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１．事業の概要と円借款による協力 
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1.4 借款契約概要： 
円借款承諾額／実行額 22 億 8700 万円 ／ 22 億 4400 万円 
交換公文締結／借款契約調印 1998 年 2 月 ／  1998 年 2 月 
借款契約条件 金利 2.5％、返済 25 年（うち据置 7 年） 

一般アンタイド 
コンサルティングサービス部分は金利 2.1％、

一般アンタイド） 等 
貸付完了 2004 年 4 月 
本体契約 － 
コンサルタント契約 Sinclair Knight Merz（豪州） 

日水コン（日本） 

 
 
２．評価結果 （レーティング： B） 
 

2.1 妥当性 （レーティング： a） 
 本事業の実施は、審査時および事後評価時ともに、国家計画等と合致しており、

事業実施の妥当性はきわめて高い。 
 

2.1.1 審査時点における計画の妥当性 
まず政策面では、フィジー政府の中期開発計画「成長の機会－フィジーの中期

的な政策と戦略－」（1993 年）にて、水道整備について、すべての都市部での安全

で飲用可能な水の供給、未給水地方農村部の水道整備など、水の供給拡充につい

ての方針を示していた。 
次に施策面では、本事業の対象地域であるナンディ・ラウトカ地域の水道整備

について、「水道整備計画マスタープラン」（1996 年）（以下、「マスタープラン」

と言う）が策定されており、2016 年を目標年次として、人口や需要量の増加予測

をふまえた水道の整備計画が策定されていた。具体的には、浄水場・配水池の整

備・拡張、および送水管の敷設に力点が置かれている計画である。 
 本事業は、このマスタープランをふまえた閣議了承をもとに、わが国への円借

款要請がなされたものである。と同時に同地域では、既述のように住民が頻繁な

断水や水量・水圧の不足に直面していたとともに、今後の急速な需要増が見込ま

れていたという、水道整備に対する具体的なニーズがあった。 
 このように、審査時点での本事業の妥当性の判断に問題はない。 
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2.1.2 評価時点における計画の妥当性 
評価時点での政府開発計画では、水道に関して、「都市部・地方の双方に、安全

で信頼性の高い飲料水を供給すること」を政策目標として、給水人口、新規接続

者数、無収水率を指標とした高い目標値が設定されている（目標年次は、指標に

よって異なっており 2009～2011 年）。 
施策面では、上記マスタープランが事後評価段階でも効力をもつものとして位

置づけられており、その意味で施策面での妥当性も問題はないと考える。 
しかしその一方で当ナンディ－ラウトカ地域では、本事業の完成により後述の

ように一定の成果が達成されている後も、それを前提としてさらなる水道整備の

必要性が認識されている。このことは、本事業の現時点での妥当性の強い裏づけ

であるとともに、事後からの判断ではあるが、施策（マスタープラン）およびそ

れをふまえた本事業のスコープの適切さの面で教訓を示すものである。 
 

2.2 効率性 （レーティング： ｂ） 
本事業は、期間については計画の 127％超、事業費が計画の 120.5％超であり、

効率性についての評価は中程度と判断される。 
 

2.2.1 アウトプット 
 本事業は、土木工事とコンサルティング・サービスにより構成される。また、

フィジー側資金により実施される「オンゴーイング事業」「特別緊急事業」と、円

借款資金により実施される「緊急事業＜緊急分＞」「緊急事業＜2005 年目標分＞」

とに分類される。 
 

（土木工事） 
 フィジー側資金による部分も、円借款資金による部分も、ほぼ事前の計画にそ

った土木工事が実施されている。 
そのなかで、円借款資金である緊急事業＜緊急分＞にて計画されていたラウト

カの増圧ポンプ場は、実施段階の検討をふまえて維持管理段階で電気技術を使用

しない方法に代替されている（日本・フィジーの双方に追加の事業費が発生）。こ

の増圧ポンプ場は、降雨が少ない時季にラウトカ地域の水源が不足しがちであること

への対処としてナガンド浄水場－ラウトカ間に敷設されていた既存の送水管（自然流

下）の改良工事として計画されたものである。1当該送水管の敷設後もまだ不足する懸

念があったことをふまえて、新規敷設とのコスト比較の上で、経路上に増圧ポンプを

設置することがフィジー政府の「マスタープラン」（1996 年）にて計画され、それに

基づき本事業の計画が立案された。 

                                                  
1  対象地域は起伏に富んだ地形であり、自然流下といっても、山岳や丘陵の昇降を経るこ

とになる。 
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 しかし、実施機関の維持管理能力（技術力）に関して特に電気関連の技術がきわめ

