
 

評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 

国名：ウガンダ共和国 案件名：地方道路地理情報システムデータベース整備

および運用体制構築プロジェクト 
分野：運輸交通 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：社会基盤・平和構築部 協力金額（終了時評価調査時点）：3 億 16 百万円 

協力  
期間 

2012 年 03 月 01 日  
～ 2015 年 03 月 31 日 

 (R/D): 2012 年 1 月 6 日 

先方関係機関： 土木事業・運輸省（MoWT） 
日本側協力機関：株式会社エイト日本技術開発 
他の関連協力：開発計画調査型技術協力「アムル県総

合開発計画策定プロジェクト（2009 年 8 月～2011 年 7
月）」、「アチョリ地域地方道路網開発計画プロジェク

ト(2011 年 4 月～2012 年 4 月)」 
１-１ 協力の背景と概要 

ウガンダ共和国（以下、ウガンダ）の運輸交通システムは、道路、鉄道、航空、水上輸送によ

り構成されており、道路は貨物輸送の 96.5％、旅客輸送の 95％を占めている。ウガンダの道路網

は国道、県道、都市道、村落道から構成されており、地方道路は DUCAR と総称されている。 

現在ウガンダでは、地理情報と連動した地方道路データベースがないことが地方道路の整備・

計画・維持管理にあたっての問題となっている。国道については、ウガンダ国道公社(UNRA) が

地理情報と連動したデータベースを構築しており、2010 年に県道から国道に格上げされた部分を

含めた最新データを保有している。一方、地方道路については、デンマーク国際開発庁（DANIDA）

の支援によって構築された RAMPS があり、2004 年に全県に配布されたものの、2010 年 7 月に県

の数が 80 から 112 に増加したため、システムを持っていない県が多数ある。また、RAMPS のシ

ステムは複雑で、研修を受けた少数のスタッフしか使用できず、データの更新や維持管理が難し

いのが現状である。加えて、国土住宅都市開発省（MoLHUD）の測量地図課にも、全国道路網の

地理情報があるが、道路区分等の情報がなく、地方道路データベースとして活用するには、情報

の追加・更新が必要である。 

ウガンダの道路整備・計画・維持管理を担う土木事業・運輸省（MoWT）には、基礎的な道路

情報を含む地方道路データベースが十分に整備されていない。その結果、ウガンダ国政府が 2008

年に道路維持管理のためのウガンダ道路基金（URF）を設立したものの、各地方自治体が地方道

路維持管理のための適切な予算申請書を作成できず、効率的な予算配分ができていないのが現状

である。そんな中で、ウガンダ政府においては、JICA 実施の「アムル県総合開発計画策定プロジ

ェクト（以下、アムル）」及び「アチョリ地域地方道路網開発計画プロジェクト（以下、アチョリ）」

において、管理の比較的容易な道路情報データベースが作成されたことを高く評価し、本事業に

期待を寄せている。このような状況を踏まえ、地理情報を含む全国地方道路データベースの構築

と維持管理体制の構築は、ウガンダの運輸・交通セクターにとって急務となっている。 

１-２ 協力内容 

(1) 上位目標：  ウガンダ全土の県道・都市道（DUR）に対する土木事業・運輸省（MoWT） 

及び地方政府(DUCs)の維持管理及び改修に向けた能力が強化される。 

(2) プロジェクト 

目標   ： 

地理情報と道路インベントリを含む、地方道路データベースの効果的な運

用を通じ、土木事業・運輸省及び地方政府における県道・都市道の状況把

握及び管理能力が改善される。 
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(3) 成果   ： 

1) GIS を利用した地方道路デジタルベースマップが作成される。 

2) 土木事業・運輸省と地方政府の連携により、道路インベントリデータが収集され、適切 

な管理のための仕組みが確立される。 

3) 地方道路データベースが構築され、土木事業・運輸省による適切な維持管理のため 

の仕組みが確立される 

(4) 投入（2014 年 8 月末時点）： 

 日本側          ： 

 長期専門家派遣人数： 13 名（9 分野） 本邦研修受入人数： 5 名 

 機材供与額    ： 
