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スリランカ 

ルナワ湖周辺生活環境改善事業 

 

外部評価者：（株）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、スリランカの商業の中心地であるコロンボ市の中心から南約 15km に位

置するルナワ湖周辺地域を対象に、洪水被害の軽減と生活環境の改善を目的として、

排水路の整備や、貧困層住居地域の生活環境改善策などを実施したものである。 

洪水対策および都市住居環境の改善は事前・事後ともにスリランカの政策に合致し

ており、対象地域は洪水対策のニーズも非常に高いことから、本事業の妥当性は高い。 

本事業の前後で対象地域の浸水家屋数、浸水回数、浸水時間、浸水深を比較したと

ころ、いずれも大幅に減少しており、洪水被害がほぼ解消していることが確認できた。

また、対象地域では衛生・住居環境や、雨期のアクセスの改善なども実現しているこ

とから、本事業の有効性やインパクトは高い。 

本事業の事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を大幅に超えたため、効率

性は中程度である。対象地域を管轄する二つの市役所のうちの一つに、排水路の運営・

維持管理に必要な人員が配置されておらず、責任の所在も不明確であり、清掃も定期

的に実施されていないことなど、当事業で整備された排水路の運営・維持管理に一部

問題があり、持続性は中程度である。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        案件位置図           本事業で整備された排水路 

 

1.1 事業の背景 

本事業の対象地域であるルナワ湖周辺は、スリランカの商業の中心地であるコロン

ボ市の中心から南約 15km に位置し、面積は約 6km2 である。同地域は、コロンボ市

の通勤・通学圏であり、また繊維・薬品などの工場の所在地として古くから開発が進
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んでいた。しかし同地域では、事業実施前、洪水が多発しており、家屋・工場の浸水、

道路や橋の通行遮断などの被害がでており、地域住民の日常生活や経済活動のボトル

ネックとなっていた。 

本事業では、対象地域1における洪水被害の軽減と生活環境の向上を目的として、排

水路の整備や、貧困層住居地域の生活環境改善策などが実施された。 

 

1.2 事業概要 

洪水被害が深刻なルナワ湖周辺地域において、排水路の整備等を行うことにより、

浸水被害の軽減をはかり、もって地域住民の衛生状態及び生活環境の改善に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 6,906 百万円 ／ 6,339 百万円 

交換公文締結／ 

借款契約調印 

2001 年 11 月 ／ 2001 年 12 月 

借款契約条件 本体部分：金利 1.7％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド 

コンサルタント部分：金利 0.75%、返済 40 年（うち据

置 10 年）、二国間タイド  

借入人／実施機関 スリランカ民主社会主義共和国政府／上下水道省 

貸付完了 2010 年 4 月 

本体契約 Keangnam Enterprises Ltd. (大韓民国) 

コンサルタント契約 日本上下水道設計(日本) 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀ

ﾃﾞｨ：F/S）等 

2001 年 国際協力機構（JICA）による SAPROF「ル

ナワ湖周辺居住環境改善事業」 

関連事業 -  大コロンボ圏排水システム改修事業 E/S（L/A 調

印：1990 年） 

-  大コロンボ圏排水システム改修事業（L/A 調印：

1990 年） 

-  大コロンボ圏水辺環境改善事業(I)    （L/A 調

印：1992 年） 

-  大コロンボ圏水辺環境改善事業(II) （L/A 調印：

1994 年）      

-  大コロンボ圏水辺環境改善事業(III) （L/A 調印：

1996 年） 

 

 

                                                   
1 事後評価時の対象地域の村落行政官の統計から推察した世帯数は約 15,000 であった。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 田村 智子（株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたって、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 9 月～2013 年 7 月 

 現地調査：2012 年 11 月 5 日～12 月 8 日、2013 年 3 月 21 日～3 月 27 日 

 

2.3 調査の制約 

当事業では、洪水被害の軽減に関する運用効果指標である浸水面積や浸水家屋数な

どについて、事業完了後も観測が継続される予定であった。しかし、当事業を管轄す

る省の変更や、内戦の激化による財政悪化などを理由に、事業完了後の観測に必要な

予算措置が行われなかったことから、観測は継続されなかった。このため、当事後評

価において、洪水被害の軽減に関する観測データを入手することができなかった。 

 

3．評価結果（レーティング：B
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 

事業計画時のスリランカの中長期国家開

発政策の基本方針「Vision 2010」（2001 年

作成）において、都市環境衛生改善の視点

から、排水網の整備が最重要政策課題の一

つとなっており、また、1998 年に制定され

た「大コロンボ圏地域開発計画」において

も、都市部の洪水は早急に取り組むべき課

題とみなされていた。事後評価時における

同国の中長期国家開発政策「マヒンダチン

タナ」においても、都市部の洪水対策・環

境衛生改善は重点課題として位置づけられ

ている。 

このように、都市部の洪水対策および環

境衛生改善は、計画時・事後評価時ともに、

スリランカの開発政策上の重要な課題であ

り、本事業の開発政策との整合性は高い。 

                                                   
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」 

図 1 ルナワ湖周辺地図 
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 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の計画時、スリランカ土地開発

公社（以下、SLLRDC という）が実施し

た調査によれば、対象地域は海抜が低く、

また排水路が未整備なため、頻繁に洪水

が発生しており、発生頻度は平均して年

4~6 回であった。家屋および個人資産へ

の年平均被害額の推定は 22 百万ルピー

であり、これは被災世帯の当時の年間所

得の約 17%に相当した。このように、洪

水は地域住民の社会経済生活に深刻なダメージを与えていた。 

事後評価時、対象地域では商業ビルの開発なども進んでおり、住宅地や商業地とし

ての重要性が増しているが、海抜が低いため引き続き洪水のリスクにさらされている。 

このように、事前・事後ともに対象地域における洪水対策のニーズは高く、本事業

の開発ニーズとの整合性は高い。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

計画時、JICA の海外経済協力業務実施方針では、貧困層を直接の受益者とする分

野への支援が重点分野となっており、JICA のスリランカ国別業務実施方針では、都

市生活環境の改善が重点課題となっていたことから、本事業の日本の援助政策との整

合性は高い。 

 

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4（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査時、本事業の効果を測るため、浸水家屋数、浸水時の水位・時間などが運用効

果指標として計画されていた。前述のように、これらの指標の観測は、事業完了後継

続されていない。そのため事後評価では、関係者へのインタビューおよび、事業対象

地域の 250世帯をランダムに抽出し、洪水被害状況に関するアンケート調査を実施し、

洪水被害の軽減について調査した（250 世帯のうち 247 世帯から回答を得た）。 

対象地域の住民や、対象地域を管轄する市役所の幹部職員にインタビューしたとこ

ろ、2010 年 5 月にサイクロン「ライラ」がスリランカを直撃した時や、2010 年 11

月に、集中豪雨により全国で 3 万 6 千人の被害者が出、国会議事堂が浸水した時でも、

                                                   
4 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。  

 