て不足していることをふまえて、本事業の設計段階にてエンジニアリング・コンサル

タントの判断により、電気を用いる増圧ポンプではなく、並行する送水管（自然流下）

をあらたにもう 1 本敷設する計画へと改められたものである。（コンサルタントへの

ヒアリング、JBIC 援助効果促進調査）なお既存送水管は、老朽化およびそれが原因と

なる漏水が激しく、この新規送水管の敷設後は、供用を中止している。 

また、緊急事業＜2005 年目標分＞にて計画されていたラウトカの配水池（5 カ

所）は、本事業のコンサルティング・サービスによる検討の結果として、計画水

準以上の貯水量をもつ 3 カ所の配水池へと変更されている。 
 

計画 実績 

オンゴーイング事業（フィジー資金） 
配水池（2）： ラウトカ市内 
・DMO 配水池（2.0ML） 
・プルガー配水池（3.0ML） 
配水管： ラウトカ市内 

 
ほぼ計画どおり 

特別緊急事業（フィジー資金） 
導水管複線化： ヴァツル-ナガンド浄水場 
配水池（1）： デライソロ配水池（新設：3.0ML）
配水本管： ブラックロック-マーティンター 
配水管： ラウトカ市内 

 
計画どおり 

緊急事業（円借款資金）＜緊急分＞ 
浄水場（3） 
・ナガンド浄水場（改良・拡張） 45�90ML 
・サル浄水場（改良）4.5ML 
・ブアブア浄水場（新設）8.5ML 
配水池（3） 
・ナガンド配水池（拡張：3.0ML） 
・ロロバラブ配水池（拡張：2.5ML） 
・ムロムロ配水池（新設：0.38ML） 
増圧ポンプ場： ラウトカ 
送配水管：  
・ナワイコバ-ナビラ配水池 
・ナビラ-ママヌカ 
・ブアブア浄水場-ラウトカ市郊外 
・ヴダ-ヴダ配水池 
・ヴダ配水池-ロモロモ 
その他： 水道メーター検査/修理工場の整備 

 
ほぼ計画どおり 
（増圧ポンプ場は、ロモロモ送水管にて代替） 

緊急事業（円借款資金）＜2005 年目標分＞ 
配水池（7）： 
（ナンディ地域） 
・ナビラ配水池（新設：0.75ML） 
・ブラックロック配水池（拡張：1.5ML） 
（ラウトカ地域） 
・郊外配水池（5 箇所：2.2ML）： コンサルティ
ング・サービスを通じて場所を特定 
送配水管： 
・ロロバラブ配水池-デライソロ配水池 
・ロロバラブ配水池-ナバカ- 
・デライソロ配水池- 
・ヴダ 

 
ほぼ計画どおり 
（ラウトカ地域の配水池は、以下の 3 カ所） 
 

・ブアブア配水池（新設：1.5ML） 
・クァリト配水池（新設：0.75ML) 
・ヴァカブリ配水池（新設：0.375ML) 
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・ナガンド浄水場- 
・ブアブア浄水場-ラウトカ市郊外 

 

（コンサルティング・サービス） 
 コンサルティング・サービスについても、基本的に事前計画にそって実施され

ているが、計画されていた「下水道に関する調査」はフィジー政府側の財政的な

事由により実施されていない。 
 

計画 実績 
ア）漏水防止計画 
・オンゴーイング事業（フィジー資金）のなかで

実施 

ア）漏水防止計画 
・6MM×2 名のコンサルタント（豪州）による支

援（トレーニング、ワークショップ、導水段階の

漏水調査） 
イ）プロジェクト・マネジメント・ユニット（PMU）

支援 
・プロジェクト・マネージング・エンジニア： プ

ロジェクト・マネージャー（事業全体の監理） 
・プロジェクト・アカウンタント：本事業の収支

監理 

イ）プロジェクト・マネジメント・ユニット（PMU）

支援 
・フィジー政府の事業マネジメント能力不足を補

うためにコンサルタント 2 名を雇用 

ウ）水道事業のエンジニアリング・コンサルタン

ト 
・詳細設計、入札補助、施工監理 
・ナガンド浄水場の 適化調査 
・ヴィトトクリークの水源としての可能性調査 
・トレーニング・プログラム：無収水（UFW）の

