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スリランカ 

新マナー橋建設及び連絡道路整備計画 

 

外部評価者：かいはつマネジメント・コンサルティング 田村 智子 

０．要旨 

本事業は、スリランカ国のマナー県において、既存マナー橋を新橋に架け替え、連

絡道路を整備することにより、交通の安定化と地域の持続的な発展を図ることを目的

に実施された。 

事前・事後とも、本事業の目的は、地方の経済発展を目指す同国の中長期発政策お

よび道路開発政策と高い整合性をもっている。また計画時、マナー橋の架け替えと連

絡道路の整備は、高いニーズと緊急性があった。事後評価時も、同橋と連絡道路の安

全性や通行の便利性を保つニーズは引き続き高い。内戦被災地域の復興支援や、地方

の経済開発は当時の日本の対スリランカ援助政策の重点目標であり、本事業の日本の

援助政策との整合性も高い。これらから、本事業の妥当性は高い。  

本事業の実施後、橋梁交通車輛の重量制限は、計画通り 10 トンから 30 トンに増加

している。交通量も、計画時の約 3,000 台から約 4,000 台へと著しい増加がみられる。

連絡道路の冠水もなくなった。また多くの受益者が、本事業の効果として、通行の安

全性と便利性が向上し、農水産物の輸送が改善され、重機や資材の輸送が可能になっ

たことなどを挙げている。このようなことから、本事業の有効性・インパクトは高い。  

本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性も高い。持続性に関し

ては、照明施設の維持管理や橋面排水路の清掃などに関し課題があり、維持管理の体

制についても改善が望ましいため、中程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        案件位置図             新マナー橋 

 

 

  



 2 

1.1 事業の背景 

マナー県はスリランカの北西部に位置し、人口

約 99 万人、面積約 2,000km
3 である。同県は、マ

ナー島側にある 1 郡と本土側にある 4 郡の 5 郡か

らなる。本事業の対象となったマナー橋と連絡道

路は、このマナー島と本土をつないでいる。 

県庁所在地はマナー島内にあるマナー市である。

その他、県の主要な施設である総合病院、政府機

関の県事務所、銀行なども、マナー市にある。そ

のため、本土側の県民がこれらの施設を利用する

際には必ずマナー橋と連絡道路を通過する。スリ

ランカ各地からマナー市を訪問する際も同様であ

る。逆に、マナー島の住民が本土に行くときも必

ずマナー橋と連絡道路を通る。このように、マナ

ー橋と連絡道路は、マナー島と本土をつなぐ唯一の交通経路であり、県民およびマナ

ー島の訪問者にとって、なくてはならないものであった。 

マナー橋は英国統治時代の 1930 年に建設されたが、本事業の計画時、老朽化や

LTTE
1による爆破による損傷がひどく、崩壊寸前であった。また、本土と橋をつなぐ

連絡道路（コーズウェイともいう）も、車道幅員が狭く、路肩が崩れており、車輛の

脱輪や転落の危険性が高かった。このため、交通の安全が保てない、大型車両がすれ

違えない、といった問題があった。 

このような背景から、マナー橋を架け替え、連絡道路を整備するため、日本の無償

資金協力により本事業が実施された。 

 

1.2 事業概要 

スリランカ国のマナー県において、既存マナー橋を新橋に架け替え、連絡道路を整

備することにより、交通の安定化と地域の持続的な発展を図る。  

E/N 限度額／供与額 1,836 百万円 ／  1,833 百万円 

交換公文締結 2007 年 5 月 

実施機関 道路開発庁 

事業完了 2010 年 3 月 

案件従事者 本体 若築建設 

コンサルタント 日本工営株式会社・オリエンタルコンサルタン

ツ株式会社 共同企業体 

基本設計調査 2006 年 6 月 

関連事業 なし 

                                                   
1 The Liberation Tigers of Tamil Eelam (タミル・イーラム解放の虎) 

 

図 1 事業位置図 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

かいはつマネジメント・コンサルティング 田村 智子 

 

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：2012 年 11 月～2013 年 9 月 

 現地調査：2013 年 2 月 13 日～3 月 9 日、2013 年 6 月 2 日～6 月 4 日 

 

2.3 評価の制約 

 交通の安全性の向上による交通事故数の減少が、本事業の定性的効果のひとつとし

て期待されていたが、事業実施前後の交通事故に関するデータがそろっていなかった

ことから、定量的な分析を行うことができなかった。 

また、連絡道路の維持管理費の減少がインパクトとして想定されていたが、事業実

施前後の連絡道路の維持管理費の実績が不明であったため、これについて判断を行う

ことは困難であった。 

 

3．評価結果（レーティング：A
2） 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の計画時のスリランカ政府の国家開発計画「マヒンダ構想(2006-2017)」では、

