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終了時評価調査結果要約表 

I. 案件の概要 

国名： カンボジア王国 案件名： 水道事業人材育成プロジェクト 

分野： 上水道 援助形態： 技術協力プロジェクト 

協力金額（評価時点）： 約 3.4 億円 所轄部署： カンボジア事務所、地球

環境部第三 G水資源第一 T 先方関係機関： 鉱工業・エネルギー省水道部、プノ

ンペン市水道公社 

協力期間： 

2003 年 10月 14日～2006年 10月 13 日

日本側協力機関： 厚生労働省、北九州市・横浜市・

東京都・名古屋市の各水道局、北海道大学、（社）日本

水道協会 

１．協力の背景と概要 

カンボジア国（以下、「カ」国）プノンペン市では、内戦終了後、我が国及び諸ドナーの協調

により水道施設の建設を中心とした支援が行われ、給水能力の拡大が実現した。かかる状況下、

新たな施設の運転・維持管理を適正かつ効率的に行うための人材の育成が急務となっていた。 

一方、同市以外の地方都市水道事業は、鉱工業・エネルギー省水道部（以下、MIME/DPWS）が

管轄し、運営する。新たに、我が国・ADB・世銀の融資による多くの水道施設改修・建設が終了

予定であり、各施設を運転するための人材育成は MIME/DPWS の役割として位置付けられているも

のの、同組織にはその技術が蓄積されていない。 

これらの状況を踏まえ、JICA は「水道事業人材育成プロジェクト」を 2003 年 10 月から 2006

年 10 月までの 3年間の計画で実施中であり、PPWSAの施設及びテレメーターシステムを活用し、

専門家による OJT を「配水管の維持・管理」、「水質管理」、「電気設備の維持・管理」、「機械を含

む水処理技術」の 4 分野で行っている。また、PPWSA の研修センター機能を強化し、OJT によっ

て技術能力の向上した PPWSA幹部職員を講師に PPWSA 職員、地方水道事業体職員を対象にした研

修を実施してきた。 

  

２．協力内容 

（１）スーパーゴール： 都市部における安全な水へのアクセスが拡大する。 

（２）上 位 目 標： 都市部の水道施設を運転・維持管理する能力が向上する。 

（３）プロジェクト目標： 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. カンボジアの水道分野の人材育成体制が改善される。 

（４）成果： 

1. PPWSA の配水量管理能力が向上する。 

2. PPWSA の浄水場が適正に運転・維持管理されるようになる。 

3. PPWSA の水質分析能力が向上し、モニタリング体制が確立される。 

4. PPWSA の人材育成計画に基づく人材育成が開始される。 

5. 地方水道のニーズに沿った研修プログラムが実施される。 

（５）投入（2003 年 10 月～評価時点） 

日 本 側 ： 長期専門家派遣：3名、短期専門家派遣：32 名 

機材供与：日本調達分 19,326 千円、現地調達分 82,283 US ドル 

研修員受入：29 名（日本）、12 名（タイ水道技術訓練センター） 

カンボジア側： カウンターパート配置：50 名（MIME: 11 名、PPWSA: 39 名） 

ローカルコスト負担：約 12,420 US ドル 
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II. 評価調査団の概要 