分析、漏水防止対策、水道メーター修理、料金徴

収効率の改善、水質管理 

ウ）水道事業のエンジニアリング・コンサルタン

ト 
・詳細設計： 日本のコンサルタントがマネジメ

ント 
・施工監理： 豪州のコンサルタントがマネジメ

ント（この会社は水質管理トレーニング・プログ

ラムも担当） 
・トレーニング・プログラム： 一部を除き豪州

のコンサルタント（上記施工監理とは別企業）が

担当 
（トレーニング・プログラム実施内容） 
－無収水量トレーニング・プログラム 
－水道メーター検査および修理プログラム 
－料金徴収効率性改善トレーニング 

エ）下水道に関する調査 
（他ドナーの実施可能性もあり） 
・既存調査のレビュー 
・緊急事業コンポーネント選定、F/S、EIA 

エ）下水道に関する調査 
・未実施 

 

2.2.2 期間 （レーティング： ｂ） 
 本事業の期間は、計画を上回った（125％超 150％以下）。 

本事業の実施期間は、当初計画よりも 16 カ月長くなっており、127％超の遅延

が発生している。これは、2000 年の同国の政治情勢に起因する本事業の中断、お

よび土地収用の遅延などによるものである。 
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計画 実績 
98 年 2 月（Ｌ/Ａ）～02 年 12 月（工事完成） 

（59 カ月） 
期間： 1998 年 2 月～2004 年 4 月（75 カ月） 

（計画の 127％超） 

 

2.2.3 事業費 （レーティング： ｂ） 
 本事業の事業費は、計画を若干上回った（100％超 125％以下）。2

本事業の日本側の借款供与額は計画の範囲内（98.1％）であった一方で、フィジ

ー政府側の事業費が計画水準を超えたため、事業全体の費用は 120.5％超であった。

この要因として、積算の精度、政治情勢による中断、為替変動などが、フィジー

政府により報告されている。3

 

計画 実績 

34 億 6100 万円 

（うち円借款部分 22 億 8700 万円） 

（1F$=88.9 円） 

41 億 7000 万円 

（うち円借款部分 22 億 4400 万円） 

（1F$＝57 円）（計画の 120.5％超） 

 

  

サル浄水場         ロロバラブ配水池 
 

2.3 有効性 （レーティング： ａ） 
本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 ただし、本事業は下図のように、対象地域の水道供給プロセスの中間段階（お

                                                  
2  本事業の事業費については、「事業完成報告書」（PCR）に掲載されている複数表（①経
費を積み上げた表と②総額表）に不整合があり、実施機関に説明を求めたが、回答が得ら
れなかったため、本報告書では、JBIC援助効果促進調査で採用した「②総額表」の金額を
用いている。 
3  なお、アウトプットで触れた通り、ラウトカの増圧ポンプ場が維持管理段階で電気技術
の使用を不要とする方法に代替されたことにより、追加費用が発生しているが、上述の
PCRに記載されている複数表のうち、①経費を積み上げた表に基づけば、右追加費用は、
フィジー政府・円借款それぞれに発生した各追加事業費の 1 割以下である。 
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もに浄水場、配水池、送水管）の改良・拡張を担うものであったにもかかわらず、

プロセス全体を視野に入れた目的が設定されている。したがって、有効性の指標

およびインパクトの視点についても、本事業が直接的ににない得る範囲を超えた

ものが想定されていた点が問題として指摘される。その上で、以下のような分析・

判断により、本事業としての有効性は高いと判断する。 
 

図 1 水道の全体フローと本事業の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、この部分の拡張・改良が主 

 

 

 

 

水 源 導水管 

 
浄 水 場 送水管 配水管 

 
利 用 者 

配水管（網）の老朽化に

より大量の漏水が発生 

需要の増加に対応しき

れない懸念 

 
配 水 池 

 
 