経済活動がコロンボのある西部州に集中していること4、人口の 23%が貧困層に属し、

その多くが農村部に居住していることから（いずれも 2004 年）、農村部の経済開発と

貧困削減が大きな課題としてあげられていた。 

また、この政策を受け、本事業の計画時に作成された道路総合計画（2005 年）では、

コロンボ以外に 8 ヵ所の経済発展拠点を設立し、これらの都市を連結する道路ネット

ワークを整備する計画であった。マナー市はこの拠点に含まれており、地方経済振興

を目指した道路整備が積極的に進められる方針であった。 

事業実施中および事後評価時における国家開発計画も、上述のマヒンダチンタナで

あり、引き続き均衡のある経済発展は重点政策となっている。2007 年 12 月に作成さ

れた全国道路マスタープラン(2007-2017)でも、民族融合と経済成長を促進するため、

道路ネットワークを維持、改善、拡張する方針であり、道路の整備によりバランスの

とれた地方経済の成長と所得の均衡を支援する計画である。 

                                                   
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」 
4 同政策策定時(2004 年)、全国 9 州のうち、西部州の GDP 総額における貢献率は 51%にのぼった。

2011 年の同貢献率は 45.1%であり、減少の傾向にはあるが、西部州への経済活動が集中しているこ

とに変わりはない。 
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本事業は、マナー橋の新設と連絡道路の整備により、地方の持続的な発展を目指し

ており、本事業の目的は、事前・事後とも同国の開発政策および道路開発政策と高い

整合性をもっている。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 詳細設計報告書によると、本事業の計画時、マナー橋および連絡道路には下記のよ

うな問題があった(次ページの写真参照)。 

＜マナー橋＞ 

• 老朽化と爆破による破壊により落橋した後、仮設の橋を架けて使用していた。

この仮設橋は、爆破により欠けたり亀裂の入った橋脚の上にかけられており不

安定な状態にあった。 

• 幅員が約 4m の部分があり大型車がすれ違うことができなかった。 

• 塩害による橋脚・コンクリート桁の劣化と老朽化による耐荷力の不足のため積

載量は 10 トン制限であった。 

＜連絡道路＞ 

• 擁壁の傾倒・崩壊、舗装面の劣化・不離に伴い車道幅員が狭まり、車輛の脱輪

や転倒の危険性が生じていた。 

• 堤体の沈下により雨期の満潮時に冠水が生じ、車輛・歩行者の安全な通行の障

害となっていた。 

事後評価時に実施したアンケート調査5では、橋の架け替えと連絡道路の整備につい

て、98%が「非常に緊急であった」2%が「緊急であった」と答えている。また、同調

査では回答者の全員が、「橋が落ちるのではないかと心配だった」「通行に時間がかか

り、目的地に時間通りに到着できなかった」「車輛がすれ違えなかった」「重機などを

持ち込めなかった」「農・水産物を運ぶのに障害になっていた」といった当時の問題を

指摘している。このようなことから、計画時、マナー橋の架け替えと連絡道路の整備

は、高いニーズと緊急性があったことがわかる。 

2009 年に内戦が終結し、その後、難民キャンプに収容されていた国内避難民がマナ

ー県各地に帰還し、県内の道路や橋、水道・電気などの基礎インフラの復興・開発も

進んでいる6。「有効性」の欄でも述べるように、このような状況の中、事後評価時の

マナー橋と連絡道路の交通量は、計画時と比べて著しく増加している。また、復興・

開発事業の実施に伴い、ロードローラーやショベルカーなどの重機、建築資材、電柱、

漁船などをマナー島に運び込む必要性も増している。このように、マナー橋と連絡道

                                                   
5 本土側・島側からそれぞれ 50 名をランダムに選び、合計 100 名を対象にアンケート調査を実施

した。内訳は、一般家庭（67%）、政府職員（17%）、商店・市場関係者（15%）、学校・病院関係者

（1%）であった。 
6 2010-11 年にはマナー地域の主要道路である A14 号線（Madawachchiya - Talaimannar）が整備され

た。また、A32 号線先端の Pooneryn－Karative にも橋が新設され、マナー県からジャフナ県へのル

ートが開けた。 
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路の安全性や通行の便利性を保つニーズは、事後評価時においても引き続き高い。  

  

 

橋梁の有効幅員は 4m 

 

爆破された中央径間の橋脚  

 

連絡道路 

 旧マナー橋と整備前の連絡道路 

 

 

橋梁の車道幅員は 10.4m 

 

橋梁全景 

 

連絡道路 

 新マナー橋と整備後の連絡道路 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2004 年策定の外務省の対スリランカ国別援助計画では、当時の停戦合意を受けて、

和平の定着と復興プロセスへの支援、および地域間のバランスの取れた開発支援を経

済協力の目指すべき方向としていた。本事業は前述のように、内戦の影響を受けた地

域への復興プロセスへの支援であり、地方の経済開発の促進を目的としていた。この

ことから、本事業の日本の援助政策との整合性は高いといえる。  

 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、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 有効性7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

当事業の運用・効果指標として、橋梁交通車輛の重量制限の緩和、および交通量の

                                                   
7 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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増加が挙げられていた。 

当事業の計画時、マナー橋の交通車輛の重量制限は 10 トンであった。計画では事業

完了後、重量制限が 30 トンに緩和される予定であった。事後評価時、道路開発庁（以

下 RDA）に確認したところ、マナー橋は重量制限 30 トンで設計されており、現在の

重量制限も 30 トンとのことであり、計画通りの結果となっている8。なお、マナー県

の関係者によれば、現在通行の可能性のある車輛で一番重いと思われるのは、セイロ

ン電力庁が大型トラックで高圧送電線用の電柱を運ぶ場合であるという。セイロン電

力庁のマナー支部によれば、そのような場合でも車両重量は 30 トン以上とはならず、

現在の重量制限に問題はないとのことであった。 

 計画時と事後評価時の日中 12 時間の交通量を調べたところ9、図 2 のとおり、交通

量の合計は、約 3,000 台から約 4,000 台へと変化しており、顕著な増加が認められた。 

出所：RDA 

図 2  計画時と事後評価時の交通量 

 

