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中間評価調査結果要約表 

１．案件の概要 
国名：フィリピン 案件名：地方水道改善プロジェクト 
分野：上水道 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：フィリピン事務所 協力金額： 
協力期間 2005 年 8 月～2010 年 7 月（5 年間） 先方関係機関：地方水道公社 

日本側協力機関：なし 
他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 
フィリピン政府は、アロヨ大統領の 10 ポイントアジェンダの一つ“The Provision of Water Supply to 

Barangays Nationwide” を受けて、新中期開発計画（2004-2010）において、マニラ首都圏外の 633 の“無
給水町”（飲料に適した水供給が全世帯の 50％以下）に安全な飲料水を供給することを優先課題とし

て位置づけるとともに、上下水道セクター融資政策や関係機関の役割の見直しに関する政令

（EO279,2004 年 2 月）を発令し、経営の自立性に劣る水道事業体を自立・持続性のある水道事業体

へと育成することが、住民の安全かつ持続的な水へのアクセスを確保するうえで重要とし、地方水道

開発に取り組み始めたところである。 
このような状況のなか、本プロジェクトでは、これら水道事業体のうち経営の自立性に劣る小規模

な水道区に焦点を当て、これら水道区のサービスの改善と経営の健全化を目的として、2005 年 8 月

から 2010 年 7 月（5 年間）の予定で実施されている。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

対象水道区のサービス及び経営が改善される。 
（２）プロジェクト目標 

１）選定水道区のサービス及び経営が改善される。 
２）対象水道区（選定水道区以外）のサービス及び経営改善のための方策が示される。 

（３）成果 
１）対象水道区のプロファイルが作成され、具体的に経営改善を図る水道区が選定される。 
２）選定水道区において水道事業経営/サービス改善計画が作成される。 
３）選定水道区における給水施設が改善される。 
４）対象水道区における水道事業運営全般に係るマネージメント能力が強化される。 
５） LWUA の対象水道区に対する支援体制が強化される。 

 
（４）投入（中間評価時点で確定している投入） 

日本側 
専門家派遣   7 名           

     給水施設改善  4380 万ペソ（第 1 グループのみ） 
機材供与等   1250 万ペソ             

相手国側 
   人材配置：地方水道公社 9 名 
   施設提供：専門家執務スペース 
   施設改善用の土地等提供 

ローカル・コスト負担 旅費等 
２．評価調査団の概要 
調査者 日本側評価団 

① 総括     岩上 憲三 JICA フィリピン事務所次長 
② 協力企画 桑江 直人 JICA フィリピン事務所 
③ 評価分析 佐久間美穂（（財）国際開発センター） 
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フィリピン側評価団 
① 総括             Ms. Venice V. Teodoro（地方水道公社） 
② 技術専門官       Mr. Oscar M. Jusi（地方水道公社） 
③ 技術専門官       Mr. Felix Del Castillo（地方水道公社） 
④ 財務専門官       Ms. Luz D. Dela Torre（地方水道公社） 
⑤ プロジェクト評価 Ms. Thelma Dickson（国家経済開発庁） 

調査期間 2008 年 8 月 11 日～2008 年 8 月 26 日 評価種類：中間評価 
３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 
（１）成果の達成度 

成果 1：1～2 ヵ月の遅れはあったものの、ほぼスケジュール通りに達成された。 
・本プロジェクト活動で作成された対象水道区の「水道区プロファイル」は、簡潔ながら非

常に有用な情報を取りまとめたものである。プロジェクト・チームは、プロファイルの情

報に基づいて選定プロセスを実施し、施設改善ガイドラインを策定した。中間評価チーム

は、資料だけでなく、水道区をはじめとする関係者への質問票調査と聞き取り調査結果か

ら、施設改善を図る水道区を選ぶための選定基準が適切に設定され、選定プロセスが適正

に実施されたことを確認した。 
 

成果 2：ほぼ予定通りに達成された。 
・ほとんどの水道区は計画策定や技術の担当者を雇用しておらず、これまでに経営改善計画

を策定した経験もない。本プロジェクトは、各水道区が自分の手で経営改善計画を策定す

ることを活動に組み込んでおり、ある意味で貴重な機会を各水道区に提供したといえる。

しかし、プロジェクト・チームが巡回指導等で個々の水道区の現状に即した助言をしたに

もかかわらず、できあがった経営改善計画の質は水道区によってかなり異なっていた。 
・合同中間評価チームによる聞き取り及びプロジェクト・チームが実施したアンケート調査

