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評価の制約：事業対象 36 カ所の多目的サイクロンシェルターの現在の運営維持管理に関する情報については、実施機関が把握していなか

った。そのため、本事後評価では、時間的制約により、評価に必要な情報をボルグナ県の 3 カ所のシェルターを対象に実施した現地調査を

通じて収集せざるを得なかった。対象となった 3 ヵ所のシェルターは比較的交通のアクセスの良い場所から選ばれた。加えて、バゲルハッ

ト、ボルグナ、ピポトゥアカリ、ロジプールの対象 4 県の他の 9 カ所のシェルターを使用する学校運営委員会及び校長への電話インタビュ

ーを行った。従って、本事業の評価結果は、対象 36 シェルターのうち 12 シェルターの限られた情報に基づいている。
2
バングラデシュでは、過去 20 年の間にサイクロンによる死亡者数は、以下のように大幅に減少した（1991 年のサイクロン：140,000 人、

2007 年サイクロン「シドル」：3,400 人、2009 年サイクロン「アイラ」：91 人、同年サイクロン「マハセン」：17 人）。
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国名
サイクロン「シドル」被災地域多目的サイクロンシェルター建設計画

バングラデシュ

I 案件概要

事業の背景

2007 年 11 月 15 日から 16 日にかけて、バングラデシュに過去最大級のサイクロン「シドル」が上陸
し、国内 64 県のうち 30 県が被災した。同国政府発表では、被災者数 892 万人、死者 3,363 人、行方
不明 871 人を数え、特にサイクロンが上陸した南西部の 4 県（ピロジプール、ポトゥアカリ、バゲルハ
ット、ボルグナ）の被災状況は甚大であった。

このような状況のもと、JICA はバングラデシュサイクロン災害復興支援ニーズアセスメント調査を
実施し、サイクロンシェルターの建設が、最も優先的に支援すべき分野であるとされた。また、サイク
ロン「シドル」来襲時に避難できなかった住民が多数存在したことが報告されていた。このような観点
から、バングラデシュ政府より日本国政府に対して、被災の大きかった 4 県において平常時に教育施設
として活用できる多目的サイクロンシェルターの建設等に係る無償資金協力の要請が行われた。

事業の目的
サイクロン「シドル」により被災した 4 県（ピロジプール、ポトゥアカリ、バゲルハット、ボルグナ）

に多目的サイクロンシェルター（小学校兼サイクロンシェルター）を建設することにより、多目的サイ
クロンシェルター周辺住民のサイクロン被災のリスクを軽減、及び周辺児童の教育環境を改善する。

実施内容

1. プロジェクトサイト：4 県（ピロジプール、ポトゥアカリ、バゲルハット、ボルグナ）
2. 日本側の実施
 多目的サイクロンシェルター（小学校兼サイクロンシェルター）の建設
 36 カ所（ピロジプール：11 カ所、ポトゥアカリ：10 カ所、バゲルハット：5 カ所、ボルグナ：

10 カ所）、総面積：12,628 m2

 主要施設：教室、教員室、倉庫、男女別トイレ、廊下・階段、雨水受水槽
 机、椅子、キャビネット等の学校用家具の調達

3. 相手国側の実施
 建設予定地の支障建造物取壊し・撤去

事前評価実施年 2008 年 交換公文締結日 2008 年 6 月 9 日 事業完了日 2010 年 8 月 10 日

事業費 交換公文限度額：958 百万円、供与額：937 百万円
相手国実施機関 地方自治・地域開発・組合省（MLGRDC）地方自治技術局（LGED）

案件従事者

コンサルタント：八千代エンジニアリング株式会社
施工業者：Khan Enterprise, Md. Abdul Khaleque, Razu Enterprise, Friends Corporation, Farazi Enterprise, 
Progressive International, Md. Abdur Rashid Miah, Rhaman Traders, Mitushi Traders, Mamun Enterprise
調達代理機関：財団法人国際協力システム