事業実施前の洪水の様子（2002 年撮影） 
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対象地域では洪水がほとんどなかったとしている。 

アンケート調査の結果からは、浸水世帯数、浸水頻度、浸水時間、浸水深のいずれ

についても、顕著に軽減したことが認められた(図 2~5)。 

 

 

図 2 事業前と事業後の家屋の浸水の有無 

 

図 3 事業実施前後の家屋の浸水回数（回/年） 

 

図 4 事業実施前後の家屋の浸水時間 

 

図 5 事業実施前後の家屋の浸水深 

出所：いずれも事後評価時アンケート調査の結果 

 

本事業では、道路や排水路より低い位置にある一部の家屋を除く全世帯の洪水被害

をなくすよう排水路が設計された。図 2~5 が示す通り、事業実施後も一部の世帯に洪

水被害があるが、これらの家屋のほとんどは道路や排水路より低い位置にある。また、

これらの家屋でも、事業後は浸水回数・時間・深さが大幅に減少しており、本事業に

よる洪水被害の軽減が確認できた。 

本事業では、確率 2 年降雨（対象地域では 1 時間に 70mm の降雨）に対応するよう

排水路が設計された。事業完了後の雨量データを調べたところ、対象地域は 2010 年

に 2 日間、1 時間に 70mm 以上の降雨があった。このことからも、事業完了後、多少

の洪水被害が残っているのは、事業効果を判断するうえでは許容範囲内といえる。 

なお、先行事業である「大コロンボ圏水辺環境改善事業(II)(III)」では、主・副排水

路の整備は行われたが、居住地域内の小規模の排水路や側溝の整備がほとんど実施さ

れなかったため、事業実施後も局地的な洪水被害が残っていた。本事業ではこの教訓

(32%) (6%) 

(94%) 

(68%) 
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を受けて、居住地域内の小規模な排水路や側溝の整備も実施したことが、洪水制御に

大きな効果をもたらしたと考えられる。 

同様に、先行事業では、市役所による排水路付近の居住地域の廃棄物の回収が定期

的になされていなかったり、住民に対する啓蒙活動が不十分であったりしたため、住

民が日常的にゴミを排水路に捨て、その結果、排水路がつまり、洪水が再発するとい

う事態がおこっていた。本事業では後述のとおり、廃棄物処理の改善や、住民のゴミ

投棄防止のための啓蒙もう活動が効果的に実施されたため、こういった状況が改善さ

れたことが、洪水制御効果を高めた背景となっている。 

これらのことから、本事業は洪水被害の軽減に関し、想定通りの効果があったと判

断する。 

 

Box 1 洪水被害の解消による生活の変化（サダハンウヤナ福祉組合の話） 

本事業により排水路が整備されたあと、まだ一

度も洪水になっていない。大雨は降ったが、排水

路があふれることはなかった。すばらしい変化で

ある。以前は、雨期になると週に 3～4 回ほど浸水

した。一日に 2 度も浸水したことがある。片付け

たと思ったらまた浸水し、本当に大変だった。結

婚式の前の日も、病院で赤ちゃんを産んで家に帰

ってきた時も洪水だった。とても悲しかった。父

親の葬式の時に棺桶をだそうとしたら、大雨にな

り浸水したことも忘れられない。 

また、排水路には、工場排水や汚水、ゴミなどが混ざっているので、洪水の際、排水路

があふれるととても臭かった。家の床や壁も石鹸で洗わないと臭さが取れなかった。この

ように住宅環境が悪いので学校の友達を家に呼べなかった。雨期には登校の際、私服を着

て、サンダルをはいて、高いところにあるお寺まで行き、そこで制服と靴に着替えた。仕

事に就くためインタビューに行っても、住所を見て「洪水の時は出勤できないね」と言わ

れ悔しかった。 

今は、浸水で家が汚れることもなく、片付け労働からも解放され、とても楽になった。

大雨の日の登校も出勤も問題ない。住宅環境もとてもよくなった。居住地域がきれいにな

ったし、景観もすっきりした。環境が変わり、自信が持てるようになったし、安心して生

活できるようになり、仕事や勉強にも身が入るようになったと思う。  

 

 3.2.2 定性的効果 

当事業の定性的効果としては、衛生・住居環境の向上、経済活動の活発化やアクセ

スの改善が期待されていた。 

下表は、貧困層生活環境改善プログラム5が集中的に実施された 7 つの地域における

                                                   
5 当事業の社会開発コンポーネントの一つとして、事業対象地域内のスラム地域や低所得者層居住

地、排水溝や湖の近辺に住む 11 居住区を対象に、排水・雨水路の建設、下水システムの導入、道

路や集会所の建設などが実施された。 



 7 

住民組織との協議を行い、本事業の実施前後における環境の変化について確認した結

果を表１に示している。景観や廃棄物・排水処理などの衛生環境、雨期の通行や交通

などの生活環境については、すべての住民組織が「大幅に改善」または「改善した」

と解答し、またその理由を聞いたところ、当事業の影響によるものとの答であった。 

汚臭に関しては、近隣の集合住宅からの下水が排水路の放流されている地域の住民

組織のみが「変化なし」と答え、その他の住民組織は「大幅に改善」「改善」、との意

見であった。粉じんについては、「悪化した」と解答した住民組織が 2 か所、「変化な

し」とした住民組織も 1 か所あったことから、一般的な改善傾向にはないと思われる。

住民の説明によると、悪化した理由は、排水路と並行し本事業で建設された維持管理

用道路が、通行にも便利なため、車輛が通るようになり粉じんが増えたことが理由、

とのことであった。 

 

表 1 生活環境の改善に関する住民組織の意見 

項目 大幅に改

善した 

改善した 変化なし 悪化した 大幅に悪

化した 

(1)  景観 ✓✓✓✓
✓✓ 

✓    

(2)  廃棄物処理 ✓✓✓ ✓✓✓✓    

(3)  排水処理 ✓✓✓ ✓✓✓✓    

(4)  汚臭 ✓✓ ✓✓✓✓ ✓   

(5)  粉じん ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓  

(6)  雨期の通行や交通 ✓✓✓✓
✓✓✓ 

    

出所：事後評価調査における住民組織との協議  

注：住民組織が該当項目を選んだ場合✓で示した  

 

 

貧困層居住区―事業実施前 

 

貧困層居住区―事後評価時 

 

同様に、事業実施前後のその他の変化について同様に住民組織と協議したところ、

下表のとおり、自信の創出、友情や団結心、土地の価値額の上昇のいずれもについて

効果があったことが確認できた。収入や雇用機会の増加については、「変化がない」と
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した住民組織が 3 か所あり、当事業の影響で、広く経済的な効果が生み出されるまで

