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ネパール 

カトマンズ－バクタプール間道路改修計画 

外部評価者：株式会社日本経済研究所 畔田 弘文 

0. 要旨 

本事業は、ネパールの首都カトマンズ市と観光都市バクタプール市を結ぶ道路を 4 車線

化すること等により、当該道路の交通渋滞や交通事故の軽減、カトマンズ－バクタプール

間の走行時間の短縮等を図り、沿道の産業振興と地域経済の活性化に寄与することを目的

とした事業である。本事業は、ネパールの開発政策、開発ニーズ、及び日本の援助政策に

おける重点分野と整合しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業費は計画内に収

まったものの、政情不安などのため事業期間が計画を超過したため、効率性は中程度であ

る。カトマンズ－バクタプール間の交通量・所要時間が目標値を達成していること、交通

事故数・死傷者数も交通量との比率でみた場合ほぼ増加していないことから事業効果は高

く、また、本道路が整備されたことにより、地域経済が活性化したこと、公共交通サービ

スが向上したことなどからインパクトも発現しており、全体として本事業の有効性・イン

パクトも高い。運営・維持管理については、体制、技術、財務、運営・維持管理状況に大

きな問題はなく、持続性も高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

1. 事業の概要 

 

  

事業位置図 本事業により整備された道路 

 

1.1 事業の背景 

計画時、ネパールでは、政治、経済、行政の中心であるカトマンズ盆地への人口集中が

顕著になっていた。また、カトマンズ盆地内では政治、行政、商業等の中心機能の多くが

カトマンズ市に集中している一方、東側のマディアプール・ティミ市とバクタプール市で

は住宅、工場等が急速に増加していた。 

本事業の対象であるカトマンズ－バクタプール間道路は、首都カトマンズと世界文化遺

プロジェクト・サイト 

カトマンズ市・バクタプール市 
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中国 
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産のある観光都市バクタプールを結ぶ国道であると同時に、カトマンズから中国に至るア

ルニコ・ハイウェイ（アジアハイウェイ 42 号線）の一部でもある。カトマンズ盆地内の車

両登録台数の急増により、本道路では、ピーク時間帯のみならず慢性的に交通が混雑して

いた。そのため、公共事業計画省（現、インフラ・運輸省）道路局（以下、「DOR」という） 

はこの道路を拡幅する事業を上位計画の戦略道路網整備計画の中で優先プロジェクトに指

定していた。 

本事業は、このような背景を踏まえ、カトマンズ（ティンクネ交差点を始点）からバク

タプール（スルヤビナヤク交差点を終点）間の既存 2 車線道路を 4 車線に拡幅するための

無償資金協力として実施されたものである。 

なお、本道路は、シンズリ道路1が開通した後には東部テライ平原から首都カトマンズ市

に向かう際に通過する道路になることから、今後さらなる交通量の増加が見込まれていた。 

 

図 1 アルニコ・ハイウェイと本事業位置 

 

1.2 事業概要 

ネパールの首都カトマンズ市と観光都市バクタプール市を結ぶ道路を 4 車線化すること

等により、当該道路の交通渋滞や交通事故の軽減、カトマンズ－バクタプール間の走行時

間の短縮等を図り、もって沿道の産業振興・地域経済活性化、公共交通のサービス向上、

アルニコ・ハイウェイを利用する車両のカトマンズまでの時間短縮に寄与する。 

 

E/N 限度額/供与額 詳細設計：48 百万円／48 百万円 

本体施工：2,689 百万円／2,674 百万円 

交換公文締結 詳細設計：2007 年 9 月、本体施工： 2008 年 7 月 

                                            
1 首都のあるカトマンズ盆地と南部のタライ平野をつなぐ路線であり、全長 158km を、1995 年より 4 区

間に分けて無償資金協力により整備しており、2015 年完成予定。 

カトマンズ・バクタプール道路 

カトマンズ 

バクタプール 

中国国境 

アルニコ・ハイウェイ 

シンズリ道路 
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実施機関 公共事業計画省（現、インフラ・運輸省） 

道路局 

事業完了 2011 年 9 月 

案件従事者 
本体 株式会社間組 

コンサルタント 日本工営株式会社 

基本設計調査 2007 年 7 月 

詳細設計調査 2008 年 3 月 

関連事業 技術協力 

・ シンズリ道路維持管理強化プロジェクト（2011

～2015 年（予定）） 

・ 道路計画・維持管理アドバイザー（2007～2009

年及び 2009～2011 年） 

 

無償資金協力 

・ シンズリ道路建設計画（第一工事区間）（E/N

締結年月：1996 年 6 月） 

・ シンズリ道路建設計画（第四工事区間）（E/N

締結年月：I 期：1997 年 6 月、II 期：1999 年 7

月） 

・ シンズリ道路建設計画（第二工事区間）（E/N

締結年月：I 期：2000 年 6 月、II 期：2001 年 8

月、III 期：2005 年 6 月） 

・ カトマンズ交差点改良計画（E/N 締結年月：詳

細設計：2001 年 2 月、本体：2001 年 7 月） 

・ シンズリ道路第四工事区間緊急復旧計画（E/N

締結年月：2003 年 7 月） 

・ シンズリ道路建設計画（第三工事区間）（E/N

締結年月：I 期：2009 年 6 月、II 期：2012 年 2

月） 

・ シンズリ道路建設計画第二工事区間斜面対策

（E/N 締結年月：2012 年 7 月） 

 

その他国際機関、援助機関等 

・ 世界銀行「道路セクター開発計画」 

・ 世界銀行「道路メンテナンス開発計画」 
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2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

 畔田弘文（株式会社日本経済研究所） 

 

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：2014 年 10 月～2015 年 9 月 

 現地調査：2015 年 1 月 4 日～1 月 16 日、2015 年 4 月 5 日～4 月 10 日 

 

