
事業事前評価表 

作成日：平成 21 年 4月 30 日 

担当部・課：経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第一課 

 

１．案件名  

(和文) 道路施工技術能力向上プロジェクト 

(英名) The Project for the Capacity Development of Road Works in Timor-Leste (CDRW)

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプット（成果）を中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、「東ティモール人材(道路・橋梁・治水局（以下、DRBFC）, 資機材管理
庁（以下、IGE）)による道路の施工（維持管理を含む）に係る技術･マネジメント能力が向上
する」こと目標に定め、DRBFC及びIGEの職員並びに組織に係るこれら能力をOJTにより強化す
るものである。 

(2) 協力期間 

2009年7月～2012年7月（3年間）（予定） 

(3) 協力総額（日本側） 

約3億円  

(4) 協力相手先機関 

東ティモール国・経済社会基盤省(MOI) 
MOI管轄下、道路･橋梁･治水局(DRBFC)、資機材管理庁(IGE) 

(5) 裨益対象者及び規模など 

1) 直接裨益者 

MOI本省運営管理職員 
DRBFC職員 約149名（中央及び地方5事務所、2009年1月時） 
IGE職員  約171名（2009年1月時） 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

東ティモール国（以下、「東ティ」国）は、未発達の海上交通を除くと、道路交通が唯一の

交通手段である。特に各県を結ぶ 20 ルート、約 1,360 キロの国道網が国全体の最も重要な交

通･流通基盤である。しかしながらその道路網は、劣化による路面の損傷、雨期の豪雨による

道路の崩壊、河川洪水による道路・橋梁の損傷・崩壊などにより、道路交通が遮断される事態

が頻発している。こうした交通の遮断は経済活動を停滞させるだけでなく、特に地方部におけ

る住民の教育・保健医療サービスへのアクセスを妨げ、国民の基本的生活の維持と向上に対す

る障害となっており、道路の日常･定期点検による破損箇所の特定・修復・改善、災害時にお

ける迅速･適切な道路復旧工事は、MOI が果たすべき重要な役割として求められている。 

そのため、DRBFC と IGE、JICA は、2005 年 6 月～2008 年 3 月にかけて道路維持管理能力向上

プロジェクト（CBRM: Project for Capacity Building in Road Maintenance）を実施し、DRBFC

において道路維持管理データベース、維持管理にかかる連絡マニュアル等を作成するととも

に、IGE においては機材台帳の作成を行い、これらマニュアル等の基本的な運用に係る技術移

転がなされたところである。しかしながら DRBFC では、道路維持管理の根幹を成すデータベー

スについて、その重要性を認識してはいるものの、組織及び個人のキャパシティ不足、人手不

足も相俟って、定期的な更新、道路事業への戦略的な活用は十分になされていない状況である。

IGE においても、機材台帳に関して十分な組織的管理を行うまでには至っておらず、またメカ

ニックやオペレーターについては、CBRM での訓練による一定の成果が維持されてはいるもの

の、頻発する道路災害や道路維持補修工事に対して適切かつ迅速に対応できるレベルには達し
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ていない。 