には至っていないようであった。 

 

表 2 その他の改善に関する住民組織の意見 

項目 大幅に改

善した 

改善した 変化なし 悪化した 大幅に悪

化した 

(1)  自信・自尊心 ✓✓✓✓
✓✓ 

✓    

(2)  近隣の人々との友情

や団結心 

✓✓✓ ✓✓✓✓    

(3)  収入や雇用機会の増

加 

✓✓ ✓ ✓✓✓   

(4)  自宅付近の土地の価
値額 

✓✓✓✓
✓✓✓ 

    

出所：事後評価調査における住民組織との協議  

注：住民組織が該当項目を選んだ場合✓で示した  

 

 なお、前述の 250 世帯を対象としたアンケート調査でも、上表のような項目につい

て質問したところ、景観、廃棄物処理、土地の価値額に関しては「大幅に改善」「改善」、

と解答した人が半数以上であった。しかし、その他の項目については「変化なし」と

解答した人が一番多かった。「悪化した」「大幅に悪化した」との回答はいずれの項目

においてもほとんどなかった。これらのことから、衛生・生活環境の改善に関しては、

対象地域全体においても一定の効果があったが、貧困層生活環境プログラムが実施さ

れた地域においては顕著な効果があったということができる。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

①移転住民への適正な補償の提供と参加型の移転プロセス 

スリランカの用地取得法(Land Acquisition Act) によれば、不法占拠者は、住民移転

において補償の対象となっていない。近年では、特にドナー支援のプロジェクトにお

いて、不法占拠者にも何らかの補償が提供されるようになったが、それでも、生活・

生計再建のための十分な内容にはなっていないようである6。また、土地や建物の法的

所有者への補償も十分でないことが多かった。市場価格の補償では、同等のものを再

建することが難しかったり、土地や建物の一部に影響が出た場合、残りの土地や建物

では生活や経済活動ができず、結局、住居や生計手段を失ってしまう、などといった

                                                   
6例えば、先行事業である円借款「大コロンボ水辺生活環境改善事業 I（L/A 締結 1992 年）」では、

不法占拠者に、移転先の土地、基礎インフラ、住宅ローンおよび少額の給付金が提供された。アジ

ア開発銀行の技術協力で作成されたスリランカの道路開発庁の住民移転マニュアル (2005 年)では、

不法占拠者については、占拠していた土地の価格を支払う必要はないが、土地を開発・改良した価

値額を支払うこと、とされている。 
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例が見られた7。 

このような事態を改善するため、2001 年にスリランカ政府は「スリランカ国家住民

移転方針（National Involuntary Resettlement Policy: NIRP）」を制定した8。本事業

では、同方針に沿った住民移転を実施すべく、追加予算の確保9、「補償内容」の策定

などが行われた。 

本事業で、住民移転や用地取得の対象となった世帯数は合計約 2,000 世帯であった。

本事業の住民移転と、先行事業や従来の住民移転の補償面における主な違いは、通常

の補償に加えて、不法占拠者への土地と家屋の無償提供、再取得価格での補償の提供、

移転費用の提供、収入・生計回復給付金の支援などである。  

また、本事業は住民移転実施のアプローチにも特徴があり、主なものとしては、参

加型協議による計画変更、入居者のニーズを反映した住宅設計、銀行を通しての補償

金の支払い、移転対象住民との月例会議、情報センターにおける住民の相談受付や情

報提供、補償査定委員会における苦情処理の受付などがあげられる10。なお、銀行を

通しての補償金の支払いは、貧困層の金融機関へのアクセスを高めることも狙いの一

つである。また、夫婦名義の口座を作り、そこに補償金を振り込むことにより、補償

金を夫婦の一方が本来の目的以外の用途に勝手に使ってしまうなどという問題が起こ

らないように配慮がなされた。 

 

 

移転前の住宅 

 

移転先住宅（事後評価時） 

 

                                                   
7 “Southern Transport Development Project: Experiences and Lessons for Livelihood Restoration 

Assistance”, Mansi Kumarasiri, Involuntary Displacement and Resettlement – Policy Practice, Center for 

Poverty Analysis, Sri Lanka, 2009. 
8 スリランカ国家住民移転方針は内閣の承認を受けており、同方針に沿った住民移転の実施が奨励

されているが、強制力はない。 
9本事業の計画時の住民移転関連の予算は 119 万ルピー(当時のレートで約 115 百万円)であったが、

NIRP に沿った移転のための予算額である約 600 万ルピー（約 618 百万円）が内閣に承認された。 
10例えば「大コロンボ水辺生活環境改善事業 I」においては「移転対象住民は、強制的に移転させら

れることはないが、自発的に移転したわけでもなく、「もう他に選択肢がない」と諦めた時点で移転

している」と第 3 者評価報告書には記されている。また同報告書では、実施機関の職員には、排水

路整備工事をスケジュール通り実施する、というプレッシャーがかかっており、移転対象住民の相

談にのったり、希望を聞き入れたり、といった参加型の話し合いはほとんどなかった、とある。  
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実施機関の報告書によれば、上述のような手厚い補償の提供、住民参加型の移転プ

ロセスが、以下のようなインパクトを生み出したとある。 

- 不法占拠者や一時許可を得て居住していた移転対象世帯の全てが、補償案を

受け入れ、自発的に移転した。 

- 移転や補償案を不服とし、訴訟を起こしたのは全移転対象世帯のうち 29 世帯

（約 1%）にすぎなかった11。 

- 不法占拠者であった移転対象住民が、移転後、貧困から脱出し、生活の質を

向上させている例が多くみられる。 

国連人間居住計画（UN-HABITAT）の報告書12によれば、移転住民は、居住・衛生

環境が下記のように向上したことを評価している。  

- 不法占拠者の立場から脱出し、土地と家の合法的な権利を得た  

- 洪水の被害を受けなくなり、生活衛生環境が改善した（移転者の多くは排水

路付近に住んでおり洪水被害を受けていた） 

- 粗末な家に住んでいたが、タイルを敷いた恒久住宅に住めるようになった  

- 与えられた土地の価格が将来上がる見込みである 

- 2 階を建てて間貸しすることにより収入増加の見込みがある 

- 共同のトイレ、共同水栓を使っていたが、各戸トイレ、水道を得た  

- 移転して治安がよくなった 

事後評価時に実施した移転住民との協議でも、本事業により土地と家屋が得られた

こと、洪水がなくなり住居・生活環境が向上したこと、治安がよくなったことなどに

ついて高い満足感が表明され、上述の報告書類の記述が適切であることが確認された。 

また、村内道路、電気、水道、排水溝、下水処理施設など、移転先の基礎インフラの

整備は、住民が移転する前に完了しており、整備のタイミングについて問題はなかっ

た。これら基礎インフラに加えて、集会所や児童公園が建設されたところもあり、い

ずれも住民に活用されている。 

なお、事後評価時、用地取得の賠償金の支払いが完了していないことについて、一

部の住民から問題提起があった。上下水道省の説明では、土地の所有権や境界線が不

明確であったことから補償金の査定が遅延したことが、支払い遅延の理由であるとの

ことである。同省は、2013 年内に全ての補償金および延滞利子を支払うべく作業を進

めている。 

 