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 

ネパールにおいては、本事業の計画時、第 11 次 5 カ年計画（2007 年 7 月～2012 年

7 月）のもとに国家整備が進められており、公共事業計画省道路局は第 11 次 5 カ年計

画以降の国家目標を念頭に、ネパール全土を対象とした今後 20 年間の戦略道路網整備計

画(Master Plan for Strategic Road Network)を 2005 年 12 月に策定し、効率的、効果的、安

全かつ信頼性のある戦略道路を連結することで人々のより良い生活を実現することを目

指していた。また、戦略道路網整備計画に、本事業も優先プロジェクトとして記載され

ていた4。 

事後評価時点での開発政策である第 13 次計画（2013～2015 年度）では、交通セクター

の目的として、「標準的で信頼性があり、安価で安全な交通ネットワークを拡大し、国の

統合、社会経済の発展、地域間バランスに貢献する」ことが明記されている。また、こ

れを実施するための戦略として、①交通アクセスを拡大して、地域間のリンクを強化す

ること、②農業、工業、水力発電、観光、教育、保健へのアクセスを改善することにた

め交通を強化する、③道路網の安全を強化し、安全で効率的な移動を実現するため維持

管理を重視する、を挙げている5。 

事後評価時点での道路セクターの開発政策は、優先投資計画 2007-2016（Priority 

Investment Plan）であり、同計画の「道路改善・新規建設」において、カトマンズ盆地の

道路容量拡充の重要性が説明されている6。 

これらから、計画時、事後評価時とも、本事業と国家開発計画との整合性、開発政策

との整合性は高いといえる。 

 

                                            
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 出所：基本設計調査報告書、P1-3 
5 出所：第 13 次計画、P104 
6 出所：優先投資計画 2007-2016、P VI-4 
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

ネパールの政治・経済・行政の中心であるカトマンズ盆地は、計画時点で人口集中が

顕著になっていた（総人口約 2,530 万人のうち、カトマンズ盆地 176 万人）。また、カト

マンズ－バクタプール間道路は、カトマンズ市とバクタプール市を結ぶ、上記の「戦略

道路網整備計画」の中で最も交通量の多い道路であり、交通容量超過とそれによる渋滞

が恒常化していた。さらに、大型車両と、歩行者、バイク等が混在して通行しているた

め、交通混雑だけでなく、交通事故の要因にもなっていた。 

 また、カトマンズ－バクタプール間道路は、中国と首都カトマンズを結ぶアジア・ハ

イウェイ 42 号線の一部をなしていることに加え、シンズリ道路が開通した後には東部テ

ライ平原から首都カトマンズ市に向かう際に通過する道路になることから、今後、さら

なる交通量の増加が見込まれていた7。 

 事後評価時点では、カトマンズ盆地の人口は 250 万人まで増加しており、年間約 4%の

割合で増加を続けている8。また、カトマンズ市の人口は 108 万人（2001 年）から 174 万

人（2011 年）へ、バクタプール市の人口は 23 万人から 30 万人へ増加するなど9、両市で

の人口増加は顕著である。 

人口増加に伴い、カトマンズ－バクタプール間道路の交通量は、本事業完了後も、年

平均 4.56%の割合で増加し、2007 年から 2013 年にかけて 2.43 倍になったものの、本道路

の整備により渋滞状況は大幅に緩和されており、両市間移動の所要時間は半減している。 

上記のとおり、シンズリ道路が開通した際には、東部テライ平原から本道路に車両が

流入することにより、交通量の増加が見込まれていたが、シンズリ道路は 2015 年に完成

予定であり、表 1 のとおり、これまでのところ、年ごとの流入交通量にバラつきが大き

く、交通量の増加があったかどうか確認ができない。 

 

表 1 シンズリ道路からの流入交通量実績（台/日） 

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

1,366 2,338 4,105 2,309 807 1,219 

出所：実施機関提供資料 

 

以上より、カトマンズ盆地の人口、カトマンズ市の人口、バクタプール市の人口は引

き続き増加していること、カトマンズ－バクタプール間道路の交通量も本事業完了後に

増加傾向にあることなどから、本事業は計画時に加えて事後評価時点においても、開発

ニーズに整合していると言える。 

 

                                            
7 出所：基本設計調査報告書、P4 
8 出所：世界銀行 Urban Growth and Spatial Transition in Nepal 
9 出所：2001 年、2011 年国勢調査 



6 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業計画当時の我が国のネパールに対する重点支援分野には「地方における貧困削

減」が含まれており、その中で、経済成長の基盤となる道路を含む基礎インフラ整備を

促進することが掲げられていた。したがって、本事業との整合性があるといえる。 

 

以上より、本事業の実施はネパールの開発政策、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 効率性（レーティング：②） 

3.2.1 アウトプット 

本事業アウトプットの計画及び実績は表 2 の通りであった。 

 