2.3.1 運用効果指標 
（給水量） 

本事業の実施により浄水場の能力は向上し、1 日あたりの給水量は、51ML から

103ML へと増加しており、事前に計画された 93ML という水準を達成している。

稼働状況もよく、能力上限に近い浄水が実現している。 
 

（無収水率） 
 無収水（漏水・盗水等）の率は、本事業の範囲外の要因（おもに下流の配水網）

の影響を受ける指標であり、本事業そのものの有効性の指標として必ずしも適切

なものではない。 
 また、本事業の対象地域での無収水率は、事業の審査段階では約 29％と想定さ

れていたが（マスタープランでの推計）、ADB の報告書（2007）や JBIC 援助効果

促進調査では約 50％と推計されるに至っている。したがって、審査時点における

目標設定（26％）の基準値そのものが、審査時点の想定とは大きく異なることが

確認されており、事前事後の比較はできない。 
 このように、本事業の範囲外の影響を受ける指標であること、および事前・事
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後の比較が不可能な状況であることから、本指標のデータは NA と位置づける。 
 

（料金徴収率） 
料金徴収率も、無収水率と同様に、本事業の範囲外の要因（水道供給状況＜断

水＞、水道メーター、料金請求・徴収部門など）の影響を受ける指標であり、本

事業そのものの有効性の指標として必ずしも適切なものではない。 
またこれも同様に、本事業の対象地域での料金徴収率は、審査時点の目標設定

の基準値そのものが、審査時点の想定（80％）とは大きく異なる水準（双方の地

域にて上昇傾向にはあるが 5～6 割の水準）であることが確認されており、目標値

（90％）に照らした事前事後の比較はできない。 
しかし、実態として本事業の完了後に上昇していること、および JBIC 援助効果

促進調査において料金請求・徴収も主要なコンポーネントとして位置づけられ対

策が講じられたことをふまえると、本事業が一定の効果をもたらしているものと

想定される。（ただし、上記のような諸要因を解決しない限り、根本的な解決には

ならない点には改めて留意する必要がある。） 
 

2.3.2 経済計算 
 本事業の財務収益率（FIRR）は、計画段階の推計に組み込まれている上記の無

収水率、料金徴収率の現状値、および料金改定が過去 10 年間実施されていない状

況を踏まえると、事前計画段階よりも低い値であると想定する。 
 

2.3.3 定性的効果 
2.3.3.1 施設能力不足に起因する給水不足状況の改善 

本事業の実施により、対象地域にて目標とされた給水量が確保されるようにな

った結果として、給水時間の延長や給水車の出動減少など具体的な効果が生まれ

ている。たとえば、本事業の実施前にはほとんど給水がなかったエリアにて、毎

日 10～12 時間の給水がなされるようになるなど、明らかな改善が見られる場所が

多くなっている。また給水車も、本事業の前には、対象地域それぞれで 10 台が稼

働していたが、現在は各 1 台のみの稼働となっている。 
その一方で、断水はナンディ・ラウトカの双方にてまだ日常的に発生しており、

24 時間給水が対象地域全体では実現していない。たとえばラウトカ市役所が市内

の主要 12 カ所にて実施した調査によると、12 地域の内の 8 地域で断水が継続して

いる。また、本事業の受益者に対する調査としてナンディ、ラウトカのそれぞれ 3
地区における住民に対して実施したアンケート調査 4によると、本事業完了後に、

                                                  
4  本事業の対象地域からナンディ・ラウトカそれぞれ 3 地区を選定して、各地区 40 世帯
に対して訪問アンケート調査実施した。計 240 世帯（各地区 40 世帯×6 地区）。地区の選
定の際には、平坦地・傾斜地、市街地・郊外の双方をカバーするようにした。また、ナン
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常時水の供給を得ているのはナンディで 30％～50％、ラウトカで 5％～25％とい

う水準である。 
 

表 1 ナンディ地域の給水改善状況 
地域 以前の状況 2006 年の状況 改善理由 

カチクヮニ 給水なし 10-12 時間の給水 ムロムロ配水池および関連幹線 
インディス・ロード 給水なし 10-12 時間の給水 同上 
タバラク・ロード 給水なし 10-12 時間の給水 同上 
ナソウ 低圧力 10-12 時間の給水 同上 
ヴトヴト・ロード 給水なし 10-12 時間の給水 同上 
ムロムロ 給水なし 10-12 時間の給水 