                                                   
11 実際は、訴訟を起こした世帯数で住民移転がスムーズに実施されたかどうかを測るのは難しい。

移転に反対する住民が少ない場合に訴訟数が少なくなる他、訴訟を起こすための知識や経験のない

住民が多い場合にも訴訟の数は少なくなるからである。なお、実施機関の説明によると、本事業で

は、移転・用地取得の対象となった約 2000 世帯のうち 29 世帯が移転や補償額を不服として訴訟を

起こしたが、全ての訴訟において、当事業が実施した査定プロセスや査定額が正当との判決が出さ

れたとのことである。 
12 ”Innovative Approaches for Involuntary Resettlement, Lunawa Environmental Improvement and 

Community Development Project”、UN-HABITAT, 2009 
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Box 2：移転住民の生活（リバーサイドガーデン） 

夫が内装の仕事をしており、この家の内装も自

分たちの好みで華やかにした。タイルを敷いた明

るい家に住めるようになったのでとても喜んでい

る。台所も清潔で気に入っている。2 階につながる

階段までは作ってあるが、2 階はまだ建てていな

い。お金がたまったら少しずつ作るつもり。移転

後、生活環境もよくなったし、土地と家の権利も

与えられ、安心して生活できるようになったのは

ありがたい。 

移転、と聞かされた時は不安だったが、その後、

プロジェクトの職員から何度も説明を聞いて、しだいに不安がなくなった。移転の過程

や補償の支給もスムーズだった。洪水がなくなり、この付近の土地の値段が上がってい

る。自分たちの土地や家の価値も上がっていると思うと、自信がもてる。  

 

②対象地域の土地・家屋の価格上昇 

対象地域の不動産業者や市役所職員、住民からの聞き取りによれば、対象地域の土

地の価格は現在、事業前と比較して 2~3 倍、場所によっては 10 倍以上になっている

とのことであった。コロンボ郊外の土地の価格は近年、一般体的に上昇しているが、

特に本事業で環境が整備された地域の地価の上昇は著しく、住民からは、「以前は頻繁

に浸水していたので、家を売ろうと思っても売れる状態になかった。今は売ろうと思

えば良い値段で売れるし、間貸しすることもできる」との声が聞かれた。 

 

③住民コントラクト13の実施によるコミュニティの能力強化 

本事業では、12 の住民組織が住民コントラクトを請け負い、村内排水路、下水施設、

公民館などの建設を実施した。住民の能力強化、整備された施設へのオーナーシップ

の醸成、労働機会の提供、住民組織の資金形成などが、住民コントラクトの実施によ

り期待されていた。事後評価時の調査では、住民コントラクトを請け負った住民組織

のなかで、現在でも活動が継続しており、住民コントラクトで得た資金を活用し、地

域住民の生活向上に貢献したり、整備された施設へのオーナーシップが高く、運営維

持管理にも積極的に取り組んでいると思われるのは 4 団体のみであり、その他は、現

在活動が停滞していたり、資金を活用していないことがわかった。これは主に下記の

理由によるものである。 

 住民コントラクトの実施が動機となって住民組織が形成されたが、この役割が

終わると活動がなくなってしまった。 

 事業完了後、実施機関や市役所の職員が住民組織を定期的に訪問し助言したり、

                                                   
13住民コントラクト方式は、土木工事を住民組織が契約・請負主体となる方式。スリランカ政府の

入札ガイドラインに規定されており、政府規定の発注単価に基づいて行政機関と住民組織が契約す

る。1986 年にスリランカ国家住宅開発公社の貧困層を対象とする住宅建設プログラム (1984-1989)

で初めて同方式が取り入れられた。 
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市役所の主催する行事などに参加を促したり、といったフォローアップや組織

の活性化のための支援がほとんどなかった。 

 住民コントラクトの工事を住民組織が実施せず、サブコントラクターに委託し

たこと、居住地域外での工事も多かったことなどから、住民コントラクトを通

した能力向上の機会があまり得られなかった。 

なお、工事をサブコントラクターに委託した背景には、住民組織には土木技術や工

事管理の経験がほとんどなかったが、事業の全体スケジュールが遅延気味であったた

め、住民へ本格的なトレーニングを実施する時間がとれなかったことがある。このた

め、労働機会の提供も限定的なものとなった。 

また、上述のように住民組織は、自分たちの居住地域内のインフラのみではなく、

他の地域のインフラ整備の契約主体ともなった。たとえば、ディーワラニワーセ住民

組織は、合計 13 の住民コントラクトを請け負ったが、そのうち自分たちの居住地域で

実施したのは 4 契約のみであり、その他の 9 つは居住地域外の工事であった。事後評

価時に同住民組織にインタビューしたところ、リーダーや会員は、居住地域外におい

てどこで何の工事をしたかも覚えていない状態であった。このように居住地域外で実

施される住民コントラクトにおいては、住民組織は便宜的に契約主体となり、コミッ

ションとして収入を得たが、住民の能力向上等の効果は限定的であった。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

① 住民による排水路や側溝の清掃の習慣

化、排水路へのゴミ投棄の減少 

本事業の一環として、対象地域の住民を

対象に、廃棄物処理プログラムが実施され

た。同プログラムでは、下記のようなテー

マに基づいて、キャンペーン、イベント、

学校プログラムなどを通じて啓蒙活動が実

施された。啓蒙活動は、パンフレットの配

布、ロールプレイ、グループワーク、スト

リートドラマ、エッセイ大会などにより、住民参加型で実施された。 

- 地域のごみの量がどれくらいで、どんな種類があるのか学ぶ 

- それらごみが社会経済環境にどんな影響を及ぼしているのか話し合う  

- 排水路へのゴミの投棄が排水路を詰まらせていることについて話し合う  

- ごみの分別について学ぶ 

- コンポストを売って収入を得たり、有機野菜を育てたりすることを学ぶ 

 啓蒙活動に続き、資源ごみの収集・販売、コンポストバレルの配布とコンポストづ

くりの実演がパイロット地域で実施された。 

事業実施前、排水路付近に居住する住民は、日常的にゴミを排水路に捨てていたと

 

住民による排水路の清掃（事後評価時） 
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いう。家の中を掃除した際に出たごみはそのまま排水路へ掃き捨て、台所のゴミはポ