調査者： 

【総    括】  力石 寿郎 JICA カンボジア事務所長 

【水 道 行 政】  日置 潤一 厚生労働省大臣官房国際課国際協力室国際協力専門官 

【評 価 協 力】  平野 潤一 JICA 地球環境部第三グループ水資源第一チーム 

【評価企画 1 】   小野 智広 独立行政法人国際協力機構カンボジア事務所 

【評価企画 2 】   Meng Chanvibol JICA カンボジア事務所（ナショナルスタッフ） 

【評価分析/研修】 藤川 学  株式会社地域計画連合 

調査期間：2006 年 5月 17 日～6月 1日 

（コンサルタント団員は 5月 17 日～6月 5日） 

評価種類：終了時評価 

III. 調査結果の概要 

１．調査結果の要約 

（１）妥当性 

「カ」国政府は、第 2 次 5 カ年社会経済開発計画、国家貧困削減戦略あるいは最近出された

国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan (NSDP)：2006-2010）において、安

全な水の確保や供給は、特に貧困削減や社会開発の観点から優先課題に掲げており、スーパー

ゴール、上位目標あるいはプロジェクト目標はこれらの基本政策と一致している。 

また、本プロジェクトにおいて、「カ」国で国家の水道行政に責任をもつ鉱工業・エネルギー

省水道部(MIME/DPWS)と首都プノンペンの水道事業体であるプノンペン水道公社（PPWSA）を C/P

として選定したことは妥当であった。 

「カ」国に対する我が国の援助施策（カンボジア国援助計画：平成 14年 2 月）では、上水道

を含む社会経済インフラ整備の推進、安全な水へのアクセスを含む社会的弱者支援、さらに人

造りなどに重点が置かれている。さらに、JICA の平成 17 年度「カ」国国別事業実施計画におい

て、社会セクター開発の都市生活環境改善の項目中に「上下水道分野システム管理、改善なら

びに人材育成」が戦略として示されている。 

以上から、本プロジェクトは「カ」国および日本の基本政策/援助政策に一致し、その計画が

妥当なものであったと評価できる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から非常に有効であった。最初のプロジェクト目標について

