
 

事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 26 年 6 月 12 日 

担当部署：産業開発・公共政策部産業・貿易第一課   

１．案件名  

ミャンマー地域観光開発のためのパイロットモデル構築プロジェクト 

２．協力概要 
（１） 事業の目的 

バガンにおける観光開発実行計画を策定することにより、当該地域における
総合的な地域観光開発事業が促進され、他地域に適用可能なパイロットモデル
が構築されることに寄与する。 

 
（２） 調査期間 

2014 年 10 月～2017 年 10 月を予定（計 36 ヶ月） 
 

（３）総調査費用 
4.76 億円  
 

（４）協力相手先機関 
ホテル観光省ホテル観光局及びホテル観光開発局（Directorate of Hotels and 

Tourism (DHT) / Directorate of Hotels and Tourism Development (DHTD), 
Ministry of Hotels and Tourism (MoHT）  

 
（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  
１）対象分野： 観光セクター 
２）対象地域： バガン（人口：232,298 人）、ネピドー 
３）技術移転の対象：ミャンマー地域観光開発のためのパイロットモデル構築プロ
ジェクトに関わる MoHT 及び関係政府機関の職員、観光セクター及び観光教育
機関の就業者 

３．協力の必要性・位置付け 
（１） 現状及び問題点 

ミャンマーはバガン、ピュー、マンダレーなどに残される遺跡のほか、少数民族
等の無形文化遺産、自然資源、リゾート開発のポテンシャルなど、多くの観光資
源を有している。2011年の民政移管に伴い外国人観光客は急増しており、MoHT
とアジア開発銀行（Asian Development Bank: ADB）の試算によると 2020 年には
観光入込客数 750 万人（現在の 7 倍）、観光収入 101 億ドルに達すると共に、観
光セクターにおける雇用は最大で 140 万人にまで及ぶとされている。このように
観光客が増加する一方、未整備な受入側の体制とのギャップが指摘されてい
る。 
特にバガンは世界三大仏教遺跡の一つとされ、また文化省（Ministry of 

Culture: MoCul）が国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization：UNESCO）の世界遺産登録申請準備を進め
るなど、世界的にも貴重な遺跡が豊富な地域である。そのため、地方の小都市
であるにもかかわらず、バガンのホテル及び客室数はヤンゴンとマンダレーに次
いで 3 番目に多く、既に多くの観光客が訪れている。しかし、更に増加する観光
客を受け入れるための、インフラ整備、観光人材の育成が不十分であり、これら
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を早急に整備・改善するニーズは、政府機関及び民間セクターの双方において
高い。加えて、中長期にわたる包括的な地域観光開発計画は、バガンのみなら
ずミャンマーのどの観光地においても策定されていない。 
バガン観光開発における課題として、まず観光客を受け入れるための行政上

の体制や制度が十分整っていないことが挙げられる。観光客が遺跡を訪問する
際に遵守すべきルールやマナー、それらを普及させるための手法が整備されて
いないため、観光客の立入による遺跡の劣化や破壊、ゴミ問題などが大きな懸
念となっている。加えて、地域産業や住民がバガンの観光資源によって持続的
に裨益するためのビジネスモデルの開発や、継続したマーケティングもなされて
いない。また、バガンの観光は文化遺跡に大きく依存しており、他の観光商品の
開発やプロモーションが十分とは言えない。次にバガンのインフラ整備も不十分
で、上下水道、廃棄物管理、電気・通信、遊歩道、トイレ、街灯など多くのインフラ
が未整備であり、観光客の利便性や快適性において改善の余地は大きい。この
他、バガンの観光産業に従事する人材は量・質ともに不十分である。バガンで
は、豊富な遺跡とバガン朝までさかのぼる歴史を踏まえ、その魅力を伝えられる
観光人材が求められている。しかしそのための観光人材育成ビジョンや戦略、及
びそれらに沿った人材育成のための体制（指導者、カリキュラム、教材）も整って
いない。 
またこれらの課題に対処しつつバガンの観光を総合的に発展させるための地

域観光開発計画も策定されておらず、そのための能力や経験も蓄積されていな
い。 

 
（２） 相手国政府国家政策上の位置づけ 

ミャンマーが 2011 年に策定した国家総合開発計画（National Comprehensive 
Development Plan (NCDP) 2011-2030）において、「観光振興と開発」は取り組む
べき 3 分野の一つ「経済成長と雇用拡大」に位置づけられている。 