高地は低圧力 
同上 

ナヴォ 低圧力 10-12 時間の給水 ロロバラブ配水池および関連幹
線 

マロロ 低圧力 10-12 時間の給水 
高地は低圧力 

同上 

トランスミッター･

ロード 
給水なし 10-12 時間の給水 

高地は低圧力 
同上 

トゥナリア 給水なし 10-12 時間の給水 同上 
ヴナヤシ 低圧力 10-12 時間の給水 同上 
アリペイト・ロード 給水なし 10-12 時間の給水 同上 
ラチマイヤ・ロード 低圧力 10-12 時間の給水 同上 
（資料）Saman Ekanayake, “Situation of Water Supply Schemes in Western Division” (2006) 

 

表 2 ラウトカ市の「断水」状況 
（2007 年 11 月に調査実施） 

 地域名 断水開始時間 断水終了時間 
09:00 17:00 

1 シミラ 
21:00 05:00 

2 ワイヤヴィ・ステージ 5 21:00 06:00 

3 中心市街地 21:30 05:00 

08:00 16:00 
4 タバクンブ・ステージ 6 

20:00 04:00 

5 ナタンブア 問題なし 

09:00 16:30 
6 タバクンブ/カーモデ/カシミール 

20:00 05:00 

09:00 15:00 
7 タバクンブ/ラザク・ロード 

21:00 05:00 

                                                                                                                                                  
ディ町役場およびラウトカ市役所のアドバイスを受けて選定を行った。各地区では、１軒
おきに対象世帯として選定し不在の場合には次（その隣）の世帯を対象とした。実際の対
象地区は以下のとおり。ナンディ：ヴォツアレヴ・セトルメント、マウンテンビュー／マ
ーティナー、ケレブラ・セトルメント。ラウトカ：スルア・ストリート、ワイヤヴィ・ス
テージ 5、タヴァクンブ／カシミール／カーモデ。 
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8 
スカナイヴァル・ロード、  

カムカミカ・ロード 
20:00 06:00 

9 ニュー・フィールド 40   問題なし 

10 スルア･ストリート 問題なし 

11 ヴォモ･ストリート 20:00 04:00 

12 フィールド 40  問題なし 

（資料）ラウトカ市役所 

 

目標どおりの給水量が十分確保されているのにもかかわらずこのような断水が

継続しているのは、実施機関が給水バルブの開閉を行って時間給水を実施してい

ることによる（現地ヒアリングおよび「JBIC援助効果促進調査」）。これは、本事

業の対象外である配水網の老朽化による大量の漏水や不法接続により、本来の必

要量以上の水量が配水池から配水管に流れて出ているため、配水池の貯水量を確

保することを目的として実施しているものである（現地ヒアリングおよび「JBIC
援助効果促進調査」）。5なお、本事業のエンジニアリング・コンサルティングに従

事したコンサルタントによると、このような断続的な給水操作がさらに配水管を

傷める結果につながっている模様である。 
よって、地域住民・事業者に対するサービスを向上させ、本事業の効果を上げ

るためには、本事業以外の部分を含めた地域水道事業全体の有効性を高める対策

が求められる。 
 

図 2 本事業完了後の水の供給 
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47.5%
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あまりない

分からない

ある程度ある

常にある

 
        （出典）受益者調査 
        （注） 1～3 はラウトカ地域、4～6 はナンディ地域 
 

                                                  
5 本事業の対象外である配水網の老朽化による大量の漏水や不法接続については、「JBIC
援助効果促進調査」の詳細な分析および実施機関西部事務所が市民からの通報に対して修

理作業などを日常的に経験していることから明白である。 
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漏水の状況（漏水は対象市町内の至るところで見られる） 
 

2.3.3.2 民生用および観光等の産業用の新規需要への対応 
本事業の実施により、対象地域にて目標とされた給水量が確保されるようになった

結果として、接続戸数や新規接続戸数が増加傾向にあり、具体的な効果が生まれてい

る。その一方で、水道需要を満たせないために新規接続の受付が制限される地区が依

然としてあるとともに、対象地域にて今後も観光・住宅開発の計画が多くあるため今

後さらに水道需要が増加する見通しである。そのような結果として、漏水対策に加え

て、あらたな水源の確保の必要性も認識されるに至っている。その点で上記と同様、

本事業の対象外での状況が本事業の有効性に影響を及ぼしかねない状況が生まれてい

る。 

 
  表 3 年間新規接続戸数 

  単位：件数 
年  00 01 02 03 04 05 06 07

N 387 287 220 271 452 305 575 514
L 186 212 146 211 271 277 346 181
（出典）上下水道局西部事務所 
（注）L：ラウトカ、N：ナンディ 