表 2 アウトプットの計画・実績比較 

拡幅延長

既存橋梁

マノハラ
橋：

橋長 84.04 m、総幅員12.5 m のプレス

トレストコンクリート橋

マノハラ
橋：

橋長 84.04 m、総幅員12.5 m のプレス

トレストコンクリート橋
ハヌマン
テ橋：

橋長 50.44 m、総幅員12.5 m のプレス

トレストコンクリート橋

ハヌマン
テ橋：

橋長 50.44 m、総幅員12.5 m のプレス

トレストコンクリート橋

横断

側溝

種類 計画

道路  9.142 km （カトマンズのティンクネ交差点～バ

クタプールのスルヤビナヤク交差点）
幅員構成 車道幅員： (2 x 3.5 ｍ = 7.0 m) x 2 方向 = 14.0 m

中央分離帯： 3.0 m

中央分離帯余裕幅： 2 x 0.5 m = 1.0 m

路肩幅員： 3.0 m （含む防護柵）

舗装 表層（アスファルトコンクリート）： 5 cm 車道

基層（アスファルトコンクリート）： 6 cm 車道

継続使用

新設橋梁

防護柵 ガードレール式： 盛土高3 m 以上の場所に設置

ガードパイプ式： 盛土高3 m 未満の場所に設置

中央分離帯形式 3 m 総幅の植生中央分離帯（コテスウォール～ス

ルヤビナヤク間）

60 cm 総幅のコンクリート・ブロック（ティンク

ネ～コテスウォール間）
アクセス道路 交差点の接続道路の他に、アクセス道路11 本を

本線に接続
バス停 14ヶ所に設置

道路照明 交差点、橋梁及びバス停の近傍に設置

排水
施設

総数 24 ヶ所（規模の大きい主要横断排水は 6 ヶ

所）

交差点の改良 ジャリブティ、ガタガール、ティミ、サラガ
リ、スルヤビナヤクの5 ヶ所

ジャリブティ、ガタガール及びサラガリの3 ヶ所

は信号化

橋梁工

全線に亙って設置

実績

 9.142 km （カトマンズのティンクネ交差点～バ

クタプールのスルヤビナヤク交差点）
車道幅員： (2 x 3.5 ｍ = 7.0 m) x 2 方向 = 14.0 m

中央分離帯： 3.0 m

中央分離帯余裕幅： 2 x 0.5 m = 1.0 m

路肩幅員： 3.0 m （含む防護柵）

表層（アスファルトコンクリート）： 5 cm 車道

基層（アスファルトコンクリート）： 6 cm 車道

継続使用

ジャリブティ、ガタガール、ティミ、サラガ
リ、スルヤビナヤクの5 ヶ所

ジャリブティ、ガタガール及びサラガリの3 ヶ所

は信号化
3 m 総幅の植生中央分離帯（コテスウォール～ス

ルヤビナヤク間）
3,172mの防護柵を設置

60 cm 総幅のコンクリート・ブロック（ティンク

ネ～コテスウォール間）

ガードレール式： 盛土高3 m 以上の場所に設置

ガードパイプ式： 盛土高3 m 未満の場所に設置

交差点の接続道路の他に、アクセス道路11 本を

本線に接続
14ヶ所に設置、ローカンタリバス停に階段を4箇

所設置

交差点、橋梁及びバス停の近傍に設置

総数 24 ヶ所（規模の大きい主要横断排水は 6 ヶ

所）
全線に亙って設置

 

出所：基本設計調査報告書、JICA 提供資料 

 

本事業では、軽微な変更がなされたものの、ほぼ計画通りのアウトプットが達成され

ている。 

日本側負担工事の大きな変更点は、全長 3,127m の防護柵を建設したことである。これ
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は、歩行者が交通量の多い地点を横切ることを避けることを目的として、カトマンズ側

2,243m や、交差点・バス停など歩行者の横断が多い箇所 13 地点の中央分離帯に設置した

ものである。このほか、段差のために住居地域からのアクセスが悪かったローカンタリ

バス停に、住民との協議に基づき、階段が 4 ヵ所設置された10。 

ネパール側の負担内容は、本道路の横に設置されるサービス道路や、歩道の整備など

であり、ほぼ計画どおりに行われている。ネパール側は、カトマンズ－バクタプール道

路の部分開通が始まってから交通事故数が大幅に増加したことを受け、当初の予定には

なかった中央分離帯を全区間（約 6km）にわたって建設したほか、歩道橋を 11 ヵ所、信

号機を追加で 3 ヵ所設置した11。 

 

  

写真 1 中央分離帯の防護柵 写真 2 歩道橋 

（ネパール側が追加設置したもの） 

 

ネパール側の分担事項である本道路に沿って設置される 1 車線の道路であるサービス

道路（全 14km）の整備は、工事業者との契約から 1 年後の 2012 年には完成予定だった

が、2015 年 4 月初旪時点で 1.5km 分の舗装が完成していない。実施機関によると、この

工事の遅れは工事業者が実施能力以上の業務を受注し、受注後に工事を遅らせたためで

ある12。実施機関が工事業者に働き掛けを行った結果、2015 年 2～3 月にかけて残ってい

た大部分の舗装工事が完了されたものの、実施機関のプロジェクト事務所の年次予算が

不足したことから 2015 年 4 月時点で、再度工事が停止している。プロジェクト事務所の

資金不足は、上記の通り、追加で信号機や歩道橋を設置したことによるものである。な

お、上記の通り、サービス道路の整備が残り 1.5km 分完了していないが、この遅れによ

る本道路の運用への影響はない。 

 

                                            
10 出所：完了報告書、P5 
11 出所：実施機関からの聞き取りによる 
12 実施機関によれば、ネパールでは工事業者がこのような対応を行うことは非常に一般的とのこと 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

本事業の当初計画のスコープに係る計画時と実際の事業費は、表 3 の通りである。 

なお、上記の通り、交通事故の増加に伴い、歩行者が道路を横断しないよう、当初

計画されていなかった防護柵と、歩道橋 11 ヵ所、信号機 3 機が設置された。これらは、

当初計画されていなかった追加アウトプットであるため、事後評価においては、これ

らを踏まえた計画と実績の比較を行う必要があるが、厳密な比較が困難であるため、

追加アウトプットは、適切な事業費で実施されたものとみなし、評価判断を行うに際

しては、当初のアウトプットを実現するための事業費だけを対象として分析を行うこ

ととした。 

 

表 3 事業費の計画・実績比較 

（単位：百万円） 

内訳 計画 実績 

詳細設計 48 48 

本体 3,021 2,951 

 うち日本側 2,689 2,674 

 うちネパール側負担 332 340 

合計 3,069 3,044 

  出所：JICA 提供資料、実施機関提供資料 

 

日本側の事業費は、計画内であり、ネパール側で実施した交通安全対策に関する追

加工事を除き、全体としては当初計画比 0.2%減となった。 

計画時・事後評価時のネパール側負担内容と負担金額は以下のとおりであり、追加

アウトプットである防護柵・歩道橋・信号機の設置費用を除き、ネパールルピー（以

下「NR」という）建てでは、計画比 44.1%増となっている13。ただし、事業期間中の

為替レートの変動により、日本円ベースでは、表 3 の通り、2.4％増にとどまった。 

 

                                            
13 上記の通り、ネパール側の負担であるサービス道路の工事が一部完了してしないため、完了している部

分の距離と工事費用を用いて 1km あたりの工事単価を計算、残り部分の必要費用を加算した。 
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表 4 ネパール側負担事業費の計画実績比較 