の結果、財務・経営や技術管理、水道施設の運営・維持管理に関する研修コースやセミナ

ーは、選定水道区が総合的な改善計画を作成するうえで非常に役立ったことがわかった。

本プロジェクトでは、各種研修・セミナーに、ジェネラル・マネージャーだけでなく技術

者の参加も奨励した。このため、計画策定にあたって、マネージャーは研修で得た給水技

術の知識を生かすことができ、技術者は技術的観点からマネージャーの計画策定を補佐す

ることができた。 
 
成果 3：中間評価時点までに部分的に達成された。建設工事はスケジュール通りに実施された。 
・第 1 グループの 10 水道区の施設改善工事は、予定通り達成された。入札・契約書署名は 2

～3 ヵ月遅れたが、関係者間の協力により工事そのものの進捗は非常にスムーズであった。

JICA フィリピン事務所が、日本の予算年度終了（3 月）までに工事を終了できなければ支

払わないという厳格な姿勢を貫いたことも、建設工事をスケジュール通りに進ませる一因

となった。JICA フィリピン事務所は第 1 グループの施設改善工事での経験に基づき、第 2
グループではヴィサヤ地域とミンダナオ地域での建設契約の 2 つに分割し、二社と契約を

締結した。これにより、より効率的に工事を進め、進捗を管理することができている。第

2 グループの施設改善工事は、2009 年 2 月までに完了する見込みである。 
・いずれのグループについても、ローカル・コンサルタントと水道区との協力のもと施工監

理は適切に行われており、その過程で各水道区職員は施工監理のみならず既存の水供給シ

ステムの検査方法や水源の特定方法など、多くをローカル・コンサルタントから学んでい

ることが聞き取り調査から明らかになった。 
・中間評価調査団は、現地での聞き取り調査を通じて、施設改善によってより良いサービス

を提供できるようになった水道区が水供給事業への自信を取り戻しているのを確認した。

また受益者へのインタビューから、施設改善後、水圧が上がり、断水等がなくなり、水質

も改善していることを確認した。 
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成果 4：中間評価時点では部分的に達成されている。 
・全 54 対象水道区の職員がワークショップ及び研修に参加し、計画策定、財務管理、運営管

理、技術管理の基本を習得した。これらの研修コースへの参加により、水道区職員は全般

的な水道区運営に関する知識を得ることができた。 
・プロジェクト・チームが各選定水道区を巡回してきめ細かいフォローアップ/コンサルテー

ションを行い、それぞれの水道区の財政的、地理的、社会的条件とニーズに応じた改善計

画の準備、修正、 終化に貢献していることが確認された。 
・本プロジェクトによって導入された「コミュニティ・ミーティング」は、広報とマーケテ

ィングの両面で非常に重要かつ強力なツールとなっていることが聞き取り調査から確認さ

れた。 
・水道を利用していない住民の中には、共同井戸や川などを水源として利用しているケース

もあり毎日水汲みに多くの時間と手間がかかっていることから、利用者数の増加に成功し

ている水道区では水道の便利さをコミュニティ・ミーティングで強調している。 
・水道区は施設改善により給水サービスへの自信を回復すると、十分な水圧や 24 時間のサー

ビス提供だけでなく、水質の良さも強調して既存の受益者及び潜在的受益者に水道利用の

利点をアピールする様子が観察された。 
 

成果 5：中間評価時点で部分的に達成されている。 
・LWUA のカウンターパート職員はそれぞれの専門領域において十分な知識を有している

が、フィールド経験にはばらつきがある。日本人専門家は LWUA カウンターパート職員の

技術レベルを高く評価しているが、小規模水道区の現状を考え、より実際的で包括的なア

プローチの必要があると考えている。 
・LWUA カウンターパートが本プロジェクトを通じて新たに得た知識や経験は、対象水道区

を含め水道区一般をより効率的かつ効果的に改善するために普及、活用される必要がある。 
・組織としての LWUA の能力強化は、中間評価時点では十分に達成されておらず、プロジェ