II 評価結果1

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに「貧困削減戦略文書（2005 年）」及び「第 6 次国家開発 5 カ年計画（2010
～2014 年）」で掲げられた「サイクロン被災のリスクの軽減」というバングラデシュの開発政策、「サイクロン被災地域におけ
る人命救助を目的とした多目的サイクロンシェルターの建設」という開発ニーズに合致している。また、事前評価時において、
災害対策を含む社会開発と人間の安全保障を重点分野とする日本の対バングラデシュ援助計画（2006 年）と十分に合致してい
た。したがって、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターに限って言えば、「多目的サイクロンシェルター周辺住民のサイクロン
被災のリスクを軽減、及び周辺児童の教育環境を改善する」という事業目標は達成されたといえる。対象 4 県の 12 カ所の多
目的サイクロンシェルターから 1.5km 以内の住民 14,000 人が、緊急時にシェルターに避難することが可能となったことが確認
された。ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターに関しては、事業完了（2010 年）後の 2013 年 5 月にサイクロン
「マハセン」がバングラデシュを襲った際に、シェルター周辺の 1,500 人以上の村民が平均 1～2 日間の間、シェルターに避難
し、人的被害は劇的に減少した。この結果は、近年、バングラデシュ政府が防災政策を対応型からリスク軽減型へと変換した
ことにより、大規模避難訓練を受けた地元自治体及びボランティアが動員されたことも貢献した2。とりわけこのボルグナ県の
災害避難の成功例は、ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターが、シェルター周辺住民のサイクロン被災リスクを
軽減するうえで、重要な役割を果たしたことを証明している。しかしながら、危険にさらされた人々は、多くの場合、家畜、
手工芸品、食糧など生計手段や財産を残して家を離れることに対して積極的ではない。シェルターの近くに避難民の家財など
を安全に保管するための高台を建設されれば、住民の避難を促すことができるのかもしれない。
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進学率：進級試験に合格した生徒の割合。

「シェルター周辺児童の教育環境を改善する」という事業効果については、対象地域に学校機能を持つシェルターを建設す
ることにより、地域全体の教室数が増えた結果、対象校（シェルター）の 1 教室あたりの平均生徒数が 57.5 人から 33.1 人に
減少することが期待されていた。対象 4 県の 12 カ所の多目的サイクロンシェルターに限って言えば、この目標は達成されて
いない。ボルグナ県の 3 カ所のシェルターにおいて考えられる理由としては、周辺村落の全体の小学生数が増加した一方、周
辺村落の全体の教室数に大きな変化がなかったことが挙げられる。しかしながら、情報の制約があり、事業対象の全 38 カ所
のシェルターにおいて「シェルター周辺児童の教育環境を改善する」効果が達成されたかどうかは不明である。ボルグナ県の
3 カ所のシェルターは、2010 年の完成以来、平常時は公立小学校として使われており、817 人の小学生を受入れることが可能
となった。またシェルターは、保育所としても使われている。通常は、各シェルターには 3 つの教室があり、午前中は保育所
として午後は小学校として、2 つのシフトで活用されている。対象 4 県の 12 カ所のシェルター（小学校）の学校運営委員会及
び校長への聞取り調査結果によると、多目的サイクロンシェルターの建設により、広い教室、トイレ、飲料水施設などの整備
が行われ、生徒にとって好ましい教育環境が整ったとの評価であった。

災害発生時には、男性、女性、子供は、貴重品を持ってシェルター内に避難するため、シェルター内の治安を保つため夜間
の照明の確保が課題となっている。また平常時でも、授業のため電気機器が使われる。このような課題に対応するため、独立
型（オフグリッド型）の電力供給が重要である。また災害時はもとより年間を通じた安全な水の供給は必須である。そのため、
再生可能エネルギー源、雨水の貯水や高架タンク整備なども代替案として検討に値する。

ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターの周辺地域では、一定のプラスのインパクトが認められた。一番目には、
シェルターは、各種ミーティングや社会・文化活動、集会等など幅広い目的で活用されていることも明らかになった。二番目
に、シェルター周辺住民の安心感が増したことが、現地調査を通じて観察された。以前のシェルターは、劣悪な居住環境で、
2～3 日の間、生活するための施設が殆どなかったため、住民は緊急時にシェルターを使用することに対して非常に消極的であ
った。しかし、本事業で建設した新しいシェルターには、飲み水、トイレ、非常食、医療キットなどが備えられたことで、住
民の意識が変わり、サイクロン来襲の期間、住民は自ら進んでシェルターを利用するようになった。三番目には、対象地域で
初等教育へのアクセス改善が確認された。例えば、ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターの周辺地域では、生徒
数が 41%増加（581 人から 817 人）、入学者数が 91%増加（129 人から 246 人）、進学率3が 3%増加（91%から 94%）などが見
られた。また対象 4 県（バゲルハット、ボルグナ、ポトゥアカリ、ピロジプール）の 9 カ所のシェルター周辺の村落では、総
生徒数が 23%増加（1,642 人から 2,018 人）し、入学者数も平均 36%増加（369 人から 501 人）した。なお、本事業による自然
環境への負のインパクトは認められず、用地取得・住民移転も発生しなかった。

以上より、12 カ所の多目的サイクロンシェルターに限って言えば、「周辺住民のサイクロン被災のリスクを軽減する」とい
う事業目的は、一定程度、達成されたと思われる。一方、「周辺児童の教育環境を改善する」というもう一つの事業目的につ
いては、情報に制約があるため、その達成度については不明である。

従って、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

指標
2008 年（実施前）

実績値

目標年 2010 年（注４）

（実施後）目標値

目標年 2010 年

実績値

事後評価年 2014 年

実績値

指標 1（注１）

サイクロンシェルターに避難可能な人口（人）

a) 全 38 シェルター（注２） 2,300 64,500 不明 不明

b) うち 12 シェルター 不明 17,674 不明 14,000
補完情報 1（注３）

小学校生徒数（人）

a) 全 38 シェルター 不明
6,470

（平均 170／ｼｪﾙﾀｰ）
不明 不明

b) ボルグナ県の 3 シェ

ルター

ニシャンバリア 119

（平均 170／ｼｪﾙﾀｰ）

114 137 (20%)（注５）

ソンブニア 190 168 232 (38%) （注５）

スキナ 301 299 448 (50%)（注５）

合計
610

（平均 203）
581

（平均 193）
817 (41%)（注５）

（平均 272）
補完情報 2（注３）

小学校入学者数（人）

a) 全 38 シェルター 不明 不明 不明 不明

b) ボルグナ県の 3 シェ

ルター

ニシャンバリア 不明 不明 17 30 (76%)（注５）

ソンブニア 不明 不明 38 42 (11%)（注５）

スキナ 不明 不明 74 174 (135%)（注５）

合計 不明 不明 129 246 (91%)（注５）

補完情報 3
対象校の 1 クラスあたりの平均生徒数（未就学

児童も含む）

a) 全 38 シェルター（注２） 57.5 33.1 不明 不明

b) うち 12 シェルター 不明 不明 不明 53.6

定量的効果



III 教訓・提言
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本事後評価時においては、対象シェルターのうち大規模補修が必要なものはなかったが、将来的には大規模補修が必要であると予想され

る。

出所：概略設計調査報告書（2008 年）及び選ばれた対象シェルター・学校の学校運営委員会、校長への聞取り。

注 1：緊急時に避難が可能なシェルターから 1.5 km 以内に住む人口を示す。

注 2：多目的シェルター建設地は、当初計画の 38 カ所から 36 カ所に変更された。

注 3：補完情報 1 及び 2 の 2010 年及び 2014 年の実績値は、現地調査を行ったボルグナ県の 3 校の情報に基づく。

注 4：各シェルターは、緊急時には 1,600～1,700 人の避難者を収容できるように設計されていた。

注 5：括弧内に示した数値（パーセント）は、2010 年から 2014 年にかけての増加率を示す。

3 効率性

事業費は計画内であったものの（計画比 98%）、事業期間は一部の現地施工業者の技術及び財務能力の不足に伴う建設工事
の遅れにより、計画を若干上回った（計画比 117%）。本事業によるアウトプットは計画通りであった。よって、効率性は中程
度である。