108,590 米ドル、2,285,000 ウガンダシリング、1,388,092 円 

（上記合計、日本円で約 13,108,222 円） 

 現地活動費    ： 
219,930 米ドル、64,320,000 ウガンダシリング 

（上記合計、日本円で約 28,273,670 円） 

 ウガンダ側    ： 

 カウンターパート配置： 19 名 

 活動費： 231,955,000 ウガンダシリング（日本円で約 9,758,440 円) 

  2014 年 11 月 16 日時点レート：http://www.oanda.com 

      

２. 評価調査団の概要 

総括 

協力企画 

評価分析 

 垣下 禎裕 

島田 清仁 

山田 千晶 

JICA 社会基盤・平和構築部 参事役 

JICA 社会基盤・平和構築部 運輸交通・情報通信グループ 

 株式会社アンジェロセック 

調査期間 2014 年 9 月 14 日～10 月 3 日 評価種類 終了時評価調査 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

(1) 成果の達成度 

成果 1： 達成 

終了時評価時点においては、ウガンダの地方道路デジタルベースマップの完成が確認された。

プロジェクト開始後、MoWT や UBOS、MoLHUB 及びアチョリ等、JICA 関係プロジェクトの各

関係機関から、デジタルベースマップに関するデータの収集及びレビューを行った。C/Ps は、GIS

エンジニア、GIS マッピング専門家の支援を受け、収集したデータをデジタルベースマップに取

り纏めた。特に、RAMPS のデータにおいては、2010 年に県道から国道に格上げされた道路情報

を含めた、信頼性の低いデータに関し細心の注意を払ったレビューを行った。情報が不足してい

た県や地区については、衛星画像を購入し対応を行った。今後は、デジタルベースマップにおい

て道路以外の経済指標を変更した場合には、デジタルベースマップの更新を行う予定である。 

成果 2：概ね達成 

専門家のサポートの下、パイロットインベントリ調査は C/Ps と DUCs によって実施され、   

2014 年 5 月に終了した。それ以降は、C/Ps と DUCs が主体性を持ってインベントリ調査を継続し
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ている。また、収集されたデータはプロジェクト事務所にてデータベースに入力されている。道

路インベントリを適切に管理するために、道路インベントリ調査の実施やデータベースにデータ

を入力する作業において、MoWT と DUCs の役割と責任を明確にした。現在、インベントリフォ

ーマットやインベントリマニュアルが完成したことにより、全国で統一された基準や規定に基づ

いてデータの収集が行われている。パイロットインベントリ調査を通じて、C/Ps は、共通の評価・

調査基準に基づいた調査が行えるようになっただけでなく、収集した調査結果を系統的に整理且

つレビューが出来るようになった。以下に、終了時評価時点におけるインベントリデータに関す

る実績を示す。 

これより、本成果はプロジェクト期間内に達成されると判断される。 
インベントリデータ District（県道） Urban Council（都市道） 計 

対象数/総数 38 / 111 49 (17MCs, 32TCs) / 
197 (21MCs, 176TCs) 

 

対象道路延長/道路総延長 12,963km / 26,875km 3,764km / 7,831km 16,727km / 34,706km 
カバー率 48.2% 48.1% 48.2% 

  成果 3：概ね達成 

終了時評価時点においては、地方道路のデータベースおよびそのマニュアルは、2014 年 12 月

の完成を目指し、構築中であることが確認された。MoWT が地方道路データベースを適切に、且

つ、継続した維持管理をするためには、専門家及び C/Ps は、データベースの更新頻度や更新者、

更新方法等について改めて議論し、その内容を最終版として明文化し、MoWT のデータベース更

新に携わる関係者に配布することになっている。 

これより、本成果はプロジェクト期間内に達成されると判断される。 
データベース District（県道） Urban Council（都市道） 計 

対象数 /総数 38 /111 35（12MCs と 23TCs）/ 
197（21MCs と 176TCs） 

 