リ袋に入れて排水路に投棄していた。しかし、本事業の啓蒙活動の結果、多くの住民

が、家の前の排水路や側溝を自ら清掃するようになった。本事業で「ゴミを排水路に

捨てないこと、家の前の側溝の掃除は自分たちですること」ということを学び、その

ように実践しているとの声が多く聞かれた。また、「排水路が整備されたので、ゴミを

捨てると罪の意識を感じる」との声もあった。実査においても、一部を除き、ほとん

どの側溝がきれいに掃除されており、住民が自主的に清掃している様子も観察された。 

 

Box 3：住民参加型の取り組みについて 

本事業では、住民参加型の様々な取り組みが行われた。その特徴や効果について分析

を行った結果、得られた示唆を以下に紹介する。 

① 本事業の住民移転では、9 ページに記載の通り、住民参加型の計画策定、情報セン

ターの設置といった施策を通じ、移転住民に真摯な態度で対応した結果、移転住民

の移転に対する理解や満足度が高まった。これらの施策を円滑に実施できたのは、

実施機関の能力によるところが多いと考えられる。本事業では、住民移転を含む社

会開発コンポーネントの円滑な実施のために、技術コンポーネントのディレクター

とは別に、ディレクターが配置された。また同ディレクターのもと、住民移転に経

験豊富な外部の人材を登用し、UN-Habitat や NGO の支援もとりつけている。このよ

うに、住民移転のための諸施策を実施するに当たっては、必要に応じて、外部機関

による支援などにより、実施機関の能力を確保する必要があると思われる。 

② 住民コントラクトの実施により、住民組織の能力強化、施設へのオーナーシップの

醸成などが期待されていたが、12 ページに記載の通り、これらの効果の発現は限定

的であった。本事業の例からは、住民コントラクトの実施により期待した効果を生

み出すには、住民組織が直接工事を行い、居住区の外ではなく中の工事を実施する

とともに、住民コントラクト実施後も、必要に応じて当該の住民組織のフォローア

ップを行う必要があることがわかる。 

③ 12～13 ページに記載の通り、廃棄物処理プログラムの実施により、住民の意識に変

化が起こり、ごみの排水路への投棄がほとんどなくなり、住民による排水路の清掃

も実施されるようになった。住民組織の連合体が、清掃キャンペーンを実施したり、

住民の意見を取りまとめて自治体と交渉したりしているところもある。一方、居住

区内の住民全員が清掃を定期的に行っているわけではなく、協力的でない住民もい

るとのことであった。また、市役所の観察によれば、事業実施時に比べると、廃棄

物処理に関する住民の興味や意識は薄れつつある。これらことから、住民の生活習

慣であったものを変えるには、効果的な啓発活動を根気強く継続する必要があるこ

とがわかる。また、自治体による排水路の清掃活動が十分でない地域もあるが、住

民の努力と自治体による適切な維持管理活動がそろって、排水路が良い状態に保た

れ、本事業の効果が持続すると考えられるため、今後の改善が期待される。 
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② 排水路・ルナワ湖の水質改善 

事後評価時に実施した、住民からの聞き取り、アンケート調査によると、排水路の

整備により排水が流れるようになったこと（以前は停滞し、洪水の際に氾濫していた）、

排水路へのゴミ投棄がほとんどなくなったことなどから、排水路の水質は改善された

とのことであった。一方、工場や作業場の排水や、津波支援集合住宅などからの汚水

の排水路への混入により、汚臭が深刻な地域があることに関し、市役所や住民は懸念

を表明している。 

なお、ルナワ湖の水質は、湖の浚渫や砂州の定期的な除去14によりめざましく改善

した。以前は、生き物は生息できない「死んだ湖」であったが、事業実施後は魚や鳥

が生息するようになった。現在は、湖の外周道路がジョギングコースとして整備され

つつある。 

 

 

事業実施前のルナワ湖（2002 年撮影） 

 

事後評価時のルナワ湖（2012 年撮影） 

 

③ 津波被災者への支援 

本事業の対象地域の海岸に近い地域では、2004 年のインド洋スマトラ沖地震による

津波により住宅や商店が破壊されるなどの被害が出た。津波の後、海岸沿いの地域は、

安全が確保できないとの理由で住宅の再建が禁止されたため、同地域にあった世帯は

内陸に移転することになった。本事業では、整備した 4 か所の住民移転先に余裕があ

ったため、これら津波被災世帯のうち 100 世帯に再定住先として土地を提供した。 

  

④ JICA ボランティア、UN-HABITAT、NGO との連携 

 本事業ではまた、JICA ボランティア、UN-HABITAT、NGO（2 団体）が、それ

ぞれの専門性や特性を生かし、住民啓蒙や住民とのコミュニケーション、住民移転、

廃棄物処理活動などを側面支援し、事業の効果的な実施に貢献した。 

 

                                                   
14 当地域では、湖水が海に流れ出るところに土砂が堆積し、砂州が形成されるが、湖水が溢れたり、

排水路に逆流したりしないよう、同砂州を定期的に掘削する必要がある。 
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⑤ 自然環境への影響 

 本事業に伴う自然環境への負の影響は現在のところ、指摘されていない。また、工

事中に粉じん、騒音、水質汚濁などの影響が生じたかについて関係者に確認したとこ

ろ、工事による粉じんや騒音があったと答えた住民もいたが、それら住民の多くは、

住宅地内の工事であることからやむを得ないこと、また本事業の必要性を強く認めて

いたため、迷惑だとは思わなかったと述べた。また、粉じんを軽減するため、コント

ラクターが朝夕必要箇所に散水をしたり、騒音を軽減するため工事時間を日中に制限

する、といった対応がとられていた。工事による排水路の水質汚濁についてはモニタ

リングがなされており、特段の問題は発生していなかった。なお、工事に伴い生じた

浚渫土は、道路補修の際の埋立用に使われた。工事の廃棄物処理に関しても問題は指

摘されていない。 

 

以上のように、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ること、ま

た移転住民の生活向上などのインパクトも見られることから、有効性・インパクトは

高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

下表のとおり、本事業のアウトプットはほぼ計画通り達成された。排水路や維持管

理用道路、湖周辺道路の延長が計画より長くなっているが、これは、洪水制御効果を

より高め、維持管理を効果的なものにするために、検討を重ね、設計変更を実施した

結果である。また、対象地域の市役所や住民から提案された追加工事の要望を、事業

目的、技術的な妥当性や必要性を検討し、可能な限り取り入れたこともアウトプット

の増加の背景となっている。 
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表 3 アウトプットの計画と実績の比較 

 計画 実績 変更等の理由 

排
水
路
整
備
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト 

A.1 排水路整備など 

 (i) 排水路（改修・新設） 

(a) 主排水路：  6.7km 

(b) 二次排水路:  4.2km 

(c) 道路側溝：  76.4km 

合計：   87.3km 

 