4 持続性

本事業で建設した 36 カ所の多目的サイクロンシェルターの運営維持管理については、初等・大衆教育省初等教育総局が責
任を持つ。一方、地方自治・地域開発・組合省地方自治技術局、群（ウパジラ）防災委員会、サイクロン防災プログラム、地
元コミュニティなどが、維持管理のニーズ調査及び維持管理予算のアレンジ等に一定の責任を持つ。各学校レベルでは、学校
運営委員会や教員が小規模な修理などシェルターの日々の運営維持管理を行っている。一方、大規模補修については、地元の
コントラクターや業者に委託して行うこととなっている4。事後評価時において、上記の運営維持管理体制は適切であり、実情
に即したものである。各関係機関・組織は、十分な人員を確保しているものの、維持管理予算の不足により彼らのサービスの
質は低下している。

技術面については、関係する運営維持管理機関・組織は、シェルターの運営維持管理に必要な十分な技術と知識を備えてい
る。地方自治・地域開発・組合省の最大の技術部門である地方自治技術局は、既に 1,500 カ所を超えるシェルターの維持管理
を行っており、本事業対象シェルターの維持管理に必要な適切な知識と経験を有している。しかし、シェルターへの進入路の
大部分は状況が悪く、特に雨季での状況は悪く、このことは避難の際に不便であり、身障者にとっては障害となっている。地
方自治技術局はこの状況を受け止めて、今後はシェルターの建設前及び後に、シェルターにつながる道路状況の改善を行う必
要がある。この問題については、詳細設計及び事業サイトの選定の際に、より慎重に検討し評価すべきであった。

財務面については、いくつかの問題が見られる。掘り抜き井戸、窓、ドア、家具などの小規模な補修については、各学校の
学校運営委員会や学校側で、各自の予算や生徒の父母やコミュニティからの寄付金を使って行われている。しかし、大規模補
修については、現在の運営維持管理予算では不十分である。この点については、学校運営委員会は、地元の防災委員会と調整
を行い、防災委員会が使用可能な社会的セーフティーネットプログラムからの予算を活用して、将来の大規模補修に備えるな
どの対策が考えられる。

事業施設の運営維持管理状況については、ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターに限って言えば、それらは比
較的新しく建設され、また、施設が建設された 2010 年初期以来、大規模サイクロンによる被害がなかったこともあり、目立
った破損・不具合などは認められない。しかし、屋根、窓、ドア、受水槽の接続パイプなどの修理など、小規模な補修を実施
すべき時期に来ている。これらの状況については既に地方自治技術局、群（ウパジラ）教育事務官に報告されているものの、
予算不足により具体的な対応が未だ取られていない。さらに、全ての学校の学校運営委員会が同じように活動的であるとは限
らない。これは、シェルターの運営維持管理に関する学校運営委員会への指導に限界があることから生じていると思われる。
この問題の改善のためには、各自の役割と権限を明確に記載したシェルター運営維持管理ガイドラインを各地元政府が整備す
る必要がある。

以上のとおり、実施機関の財務面及び運営維持管理状況に一部課題が見られ、本事業によって発現した効果の持続性は中程
度である。

5 総合評価
有効性・インパクト及び持続性の評価は、対象 36 カ所のうち 12 カ所の多目的サイクロンシェルターに関する情報に基づき、

特にボルグナ県の 3 カ所のシェルターから得られた情報に大きく依存していることから、本事業の評価結果は、情報やデータ
の制約がある。

ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターに限って言えば、「多目的サイクロンシェルター周辺住民のサイクロン
被災のリスクを軽減し、周辺児童の教育環境を改善する」という事業目標は達成された。対象 4 県の 12 カ所の多目的サイク
ロンシェルターから 1.5km 以内の住民 14,000 人が、緊急時にシェルターに避難することが可能となったことが確認された。ボ
ルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターに関しては、事業完了（2010 年）後の 2013 年 5 月にサイクロン「マハセン」
がバングラデシュを襲った際に、シェルター周辺の住民のサイクロン被災リスクを軽減するうえで、重要な役割を果たしたこ
とが確認された。「シェルター周辺児童の教育環境を改善する」という事業効果については、多目的サイクロンシェルター内
に広い教室、トイレ、飲料水施設などの整備が行われたことを通じて発現した。