対象道路延長 /道路総延長 12,963km / 26,875km 2,800km / 7,831km 15,764km / 34,706km 
カバー率 48.2% 35.8% 45.4% 

  

(2) プロジェクト目標の達成度：概ね達成 

プロジェクト開始当初から、デジタルベースマップ及び道路インベントリデータを含む、デー

タベースの構築のための活動が実施されている。データベースが構築されれば、既存の道路状況

の把握が可能となる。終了時評価時点においては、データベースは未だ構築中であるが、2014 年

12 月には完成予定である。データベースの更新頻度や維持管理における MoWT 及び DUCs 其々

の役割と責任は明確であることが確認された。そのため、プロジェクトの残りの期間では、MoWT 

と DUCs が適切に道路維持管理できるよう、データベースをツール（手段）として、どう効果的

に使うかに注力すべきである。地理情報と道路インベントリを含む、地方道路データベースの効

果的な運用を通じ、MoWT 及び DUCs による県道・都市道の状況把握及び管理能力が改善される。 

これより、本目標はプロジェクト期間内に達成されると判断される。 

 

３-２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性： 

ウガンダの開発政策、我が国のウガンダに対する援助方針、橋梁維持管理能力向上におけるニ
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ーズとの整合性、地域のニーズとの整合性、日本の技術の優位性の観点から、妥当性は「高い」

と判断される。 

＜ウガンダの開発政策との整合性＞ 

 「国家開発計画 (NDP)（2010）」は、「経済インフラの質及び量の改善」を掲げ、運輸交通セ

クターの具体的な目標として、「道路インフラの拡大と品質向上」と「運輸交通インフラ及び

サービス提供の改善と効率化」を挙げている。 

 「国家運輸交通マスタープラン（NTMP）（2008）」によると、「地方運輸インフラの改善と維

持管理」が道路セクター分野における重要な政策の 1 つとして位置づけられている。 

 2002 年に策定された「第 2 次道路セクター開発プログラム（RSDP 2）」に沿った地方道路開発

を行うため、2005 年に「地方道路 10 年投資計画（DUCARIP）」が策定され、2008 年に議会

承認された。これは 10 年間の戦略的な道路維持管理の予算配分を示した計画である。この計

画を実行するためにも、地方道路データベースの構築は必要不可欠であり、本事業の果たす役

割は大きい。 

 その後、2012 年 6 月に「第 3 次道路セクター開発プログラム（RSDP3）」が策定され、その中

において、包括的な地方道路アクセスメントを通して現状課題を把握し、その解決の政策改善

や関係機関の能力向上に努めるとしている。 

 

＜我が国の対ウガンダ援助方針との整合性＞ 

 「対ウガンダ国国別援助方針（2012 年 6 月改訂）」において、「経済成長を実現するための環

境整備」は重点分野の 1 つとして挙げられている。日本の技術や知見を活かした案件形成のも

と、広域インフラ整備や運営・維持管理に係る支援を通じて、内陸国ウガンダの経済成長に不

可欠である円滑な物資輸送の供給に貢献するとしている。本プロジェクトは、地方道路データ

ベースを整備することによる県道・都市道の維持管理能力強化に対する支援であり、地方道の

適切な管理は地方物流を円滑にし、しいては地方経済の活性化に寄与することから、我が国の

援助の方向性と合致している。 

＜地域のニーズとの整合性＞ 

 ウガンダ全体の道路計画・整備・維持管理を担う MoWT にとって、基礎的な道路情報を含む

地方道路データベースの未整備は致命的である。基礎情報がないために、効果的な道路維持管

理計画を作成することができず、予算措置が適切に行えない状況となっている。よって、最新

の道路インベントリデータ収集のニーズは高いといえる。 

＜日本の技術の優位性＞ 

 我が国は、道路維持管理分野においては、長年、モザンビーク国やベトナム国等の世界の様々

な国で、技術協力プロジェクトを実施している。特にデータベースの構築、デジタルマップの

作成における日本の技術は最先端であり、本プロジェクトにも効果的に導入されている。 

 

