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案件別事後評価（内部評価）評価結果票：技術協力プロジェクト
評価実施部署：ラオス事務所（2019 年 1 月）

国名
河岸浸食対策技術プロジェクト（フェーズ 2）

ラオス

Ⅰ 案件概要

事業の背景

メコン河流域では、河岸浸食による土壌崩壊・流出の被害、河岸後退が生じていた。これらの対策の
ため、蛇篭工法1が一般的に用いられていたが、コスト高であることや必要資機材の国内調達が難しい
ことから、十分な整備がなされてこなかった。このような状況下、日本の河川保全の伝統工法が紹介
され、試験的に施工が行われた。その後、JICA により河岸浸食対策マスタープランが策定され（ビエ
ンチャン市周辺メコン河河岸浸食対策計画調査（2001 年～2004 年））、このマスタープランに基づき、
河川保全伝統工法による河岸浸食対策に関する能力向上のための技術協力プロジェクトが実施された
（河岸浸食対策技術プロジェクト（2005 年～2007 年））。しかしながら、公共事業・運輸省には開発さ
れた工法を全国に普及するというニーズがまだあり、後継案件が要請された。

事業の目的

本事業は、公共事業・運輸省の河川局およびボケオ県、ルアンパバン県、ボリカムサイ県の県公共事
業・運輸局職員を対象とした河岸侵食対策に関する研修・セミナー、河岸侵食対策のパイロットプロ
ジェクトの実施を通じて、公共事業・運輸省及び県公共事業・運輸局の低コスト・低環境負荷の河岸
浸食対策事業実施にかかる能力向上を図り、もってこれら対策事業の国内普及を目指す。

1．上位目標：ターゲットグループ以外の県公共事業・運輸局担当職員が低コストで環境負荷の小さい
河岸浸食対策事業を実施できるようになる
2．プロジェクト目標：ターゲットグループ職員が低コストで環境負荷の小さい河岸浸食対策事業を実
施できるようになる

実施内容

1. 事業サイト：ボケオ県、ルアンパバン県、ボリカムサイ県、ビエンチャン首都
2. 主な活動：公共事業・運輸省・対象県の公共事業・運輸局職員を対象とした河岸浸食対策に関す

る研修・セミナーの実施、ボケオ県・ルアンパバン県・ボリカムサイ県でのパイロットプロジェ
クト実施、等

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 11 人
(2) 研修員受入 15 人
(3) 機材供与 河川測量機材、粗朶（そだ）工法2特

殊工具、等
(4) 現地業務費 、現地スタッフ傭上、旅費等

相手国側
(1) カウンターパート配置 13 人
(2) 施設・資機材の提供 執務室等
(3) ローカルコスト パイロットプロジェクト実

施費用等

協力期間 2010 年 10 月～2014 年 9 月 協力金額 （事前評価時）290 百万円、（実績）345 百万円

相手国実施機関 公共事業・運輸省

日本側協力機関 株式会社ニュージェック、八千代エンジニアリング株式会社

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

【事前評価時・事業完了時のラオスの開発政策との整合性】
低コストで環境負荷の小さい河岸浸食対策事業は公共事業・運輸省の「第 5 次 5 カ年計画」（2006 年～2010 年）及び「第

6 次 5 カ年計画」（2010 年～2015 年）に含まれており、本事業はラオスの開発政策に合致していた。
【事前評価時・事業完了時のラオスにおける開発ニーズとの整合性】

事前評価時に浸食が発生していた河岸は国内で166kmあったが、その対策が行われたのは63kmに過ぎなかった。深刻な河
岸侵食は特にボケオ県、ルアンパバン県、ボリカムサイ県で生じていた。2007年、所管部局として新たに河川局が設立され、
本事業は事業完了時まで同局の能力強化というニーズに合致していた。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】
「対ラオス国別援助計画」（2006年）では、重点分野の一つが社会経済インフラ整備及び既存インフラの有効活用であった。

自立的・持続的な成長のための原動力である経済成長を促進するため、経済成長の基盤整備支援を行うとしていた。
【評価判断】

以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
【プロジェクト目標の事業完了時における達成状況】

プロジェクト目標は達成された。パイロットプロジェクトとして、粗朶工法を用いた河岸侵食対策工事が対象 3 県の全て
で実施された。パイロットプロジェクトの 1m あたりの平均単価は 1,114～1,933 米ドルであり、他の類似工事（2,530 米ドル）
より低コストであった。粗朶工法は地域で入手できる木材や石材を建設資材として用いるものである。近代的な建設技法と
異なり、粗朶工法は自然環境保全に役立ち、漁業で育種場としても機能するものである。
【プロジェクト目標の事後評価時における継続状況】

事業効果は一部継続していると判断される。対象 3 県の全てにおいて、本事業により実施された河岸侵食対策工事は、県
公共事業・運輸局と村民により、維持管理及びモニタリングされている。村民は河岸浸食対策工事の小規模修繕に関わり、
地元の民間企業が外注された仕事を請け負っている。しかしながら、本事業のパイロットプロジェクトの経験は対象県内の
他の地域に普及すまで至っていない。例えば、ボケオ県の公共事業・運輸局は粗朶工法を用いた河岸浸食対策工事を追加の