従って、本プロジェクトにおいては、CBRM の成果を組織的に定着させていくことが重要との

認識に立ち、施工や維持管理に係る技術指導のみならず、これら事業プロセス全体のマネジメ

ントに係る能力を向上していくことを協力の基本方針とする。具体的には、①道路維持管理業

務を適切にマネジメントできるようになる(DRBFC 対象)、②MOI の道路施工に係るケーススタ

ディの実施を通じ小規模工事について質の高い工事ができるようになる（DRBFC 及び IGE 対

象）、③IGE の保有機械が適切に維持管理されるようになる（IGE 対象）、の三つの成果を掲げ

た。 

(2) 相手国政府国家政策上の位置づけ 

「東ティ」国は、2002 年の独立以降、「国家開発計画」(National Development Plan)を策定

し、「ティモール国民の社会経済的発展という喫緊の課題に対応するべく、効率的で費用対効

果が高く、持続可能なインフラの計画・提供･維持管理を行う」との国家方針を示し、社会経

済基盤開発を優先課題に掲げ、国民生活の安定と経済発展の基盤となる道路網の整備・改善を

推進している。 

道路維持管理業務を担う MOI は「国家開発計画」に基づき、①道路維持管理システム開発に

係る定期的な道路維持管理業務を通じたコスト削減を含む持続可能な道路網構築と、不通箇所

の低減を含む道路アクセシビリティの向上、②経済活動の活性化に資する主要道路の修復・改

善、③道路網維持管理能力確保と資産管理システム整備、④道路維持管理に係る制度的・社会

的課題への取り組み事項を含む、道路網開発のための 10 年構想を示している。 

更に政府は、2009 年を社会基盤（インフラ）年と定め、特に道路部門の強化と、JICA を含

む政府援助組織・ドナーへの技術的･財政的支援の重要性を表明し、道路開発を優先的に取り

組む分野として、事業の拡大･推進の意向を明らかにしている。 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

我が国政府は 2000 年より「東ティ」国の復興・開発への協力を開始し、「インフラ整備・維

持管理」を優先分野の一つとして道路網整備と維持管理活動を支援してきた。JICA の協力とし

ては、国道の改良とともに、DRBFC の道路維持管理能力の向上、道路関連マニュアル･ガイドラ

インの作成、IGE の建設機械維持管理･運用能力の向上を目的とした技術協力実績がある。JICA

はこれら事業を「社会経済基盤整備・維持管理／改善能力向上」を目指す支援プログラムに組

込み、他インフラ分野（港湾、橋梁等）と併せ、安定した国民生活の基盤形成のための優先度

の高い事業と位置づけている。 

４. 協力の枠組み 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

1)協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【目標】「東ティモール人材(DRBFC, IGE)による道路の施工・維持管理に係る技術･マネジメ

ント能力が向上する」 

【指標】1道路台帳・維持管理データベースの活用状況 

2 維持補修工事の品質 

3 応急復旧工事の品質 

4 道路維持管理関係予算の執行状況 

2)協力終了後に達成が期待される中期目標（上位目標） 

【目標】「東ティモール国における道路の円滑な通行が安定的･継続的に確保される」 

【指標】1 道路不通箇所の減少度 

 2 道路不通期間の短縮度 

3 道路の品質（劣化箇所数の減少） 
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(2) 成果(アウトプット)と活動指標 

【成果 1】「道路維持管理業務を適切にマネジメントできるようになる(DRBFC 対象)」 

【活動】1-1 前プロジェクトの成果をレビューし、「道路維持管理計画書」を更新する 

1-2 維持管理業務に係る年間作業計画を立てる 

1-3 平常時の「連絡マニュアル」を活用し、県道(district roads)を含めた幹線道

路の点検・評価を行い、道路台帳を作成・更新する 

1-4 上記点検・評価の結果に基づき道路維持管理データベースを更新する 

1-5 更新された道路維持管理データベースに基づき維持・補修計画を作成する 

1-6 災害時、緊急時において必要な緊急点検・復旧工事を行う 

1-7 適切な予算の立案・管理を行う 

 

【指標】1-1 日常点検･定期点検の実施状況(実績) 

1-2 道路維持管理データベースの更新状況（実績） 

1-3 維持補修の実施状況（実績） 

1-4 緊急時の対応状況 

1-5 予算の立案･管理業務の定着度 

 

【成果 2】「MOI の施工に係るケーススタディの実施を通じ、小規模工事について質の高い工

事ができるようになる（DRBFC 及び IGE 対象）」 

【活動】2-1 DRBFC と IGE の密な協力の下に、ケーススタディ工事（主要道路の改良・補修

工事等）を特定する。 

2-2 DRBFC と IGE の密な協力の下に、対象工事に係る設計・積算・予算措置を行う

2-3 施工計画を策定する。（IGE 所有機材の調達を含む） 

2-4 工事に係る要員を特定し、各人の責務内容を明確にする 

2-5 実際の工事現場において施工管理を行う（IGE による直接施工も含む） 

2-6 完工検査を実施する 

2-7 工事に係る安全訓練を行う 

 