(2) 有効性： 

「成果」達成による「プロジェクト目標」達成への貢献度は十分であり、プロジェクト目標の

達成状況を鑑みると、有効性は「高い」と判断できる。 
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＜プロジェクト目標の達成度＞ 

 道路データベースは構築中であり、2014 年 12 月までには完成される予定である。計画通りに

プロジェクト目標が達成されるためには、道路インベントリ調査を完了し、地方道路データベ

ースをできるだけ早く完成させることが課題である。なお、この点は、プロジェクト期間内に

達成されると判断される。 

＜「成果」から「プロジェクト目標」の達成に対するロジック＞ 

 成果 1～3 は時系列となっており、成果 1 と成果 2 を組み合わせることで成果 3 が達成され、

プロジェクト目標が達成されるという関係である。3 つの成果が達成されれば、ウガンダ全土

の県道及び都市道の位置及びインベントリが把握でき、MoWT によりデータベースが活用さ

れ、プロジェクト目標は達成されると言える。よって、3 つの成果がプロジェクト目標の達成

に貢献するというプロセスと論理性は明確且つ効果的であると判断される。 

＜「成果」から「プロジェクト目標」に至るまでの外部条件＞ 

 終了時評価時点においては、ウガンダの県の数は増減していない。よって、外部条件「県の数

が分割等によって大幅に変わらない」は満たされているといえる。 

＜JICA の他案件との連携＞ 

 2013 年 4 月、タンザニアで実施中の技術協力プロジェクト 1がウガンダを訪問し、本プロジェ

クトの C/Ps と道路維持管理に関する意見交換を行った。これらはウガンダ及びタンザニア側

双方が、地方道路維持管理の知見を広げるだけに留まらず、視野をも広げることのできる絶好

の機会となった。また、JICA 実施プロジェクトである「アチョリ」や「アムル」で整備され

た GIS データを利用することで当該プロジェクトの対象地域では別途インベントリ調査の実

施が不要となる等、本プロジェクトにおいて有効に活用されたことが確認された。 

 

(3) 効率性： 

投入実績により生み出される成果の程度の観点から、「やや高い」と判断される。 

＜成果の達成度＞ 

終了時評価時点において、成果 1 は達成されており、成果 2～3 は概ね達成されている。残りのプ

ロジェクト期間で、地方道路データベースが 50%以上カバーされれば、プロジェクト終了時までに、

全ての成果は達成されると判断される。＜投入の実績状況 (成果を達成するための投入の質、量及

びタイミング)＞ 

 日本側及びウガンダ側による投入は、目標達成に向け期待される成果を産出するために概ね必

要かつ十分なものであったことが確認された。 

① 本邦研修が 3 回実施され、研修参加者全員が研修に大変満足していることが確認された。

ウガンダでは取り入れられていない技術に触れることにより、更に新しい技術を学びた

い、日本で学んだ技術をウガンダで活用したいという参加者の意欲が高まった。また、

研修を通じて、事前に抱いていた技術的な疑問をも解決することが出来たのである。 

② MoLHUD が管理している地方道路の GIS データや DANIDA が支援した GIS データと

インベントリデータ等、ウガンダ政府機関に散在する既存のデータをレビューし、それ

1 タンザニア国地方道路開発技術向上プロジェクト（2012 年 2 月 24 日～2016 年 3 月 25 日） 
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らをできるだけ効果的に活用することが必要であると判断し、それらの活用に至ったこ

