結果 （レーティング： C） 

 

2.1 妥当性 （レーティング：a） 

本事業の実施は審査時及び事後評価時ともに、開発ニーズ、開発政策と十分に合致し

ており、事業実施の妥当性は高い。 

 

2.1.1. 国家政策との整合性 

審査時、洪水制御を含む「国家環境アクションプラン（1992-96 年）」が制定されて

おり、治水対策は国家の優先課題であった。 

また事後評価時においても、治水対策は国家政策の優先課題であり、国家開発政策で

ある「マヒンダチンタナ（2006-2016 年）」の中でも洪水制御に積極的に取り組むとの

方針が示されている。 
 
2.1.2. セクター政策との整合性 
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審査時において、スリランカ 大の都市とその近郊からなる大コロンボ圏の洪水制御

は、都市環境・治水セクター政策における 優先課題であった。スリランカ政府は、「首

都圏環境改善計画3」を策定し、大コロンボ圏の治水対策に積極的に取り組んでいた。 

事後評価時においても、同圏の洪水制御は環境・治水セクター政策の中で優先的に取

り扱われている。SLLRDC は、2003 年に JICA の開発調査によって作成された「コロ

ンボ首都圏都市排水対策計画」 に基づいて、同圏の洪水対策に引き続き積極的に取り

組んでいる4。 

 

2.1.3. ニーズとの整合性 

審査時、本事業の対象地区はいずれも治水対策実施の緊急性やニーズが極めて高かっ

た。フェーズ II の対象 5 地区は、コロンボ市の中で も浸水被害が大きく、また、フ

ェーズ III の対象 2 地区のうちアッティディヤ地区は、大コロンボ圏の中で も浸水被

害額が大きかったため改善が急がれていた。隣接するカウダーナ地区は、アッティディ

ヤ地区と同じ流域であり技術的に同地区との同時着工が望まれた。また、フェーズ II

対象地域の中でもサーペンタイン排水路付近は、生活基盤が未整備な土地に貧困住民が

居住しており、上下水道や電気の供給による生活環境改善の必要性が高かった。 

審査後、対象地域はいずれも都市化・人口増加が進み、事後評価時においても同地域

の洪水制御の必要性は依然として高い。上述のサーペンタイン排水路付近の住居環境は

改善の方向にあるが、フェーズ II 対象地区のセントセバスチャンと共に依然として衛

生状況改善のニーズが高い。 

 

2.2 効率性 （レーティング：a） 

事業期間に関して、フェーズ II は計画を上回ったが、フェーズ III はほぼ計画期間内

に完了しており、両事業の事業期間を合計すると実績が計画を若干上回っている。両事

業とも事業費は計画を下回っている。これらのことのみを勘案すると、通常、レーティ

ングは b であるが、フェーズ III において実施段階で必要性が確認された複数の追加工

事や水質・環境改善プログラムが実施され、計画以上のアウトプットが発現しているこ

とを勘案し、レーティングは a とする。 

 

2.2.1 アウトプット 

「土木工事」「生活環境改善プログラム」「維持管理機材の調達」「コンサルティング・

サービス」が本事業のアウトプットとして計画されていた。また、「水質・環境改善プ

ログラム」が追加的に実施された。それぞれの実施状況について以下に示す。 

 
① 土木工事 

                                                  
3大コロンボ圏の洪水制御、貧困住民の生活環境改善、廃棄物処理の改善、下水道整備、ベイラ湖の環境改

善を目的とする計画であった。 
4 同計画をもとに SLLRDC が近年実施した大コロンボ圏洪水対策事業としては、コロンナーワ地区排水路

の浚渫と清掃、ムトゥウェル・トンネルの建設が挙げられる。また SLLRDC は円借款により現在実施中の

「ルナワ湖周辺環境改善事業」にも参加している。 
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 表 1 と 2 に示すとおり、フェーズ II については対象 5 排水システムが、フェーズ III

については対象 2 排水システムがほぼ計画通り整備された。なお、フェーズ III では、

維持管理が容易になるよう、小規模の地下排水路（地下排水管および地下排水溝）が開

架式排水路または側溝に設計変更され、工事はこれに従って実施された。 

 
表 1 フェーズ II アウトプットの計画・実績比較 

排水路名 審査時計画 実績 

セントセバスチ

ャン 2 

地下排水管および側溝の新設（総延

長 1074m） 

地下排水管および側溝の新設 

(総延長 1449ｍ) 

デマタゴダ 地下排水溝の新設（総延長 563m） 地下排水溝の新設（総延長 533m） 

ユニティ・プレ

ース 

地下排水溝の新設（総延長 850m） 地下排水溝の新設（総延長 835m） 

トリントン・ウ

ェスト 

地下排水溝および地下排水管の新設

(総延長 2469m) 

地下排水溝および地下排水管の新設 

（総延長 2049m） 

サーペンタイン 既存のサーペンタイン開架排水路の

整備―拡幅・掘削および側面の補強

（総延長 1,686m） 

設計変更あり。民家の密集している排水路中流部

は拡幅を行わず、そのために排水路の容量が不足

することがないよう上流部において排水を分岐

させた。分岐点から排水の落下点までは地下排水

溝が新設された。(総延長は 1,877m) 

(出所：本事業のファイナルデザインレポートおよび SLLRDC 作成の事業完成報告書) 

