
事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

2015年 7月 17日 

社会基盤・平和構築部 都市・地域開発グループ 

１．案件名  

国名：ネパール連邦民主共和国 
案件名：ネパール地震復旧・復興プロジェクト 
The Project on Rehabilitation and Recovery from Nepal Earthquake 

２．協力概要 

（１） 事業の目的 

本事業は、ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」）において、復旧・
復興に係るネパール政府関係機関を対象として、復旧・復興計画の策定及
び耐震建築ガイドラインの整備等を行うことにより、より災害に強い国土及
び社会の形成を目指すものである。 

（２） 調査期間 
2015年 7月-2017年 6月を予定（計 24 ヶ月）  

（３） 総調査費用  
約 15億円 

（４） 協力相手先機関  

 国家計画委員会（National Planning Commission） 

 都市開発省（Ministry of Urban Development） 

 連邦・地方開発省（Ministry of Federal Affairs and Local Development） 

 財務省（Ministry of Finance） 

 内務省（Ministry of Home Affairs） 

 インフラ・運輸省（Ministry of Physical Infrastructure and Transport） 

 教育省（Ministry of Education） 

 カトマンズ盆地開発公社（Kathmandu Valley Development Authority） 

 シンドパルチョーク郡及びゴルカ郡政府 

（５） 計画の対象（対象分野、対象規模等）  
対象エリア：カトマンズ盆地（カトマンズ郡、ラリトプール郡、バクタプール郡） 

シンドパルチョーク郡、ゴルカ郡 
人口：約 3,076千人（2011年） 
面積：計 7,051km2 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点  
2015年 4月 25日、首都カトマンズ北西約 77キロ（ゴルカ郡）を震源とす

るM7.8の地震が発生した。その後の余震の影響もあり、これまでに死者 8,790
人、負傷者 22,300人、全壊家屋約 51万戸、半壊家屋約 28万戸という、甚大
な被害が生じている（2015年 6月）。ネパール政府は、今般の地震による被害
総額が約 100億ドル（同国の GDPは 192億ドル、2012/2013 年）に達する可
能性があるとしており、また、アジア開発銀行（以下「ADB」と言う）は同
国の 2014/2015 年度（2014年 6月～2015年 7月）の実質 GDP成長率予測値
を 0.8％下方修正し 3.8％とするなど、同国経済への深刻な影響が見込まれて
いる。 



UNやネパール政府等のアセスメントによれば、特に被害の大きく激震地に
指定された 14郡には、全国に対する人口が 20％であるのに対し、今回の震災
の死傷者、重大な被害を受けた（heavily damaged）公共施設、個人住宅は 90％
を超える。また、地滑り箇所はチベット側で発生したものも含め、合計で約
3,300 か所以上に上り 、多くの道路や橋梁が被害を受けており、復旧・復興
の足かせとなっている。 
かかる状況を踏まえ、JICAは 2015年 4月 26日からネパールに調査団を派

遣し、復旧・復興支援にかかるニーズ調査や緊急的に対応すべき具体的な案件
の発掘のために情報収集を行った。また、2015 年 5 月 25 日にカトマンズに
おいて、日本のこれまでの震災復興経験を提供すると同時に、今後の復興計画
作成や具体的な復興事業の事例を紹介するセミナーをネパール政府と JICAの
共催により開催した。この中で、2015年 3月に仙台市で開催された第三回国
連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組 2015-2030」及び日本政府が発表
した「仙台防災協力イニシアティブ」も踏まえ、地震発生直後の応急対応から
復旧・復興に入るこの時期にこそ、災害発生前よりも災害に強い社会を構築す
る契機として「Build Back Better」の考え方（以下「BBBコンセプト」と言う）
を反映させた、より災害に強靭な国の復興方針を作る必要性を強調し、ネパー
ル側からも多くの賛同が得られている。 

 
（２） 相手国政府国家政策上の位置づけ  
 今次震災を受け、ネパール政府は被災状況の把握と共に、被害の大半が建築物
の倒壊であったことから、新規建設の一時的停止及び建築基準の見直しを進めて
いる。また、被災した学校及び庁舎等の公共施設については早急に復旧する方針
であり、ドナーに対して迅速な対応を求めている状況である。耐震住宅及び学校の
普及促進を目指す本事業は、これらの取組に合致するものである。 
 
（３） 他国機関の関連事業との整合性  
今般の地震被害への支援策として、世界銀行は、①緊急物資供与、②地方一般

住宅向けの再建支援、③既往融資案件の組み換えによる融資により、合計 500百
万ドル相当を支援すると表明している。ADBは、①緊急支援グラント（3百万ドル）、
②JFPR グラントによる学校耐震化支援及び個人向けマイクロファイナンス、③小
学校修繕・再建に対する緊急融資（80 百万ドル）、④既往融資案件の組み換えに
よる融資を検討しており、合計 600百万ドル相当を支援するとしている。 
住宅及び学校に係る耐震建築ガイドラインを作成する本プロジェクトは、世界銀