なお、図 2 が示すように、特に単車と乗用車・バンの交通量が増加している。マナ

ー県の関係者の説明によると、内戦が終結し、移動の自由が確保されたこと、それに

伴い、通勤・通学の範囲が拡大されたことなどに伴い、個人使用の単車と乗用車・バ

ンを購入する県民が増加したことが背景であるという。また近年、マナー市内にいく

                                                   
8 RDA の説明では、近年、国道の橋梁は、重量制限 30 トンを想定して設計されている。マナー橋

も同様であり、このことから同橋梁の重量制限は 30 トンとみなすのが適当との見解であった。一方、

同国では、通行車輛の重量計測のための設備が一部の国道に導入されたばかりであり、マナー橋に

ついて計測設備がない。そのため、同橋では、重量制限の標識の設置や重量検査は実施されていな

いため、通行者にとっては重量制限は不明である。なお、老朽化の進んでいる橋梁に関しては、適

宜、重量制限を設け、標識を設置し、通行車輛の制限などの対策を講じているとのことであった。 
9本事業の詳細設計時（2006 年 8 月 1 日：平日）に実施された交通量調査の結果を計画時の交通量

とした。また、事後評価時の 2013 年 4 月 27 日（土）から 30 日（火）までの 4 日間にわたり調査を

行った結果の平均値を事後評価時の交通量とした。いずれも、マナー橋付近で朝 6 時から午後 6 時

までの 12 時間、RDA により実施された調査結果を分析したものである。事後評価時に 4 日間連続

で調査を実施したのは調査の精度を向上させるためである。計画時には、連日の調査はなされてい

なかったため、1 日の調査結果を採用することとした。 
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つかのリース会社が支店を開設したため、車両を月賦で購入できるようになったこと、

同地域の上級公務員にも、車両購入の際の減税制度適用の機会が与えられるようにな

ったことなども、県民の車両購入を促しているとのことであった。  

 図 3 と 4 は一日の交通量の推移を示す。これらを見ると、本事業計画時は朝夕の交

通量が極端に少なかったが、事後評価時には、一日の交通量がほぼ一定していること

がわかる。計画時に朝夕の交通量が少ないのは、橋や連絡道路を大型車輛がすれ違う

のが難しかったこと、老朽化により落橋の危険性があったこと、および、治安が悪か

ったことなどを考慮して、朝や夕方の通行を避ける傾向があったためと思われる。  

事業完了後、一日を通して平均的な交通量になったのは、本事業により橋や連絡道

路の通行の安全性や便利性が向上したこと、内戦が終結し治安が良くなったことから、

一日を通して、安心して通行できるようになったためと考えられる。 

 

 

出所：RDA 

図 3 計画時の一日の交通量の推移（2006 年 8 月 1 日） 

 

出所：RDA 

図 4 事後評価時の一日の交通量の推移（2013 年 4 月 27-30 日の平均） 
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計画時には特に想定されていなかったが、事前事後で、市民の主な公共交通機関で

あるバスの運行台数などが増えているかどうかについて調査した10。表１は、スリラ

ンカ交通公社マナー支部から入手した、事業実施前後におけるマナー市発の公営バス

の一日の運行台数、運行回数、乗客数合計であり、いずれについても大きく増加して

いることがわかる。 

 

表 1 マナー市発の公営バスの運行状況の推移 

年 運行回数 /日 運行台数/日 平均乗客数 /日 

2008 90 16 3,140 

2009 96 18 3,336 

2010 108 20 3,769 

2011 147 28 4,100 

2012 188 32 4,730 

出所：スリランカ運輸庁マナー支部  

 

表 2 は、マナー民間バスオーナー協会の会長から入手した、事業実施前後の長距

離バスの運行状況である。運行回数は公営バス同様、顕著に増えている。また最近、

マナーとジャフナの間の運行が開始された。 

表 2  マナー市発の民間長距離バスの一日の運行回数の変化 

運行区間 2009 年 2013 年 

マナー市―ワウニア市 10 24 

マナー市―コロンボ市 3 18 

マナー市―ジャフナ市 0 14 

出所：マナー民間バスオーナー協会 

 

なお、公営バス、民間バスともに、事業実施前は、バスが満員の際には重量超過の

ため、橋の手前で警察に止められ、乗客を数人降ろして橋を通過する必要があった。

降りた乗客は歩いて橋を渡り、橋の向こうでバスにまた乗ったという。また以前は、

バスが橋や連絡道路で故障のため動けなくなった際には、故障車をその場で修理する

か、牽引して移動させるまで道は封鎖されたままであったという。現在は 2 車線ある

ためそのようなことはなくなった。 

 

 3.2.2 定性的効果 

本事業の定性的効果としては、連絡道路の冠水がなくなること、橋や連絡道路にお

                                                   
10 本土からマナー島の先端であるタライマンナーまで鉄道が通っていたが、紛争の影響により

1990 年からはマナー島への鉄道のサービスはなくなり、現在、バスが唯一の公共交通機関となって

いる。2013 年 7 月現在、鉄道局による線路の修復が進行中である。 
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ける交通事故数が減少することが期待されていた。 

