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スリランカ 

東部州経済インフラ復興事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

川畑 安弘 

０．要旨 

本事業は、スリランカ東部沿岸地域の国道 A4 号線及び A15 号線の舗装・拡幅を

行うことにより、東部州地域の流通の効率化と他地域へのアクセス向上を図り、も

って同地域の経済復興及び同国の地域間経済格差の是正に寄与することを目的と

していた。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。効率性については、当初の計画事業概要（土

木工事）は計画通り実施されている。本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が

計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本事業完成後、対象道路区間の所要時

間は、半減しており、流通の効率化に貢献している。また、同区間の交通量は年率

8％と高い率で増加しており、当該地域の経済復興にも寄与している。東部州地域

の経済復興への貢献（インパクト）に関しては、ビジネス機会の増加について、95％

の人が「大幅に」もしくは「一定程度改善」と認識している。地域間経済格差の是

正に関しては、世帯収入の増加について、88％の人が「大幅に改善」もしくは「一

定程度改善」と認識している。これらの検証結果より、本事業の実施により概ね計

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。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。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１．事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

       事業位置図               カラディ橋全景 

 

1.1 事業の背景 

スリランカ北・東部では、約 30 年間にわたる内戦により多大な人的被害と共に、イ

ンフラの多くが破壊されていた。また、同地域の国内総生産に占める割合は、1980 年
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代の 15％から 97年には 4％へと低下し、他地域との経済格差も拡大していたことから、

スリランカ政府は経済復興と和平促進の側面から北・東部を開発の優先地域としてい

た。東部州の国道及び橋梁は、独立以前（1948 年）に建設された幅員の狭い規格のも

のであった。更に内戦中の不十分な保守管理により舗装の破損が著しい上、2004 年 12

月末に発生したスマトラ島沖地震による津波と洪水により一層劣化した。本事業対象

地であるアンパラ県及びバティカロア県は豊富な漁業資源を持ち、アンパラ県は国内

有数の米作地帯であるが、道路網の不備により農産物の大規模市場へのアクセスが制

限され、地域経済発展のボトルネックとなっていた。 

中でも東部地域は、インド洋津波の 大の被災地であり、経済格差がさらに拡大し

ていたことから、経済活動再開の礎としてインフラの復興・再建が喫緊の課題であっ

た。特に道路整備は、投資促進と地域産業の発展、コミュニティ外への就業機会の増

加、教育・保健等社会サービスへのアクセスの向上等、多面的な効果が期待されてい

た。 

 

1.2 事業概要 

スリランカ東部沿岸地域の国道 A4 号線及び A15 号線の舗装・拡幅を行うことによ

り、東部州地域の流通の効率化と他地域へのアクセス向上を図り、もって同地域の経

済復興及び同国の地域間経済格差の是正に寄与する。本事業位置図を図 1 に示す。 

 

    

    出典：道路開発庁（RDA） 

図 1 事業位置図 
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円借款承諾額/実行額 4,460 百万円/4,459 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 2006 年 3 月/2006 年 3 月 

借款契約条件 金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年）、一般アンタ

イド（本体分） 
金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年）、一般アンタ

イド（コンサルタント分） 

借入人/実施機関 スリランカ民主社会主義共和国/道路開発庁及び 
建設訓練・開発研究所 

貸付完了 2012 年 5 月 

本体契約 
 

China Overseas Engineering Group CO.LTD.（中国）、State 
Development & Construction Corp.（スリランカ）  

コンサルタント契約 日本工営（日本）/オリエンタルコンサルタンツ（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 

フィージビリティー・スタディー（JICA：緊急開発調査

2005 年 3 月） 

関連事業 技術協力： 
・JICA 建設機械訓練センター（1996 年～2001 年） 
その他国際機関等： 
・世界銀行：Road Sector Assistance Project（2005）, 

Sri Lanka Tsunami Emergency Recovery 
Program（2005）  

・アジア開発銀行：National Highways Sector Project（2005）

 

2.  調査の概要 

2.1 外部評価者 

 川畑 安弘（三州技術コンサルタント株式会社） 

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 7 月～2015 年 5 月 

 現地調査：2014 年 9 月 13 日～9 月 28 日、2014 年 12 月 7 日～12 月 20 日 

 

3．評価結果（レーティング：B1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

前大統領（一期目は 2005 年 11 月就任）の選挙公約「マヒンダ・チンタナ」に示さ

れた経済戦略に基づいて策定された「10 ヵ年開発フレームワーク」において、その経

済政策を促進するため、次の重点戦略分野が選定されている。1）食料安全保障/小規

模農家の収入向上、2）商業農業への転換を目標とした農業開発、3）電力、港湾、運

輸、通信及び中小企業セクターの整備・成長、4）地方整備及び貧困削減、5）後進地

                                                  
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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域への社会サービス（教育、保健医療、上水、社会保障等）、6）観光開発による外貨

獲得と雇用の確保、7）貿易及び投資協定の推進及び 8）北・東部及び津波復興継続推

進。本事業で掲げられた事業目的は、上述の戦略項目の 3）、4）、5）、8）の項目に合

致している。また、同フレームワークにおいて、道路セクターについては、国民の要

求に答えられる運輸交通サービスの提供（地方道の改良を含む）を目標としていた。[出

典：平成 19 年度外務省第 3 者評価（スリランカ国別評価調査報告書）] 

2010 年に「マヒンダ・チンタナ」の改訂版（「将来ビジョン」）が策定されたが、経

済構造の変革により、2016 年までに、2010 年時点の経済規模を倍増（国民一人当たり

の GDP が US4,000 ドル）することを目標としている。同時に都市地方間格差の拡大

を避けるべく、バランスの取れた経済成長を図るとしている。道路セクターに関して

は、改訂版「マヒンダ・チンタナ」の第 4 章において、道路の改良は国家統合及び政

治的安定を図るために重要であり、政府は 2011 年～2020 年の期間、全土の道路網を

品質の良い道路に改良する事業を 優先するとしている。なお、2007 年に策定された

「国道マスタープラン」（2007 年～2017 年）では、全土の経済成長拠点を結ぶ道路網

の整備が重要であるとの認識の下、国道の拡幅・改良が重点項目の一つとして、挙が

られていた。また、本事業対象区間内のバティカロアは国家レベルの成長拠点の一つ

でもある。 

なお、2015 年 1 月 8 日に大統領選挙が実施され、翌 9 日にマイトリパラ・シリセナ

氏が新大統領に就任した。ただし、道路分野に係る新たな開発政策等は示されていな

い（2015 年 3 月現在）。 

 