 
 

 
 
 
 

2.3.3.3 課題をふまえた対応策 
本事業が目的とした「施設能力不足に起因する給水不足状況の改善」「民生用お

よび観光等の新規需要への対応」に関して、上記のように一定の効果が生まれて

いる一方で、本事業の対象外の要因を中心とした本質的な課題が残されている状

況である。 
JBIC 援助効果促進調査による分析と提言をふまえて、フィジー政府は、1996 年

に作成したナンディ・ラウトカ地域水道事業マスタープランの改訂に着手してい

る。2007 年 9 月にコンサルタント契約の TOR が出され、3 社からの応札があり、

現在も選定作業中である。人口や水道需要の伸びの再検討、新しい水源の検討、
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送配水ネットワークの再検討、漏水対策の改善などがその柱となっている。 
 

2.4 インパクト 
 本事業のインパクトの視点も、本事業が直接的に担い得る範囲を超えたものが

想定されていた点を、まず指摘する必要がある。したがって、以下は参考として

の分析である。 
 

（観光業） 
フィジー 大の産業であり主要な外貨獲得原である観光業は、1980 年代後半以

降、20 万人規模から 40 万人規模にまで拡大を続けてきたが、2000 年に当時の政

治情勢により一気に 30 万人代に減少した。その後は 2006 年まで順調に回復して

きており、2005・06 年とも年間約 55 万人の観光客がフィジーを訪れている。2007
年に政治情勢によって再度落ち込んだものの、本 2008 年にはそれ以前の 55 万人

規模にまで回復すると予想されている。また今後の展望としても、控えめな予測

でも 150％増の 75 万人規模になることが見込まれている。 
このように政治情勢の影響を除くと、同国の観光客は順調に増加してきている。

本事業の対象地域ナンディは同国の主要観光拠点であり、順調な観光客の推移を

支える要素のひとつとして本事業があったものと考える。ただし、観光省が 2007
年に発表した「観光開発計画」（ナンディ・コリドー編）では、上記のような需要

の伸びをふまえると、今後数年（5－10 年）の内に、本事業による能力拡張に加え

て、さらにあらたな水源が求められることを指摘している。 
 

（水質） 
本事業の実施により、給水水質の改善がなされ国際基準を維持していること、

およびそれにより水道水に起因する疾患へのり患状況も大きく改善されたことが、

実施機関により認識されている。後者については、保健省のデータにて、本事業

の前後にて下痢の件数が減少していることが確認できる。 
 

表 4 水道水に起因する疾患（下痢）の件数＜ラウトカ病院＞ 

年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
件数 275 290 638 234 324 481 105 31 21 47 114 72  

（出典）保健省 

 

（その他） 
 本事業に関して、環境に関する主要な問題は発生していない。 
 なお、本事業に係る用地取得については、土地所有者の合意を取り付ける交渉

プロセスに事前に想定した以上の期間・費用を要している。 
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2.5 持続性 （レーティング： ｂ） 
本事業は、技術・体制面での構造的な人材不足、財政難という問題があるもの

の、持続性はおおむね問題ないと評価される。 
 

2.5.1 実施機関 
2.5.1.1 運営・維持管理の体制 

ナンディ・ラウトカ水道整備事業の運営機関は、フィジー政府の組織再編の結

果、2008 年 1 月からは、財務・国家計画・砂糖産業・公共事業（水道・エネルギ

ー）省（Ministry of Finance, National Planning, Sugar Industry, and Public Utilities 
(Water & Energy)）の上下水道局（Water and Sewerage Department: WSD）である。

そして本事業対象施設の維持管理を担っているのは、この上下水道局の西部事務

所（Western Division）である。 
上下水道局の水道公社化（フィジー水道公社（FWA）設立）に向けた法は、2007

年 8 月に公布されているが、発効日はまだ確定していない。現状では FWA は、2008
年後半に設立される予定である。「チャーター委員会」（Charter Administration 
Committee）が現在も活動中であり、この委員会により公社の役員が選定され、そ