2013 年に MoHT は、アジア開発銀行及びノルウェー政府の協力を受けて観光
開発のためのマスタープラン（以下、M/P）を策定した。M/P では、①制度的環境
の強化、②人材育成とサービスの質の向上、③デスティネーション・プランニング
と運営のための安全対策と手順の強化、④質の高い製品とサービスの開発、⑤
観光関連インフラとアクセスの向上、⑥ミャンマー観光のイメージ・位置づけ・ブラ
ンディング構築、という 6 つの戦略的プログラムが示されている。本プロジェクト
は、これら 6 プログラム全てと横断的に関連している。 

本プロジェクトはバガンにおいてM/Pの6プログラムに関わるパイロット事業を
行い、地域観光開発計画を取りまとめることにより、M/P の目的である「観光振
興の国民の雇用と収入向上への貢献を最大化し、社会経済的利益が公平に分
配される」、ならびに NCDP が目指す「国民の生活向上と経済開発」の達成に寄
与するものである。 

 
（３） 他国機関の関連事業との整合性 
１）ルクセンブルグ国際開発協力庁は、観光人材育成に関する総合的な支援を 5

百万ユーロの予算により 2014 年から開始する意向を有し、その具体的内容に
ついて MoHT と協議中である。MoHT は、ルクセンブルグも含めた他ドナーによ
るプロジェクトと本プロジェクトの役割分担及び相乗効果を狙った協力のための
調整を行うこととなっている。 

２）スイス開発協力庁は、観光分野も含む職業訓練への支援を 2014～2021 年ま
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で 4 年ずつの 2 フェーズに分けて実施する。予算規模は約 100 万スイスフラン
／年で、対象地域はミャンマー東南に位置するカヤー州、バゴー地域東部、カ
イン州、モン州、タニンダーリ地域北部である。 

 
３）UNESCO は、日本からの信託基金、イタリア、スイスからプロジェクトベースで
提供される資金により、MoCul の能力向上、管理計画及び遺跡保全ガイドライ
ンの作成などにかかる、バガンの世界遺産登録のための支援を行っている。登
録申請は早ければ 2015 年 2 月（その場合、審議にかけられるのは 2016 年 6
月）。2015年に終了する現フェーズの支援の規模は 1～2億円。次フェーズの資
金規模は拡大する見通しである。世界遺産登録申請に際しては、バガンにおけ
る適切なインフラの整備や、観光開発計画なども求められており、これらの点に
ついて本プロジェクトは少なからず貢献することが可能である。一方、本プロジ
ェクト活動による遺跡への影響が世界遺産登録を阻害しないよう、MoCul 及び
UNESCO と十分に調整する必要がある。 

 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

本プロジェクトは、我が国の対ミャンマー経済協力方針（2012 年 4 月）における
Ⅱ. 経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援、及びⅢ. 
持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援、と合致してい
る。  

４．協力の枠組み 
（１） 調査項目  
１）バガン観光開発の管理・体制の強化にかかる活動計画の策定 
ア 観光開発の管理・体制の現状とニーズ調査 
・観光商品、サービス、施設・設備（CBT（Community Based Tourism）の観点を
含む） 
・周辺観光地、ツアープログラム 
・観光プロモーション、マーケティング 
・観光客のニーズ 
・観光産業界のニーズ 
・開発活動にかかる規制、手順 
・世界遺産登録に係る調査項目 
・地域の社会経済分析 

イ 観光開発の管理・体制の強化にかかる優先活動の特定とパイロット活動計
画の策定 

ウ 上記イで策定した計画に基づくパイロット活動の実施 
・観光商品、サービス、施設・設備（遊歩道、バザール、土産物）の開発 
・ツアープログラムの開発（観光地の多様化、オプショナルバスツアーの充実、
フェスティバルの開催） 
・情報サービスシステムの開発（ウェブサイトの制作／改善、観光案内所、看
板の設置／改善） 
・プロモーション活動の開発（観光プロモーションツールの開発、展示会の開催
／参加、FAM ツアー*1 催行、観光地ブランディング） 
・観光客の管理（観光客の数及び行動の管理） 
・その他（景観の向上、住民の意識向上、障害者への配慮） 
*1 FAM ツアー（FAM は Familiarization の略）とは、観光業界やメディアの関係
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者を現地に招き、現地の観光情報を提供することで、旅行商品の開発や
観光資源のメディア露出につなげることを狙いとして実施する観光振興の
ためのプロモーション活動の一つである。 