以上より、本事業の実施は審査時及び事後評価時において、スリランカの開発政策

に整合している。 

  

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業対象地域の東部州（トリンコマリー県、バティカロア県、アンパラ県の 3 県

で人口約 150 万人）の国道及び橋梁は植民地時代（1948 年独立）に建設された幅員の

狭い規格のものであり、さらに内戦中（1983 年～2009 年）の不十分な維持管理により

舗装は著しく破損している状況であった。更に、2004 年に発生したスマトラ島沖地震

による津波及び洪水により、一部区間において舗装は破損していた。東部州は豊富な

農水産資源を有しているが、道路網の未整備により、主市場へのアクセスが制限され

ていたため、地域経済発展のボトルネックとなっていた。そのため、スリランカ東部

沿岸地域の国道の舗装・拡幅及び橋梁の改良は、東部州地域の経済復興及び地域間経

済格差の是正のためにも早急に取り組むべき課題とされていた。 
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国道 4 号線 アダラクチェナ周辺      国道 4 号線アダラクチェナ周辺 

事業実施前               事業完了後 

（写真提供：株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 

 

スリランカにおいて、道路は も重要な交通モードであり、乗客の 90％、貨物の

98％は道路により運搬されている（2009 年現在）。国道、州道、地方・農業道路等を

含む道路総延長は約 11 万 km であり、国道及び州道の舗装率はそれぞれ、99％、70％

である。しかしながら、2009 年時点に置いておける国道の良好な路面状態を維持して

いる割合は 40％に過ぎない（政府は 2015 年までにその比率を約 60％までに引き上げ

る目標を有している）。このような状況の下、事後評価時点で、政府は経済成長ととも

に今後、さらに増加が見込まれる交通需要に対応するため、道路網の拡充・整備を図

るとともに、道路の「質」の向上に取り組む必要があるとしている。同時に、道路行

政機関の人材育成・組織能力向上にも重点をいる（出典：改訂版「マヒンダ・チンタ

ナ」第 4 章）。 

事後評価時点でも、交通需要に対応するため、引き続き、道路の「質」の向上に取

り組む必要があるとしており、道路改良を通じて、アクセス向上を図る本事業は、開

発ニーズに整合している。 
 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時施行の海外経済協力業務実施方針において、対スリランカ支援の重点分野と

して、1）地域や民族のバランスを考慮した北・東部を中心とした復興支援、2）民間

主導による持続的経済成長を目的とした経済インフラ整備、3）産業育成、及び 4）貧

困層への支援が挙げられていた。また、国別業務実施方針（2006 年度）においては、

コロンボ首都圏と地方をつなぐ道路網の整備、首都圏の渋滞緩和とともに、津波被災

地の道路の復旧・復興を重点分野としていた。従って、本事業は当時の援助方針に合

致していると言える。 

 

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。 
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3.2 効率性（レーティング：①） 

3.2.1 アウトプット 

本事業におけるアウトプット（計画及び実績）を表 1 に示す。 

表１ アウトプット比較（計画/実績） 
 

 審査時点での事業概要 事業完成時点での事業概要 

土木工事 ・道路改修、拡幅（アカライパトゥ- 

トリッカンディマデュ間合計約 98km）  

 

 

 

 

 

・橋梁建設（バティカロア市中心部に位置す

るカラディ橋（291m）への併設橋建設） 

 

計画通り。 

全延長の内、約 10km は 4 車線道路、残り約 88km

は 2 車線道路。舗装構造は不陸整正のため、現道

に 20 ㎝の路盤を敷設、その上に厚さ 50mm のアス

ファルト舗装を施工。136 箇所のカルバートもし

くは小橋の改修/改築。 

 

計画通り。 

現橋（1 車線）に並行して、新設（2 車線）。上部

工はボックスガーダー形式、下部工は鉄筋コンク

リートのピアー、基礎はパイル形式。 

コ ン サ ル

テ ィ ン

グ・サービ

ス 

・入札・設計図書のレビュー 

・施工監理 

・維持管理及び交通安全に係る提言・補助 

・環境・社会配慮モニタリング 

・訓練生雇用支援モニタリング 

・ベースライン調査 

 

外国人専門家：70.0M/M 

 

ローカル専門家：449M/M 

ローカル補助員：1,062M/M 

ほぼ計画通り。 

入札・設計図書のレビューは業務より削除。また、

カラディ橋建設が、事業開始後、本体道路建設か

ら切り離され、再入札となったため、入札業務補

助が追加作業となった。 

ベースライン調査は実施されていない。 

 

外国人専門家：100.35M/M 

 

ローカル専門家：482.92M/M 

ローカル補助員：1,173.68M/M 

職業訓練 ・建設機械運転及び整備技能に係る訓練コー

スの計画立案 

・訓練生の選定 

・地方政府及び地域コミュニティとの調整 

・訓練の実施  （668 人） 

・雇用支援 

計画どおり。 

2007 年、2008 年の両年に亘り、16 科目（計画よ

り 2 科目増加）に関して 668 人が職業訓練を受講。

出典：JICA 提供資料、実施機関との聞き取り調査 
注 1：当初計画では、土木工事（ICB）、職業訓練とも 1 パッケージで調達される予定となっていた。 
 

入札・設計図書のレビューは、当初、コンサルタント業務の 1 項目として含まれて

いたが、事業を早期に実施するために、別途、資金手当てがなされ（JICA の直接雇用）、

工事着工前に完了している。他のコンサルタント業務は、事業実施中に実施されたが、

事業完成後の本事業のインパクトを検証するためのベースライン調査は、実施機関と

コンサルタント間での実施調整に手間取り、タイミングを逸したこともあり、実施さ

れなかった。 
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本案件の一項目である職業訓練は、建設訓練・開発研究所 3（以下、「ICTAD」とい