して役員会により初代の CEO が選任される予定である。 
 

2.5.1.2 運営・維持管理における技術 
本事業の終了時も現時点でも、特に現場担当者の技術不足（技術をもつ人材の

不足）が、実施機関により認識されている。全般的に、現場労働者については、

その数は充足しているものの技術が不足しており、他方でマネジメントレベルは

技術は持っているもののその数が足りない状況である。 
 本事業では計画段階から、WSD スタッフの技術不足状況を鑑みて、電気関連の

知識能力が必要となるポンプを使わないしくみ（重力を活用した自然流下システ

ム）が想定されており、それは結果としても適切な判断であった。しかし、フィ

ジー政府からは、それでも技術不足は否めない状況との指摘がなされている。 
このように技術力ある人材確保が難しいのは、おもに給与上の理由（官民格差）

により、フィジー国内にて技術力のある優秀な政府職員の確保がむずかしいこと

がその主要な要因である。優秀な技術人材は、国内の民間企業、もしくは近隣先

進諸国（オーストラリア、ニュージーランド）や中東諸国にてより高給のポスト

を得ており、母国の政府職員として勤務することに対する関心が低い。 
技術人材不足の問題を受けて、FWA 設立による職員の「給料増」により、優秀

なエンジニアの雇用確保をねらう方策が検討されている。しかし、これは水道料

金の改定による財務面の裏づけがその前提となるが、FWA 設立後 低 3 カ年は料
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金改定をしない方針が政府にてすでに決定済みであり、その意味でこの方策の実

現は早くても 2011 年以降となる。 
 

2.5.1.3 運営・維持管理における財務 
フィジーの水道事業は、現在はまだ独立採算制での運営ではなく、年次で編成

される政府一般会計予算により運営されている。利用者から徴収された水道料金

はそのまま国庫に収納され、上下水道局の水道事業に活用されるわけではない。

その意味で、現時点では、効率的な業務遂行や料金徴収率の向上へのインセンテ

ィブが機能しにくい。 
実施機関へのヒアリングによると、財務省の予算編成上の優先順位として、大

型の投資案件が重視され、維持管理および日常的な小規模投資案件は相対的に重

視されない状況、とのことである。その結果として、事業完成報告書（PCR）に

も明記されているように、維持管理に必要な水準の予算が付けられていない状況

である。 
FWA の設立後は、独立採算制が採用されるが、水道料金の値上げは現時点に至

るまで 10 年以上実施されていない。さらにフィジー政府は、FWA 設立後 低 3
カ年は料金改定をしない方針をすでに決定済みである。また既述のように公社の

設立当初（3 カ年）は、政府予算からの支援を行うことが、公社のチャーターに記

されている。したがって、当分は現在の水準での予算の中で、維持管理を実施し

ていくことになる。 
年度により若干のばらつきはあるものの、ここ数年間は、年間 F$200m 前後の予

算がナンディ・ラウトカ地域水道事業（本事業の対象外の部分も含まれる）に対

して付与されている状況である。この予算を活用して維持管理、投資事業（幹線

の交換、等）などの事業・業務が行われる。たとえば 2005 年の場合には、維持管

理費が約 F$900,000、投資経費が約 F$950,000 の規模であった。本事業の外にある

配水網の影響で、対象地域住民に安定した給水がいまだ実現されていないなか、

多少の修繕工事、改良工事を実施する程度の予算では、抜本的な改善は望めない。 
 

2.5.2 運営・維持管理状況 
フィジー政府による PCR（2005 年）、JBIC 援助効果促進調査（2007 年）、およ

び本評価の現地調査（実施機関ヒアリング）にて、本事業の対象となったすべて

の施設・設備が、問題なく稼動中であることが確認されている。加えて、現地調

査では、本事業（円借款対象部分）の対象施設のうち、地上からの目視が可能な、

浄水場（3 施設）、配水池（8 施設）、水道メーター検査／修理場（1 カ所）の稼働

を確認した。 
現状はこのような稼働状況であるが、ただし今後は、2.5.1.2 および 2.5.1.3 で述

べたとおり、財務面の改善が行われるまでは、実施機関の維持管理スタッフの不
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足が、本事業対象の施設・設備の維持管理状況に影響を及ぼす可能性がある。 
 