 

表 2 フェーズ III アウトプットの計画・実績比較 

(単位：m) 

アッティディヤ地区 カウダーナ地区 工事項目 

審査時計画 実績 審査時計画 実績 

地下排水管 27,840 2,603 14,935 460 

地下排水溝 4,020 3,527 390 0 

開架排水路 0 9,503 0 3,612 

側溝 2,590 52,773 3,090 20,050 

(出所：SLLRDC 作成の事業完成報告書) 

 

フェーズ III においては、事業実施段階で必要性が確認された項目につき、資金的に

も余裕があったため追加工事が実施された。この追加工事により、事業費との関係で審

査時に整備が見送られた排水システム上流部の排水路が整備されたほか、対象排水路の

うち、壁面を土壁とする予定であった排水路のうちの数か所をコンクリート化および石

壁化し、また対象地域の排水が落下するワラス川の浚渫および川下流部の灌漑用頭首工

の撤去と橋の建設が実施された。 

なお、上流部の排水路の整備は、上流部における局地的な洪水を防止する必要性から、

排水路の壁面のコンクリート化は、排水路の維持管理の効率向上を図る必要性から実施

された。ワラス川の堆積物および頭首工は当時、同河川の流れを阻害しており、この影

響で当事業対象地域からの排水の流れが滞る可能性があった。これを防止すべく、同河

川の浚渫と頭首工の撤去が実施された。また、橋は頭首工の撤去後も地域住民の通行の
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便を確保するため新設されたものである。これらの追加工事は対象地域の洪水制御の効

果発現に寄与していることが事後評価時の実査において確認された。 

 

   
維持管理の容易な蓋つきの側溝(アッティディヤ)    ユニティ・プレース地区の地下排水路 

 

②水質・環境改善プログラム 

フェーズ III においては、事業実施段階で必要性が確認され、また資金的にも余裕が

あったため、下記のような水質・環境改善プログラムが追加的に実施された。 

 対象地域の水質・環境の現状調査および水質モニタリング 

 廃棄物リサイクルセンターの設置 

 産業排水の水質改善 

 廃棄物処理管理方法の改善 

 家庭排水の水質改善と衛生施設(トイレ)の建設 

 啓蒙活動・清掃キャンペーン 

なお、フェーズ III の対象地域を管轄するデヒワラ・マウントラビニア市役所が廃棄

物のリサイクルや啓蒙活動を継続して実施していること、建設された廃棄物リサイクル

センターや衛生施設が現在でも使用されていることなどから、これらのプログラムの実

施は対象地域の環境改善に貢献したと判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

   

清掃キャンペーン        工場排水の監査 

 

③生活環境改善プログラム 
フェーズ II において計画されたサーペンタイン地区の生活環境改善プログラムは、

一部のみが実施された。計画のすべてが実施されなかった理由に関する資料が保管され

ていないので、計画の一部が未実施である原因が何かを特定することは困難である。一

方、フェーズ II のコンサルティング・サービスの業務指示書によれば、生活環境改善
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プログラムの計画策定と実施は、本事業のコンサルティングチームではなく、並行して

実施されていた「大コロンボ圏水辺環境改善事業フェーズ I」において住民移転を担当

しているコンサルタントが計画・実施することになっていた。フェーズ I のコンサルタ

ントがフェーズ II においてどのような働きをしたかについての記録はないが、

SLLRDC では、同プログラムの実施に必要な人材が同事業内に配置されていなかった

ことが未実施の原因であると判断している。 
(a) 移転住民対象プログラム 

移転が予定されていたサーペンタイン地区の 41 戸の住民を対象に、住民開発基金

の導入による職業訓練・資金貸付が計画されていたが実施されなかった。 
(b) 地域内住民対象プログラム 

サーペンタイン地区の排水路沿いに居住する 400 戸を対象に計画されていた水

道・電気の整備は実施されなかったが、数世帯の下水の整備、排水路維持管理用道

路の舗装、公共トイレの建設が行われた。 
 

④維持管理機材の調達 

ニーズの見直しにより一部品目を調整し、ほぼ計画通り実施された。 

 

⑤コンサルティング・サービス 

フェーズ 2 のコンサルティング・サービスでは、整備対象 5 地区の F/S の見直しと施

工監理、対象 5 地区以外の今後治水工事が必要とされる地域5の F/S の見直し、水質モ

ニタリングと環境保全行動計画作成、SLLRDC の組織強化を実施する計画であった。フ

ェーズ III のコンサルティング・サービスでは、工事対象 2 地区の詳細設計、本体事業

発注補助、土木工事施工管理、水質モニタリング調査を実施する計画であった。 

両事業ともコンサルティング・サービスは計画通り実施され、MM の実績は以下の通

りであった。フェーズ II と III の合計は計画を若干下回っている。 

 

表 3 コンサルティング・サービスの実績 

計画 実績  

外国人 ローカル 外国人 ローカル 

フェーズ II 160MM 378MM 148MM (93%) 313MM (83%) 

フェーズ III 245MM 456MM 252MM (103%) 488MM (107%) 

合計 405MM 834MM 400MM (99%) 801MＭ(96%) 

(出所：事業完了報告書) 

 