エ パイロット活動のモニタリング・評価 
 
２）バガン観光開発のためのインフラ整備計画の策定 
ア 主要な観光インフラと基幹インフラの整備*2 状況とニーズ調査 
・遺跡にかかる看板、観光情報センター（Tourist Information Center）、休憩
所、トイレ、街灯、遊歩道、展望台 
・道路、上下水道、廃棄物管理施設、電気、通信 
*2 本プロジェクトでは、観光インフラを「地域需要を考慮せず、観光需要のみ

から計画することが妥当なインフラ」、基幹インフラを「観光需要だけでなく
地域需要も十分に考慮して設計する必要のあるインフラ」と定義する。 

イ 今後整備を行うべきインフラの選定 
ウ 観光客数の増加に伴う基幹インフラの需要分析 
エ 観光インフラの概略設計と積算を伴う基本計画の策定（プレフィージビリティ

スタディ） 
オ インフラ開発スケジュールの策定 
カ 環境影響評価に関する規定、観光インフラ整備による影響の情報収集と分  
  析 
キ 上記エで策定した基本計画に基づくパイロット事業（観光インフラ建設）の実 
  施 
ク パイロット事業のモニタリング・評価 
 
３）バガンの観光人材育成体制の整備計画の策定 
ア バガンの観光人材育成体制の現状とニーズ調査 

・観光人材の現状（分野、学歴、経験年数、知識、技術、収入） 
・観光人材育成ニーズ（ホテル、旅行会社、ガイド、観光客） 
・観光人材に係る ASEAN スタンダード*3 に照らしたバガンの現状 
・観光人材育成体制（ホテル学校・大学、既存カリキュラム・教材） 
*3 ASEAN 経済共同体実現に向けた観光分野における取組みの一つとして、

観光分野の ASEAN 域内におけるスタンダードが定められている。同スタン
ダードの中には、ASEAN 域内の観光人材を評価する指標があり、ASEAN
域内での相互認証が可能となっている。 

イ 観光人材育成のための優先活動の特定とパイロット活動計画の策定 
ウ 上記イで策定した計画に基づくパイロット活動の実施 
・教育カリキュラムと教材の開発 
・教員養成及びホテル従業員やガイドへの指導 

エ パイロット活動のモニタリング・評価 
 
４）他地域において適用可能なバガン観光開発実行計画の策定 
ア バガン観光開発の管理・体制、インフラ、観光人材育成の現状把握 
イ 上記アを踏まえた SWOT 分析 
ウ バガン観光開発の方針、戦略の策定 
エ パイロット活動の評価結果の分析 
オ 上記エを踏まえた他地域において適用可能なバガン観光開発実行計画の策 
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  定 
 なお、上記調査を実施するために、①バガン観光開発の管理・体制の強化、②バ
ガン観光開発のためのインフラ整備、③バガンの観光人材育成体制の整備にかか
るワーキンググループ（WG）を設置する予定。 
 
（２）アウトプット（成果）  
１）バガン観光開発における管理・体制面の強化に係る活動計画 
２）バガン観光開発のためのインフラ整備計画（一部、概略設計、積算を含む） 
３）バガンの観光人材育成体制の整備計画 
４）他地域においても適用可能なバガン観光開発実行計画 
 
（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  
１）コンサルタント（分野／人数） 
ア 総括／地域開発計画 
イ 観光マーケティング I 
ウ 観光マーケティング II／プロモーション 
エ 観光関連規制・法規 
オ 遺跡保全 
カ 世界遺産登録支援 
キ CBT（Community Based Tourism） 
ク インフラ開発（観光インフラ、基幹インフラ） 
ケ 概略設計・積算／経済・財務分析 
コ 環境社会配慮 
サ 観光人材育成戦略 
シ 観光人材研修（ガイド／ホテル*4／レストラン） 
ス 業務調整*5 