は、(1) テレメーターシステムによるデータ分析・解析によって、無収水率が 2003 年の 16％か

ら 2005 年には 11％に減少したこと、(2) 各種マニュアルが 2006年 9 月までに完成し、それを

使ってプンプレック浄水場の日常の運転維持管理が開始される予定であること、(3) 水質分析

室（ラボ）では、色度、遊離塩素、大腸菌の 3パラメターの精密分析を含め、33～37 パラメタ

ーの水質分析を行っていて、その結果がカンボジア国飲料水質基準を継続的に満たしているこ

と、また、精密分析を行うパラメター数がプロジェクト終了時までに 12に増える予定であるこ

となどを勘案すると、ほぼ達成したと評価された。一方、二つ目のプロジェクト目標について

も、(1) 2004 年に提示した長期人材育成計画報告書（案）に基づいて、PPWSA における人材育

成が開始され、また複数の研修コースが新たに開発されていること、(2) MIME のタスクフォー

スが研修ニーズ調査を行い、ワークショップのプログラムを作成し、関係者間の調整を行い、5

回の地方ワークショップを実施したことを勘案すると、十分に達成されたと評価できた。 

PPWSA で 2004 年度および 2005 年度に実施された各種研修および MIME が実施した地方ワーク

ショップへの参加者からは、高い評価（研修後に回収されたアンケート結果等）が寄せられて

いる。 
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（３）効率性 

日本側およびカンボジア側の投入は、プロジェクト目標あるいは上位目標等を達成するため

に、ほぼ計画通りに効率的に実施された。 

日本側は、3名の長期専門家、延べ 32 名の短期専門家（終了時評価時点）をタイミング良く

派遣した。専門的な資質もほぼ適切であった。専門家の活動は C/P によって総じて高く評価さ

れており、PDM に記載された活動を効率的に推し進めた原動力になっている。日本から供与され

た機材は、適切な時期に計画通り MIMEあるいは PPWSA に設置された。大部分の機材は適切に維

持管理され、高い頻度で使用されているが、一部の地方水道事業体に供与された機材について

は、十分に利用されていないことが現地踏査で判明した。日本での研修には 29 名が、タイの水

道技術訓練センター（NWTTI）での研修には 12 名が参加した。それぞれの研修については、満

足していると答えた C/P が大部分であった。 

一方、カンボジア側の投入も、ほぼ適切に実施され、合計 50 名の C/P（MIMEから 11名、PPWSA

から 39 名）が最終的に配置された。この人数は PDMに記載された人数を大幅に上回るものであ

る。また、プロジェクト開始後、C/Pの異動は少なく技術移転の効率性を高めるのに貢献した。
 

（４）インパクト 

本プロジェクトのスーパーゴールは、「カ」国政府が目指すミレニアム開発目標(MDG)に示さ

れた指標とリンクしている。現在、「カ」国政府はこの指標達成にむけ、多くのドナーの協力を

得ながら相応の努力を続けている。上位目標については、トップランナーとして PPWSA の浄水

場／各種施設の運転および維持管理能力が向上しており、「カ」国側の一層の自助努力や他の援

助機関の協力が必要ではあるものの、PPWSA に続く二番走者、三番走者の出現が期待される。 

日本人専門家から技術移転を受けた多くの C/P が、本プロジェクトに直接関係していない同

僚や関係者に学んだ知識をきちんと伝えている。また、インタビューあるいは回収した質問票

によれば、C/P の多くが技術移転とは直接関係ない項目である「業務の正確さ」、「業務に対する

責任感」、「業務に対する積極性」などを強く意識するようになったと答えている。 

MIME は本プロジェクトに刺激されて地方水道事業体職員の能力開発／人材開発に係る情報交

換を開始し、カンボジア水道協会設立に向けての動きを強めている。 

2006 年に我が国の無償資金協力によって施設が建設されたシェムリアップ水道局に対して、

本プロジェクトの PPWSA カウンターパートおよび日本人専門家がともに協力し、運転開始を成

功裏に進める一助となった。 
 

（５）自立発展性 

1) 制度的・組織的自立発展性 

カンボジア政府は、各開発計画や政策において、特に社会開発や貧困削減の視点から、MIME

や PPWSA の役割および機能強化を謳っている。また、PPWSA は水道事業体としての経営計画

（Business Plan for Year 2005-2009）を策定し、高度な組織運営能力とその実績を示して

いる。一方、MIME は、国家の水道政策の策定を担っている。 
 

2) 技術的自立発展性 

OJT による技術移転、我が国やタイの水道技術訓練センター（NWTTI）における研修参加、

その他のセミナーやワークショップ等によって、PPWSA における C/P の技術力は多いに強化

された。継続的なモニタリングに基づく PPWSA の実績指標は、まさに C/P が到達した技術水

準を示す。MIME のタスクフォースは、研修ニーズ調査の実施から、ワークショップ・プログ

ラムの作成、関係者間の調整、さらにワークショップの実施に至る一連のプロセスを独力で

できるようになった。 
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3) 財務的自立発展性 

2005 年 7 月に PPWSA が作成した「水道事業体における財務的自立発展性」という報告書に

よれば、PPWSA の財務状況は健全で、財務的自立発展性は高い。配水管理のために導入した

テレメーターシステムが財務上の高い実績（黒字）を支えている。 

一方、終了時評価調査時点においては、MIME および地方水道事業体の財務的自立発展性は

脆弱なので、今後の強化が期待される。 

 

２．阻害・貢献要因の総合的検証 

（１）計画内容に関して 

大きな阻害要因は見当たらない。 

 

（２）実施プロセスに関して（貢献要因） 

本プロジェクトのスムーズな進捗には、PPWSA経営陣（特に総裁）の強力なリーダーシップに

依るところが大きかった。 

技術移転をスムーズに進めるには、日本人専門家と C/P の間で良好な信頼関係を築くことが

不可欠であるが、本プロジェクトではその関係の構築に成功した。 

日本人専門家等とのコミュニケーション能力を高めるため、PPWSA は自主的に職員に対する英

語研修を実施した。 

本プロジェクトでは、水道技術研修センター（箱物）を新たに建設するような、いわゆる「研

修センター方式」ではなく、既存の施設を最大限活用して OJT による技術移転を進めるという

方式を採用したが、C/P へのインタビューや質問票等によれば、この方式に対する評価は高かっ

た。 

 