３．結論および教訓・提言 
3.1 結論 

以上より、本事業の評価は B（高い）と言える。 
 

3.2 教訓 
本事業は、水道供給プロセスの一部（中間段階）の改良・拡張を担うものであ

り、その対象範囲に限定すると一定の効果を上げている案件であるが、本事業の

範囲外にあるプロセスがもたらす要因（老朽化した配水管からの漏水、需要の急

速な伸び、水道公社化の遅れ、など）により、本事業のもたらす効果が影響を受

けている。今後の類似案件（プロセスの一部を担うような案件）では、プロセス

全体がもたらす効果も視野に入れた案件組成、および（案件そのものは言うまで

もなく）プロセス全体の効果確保も視野に入れた案件マネジメントが求められる。 
また、本事業では案件が直接担いうる範囲を超えた目的が設定され、その結果、

適切ではない成果指標・目標が設定されている。案件組成段階におけるログ・フ

レームなどの作成精度をよりいっそう向上させて、案件に適した目的および成果

指標・目標が設定されることが求められる。 
 

3.3 提言 
本事業では、事業実施の根拠となっているマスタープランの策定段階にて、ナ

ンディ－ラウトカ地域水道事業の全体の有効性確保の観点からより幅広いかつ柔

軟な認識をもつことが必要であったと考える。具体的に、マスタープランでの想

定、特に水源量の認識と、注力分野（浄水場から配水池）についてより適切な判

断がありえたかもしれない（同様に、事業の計画段階においても、水源や配水網

へのよりいっそうの着目が可能であったかもしれない）。水道事業の現状は、フィ

ジー政府自身が「戦略開発計画 2007-2011」にて認識しているように、既存インフ

ラの更新よりも拡張・新設を重視してきたことが反映されているものと思われる。 
またフィジー水道公社設立の数年間にわたる遅延は、本事業に関しても、維持

管理予算や人材の確保などの点で影響を及ぼしている。また地域の水道事業の全

般の観点からも、投資予算の確保、人材の確保に加えて、顧客満足の確保の点で

影響を及ぼしている。早期の対応が求められる。 
上述のとおり本事業では、①本事業の上流・下流の状況が本事業の有効性の確

保に影響を及ぼしていること、および②公社化の遅延により運営・維持管理に必

要な人材（必要な技術・人数）・財政面の資源の確保が十分でないこと、が改善さ

れるべき点となっているため、以下のような対策を講じるべきである。 
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・実施機関： 公社化の実現プロセスと現状、見通し（スケジュール）を再度明

らかにして、それに従って着実に進展させていくこと。 
 

・実施機関： マスタープラン改訂に早期に着手するとともに、対象地域の水道

事業全体の有効性確保をめざすこと｡ 
 

 なお、本事後評価作業の遂行にあたり、実施機関に関する以下の 2 点による困

難にたびたび直面した。本事業の維持管理のみならず、今後の適切な行政運営を

確保する観点から改善策を講じることを提言として追加する。 
 

・ 文書管理が属人的であり組織的対応に弱い点（担当者の人事異動・退

職などにより、事業関連文書・データの所在が不明になる） 
・ 政策評価（実績評価、事業評価）への理解が不足している点 

 
 

以 上 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
 
 
 

＜土木工事＞  

・オンゴーイング事業（フィジー

資金）  

・特別緊急事業（フィジー資金）

・緊急事業（円借款資金）＜緊急

分＞  

・緊急事業（円借款資金）＜ 2005

年目標分＞  

 

＜コンサルティング・サービス＞

・漏水防止計画  

・プロジェクト・マネジメント・

ユニット（ PMU）支援  

・水道事業のエンジニアリング・

コンサルタント  

・下水道に関する調査  

 

＜土木工事＞  

ほぼ計画どおり  

 

計画どおり  

ほぼ計画どおり  

 

ほぼ計画どおり  

 

 

＜コンサルティング・サービス＞

・ほぼ計画どおりと思われる  

・ほぼ計画どおりと思われる  

 

・ほぼ計画どおりと思われる  

 

・未実施  

②期間  
 
 

1998年2月～2002年12月  
（59カ月）  

1998年2月～2004年4月  
（75カ月）  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
 

  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 

22億8400万円  
11億7700万円  

（現地通貨 F1,323m）  
34億6100万円  
22億8700万円  

1F$＝89円  
（97年5月現在）  

 

不明  
不明  

 

41億7000万円  
22億4400万円  

1F$＝57 円  
（2004年4月現在）  
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