とは、プロジェクトへの投入を最小限に抑えたという点で効率性が高いと言える。 

＜「活動」から「成果」に至るまでの外部条件＞ 

 「活動」から「成果」に至るまでの外部条件は 4 つある。終了時評価時点において、その内の

1 つ、土木事業・運輸省のプロジェクト予算が大幅に遅れることなく配分される、が満たされ

ていないことが確認された。 

 

(4) インパクト： 

上位目標の達成見込み、プロジェクト目標と上位目標が乖離していないこと、及び上位目標達

成に向けたプロジェクトによる正のインパクトが確認されていることから判断すると、インパク

トは「高い」と判断できる。 

＜上位目標の達成見込み＞ 

 終了時評価時点において、上位目標の達成見込みを判断することは時期尚早である。上位目標

の達成のためには、プロジェクト目標の達成が絶対であり、達成には道路維持管理計画や予算

計画の策定など、戦略的な計画が必要である。終了時評価時点においては、上位目標達成に必

要なこれらの計画を策定するための活動が既に実施されていることが確認された。道理維持管

理計画は道路状態を良好に保つために、また、予算計画は適切な予算を確保するため、それぞ

れが必要不可欠な計画である。 

＜プロジェクト目標と上位目標の因果関係＞ 

 プロジェクト目標が上位目標の達成に寄与するためには、残りのプロジェクト期間中に、  

①C/Ps 主導によるインベントリ調査の完了、②DUR データベースの構築、③道路維持管理計

画の活用、④予算計画に基づいた適切な予算の確保、この 4 つが絶対条件となる。MoWT 及

び DUCs は主体性を持ち、上記条件を満たすための活動を開始していることは確認されてお

り、これらが継続して実施されれば、上位目標の達成見込みも高く、プロジェクト目標と上位

目標は乖離していない。 

＜プロジェクトの波及効果＞ 

 プロジェクト実施による正のインパクトが確認された。なお、負のインパクトは確認されてい

ない。終了時評価時点において、数名の C/Ps が、GIS の知識をさらに深めるためにマケレレ

大学の修士課程で勉強していることが確認された。また、別のエンジニアはインターネットを

使用して GIS の学習を始めた。このような行動は、プロジェクト活動に参加することにより得

られたデータベースの必要性や重要性の認識に起因しており、これらの行動の変化は、プロジ

ェクト成果の持続性に寄与すると言える。また、MoWT は、学習を望む職員に奨学金をだす

ことにより、プロジェクトの成果を高める組織的枠組みの開発を促進させていると言える。 

＜「プロジェクト目標」から「上位目標」に至るまでの外部条件＞ 

 プロジェクト効果の持続性を確保するための政策は維持されるものと判断される。また、終了

時評価時点において、地方道路の改修と維持管理における MoWT 及び DUCs の役割は変更さ

れていないことが確認されている。よって、外部条件は満たされているといえる。 
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(5) 持続性： 