３．結論 

プロジェクト目標並びに上位目標は、カンボジア政府の水分野政策、我が国の対カンボジア事

業実施方針に合致していた。プロジェクトが円滑に実施された促進要因は、PPWSA の高いマネー

ジメント能力、C/P の適切な配置、さらに日本人専門家と C/P との間に醸成された強い信頼感に

基づく積極的な意見交換の 3 点を強調することができる。また、PPWSA における施設の拡張のみ

ならず、人材育成を推し進めていくにあたって、各ドナー間の協調に負うところが大きかった。

プロジェクト活動としては、マニュアルの完成に向けた作業等いくつかの項目は残されている

ものの、終了時までにプロジェクト目標は概ね達成されるであろうと予想される。 

PPWSA は「トップランナー」としての地位を確立した。しかしその一方で、地方の水道事業体

の職員能力は未だ低いレベルに止まっている。地方における水道事業体の能力向上を目的とした

「フェーズ 2プロジェクト」が既に採択済であるが、フェーズ１プロジェクト（本プロジェクト）

の成果をベースにしつつさらに改善を図った上で実施していくことが強く望まれる。 

 

４．提言 

プロジェクト終了までに実施すべきこと 

【カンボジア側】 

(1) PPWSA 研修期間中に各水道事業体施設の日常運転に支障が無いようバックアップ体制を 

確立 

【「カ」国側、日本側双方】 

(2) より良い研修設計 

(3) 機材の活用度に関するモニタリング 
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(4) ①浄水場の運転、②プンプレック浄水場の電気・機械設備の維持管理、③水質管理の各 

マニュアルの完成 

 

上位目標を達成するために実施すべきこと 

【カンボジア側】 

(1) MIME/DPWS および地方水道事業体の脆弱な財政面の改善 

(2) 電気設備の日常点検・維持管理を遂行するための PPWSA 職員増強 

(3) MIME/DPWS の政策立案者、調整機関という役割の明確化 

(4) MIME/DPWS による、水道水を「カンボジア国飲料水質基準」に適合させ、定期的に水質 

をモニタリングするための実施計画の作成（PPWSAの協力を得ながら） 

(5) MIME/DPWS と PPWSA との協力関係の継続 

【「カ」国側、日本側双方】 

(6) テレメーター・システムの更新 

 

５．教訓 

（１）過去に他国で実施された「研修センター（箱物）方式」と比較して、本プロジェクトで採

用された OJT 方式はとても有効に機能したことが確認された。この方式は、水供給システ

ムの向上を図る他プロジェクトにも紹介されていくべきものと考える。 

（２）自国の言語による研修及び研修用教材が有効であった。他案件のプロジェクト形成時にも

十分に考慮されるべきである。 

（３）水供給分野での人材育成に求められる各要素の中でも、人材開発が最優先事項であること

が確認された。これを実現するには、研修生が研修の中で教わった内容を引き続き日常業

務で実施していくために、最低限必要な機材は供与される必要がある。 

（４）本プロジェクトでは、日本での本邦研修と日本人専門家の派遣のタイミングが戦略的に計

画された。多くの日本人専門家は、本邦での C/P 研修に関わった後にカンボジアに派遣さ

れた。これにより、派遣前にカンボジアの当該分野の状況を理解し、実際の C/P の能力レ

ベルを確認することが可能となった。カンボジアに派遣された後は、C/P の帰国後の活動

をフォローアップすることもできた。このような戦略的な投入は人材開発の上で良好な結

果を生んだ。 

（５）当該国の実情を理解するのにはそれ相応の時間がかかる。そのため、C/P と日本人専門家

との間で良好な協力関係を維持するのに、同一の人間をプロジェクト期間中に繰り返し派

遣することが有効である。 

（６）将来の経営者やスペシャリスト候補として期待される C/P を海外長期研修に派遣すること

も検討されるべきである。これを実施することにより、一朝一夕では達成できない経営

者・スペシャリストの育成、組織内のバックアップ・システム（組織内の人材の重層化）

の構築等が可能になると思われる。 

（７）カンボジアでは、内戦後、当該分野で良好な援助協調が実現・維持されている。これはハ

ード面、ソフト面双方においてであり、プノンペン市の水道事業の成功は、いずれかのド

ナー単独では成し得ないものであった。効果的な援助協調を可能としたのは、PPWSA の強

いリーダーシップによるところが大きい。現在は、MIME/DPWS がこの重要な役割を担い始

めている。将来に渡って、援助協調が各ステークホルダー間で維持されることが期待され

る。 
 