事業実施前は、連絡道路が年 2 回ほど冠水しており、通行の障害となっていた、ま

た冠水は、塩水による路面の劣化の原因となっていた。事業実施後は一度も冠水して

おらず期待通りの改善が認められる。 

通行の安全性の向上による交通事故数の減少について、事業実施事後の状況をマナ

ー県警交通課に問い合わせたところ、事前・事後ともにマナー橋での交通事故は起こ

っていないとのことであった。連絡道路での事故数については表 3 のとおりである。

事業前は負傷事故数が不明であること、記録期間が前後で違うことなどから、上表か

ら事前・事後の事故数の増減について判断するのは難しい。 

 

表 3 事業実施前後の連絡道路における事故件数の記録 

項目 / 年 2006-2009 年(4

年間) 

2010-2012 年 

(3 年間) 

死亡 03 01 

負傷 不明 11 

車輛の損傷 09 06 

脱輪 02 06 

出所：マナー県警交通課 

 

一方、RDA マナー支部や県庁職員など地元関係者は、事故数は、事業後のほうがむ

しろ増えたのではないかという認識であった。その主な理由は、交通量が増えたこと

と、車輛がスピードを出せるようになったことである。スピードに関しては、事業実

施前は、時速 30km 位のスピードでしか走れなかった。現在、連絡道路の制限時速は

時速 50~70km である。RDA によると、道路が拡幅や舗装により整備されると、スピ

ードが出せるようになり、通行の便利性が高まる一方、事故が増えるのは一般的であ

り、道路の整備とともに事故防止対策を実施する必要性があるとのことであった。 

現在、連絡道路には街灯が設置されておらず、付近に民家や商店もないため、夜は

大変暗い。マナー県警や RDA によれば、事故の多くは夜間、同道路を横切るロバや

牛を避けようとして起こるとのことであった。このようなことから、RDA をはじめ地

元関係者は、連絡道路への街灯の設置、網やフェンスの設置による動物の侵入防止な

どの対策の必要性を強調している11。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

(1) 交通の安全性・便利性の向上、地域経済社会の発展・活性化など 

                                                   
11 スリランカでは、国道の街灯の設置および運営・維持管理は地方自治体が担当している。マナー

市議会(Mannar Urban Council)は、連絡道路への街灯設置の必要性は認めており、検討を重ねている

が、設置費用が高額なため（約 400 万ルピー：約 380 万円）実施に至っていないとのことであった。  
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受益者 100 名へのアンケート調査において、マナー橋の新設と連絡道路の整備が、

どのような点でマナー県民の社会経済生活に貢献したかについて聞いたところ、通行

の安全性と便利性の向上、農水産物の輸送の改善、重機や資材の輸送が可能になった

こと、雇用や仕事の機会の増加といったすべての選択項目について全員が「貢献があ

った」と答えた。 

事後評価時には主要関係者へのインタビュー12も実施した。ここでも、通行の安全

と利便性の向上、国内避難民の再定住支援の円滑化、経済活動の活発化などが強調さ

れた。 

また、アンケート調査時、以前どんなに通行や物資の輸送が大変だったか、本事業

により、どれほど多くの恩恵がもたらされたかについて、回答者が多弁に語ったこと

は非常に印象的であった。このことからも、本事業がマナー県民の社会経済生活に大

きなインパクトを与えていることがわかる。 

 

Box 1 元土地省副長官の A. A. エドワードさんの話  

マナー橋はマナー島への唯一のアクセスであり、マナー県民の

生命線である。1990 年にマナー橋が LTTE によって爆破された後、

約 5 年間、橋がなかったので、ボートで本土とマナー島を行き来

していたが、生活や仕事に数々の支障をきたした。  

 1995 年からは仮設の橋を使っていたが、老朽化や劣化が激しく、

全く安心できないものであった。幅員も狭かったので大型車輛がすれ違えず、交通量の多

い時は橋の手前で長時間待ってなければならなかった。また重量制限のため、マナー島に

は、大型トラックやショベルカー、高圧電線用の電柱、マンホールの蓋など、インフラ整

備や経済開発に必要なものが、本土から運べなかった。 

2009 年に内戦が終わり、30 年ぶりにマナー県でも開発支援やインフラ建設が積極的に開

始された。マナー橋が新設されていなかったら、マナー県に帰還した国内避難民のための、

住宅や基礎インフラ建設などの復興事業においても、資材や重機が運べない、トラックの

通行に時間がかかる、など数々の支障が出ていただろう。JICA によるマナー橋の新設と連

絡道道路の整備はまさに時期を得た支援だったと思う。  

 