持続性は、以下 4 つの政策的、組織的、技術的及び財政的側面から「やや高い」と判断され

る。 

＜政策的側面＞ 

 NDP は、「運輸交通インフラ及びサービス提供の改善と効率化」と「道路インフラの拡大と品

質向上」を低所得国から脱却するための方針として挙げており、RSDP3 では、包括的な地方

道路アセスメントを通して現状の課題を把握し、それを解決するための政策改善や関係機関の

能力向上に努めるとしている。よって、ウガンダ側でプロジェクト効果の持続性を確保するた

めの政策は維持されるものと判断される。 

＜組織的側面＞ 

 MoWT のプロジェクトに対するオーナーシップは、プロジェクト活動を重ねるごとに徐々に

確保されつつあると言える。更にエンジニアは、プロジェクトが進むにつれ、道路維持管理に

かかる必要な予算を確実に確保するための道路維持管理計画の作成は絶対条件であり、そのた

めのデータを適切に管理する必要性への理解が深まった。しかしながら、将来に向け、C/Ps

個人レベルだけではなく、組織レベルで取り組むことにより、プロジェクト成果を高めると共

に継続した維持管理が行われると期待されている。プロジェクト活動を通じて構築された

MoWT と DUCs の良好な関係はデータベース等のプロジェクト成果を維持するためには非常

に有効と考えられる。その理由としては、継続してデータベースが更新されるためには道路イ

ンベントリ調査は必要であり、MoWT のサポートの下、DUCs により実施されることが期待さ

れているからである。MoWT は、プロジェクト終了後も必要に応じて、DUCs に研修を提供す

るだけでなく、連携を効果的にするため、相互のコミュニケーションを円滑にしつつ、双方の

情報共有体制を構築し、良好な関係を維持することが期待される。 

＜技術的側面＞ 

 インベントリ調査やデータベースの構築等、専門家が C/Ps と実践ベースにおいて、共に作業

をすることによりプロジェクトで用いられた技術を徐々に C/Ps が習得しつつあることが確認

された。実践ベースの活動に参加することにより、自信がつき、現在実施されているインベン

トリ調査においては、専門家は同行しないため、C/Ps がインセンティブをもって DUCs ととも

に活動している。道路データベースは、MoWT が毎年更新することを目指しており、継続的

に活用できるデータベースを構築し、地方自治体による道路インベントリデータも毎年更新す

ることを目的としている。そのため、データベースの構造を複雑にせず、専門家の支援がなく

ても MoWT が変更や更新を行えるようにし、また、実践研修への参加や道路点検フォーマッ

ト及びマニュアルの作成を行ってきた。更に、道路インベントリデータ収集の項目においては、

将来的に道路区分が変更されてもデータを活用できるよう統一性の高いものにするだけでな

く、地方自治体の限りある人材によっても更新が行えるよう簡易なフォーマットとした。今後、

地方道路データベース維持管理マニュアルが、MoWT によって正式に承認されることになり、

本プロジェクトで用いられた技術はプロジェクト終了後もウガンダで受容されることが見込

まれる。 
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＜財政的側面＞ 

 地方道路維持管理の予算措置のために URF が設立されたものの、各地方自治体は地方道路の

情報・状況を把握していなかったため、道路維持管理計画の策定やそれに基づいた年度予算計

画が作成されておらず、適切な予算申請及び URF の活用が十分に出来ていなかった。本プロ

ジェクトにおいて、デジタルベースマップの作成、データベースの構築が行われることにより、

道路維持管理計画だけでなく、予算計画の策定が可能となる。今後は、データベースの更新等

を行うと共に既に構築されたデータベースを使い、予算申請を行うことでプロジェクトの成果

は継続される可能性が高いと言える。定期的にデータベースを更新するために、DUCs はイン

ベントリ調査を実施するための予算を確保する必要がある。DUCs は地方自治省（MoLG）の

傘下にあるため、インベントリ調査の実施にかかる経費は MoLG によって確保される必要が

ある。年次地方政府財政委員会において、MoLG に道路維持管理の重要性を理解してもらうの

は勿論のこと、道路維持管理のための予算を確保してもらうことが最重要課題である。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

計画内容に関する、効果発言に貢献した要因は確認されなかった。 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクトにおける C/Ps のイニシアティブ：プロジェクト開始当初、日本人専門家の主導に

よりパイロットインベントリ調査を行い、C/Ps は技術や知識を専門家より学ぶことができた。そ

の後、技能を習得した C/Ps が主体性を持って調査実施する姿が確認されている。また、DUCs エ

ンジニアにも、そのノウハウを移転するなど、技術移転を行う姿が確認されている。C/Ps は、徐々

に自信を持ちはじめており、プロジェクト終了後も高いイニシアティブをもってインベントリ調

査等を継続すると期待できる。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

計画内容に関する、問題点及び問題を惹起した要因は確認されなかった。 

(2) 実施プロセスに関すること 

プロジェクト進捗と成果：プロジェクト開始当初、パイロットインベントリ調査は 2013 年 7 月

に終了する予定であったが、適切な C/Ps の配置及び調査に必要な予算配分の遅延により、2014 年

5 月まで調査は延長されることとなった。 

 