【指標】2-1 施工計画の策定状況 

2-2 施工管理（工程管理、品質管理、安全管理、原価管理）の実施状況 

2-3 施工済み道路の品質 

 

注）上記ケーススタディ工事としては、DRBFC 地方事務所が行う日常維持管理工事（ポッ
トホールの修繕等小規模の工事）のほか、定期維持管理工事（舗装、オーバーレイ、
災害防止工事等中規模の工事）、外部委託の道路改修工事などが含まれうる。 

 

【成果 3】「IGE の保有機械が適切に維持管理されるようになる（IGE 対象）」 

【活動】3-1 前プロジェクトの成果をレビューする 

3-2 電子化を含め機材台帳を更新する 

3-3 貸出後・貸出前の機材点検を行う 

3-4 機材台帳・機材点検を行う 

3-5 補充すべきスペアパーツの特定・発注・調達を行う 

3-6 メカニックを対象とした技術指導（点検・補習技術等）を実施し、習得度評価

を行う 

3-7 （可能な限り）自立的な予算の立案・管理を行う 

 

【指標】3-1 機材台帳･機材管理記録簿の更新状況（実績） 
3-2 機材メンテナンスの実施状況（実績） 
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3-3 スペアパーツの調達･補充状況(実績) 

3-4 所定の機材メンテナンス技術を習得した職員数と技術習得度 

3-5 機材維持管理に係る予算の立案・管理業務の定着度 

 

(3) 投入（インプット） 

1) 人材 

【日本側】 

以下分野の JICA 専門家： 

道路維持管理/総括(1)、道路施工管理(1)、建設機械維持管理(1)、その他必要な分野（プ

ロジェクト開始後に必要性・分野等を決定） 

【東ティモール国側】 

①運営管理人材： 

プロジェクトダイレクター、プロジェクトダイレクター補佐、プロジェクトマネージ

ャー、プロジェクトマネージャー補佐 

②C/P 人材： 

道路･橋梁・治水管理部(DRBFC)職員(地方事務所職員を含む)、資機材庁(IGE)職員 

③訓練生の配置： 

必要に応じた訓練生。 

 

2) 施設･機材 

【日本側】 

DRBFC-ディリ地方事務所への道路維持管理･補修用機材（移動型簡易機材） 

【東ティモール国側】 

C/P のプロジェクト事務室(DRBFC 及び IGE)、JICA 専門家の執務室(DRBFC, IGE 内)、DRBFC

及び IGE 所有の機材、他必要に応じた資機材。 

 

3) C/P 国外研修 

【日本側】 

必要に応じた分野・人数（必要性と分野等はプロジェクト開始後に決定）。 

 

4) 事業費(運営･活動) 

【日本側】 

JICA 専門家活動の技術指導・研修経費。 

【東ティモール国側】 

機材維持管理経費、スペアパーツ調達経費、C/P と訓練生の交通費、外部委託費（県道

km ポスト設置費含む）、ケーススタディ経費、C/P 人件費･日当。 

 

(4) 外部条件（リスク要因） 

1) 成果（アウトプット）及びプロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 技術指導を受けた DRBFC 及び IGE 職員が勤務を続ける（活動途中で離職しない）。 
・ IGE の現在の役割・機能が維持される。（政治的な判断等により、IGE の大幅な組織改

変もしくは解体等 IGE の組織運営に係る方針が大きく変更されない。） 
・ IGE 所有機材の借方が借用機材を使用後に契約どおりに IGE に返却する。 
・ IGE 所有機材の借方が借入機材を適切･安全に使用する。 
・ ケーススタディ道路エリアを活動途中で破壊するような予測不可能な自然災害が発生

しない。 

 

2) 上位目標達成のための外部条件 

・ 道路施工・維持管理に係る政府財源が安定して確保される 
・ 車輌交通量が予測を超える程に激増しない 
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５. 評価 5項目による事業評価分析結果 