う。）の組織体制確立、産業界との関係強化ならびに営業活動の促進により、ICTAD

の運営持続性を高めることを目的としていた。本事業下での職業訓練は ICTAD が毎年、

策定する企画書（Prospectus）の中から適当な科目を選定し、政府機関、地方自治体、

民間建設業者から、受講者を募集、訓練を実施している。受講者の約 70％は政府機関

の職員であり、残り約 30％が民間企業（建設業者）の社員である。訓練科目の多くは、

各種建設機械の運転技能の習得であり、道路開発庁（以下、「RDA」という。）地域事

務所で維持管理に携わる職員も職業訓練を受講している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラディ橋事業実施前の混雑状況     カラディ橋アプローチ（左側は旧橋）  

（写真提供：株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

審査時に積算された総事業費は 5,691 百万円で、円借款額は 4,460 百万円であった。

総事業費実績額は 5,870 百万円（うち円借款部分は 4,459 百万円）であり、計画を上

回った（対当初計画比 103％）。 

表 2 事業費比較（計画/実績） 

                                    （単位：百万円） 

 

項目 

計画値 実績値 
円借款 

（外貨） 
内貨 合計 円借款

（外貨）

内貨 合計 
自己 
資金 

円借款 合計 円借款 自己 
資金 

円借

款 
合計 円借款

・土木工事 3,462 0 0 3,462 3,462 1,644 326 2,233 4,203 3,876

 プライス・ 

エスカレーション 
62 0 0 62 62 - - - - -

 予備費 353 0 0 353 353 - - - - -

・コンサルティング・

サービス  
446 0 0 446 446 272 0 206 478 478

・職業訓練 34 0 0 34 34 33 0 0 33 33

                                                  
3 スリランカ建設産業の効率化及び競争力向上を目的として、1986 年に設立。主な業務は、建設業

界の人材育成、建設労働者の技能向上訓練、技能基準の設定等である。同研究所の下部組織である

建設機械訓練センターは日本の無償援助協力により設立され、1966 年～2001 年に掛けて、JICA 技

術協力により人材育成が実施された。 
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・土地収用費  0 56 0 56 0 0 0 0 0 0

・管理費 0 523 0 523 0 0 293 0 293 0

・税金 0 652 0 652 0 0 791 0 791 0

・建中金利 103 0 0 0 103 72 0 0 72 72

計 4,460 1,231 0 5,691 4,460 2,021 1,410 2,439 5,870 4,459

 出典：JICA 提供資料 
注：四捨五入の関係で、表上の縦横の計算が合わない場合がある 
為替レート：審査時（2005 年 10 月）1US$=111 円  1US$=100 ルピー、1 ルピー＝1.11 円、 

事業実施期間中（2007 年～2013 年）の平均：1 ルピー＝1.26 円 

 
 プライス エスカレーション：外貨 1.3％/年、内貨 0.0％/年 
 予備費：土木工事 10％、コンサルティング サービス 5％ 

コスト積算基準時期：2005 年 10 月 

 

事業費増加の主な理由は次のとおりである。 

 

1）事業開始後、施工業者の履行不良により、工程が大幅に遅延したため、橋梁建設

工事（カラディ橋）を原契約より削除し、再入札を行った。その後、新たに選

定された業者が橋梁建設工事の残工事を引継いで実施した。（なお、貸付完了日

後も、未完成の同橋梁建設を継続、2013 年 9 月に完工。） 

2）カラディ橋の桁の据付けに関して、桁延長（48m）が長いため、特殊施工業者に

その施工を別途、発注する必要が生じた。 

3）基礎地盤の不良箇所（軟弱地盤）でのパイル打込み作業に困難を伴い、追加費用

が発生した。 

4）事業実施期間中（2007 年～2013 年）の為替レートが円安に変動し、審査時（2005

年 10 月）の 1 ルピー＝1.11 円が 1 ルピー＝1.26 円（2007 年～2013 年平均）とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 15 号線 バティカロア周辺    国道 15 号線 バティカロア周辺 

事業実施前                事業完了後 

 （写真提供：株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 
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3.2.2.2 事業期間 

当初予定の事業実施期間は 2006 年 3 月（L/A 調印）より 2009 年 9 月（工事完成）

までの 43 ヶ月であったが、実際は 2006 年 3 月より 2013 年 9 月（橋梁工事完成）まで

の 91 ヶ月であり、対計画比 212％で計画比を大幅に上回った。なお、コンサルティン

グ・サービスは 2007 年 11 月に開始、2013 年 11 月に完了。 
 

表 3   事業期間比較 （当初計画および実績） 

 
 計 画 

(L/A 調印時) 
実 績 

コンサルタント選定 2006 年 3 月–2007 年 1 月 2006 年 3 月–2007 年 10 月 

コンサルティング・ 
サービス 

2007 年 2 月–2009 年 10 月 2007 年 11 月–2013 年 11 月 

用地取得 2006 年 1 月–2006 年 12 月 ― 

入札準備 2006 年 1 月–2006 年 7 月 2006 年 3 月–2007 年 3 月 （道路改修、拡幅工事) 
2009 年 10 月–2009 年 11 月（橋梁建設） 入札・契約 2006 年 8 月–2007 年 3 月 

土木工事 
   

2007 年 4 月–2009 年 9 月 
（道路改修、橋梁建設は同一時期

に施工と計画されていた。） 

2007 年 12 月–2010 年 10 月（道路改修、拡幅工事）

2010 年 4 月–2013 年 9 月（橋梁建設） 

職業訓練 2006 年 6 月–2007 年 12 月 2007 年、2008 年に実施 

出典：JICA 提供資料 
注 1：当初計画の工事完成後の瑕疵担保期間は 2009 年 10 月から 2010 年 9 月までであった。 
注 2：実際の工事完成後の瑕疵担保期間は、道路改修・拡幅工事については、2011 年 1 月から

2011 年 12 月まで、橋梁建設については 2013 年 9 月から 2014 年 9 月までであった。 
 
事業期間延長の主な理由は次のとおりである。 

 