                   （単位：千 NR） 

時期 負担事項 計画時 事後評価

ROW内の支障物件撤去 3600 1,200

宗教施設の移設 800 791

地上公共施設の移設 40,500 38,755

地下埋設公共施設の移設 2,700 38,260

銀行手数料負担 1,695 2,510

一般車両の交通規制、環境モニ

タリング
800

中央分離帯の植生 3,153 700

バス停における交通安全の教育
訓練、広報活動

1,134 900

サービス道路の整備 114,287 196,000

歩道の整備 42,991 24,000

防護柵の設置 10,000

歩道橋の設置 50,000

信号機の設置 40,000

210,860 403,916

210,860 303,916

332 340同円貨額 (百万円）

I.開始前

II.実施中

合計

III.完成後

合計（除く追加アウトプット）

 
出所：実施機関提供資料 

 

地下埋蔵公共施設移設に関する事業費の増加は、水道管などの位置に関する情報が

なかったため、移設工事を開始してから、移設対象が計画よりも多数存在することが

判明したことによるものである。 

用地幅内の障害物撤去は、インパクトの欄で説明するが、10 世帯が移設対象となっ

ていたが、実際には 1 世帯のみが移設に応じたため、事業費の減尐に繋がった14。 

 

3.2.2.2 事業期間 

本事業の事業期間は、計画時には 42 ヵ月を予定していたが、実際には 2007 年 9 月

から 2011 年 9 月までの 49 ヵ月（対計画比 116％）を要した。 

 

表 5 事業期間の計画・実績比較 

内訳 計画 実績 

詳細設計 7 ヵ月 - 

入札 5 ヵ月 - 

道路改修工事の工期 30 ヵ月 36 ヵ月 

合計 42 ヵ月 49 ヵ月 

出所：基本設計調査報告書、JICA 提供資料 

                                            
14 出所：実施機関からの聞き取りによる。 
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本事業の遅延の主な要因は、プロジェクト実施期間中に国内の政情が不安定となっ

たため、資機材や工事作業員の確保が困難になったことによるものである。これによ

り、30 ヵ月で完了する予定であった道路改修工事が 36 ヵ月を要し、全体の事業期間

が 49 ヵ月（計画比＋7 ヵ月）となった。 

なお、ネパール側の負担工事であるサービス道路が 2015 年 4 月時点でも完成してい

ないが、本道路の運用は開始されており、サービス道路完成の遅れが事業効果の発現

に影響を及ぼすものでないため、事業期間の評価には加味しない。また、防護柵と、

歩道橋 11 ヵ所、信号機 3 機の設置は、2012 年以降にネパール側の負担により追加設

置されたが、これらは当初計画されていなかった追加アウトプットであるため、事後

機関の評価には加味しない。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を上回

ったため、効率性は中程度である。 

 

3.3 有効性15（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業の計画時、カトマンズ－バクタプール道路の交通量、所要時間、交通事故に目

標値が設定され、所要時間や交通事故を減尐させつつ、交通量を増加させることが期待

されていた。各指標の目標値の達成度を測る基準となる年は、事業完成 10 年後の 2021

年とされていたが、本事後評価は事業完成 3 年後に実施されたため、有効性については、

基本的には事業完成 10年後に設定されていた目標値と事後評価時の実績値を比較しつつ、

総合的に判断することとする。以下に、事後評価時に入手できた各指標の実績値と達成

度を示す。 

カトマンズ－バクタプール間の交通量は、以下のとおり、2007 年から 2013 年にかけて

143%増となっており、当初想定されていた 100%以上の増加となっている。なお、カト

マンズ－バクタプール道路は、2010 年から道路完成箇所より順次部分開通されている。 

 

                                            
15 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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表 6 カトマンズ－バクタプール道路交通量 

  

基準値 目標値 基準値 実績値 実績値 実績値 実績値 予測値 

2007 年 2021 年 2007 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2021 年 

計画年 
事業完成 

10 年後 
(見直し) - 

事業 

完成年 

事業完成 

1 年後 

事業完成 

2 年後 

事業完成 

10 年後 

交通量 

（台／日） 
40,000 80,000 21,590 21,060 48,105 49,192 52,595 75,140 

増加率 

（基準値比） 
- +100% - -2% +123% +128% +144% +248% 

出所：実施機関提供資料 

 

上記の通り、事後評価の際に 2007 年時点の基準値の見直しを行っているが、これは、

基本設計時点では、コテスウォール・ジャリブディ間の両側の交通量が用いられている

が、同じ地点における交通量の情報が入手できなかったため、同交差点と隣接するマノ

ハラ橋上の両側の交通量で事前・事後の比較を行ったためである。また、交通量が 40,000

台/日（2007 年）から 80,000 台/日（2021 年）へ、基準値比 100%増加することが想定さ

れていたため、増加率で目標値との比較を行った。 

道路完成後の 2011 年から 2013 年にかけて、年平均 4.56％で交通量が増加しているた

め、同じ増加率を保った場合、2021 年で交通量は 75,140 台/日となる。そのため、2021

年時点での交通量増加率は、2007 年基準値比で 248％と目標値の+100%を大幅に上回っ

て達成される見込みである。 

 

表 7 カトマンズ－バクタプール間の所要時間 

  

基準値 目標値 基準値 実績値 

2006 年 2021 年 2007 年 2015 年 

計画年 
事業完成 

10 年後 

（見直し） 事業完成 

4 年後 

カトマンズ－バクタプール間の 

所要時間 
48 分 23 分  20 分 

（参考）交通量（台/日）16 40,000 80,000 21,590 57,498 

同増加率（基準値比） 
 

+100%  +166% 

出所：基本設計調査報告書、実施機関提供資料 

注：下線部は予測値 

 

交通量測定区間を含む、カトマンズのティンクネ交差点（始点）からバクタプールの

スルヤビナヤク交差点（終点）までの所要時間は、現地調査期間中に測定したところ、

上記の通り、2015 年時点で目標値以上の増加率の交通量が実現できているにもかかわら

                                            
16 2006 年基準値と 2021 年目標値は、コテスウォール・ジャリブディ間の両側交通量であり、2007 年基

準値（見直し）と 2015 年実績値はマノハラ橋上の両側の交通量。 
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ず、最大で 20 分と、目標値の 23 分を下回っている。 

 

表 8 カトマンズ－バクタプール間所要時間実測結果 

 

平日 休日 

昼 夕方 昼 

カトマンズ→バクタプール 14 分 20 分 12 分 

（参考）バクタプール→カトマンズ 17 分 23 分 14.5 分 

出所：調査団実測結果（2015 年 1 月計測） 

 