本件の事業案は、「JICA 事業評価ガイドライン(改訂版)」(2004 年 9 月)に基づき、以下 5項

目の観点から検証・評価された。 

5-1 妥当性 

「東ティ」国は「国家開発計画」を策定し、「効率的で費用対効果が高く、持続可能なイン

フラの計画・提供･維持管理を行う」 との基本方針を掲げ、道路網整備を進めている。本プロ

ジェクトは「東ティモール国における道路の円滑な通行が安定的･持続的に確保される」こと

を上位目標に定め、道路事業を担う DRBFC と IGE を対象に道路の施工・維持管理に係る技術と

これら業務のマネジメント能力の向上を図るものであり、同国の政策を明確に支援する事業で

ある。 

我が国は、対「東ティ」国協力においてインフラ整備を優先分野の一つとし、道路網整備と

維持管理に係る支援を行ってきた。JICA は MOI(DRBFC 及び IGE)を対象とした道路維持管理・

施工業務に係る協力を「社会経済基盤整備・維持管理／改善能力向上」プログラムに組込み、

安定した国民生活の基盤を形成する支援優先度の高い事業に位置づけている。本プロジェクト

は、これまでの技術協力の成果・ノウハウを基盤として DRBFC と IGE の専門的技術及びマネジ

メント能力の向上を目指すものであり、JICA の「東ティ」国援助政策・計画と整合する。 

「東ティ」国では陸上交通が交通･流通の基盤であるが、路面の損傷、災害や洪水による道

路・橋梁の損傷・崩壊などにより、道路交通が遮断される事態が頻発しており、経済活動の停

滞の原因となるだけでなく、住民の教育・保健医療へのアクセスに係る国民の基本的生活の維

持の大きな障害ともなっている。本プロジェクトは中長期的に安定･持続的な道路交通を中長

期的に目指すものであり、「東ティ」国民のニーズと整合する。 

これらのことから、プロジェクト実施の妥当性は極めて高いと判断される。 

5-2 有効性 

本プロジェクトは、「東ティモール国人材（DRBFC, IGE）による道路の施工・維持管理に係

る技術、マネジメント能力が向上する」ことをプロジェクト目標として設定し、その目標の下

に特定した 3つの成果は、DRBFC, IGE 両組織において喫緊に定着が必要な技術・マネジメント

能力である。また、これら能力は OJT を通じて強化する計画である。 

一方、プロジェクト目標の達成のための外部条件として、DRBFC の及び IGE の職員が離職し

ないこと、IGE の機能が保持されること、IGE に借用機材が予定通り返却されること、ケース

スタディ道路エリアを破壊するような予測不能な自然災害が発生しないこと等挙げられたが、

以下のとおり若干の不確定要素を含むものの概ね満たされる見込みである。 

すなわち、まず DRBFC 職員は、CBRM 実施時より継続して勤務する正職員である。また、IGE

職員の大半が 3ヶ月毎更新の契約職員であるが、本プロジェクトの対象となるメカニック、オ

ペレーターのうちの契約職員は長期継続者であることから、今後も継続して勤務することが見

込まれる。 

IGE の機能については、今年度の IGE 予算は承認されているため、IGE 自体の組織改変が行

われる可能性は殆どないと考えられるが、来年度以降の動向については、現在未確定であり、

注意が必要である。このため、本プロジェクトにおいては、IGE の機能の今後についても先方

政府と議論をしていくこととしており、少なくともプロジェクト実施期間中に IGE の組織改変

が実施される可能性は低いと考えられる。 

自然災害については、「東ティ」国の地形的･気象的条件から、豪雨によるがけ崩れ等の災害

が頻繁に起こりやすい状況にあるため、ケーススタディにおいては、可能な限り災害の予防に
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注力しながら進めていくこととしている。 

