
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：ネパール連邦民主共和国 

案件名：緊急住宅復興事業 

L/A 調印日：2015 年 12 月 21 日 

承諾金額：12,000 百万円 

借入人：ネパール国政府（The Government of Nepal） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における震災復興及び住宅セクターの開発実績（現状）と課題 

2015 年 4 月 25 日、首都カトマンズ北西約 80 キロを震源とするマグニチュード 7.8

（米国地質調査所）の地震が発生し、その後の余震の影響もあり、死者 8,702 人、負

傷者 22,303 人、全壊家屋約 50 万戸、半壊家屋約 26 万戸となるなど、甚大な被害が

生じた1 。ネパール政府は、世界銀行、UNDP、JICA 等の支援を受けて災害後ニーズ

調査（Post Disaster Needs Assessment。以下、「PDNA」という。）を実施し、今般

の地震による被害総額は 7,065 億ネパールルピー（約 8,689 億円）、復旧・復興のた

めの資金ニーズは 6,695 億ネパールルピー（約 8,235 億円）と算出した。また、アジ

ア開発銀行（以下、「ADB」という。）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

の影響が見込まれている。 

これら総被害額及び総復興額のうち、住宅セクターの占める割合はそれぞれ約 50％

となっており、住宅セクターの被害及び復興ニーズが最も高い状況となっている。 

今回被害を受けた地方部では住宅建設に際し無焼成煉瓦を泥で接合した伝統的工

法で建設することが一般的であり、住宅建設にあたり耐震性が考慮されたものとなっ

ていない。今次地震による被害のうち、95％が当該工法に基づいたものとなっており、

これらの住宅の再建と強靭化が急務となっている。 

 

(2) 当該国における震災復興及び住宅セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ネパール政府は国家開発戦略における最上位の計画として「第 13 次計画（2013/14

～2015/16 年度）」を掲げ、災害による被害を軽減するために、開発における災害管

理の主流化が不可欠であり、そのためには法・行政制度の整備、情報通信体制の確保、

災害準備及び対応の能力向上が不可欠としている。また、災害リスク管理国家戦略

（2009 年）において災害に対し強靭な社会を構築することをビジョンとし、そのた

めの行政機構の確立、政策及び法司法体制の強化、中央政府から一般家庭まで災害リ

スク管理を可能とする環境の整備を行い、セクター毎の開発計画及び貧困削減計画に

沿った開発プロセスにおける災害軽減のメインストリーム化を目指している。 

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、

                                                   
1出典：PDNA 調査報告書 

円借款用 



地域防災力の向上を図るものである。 

 

(3) 当該国における震災復興及び住宅セクターに対する我が国及び JICA の援助方針

と実績 

我が国の「対ネパール連邦民主共和国国別援助方針」（2012 年 4 月）における重点

分野として「持続可能で均衡のとれた経済成長のための社会基盤・制度整備」が、開

発課題として「自然環境・防災に配慮した持続可能な開発」が定められており、本事

業は本方針に合致する。また、JICA 国別分析ペーパー（2014 年 4 月）において「持

続可能で均衡のとれた経済成長のための社会基盤・制度整備」が重点課題であると分

析しており、今次地震災害を受け、JICA は、国際緊急援助隊による緊急支援から復

旧復興までをシームレスに行う方針である。 

我が国が主催した第 3 回国連防災世界会議では仙台宣言（2015 年 3 月）及び仙台

防災枠組 2015-2030（2015 年 3 月 18 日）が採択され、①災害リスクの理解、②災害

リスク管理のための災害リスクガバナンス、③強靭化に向けた防災への投資、④効果

的な応急対応に向けた準備の強化と「より良い復興2（Build Back Better。以下、「BBB」

という。）」を推進することが定められ、また我が国政府は仙台防災協力イニシアティ

ブ（2015 年 3 月 14 日）を提唱し、BBB を推進することとしている。 

今回のネパール地震は第 3 回国連防災世界会議直後の大規模災害であり、日本政府

としてもネパールの復興を積極的に支援する姿勢を示している。具体的には、2015

年 5 月にバクーにて開催された第 48 回アジア開発銀行年次総会において麻生副総理

から支援国会合の呼びかけを行った結果、6 月 25 日にカトマンズにて行われた支援

国会合を共催し、総額 320 億円を超える支援を表明した。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