                                                   
12 主要関係者へのインタビューは、マナー市内に所在する主な行政機関と民間セクターから、特に

通行や運輸に関して重要であると思われる機関を選んで実施した。行政機関では、市議会、郡庁、

農業局、バス公社、群議会、民間セクターでは、ゲストハウスオーナー、水産物流通業者をインタ

ビューの対象とした。加えて、当時、コントラクターのもとで総務や会計工事監督などを担当して

いたマナー住民からも情報収集を行った。 
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Box 2  

マナー島ペッサーレイ町で水産物の卸売をしているデワタス・クルースさんの話 

現在水産物はコロンボのスーパー・マーケットや水産

会社に卸している。トラックを 14 台所有している。製氷

工場と輸出用のカニ肉の加工工場も 2 年前から経営して

いる。 

以前は、マナー町から橋と連絡道路を超えてタラディに

行くのに車で 45 分もかかった。鮮度が大切な水産物の輸

送には痛手だった。今は 10 分程で行けるので大変助かっ

ている。また以前は、大型クーラートラックやコンテナトラックは橋を通れなかった。今

はそれらの車で県外から業者が水産物を買い付けに来るようになり、商売が拡大しつつあ

る。なによりも、古い橋は揺れたし、すれ違えなかったし、危険だったと思う。  

 

(2)連絡道路の維持管理費の削減 

本事業の計画時には、連絡道路が安定し、護岸・舗装の損傷などが減ることで、同

道路の維持管理費が削減されると期待されていた。RDA マナー支部は、マナー橋と連

絡道路の維持管理費用を、同支部の維持管理予算から必要に応じて支出しているため、

連絡道路のみの費用実績は事前・事後ともになく、費用の削減が実現しているかどう

かは不明である。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

本事業による自然環境への負のインパクトは、工事中、事業完了後ともに観察・指

摘されていない13。 

(2) 住民移転・用地取得： 

本事業の実施にあたり、国有地に不法占拠していた 2 世帯が移転した。移転は合法

的に行われ、うち、店舗を構えていた 1 世帯は生計手段を失うため代替の土地が与え

られた。また、協同組合経営のガソリンスタンドの移転が、マナー県庁により合法的

に実施された。同協同組合には、代替の土地と再建費用が支給された。軍の見張り小

屋があった土地を RDA が用地取得し、国防省に補償金が支払われた。また、電柱が

セイロン電力庁により、電話線用柱がコントラクターによりそれぞれ移転された。

RDA はこれらの移転に必要な費用を負担した。上述の住民移転、用地取得、公共施設

の移動に関して苦情や問題提起はなく、特に問題は見られない。 

 

 

                                                   
13事業完了後の 2010 年 7 月 12 日にマナー橋より東南の地域が国際ラムサール湿地帯に指定され、

野生動物保護局の管理下になっている。 
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(3) その他の間接的効果 

アンケート調査や主要関係者インタビューでは、紛争中、治安が不安定であり、輸

送や移動の制限が多い中、当事業を実施したことに対し、日本政府およびコントラク

ターに深い感謝の念が表明された。また、橋のデザインが美しく、マナー県のイメー

ジアップにつながったという声も多かった。 

本事業のコントラクターのもとでコーディネーターをしていた地元住民に確認した

ところ、当事業では合計 296 名のマナー県民が雇用された14。なお、アンケート調査

では、80%以上の回答者が本事業による雇用の創出について認識しており、感謝の意

が表明された。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・イン

パクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

アウトプットについては、下記の軽微な変更のほかは、全て計画通りであった。な

お、これらの軽微な変更は、工事の質や工期に影響を与えるものではなかった。 

 

表 4  アウトプットの計画と実績の比較 

計画 実績 

① 新橋 

- 橋長：157.1m 

- 幅員：10.4m（2 車線） 

- 歩道：両側 3.0m (片側 1.5m) 

- 舗装：アスファルトコンクリート 

- 橋脚形式：パイルベント形式 

- 橋台形式：盛りこぼし式 

- 基礎形式：場所打ち鉄筋コンクリ

ート製杭 

下記の軽微な変更以外は計画通りであった。 

- 橋脚場所打ち杭の機種選定に伴い、外套管の

杭径を変更（1.2m→1.4m） 

- 計画水道管径の変更に伴い、水道管受け台の

サ イ ズ を 変 更 (1700x550x528mm →

700x700x528mm） 

 

② 連絡道路改修 

- 幅員：11.0m(両側歩道付 2 車線) 

- 延長：3.14km 

- 舗装：DBST 舗装（取り付け道路

を含め約 37,000m
2） 

 

下記の軽微な変更以外は計画通りであった。  

- 通行車輛の車種の変化や交通量の増加を見込

んで、 DBST 舗装のチップサイズを変更

（9.5mm→19mm） 

- 連絡道路縦断の変更（冠水防止のため、連絡

道路全区間において既設道路高さ以上とし

た） 

③ 取り付け道路付替 計画通り。 

                                                   
14 (参考)2012 年の国勢調査によると、マナー県民の人口は 99 万人、マナータウン郡の人口は 51 万

人であった。 
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- 幅員：11.0m (両側歩道付 2 車線) 

- 延長：0.453km  

出所：JICA 内部資料、事業完了報告書 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事業費の計画は 1,897 百万円であった。事業費の実績は、コンサルタントの契約金

額が 103 百万円、コントラクターの契約金額が 1,730 百万円、合計 1,833 百万円であ

り、計画内に収まった（計画比 96%）。 

 スリランカ側は、輸入資機材への関税、各種税金、用地取得・移転費、その他運営

管理費などを負担した。合計支出額の実績は 176 百万ルピーであった。計画時の為替

レート15で計算すると 154 百万円となり、総事業費は 1,987 百万円となる。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事業期間は、2007 年 5 月から 2010 年 6 月までの 37 か月を予定していた。事業期間