(a) 主排水路：   6.8km 

(b) 二次排水路:  7.7km 

(c) 道路側溝： 123.4km 

合計     137.5km 

都市化の進行、排水路付

近の住民の不法占拠の増

大、排水路の老朽化など

により、詳細設計時には

整備が必要な排水路が増

大していた。 

(ii) ルナワ湖浚渫 

(a) 同湖内 3 か所を対象に浚

渫 

(b) 浚渫土砂を使って同湖最

南端の埋め立て・造成 

(c) 浚渫用道路敷設：約 700m 

(a) 同時並行して実施されていた海

岸資源管理事業により湖全域が

浚渫された。 

(b) 計画通り 

(c) 湖の周辺道路（3.9km）が建設さ

れた。 

(a) 同事業でも浚渫の予

算を確保していたため。 

(c)維持管理の便宜をは

かり、不法占拠を防止す

るため周辺道路の建設

が必要と判断された。 

(iii) 砂州の除去作業 計画通り。  

(iv)その他 

(a) 維持管理用道路の建設 

(b) 道路の修復 

いずれも延長は不明 

(a) 維持管理用道路の建設(15.7km) 

(b) 道路の修復(40.9km） 

 

A.2 資機材調達 

- 維持管理資機材（排水路改

修用資機材等） 

- 調査資機材（測量資機材等） 

- 車輛（資機材運搬用車輛等） 

計画通り。  

A.3 住民移転造成等 

4 居住区の造成と基礎インフ

ラの整備 

計画通り。  

社
会
開
発
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト 

B.1. 住民移転関連 

移転対象は約 450 世帯。移転

先の整備は、住民のニーズに

沿って実施する。 

PAP は合計 1,925 世帯であった。移転

や移転先の整備は住民のニーズに沿

って実施された。 

審査時の見積もりは過小

評価であった。 

 都市化の進行、排水路

付近の住民の不法占拠

の増大、排水路の老朽

化などにより、移転世

帯数が増大した。 

 審査時には用地取得の

み対象となる世帯が見

積もられていなかっ

た。 

住民移転・用地取得世帯数の計画と実績 

項目 審査時 詳細設計

の結果 

実績 

移転世帯数 * 450 55 899 

用地取得のみ(移転はなし) - 1,027 1,026 

合計 450 1,882 1,925 

出所：JICA 審査時資料および実施機関提供資料 

B.2. 貧困層生活環境改善プログラム 

洪水被害が深刻な 11 の貧困

層居住区を対象に以下の活動

を実施。 

(i) 住民コントラクトによる

生活環境改善（雨水・生

活排水・汚水排水処理用

の下水施設の設置、道路

補修、ゴミ捨て場の補修

計画通り 11 居住区で実施。 

B1(住民移転先)と B2(貧困層生活環

境改善プログラム対象地域)において

12 の住民組織が合計 177 の住民コン

トラクト契約を結び、排水路、下水

施設、公民館などの建設が行われた。

また合計 17 の住民組織が形成され、

啓蒙活動・トレーニング・開発計画
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など） 

(ii) 移転住民の組織化(住民組

織形成、啓蒙活動、住民

行動計画の作成、住民へ

のトレーニングなど) 

策定等が行われた。 

<その他追加された活動> 

 廃棄物処理プログラム 

 各戸トイレ建設 

 排水路の水質改善 

B.3. 実施能力強化 

UN-HABITAT は、実施機関

および地方自治体による住

居・住民開発委員会及び事業

支部の設立、運営、資金管理、

社会調査実施などに関する技

術支援を行う。 

ほぼ計画通り。 

 UN-HABITAT は、社会開発コンポ

ーネントの計画や実施に際し各種

の助言や提案を行った。 

 住居・住民開発委員会は約 3 年間運

営された。 

 事業支部は設立されなかったが、自

治体からは実施機関に職員が出向

し、住民関連の活動や会議へ参加し

た。 

 

 

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

サ
ー
ビ
ス 

コンサルティング・サービスの計画と実績 

  

項目 

計画 実績 

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

A 

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

B 

合計 合計 

インターナ

ショナル 

120 MM 4 MM 124 MM 不明 

ローカル 246 MM 36 MM 282 MM 486 MM 
 

ローカルコンサルタント

の従事期間の延長は、事

業実施期間の延長による

ものである。インターナ

ショナル・コンサルタン

トの従事期間の実績につ

いては情報を入手できな

かった。 

出所：JICA 資料および事後評価時の質問票回答、インタビューによる 

 

 

事業実施前の排水路（2002 年撮影） 

 
事業実施後の排水路 

（場所は左の写真と同じ。2010 年撮影） 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事業費の計画は 9,423 百万円（うち円借款部分 6,906 百万円）、実績は 8,265 百万

円（円借款部分は 6,340 百万円）であり、計画内に収まった(計画比 88%)。事業費の

減少は主に、効果的な国際競争入札の結果によるものである。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事業期間は 2001 年 12 月から 2007 年 10 月までの 69 か月を予定していた。しかし
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事業が完成したのは 2010 年 4 月のことであった。これは、計画比 161%であり、事業

期間は計画を大幅に上回った。用地取得や移転対象住民のうち 29 世帯が用地取得/移

転を不服とし訴訟を起こし、そのうち 12世帯が上訴し、判決に約 3年を要したため15、

訴訟期間中、用地取得が指し止めになり、当該箇所の土木工事ができなかったことが

遅延に大きく影響した。 

なお、前述のように計画時の移転住民数の見積もりは過小であり、また計画では、

用地取得と住民移転が借款契約調印と同時に開始され、2 年半で完了すると想定され

ていた16。また、計画時には住民はすべて自主的に移転すると考えられ、訴訟は想定

されていなかった。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

本事業で整備された排水路等の維持管理費用が一部不明なため、事後評価時におけ

る内部収益率の再計算は実施しない。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まっており、また計画以上のアウ

トプットも発現しているものの、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は中

程度と判断する。 

 

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排水路の運営・維持管理は、デヒワラ・マウントラビニア市役

所、モラトワ市役所、SLLRDC が、地域や作業により分担して実施している(下表)。

各組織は、担当を明確に認識しており、責任分担に問題はない。先行案件の教訓を受

け、対象地域の二つの市役所を事業の計画時より巻き込み、実施中も事業運営や排水

路の工事に関与させたことにより、自治体に運営・維持管理の主体性が生まれ、事業

完了後の維持管理責任の移行がスムーズに実施されたことは評価に値する17。 

                                                   
15 訴訟に 3 年を要するのはスリランカでは通例であり、当案件の訴訟が特に長引いたわけではない。 
16通常、詳細設計の結果を受けて用地取得・住民移転数が確定する。 
17先行事業である「大コロンボ圏水辺環境改善事業 II」では、事業完了後、SLLRDC からコロンボ