1）コンサルタントの選定が約 9 ヶ月の遅延（実施機関内での手続き、承認に時間

を要した）。 

2）入札図書作成時（2006 年）、現場周辺の治安が悪く、現場踏査（砕石場、土取場

の特定/確認作業）が計画通りに進まなかったため、入札図書作成が遅延した。 

3）上述のように、橋梁建設工事については、再入札により新たに選定された業者

が橋梁建設工事の残工事を引継いで実施する事態が生じたため、土木工事全体の

工程は約 48 ヶ月の遅延が生じた。 

4）市街地 4 車線（約 10 ㎞）区間において、一部設計変更/追加工事（排水溝の設

置等）が生じた。 

 

以上より、本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、

効率性は低い。 

 

3.2.3 内部収益率 

審査時に算定された事業全体の経済的内部収益率（EIRR）は 12.7％であった。事後
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評価時点における内部収益率については、事業完成後に EIRR を計算するために必要

な費用及び便益に関するデータが実施機関より提供されなかったため、再計算は行わ

れていない。 

 

3.3 有効性 4（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果（運用・効果指標） 

 審査時には、運用指標として、日交通量（台/日：PCU5 換算）が、効果指標として

は所要時間の短縮（百万ルピー/年）が設定されていた。 

（1） 日交通量及び所要時間 

 

表 4 日交通量及び所要時間  

                         

 
指 標 

基準値 目標値 実績値 

2005 年 2010 年 2009 年 2013 年 2014 年 

審査時 事業完成 
1 年後 

（注 1） 

事業実施中 事業完成年 
 

事業完成

1 年後 

指標１：交通量（注 2）（注 3） 
・日交通量：国道 A15 ルート上 

バティカロアの北 5 ㎞地点：

PCU 換算（台/日） 

測定値無 設定値無 測定値無
 

測定値無 15,400

・日交通量：国道 A4 ルート上 
バティカロアの南 23 ㎞地点：

PCU 換算（台/日）  

4,150 設定値無 4,920 8,190 8,510

指標 2：所要時間の短縮： 
（分）（注 4）（注 5） 

100 設定値無 50 50 45

出典：JICA 提供資料、質問票への回答（RDA 計画部提供資料） 
注 1：当初の本事業完成予定年：2009 年 9 月、実際の完成年：2013 年 9 月（カラディ橋開通） 
   実績値については、実際の完成年に従って、2014 年を「事業完成 1 年後」と記載。 
注 2：「指標 1：交通量」について、審査時点における基準年（2005 年）の交通量観測地点は国道

A4 ルート上のカルムナイ及びカッタンクディであったが、審査後、両地点での交通量観測は、

実施されていない。そのため、事後評価時に入手できる情報は、現在観測している地点（バ

ティカロアの北 5km 地点、バティカロア南 23km 地点）における交通量であり、この観測地

点は審査時の交通量観測地点（カルムナイ、カッタングティ）と異なる。よって、計画値（目

標値）と実績値の比較検討は行うことが出来ないため、目標値は記載してない。 
注 3：実績値について、RDA 計画部提供の日交通量はある特定日の一日観測交通量で、PCU に換算

した数字である。 
注 4：「指標 2：所要時間の短縮」について、審査時点では、「所要時間の短縮（百万ルピー/年）」

と設定されていたが、所要時間の短縮に関する効果を貨幣単位で定量化することは、車種別

の交通量、人流･物流別の時間単価、貨物車積載物の種別/積載量等に関する情報/データが必

要であるが、これらの情報/データを入手することは困難であったため、「時間単位（分）」

で検証した。（RDA 計画部提供情報）そのため、目標値は記載していない。 
注 5：所要時間の計測値はバティカロア－カラティヴ間約 50 ㎞区間の乗用車による平均所要時間。

2013 年の数字はカラディ橋完成前（2013 年 9 月）の所要時間。（RDA 計画部提供情報） 
 
 
 

                                                  
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。 
5 Passenger Car Unit（乗用車換算台数） 
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国道 A4 ルート上バティカロアの南 23 ㎞地点での日交通量は、2005 年～2014

年の 9 年間でほぼ倍増している（年率 8％の増加率）。また、国道 A15 ルート上バ

ティカロアの北 5 ㎞地点での日交通量は、2014 年時点で 15,400 台/日であり、市

街地区間ということもあり、日交通量は多い。 

所要時間（バティカロア－カラティヴ間約 50 ㎞区間の乗用車による平均所要時

間）の短縮に関しては、審査時の 100 分から事後評価時時点で 45 分となり、ほぼ

半減している。 

 

3.3.2 定性的効果 

 本事業による定性的効果として、次の 3 項目が挙げられる。 

 

（1）輸送効率の改善  

RDA バティカロア及びアカライパトゥの両地域事務所によると、事業実施前

と比較し、舗装道路をスムーズに走行出来るようになったため、走行時間が大幅

に短縮され、また以前の悪路による車両の損傷、故障が低減されたとしている。 

（2）他州へのアクセス改善 

バティカロアから国道 A15、A11、A6 のルート（ 短時間ルート）を経てコ

ロンボへ到達する時間は、約 10 分短縮されているが、他州へのアクセス改善（所

要時間の短縮）と言う点では、平均所要時間約 7 時間の約 10 分にすぎず、本事

業の貢献は限定的である。 

（3）地域経済活性化 

周辺地域の治安の回復と、本事業による道路の改良により、観光開発を含め、

対象地域への投資も年々増加の傾向にある。 

 

本事業による定性的効果（輸送効率の改善、他州へのアクセス改善、地域経済活性

化）を検証するため、以下の要領で受益者調査 6 を実施した。 

 

受益者調査結果： 

（1）輸送効率の改善 

自分がかねて行き来している場所への移動/通勤時間の短縮に関する調査結果

を図 2、交通渋滞の緩和に関する調査結果を図 3 に示す。 

 

  

  