*4 ホテルマネジメント、客室整備、給仕、料理、フロント業務が含まれる。 
*5 その他効果的なプロジェクト実施にとって必要な他分野の専門家を投入。 
 

２）その他 研修員受入れ 
以下の投入については必要に応じて JICA と MoHT が協議の上決定する。 

ア 本邦／第三国研修 
５．協力終了後に達成が期待される目標 
（１） 提案計画の活用目標 
１）策定されたバガン観光開発実行計画に沿った活動がバガンにおいて実施され

る。 
２）本プロジェクトで実施する各種パイロット活動の結果を踏まえて作成されるバガ
ン観光開発実行計画が地域観光開発のパイロットモデルとして承認される。 

 
（２） 活用による達成目標  
１）バガンが観光地としてより魅力的となり、知名度が向上する。文化遺産を保全
しつつ、観光客の利便性が高まり、観光人材の能力が向上する。 

２）バガン観光開発実行計画を参考にして、他地域の観光開発計画が策定され
る。 

６．外部要因 
（１） 協力相手国内の事情  
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本プロジェクト2年目にあたる2015年には総選挙が予定されており、政策の転
換などに注視する必要がある。 

 
（２） 関連プロジェクトの遅れ  

該当するプロジェクトはない。 
７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  
本プロジェクトの対象地域であるバガンの住民に裨益することを目的とした、地

元産品による土産物開発、観光客の村への訪問、などをパイロット活動として取組
むことを計画している。 
ホテル産業は女性や若年層の雇用機会が多く、就業者の学歴も中学・高卒程度

とそれ程高くはない。本プロジェクトでは、そうした層のキャパシティと所得の向上に
寄与する内容となっている。 
観光インフラ整備を含むパイロット活動を実施する際は、MoCul からの承認を得

つつ、ミャンマー国内の法規制及び JICA の環境社会配慮ガイドラインに準拠して
いることを確認の上、環境や遺跡等への悪影響を最小限に留めるよう留意する。 
８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

パレスチナ官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト（技術協力：2009
年 3 月～2012 年 2 月）では、ジェリコ観光振興のプラットフォームが、プロジェクト
終了後に機能せず、新しい事業を自主的、持続的に展開することができなかっ
た。これは、同プラットフォームにおいて、関係機関との活動実施に向けた調整を
行う推進役が不在となったことによる。多くの JICA 観光振興プロジェクトでは、実
施機関である観光省に対して、観光資源を所轄する文化省、環境省等、インフラ
を所管する運輸省、建設省、エネルギー省等の省庁や、対象地域の地方自治
体、民間企業、住民等、関係者との調整役が期待されるものの、観光省は一般
的に他の省庁に比べて小規模で予算も乏しく調整能力も弱い。 
上記教訓を踏まえ、本プロジェクトでは関係する政府及び民間の機関からなる

WG を重視し、これを円滑に形成するためにメンバーとなる機関に対し、詳細計
画策定調査の時点から本プロジェクト及び WG の趣旨を説明し、体制構築の準
備を進めている。プロジェクト開始後は、活動計画づくりの段階から WG メンバー
と協議し、適切に役割分担することでしっかりとメンバーをプロジェクトに巻き込む
ことが肝要である。 

９．今後の評価計画 
（１）事後評価に用いる指標  
１）活用の進捗度 
ア 本プロジェクトによって作成されるバガン観光開発実行計画の達成状況。 
イ 本プロジェクトで作成されるバガン観光開発実行計画が地域観光開発のパイ

ロットモデルとして承認されたか否か。 
２）活用による達成目標の指標 
ア バガンを訪問する観光客数の増加、観光客の満足度の向上、滞在日数の増

加、滞在中の支出の増加、正規の研修を受講した観光人材の増加、ライセン
スを有するガイド数の増加、プロジェクトにより開発された研修の受講生の収
入増。 

イ 承認されたバガン観光開発実行計画を参考にした他地域の観光開発計画策
定の進捗状況。具体的には、タスクフォースの形成、関係者による会議の開
催、地域観光開発計画の作成状況、策定された観光開発計画の数、計画実
施の進捗状況。 
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（２）上記１）および２）を評価する方法および時期 
１）原則としてプロジェクト終了 3 年後に事後評価を行う。 
２）必要に応じてフォローアップ調査を行う。 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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