ボルグナ県の 3 カ所の多目的サイクロンシェルターの周辺地域では、シェルター周辺住民の安心感の増加や初等教育へのア
クセスの改善などのプラスのインパクトが認められた。一方、「周辺児童の教育環境を改善する」というもう一つの事業目的
については、情報に制約があるため、その達成度については不明である。従って、本事業の有効性・インパクトは中程度であ
る。

持続性については、実施機関の財務面及び運営維持管理状況に一部課題が見られ、本事業によって発現した効果の持続性は
中程度である。効率性については、一部の現地施工業者の技術及び財務能力の不足に伴う建設工事の遅れにより、事業期間が
計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。

以上より総合的に判断すると、本事業の評価は一部課題があるといえる。



実施機関への提言
長期的に事業施設の使用可能性を高め持続性を向上させるため、以下のとおり提言する。
(1) 学校運営員会の能力強化
 コミュニティや学校運営委員会の間でのシェルターの運営維持管理手続きに関して、オーナーシップの欠如が認められた。

基本的には、学校運営委員会はシェルターの運営維持管理に関する指導を受ける必要があり、そのためのシェルター運営維
持管理ガイドラインを各地元政府が整備する必要がある。

 学校運営委員会は、緊急時のシェルターの運営管理に関する能力を備えてない。したがって、平常時と緊急時の両方を念頭
に置いたシェルター運営管理に関する研修が必要である。

 上記の課題に対応するために、住民参加型の補修に対する食糧供与や現金供与などのセーフティーネットプログラムの多く
が防災委員会を通じて行われているため、学校運営委員会は、地元の防災委員会に対してシェルターの維持管理の向上のた
めの支援を要請すべきである。各学校への維持管理予算の支給だけでは不十分であるため、シェルターの維持管理は上記の
方法などを通じて行うことが可能であろう。

(2) シェルターの運営維持管理に責任を持つ地方自治技術局及び地元政府組織のコミットメントの向上
 政府は、比較的状態の良いサイクロンシェルターへの予算配分について、消極的である。これは基本的に政府の予算不足に

起因する。地方自治技術局は、政府に対して定期保守のための予算を提案すべきである。一方、学校運営委員会は、コミュ
ニティからの寄付など独自の財源から少額の維持管理予算を捻出している。

 シェルターの運営管理への地元政府機関の関与は低く、彼らの関与をより高める必要がある。各地元レベルでは、防災委員
会があり、各シェルターは地元政府との結びつきを深める必要がある。このことにより、地元政府財源の活用が可能となり、
このことによりシェルターの定期保守の実施が促されるであろう。

(3) シェルターへのアクセスの改善
 サイクロンシェルターの設計及び建設段階において、平常時及び緊急時の両方を想定した電力、給水施設の整備を検討する

ことが賢明であろう。このような場合、地方自治技術局は、詳細設計の見直しやコンサルタントへの提言などを実施するこ
とが望まれる。この教訓は、地方自治技術局が現在実施中の世界銀行や米州開発銀行のプロジェクトへ適用可能であろう。

 迅速で安全な避難のためシェルターにつながる道路網については、詳細設計及びサイト選定の過程で、慎重に検討し評価す
べきである。多くの道路の状況は悪く、特に雨季では悪く、避難するうえで好ましい状況とは言えない。地方自治技術局こ
の状況を受け止めて、今後はシェルターの建設前及び後にシェルターにつながる道路状況の改善を行う必要がある

 避難時の身障者の安全及びシェルターへのアクセスについては、シェルターの設計段階で置き去りにされている。その結果、
身障者は容易にシェルターにアクセスすることが難しい。地方自治技術局は、建設計画時に、身障者の安全を確保する施設
設計を検討すべきである。

JICA への提言
 緊急時及び平常時の両方において、電力供給は課題のひとつであった。したがって、送配電網からの電力供給が機能しない

ような場合でも、安定した電力供給が可能となる電力供給システム、または太陽光発電システムなどの整備について、事業
設計の段階で検討すべきである。

サイクロンシェルターの入り口付近の様子 サイクロンシェルターの外観



故障した雨水受水槽 スロープとレンガ壁に見られる間隙

校長及び学校運営委員会との面談 校長及び学校運営委員会との話し合い

校長及び学校運営委員会との話し合い シェルターの近くに住む地元住民との話し合い