市役所への排水路の運営維持管理責任の移行が順調に進まず、事後評価時は、運営維持管理の責任

の所在があいまいな状態であった。これは、コロンボ市役所が事業の実施に関与しておらず、同事

業で整備された排水路へのオーナーシップを有していなかったことが一因と考えられた。  
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表 4 本事業で整備された排水路等の運営・維持管理の責任分担 

対象施設 運営・維持管理責任 

(1) 排水路の側面をコンクリートで仕上げてない排

水路および蛇籠*で保護した排水路 

SLLRDC 

(2) デヒワラ・マウントラビニア市役所管轄地域の

その他の排水路と維持管理道路 

デヒワラ・マウントラビニア市

役所 

(3) モラトワ市役所管轄地域のその他の排水路と維

持管理道路 

モラトワ市役所 

(4) ルナワ湖の浚渫 SLLRDC （ルナワ湖の水面の

清掃は現在海軍が担当） 

(5) ルナワ湖の砂州の除去作業 モラトワ市役所 

(6) ルナワ湖周辺道路 モラトワ市役所 

*注：円筒形に編んだ籠に石や砂利を詰めたもの。  

 

なお、本事業で整備された排水路等の運営・維持管理が適切に実施できるよう、事

業完了当時、両市役所は人事委員会に人員増強を申請したが、当時は内戦末期であり、

緊縮財政を理由に、申請は承認されなかった。 

デヒワラ・マウントラビニア市役所は、先行事業18で設立された排水課が、本事業

で整備された排水路の維持管理を担当している。同市役所からの聞き取りによれば、

同課は排水課長以下、専任の職員が配置され、責任の所在や管理体制に問題はなく、

労働者や運転手が若干名不足しているが、兼務したり、日程を調整したりしてやりく

りしているとのことである。 

モラトワ市役所には排水路の維持管理を担当する部署はなかったため、事業完了後

に排水課を設置する予定であったが、上述のように人員増が認められなかったため、

現在も排水課は未設置である。現在、保健課から監督職員と労働者（職員）10 名を

転用して排水路の清掃や雑草取りにあたっているが、維持管理の責任の所在や管理体

制が不明確であり、また、本事業で整備された排水路を定期的に清掃するには、労働

者数が大幅に不足している。 

SLLRDC は、排水路・埋立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。人員に欠員や兼務はなく、維持管理体制に特に問題はない。 

なお、本事業により、住民組織の連合体である近隣フォーラムが７つ形成され、そ

のうち 3 つが現在でも、住民の意見をとりまとめ、市役所と交渉し、定期的に清掃キ

ャンペーンを実施するなどの役割を果たしている。 

審査時における本事業の実施機関は住宅省であったが、度重なる省庁の再編成によ

                                                   
18大コロンボ圏水辺環境改善事業(III) 
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り、計画時および実施期間中に、管轄の省や責任者が何度も変更になった。事業完了

時および現在の実施機関は上下水道省であるが、同省は上水道と下水の事業のみを管

轄しており、排水事業に関する統制機能は実質的にないため、現在のところ、本事業

の成果の持続のために自治体や住民に働きかける機能を持っていない。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

デヒワラ・マウントラビニア市役所の管轄地域には、本事業および先行事業で整備

された地下排水路がいくつかあり、作業員が地下に潜って定期的に清掃する必要があ

る。地下排水路の清掃については、本事業実施中に訓練が実施され、またマスクや吸

引機材なども供与された。しかし、事後評価時に同市役所に確認したところ、地下排

水路の清掃は実施していないとのことであった。同市役所によると、維持管理の監督

者は、研修により技術的な知識を得たものの、実地経験がないことから、有毒ガスが

ある可能性もある地下排水路に労働者を送り込むだけの監督力がないこと、清掃時に

必要となる照明設備や扇風機などを保有していないことが清掃未実施の主な理由と

のことであった。なお、地下排水路以外の排水路の維持管理に関しては、技術的な問

題は起こっていない。SLLRDC とモラトワ市役所については、担当施設の運営・維

持管理を実施するにあたって技術的な問題は特に発生していない。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

デヒワラ・マウントラビニア市役所には、排水路、道路、橋などのインフラの運営・

維持管理に近年年間約 5,500~6,500 万ルピーの予算措置がなされている。SLLRDC

には、本事業で整備された排水路の通常の運営・維持管理に毎年約 900 万ルピー、浚

渫や土手の修復など大規模な運営・維持管理のために約 3 年ごとに 3000 万ルピー程

度の予算措置が中央政府からなされている。両組織はこのような予算により、職員の

人件費や保有の資機材の運営・維持管理も賄っており、財務上の問題は特におこって

いない。一方、モラトワ市役所については、上述のように、排水路の運営・維持管理

を担当する部門がなく、保健課の人員を流用して排水路の清掃作業を行っているため、

排水路の運営・維持管理に関する予算や支出実績を特定することは困難であった。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

デヒワラ・マウントラビニア市役所は、運営・維持管理の年間計画表を作成してい

る。人員不足のため、計画を完全に実施するには至っていないが、緊急性の高いとこ

ろを優先して実施している。事後評価時、当該地域の地域住民からは、同市役所は定

期的に排水路を清掃しており、また、必要な時に連絡すれば来てくれる、とのコメン

トが多かった。 

モラトワ市役所には排水路の維持管理に関する計画表や実績管理はない。人員不足

のため、清掃を定期的に実施するには至っておらず、緊急性の高い排水路の清掃を応
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急処置的に行っているのが現状である。事後評価時、当該地域の住民からは、同市役

所が排水路の清掃をしていないとの苦情が多く聞かれた。同市役所は、ルナワ湖の砂

州の除去作業については優先的に実施しており、これについては住民からの苦情も出

なかった。 

 SLLRDC は、担当地域の排水路の維持管理を週間スケジュールに沿って実施してい

る。さらに、排水路の浚渫や土手の修復など大がかりな維持管理作業を約 3 年ごとに

実施する計画である。次回の修復作業は 2013 年度に実施する計画であり、予算を計上

済みである。 

 なお、インパクトの項でも述べたように、工場の排水や集団住宅の汚水が排水路に

混入しているところがある。排水に有機物質や汚水が含まれていると、排水路付近に

雑草が繁殖し排水路が老朽化したり、地下排水溝が詰まったりする原因となる。事後

評価時、上下水道省は、スウェーデン国際開発庁の支援により「排水システム改善事

業」を実施しており、同省によれば、これにより工場排水の混入は防止される予定で

あるが、集団住宅や家屋からの汚水の混入を完全に防止するには至らないとのことで

あった。このようなことから、排水の水質は引き続き、事業効果の継続への懸念事項

である。 

 