今後も交通量が増加し続けた場合、2021 年時点での所要時間が目標値である 23 分を上

回る可能性がある。しかしながら、2021 年時点の交通量は、目標値を大幅に上回る見込

みであり、その場合、所要時間の目標値も引き上げることが妥当であると考えられる。

その場合、2021 年時点でも所要時間の実績値は、目標値を下回るものと推定される。 

 

表 9 年間の交通事故数・死傷者数 

  

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値 

2006 年 2021 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

審査年 
事業完成 

10 年後 
- 

事業 

完成年 

事業完成 

1 年後 

事業完成 

2 年後 

年間の交通事故 340 台 減尐 995 台 790 台 689 台 775 台 

年間の死傷者数 149 名 減尐 674 名 512 名 351 名 461 名 

事故数／交通量 0.016 
 

0.055 0.032 0.033 0.016 

死傷者数／交通量 0.007 
 

0.037 0.021 0.017 0.010 

出所：基本設定調査報告書、実施機関提供資料 

 

計画当初、本事業による道路拡幅及び交差点改良とバス停設置などにより、大型車両、

バイク、自動三輪車等の混合交通に起因した交通事故が減尐することが想定されていた。

しかしながら、実施機関によれば、本道路を走行する車両速度が 60～80km と、ネパール

における一般的な道路よりも大幅に速かったにも関わらず、バス利用者及び近隣住民が、

信号のない場所で道路横断をしたため、交通事故数、死傷者数は、本道路が部分開通し

た 2010 年に急増した。 

ネパールにそれまでカトマンズ－バクタプール道路のような高速走行が可能な道路が

存在しなかったため、住民が信号・横断歩道がない箇所で道路を横断したことによる交

通事故の増加は予想が困難であったと思われる。 

ただし、その後、事故の増加を受けて、JICA 側が設計変更を行い 2011 年に中央分離

帯に防護柵を設置したほか、ネパール側も 2013 年までに自己予算により中央分離帯の追

加設置したほか、歩道橋を 11 ヵ所設置したことから、2010 年以降、事故数が減尐してい
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る。 

本事業でも、大学生をボランティア・アルバイトとして活用して、交通安全キャンペ

ーンを実施したり、ポスターの掲示などを行ったりした。DOR も、歩道橋に交通安全を

よびかける横断幕を掲示したり、事故の多い地点では安全運転を呼び掛ける看板を設置

したりするなどの対策を行っている。 

事故数を交通量（台/日）に対する比率をみると、上記のとおり、事故数の交通量に対

する比率（事故数／交通量）は、2010～2012 年までは高い水準にあったが、上記のよう

な取り組みの結果、2013 年時点での比率は、本事業実施前の 2006 年と同水準の 0.016 に

とどまっている。 

車両走行コスト、物資の輸送コストについては、実施機関側で測定しているデータが

ないため、受益者調査17を通じてトラック運転手・バス運転手・乗用車運転手に確認した

ところ、回答者全員が消費燃料の減尐を実感しており、消費燃料の減尐は、回答を平均

すると 31%程度となる。 

 

表 10 車両走行コスト・物資輸送コスト 

  

基準値 目標値 実績値 

2006 年 2021 年 2015 年 

計画年 
事業完成 

10 年後 

受益者調査

結果 

車両走行コスト・ 

物資輸送コスト 
なし 減尐 

31%程度の

減尐 

出所：受益者調査 

 

3.3.2 定性的効果（その他の効果） 

カトマンズ－バクタプール道路は、ネパールで初となる時速 60km 以上の高速走行を想

定した道路である。 

所要時間の短縮など効果が高かったことから、現在改修が進められているカトマンズ

とパタン市の周囲を巡る環状道路（リングロード）は、カトマンズ－バクタプール道路

を参考にした仕様で設計されている。特に、道路の設計、安全対策、維持管理などの面

が参考にされているとのことであった。 

 

以上より、交通事故数・死傷者数は増加しているものの、交通量との比率でみた場合、

交通事故数は事業実施前の水準にとどまっていること、交通量や所要時間、車両の走行コ

スト及び物資の輸送コスト削減などほとんどの目標が達成されていることなどから、有効

                                            
17 カトマンズ及びバクタプールの住民、バス利用者、バス運転手、トラック運転手、乗用車運転手など計 100 

人に対して聞き取り調査を実施し、所要時間、道路の安全性、走行コスト、道路状態への満足度、環境社

会影響、維持管理状況等に関する意見を把握した。 
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性は高いと言える。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 沿道の産業振興・地域経済活性化 

計画時には、本道路の整備により沿線での商業・工業・住宅産業が発展し、都市型

の土地利用の促進に伴った投資効果の向上によって地域経済が活性化される18ことが

期待されていた。 

カトマンズ及びバクタプールの事業者登録数、世帯数に関する情報は入手できなか

ったものの、受益者調査を通じて、回答者全員が、本道路完成後に本道路沿いに住居・

工場・商店が増加したと回答しており、沿道の産業振興が図られていると言える。ま

た、関係者からの聞き取り調査では、近年、本道路の沿線や周辺地域でも住宅地の開

発が進められ、人口も増加しているとのことであり、地域経済が活性化していると言

える。 

 

3.4.1.2 公共交通のサービス向上 

計画時には、道路の改修及び交差点改良とバス停設置により、大型、中型、小型バ

スの利用者の時間短縮と安全な乗降が可能となり公共交通のサービスが向上する19こ

とが期待されていた。 

事後評価時点では、バス利用者を対象として受益者調査を行ったところ、カトマン

ズ－バクタプール道路を走行するバスの所要時間の短縮は、平均すると 29.1 分であっ

た20。 

また、現地調査では、本道路沿線に設置されたバス停の多くが想定どおり運用され

ており、バス停以外でのバスの乗降はほとんど見られない。ただし、多くのバスが停

車するコテスウォールバス停では、バス停外の車線で乗降が行われている例も散見さ

れるほか、信号機が設置されていない交差点（全 5 ヵ所）で、乗客の乗降が行われて

いる様子が確認されている。 

なお、受益者調査では、95%の回答者が道路の安全性が向上したと回答している。 

 