の実績は、2007 年 5 月 23 日から 2010 年 3 月 1 日までの 34 か月であり、計画内に収

まった（計画比 92%）。なお、治安状況の悪化に伴い、2008 年 1 月中旬～4 月中旬ま

での期間、現場作業を中断せざるを得なかったにも関わらず、関係者の努力などによ

り当初計画より早く完工することができた。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり効率性は高い。 

 

Box 3 本事業の土木工事で現場監督をしていた S.S.ラージャシハンさんの話 

マナー橋の建設が始まった当時、紛争中で治安も一定せ

ず、地元の人々の雇用機会は少なかった。そのような状況

をコントラクターである日本企業は理解し、サブコントラ

クターや直接雇用にも、地元の企業や人材が積極的に活用

された。 

私は以前、農民組織のリーダーをしていたことからリー

ダーシップが評価され、工事監督として雇われた。約 30

名の労働者の監督をしていた。仕事の規律は厳しかった。毎朝、タイムカードにパンチを

し、全員がラジオ体操をした。ラジオ体操は、リーダーが各作業グループの出勤人数を確

認する大切な時間でもあった。このようなやり方はスリランカにはないので、最初とまど

ったが、2~3 日すると慣れた。日本人スタッフから、日本のマネジメントや仕事の規範を学

ぶことができたのも、工事に参加して良かったことの一つである。  

各作業グループは、任された仕事を時間までに仕上げるよう、明確な責任と目標が与え  

                                                   
15 1 ルピー=1.1443 円 
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られた。朝 7 時から夕方 5 時までみっちり働いた。残業もあったし、時には日曜も働い

た。「新マナー橋を作っている」ということが大変誇らしく、それが関係者の団結心や、一

刻も早く完成させようという努力につながったと思う。  

紛争下の建設は大変な困難を伴った。建設資機材は全て、軍の許可を得ないと運び込め

ないので大変手間がかかった。しかし、軍も警察も、事業の必要性を理解し、最大限の協

力をしてくれた。困難な状況のもと、工期より早く工事が完成したのは、日本的マネジメ

ント、労働者の意欲、関係者の協力があってのことだったと思う。  

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

本事業で整備されたマナー橋と連絡道路を含む、マナー県内の道路や橋梁の維持管

理を担当しているのは、RDA マナー事務所であり、同事務所の責任者は、エグゼクテ

ィブ・エンジニアである。ワウニア・マナー担当のチーフエンジニアが同事務所を監

督している。同事務所の RDA 内での位置づけを図 5 に示した。 

現在、RDA マナー事務所には、担当施設の維持管理に必要な職員が配置されており、

欠員や兼務はない。しかし、近年 RDA は経営効率を改善するため、労働者の人員枠

を増やさない方針であり、マナー事務所においても労働者の退職補充がされないこと

が多い。そのため、現在の人員数で作業の効率を上げて担当業務を遂行できるよう、

労働者の配置やシフトを工夫し、やりくりしているとのことであった。  

このように、組織としての、維持管理の責任の所在は明らかであるものの、マナー

橋と連絡道路の維持管理の実際の作業に関しては、現在、作業計画や点検リスト、点

検記録などがなく16、1 ヶ月に一度、週に一回など、作業によって大まかに実施時期の

目安を職員間で通例として共有し、必要に応じて作業を行っている。 

 

                                                   
16 点検リストについてはコントラクターから支給されたものを一度使ったが、使い勝手が悪いため

それ以降は使っていないとのことである。 
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出所：質問表への回答（RDA） 

図 5 維持管理体制組織図 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

RDA マナー事務所によれば、同事務所のテクニカル・オフィサーやテクニカル・ア

シスタントの技術レベルは特に問題はなく、現在、マナー橋と連絡道路の維持管理に

関しては、後述の照明ランプの交換作業以外には、特に技術的な問題はないとのこと

である。なお、本事業においても、マナー事務所の維持管理の技術レベルはマナー橋

と連絡道路の維持管理を実施するにあたり。特段の問題はないと判断され、トレーニ

ングは計画・実施されなかった。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

インパクトの項で述べたとおり、マナー橋と連絡道路に限定した予算は設定されて

おらず、同施設の維持管理費用は、RDA マナー事務所の維持管理予算から適宜支出さ

れている。同事務所の維持管理予算には、通常維持管理予算と定期維持管理予算があ

り、近年の予算と支出実績は表 5 の通りである。この他にも、洪水などにより道路の

修復が緊急に必要となった場合などは、必要に応じて緊急維持管理予算が RDA 本部

から支給される。 
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表 5  RDA マナー事務所の年間の維持管理予算額 

(単位：百万ルピー) 

項目/ 年 2010 2011 2012 

予算 実績 予算 実績 予算 実績 

通常維持管理予算 20.0 10.8 14.0 14.0 17.3 17.3 

定期維持管理予算 36.0 35.6 42.0 40.4 80.0 48.5 

合計 56.0 46.4 56.0 54.4 97.3 65.8 

出所：RDA 

 