なお、DRBFC は道路整備・維持管理の計画策定、民間委託事業も含めた道路工事の施工監理

を行う一方、IGE は「東ティ」国で唯一公的に建設機械管理・貸与を行い、メカニックやオペ

レーターを有する機関である。これら違う役割・機能をもつ DRBFC と IGE 両者が協力すること

で、道路事業の効果的な活動が可能となる。 

これらのことから、上記外部条件が満たされ、活動が円滑に進めばプロジェクトの有効性が

見込まれる。 

5-3 効率性 

DRBFC を対象とした協力としては、道路事業の外注化の促進を支援する協力を ADB が実施し

ている。当該協力のカウンターパートは次官等の MOI 幹部クラスであるが、本プロジェクトの

対象は実務レベルの職員であり、両協力がそれぞれ補完しあうことにより効率的・効果的な連

携が期待される。 

また、本プロジェクトで必要とされる資機材については、適切な機材維持管理を目指す観点

から、まずは首都に位置するディリ事務所を対象に供与することとしており、投入の規模を最

小限に抑えつつ、状況を見極めながら地方事務所への展開を計画していくこととしている。 

上記のような視点に加え、プロジェクトの実施プロセスで以下の事項に留意した活動が行わ

れれば、プロジェクト目標の効率的な達成が見込まれる。 

1) ケーススタディ工事 

ケーススタディ工事のサイト・時期の特定に際しては、CBRM での教訓を生かし、以下の点に

留意する。 

①DRBFC の「道路維持管理計画」に盛り込まれた優先度の高いサイトであること 

②土地の収用が必要ないこと 

③ケーススタディ後に当該工事が直接的･即効的な効果が期待されること 

④JICA 専門家による活動の安全が確保された場所であり、DRBFC 地方事務所より著しく離れ

た場所でないこと 

⑤実施時期については、雨季・乾季等の気候条件を考慮すること 

2)IGE のメカニックへの技術指導 

メカニックを対象とした技術指導では、IGE の組織将来像が明確でないこと、自衛隊建機の

スペアパーツ調達が容易でないことや、通常の維持管理用に使用する汎用性のある建機は IGE

が所持する機材の中の一部であることから、以下の点に留意する。 

①活用頻度と重要性の高い機械を優先して指導を行うこと 

②汎用性があり IGE 所有建機以外の機材にも応用可能な技術･知識の指導を重視すること 

3) 他政府/ドナーとの効果的連携 

他ドナーとの効率的な連携を実現するため、ADB 支援のプロジェクトにおいて、本プロジェ

クトの道路維持管理データベースが有効に活用されることが望まれる。このため、ADB との間

での情報共有に十分留意する。 

4) IGE の技術水準・能力に応じた技術支援 

IGE においては、所有建機の維持管理に係るコストが割高となっている、工事によっては IGE

所有建機が適さない場合がある、民間企業の調達業務が IGE より迅速である場合が多い、とい

った課題を抱えており、プロジェクトの実施期間中においては、以下の事項について JICA 専

門家と IGE 職員との間で意見交換の機会を持てるよう留意する。 

①既存の建機に係る耐久年数の精査や老朽化に伴う廃棄処分時期の概ねの予測 

②建機・スペアパーツ等の調達プロセスに係る問題の把握 
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③中長期的に見た IGE 職員の技術の継承方法。 