2.2.2 期間 （レーティング：b） 

事業期間は、フェーズⅡは 1994 年 7 月から 1999 年 9 月までの 63 ヶ月、フェーズ

Ⅲは 1996 年 10 月から 2003 年 11 月の 86 ヶ月の合計 149 ヶ月間を計画していたが、

実績は、フェーズⅡが 1994 年 7 月から 2001 年 6 月までの 84 ヶ月間、フェーズⅢが

1996 年 10 月から 2003 年 12 月までの 87 ヶ月間の合計 171 ヶ月であった。両事業の

事業期間を合計すると計画比 114%であり、計画を若干上回った。フェーズ III の事業

                                                  
5 コロンボ市役所管轄地域内で浸水被害が大きいがフェーズ II の工事対象外である地域、デヒワラ・マウ

ントラビニアおよびモラトワ市役所の管轄地域など。 
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期間は１ヶ月遅延したのみであり、計画比 101%とほぼ計画通りであったが、フェーズ

II の事業期間は当初計画よりも 21 ヶ月遅延し、計画と比べると 133%であり計画を上回

った。これは以下のことがらが主な原因である。 

 土木業者調達過程において、入札したある業者に関して技術レベルに疑問がもたれ

たため、詳細を調査し再評価する必要があった。 
 同過程において、選定されなかった業者が起こした訴訟への対応が必要となった。 
 機材調達において十分な数の入札がなかった。 初の入札ではいくつかのパッケー

ジについて応札が 1 社しかなかった。そこで、効果的な競争入札の実施のために調

達方法を変更することとし、パッケージではなく品目ごとの入札に切り替えた。し

かし、2 度目の入札においてもいくつかの品目については入札者がなかった。この

ような状況のため、合計 3 回の入札が必要となった。 
 

2.2.3 事業費 （レーティング：a） 

 事業費は、当初、フェーズⅡは 51 億 7,300 万円（うち円借款部分 43 億 6,700 万円）、

フェーズⅢは 78 億 5,900 万円（うち円借款部分 61 億 8,000 万円）を計画していたが、

実績値はフェーズⅡが 42 億 3,400 万円（うち円借款部分 35 億 4,800 万円）、フェーズⅢ

が 76 億 4,000 万円（うち円借款部分 58 億 7,500 万円）であった。両事業の事業費を合

計すると計画比の 91%であり、計画を下回っている。フェーズ II の事業費は計画の 82%

であり、フェーズ III の事業費は追加工事分を含め計画の 97%であった。いずれも競争

入札による効率的な発注が事業費削減の主な理由である。 

 

2.3 有効性 （レーティング：b） 

浸水被害はすべての地域で軽減しているものの、一部の地域でかなりの割合で残存し

ていることから有効性は中程度である。なお、フェーズ II の対象地域において浸水被

害の残存が多くみられるが、これは主に、同地域の低所得者居住地帯において人口の密

集が進む一方、本事業の対象ではなかった 2 次排水路や側溝の整備が、それぞれの担当

機関であるコロンボ市役所や道路開発公団によって十分に実施されていないこと、およ

び、後述のようにフェーズ II では、本事業で整備された排水路の維持管理責任の所在

が不明確であり、維持管理がほとんど実施されていないことに起因する。 

 

2.3.1 運用効果指標 

SLLRDC や対象地域の地方自治体は、本事業で整備された排水路の水位、 大排水

流量など排水路の機能に関する定期的な観測データを所有していないため、これらを運

用指標として用いて有効性を検証することはできなかった。本来ならば、両事業で規定

される治水安全度 1/2 以上の降雨があった日における、整備された排水路の 高水位や

排水流量を調査し、事業の有効性を検討すべきであるが、上述のように排水路の水位や

流量のデータがないため、本事業の実施により期待した治水安全度が達成できたかどう

かも検証することはできなかった6。 

                                                  
6フェーズ II のデザインレポートおよびフェーズ III の審査資料において、各事業は治水安全度 1/2(2 年に

一度の降雨レベルに耐えうる安全度)を基準にすると記載されており、これが本事業における期待したレベ
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また、SLLRDC や対象地域の地方自治体は対象地域の洪水被害状況に関しての記録

を有していないため、洪水被害状況を効果指標として用いた有効性の検証もできなかっ

た。 

このような状況を考慮して本事後評価では、対象地域からランダムに抽出した 250

世帯を対象に質問票による受益者調査を実施し、有効性を検証するための参考とした。

この受益者調査の主な結果を以下に示す7。 
 
①事業前後の浸水頻度・ 大浸水深・浸水時間の変化 

表 4 は、サンプル 250 世帯のうち本事業前に自宅(家屋)の浸水を経験していた 228 世

帯の事業前後の浸水頻度、 大浸水深、浸水時間の変化を示す8。各項目ともすべての

地区において事業後には改善がみられ、特にフェーズ III の対象地区では大幅な改善が

認められる。一方、フェーズ II のセントセバスチャン 2 地区とトリントン・ウェスト

地区は浸水被害の残存が多い。 
表 4 事業前後の浸水頻度・ 大浸水深・浸水時間の変化 

サーペンタ

イン

セントセバ

スチャン2
デマタゴダ

トリントン・

ウェスト

ユニティ・

プレース

アッティ

ディヤ
カウダーナ

事業前 2.6 3.0 2.1 4.7 1.9 3.4 3.5

事業後 0.8 1.8 0.7 2.2 0.7 0.5 0.2

事業前 42 35 24 60 27 28 23

事業後 9 19 5 21 4 3 1

事業前 123.2 68.5 46.9 104.7 18.3 7.5 16.6

事業後 33.4 43.4 5.2 20.6 1.0 1.1 0.3

最大浸水
深（cm)