行及び ADBによる支援と相乗効果を図るものであり、整合性がある。 
 

（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 
 JICA は、第 3 回国連防災世界会議において採択された「仙台防災枠組
2015-2030」（2015年 4月）の優先行動「強靭化に向けた防災への投資」、「災害リ
スクの理解」への貢献、及び日本政府の方針である「仙台防災協力イニシアティブ」
（2015年 3月）への貢献を念頭に、「より良い復興（Build Back Better）」をコンセプ
トとしたネパールの国家強靭性（National Resilience）の向上に向けて、国際緊急
援助隊による緊急・人道支援から開発までをシームレスに行う方針である。本事業
は、ネパール政府が取り組む「復旧・復興支援プログラム」の一環として、復旧・復
興計画の策定及び耐震建築の普及に係る支援を行うものである。 

４．協力の枠組み 



（１） アウトプット（成果） 
１） カトマンズ強靭化計画及び地方郡復旧・復興グランドデザインの策定 
２） 耐震建築・構造物の普及促進 
３） 優先復興事業（プログラム無償）の形成 
４） 優先緊急復旧事業（QIPs）の実施 

 
（２） 調査項目 

【アウトプット 1に係る調査項目】 
１） 想定災害の設定（「カトマンズ盆地における地震災害リスクアセス

メントプロジェクト」の結果を踏まえた今後想定される地震災害の
設定及びリスクアセスメント） 

２） カトマンズ強靭化計画の策定 
３） 地方郡復旧・復興に係るグランドデザインの策定 
４） 上記計画・方針策定及び実施に関する組織能力開発 
【アウトプット 2に係る調査項目】 
５） 耐震住宅/学校等建築物や道路橋梁/ライフライン等都市インフラ構

造物に係る基準の見直し検討 
６） 耐震住宅/学校建築に係るガイドライン（以下、「耐震建築ガイドラ

イン」）の作成 
７） 耐震建築ガイドラインの普及に係る補助制度・メカニズムの検討 
８） 耐震住宅/学校建設のための人材育成（カリキュラム策定、教材策定、

研修実施等を含む） 
【アウトプット 3に係る調査項目】 
９） 優先復興事業計画（プログラム無償）の抽出 
１０） 優先復興事業計画（プログラム無償）の設計及び概算レベル積算 
【アウトプット 4に係る調査項目】 
１１） 優先緊急復旧事業（QIPs）の策定 
１２） 優先緊急復旧事業（QIPs）の実施 