5-4 インパクト 

外部条件が満たされ、5-3 に記載した留意事項を念頭に、活動が円滑に進捗していけば、プ

ロジェクト上位目標の達成が見込まれる。また、プロジェクトの実施を通して、①道路部門の

投資／費用対効果の向上、②国道以外の地方道路への施工･維持管理技術の波及、③地方部住

民の保健医療サービスや教育･文化機会へのアクセス向上、④経済の活性化など、中長期的な

波及効果が予測される。 

5-5 自立発展性 

「東ティ」国政府の道路網整備に係る積極的な政策方針に鑑み、政策的な側面での持続性は

高く期待できる。一方、以下に掲げるような組織面、技術面、財政面での懸念があり、プロジ

ェクト期間中にはこれらに十分留意した活動が行われる必要がある。 

1)組織的側面（IGE） 

IGE について、中長期的には MOI 内他局への吸収、民営化など幾つかのシナリオも想定され

るため、協力期間中は IGE 組織改革に係る政府の方針、その機能･役割の動向について注視す

ること。また、上記のような組織改革が起こった場合にも、できる限り技術が活用されるよう、

汎用性の高い建機を優先して使用し技術移転を行うこと。 

2)技術的側面（DRBFC 及び IGE） 

「道路維持管理データベース」担当人材の質・量(人数)双方の安定化を図ることが、DRBFC

の技術面での持続性確保のために重要である。このため、プロジェクト期間中は人材の適正配

置及びそれに伴う予算確保について JICA 専門家チームから積極的に DRBFC 側へ助言を行うな

どに努めること。また、IGE については、将来的な組織改変の有無に関わらず、IGE 職員の培

った技術が国内で適切に継承されていくよう指導方法を工夫すること。 

3)財政的側面（DRBFC 及び IGE） 

財政的側面については、上記人材確保に伴う予算措置に加え、道路の維持管理に係る毎年の

予算が安定的に確保されることが重要である。現在、この予算は国の一般会計から支出されて

いるが、安定的な財源確保のためには、税体系等の工夫により道路維持管理基金のようなシス

テムを整えることも場合によっては必要である。プロジェクトの実施に当たっては、これら財

源の状況にも留意しつつ、必要に応じ先方とも議論すること。 

5-6  結論 

以上のとおり、本プロジェクトの実施について高い妥当性が認められる。外部条件が満たさ

れ、効率性の項で指摘した事項に留意した活動が行われれば、成果及びプロジェクト目標の効

率的な達成が見込まれ、プロジェクトの有効性も明らかである。なお、自立発展性の確保につ

いては、組織的側面、財政的側面、技術的側面についての留意事項を念頭に置いた協力が行わ

れることが必要であり、とりわけ IGE については、保有する自衛隊建機の将来的な取扱い、及

び組織そのものの将来像が未だ明確でないことに鑑み、IGE 組織に係る先方政府の長期ビジョ

ンを常にモニターしつつ、先方とも十分意思疎通を図りながら協力を進めていくことが重要で

ある。 

本プロジェクトでは、実務を通した実践力の向上が大きな狙いとなる。すなわち、本プロジ

ェクトの前身である CBRM による成果の組織的な定着を目指すとともに、DRBFC と IGE 組織の主

体的な実践力を養う人材育成プロジェクトとすることが特に重要である。 

６．その他の社会・文化的配慮事項 

「東ティ」国は復興から開発への移行期にあり、平和構築の新しい段階に入りつつある。こ

の段階においては、インフラ整備が急ピッチで進められる一方、都市と地方部で提供される公

共サービスに格差を生じるケースも多々見られる。都市と地方部の格差拡大による社会の不安
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定化等のリスク要因は、プロジェクト効果とも関わる事項であることから、本プロジェクトの

活動においては、プロジェクトの実施・監理対象が首都ディリのみに偏る結果とならないよう、

技術指導の工夫、特に DRBFC 本局と地方事務所の技術･マネジメント能力ができる限り並行し

て向上していくような配慮が必要である。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

類似案件の有無： ○有 

(1) JICA 事業（対象国／事業名／タイプ／期間） 

・東ティモール国「道路維持管理能力向上プロジェクト（CBRM）」／技術協力プロジェクト

（2005.6-2008.3） 

当該プロジェクトは、本プロジェクトの先行事業として位置づけられ、本件同様に DRBFC

及び IGE を C/P 組織として、「道路維持管理計画書」の作成や国道を対象とした道路維持管

理データベースの整備、道路業務の連絡マニュアル等の作成が行われた。本プロジェクト

は、この CBRM で導入された業務システムと技術の定着･強化を目指すとともに、道路台帳

及び維持管理データベースにおいて県道を新たに対象エリアにするなど、DRBFC 及び IGE

の更なる業務能力の拡大を目指すものである。また、CBRM で計画された OJT 活動やケース

スタディの効果が確認されていることから、本プロジェクトにおいても、これら効果やプ

ロジェクト終了時になされた提言、教訓を踏まえてデザインしている。 

８．今後の評価計画 

プロジェクト期間中、以下の時期に、運営指導或いは中間評価調査、及び終了時評価調査を

行う予定である。なお、評価調査の時期については、「東ティ」国政府が多忙を極める予算編

成時期（12 月末から 1月中）を外して行われるのが望ましい。 

① 運営指導或いは中間評価調査： プロジェクト開始後、約 13 ヶ月後あたり 

② 終了時評価調査： プロジェクト終了前 6ヶ月以内 

 

 