                                                  
6 サンプル数：計 100（本事業対象道路利用者及び沿線住民；公務員（38％）、民間企業従業員（25％）、

ビジネスマン（事業経営者、21％）、自営業（4％）、主婦（5％）、その他合計（7％）；男性（68％）、

女性（32％））方法：質問票調査 
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                 注：( )内数字は緩和された程度を表している 

図 2  移動/通勤時間の短縮      図 3  交通渋滞の緩和 

 
 

 

移動/通勤時間の短縮に関して、当該道路の利用者及び沿線住民は所要時間が平均

約 17 分、短縮されたとしている。 

また、当該道路改良による交通渋滞の緩和に対する貢献については、約 60％の人が

「大幅に」改善されたと認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 A15 号線             国道 A15 号線  

トリッカンディマデュ周辺       トリッカンディマデュ周辺         

事業実施前              事業完了後 

 （写真提供：株式会社オリエンタルコンサルタンツ） 

 

（2）他州へのアクセス改善 

他州の経済中心地（例：北中部州のアヌラーダプラ等）へのアクセス改善につ

いては、約 67％の人が本事業の貢献を認めている。 

（3）地域経済活性化 

地域経済活性化に関する評価結果を図 4 に示す。 

 

 

 

6%

22%

32%

35%

5%

5分以下

6‐10分

11‐20分

21‐30分

31分以上

0% 50% 100%

63%

27%

10%

0% 50% 100%

大幅に改善 （30％）

一定程度改善（20％）

若干改善（5％）
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図 4  地域経済活性化への貢献 

 

当該道路改良による地域経済活性化に対する貢献については、97％の人が「大

幅に改善」もしくは「一定程度改善」と認識している。 

  

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業の地域経済復興及び地域間経済格差の是正への貢献に関して、土地価格の変

動、投資の増加、人口の変動、観光開発の促進及び平均世帯収入についての情報収集

を行った。その結果を表 5～表 8 に示す。 

 

 

（1）土地価格 

事業対象地域の中心地であるバティカロアの土地価格の変動を調べた結果、次の

ような結果が明らかとなった。 

 
表 5 バティカロアの土地価格変動（平均価格） 

                                                     単位：ルピー/m2  
 2006 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

土地価格（ルピー/m2） 6,900 23,500 27,500 27,500 27,500 

    出典：市場価格（RDA バティカロア地域事務所提供） 

1983 年から始まったスリランカの内戦も東部州では 2007 年半ばにはほぼ落着き、

また本事業も開始されたこともあり、土地価格は一気に上昇した。（受益者調査で

も約 85％の人が、「大幅に」、もしくは「一定程度」と、本事業が貢献していると

認めている。）現在のバティカロアの土地価格は事業開始前の価格の約 4 倍になっ

ている。 

 

（2）投資の増加 
事業対象地域への投資の状況を表 6 に示す。 
 
 

  

54%

43%

3%

大幅に改善 （30％）

一定程度改善（20％）

若干改善（5％）

0% 50% 100%
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表 6 事業対象地域への投資状況 

 
 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

事業数 （件） 5 6 10 15 
投資額 （百万ルピー） 250 400 600 800 
新規雇用数（人） 1,750 3,000 6,000 8,000 

      出典：RDA バティカロア地域事務所提供資料 
 

事業対象地域への投資は確実に年々、増加の傾向にある。 
 
（3）人口の変動 

バティカロアの人口の変動を表 7 に示す。 
 

表 7 バティカロアの人口の変動 
                                 単位：1,000 人 

 2006 年 2010 年 2011 年 2012 年 
人口（1,000 人） 581 598 588 586 

出典：RDA バティカロ地域事務所提供資料 
 

人口の増減については大きな変動は見られない。2010 年の時点より、2011 年、

2012 年の人口は減少しているが、これは、内戦中、市街地に避難移動して来てい

た農民が内戦終結後、元の居住地に再移動したことによる。 
 
（4）観光開発の促進 

RDA バティカロア地域事務所によると、治安の回復と、道路の改良により、バ

ティカロアの北約 25km に位置するパシクーダは、海岸が遠浅で波も静かとの理由

で 2010 年頃より観光開発が始まった。2014 年現在、5 軒の 5 星ホテルを含む、約

2,000室のホテルが完成、さらに 2016年までに 4,000室まで増室される予定である。

また、観光客をコロンボより、航空機で運ぶ予定で、現在、バティカロア市内に飛

行場を建設中であり、2015 年上半期に運航開始を予定している。 

 
（5）平均世帯収入 

バティカロアの平均世帯収入の変動を表 8 に示す。 
 

表 8 バティカロアの平均世帯収入の変動 
 

                       単位：ルピー 
 2006/07 2009/10 2012/13 

スリランカ全国平均 26,286 36,451 45,878 
バティカロア平均 21,032 22,844 25,483 

全国平均に対するバティカ

ロア平均の比率(％) 

80 63 56 

東部州平均 20,811 23,922 30,676 
出典：Household Income & Expenditure Survey 2012/13、2009/10、 

2006/07（政府統計局） 
注 1：東部州の収入は全国一低い（2012/13） 
注 2：全国平均に対する比率（％）＝バティカロア平均/スリランカ全国平均 



 15

 

元々、東部州は全国一の低収入州であったが、現在でもその状況に変化は無く、

逆に地域間経済格差が大きくなっている。今後、高速道路網の整備が進み、コロン

ボへの所要時間が短縮されることにより、地域経済活動の促進が誘発されると思わ

れる。 
 

受益者調査結果： 

東部州地域の経済復興及び同国の地域間経済格差是正に対する貢献については、受

益者調査から、次のような認識結果が得られた。  

 
（1） ビジネス機会の増加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 5 ビジネス機会の増加 

 

当該道路改良のビジネス機会の増加への貢献については、95％の人が「大幅に

増加」もしくは「一定程度増加」と認識している。 

 

（2）世帯収入の増加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 世帯収入の増加 

 