以上より、本事業で建設された排水路の維持管理に関し、デヒワラ・マウントラビ

ニア市役所と SLLRDC の管理体制や維持管理状況については概ね良好であるものの、

モラトワ市役所の維持管理体制や現状については多くの課題があり、また排水の水質

に関しても懸念が残るため、本事業によって発現した効果の持続性は中程度と判断す

る。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、スリランカの商業の中心地であるコロンボ市の中心から南約 15km に位

置するルナワ湖周辺地域を対象に、洪水被害の軽減と生活環境の改善を目的として、

排水路の整備や、貧困層住居地域の生活環境改善策などを実施したものである。 

洪水対策および都市住居環境の改善は事前・事後ともにスリランカの政策に合致し

ており、対象地域は洪水対策のニーズも非常に高いことから、本事業の妥当性は高い。 

本事業の前後で対象地域の浸水家屋数、浸水回数、浸水時間、浸水深を比較したと

ころ、いずれも大幅に減少しており、洪水被害がほぼ解消していることが確認できた。

また、対象地域では衛生・住居環境や、雨期のアクセスの改善なども実現しているこ

とから、本事業の有効性やインパクトは高い。 

本事業の事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を大幅に超えたため、効率

性は中程度である。対象地域を管轄する二つの市役所のうちの一つにが、排水路の運

営・維持管理に必要な人員が配置されておらず、責任の所在も不明確であり、清掃も
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定期的に実施されていないことなど、当事業で整備された排水路の運営・維持管理に

一部問題があり、持続性は中程度である。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

(1) モラトワ市役所の管轄地域の排水路の運営・維持管理が十分に実施されていない

ことが、受益者調査や実査で明らかになった。同市役所は、適切な人員の確保と

配置、排水課の設置、運営・維持管理計画の策定と計画に沿った作業の実施およ

びモニタリングを早急に実施すべく、引き続き人員確保に努める必要がある。ま

た、既存の人員により、管轄地域の排水路の運営維持管理業務を改善する方策を

立案・実施することも効果的である。 

(2) デヒワラ・マウントラビニア市役所の管轄地域の排水路の運営・維持管理状況は

概ね良好であるが、運営・維持管理計画に沿った作業の実施や、地下排水路の清

掃によるさらなる改善が期待される。そのため、同市役所は引き続き人員の確保

と適切な配置に努める傍ら、地下排水路の清掃に関して、SLLRDC や上下水道省

の職員の技術支援を得たり、必要な設備を購入するなどして、定期的な清掃を実

施することが望まれる。 

(3) 本事業で形成された住民組織の中には活動が停滞しているものあるが、両市役所

は、これらの住民組織が、地域の問題の解決や地域内のインフラの維持管理に積

極的に取り組めるよう、組織の活性化や資金の有効活動などに向けて支援するこ

とが望ましい。 

(4) 上下水道省は、本事業の実施機関であり、事業効果の持続に関して責任をもつも

のの、業務掌握等の関係から、積極的な役割を果たすに至っていない。同省は、

排水路の運営維持管理のモニタリングと指導ができるよう、適切な体制を早急に

構築することが望まれる。 

(5) また同省は、以下の点の調整やファシリテーションにもさらに積極的に取り組む

ことが期待される。 

① 一般家庭・集合住宅の下水の排水路への接続をなくし、排水路の水質改善を

図る。 

② 本事業の用地取得に関する補償金および補償金支払遅延利子を早期に支払う。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

維持管理体制や維持管理状況に一部問題がみられること、排水路の水質改善が十分

でないことが、事業効果の持続に関する主な懸念事項である。JICA は今後、本事後

評価の提言の各機関による実施をモニタリングすることが期待される。 
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4.3 教訓 

(1) 本事業では、先行事業の教訓を受け、主・副排水路の整備に加え、居住地域内の

小規模の排水路や側溝の整備、ゴミ投棄防止の啓蒙活動、廃棄物処理改善などを

実施することにより高い洪水制御効果が発現した。このように、洪水制御事業で

は、主・副排水路の整備のみでなく、関連事業の実施により統合的な洪水制御効

果を高めることが重要である。 

(2) 本事業では、先行事例の教訓を受け、維持管理主体である２つの市役所を事業の

計画策定や実施に関与させ、運営維持管理のオーナーシップの醸成に努めた結果、

維持管理責任の移譲がスムーズに行われた。このように、事業の実施機関と運営

維持管理主体が異なっている場合には、維持管理主体を事業計画や実施に巻き込

むことが、維持管理責任のスムーズな移管のために重要である。 

(3) 本事業は、スリランカの国家住民移転方針を具体化した好事例であり、特に、本

事業の補償パッケージ、情報センターの機能、住民の意向を汲み入れた柔軟な計

画策定、苦情処理システムなどは、住民移転を伴う他の事業の参考となりえる。  

(4) 本事業では、詳細設計調査の結果、住民移転数が倍増し、また僅かではあるが訴

訟が起こり、事業が大幅に遅延した。通常、大規模な用地取得や住民移転を伴う

事業では、住民移転数の変更や訴訟などを事業のリスク要因として認識しておく

必要がある。 

 

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  

 

 

 

1. 排水路整備コンポーネント 

(1) 排水路（改修・新設） 

(2) ルナワ湖浚渫 

(3) 砂州の除去作業 

(4) 維持管理用道路の建設 

(5) 道路の修復 

(6) 資機材調達 

2. 社会開発コンポーネント 

(1) 住民移転 

(2) 貧困層生活環境改善プログラ

ム 

- 住民の組織化 

- 住民コントラクト方式に

よる生活環境改善 

3. 実施能力強化 

4. コンサルティング・サービス 

 

ほぼ計画通り (計画以上 ) 

他団体により実施  

計画通り  

ほぼ計画通り  

ほぼ計画通り  

ほぼ計画通り  

 

ほぼ計画通り（計画以上） 

 

 

計画通り  

計画通り  

 

ほぼ計画通り  

インターナショナル・コン

サルタントの実績は不明、

ローカルコンサルタント

の実績は延長  

②  期間  

 

2001年12月～  

   2007年10月（69ヶ月）  

2001年12月～  

  2010年4月（111ヶ月） 

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

4,792百万円  

4,631百万円  

（3,216百万ｽﾘﾗﾝｶﾙﾋﾟｰ）  

9,423百万円  

6,906百万円  

1ｽﾘﾗﾝｶﾙﾋﾟｰ＝1.44円  

（2001年12月時点）  

 

2,180百万円  

6,085百万円  

（6,907百万ｽﾘﾗﾝｶﾙﾋﾟｰ） 

8,265百万円  

6,340百万円  

1ｽﾘﾗﾝｶﾙﾋﾟｰ＝0.88円  

（2001年12月～  

2010年4月平均）  

 

以 上 