浸水時間
(時間）

フェーズIIIフェーズII

浸水頻度
（回/年）

 
(出所：受益者調査) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業完成前(1998 年)の洪水の様子         本事業により地下排水路が整備され 

 (フェーズ III アッティディヤ地区デソイサ通り)      浸水被害が大幅に減少した。（同左） 

 

                                                                                                                                                  
ルの洪水制御効果であると考えられる。なお、2 年に一度の降雨レベルとは「1 時間の降雨量が 72mm に

達した場合」と規定されている。 
7調査結果は、受益者からの回答を示しており測定値ではない。調査においては、受益者との対話を通じて、

可能な限り正確な数値を聞き出す努力がなされたが、回答は、当人の記憶、知識、感覚に基づいている。 
8表4の数値は各地区のサンプルの平均値を示すものである。地区内に局地的に浸水被害が残っている場合、

当数値は地区内のすべての場所の現状を代表するものとはならない。 
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②浸水被害軽減に関する住民の認識 
図１は「事業前後を比較すると自宅の浸水被害が軽減したか」という質問への回答を

示す。フェーズ II のユニティ・プレースおよびフェーズ III の両対象地区においては、

ほとんどの回答者が被害の軽減を実感しているが、その他の地区では被害の軽減を実感

していない回答者が 19～47％いる。平均すると全地区の回答者の 78％が浸水被害の軽

減を実感している。                                                       (単位：%) 

81
53

78 69

100 94 95
78

19
47

22 31

0 6 5
22

サ
ー
ペ

ン
タ
イ
ン

セ
ン
ト
セ
バ

ス
チ
ャ
ン
2

デ
マ

タ
ゴ

ダ

ト
リ
ン
ト
ン
・
ウ
ェ
ス
ト

ユ
ニ
テ
ィ
・
プ
レ
ー
ス

ア
ッ
テ
ィ
デ
ィ
ヤ

カ
ウ
ダ
ー

ナ

フェーズ II フェーズ III 平均

はい いいえ

 
 

 

 

上記の質問に「浸水被害が軽減した」と答えた 178 世帯に浸水被害軽減の理由を聞

いたところ、93％が「付近の排水路が整備されたため」と回答しており、浸水被害の軽

減が本事業の効果によることが確認された。特に、フェーズ III で効果が大きいことに

は、1 次排水路のみならず 2 次排水路や側溝の整備も実施したこと、同地域を管轄して

いるデヒワラ・マウントラビニア市による維持管理の実施が貢献していると考えられる。 
 

③浸水被害残存の理由 
受益者調査の後、SLLRDC の技術者と当事後評価の外部評価者が浸水被害の残存す

る地域を再度訪問し、被害残存の主な原因について分析したところ以下の通りであった。 
 
＜2 次排水路・雨水路・側溝の未整備によるもの＞ 

 本事業で整備された排水路は概ね機能しているが、地区内の 2 次排水路、雨水路、

側溝などが老朽化もしくは未整備であるため十分機能しておらず浸水が起こって

いる。これは主にフェーズ II の対象地域のうちセントセバスチャン 2、デマタゴダ

およびサーペンタインにある低所得者の住宅が密集する地域に見られる現象であ

る。 

 なおフェーズ II においては、本事業による対象地区の１次排水路の整備と並行し

て、コロンボ市役所が 2 次排水路の整備を、道路開発公団が側溝の整備を実施する

ことが審査時に想定されていた9(図 2 参照)。事後評価時、上述の地域では 2 次排水

                                                  
9 当事業の審査資料には図 2 のような想定が記載されている一方、コロンボ市役所および道路開発公団が

この想定にどの程度同意していたのかについて、関連資料から判断することは困難である。 

図 1 事業前後を比較すると自宅の浸水被害が軽減したか 

(出所：受益者調査) 
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路や側溝の整備がそれぞれの担当機関によって十分に実施されていないことが確

認された。 

対象地域の

浸水被害の軽減

当事業(フェーズII)
による一次排水路

の整備

コロンボ市役所に
よる2次排水路など
維持管理の改善

道路開発公団によ
る側溝・路面の改

善

 

図 2 対象地域の浸水被害の軽減に関する審査時の想定（フェーズ II） 

 

さらに、同地域では、排水路や雨水路の上に住宅や商店が建設される不法建設、不

法占拠による人家の密集などが進んでおり、これらの問題に対する地方自治体など

の関係機関による対策も十分な効果を上げていないため、生活排水や雨水が適切に

処理されない状況にある。このように同地域では、総合的な取り組みが十分実施さ

れていないため、浸水被害の残存がみられる。 

 