                                                       
1 竹・柳・鉄線などでかごを編み、石材を詰めたもので、河岸に並べて配置して斜面の保護を行う方法。
2 伐採した小枝と木杭、石材を合わせて、河床の浸食を防止する工法。
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3 か所で計画し、調査を行い、うち 1 か所では設計も終わったが、2019 年実施に向けて予算承認を待っているところである。
ルアンパバン県では公共事業・運輸局により粗朶工法を用いた法面保護工事を行う 2、3 か所が提案されたが、予算不足から
実施されていない。
【上位目標の事後評価時における達成状況】

上位目標は達成されていない。事業完了後、河川局は粗朶工法を紹介するセミナーをポンサーリー県、ウドムサイ県を含
む 14 県で実施し、2017 年にはウドムサイ県で河岸浸食対策工事のモニタリング・監督に関する研修を実施した。しかしな
がら、河川局の予算不足から新たな新規工事は他県では実施されていない。
【事後評価時に確認されたその他のインパクト】

第一に、河川局と県公共事業・運輸局によると、自然環境への負のインパクトは生じておらず、パイロットプロジェクト
での植林に加え、野菜栽培や他の植林の結果、新たな浸食が防がれている。第二に、本事業で作成・翻訳された河岸浸食対
策工事に関するマニュアルがラオス大学工学部に配布された。マニュアルはカリキュラムに組み込まれ、主要教科ではない
ものの、河川工学に関する講義が行われている。第三に、ルアンパバン県のパイロットプロジェクト実施後に形成された地
区（沈降領域）は村民にとっての憩いの場として活用されており、4 月のラオスの新年を迎える時期には地域経済の活性化
にも貢献している。
【評価判断】

以上より、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）
ターゲットグループ職員が低コス
トで環境負荷の小さい河岸浸食対
策事業を実施できるようになる

1. パイロットプロジェ
クトの対象県で河岸侵
食対策事業が合計で、少
なくとも3件実施される

達成状況：達成（継続）
（事業完了時）
- パイロット河岸浸食対策事業がボケオ県、ルアンパバン県、ボリカムサイ
県で合計 3 県実施された。
（事後評価時）
- ボケオ県では、本事業で実施された河岸浸食対策事業は県公共事業・運輸
局と村人により補修され、県公共事業・運輸局と村人により定期的にモニ
タリングされている。
- ルアンパバン県では、本事業で実施された河岸浸食対策事業は 2014 年の
鉄砲水で一部崩壊した後、県公共事業・運輸局と村民により補修された。
県公共事業・運輸局が郡公共事業・運輸局と調整しながらモニタリングし
ている。
- ボリカムサイ県では、本事業で実施された河岸浸食対策事業は村人により
維持管理、モニタリングされている。

（上位目標）
ターゲットグループ以外の県公共
事業・運輸局担当職員が低コスト
で環境負荷の小さい河岸浸食対策
事業を実施できるようになる

1. 本プロジェクトのタ
ーゲットグループ以外
で少なくとも 1 県で河
岸侵食対策事業が実施
される

達成状況：未達成
（事後評価時）
- 低コストで環境負荷の小さい技法を用いた河岸浸食対策事業は他県では
新たには実施されていない。

（出所）終了時評価報告書、事業完了報告書、河川局、県公共事業・運輸局からの提供データ。

3 効率性

事業期間は計画どおりであったが（計画比：100％）、事業費が計画を超えた（計画比：119％）。アウトプットは計画どお
りに産出された。よって、本事業の効率性は中程度である。
4 持続性

【政策制度面】
河岸侵食対策を含む防災を担う人的資源開発は、災害リスクと気候変動によるインパクトへの対応に関する政策として、

「第8次国家社会経済開発計画」（2016年～2020年）で優先付けられている。また、河岸侵食対策は公共事業・運輸省の「第8
次5カ年計画」（2016年～2020年）含まれている。このように、防災のための人的資源開発は少なくとも2020年までは政策的
に裏付けられている。
【体制面】

人員不足の問題がある。事後評価時点で、公共事業・運輸省河川局の職員数は 41 人であった。政府の職員採用の割当不足
のため、24 のポストが欠員となっていた。河川局の河岸影響防止部門には職員が 12 人いたが、河川局によると、河岸侵食
対策工事に関連した責務を果たすには十分ではないとのことであった。県レベルでは、ボケオ県、ルアンパバン県、ボリカ
ムサイ県それぞれの公共事業・運輸局に、2011 年、河岸侵食に対する対策に特化した部門である、水路管理部門が新設され
た。各県のこれらの部門にはそれぞれ 3 人、3 人、4 人の職員が配置され、河岸侵食対策を担当している。県公共事業・運輸
局は欠員補充をするよう要請しているが、政府の割当不足のために、それは実現していない。気象水門データに関して、天
然資源環境省の気象水門局との情報共有に関する合意の下、河川局は必要なデータを入手している。
【技術面】