当該道路改良により、ビジネス機会が増加した事もあり、世帯収入の増加に対

する貢献については、88％の人が「大幅に増加」もしくは「一定程度増加」と認

識している。しかしながら、スリランカの過去 4 年間（2010 年～2013 年）の年平

均経済成長は 7.5％と、他地域の経済成長も好調であったため、地域間経済格差

38%

57%

5%

0% 50% 100%

大幅に増加 （30％）

一定程度増加（20％）

若干増加（5％）

26%

62%

12%

大幅に増加 （30％）

一定程度増加（20％）

若干増加（5％）

0% 50% 100%
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是正までの貢献には至っていない。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

本事業は「環境社会配慮確認のための JBIC ガイドライン」（2002 年 4 月制定）

によると、セクター特性、事業特性及び地域特性の観点から B 種 7 に分類されて

いた。また、スリランカ国内法上では、環境影響評価（EIA）報告書作成は不要

となっており、沿岸部の事業実施に関しての沿岸保全局からの許可も審査時点で

取得済みであった。工事中の環境問題としては、排気ガス、騒音、粉塵等が想定

され、散水、工事用機器の適正管理等の対策を実施し、環境モニタリングが実施

されることになっていた。 

事業実施中、粉塵の軽減については、工事期間中、頻繁に散水を実施したと報

告されている。また、排気ガス、騒音、振動についても、建設機械不使用時には、

エンジンを切るようにしたと報告されている。なお、実施機関によると事業実施

中、コンサルタントによる環境モニタリングは計画どおり実施されている。本事

業の主な概要は、現道の改良・舗装工事であり、事業完成後に事業開始前の状況

より自然環境が悪化したという状況は発生していない。 

 

（2）住民移転・用地取得 

審査時点で想定されていた用地取得面積は約 1ha であり、その補償は国内法に

基づき実施される予定であった。ただし、本事業実施に伴う住民移転は想定され

ていなかった。しかしながら、事業実施中、実際の道路改修、拡幅工事は現道路

敷地内で行われたため、用地取得/住民移転は発生していない。 

 

（3）その他正負のインパクト 

審査時点では、特にその他のインパクトは想定されていなかった。しかしなが

ら、舗装工事完了後、既存の「でこぼこ道路」がアスファルト舗装に改良された

ため、走行速度が上昇、交通事故が多発する個所（Black spot）が見られるよう

になった。その一例としては、アカライパトゥの約 5 ㎞北に位置する急カーブの

地点が挙げられる。特に 2014 年 5 月～7 月の 3 ヶ月間で 10 件の交通事故（内 7

件は死亡事故）が発生したため、地域事務所は直ちに路面標示、ガードレール、

デリニエーター（視線誘導標）、標識（40km/時の速度制限）等を設置するなど、

技術的な対策を行った。結果、8 月～11 月の 4 ヶ月間、事故は発生していない。 

 
                                                  
7 カテゴリ B：環境や社会への望ましくない影響が、カテゴリ A（環境や社会への重大で望ましく

ない影響のある可能性を持つようなプロジェクトに適用される分類。）に比して小さいと考えられる

プロジェクトに適用される。 
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対象道路区間の所要時間は道路改良後、半減しており、流通の効率化に貢献

している。また、同区間の交通量は年率 8％と高い率で増加しており、当該地域

の経済復興にも寄与している。受益者調査からも、当該道路の利用者及び沿線住

民は所要時間が平均約 17 分、短縮されたとしている。また、交通渋滞の緩和に

対する貢献については、約 90％の人が「大幅に」、もしくは「一定程度」改善さ

れたと認識している。東部州地域の経済復興への貢献（インパクト）に関しては、

ビジネス機会の増加について、95％の人が「大幅に」もしくは「一定程度増加」

と認識している。地域間経済格差の是正に関しては「一定程度増加」と認識して

いるが、スリランカの過去 4 年間（2010 年～2013 年）の年平均経済成長は 7.5％

と他地域の経済成長も好調であったため、地域間経済格差是正までの貢献に至っ

ていない。以上より、本事業の実施により概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 

事業完成後の当該道路の運営維持管理は RDA が担当している。RDA は道路網の

内、幹線（A クラス）及び主要（B クラス）道路から成る国道網の整備、運営、維

持管理の責務を負っている。2010年 8月時点の管理道路延長は約 12,000kmである。

本部組織では維持管理・建設部（Maintenance Management and Construction）が国道

の維持管理を担当しており、全国 9 州に州事務所（Provinces）、さらにその下部組

織として、全国 21 箇所に地域事務所（District）を有している。本事業対象道路（98

㎞）の維持管理を担当しているのは東部州（Eastern Province）下のバティカロア及

びアカライパトゥの両地域事務所である。バティカロア地域事務所がトリッカンデ

ィマデュ－カラムナイ間約 73 ㎞を、残り 25 ㎞のカラムナイ－アカライパトゥ間を

アカライパトゥ地域事務所が担当している。両地域事務所配属の現職員数は表 9 に

示すとおりである。 

表 9 地域事務所配属の職員数 
                             （単位：人） 

職位 バティカロア

地域事務所 

アカライパトゥ

地域事務所 

主任技術者 
Chief Engineer 

1  1 

幹部技術者 
Executive Engineer 

1 2 

技術員 
Technical Officer 

3 4 

現場監督 
Work Supervisor 

9 11 

労働者等 
Labor Supervisor & 
Laborers 

約 60 約 110 

合計 
約 75 約 130 
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現時点での配属職員数について、バティカロア地域事務所では現正規職員の技能

職員（skilled staff）を今後、順次、契約職員に切り替えていく政府方針から、欠員

の補充を直ちに行わないこともあり、職員数はやや不十分だとしている。しかしな

がら、欠員の補充は順次、契約職員に切り替えられて行われるため、まもなく定員

の職員数に達する予定である。一方、アカライパトゥ地域事務所については、現時

点での維持管理作業に対しての職員配属数は適正としている。 

現在の維持管理体制は RDA 地域事務所の標準的な体制であり、適切に組織され

ており、職員数も概ね適切である。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

幹部技術者以上の、「技師（Engineer）」になるためには、大学卒以上の学歴及び

エンジニア協会の認定する「エンジニア」8 の資格を取得する必要があるが、バテ

ィカロア及びアカライパトゥの両地域事務所に所属している技師（主任技術者、幹

部技術者）はいずれも同資格を有している。また、技術員、現場監督等の技能職員

についてもその技術能力については、通常の維持管理業務等は問題なく、遂行出来

るとしている。 

維持管理作業は RDA 標準規定の「道路・橋梁建設維持管理標準仕様書‐2008 年

11 月」に基づき、実施されているが、職員はその他、「Code of Conducts」、「Guidelines 

for Safety」等の各種マニュアル、ガイドラインについても年 1 回程度の頻度で研修

を受講している。また、技能職の一部職員は本事業下（職業訓練の項目）で実施さ

れた ICTAD での「建設機械の運転技能向上」等の研修へ派遣されている。 

 