＜本事業で整備された排水路の維持管理不足によるもの＞ 

 フェーズ II で整備した開架式のサーペンタイン

排水路は、特に下流付近にごみや堆積物が詰ま

った状態になっており、大雨の際に排水があふ

れ洪水が起きる。 

 フェーズ II で整備したトリントン・ウェスト地

区の地下排水路（スレイマンテラス通り）は、

大雨の際に排水があふれ洪水の原因となる。こ

れは、既存の排水路と同地下排水路の合流点に

堆積する土砂の除去がなされていないことが主

な原因と考えられる。 

 
＜複合的な原因によるもの＞ 

 フェーズ III で整備されたアッティディヤ地区のサッティッサラ通りの開架式排水

路付近では、現在でも複数の世帯が年に 1～2 回浸水する。浸水の原因としては、

当該住宅が特に低地に位置すること、同排水路に取り付けられている鉄格子（トラ

ッシュラック）に溜まる堆積・廃棄物が頻繁に除去されていないこと、同排水路の

容量に限界があることが挙げられる。 

 フェーズ II のトリントン・ウェスト地区内の低所得者層住宅の密集している地域

ゴミの詰まった排水路 

(サーペンタイン開架式排水路)



 11

（トリントン通り）では、住宅地の東側に流れているトリントン・サウス運河が大

雨の際にあふれ洪水となる。同運河は近年浚渫されておらず堆積物により容量が低

下していることに加え、同地域の側溝や 2 次排水路が未整備または老朽化し十分機

能していないことが浸水の主な原因となっている。 

 

2.3.2 経済計算 

 審査時に以下の条件で計算されたフェーズ II と III の経済的内部収益率（EIRR）はそ

れぞれ 9.1%、14.1%であった。 

 費用：本事業費、維持管理費 
 便益： 洪水被害の軽減、土地評価額の増加 
 プロジェクトライフ：事業完成後 30 年間 

事後評価時に同様の条件で再計算したところ、それぞれ 19.3%、7.5%であった。フェ

ーズ II では、事業完了の遅延が EIRR に若干の負の影響を与えたが、事業費の減少が

EIRR の上昇に大幅に貢献した結果として EIRR が上昇した。フェーズ III では、当初

予定した工事は計画期間内に終わり順次便益が発生したものの、追加工事をその後 2 年

間実施したため、一連の排水システムとしての完成が遅れた地域もあり、全体として便

益の発生が遅延したことが EIRR に負の影響を与えた。 

 

2.4 インパクト 

2.4.1. 対象地域及び対象者への裨益 

①洪水解消による生活環境改善 
受益者調査において「事業前後を比べると自宅付近の生活環境は改善したか」と質問

したところ、図 3 が示すようにフェーズ II の受益者の 52％が、またフェーズ III の受

益者の 76％が肯定的に回答した。 
 

 

大幅に改善, 
40%

大幅に改善, 
23%

ある程度改善, 
36%

ある程度改善, 
29%

あまり改善な

し, 17%

あまり改善な

し, 25%

全く改善なし, 
4%

全く改善なし, 
23%

わからない, 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

フェーズ III

フェーズ II

 
図 3 事業前と事業後を比べて自宅付近の生活環境が改善したか 

 

 

なお、否定的な回答者は、現在でも環境が改善されていない理由として、自宅付近の

排水路や道路脇へのゴミの投棄、排水路の汚臭や蚊の発生を主に挙げている。 

(出所：受益者調査) 
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②洪水に起因する疾病減少 
 対象地域の保健施設などでは、洪水に起因する疾病に関しては、事業前後の各地域

における発生件数のデータを保管しておらず、統計的な検証はできなかった。また

近年、排水路付近の住民に特に疾病率が高いことが観察されている「デング熱」に

関して、対象地域における入院患者数の統計を調べたところ、事業前後において特

に改善傾向はみられなかった。 
 なお、受益者調査において「事業前後を比べて家族の健康状態が改善したか」と質

問したところ、フェーズ II の受益者の 52%及びフェーズ III の受益者の 62%が肯

定的に回答した。なお、前述のようにフェーズ III の受益者の 95%以上が浸水被害

の改善を実感しているが(図 1 参照)、健康状態の改善に関して肯定的な回答をした

住民は 62%であったことから、浸水被害の軽減は家族の健康状態の改善にある程度

は貢献したが、絶対的な貢献度ではなかったと考えられる。受益者のコメントから

は、家族の健康状態を改善するためには、洪水被害の軽減に加えて、ゴミの定期的

な収集、排水路の水質の改善による汚臭や蚊の発生の防止などを実現する必要があ

ることがわかる。 
 

③浸水被害防止による都市経済活動の円滑化など 
対象地域内の工場、病院、学校においては、本事業の実施により浸水被害が軽減し、

施設の経営・運営が改善されたことがケーススタディにより確認された。 

 
④浸水後の清掃労働の軽減 

受益者調査の結果から、事業実施以前、浸水後の清掃に 1 世帯平均延べ約 17 時間が

費やされていたことがわかった。「事業前と比べると現在は清掃作業が軽減したか」と

いう質問に対し全体の 69％が肯定的に答えた。その内訳は「大幅に軽減（42％）」、「あ

る程度軽減（27％）」となっている。なお審査時には、この清掃作業には主に女性が従

事しているとの前提のもと「女性の労働負担の軽減」を期待していたが、受益者調査に

てこの清掃作業に主に従事していたのは誰かを聞いたところ、 も多かった回答は、

夫・妻・息子・娘の順であり、男女の別なく作業に従事していたことがわかった。 

 