今般の地震被害への支援策として、世界銀行は、①住宅再建を目的とした地震住宅

復興事業（Earthquake Housing Reconstruction Project。以下、「EHRP」という。）（143.9

百万 SDR（200 百万米ドル）、2015 年 8 月 14 日 Financing Agreement 調印済）、②

金融セクター強化を目的とした災害後第 2 次金融セクター安定化支援事業（Post 

Disaster Second Financial Sector Stability Development Policy Credit）（100 百万米ド

ル、2015 年 8 月 14 日 Financing Agreement 調印済）、③既往融資案件の組み換えに

よる融資（灌漑、電力、保健、運輸等）を実施予定。ADB は、①学校再建、農村道

路整備、公共施設再建のための 200 百万米ドルの地震緊急支援借款（Earthquake 

Emergency Assistance Project）、②学校改修、農業生産者等の生計回復、震災復興に

向けた防災能力の構築支援等のための 15 百万米ドルの貧困削減日本基金（JFPR）、

③緊急支援グラント（3 百万米ドル）の供与、④農村金融に対する財政支援（30 百万

米ドル）並びに既往融資案件の組み換え融資（最大 350 百万米ドルまで）等、総額最

大 600 米百万ドルの支援を行っている。 

 

                                                   
2災害以前の状態に復旧するのではなく、脆弱性の再現を防ぎ、災害と貧困のスパイラルからの脱

却と持続的開発を目指し、災害に強い社会の構築を目指すこと。 



(5) 事業の必要性 

 上記の通り、本事業は、我が国政府が 2015 年 3 月に発表した「仙台防災協力イニ

シアティブ」の基本方針である BBB のコンセプトに基づき、地震被害を受けた一般

住宅について、地方部を中心に一定の耐震基準を満たした災害に強い一般住宅の再建

に資する資金を供与することにより、早期の震災復興を促進するものである。同国の

復旧・復興ニーズ、我が国及び JICA の援助方針・分析に合致することから、JICA が

本事業の実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要 

(1) 事業の目的 

本事業は 2015 年 4 月及び 5 月に発生したネパール地震により特に甚大な被害を受

けた郡において、地震被害を受けた被災者を対象に、一定の耐震基準を満たす一般住

宅を再建することにより、被災者の住環境の回復・改善を図り、もって BBB を通じ

た同地域の持続的な社会・経済成長に寄与するもの。 

 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

震災被害の大きい 14 郡（バクタプール郡、ダディン郡、ドラカ郡、ゴルカ郡、カ

トマンズ郡、カブレ郡・パランチョーク郡、ラリトプール郡、マクワンプール郡、ヌ

ワコット郡、オカルドゥンガ郡、ラムチャプ郡、ラスワ郡、シンズリ郡、シンドパル

チョーク郡）等 

 

(3) 事業概要 

1) 住宅再建：ネパール地震により被害を受けた被災者が災害に強い住宅を建設す

るための資金の供与、瓦礫処理、資機材調達等 

2) コンサルティング･サービス（事業管理、設計・施工確認、研修、資金管理、環

境社会配慮等） 

 

(4) 総事業費 

14,159 百万円（うち、円借款対象額：12,000 百万円） 

 

(5) 事業実施スケジュール 

2015 年 12 月～2020 年 12 月を予定（計 61 ヶ月）。住宅再建資金の貸付完了時をも

って事業完成とする。 

 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：ネパール国政府（The Government of Nepal） 

 2) 保証人：なし。 

 3) 事業実施機関：財務省又はその後継機関3。ただし、実際の事業実施は都市開発

                                                   
3
 ネパール政府は復興庁（Reconstruction Authority）を設立する意向でおり、設立後は同庁が実

施機関となる見通し。 



省（Ministry of Urban Development。以下、「MOUD」という。）及び連邦地方開発省

（Ministry of Federal Affairs and Local Development。以下、「MOFALD」という。）が

行う。 

 4) 操業・運営／維持・管理体制：MOUD 及び MOFALD 

 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：FI 

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、JICA の融資承諾前にサブプロジェクトが特定できず、且つそのようなサ