 
（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） 計 150MM 

【成果 1：（カトマンズ盆地強靭化計画）】 

(ア) 全体総括/復旧・復興計画 

(イ) 強靭化計画/行政組織 

(ウ) 土地利用計画 

(エ) 都市計画・開発管理制度 

(オ) 災害評価/防災計画 1 

(カ) 道路/橋梁計画 

(キ) 上下水道計画 

(ク) 観光・文化財復旧計画 

(ケ) 社会配慮/ジェンダー1 

(コ) デジタル地形図作成/GIS1 

(サ) 環境社会配慮 



(シ) 業務調整/援助協調/研修計画 1 

【アウトプット 1：（地方郡復旧・復興）】 

(ア) チームリーダー/地方復旧・復興 1 

(イ) 地方復旧・復興 2 

(ウ) 地方行政/組織計画 1 

(エ) 地方行政/組織計画 2 

(オ) コミュニティ開発 1 

(カ) コミュニティ防災 1 

(キ) 災害評価/防災計画 2 

(ク) 災害評価/防災計画 3 

(ケ) 社会配慮/ジェンダー2 

(コ) デジタル地形図作成/GIS2 

(サ) ハザードマップ作製 

(シ) 業務調整/援助協調/研修計画 2 

【アウトプット 2】 

(ア) チームリーダー/耐震建築・構造物 

(イ) 建築・構造物リスク評価 

(ウ) 耐震関連法制度 

(エ) 構造計算 

(オ) モデル耐震住宅/学校建設 

(カ) コミュニティ開発 2/技術普及 

(キ) 住宅補助制度 

(ク) 業務調整/援助協調/研修計画 3 

【アウトプット 3】 

(ア) チームリーダー/復旧・復興事業 

(イ) 公共施設建設計画 1 

(ウ) 公共施設建設計画 2 

(エ) 給水施設復旧計画 

(オ) 道路・橋梁復旧計画 1 

(カ) 道路・橋梁復旧計画 2 

(キ) 配電整備計画/配電附帯施設設計 

(ク) 施工・調達計画/積算 1 

(ケ) 施工・調達計画/積算 2 

(コ) 環境社会配慮/自然条件調査 

(サ) 業務調整/援助協調/研修計画 4 

【アウトプット 4】 



(ア) チームリーダー/ QIPs 

(イ) 生活環境向上活動（瓦礫処理含む） 

(ウ) 公共施設建設計画/設計 1 

(エ) 公共施設建設計画/設計 2 

(オ) 生計向上（農業/観光）1 

(カ) 生計向上（農業/観光）2 

(キ) 住民参加/組織強化 

(ク) 社会配慮/ジェンダー3 

(ケ) 施工・調達計画/積算/実施監理 1 

(コ) 施工・調達計画/積算/実施監理 2 

(サ) 業務調整/援助協調/研修計画 5 

２） その他 研修員受入れ 
国別研修（計 3回、各 10名程度を想定 

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 
カトマンズ強靭化計画及び地方郡復旧・復興グランドデザインがネパール

政府に承認される。 
（２） 活用による達成目標 

カトマンズについては更なる震災に備えた強靭化が促進され、また、地方
郡においては当該郡の資源や強みを活用した復旧・復興が促進され、より
災害に強い国土及び社会が形成される。 

６．外部要因 

（１） 協力相手国内の事情 
１） 政策的要因 

 政権交代に依る政策の変更又は意思決定の遅延 
２） 行政的要因 

 ネパール政府で実施している建築基準法の改定が遅延する 
 ネパール政府側の職員不足及び配置の遅れ 

（２） 関連プロジェクトの遅れ 
１） 世界銀行による住宅へ対する資金協力又は ADB による学校へ対する

資金協力が遅延する 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  

（１） 環境社会配慮 
１） カテゴリ分類：B 
２） カテゴリ分類の根拠：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライ

ン（2010 年 4 月公布）」上、セクター特性、事業特性及び地域特性に
鑑みて環境への望ましくない影響が重大でないと判断されるため。 

３） 環境許認可：本調査で確認 
４） 汚染対策：同上 
５） 自然環境面：同上 
６） 社会環境面：同上 
７） その他・モニタリング：同上 

（２） ジェンダー配慮 



耐震建築の展開においては、男性が出稼ぎで不在としている世帯を考慮
し、女性世帯主世帯の場合であっても建設が可能な方法を検討する。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

（１） 類似案件からの教訓 
フィリピン国「台風ヨランダ災害緊急復旧復興プロジェクト」では、優先緊急復旧

事業（QIPs）について対象地域の公平性や事業の持続性を考慮して検討した結
果、発災から約 8か月後に着工及び開始することとなっている。 
また、プログラム無償の形成について、フィリピン政府側の提案を尊重した結果、

施設 3 件・機材 6 件となり、またフィリピン政府側の関連省庁は 10 省庁となった。
結果として 1 件あたりの規模が小さくなったものの、案件数が増える分、緊急開調
の調査対象期間・調査項目が拡大し、また、カウンターパート機関内の調整負担が
生じた。 
（２） 教訓の活用 
 優先緊急復旧事業（QIPs）については、効果発現までの迅速性を意識し、過去の
我が国の無償資金協力案件の中で軽微な被害を受けたものや、耐震モデル住宅
及び学校の建設を早期に実施するなど、優先順位が高い取り組みについては直ち
に実施する。 
 プログラム無償については、ネパール政府側からの要望と調査しつつも JICA 側
が主体となり案件形成を図り、適切な案件数及び関係省庁数となるよう留意する。
また、復旧・復興期は資機材高騰等が見込まれるため、規模の検討については十
分に留意し、数量調整が可能なコンポーネントを含める。 

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 
 本事業において策定したカトマンズ盆地強靭化計画及び地方郡復旧・

復興グランドデザインがネパール政府の政策として承認される。 
 耐震建築ガイドラインがネパール政府のガイドラインとして承認される。 
 本事業において実施される QIPsの概要が整理される。 
２） 活用による達成目標の指標 
 カトマンズ強靭化計画及び地方郡復旧・復興グランドデザインに基づき

提案されたプロジェクト件数及び開始されたプロジェクト件数。 
 耐震建築ガイドラインに基づき建設された住宅及び学校数（具体的件

数については、別途実施する「緊急学校復興事業」及び「住宅緊急復興
事業」において提案される指標を参考とする）。 

 QIPsの実施件数（最低 5件を目途とする）。 
３） 能力開発 
 国別研修又は本邦招聘参加者数 
 耐震住宅建設にかかる研修受講者数 

（２） 上記１）および２）を評価する方法および時期 
事業終了 3 年後に事評価を行い、 ネパール政府関係機関へのヒアリング
を通じ、 各種計画の位置づけ及び実施状況、耐震建築ガイドラインに沿っ
た住宅及び学校数、優先緊急復旧事業（QIPs）の効果発現状況等を確認
する。  

（注）調査にあたっての配慮事項 