⑤通勤・通学の障害の軽減 

受益者調査によれば、事業実施前、頻発する洪水により通勤に支障をきたしていた世

帯が全体の 85％であったが、事後評価時には 43%に減少している。また同様に、事業

実施前、子弟の通学に支障をきたしていた世帯は全体の 85％であったが、事後評価時

には 39%に減少している。 

 

2.4.2. 自然環境へのインパクト 

①排水路の水質の悪化 
フェーズ II の対象地区にある開架式のサーペンタイン排水路の水質は、ごみ・堆積

物・下水からの汚物により汚染されており、定期的に清掃されていないため、汚臭・蚊

の大量発生など衛生上の問題が起こっている。また同排水路へは、刑務所本部の汚水路
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が接続されており、夜間に汚水の越流分が排水路に放流されること、さらに、同排水路

の両側に居住する住民が、同地域においてゴミの回収が定期的に行われていないことを

理由に、排水路へゴミを頻繁に投棄していることも、水質の悪化の要因となっている。 
なお、フェーズ II では開架式排水路へのゴミの投棄を防止する目的で、コロンボ市

役所や地域住民を対象とした「環境保全行動計画」が立案されたが、事業期間終了後こ

の計画がどの程度実施されたかについては不明である。また両事業において水質検査が

定期的に実施されたが、事業実施期間中に改善はみられず、また事業期間終了後は、同

検査は実施されていない。 
 

② 側溝の排水の停滞による蚊の発生 
受益者調査では、本事業のフェーズ III で整備された側溝に排水が停滞し、蚊が発生

するという指摘が対象地域の住民からあった。頻繁に掃除をして堆積物などを除去して

いるにもかかわらず排水が停滞するのは、側溝の傾斜が十分でないためであると住民は

認識している。一方、実施機関がデヒワラ・マウントラビニア市役所に維持管理を移管

するに伴って両機関が側溝の機能について実地検証した際には、側溝に排水が停滞する

問題は認められていない。このようなことから、側溝に排水が停滞する要因について技

術的に検証し問題の解決を図る必要があると思われる。 
 

2.4.3. 住民移転・用地取得 

審査時にはフェーズ II、フェーズ III それぞれ 41 戸、合計 82 戸の住民移転が計画さ

れていた。フェーズ II の事業完了報告書によると 37 戸が移転したとされているが、フ

ェーズⅢの事業完了報告書では移転に関する記載はない。 

事後評価時においては両事業とも、移転住民のリストや移転元・移転先の住所、移転

の経緯など、住民移転に関する基本的な情報が実施機関に存在せず、移転を担当した職

員も退職や転職などで実施機関に在籍していなかった。そのため、いずれの事業におけ

る移転についても、移転世帯数・移転の手続き・移転先の生活環境などを確認すること

はできなかった。 

 

2.5 持続性 （レーティング：c） 

現在、フェーズ III で整備された排水路の維持管理状況や実施体制は概ね良好である

が、フェーズ II で整備された排水路の維持管理責任の所在が SLLRDC、コロンボ市役

所のいずれにあるのか不明確であり、また、同排水路の維持管理がほとんど行われてい

ないことから、事業の持続性についての評価は低い。 

 
2.5.1  実施機関 

①運営・維持管理の体制 

フェーズ II では審査時、本事業で整備された排水路の維持管理は、SLLRDC が実施

することになっていた。実際、事業完成後数年間は SLLRDC が同排水路の維持管理を

担当していたが、2007 年に SLLRDC 内でコロンボ市役所が実施するのが適当であると

の意見が高まったため、SLLRDC はコロンボ市役所との話し合いや合同実査を行った。

その話し合いの中で、コロンボ市役所は維持管理責任の移管に同意した。しかしその後
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移管手続きはとられておらず、現在、維持管理の責任主体が不明確な状態にある。諸事

情を勘案すると、本排水路の維持管理にコロンボ市が果たす役割は大きいと考えられる

が、フェーズ II の審査資料などには、本事業で整備された排水路の維持管理に関する

コロンボ市役所の役割が十分検討されたか否かについては明らかではない。なお、関係

者へのインタビューからは、同事業の実施段階において、コロンボ市役所を十分に巻き

込んでいなかった様子がうかがえる。このような事柄が影響し、本事業や本事業で整備

された排水路の維持管理に関して、同市役所には当事者意識がほとんどなく、そのこと

が、移管手続きの進捗に影響を与えていると推察できる。 

フェーズ III では、フェーズ II から導き出された教訓が生かされ、SLLRDC から当

該地区の地方自治体であるデヒワラ・マウントラビニア市役所へ維持管理の責任を移管

すべく事業実施中に諸施策がとられた。これが功を奏し、本事業終了後、維持管理はデ

ヒワラ・マウントラビニア市役所に問題なく移管された。現在デヒワラ・マウントラビ

ニア市役所に新設された「排水課」が本事業で整備された排水路の維持管理を担当して

いる。 

 

②運営・維持管理における技術 

両事業ともこれまで、維持管理実施において技術的な問題は特に発生していない。 

 