適正な技能を有した技術者が配置されており、また、研修の実施やマニュアルの

整備についても適切に対応されており、特に問題はなく、本事業の効果を持続する

にあたり技術的な課題は見られない。 

 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

RDA 全体の年間予算/実績及び道路/橋梁のための維持管理予算/実績を表 10 に示

す。 

 

 

 

 

  

                                                  
8 米国の Professional Engineer （専門技師）に相当するもので公認会計士等と同等な資格。 
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表 10 RDA 全体の年間予算/実績及び維持管理予算/実績 
 

                                   単位：百万ルピー/年 
 2012 年 2013 年 2014 年 

予算 実績 予算 実績 予算 実績 

RDA 全体の年間予算 132,795 131,970 126,623 125,319 136,205 114,870 
維持管理予算 

（全体予算への割合） 

5,961
（4.5％）

5,961
（4.5％）

5,150
（4.1％）

5,150
（4.1％）

8,000 
（5.9％） 

4,180 
（3.6％） 

    出典：RDA 計画部提供 
注 1：2014 年の実績値は 8 月末時点の数値 
注 2：( )内数字は維持管理予算/実績の RDA 総予算/実績に占める割合 
注 3：維持管理予算には、日常維持管理、定期維持管理、構造物の改良、安全管理施設の維

持管理が含まれ、大規模な修繕、改築は含まれない。 
 

道路維持管理財源を確保するため、スリランカ政府は「道路維持信託基金（Road 

Maintenance Trust Fund）」を 2005 年 12 月に設立、ガソリン販売価格から、1 リッタ

ー当り 1 ルピー、ディーゼル販売価格から 1 リッター当り 0.5 ルピーを徴収してい

る。なお、2014 年 11 月時点でのガソリン販売価格は約 160 ルピー/リッターであり、

その徴収比率は低い（日本では、ガソリン税はガソリン販売価格の約 40％）。道路

維持信託基金からの毎年の徴収額は約 15 億ルピーに及び 2014 年の維持管理予算

（80 億ルピー）の約 19％を占めている。また、2014 年予算額は対前年比 155％の

増加となっている。 

RDA 管理下の国道の維持管理に必要な額は平均 38 万ルピー/km/年（日常維持管

理：18 万ルピー/km/年、定期維持管理：20 万ルピー/km/年）とされているが、実

際にバティカロア及びアカライパトゥの両地域事務所に配分され、本事業対象区間

道路を含む道路に対して支出された維持管理費は表 11 及び表 12 に示すとおりであ

る。 

 
 

表 11 バティカロア地域事務所の維持管理費実績 
 

                                          （単位：百万ルピー） 

 2013 年 2014 年 

配分予算 支出額 配分予算 支出額 

日常維持管理 85.0 117.38 90.0 53.36 
定期維持管理 105.0 18.77 100.9 82.00 
構造物改良 29.0 47.71 45.1 57.01 
安全管理施設 

維持管理 

32.0 7.32 20.0 13.11 

  合計 251.0 191.18 256.0 205.57 
（246.68） 

         出典：RDA 維持管理部提供 
注 1：バティカロア地域事務所担当の維持管理道路延長は 266km 
注 2：2014 年の支出額のデータは 10 月末までの合計 
注 3：（ ）内数字は 12 ヶ月換算した数字 
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表 12 アカライパトゥ地域事務所の維持管理費実績 
 

（単位：百万ルピー） 

 2013 年 2014 年 

配分予算 支出額 配分予算 支出額 

日常維持管理 81.0 53.30 90.0 43.51 
定期維持管理 105.0 46.44 180.0 109.91 
構造物改良 18.0 4.01 130.0 63.50 
安全管理施設 

維持管理 

32.0 13.67 20.0 9.26 

  合計 236.0 117.42 420.0 226.18 
（271.42） 

                  出典：RDA 維持管理部提供 
注 1：アカライパトゥ地域事務所担当の維持管理道路延長は 380km  
注 2：2014 年の支出額のデータは 10 月末までの合計 
注 3：（ ）内数字は 12 ヶ月換算した数字 

 

過去 2 年間（2013、2014 年）、両地域事務所に配分された維持管理予算に対して、

両地域事務所はいずれも予算を消化しきれていない。なお、本事業下で拡幅、改修

された道路は完成後、間もないこともあり、通常の日常・定期維持管理の軽微な作

業が主体であり、予算は適切に配分されている。下記管理状況で記述してある付帯

/追加工事については、別途、別の費目（改良工事）から予算が支出されている。 

維持管理予算は適切に配分されており、運営維持管理にかかる財務状況に概ね問

題ないと考えられる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業下で拡幅/舗装された道路は、完成後 4 年経過しているが、現場視察の際、

特に路面の破損している個所も見られず、概ね良好な状態と言える。従って、下記

の作業内容を含む、現状を維持するための日常及び定期維持管理は概ね適切に行わ

れていると思われる。 

 日常維持管理：路肩雑草の除草、ひび割れのパッチング、ポットホールの補修、

排水溝の清掃、路面標示再塗装、標識の修理等 

 定期維持管理：路面のパッチング/補修、路肩の整備、ガードレールの塗装、

標識の修理、排水溝の整備等 

 

