
第３章 事前評価表（技術協力プロジェクト） 

案件名 ： カンボジア王国水道事業人材育成プロジェクト 

対象国 ： カンボジア王国 実施地域 ： プノンペン市 

実施予定期間 ： 2003 年 10 月～2006 年 9 月（3 年間） 

1. プロジェクト要請の背景 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では 1990 年代初頭まで続いた内戦により、人材、社会、国家体制

が破壊された。上水道施設も破壊され、維持管理は行われず、状況は極度に悪化した。内戦終了後、プノンペン

市水道公社（PPWSA）に対しては、日本及び他のドナーとの協調により施設建設を中心とした支援が行われ、そ

の結果、給水能力の拡大が実現したが、都市部における安全な水の供給率はいまだに都市人口の 48％であっ

た。 

プノンペン市では、更に 2002 年 4 月に世界銀行の融資で建設されたチュルイチャンワール施設が運転を開始

し、2003 年 10 月には無償資金協力によって実施されているプンプレック浄水場の拡張・改修工事が終了予定で

ある。これら 2 つの施設の完成により、12 万 m3/日（約 33.2 万人に給水）であった PPWSA の総浄水運転能力は、

23.5 万 m3/日（約 54.5 万人に給水）と約 2 倍になり、新たな施設の運転・維持管理を効率的に行うための人材の

育成が急務となっている。 

一方、鉱工業エネルギー省水道部（MIME/DPWS）が管轄しているプノンペン市以外の地方水道事業は、28
都市（2002 年時点で総浄水運転能力は 3.8 万 m3/日、約 12.6 万人に給水）で運営されているが、新たに無償資

金協力による水道施設建設（シェムリアップ市）及びアジア開発銀行（6 水道施設改修を実施中）、世界銀行（149
水道施設建設を計画）の融資による水道施設建設が予定されている。これらの施設を運転するための人材育成

は MIME/DPWS の役割として位置づけられているが、MIME/DPWS には技術指導を行う技術が蓄積されていな

い。 

これらの状況を踏まえ、カンボジアから我が国に対し、PPWSA 及び MIME/DPWS、地方水道事業体職員への

技術指導を通じて、水道事業の運営能力が改善されることを目標とする「水道事業人材育成プロジェクト」の要請

がなされた。 

2. 相手国実施機関 

プノンペン市水道公社（PPWSA：職員約 410 名）、鉱工業エネルギー省水道部（MIME／DPWS：職員約 330
名地方水道事業体職員を含む） 

3. プロジェクトの概要及び達成目標 

(1) 達成目標 

1) プロジェクト終了時の達成目標（プロジェクト目標） 

［目標］ 

1. PPWSA において水道施設を運転、維持管理する能力が向上する。 

2. プノンペン市及びその他の都市部の上水道分野の人材育成体制が改善される。 

［指標］ 

1-1 テレメーターが導入された地域の無収水率が減少する。 

1-2 地域ごとの需要に合うよう適正に水が配分される。 

1-3 プンプレック浄水場がマニュアルに基づき適正運転される。 

1-4 3 浄水場処理水の水質が主要項目について、カンボジアの水質ガイドラインを恒常的に 
満たす。 
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1-5 3 浄水場電気・機械設備が適切に運転・維持管理される。 