河川局には河川工学・管理コースの大学卒業生がおり、河川工学・管理に関して十分な技術を維持している。また、外国
で河川保護の経験を積んだ職員もいる。対象3県の公共事業・運輸局には技術のある職員が不足しており、そういった職員の
離職や退職といった問題にも直面している。河川局は県公共事業・運輸局職員を対象とした河岸侵食・保護に関する研修を
半年ごとに実施していたが、2017年以降は予算不足から研修は
実施されていない。本事業により作成されたマニュアルは、デ
ータ収集や河岸侵食対策の設計に活用されている。対象3県で
は、低コストで環境負荷の少ない工法の発注先として民間の建
設企業がある。
【財務面】

全体的に、中央レベルでも県レベルでも河川管理の予算は不
足している。河岸影響防止部門と他5部門を含む河川局の予算

表：予算支出（百億ラオスキップ）

2015 2016 2017 2018
河川局 15.98 21.42 13.51 15.64
ボケオ県公共事業・運輸局 0.60 2.00 1.75 1.75
ルアンパバン県公共事業・運輸局 0 0.25 0 0.12
ボリカムサイ県公共事業・運輸局 2.40 0.50 0.1 0.47
出所：河川局、県公共事業・運輸局。
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は安定していない。県公共事業・運輸局の予算は公共事業・運輸省からの配分であり、工事ごとに承認される。3県の公共事
業・運輸局の予算はそれぞれ増加したり、減少したりしている。河川局によると、このように公共事業・運輸省からの予算
配分が十分でないのは、同省の詳細計画・予算積算が十分でないからである。既述のとおり、粗朶工法は他の工法より低コ
ストであるが、それでも、河岸浸食対策のニーズの全てをカバーするには予算が不足している。予算不足は公共事業・運輸
省が政策として河川よりも道路網を優先していることにもよる。さらに河川の中でも、メコン川のような大きな河川は対象
県を流れるような小さな河川よりも経済的により大きな影響力を持つことから、大きな河川の河岸浸食対策により重点が置
かれている。
【評価判断】

以上より、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

プロジェクト目標は達成され、事業効果は継続している。河岸侵食対策のパイロットプロジェクトは低コストで環境負荷
の小さい工法を用いて対象 3 県の全てで実施され、これらの建設工事は維持されている。しかしながら、予算不足からこれ
らの河岸侵食対策事業は県内・他県の他の地域に普及するまで至っていない。持続性に関して、予算不足から技術ある職員
の配置や新規建設工事が行われていない。効率性については、事業費が計画を超えた。

以上より、総合的に判断すると、本事業は粗朶工法の効果が確認できたものの、一部課題があると評価される。

Ⅲ 提言・教訓

実施機関への提言：

- 県公共事業・運輸局に対して、公共事業・運輸省からの承認を要請するため、河岸侵食対策と人材育成のマスタープラン

を、明確な優先順位と緻密な予算計画とともに作成することを提言する。また、公共事業・運輸省に対しては、提案された

予算申請を入念に吟味し、財務省と計画投資省と議論することを提言する。

- 県公共事業・運輸局に新規に配属された職員は河岸侵食対策工事の経験を十分には有していない。河川局は県公共事業・

運輸局職員に対する研修を再開するか、県公共事業・運輸局が技術を有する職員の離職前に知識共有が行えるよう、引継ぎ

計画を作成することを提案する。

JICA への教訓：

- 対象県のうち 2 県では、村民が河岸侵食対策工事の小規模修に関わり、地元の民間企業が発注業務を請け負っている。こ

のように、導入された工法は河川局や県公共事業・運輸局だけでなく、地元の関係者にも普及している。彼らの関わりは工

事を効率的で効果的なものにする促進要因となっている。建設工事を行う事業では、地元の関係者の能力向上のコンポーネ

ントを事業デザインに含め、建設工事に彼らを参加させることが効果的である。これにより導入する建設工法の技術的な持

続性につながる。

- 本事業では、事業完了後、新たな河岸侵食対策工事は県公共事業・運輸局の予算不足から実施されていない。公共事業・

運輸省からの予算配分の不足は正確な計画と予算積算が不足していたことに起因する。別の理由は、粗朶工法は低コストで

環境負荷の小さい工法としてその意義は公共事業・運輸省と県公共事業・運輸局に理解されているものの、対象県を流れる

小さな河川よりも大きな河川の河岸浸食対策の方がより優先度が高いことであった。事業完了後に必要な予算を確保するた

めには、特定の事業が導入しようとする技術手法そのものだけでなく、積算を伴う工事計画の作成方法について担当職員の

研修を行うことが必要である。

河岸浸食対策を説明した看板（ボケオ県） 実施された河岸浸食対策（ボリカムサイ県） 河岸浸食対策が実施されたナムカン川（ルア

ンパバン県）