ブプロジェクトが環境への影響をもつことが想定されるため。 

③ その他・モニタリング 

本事業では、実施機関及び実施遂行機関である MOUD 及び MOFALD が、円

借款で雇用されるコンサルタントの支援を受けつつ、ネパール国内法及び「国

際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）に基づき、各サブ

プロジェクトについてカテゴリ分類を行い、該当するカテゴリに必要な対応策

がとられることとなっている。なお、サブプロジェクトにカテゴリ A 案件は含

まれない。 

 

2) 貧困削減促進 

住宅再建資金の供与において貧困世帯が排除されることのないようコンサルティ

ング・サービスの中にソーシャルモビライザーを動員し、貧困層への受益を促進する。 

 

3) 社会開発促進 

ジェンダー活動統合案件：住宅再建資金の供与において女性世帯主が住宅再建資金

にアクセスしやすいようコンサルティング・サービスの中にソーシャルモビライザー

を動員し、女性の参加を確保する。 

 

(8) 他ドナー等との連携 

世界銀行が EHRP を実施予定であり、本案件は地震住宅復興事業との協調融資案件

として業務運営マニュアルに基づく実施枠組みにより緊密に連携を進める予定。また、

世界銀行は技術協力により受給者特定調査と情報管理システム構築を予定しており、

本事業でも同技術協力の成果を活用予定。 

 

(9) その他特記事項 

事業対象地域、住宅復興資金額、受給者については今後世界銀行と調査を実施し、

業務運営マニュアルの中で決定予定。 

 

 



４. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1)アウトカム（運用・効果指標） 

指標名 
基準値 

（2015 年実績値） 
目標値（2022 年） 
【事業完成 2 年後】 

技術指針に基づく本事業で
建設された災害に強靭な住
宅戸数（戸） 

0 
住宅再建資金を受給した

85%の世帯* 

住宅復興資金を全額受け取
った受給者の数 
（世帯数） 

0 39,000** 

住宅復興資金を受け取った
女性世帯の割合 
（パーセント） 

N/A* 
受給者調査で特定される
女性世帯の割合に基づき

決定* 

*世界銀行等により実施される受給者調査を踏まえ最終的な基準値及び目標値を指定

する。 

**住宅再建資金として規程額を全額受け取った住宅再建対象戸数。規程額は業務運営

マニュアルにて指定される住宅再建資金の金額に準じる（暫定額として 20 万ネパー

ルルピーを予定）。 

 

(2) 定性的効果 

一般住宅の安全性の向上。同地域の持続的な社会・経済開発の促進。BBB の実現。 

 

(3) 内部収益率 

サブプロジェクトが特定できないため、算出せず。 

 

５. 外部条件・リスクコントロール 

(1) 前提条件：世界銀行の協調融資が同じタイミングで決定される。 

(2) 外部条件：住宅建設に必要な資材が適切な価格・品質で入手できる。 

 

６. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

(1) 類似案件からの教訓 

過去の自然災害に対する復旧支援事業（フィリピン国台風ヨランダ災害復旧・復興

計画等）から、事業実施にあたっては、①先方関係機関で構成する進捗管理委員会の

立ち上げと定期的な開催、②復旧・復興需要に伴う物価の高騰、③災害リスクを踏ま

えた復興支援等に配慮する必要があるとの教訓が得られている。 

 

(2) 本事業への教訓の活用 

上記を踏まえ、本事業では、協調融資相手である世界銀行と協議の上、①円滑な事

業実施のための実施・モニタリング体制の構築、②資材・人件費の高騰を考慮した積

算及びサブプロジェクトの決定、③「より良い復興（Build Back Better）」のコンセプ

トに基づき、地震以外の災害リスクも加味した復興支援の展開、を検討する予定であ



る。 

 

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 技術指針に基づく本事業で建設された災害に強靭な住宅戸数（戸） 

2) 住宅復興資金を受け取った受給者の数（世帯数） 

3) 住宅復興資金を受け取った女性世帯の割合（パーセント） 

4) 世帯毎で受け取った住宅復興資金の平均額（ネパールルピー） 

 

(2) 今後の評価のタイミング: 事業完成 2 年後（事後評価） 

 

以 上  