③運営・維持管理における財務 

両事業とも運営・維持管理における財務に関する問題は特に発生していない。大コロ

ンボ圏を中心とした運河・排水路の維持管理費用として大蔵省から SLLRDC には予算

手当がなされているが、不足気味である。そのため SLLRDC は他の事業からの収益に

よる自己財源にて不足分を賄っている。例外的に費用実績が多かった 2007 年と 2008

年を除くと、近年の年間費用実績は約 8,000 万ルピー(事後評価時の為替レートで約

6,500 万円)であり、その大部分が「大コロンボ圏水辺環境改善事業フェーズ I」で改修

された運河の維持管理のために支出されている。SLLRDC では費用総額の約 1 割をフ

ェーズ II で整備された排水路の維持管理のために支出しているとの認識である。 

フェーズ III で整備された排水路の維持管理に関して、デヒワラ・マウントラビニア

市役所は優先的に予算配分を行っている。また、物価上昇を考慮して年々予算を増加さ

せており、同排水課では予算内で維持管理作業を実施するのに特に問題はないと考えて

いる。 
 

2.5.2 運営・維持管理状況 

両事業とも排水路の主な維持管理項目は点検と清掃（堆積・浮遊物の除去）である。

フェーズ II で整備された排水路について現在実施されている作業項目は以下の通りで

ある。 
 排水路が運河に落下する地点の堆積・浮遊物の除去を SLLRDC が必要に応じて

実施している。 
 サーペンタイン地区の開架式排水路の清掃を、コロンボ市役所が約 2 年に一回程
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度実施している10。 
 デマタゴダ、セントセバスチャン、ユニティ・プレース、トリントン・ウェスト

の地下排水路の点検や清掃は本事業完了後、一度も行われていない。 
フェーズ III で整備された排水路についてはデヒワラ・マウントラビニア市役所の排

水課が年間計画に沿って清掃を中心とした維持管理を実施するとともに、堆積物の除去

に関する住民からの依頼にも優先的に対応している。側溝の蓋が壊れた場合は取り替え

るなど、修理も実施している。 
また、受益者調査において市役所など行政機関による排水路の清掃状況について質問

したところ、現在の清掃状況に満足していない住民が 65～83％を占め、特にフェーズ

II の対象地域の住民に不満が多かった。サーペンタイン排水路は、2 年に一度の清掃で

は全く不十分であると住民は認識している。 
 

 

３．結論及び教訓・提言 

 

3.1 結論 

本事業は妥当性および効率性は高いが有効性は中程度であり、持続性に問題があるこ

とから、総合的に判断し評価は C（概ね高い）とする。 

 

3.2 教訓 

① フェーズ II の対象地域では、維持管理責任の所在が不明確であり排水路の清掃が十

分実施されていないことが、事業効果発現の阻害要因のひとつとなっている。スリ

ランカにおいては地方自治体も排水路の維持管理に責任をもっていることを考慮す

ると、このような事態を避けるためには、審査時に地方自治体の維持管理に関する

役割を十分検討し、必要に応じて、同自治体の組織・技術能力の向上を図り、より

適切な維持管理体制の構築を支援する必要がある。 

② フェーズ II と III を比較すると、1 次排水のみならず 2 次排水や側溝も事業の対象

とし、また排水の水質・環境改善プログラムや、排水システムの下流の浚渫や整備

も実施したフェーズ III の対象地域において、より高い事業効果が発現している。

このように、1 次排水路の整備だけではなく、2 次排水や側溝などの関連事項を含め

た総合的な取り組みが、浸水被害の軽減を実現するうえで不可欠である。 

③ 本事業で整備された開架式排水路の現状や受益者調査の結果から、排水路を開架式 

にした場合、ゴミの投棄や水質悪化による環境・衛生問題が発生しやすいことがわ     

かる。このことから、開架式排水路を建設・整備する場合は、周辺住民の啓蒙や地

方自治体によるゴミ回収などを、事業実施期間中のみならず事業終了後も継続的に

促すとともに、地方自治体の上位機関や環境庁によるモニタリングやフォローアッ

プを効果的に実施する必要がある。 

④ 両事業とも住民移転に関する資料がほとんどなく、これに関する評価ができなかっ

                                                  
10 コロンボ市役所では同排水路の清掃は同市役所の責任ではないとしているが、住民の度重なる苦情に対

応して清掃を実施している。 
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た。住民移転を伴う事業においては、移転後の住民の生活状況をフォローアップす

ることができるよう、移転住民のリスト・移転元と移転先の住所・移転プロセスの

記録などを一定期間保管しておくことが望ましい。 

 