                                            
18 出所：基本設計調査報告書、P4 
19 出所：基本設計調査報告書、P4 
20 始点・終点が必ずしも、カトマンズ市・バクタプール市ではないため、短縮された時間のみを確認した。 
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写真 3 バス停を利用する小型バス 写真 4 信号機のない交差点に停車中のバス 

 

3.4.1.3 アルニコ・ハイウェイを利用する車両のカトマンズまでの時間短縮 

計画時、アルニコ・ハイウェイを利用する車両のカトマンズまでの時間短縮が図ら

れる21ことが期待されていた。事後評価では、所要時間に関する情報が入手できなかっ

たものの、カトマンズ－バクタプール道路は、アルニコ・ハイウェイの一部をなすも

のであるため、同区間の所要時間短縮が、アルニコ・ハイウェイを利用する車両の所

要時間の短縮に繋がっていると言える。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

本事業は初期環境調査（IEE、Initial Environmental Examination）22対象であったため、

事業実施中のモニタリングは、DOR プロジェクト事務所が毎月実施し、何らかの問題

があった場合には、本事業のコンサルタント・コントラクターに書面で連絡を行って

いた。事業実施中に、自然環境への負のインパクトは発生していないことが、これら

のモニタリングを通じて確認された。 

プロジェクト事務所が、住民からのクレームや要求を適宜受け付けた場合、プロジ

ェクト事務所は迅速に住民とのコンサルテーションミーティングを行うなどして対処

した。夜間作業の際は、十分な照明を用意することで対処しており、重大な事故が避

けられているほか、仮設道路の防塵処理は、散水を頻繁に行うことにより対処した。

土砂捨て場は、マノハラ橋近辺の埋め立て場に限定されており、これ以外の場所への

投棄は行われていないことが、環境モニタリングを通じて確認された。 

 

3.4.2.2 住民移転・用地取得 

                                            
21 出所：基本設計調査報告書、P4 
22 既存データなど比較的容易に入手可能な情報、必要に応じた簡易な現地調査に基づき、代替案、環境影

響の予測･評価、緩和策、モニタリング計画の検討等を実施すること。 
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計画時、地域環境や社会経済に重大な負の影響はないものの、用地幅内で中小規模

の非自発的住民移転・用地取得が想定されたため、JICA 環境社会配慮ガイドラインに

おけるカテゴリは B とされていた。また、ネパールの環境法に基づいて DOR が実施

した IEE でも同様の結果となっていた23。 

本事業の計画時、住民移転の対象は 10 世帯とされており、基本設計調査時点で、

DOR と世帯主との間で家屋移転の基本合意が完了していた。なお、用地幅内の土地は

政府に属するため、家屋のみが補償対象とされた24。 

移転の対象である 10 世帯のうち、実際に移転したのは 1 世帯のみであり、当該世帯

に 1.2 百万 NR の補償金支払いが行われた。補償金額はネパールにおける国内法（土地

収用法）に基づき設定され、支払いは DOR と当該住居所有者との合意に基づき行われ

た。 

残りの 9 世帯については、移転自体もしくは補償額に不満があったため、移転に関

する合意に至らず、移転も行われなかった。当該住居は用地幅内に 1m 程度入ってい

るのみであり、道路及びサービス道路の建設に影響が出るものではなかったため、DOR

はプロジェクトの遅れを避けるためにも、移転に反対する世帯の移転を行わないこと

とした。なお、当該住居が将来建て替えが行われる際には、用地幅内での建築は認め

られないことになっている。 

上記 10 世帯のほかに、不法占拠とみなされる家屋が複数存在したが、DOR が警告

を行ったところ、自主的な退去が行われ、特にトラブルも発生していない。このよう

な建物は、国内法ではネパール政府に補償金の支払い義務は生じないため、当該家屋

に関する補償金の支払いは行われなかった。なお、2004 年時点での JICA による環境

社会配慮ガイドラインでは、当該国の国内法令に従って、住民移転・用地取得を実施

することとなっている。 

 

3.4.2.3 その他のインパクト 

計画時、仮設道路の運用に伴う交通事故の増加が懸念されていたが、複数箇所で利

用された仮設道路の期間は 1 ヵ所あたり 1 ヵ月程度にとどめられたほか、交通整理な

どを行った結果、特に交通事故は発生しなかった。 

このほか、本事業で整備が行われた排水施設（横断）のうち、チュンデヴィ交差点

近辺の排水施設から大雤のあと水があふれ、道路の冠水が年に数回発生している。こ

れは、近隣の住民が投棄するゴミが排水溝をふさいでいることが主な要因として考え

られる。これを防ぐため、ゴミの投棄をしないように看板が立てられたり、ゴミが排

水溝に流れ込まないようスクリーン・グレーチングカバーなどを設置したりしている

が、悪質なゴミの投棄もあり、清掃が行われても大雤のあとには数時間程度冠水が発

                                            
23 出所：基本設計調査報告書、P2-31 
24 出所：基本設計調査報告書、P2-32、2-34 
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生している。これについては実施機関による維持管理の強化が必要である。 

 

事後評価時点では、運用指標である交通量の増加が 2021 年に発現する可能性が高く、効

果指標であるカトマンズ－バクタプール間の所要時間減尐、車両の走行コスト及び物資の

輸送コスト削減は、2015 年時点で達成されている。また、交通事故数に増加がみられるも

のの、交通量に対する事故件数の比率で見ると、防護柵や歩道橋の設置などの安全対策を

行った結果、比率は事業実施前の水準まで低下している。 

また、沿道の産業振興・地域経済活性化に繋がっていること、公共交通のサービス向上

や、アルニコ・ハイウェイを利用する車両のカトマンズまでの時間短縮に繋がっているこ

と、特段の自然環境への影響も発生していないこと、住民移転・用地取得も適切に行われ

ていることも確認できている。 

以上より、本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

本道路の維持管理は DOR（公共事業計画省道路局）の維持管理部、カトマンズ 1 地区

道路管理事務所・バクタプール地区道路管理事務所が行うこととされていた25が、事後評

価が行われた 2015 年 4 月時点では、サービス道路が完成していないため、プロジェクト

事務所から地区道路管理事務所に引き渡しが行われておらず、プロジェクト事務所が維

持管理作業を行っている。 

DOR 内の組織改編が行われた結果、地区道路管理事務所は、事後評価時点では、地域

道路部の管轄となっている。地域道路部は国内に 5 ヵ所設置されており、カトマンズ 1

地区道路管理事務所・バクタプール地区道路管理事務所は、中央地域管理部管轄下にあ

る。 

 