道路の拡張や整備のために当該区間がコントラクターの管理下に移管されると、

RDA 事務所の年間予算からも当該区間の通常維持管理費が削減される。そのため各

事務所の年間維持管理予算額には変動がある。なお、RDA の地方事務所の維持管理

予算は RDA 本部の道路維持管理信託基金（Road Maintenance Trust Fund：RMTF）か

ら配分されている。同基金には、中央政府から予算が分配されている。 

マナー事務所に配分されている予算が十分であるかどうか、同事務所の職員と話し

合ったところ、潤沢とは言えないが、全く不足しているわけでもなく、上手にやりく

りすれば十分である、との意見であった。上表のように予算が余る場合もある。これ

は、業者に発注した業務の進捗が思わしくなく、支払いが完了しないことがあるのが

主な理由とのことである17。 

なお、RDA マナー事務所に、マナー橋と連絡道路に必要な維持管理費用を作業に

必要な人員数や資材から見積もってもらったところ、年間約 91 万ルピーであった。

これは、事務所の予算で賄える範囲内とのことである。同事務所の年間予算は、人件

費や資材費の値上がりを考慮し、単価も年々改定されていることからも、マナー事務

所の財務に関しては特段の問題はないと判断できる。 

 

RDA 本部の予算と支出については図 6 と 7 を参照のこと。過去 3 年間の維持管理費

用は、2,834 百万、3,192 百万、3,343 百万ルピーとなっている。全体予算、維持管理

予算とも、物価上昇や人件費の高騰を考慮して年々増額されており、また、総支出も

総予算内に収まっていることから、特段の問題はみられない。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17例えば 2012 年は、小規模橋梁の定期維持管理を予定していたが、入札過程が長引き、年内に実施

に至らなかったため予算が余っている。 
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出所：RDA 年間報告書 

図 6  RDA 本部の年間予算  

 

 

出所：RDA 年間報告書 

図 7 RDA の年間予算と支出 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

詳細調査報告書によると、マナー橋と連絡道路の主な維持管理項目、作業頻度など

は表 6 のとおりである。 
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表 6 維持管理項目(計画時) 

分類 頻度 点検部位 作業内容 

毎年必要な維持管理 

排水溝などの維持管理 年 2 回 橋面排水 堆砂除去 

橋面歩道 堆砂除去 

交通安全工の維持管理 年 1 回 路面表示 再塗布、照明ランプ交換 

道路の維持管理 年 2 回 路肩・法面 除草 

数年に一度必要な維持管理  

護岸工・護床工の点検・

補修 

サイクロン

時 (2 年に 1

回を想定) 

護岸工 損傷個所の修理 

舗装の維持・補修 5 年に一回 舗装表面 オーバーレイ、クラック、

ポットホールなどの補修 

照明ポールなどの鉄部塗

装 

10 年に 1 回 鋼部材表面 現場塗装 

伸縮継手の交換 10 年に一回   

出所：詳細設計報告書 

 

事後評価の第１回現地調査（2013 年 2 月）時、マナー橋と連絡道路の維持管理の状

況には以下のような問題があり、改善や対策が必要と思われた。なお、これらの問題

を RDA マナー事務所および RDA 本部と協議した結果、2013 年 6 月において、いくつ

かの問題にはすでに対策が実施、または計画されている。 

 

(1) 排水溝などの維持管理：清掃が不十分 

事後評価の第一回現地調査時には、橋面両端および排水口の堆砂の除去、橋両側の

歩道の下の排水溝(サービスダクト)の掃除が十分でないため、排水口および橋の下に

排水を流すためのパイプが詰まっているようであった。そのため雨水が橋の両側に流

れ出し、橋のたもとの取付け道路の側面が浸食していた。浸食が続くと取付け道路面

が沈下する可能性もある。RDA マナー事務所によれば、橋面の掃除は 1 週間に一度実

施しているとのことであったが、清掃スケジュールや点検チェックリストのようなも

のはなく、清掃の実施を確認できる記録はなかった。また、サービスダクトに関して

は定期的な清掃はなされていない様子であった。 

  上記の件について、ワウニア・マナー担当のチーフエンジニアおよび RDA 本部と

協議した結果、2013 年 2 月末に RDA マナー事務所により清掃キャンペーンが実施さ

れ、以下の作業が行われた。 
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- 橋面の堆砂の除去 

- 橋面の排水口の堆砂の除去 

- 排水溝のコンクリートの蓋をあけて堆

砂やゴミなどを除去 

- 取付け道路側面（植生工部分）の浸食を

止めるため、土を盛り、芝生を植えた 

堆砂の除去については、その後も定期的に

実施されている。取り付け道路の浸食は現在

のところ再発していない。 

 

(2) 交通安全工の維持管理：マナー橋の照明施設が点灯しない 

マナー橋の照明施設は、道路交通及び船舶航行の安全性を確保することを目的に本

事業により設置された。しかし、全部で 7 つ設置されている照明施設の電球が過去１

年以上切れたまま交換されていない。RDA ワウニア・マナー担当のチーフエンジニア

によれば、事業完了後、何度か電球を交換したが、交換作業が以下の点で困難である

ので最近は実施していないとのことであった18。 

• 電球の取り付け位置が高く(12m)、橋梁の上に足場を組む必要があるが、足場が揺

れて労働者に危険が及ぶ。特に 4 月から 9 月までは突風が吹くため、危険度が増

す。クレーン車をレンタルしたこともあるが、一回のレンタル料が 10,000 ルピー

と高額なので頻繁に借りるのは現実的でない。 

• 設備が振動に弱く、電球の持ちが悪い。特に橋梁の中央部に設置されている２つ

は振動が激しいため、6 か月くらいしか持たない。 

当問題に関してはその後、10~15 年耐久性のある LED 電球に替えるよう、RDA 本

部より同チーフエンジニアに指示がでており、同エンジニアは業者と技術スペックの

詳細等を協議中である19。 

なお、アンケート調査で維持管理の現状について質問したところ、図 8 のように、

連絡道路に街灯がないこと、橋の照明施設が点灯していないことなどに関し、受益者

が懸念を表明しており、早期の対策が望まれる。 

 