3.3 提言 

＜対実施機関＞ 

① SLLRDC とコロンボ市役所は、フェーズ II の維持管理責任の移管について対話を再

開し、維持管理の責任の所在を早急に明確にすることが期待される。また、両組織

の上位機関である都市開発省と地方自治省がこのプロセスを適切に促進・モニタリ

ングすることが望ましい。 

② 上述の移管手続きに長期間を要すると判断される場合には、それまでの暫定的な処

置として SLLRDC は都市開発省と協議の上、維持管理が全くなされていない地下排

水路の清掃を開始するとともに、開架排水路の定期的な清掃を実施することが望ま

しい。またこれらの清掃実施に関してコロンボ市役所は、労働者や予算の提供など

の形で協力することが望ましい。 

③ サーペンタイン開架排水路の衛生問題の解決のためには、排水路の定期的な清掃や

廃棄物の定期的な回収および住民の啓蒙活動の継続的な実施を実現すべく、コロン

ボ市役所を中心とした関係機関による総合的な働きかけを強化する必要がある。ま

た、刑務所の汚水路の同排水路への接続を廃止すべくコロンボ市役所と SLLRDC は

刑務所本部に強く働きかけることが望ましい。 

④ フェーズ II 対象地区における低所得者居住地域での浸水被害の残存問題を解決すべ

く、2 次排水路や側溝の整備への施策、住民の啓蒙、不法住居問題の改善などコロン

ボ市役所や SLLRDC などによる総合的な取り組みを強化する必要がある。 

⑤ フェーズ III についてデヒワラ・マウントラビニア市役所は、維持管理作業の進捗管

理を徹底し、定期的な点検・清掃の実施をさらに促進することが望ましい。 

⑥ SLLRDC を中心とした関係機関は、フェーズ III の対象地区の中で浸水被害が残存

している地域（サッティッサラ・マワタ）、および側溝に排水が滞留し蚊が発生しや

すくなっている箇所について技術的な見地から原因を分析し、状況改善のための適

切な対処を実施することが望ましい。 

⑦ SLLRDC を中心とした関係機関は今後、定期的に浸水被害調査や適切な観測地点に

おける排水路の水位測定などを実施し、被害状況および洪水制御の効果を定期的に

測定することが望ましい。 

⑧ SLLRDC は、住民移転・用地取得に関して被影響住民からの問題提起があるかどう

か確認することが望ましい。 

 

＜対 JICA＞ 

① フェーズ II で整備された排水路の維持管理責任を早期に確立させるべく、今後スリ

ランカ側関係者に働きかけること、また移管手続きが完了し、適切な維持管理が実

施されるようになったかどうか今後モニタリングを継続することが望ましい。 

② フェーズ II とフェーズ III は事業名が同じであるが、対象地域を別にしており事業
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効果に継続性・関連性はなく、2 事業の事後評価を同時に実施する必要性は特にない。

またフェーズ II は審査が約 15 年前、事業完成も約 8 年前であることから、当事後

評価の時点では関連資料の保管状況も十分ではなく、関係者の記憶にも限界があっ

た。さらに、浸水被害の残存や衛生問題など事業効果の継続性に関する様々な課題

が発生しているにもかかわらず、事業完成後、事後評価が実施されるまでの約 8 年

間、事業効果が適切に測定されることがなかった。このようなことを考え併せると、

事業名を同一とするも同時に事後評価を実施する必要性が特にない場合は、事後評

価の効果や効率性の向上のために、それぞれの事後評価を事業完成より約 2 年後に

実施することが望ましい。 

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＞  

 フェーズ II：対象5排水路システ

ムの整備  

 フェーズ III：対象2排水システム

の整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生活環境改善プログラム＞  

 移転住民対象プログラム 
 地域内住民対象プログラム 

 

＜維持管理機材調達＞  

 車輌・排水路清掃用機材など  

＜水質・環境改善プログラム＞  

 計画されていなかった  

＜コンサルティング・サービス＞  
 (フェーズ II)  

外国人：160MM、ローカル：378MM
(フェーズ III)  

外国人：245MM、ローカル：456MM

＜土木工事＞  

 フェーズ II：対象5排水路システム

の整備  

 フェーズ III：対象2排水システム

の整備（維持管理を考慮した設計

変更あり）  

 フェーズ III では追加工事が実施

された（以下は主な追加工事項目）

 排水システム上流部の排水路の

整備  

 対象地域の排水が落下するワラ

ス川の浚渫  

 ワラス川下流部の灌漑用頭首工

の撤去と橋の建設  

＜生活環境改善プログラム＞  

 移転住民対象プログラムは未実施 
 地域内住民対象プログラは一部の

み実施された  

＜維持管理機材調達＞  

 車輌・排水路清掃用機材など  

＜水質・環境改善プログラム＞  

 追加的に実施された  

＜コンサルティング・サービス＞  
(フェーズ II)  

外国人：  148MM、ローカル：313MM
(フェーズ III) 

外国人： 252MM、ローカル：488MM

③  期間  

 

 

 フェーズ II：1994 年 7 月から 1999 年

9 月(63 か月) 
 フェーズ III：1996年10月から2003

年11月 (86か月）  

 1994年7月から2001年6月 (84か月 )

（計画比133%）  

 1996年10月から2003年12月(87か月)
（計画比 101％） 

④  事業費  

フェーズ II 

 

 

 

 

 

 

フェーズ III 

   

 

外貨：33億3,000万円  

内貨：18億4,300万円  

合計：51億7,300万円  

うち円借款分：43億6,700万円  

換算レート：Rs.1.0=¥2.22 

（94年7月現在）  

 

外貨：38億9,900万円  

内貨：39億6,000万円  

合計：78億5,900万円  

うち円借款分：61億8,000万円  

換算レート：Rs.1.0=¥1.93 

（96年10月現在）  

 

外貨：26億3,900万円  

内貨：15億9,400万円  

合計：42億3,400万円  

うち円借款分：35億4,800万円  

換算レート：ディスバースメント時の

レートを適用 (1994年 ~2001年平均

Rs.1.0=¥1.78) 

外貨：41億2,900万円  

内貨：35億1,100万円  

合計：76億4,000万円  

うち円借款分：58億7,500万円  

換算レート：ディスバースメント時の

レートを適用  

(1997年~2005年平均 Rs.1=¥1.41) 

 