公共事業計画省
道路局

維持
管理部

計画・
デザイン部

橋梁部
海外
協力部

技術部
地域道路部
（全5ヵ所）

地区道路
管理事務所
（全34ヵ所）

 

図 1 DOR 組織図 

出所：実施機関提供資料 

                                            
25 出所：基本設計調査報告書、P2-2 
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本道路がプロジェクト事務所から地区道路管理事務所に引き渡された後には、ティン

クネ交差点からマノハラ橋までの運営・維持管理をカトマンズ 1地区道路管理事務所が、

マノハラ橋からスルヤビナヤク交差点までをバクタプール地区道路管理事務所が行うこ

とになっている。 

なお、カトマンズ 1 地区道路管理事務所、バクタプール地区道路管理事務所とも、事

務所長以下、エンジニア 7 名、サブエンジニア 20 名が配置されることになっている。実

際に配置されているエンジニアは 7 名で充足されているが、サブエンジニアは 2015 年 4

月現在、両事務所とも 6 名のみである。これは、2013 年に政府の方針により勤続年数の

長いサブエンジニアが一斉にエンジニアに昇格したことによるものである。サブエンジ

ニアの人員が充足されていないことにより維持管理作業の遅延などは発生していないが、

サブエンジニアが担当する維持管理のモニタリングの頻度が下がっている。 

現在 DOR は通常の採用スケジュールに沿ってサブエンジニアの採用手続きを行って

おり、年度初めである 2015 年 7 月には大部分のサブエンジニアのポストが充足される見

込みである。 

このほか、両事務所に契約ベースでの維持管理作業員が規定に基づいて多数雇用され

ている（都市部では道路 1km あたり 1 名の作業員が雇用されることになっており、これ

に基づいて雇用されているもの）。 

以上より、地区道路管理事務所に事後評価時点で欠員が発生しているものの、早期に

解消されることが確実であり、運営・維持管理の体制面に特に問題はないと言える。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

プロジェクト事務所、カトマンズ 1 地区道路管理事務所と、バクタプール地区道路管

理事務所とも、研修・技術指導は十分行われ、マニュアル類は整備・活用されており、

技術不足により運営維持管理が滞っている箇所がないことが確認できている26。 

DOR では、道路セクター技術開発ユニット（RSDDU）が定期的にメンテナンスに関す

る研修を行い、運営・維持管理に関する技術水準の維持を図っている。 

毎年行われる日常的な維持管理作業（Recurrent maintenance）に関する研修は、1 年に 2

回開催され、1 回あたり約 30 名が参加する。定期的な維持管理作業（Periodic maintenance）

に関する研修は、2 年に 1 回程度開催される。このほか、調達手続きなどが改訂になった

際には、全技術者を対象として、研修が行われる。また、新規採用されたエンジニアは、

2 週間のオリエンテーション研修を受けることになっている。 

事後評価時（2015 年 1 月時点）も、本道路の運営維持管理を担当するプロジェクト事

務所は、運営維持管理マニュアルに沿って定期的に維持管理作業を行っていた。 

以上より、実施機関では運営維持管理に関する研修が定期的に行われ、運営維持管理

                                            
26 本事業のコンサルタント、施工業者からの聞き取り調査、実施機関からの聞き取り調査による。 
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を行うプロジェクト事務所も本事業により提供されたマニュアルに沿った運営維持管理

作業を行っていることから、運営維持管理の技術面に特段の問題はない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

計画時には、完成後 20 年間、本事業対象区間の通常の維持管理費と数年ごとに必要と

なる補修工事費用は、年間平均で 18,841 千 NR となるとされていた。また、これは、道

路局維持管理予算 3,713,953 千 NR（2006/2007）の 0.5%程度であり、負担可能な範囲であ

るとされていた27。 

DOR の全体予算及び維持管理予算の推移は以下のとおりであり、DOR 予算に占める維

持管理予算の割合は、2009 年の 7.7％から 2014 年の 11.3％まで増加しているなど、増加

傾向にある。 

 

表 11 DOR 予算・維持管理予算推移（千 NR） 

 
DOR 予算 

DOR 維持管理

予算 

維持管理 

予算割合 

2009 年 16,989,400 1,314,500 7.7% 

2010 年 22,162,500 1,932,400 8.7% 

2011 年 30,884,500 2,868,000 9.3% 

2012 年 33,922,000 3,920,000 11.6% 

2013 年 32,939,400 4,000,000 12.1% 

2014 年 37,419,300 4,238,600 11.3% 

  出所：実施機関提供資料 

 

運営維持管理マニュアルには、道路施設の清掃、道路照明・信号システムの消費電力

などのために、維持管理費用が 1 年あたり 27,728 千 NR 発生すること、アスファルトの

オーバーレイのために 10 年毎に 246 千 NR、橋梁の補修のために 10 年毎に 785 千 NR、

バス停の補修のための 5 年毎に 1,100 千 NR、交通安全施設の補修のために 5 年毎に 1,535

千 NR が必要であることが記載されている28。 

上記より、5 年ごと、10 年ごとに必要となる維持管理内容を含めると、年平均で 28,358

千 NR が必要となるが、これは 2013 年の DOR 維持管理予算の 0.67%と、基本設計時とほ

ぼ同様であり、DOR は本道路の維持管理予算を事後評価時点でも負担可能である。 

なお、経常メンテナンス以外の予算（定期メンテナンスなど）は、各地区道路管理事

務所が申請し、優先度に基づいて予算配分がされることになっているが、本道路のよう

な高速走行を想定した道路には、より優先的に予算が配分されることになっている。 

一方、DOR における運営・維持管理予算の執行率は 80～85%程度であり、未執行分は、

                                            
27 出所：基本設計調査報告書、P3-48 
28 出所：JICA 提供資料 
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コントラクターの作業の遅れにより、支払いが遅れることにより発生している。ネパー