                                                   
18通常、国道や橋梁の街灯は、地方自治体が維持管理するが、同街灯は高さが高いため、マナー市

議会が維持管理をするのは技術的に困難であることを理由に、RDA が担当している。 
19本当事業の計画当時、LED 電球はスリランカでほとんど使用されておらず入手も困難であったこ

とを考えると、計画時に電球の種類の選択に問題があったとはいえない。照明施設の高さも RDA

の基準に準じており、適当な高さにより照明範囲を保つ必要もあった。電球の取替には足場を組む

ことを想定していたが、振動と突風については十分検討されていなかった可能性はある。  

 

マナー橋の排水溝の清掃の様子 
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出所：受益者調査 

図 8 マナー橋と連絡道路の維持管理に何か問題があると思いますか 

 

(3) 舗装の維持・補修：路面の損傷 

橋面のアスファルト舗装がところどころはずれている。連絡道路の舗装には大きな

損傷が出始めており、特に取り付け道路の下りの部分路面は損傷が大きい20。ここで

ブレーキをかけるため摩擦が多いのが原因と思われる。計画時の維持管理計画では、

舗装の維持管理は 5 年に一回となっているが、技術的観点から再検討し、適切な時期

に対応する必要がある。 

 

(4) 取付け道路の植生工の維持管理不足 

取付け道路の植生工部分の芝生がなくなっている。これについても指摘したところ、

RDA マナー事務所は再度、芝生を植える作業を始めた。今後も植えつけ作業の継続と、

植えた部分への定期的な散水や草取りなどの維持管理が必要と思われる。  

路肩・法面の除草に関しては特に問題は見られなかった。 

 

上述の通りに、維持管理にいくつかの課題があるのは、予算や労働者不足の問題で

はなく、清掃の計画や点検記録がなく、上位機関からのモニタリングも十分ではない

ため、十分な管理と意識づけが行われていないことが主な原因と思われる。  

 

以上より、本事業の維持管理は、体制や現状に軽度な問題があり、本事業によって

発現した効果の持続性は中程度である。 

 

                                                   
20
詳細設計報告書および RDA の説明によると、当時、連絡道路をアスファルトコンクリート舗装に

するか、DBST 舗装(double bituminous surface treatment)にするかについて議論があった。前者の方が

耐久性は優れているが、当時、アスファルトを工事実施地域の近隣で入手することができなかった

ため DBST 舗装することになった。事業完了後、RDA 所有のアスファルトコンクリートの製作所

がマダワッチヤ町にでき、現在は問題なく入手できる。 
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4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、スリランカ国のマナー県において、既存マナー橋を新橋に架け替え、連

絡道路を整備することにより、交通の安定化と地域の持続的な発展を図ることを目的

に実施された。 

事前・事後とも、本事業の目的は、地方の経済発展を目指す同国の中長期発政策お

よび道路開発政策と高い整合性をもっている。また計画時、マナー橋の架け替えと連

絡道路の整備は、高いニーズと緊急性があった。事後評価時も、同橋と連絡道路の安

全性や通行の便利性を保つニーズは引き続き高い。内戦被災地域の復興支援や、地方

の経済開発は当時の日本の対スリランカ援助政策の重点目標であり、本事業の日本の

援助政策との整合性も高い。これらから、本事業の妥当性は高い。  

本事業の実施後、橋梁交通車輛の重量制限は、計画通り 10 トンから 30 トンに増加

している。交通量も、計画時の約 3,000 台から約 4,000 台へと著しい増加がみられる。

連絡道路の冠水もなくなった。また多くの受益者が、本事業の効果として、通行の安

全性と便利性が向上し、農水産物の輸送が改善され、重機や資材の輸送が可能になっ

たことなどを挙げている。このようなことから、本事業の有効性・インパクトは高い。  

本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性も高い。持続性に関し

ては、照明施設の維持管理や橋面排水路の清掃などに関し課題があり、維持管理の体

制についても改善が望ましいため、中程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

(1) RDA は、マナー橋および連絡道路の維持管理に関し、維持管理スケジュールの策

定と実施、点検チェックリストの活用、実施の記録とモニタリングなどを実施し、

より効果的な維持管理体制を構築することが望ましい。 

(2) マナー市議会および関係機関は、連絡道路の街灯の設置を、資金調達、各機関と

の調整により早期に実現することが期待される。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

マナー橋および連絡道路の維持管理体制の改善に関し、今後もモニタリングするこ

とが望ましい。 

 

4.3 教訓 

当事業は、土木工事に地元の人材を最大限に活用し、雇用機会の増大や、労働者の

技術や経験の向上に努めたことに関し、地元住民から高い評価を得ている。このよう

な地元への貢献を重視する姿勢と、地元住民への配慮は、地元住民の本事業へのオー
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ナーシップの醸成にもつながっており、他案件の実施の際にも大いに参考になる。 

 

以上  

 