1-6 水質モニタリング解析結果に基づき、水道施設全体の水質管理が適切に行われる。 

2-1 PPWSA において、人材育成計画が承認され、予算化される。 

2-2 地方水道事業体職員が研修を受ける環境が整う。 

2) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 

［目標］ 

都市部の水道施設を運転及び維持管理する能力が向上する。 

［指標］ 

1. 都市部の水道の水質がカンボジアにおける飲料水質基準を恒常的に満たす。 

2. 都市部の水道施設が効率的に運転される。 

3. 都市部の水道が安定的に供給される。 

(2) 成果（アウトプット）と主な活動 

上記の目標を達成するために以下の成果をめざした活動を行う。 

1) PPWSA の配水量管理能力が向上する。 

テレメーターのデータ解析、配水量管理計画策定、漏水対策策定に係る指導を行う。 

2) PPWSA の浄水場が適正に運転、維持管理されるようになる。 

水処理技術、電気・機械設備の維持管理に係る指導を行う。 

3) PPWSA の水質分析能力が向上し、モニタリング体制が改善される。 

水質分析・解析、水質モニタリング結果の浄水場運転への反映に係る指導を行う。 

4) PPWSA において人事、研修担当者が人材育成を独自に実施できるようになる。 

人材育成計画を作成のうえ、専門家派遣、本邦研修、タイでの研修によって人材育成計画の管理に係る

指導を行い、PPWSA 職員を講師として育成したうえで、PPWSA 職員を対象とした研修を実施する。 

5) PPWSA 又は MIME/DPWS 職員が地方水道事業体のニーズに沿った研修を実施できるようになる。 

地方水道事業体の人材育成現状調査を実施し、2～3 水道事業体の人材育成計画を策定したうえで、

PPWSA の施設、講師を活用し、地方水道事業体職員を対象とした研修を実施する。また、MIME/DPWS の

職員による地方水道事業体職員を対象としたワークショップ（水道に関する法律、政策等）を実施する。 

(3) 投入（インプット） 

(1) 日本側 

総費用：約 3 億円 

1） 長期専門家 1 名（電気設備） 

2） 短期専門家 6～8 名／年（チーフアドバイザー、配水システム、水処理、水質、機械ほか） 

3） 第三国専門家派遣 1～2 名（水処理、水質分析） 

4） 本邦研修 4～8 名／年（国別研修「配水ブロックデータ監視システム」、水道一般、人材育成ほ

か） 

5） 第三国研修 2～5 名（水質、研修計画等） 

6） 研修機材供与 1,500 万円（テレメーター用修理工具、浄水処理工程の模型ほか） 

(2) カンボジア側 

1） カウンターパートの配置（PPWSA：テレメーター及び配水管理 4 名、水処理浄水場管理 6 名各

浄水場 2 名、水質 3 名、人材育成 2 名、トレーニング技術指導 2 名、MIME 職員：2～3 名） 
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2） プロジェクト事務所（PPWSA 研修センター内） 

3） 地方都市研修受講者の交通費、宿泊費等 

4） トレーニングセンター運営費 

4. 評価結果（実施決定理由） 

以下の視点からプロジェクトを評価した結果、協力を行うことは必要かつ妥当と判断される。 

(1) 妥当性 

カンボジアは、第 2 次国家社会経済開発計画（SEDP II：2001～2005 年）のなかで安全な水供給を受けら

れる人口の拡大を重要政策の一つとしており、その実現に向けて各ドナーの協力を得て水道施設の建設が

進められている。しかしながら、運転・維持管理を行う人材の不足が顕著となっている。本件では、プノンペン

への水供給を担っている PPWSA とプノンペン以外の都市部への水供給を担う MIME/DPWS と地方水道事

業体職員に対して運転・維持管理技術の指導を行う。各ドナーの協力による水道施設の建設とともに、施設

の運転・維持管理技術が向上することにより、安定的に安全な水供給が行われることになるため、本件の活

動はカンボジアの政策の推進に寄与する。 

また、JICA 国別事業実施計画においては、開発重点分野の一つとして経済・社会インフラの整備があげ

られており、そのなかで上水道の整備及び技術者の育成を行っていくとしている。本件における水道事業の

人材育成は JICA の対カンボジア援助方針に合致している。 

(2) 有効性 

PPWSA の配水管理、浄水場の運転・維持管理、水質モニタリングに係る能力が向上することにより、プロ

ジェクト目標である水道施設が全般にわたり適切に運営されることが期待されるため、有効性は高い。 

(3) 効率性 

各ドナーの協力により建設された水道施設の運転・維持管理技術の指導をオンザジョブ・トレーニング

（OJT）として行うので、技術の習得は確実になる。また、技術者が日常で使用している施設、機材を直接使

用して OJT を中心とした指導を行うことにより、最小の機材で技術指導が行われるため効率性は高い。 

地方水道事業体職員に対する研修は、既に基礎的な技術は習得している PPWSA 職員が中心となって

実施するため、言語、カンボジア現状の認識、費用等において効率性が高い。 

(4) インパクト 

本件では、PPWSA 職員を活用した地方水道事業体職員に対する研修の仕組みをつくるので、プロジェク

ト終了後も継続して研修が実施されるのであれば、カンボジア都市部全体の水道事業体においても運転・維

持管理能力が向上することが期待される。 

(5) 自立発展性 

本件は、主に PPWSA を対象とした協力を行うが、PPWSA は 1997 年以降独立採算性をとっており、黒字

経営を続けており、政府職員と比べても給料が高いため職員の定着率も高く、本件にて行われる PPWSA 職

員の技術向上という便益が引き続き PPWSA によって継続される見込みが高い。 

5. 外部要因リスク 

（前提条件）PPWSA にて予定されていたテレメーターのインストールが全地域で完了する。 

（外部条件）PPWSA の施設、人員を活用して実施する研修に、地方水道局が職員を派遣する。 

6. 今後の計画 

終了時評価（2006 年 4 月） 

事後評価（プロジェクト終了 3 年後予定）  
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