３-５ 結論 

結論として、プロジェクト終了時までにウガンダと日本国双方の努力により、プロジェクト目

標は概ね達成されると言える。プロジェクトの成果については、デジタルデータベースが構築さ

れ、インベントリ調査の技術やノウハウを専門家が C/Ps に移転しながら、パイロット調査が実施

される姿が確認されている（成果 1 と 2）。その後、C/Ps は、徐々に自らの技術に自信を持ちはじ

め、終了時評価時点においては C/Ps が主体的にインベントリ調査を行っていることが確認されて
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いる。現在実施中のインベントリ調査は、2014 年 12 月の終了を目指している（成果 3）。 

データベースの構築は、プロジェクト目標ではなく、むしろ、適切に道路維持管理を実施して

いくために必要な道路維持管理計画や予算計画を策定するための道具として活用することが求め

られている。新たなデータベースを活用することにより、維持管理サイクルを機能させるために

必要な「PDCA サイクル 2」における「P=Plan」が可能となる。「P」の実施後、「Do」にむけて動

き出すことが C/Ps に期待されている。 

これより、本プロジェクトは変化する環境の中で可能な限りの成功を収めたと考えられること

から、評価チームはスケジュールどおりに終了することが妥当と結論付ける。また、構築したデ

ータベースを道路維持管理計画や予算計画の策定に有効に活用されるために、適切な道路維持管

理が長期的に実施されるために必要な活動を残りのプロジェクト期間で実施することが望まれ

る。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1)道路維持管理における今後の方針について 
道路維持管理については調査（情報収集）、分析、計画、実行といった体系的なサイクル

（PDCA サイクル）に基づき行われることが期待される。つまり、適切な道路維持管理を

実施する上で、単に点検等の調査を広範囲で実施するのみならず、点検後の総合的なフォロ

ーアップが不可欠であるということである。これより、MoWT が本プロジェクトの上位目

標を達成するためにはまだ達成されるべき課題が存在すると考える。 
上述の状況を踏まえ、調査団は MoWT に対し、本プロジェクトで構築されたデータベー

スが効果的かつ効率的に道路維持管理の PDCA サイクルに活用されるための体系的な枠組

みを整備することを提案する。  
(2) PDM の修正 

本プロジェクトの調査期間中、地方道路全体の総延長が当初想定よりも大幅に長いことが

判明し、それに伴い現地点でのインベントリ調査の進捗状況が厳密には達成目標値である

50%に達していないことが判明した。このような状況の中、調査団は達成目標値を全体の割

合にて設定するのではなく、達成地域数で設定する方が適切であると判断し、これより、

PDM に記載の評価指標を変更することを提案する。 
(3) 教訓 
 本プロジェクトでは、プロジェクト目標の指標 1 として「地方道路データベースが土木事業・

運輸省によって毎年更新される」ことを設定しており、本プロジェクトにて継続的に実施した土

木事業・運輸省主体のインベントリ調査により、データベースの情報が日々更新されたことから、

指標 1 の達成度合を「概ね達成」と判断した。一方、指標 1 の文脈からは「データベース完成後

の定期的な更新」を意図するような印象も受けかねず、プロジェクト目標の指標として「何を測

定すべきか」より一層明確な指標の表現に努める余地がなかったか、今後の別案件の参考となれ

ば幸いである。 
 

 

2   PDCA cycle（plan-do-check-act cycle）は、活動等を円滑に進める手法の 1 つである。Plan（計画）→ Do（実行）

→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰返すことにより、業務の改善を目指す。 
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