一方、本事業の主要事業内容は道路の舗装、拡幅が主体であったこともあり、路

面のかさ上げ等により、事業完成後、付帯/追加工事（計画時点では、下記の改良

工事等は想定されていなかった）が必要となり、自治体もしくは RDA の維持管理

予算より次のような工事が続けられている。 

・ 既存縁石が本来の機能（車輪止め、排水施設）を果たさなくなったこと

による、現舗装面の高さに合わせた縁石の再構築。（一部区間） 

・ 市街地で建設された側溝（排水溝）は当初計画では、蓋が設置されてい

なかった。そのため、安全性の面（人が落ちる可能性有り）から、蓋の
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追加設置。 

・ 一部、建設された側溝の排水経路が十分考慮されなったことによる、所

要位置までの追加延長工事。（排水された雨水を適切な地点まで導水する

ため） 

また、一部区間については、暴風雨時に浸水する箇所もあるため、盛土による路

面高修正改築工事が必要である。 

 

本事業下で建設された道路/橋梁については、現地調査時での目視検査では、路

面に大きな破損、損傷箇所は見受けられなかったが、改良工事で十分対応出来なっ

た箇所の改修/追加工事が自己資金で実施されている。 

 

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。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、スリランカ東部沿岸地域の国道 A4 号線及び A15 号線の舗装・拡幅を

行うことにより、東部州地域の流通の効率化と他地域へのアクセス向上を図り、も

って同地域の経済復興及び同国の地域間経済格差の是正に寄与することを目的と

していた。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。効率性については、当初の計画事業概要（土

木工事）は計画通り実施されている。本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が

計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。本事業完成後、対象道路区間の所要時

間は、半減しており、流通の効率化に貢献している。また、同区間の交通量は年率

8％と高い率で増加しており、当該地域の経済復興にも寄与している。東部州地域

の経済復興への貢献（インパクト）に関しては、ビジネス機会の増加について、95％

の人が「大幅に」もしくは「一定程度改善」と認識している。地域間経済格差の是

正に関しては、世帯収入の増加について、88％の人が「大幅に改善」もしくは「一

定程度改善」と認識している。これらの検証結果より、本事業の実施により概ね計

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。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。 

以上より、本事業の評価は高いと言える。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

道路改良後、重大交通事故（死亡、負傷事故）が増加する例は良く見られることで
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ある。交通事故対策としては、単に道路管理者だけが取り組んで解決するものではな

く、3E（Engineering、Enforcement、Education）の面から総合的に取り組む必要がある。

すなわち Engineering（技術）については、道路管理者が現場を技術/工学的に改善す

ることであり、Enforcement（取締まり）については、警察による取締まりの強化が必

要である。さらに Education（教育、啓蒙）については、警察及び学校関係者による運

転者、歩行者に対しての教育/啓蒙が重要である。道路管理者、警察、学校関係者、保

健衛生行政関係者、保険会社等が一体となり、交通事故対策に取り組む体制を確立し、

対策を策定することを提言する。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 

4.3 教訓  

（1）事業実施中の適切な設計変更による追加工事実施の必要性の検討 

本事業は 2004 年 12 月に発生した津波による被害に対しての緊急的な復興支援と

いうこともあり、改良工事の内容は、原則、拡幅及び現道の上に路盤及び舗装の敷

設であった。しかしながら、現道の路面が高くなったため（かさ上げ）、上記運営・

維持管理状況の項目で記述したように、事業完成後、付帯/追加工事（縁石のかさ上

げ、排水溝の蓋取り付け、排水溝の延伸等）が必要となった箇所が多く発生してい

る。これらの問題箇所は仮に、計画段階では予測出来なかったとしても、工事段階

では明白になったと思われる。事業開始後でも特に安全性に係る問題で、追加工事

が必要と思われる箇所/項目が発生した場合、事業完成後の不足しがちな維持管理予

算での施工は困難なため、JICA としては、実施機関に対して、「工事実施中に設計

変更を行い、適切な追加工事を実施すべき」と勧告すべきである。  

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  
 土木工事 

・道路改修、拡幅（アカライパトゥ- 
トリッカンディマデュ間合計約 98km）

 
 
 
 
 
 
・橋梁建設（バティカロア市中心部に位置

するカラディ橋（291m）への併設橋建

設） 

 

計画通り。 
全延長の内、約 10km は 4 車線道路、残

り約 88km は 2 車線道路。舗装構造は現

道に 20 ㎝の路盤を敷設、その上に厚さ

50mm のアスファルト舗装を施工。136
箇所のカルバートもしくは小橋の改修/
改築 

 

計画通り。 

現橋（1 車線）に並行して、新設（2 車

線）。上部工はボックスガーダー形式、

下部工は鉄筋コンクリートのピアー、基

礎はパイル形式。 

 コンサルティ

ング  サービス  

・入札・設計図書のレビュー 

・施工監理 

・維持管理及び交通安全に係る提言・補助

・環境・社会配慮モニタリング 

・訓練生雇用支援モニタリング 

・ベースライン調査 

 

 

外国人専門家：70.0M/M 

 
ローカル専門家：449M/M 

ローカル補助員：1,062M/M  

ほぼ計画通り。 

入札・設計図書のレビューは業務より削

除。また、カラディ橋建設が、事業開始

後、本体道路建設から切り離され、再入

札となったため、入札業務補助が追加作

業となった。 

ベースライン調査は実施されていない。

 

外国人専門家：100.35M/M 

 
ローカル専門家：482.92M/M 

ローカル補助員：1,173.68M/M 

職業訓練 ・建設機械運転及び整備技能に係る訓練コ

ースの計画立案 

・訓練生の選定 

・地方政府及び地域コミュニティとの調整

・訓練の実施  （668 人） 
・雇用支援 

計画どおり。 
2007 年、2008 年の両年に亘り、16 科目

（計画より 2 科目増加）に関して 668 人

が職業訓練を受講。 

②期間  
 

2006年3月～2009年9月  
（43ヶ月）  

2006年3月～2013年9月  
（91ヶ月）  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
  合計  
 うち円借款分  
  換算レート  

 
4,460百万円  
1,231百万円  
5,691百万円  
4,460百万円  

     1ルピー＝1.11円  
（2005年10月時点）  

 
   2,021百万円  

  3,849百万円  
       5,870百万円  

4,460百万円  
1ルピー＝1.26円  

（2007年～2013年平均）  
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