ルの公共調達法には、最低価格を入札した事業者が落札することが既定されており、能

力以上の業務受注をしている事業者を排除できないこと、事業実施が遅れた事業者の契

約を解除するにも裁判を行う必要があり容易でないことが主な要因として指摘されてい

る。これに対して、DOR では、独自に入札者に実施中の事業リストを提出させ、入札者

が能力以上の受注をしていないか確認するなどの対策を始めている。 

これらから、運営・維持管理の財務面に特段の問題はない。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業で整備された道路の維持管理状況は良好である。基本設計に記載された維持管

理作業のうち、1)道路表面清掃、2) 道路照明と信号システムの維持管理（電力使用料、

道路照明のバルブ交換）、3) 中央分離帯の植生維持管理は 2011 年以降毎年行っており、

4) 舗装保守（パッチング）は問題が確認される都度実施される。これらに関して問題の

ある箇所は現地調査では確認されなかった。 

また、現地調査では、中央分離帯の草刈りや、道路表面・排水溝のゴミ掃除も清掃員

を雇用の上、実施していることが確認された。 

数年ごとに行われることになっているメンテナンス内容のほとんどは事業完成後間も

ないこともあり、これまでのところ必要性が生じていない。レーンマークの塗布は、1

年に 1 回程度を目途に実施されている。また、信号機の鉛蓄電池の蒸留水チェックは、

検査員を雇用の上、2 ヵ月に 1 回程度実施されており、検査員は鉛蓄電池に問題があれば

報告することになっている。 

事後評価時点で本道路の維持管理作業を行うことになっているプロジェクト事務所は、

特に維持管理計画を作成していないが、維持管理マニュアルに基づき必要な維持管理作

業を行っている。 

なお、実施機関は、排水施設の清掃を定期的に行っているものの、チュンデヴィ交差

点近辺の排水施設で近隣の住民による悪質なゴミの投棄もあり、清掃が行われても大雤

のあとには年数回本道路に冠水が発生している（1 回あたり数時間、車両の走行は可能）。

バクタプール市がゴミの収集を十分行っていないこともその背景にある。 

これらから、排水施設からの冠水があるものの、冠水は近隣住民による悪質な投棄よ

る例外的なものであり、それ以外の維持管理状況は良好であることから、運営・維持管

理の状況についても大きな問題はないと言える。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 
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4 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、ネパールの首都カトマンズ市と観光都市バクタプール市を結ぶ道路を 4 車線

化すること等により、当該道路の交通渋滞や交通事故の軽減、カトマンズ－バクタプール

間の走行時間の短縮等を図り、沿道の産業振興と地域経済の活性化に寄与することを目的

とした事業である。本事業は、ネパールの開発政策、開発ニーズ、及び日本の援助政策に

おける重点分野と整合しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業費は計画内に収

まったものの、政情不安などのため事業期間が計画を超過したため、効率性は中程度であ

る。カトマンズ－バクタプール間の交通量・所要時間が目標値を達成していること、交通

事故数・死傷者数も交通量との比率でみた場合ほぼ増加していないことから事業効果は高

く、また、本道路が整備されたことにより、地域経済が活性化したこと、公共交通サービ

スが向上したことなどからインパクトも発現しており、全体として本事業の有効性・イン

パクトも高い。運営・維持管理については、体制、技術、財務、運営・維持管理状況に大

きな問題はなく、持続性も高い。 

以上より、本事業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 

交通安全対策の強化 

本道路では、バス停が正しく運用されているものの、信号機のない複数の交差点などを

中心にしてバス停以外でのバスの乗降が行われており、安全な乗降が行われているとはい

えない箇所がいくつかある。実施機関が交通警察と連携を図り、このような箇所での交通

安全対策を強化することが望ましい（例えば、バスレーン以外での乗降を交通警察が規制

したり、乗客をバス停に誘導したりするなど）。 

 

維持管理の強化 

本道路の維持管理作業は、プロジェクト事務所により行われているが、サービス道路の

完成後に、地区道路管理事務所に引き継がれる予定である。そのため、プロジェクト事務

所は、サービス道路の完成後、コンサルタントにより作成された維持管理マニュアルを地

区道路管理事務所に正確に引き継ぎ、技術移転することが望ましい。 

また、近隣の住民のゴミ投棄のため、大雤の後チュンデヴィ交差点近辺の排水溝から水

があふれているが、維持管理マニュアルに記載されているとおり、排水溝（横断）を定期

的に高圧ポンプにより清掃するなど、排水溝のゴミ投棄対策を強化する必要がある。 

 

コントラクター選定の改善 

コントラクターに委託された本道路のサービス道路の舗装工事が遅れたり、全般的に維
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持管理作業が遅れたりするなど、コントラクターの選定に改善の余地がある。すでに DOR

では、コントラクターが財務能力以上の契約を受注しないよう、本部で入札を行う際には、

入札者に受注している全事業の一覧表を提出することを求めているが、地区道路管理事務

所を含めて DOR 全体で同様の取り組みを行うようにして、財務能力以上に事業を実施して

いるコントラクターを避けられるようにすることが望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 

4.3 教訓  

道路開通直後からの安全対策実施 

本事業では、交差点やバス停を改良することにより、大型車両からバイクや自動三輪車

等の混合交通に起因した交通事故が減尐することが想定されていたが、道路が開通して車

両がより速い速度で走行するようになったものの、バス利用者及び近隣住民が信号や横断

歩道のない箇所で横断を行ったため、交通事故が増加した。 

これを受けて設計変更により中央分離帯の防護柵を増設したほか、実施機関が歩道橋を

新規に設置したり防護柵を追加設置したりしたため、交通事故が減尐傾向にあるものの、

特に住宅の多い箇所については、計画段階から慎重に交通安全対策を検討し、道路開通直

後から十分な交通安全対策をとることが望ましい。 

また、他国においても、当該国で一般的でない高速走行を前提にした道路を建設する際

には、開通当初から交通事故の増加を避けられるよう、事業スコープに交通安全対策の内

容を盛り込んでおくなど、交通安全対策をより慎重に検討することが必要である。 

 

以上 

 