クト後半で更なる努力を要すると考えられる。持続性を強化し、プロジェクト終了後のイ

ンパクトを大きくするための重要な要因の一つとなると想定される。 
 

（２）プロジェクト目標達成の予測 
プロジェクト目標については、施設改善工事の完了した選定水道区の幾つかにおいて一部達

成されつつある。しかし、選定水道区のすべてにおいてサービス及び経営状況が改善したとは

明言できないのが中間評価時点での現状である。また、全 54 対象水道区のうち、選定水道区

20 以外の 34 の対象水道区については、給水サービス及び財務状況改善に係るガイドラインの

作成がまだ不十分と考えられる。したがって、プロジェクト目標達成いかんは、後半での活動

成果にかかっている。 
・中間評価調査団はベースラインとしての水道利用者の満足度調査が「水道区プロファイル」

のニーズ調査の一部で行われていることから、本プロジェクトの効果を測るためにも、終了

時評価調査前に同じ質問票を使ってエンドライン調査を実施するよう提言する。  
・中間評価調査団は、プロジェクト目標 2）の達成度を測るために適切な指標を設定し、JCC
の承認を得るよう提言する。 

 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

次の諸点に基づき、本プロジェクトの妥当性は、事前調査時点と変わらず高いと判断される。

１）フィリピンの給水及び衛生に関する政策との整合性 
フィリピン政府は、特に整備の遅れている地方部の給水について、アロヨ大統領の「10 ポ

イントアジェンダ」や「新中期開発計画（2004-2010）」において優先分野とするなど、上水道

サービスの改善に力を入れており、さらに 2004 年 2 月に発出された行政令第 279 号でも水道

セクターにおける融資政策改革を導入している。また、本プロジェクトのカウンターパート機

関である LWUA は、2008 年 7 月 23 日付の行政令第 738 号で主務官庁が公共事業・道路省
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（DPWH）から保険省（DOH）へ移管されたが、「全国の地方水道区に対して、財政的、技術

的、組織的発展に資するサービスを提供し、規定等順守の監督機能を果たす」という、LWUA
のミッションに変更はない。したがって、実際に住民にサービスを提供しているフィリピンの

小規模地方水道区をターゲットグループとして、そのサービスと経営改善を目標とする本プロ

ジェクトは、フィリピンの上水道及び衛生に関する政策に合致している。 
２）フィリピン社会のニーズとの合致 

本プロジェクトは、運営と財務状況を改善したいという小規模地方水道区のニーズに合致し

ている。また、安全な飲料水を飲みたい、水汲みにかかる時間を削減したいという、地方部住

民のニーズにも合致している。 
３）日本の援助政策との整合性 

本プロジェクトの形成期の日本の援助政策としては、外務省「対フィリピン国別援助計画

（2000 年）」がある。同計画は、重点分野として「格差の是正（貧困緩和と地域格差の是正）」

をあげ、「上下水道整備は貧困層の生活水準向上、さらには環境保全に資するものであり、特

に地方においては飲料水供給施設整備の意義が大きいことから、資金協力、技術協力を組み合

わせた支援を検討する」と明記している。また、本プロジェクト実施期間中に改定された新「対

フィリピン国別援助計画（2008 年）」では、重点分野として「貧困層の自立支援と生活環境改

善」があげられており、その中で「安全な水へのアクセス、衛生状態の改善について支援する」

と述べている。 
 
（２）有効性 

中間評価時点で想定される各活動の成果は十分達成されていることが確認されたが、 終的に

プロジェクト目標がどの程度達成されるかはプロジェクト後半の進捗と外部環境次第であり、現

時点で本プロジェクトの有効性を断じるのは時期尚早と思われる。しかしながら、施設改善工事

を終了した第 1 グループ 10 選定水道区のうち、幾つかの水道区では水道利用者数が目標以上に

増加するなど、活動が成果へ、成果がプロジェクト目標へとつながっていること（本プロジェク

トの採用したアプローチと論理構成の有効性）はある程度確認された。 
・本プロジェクトは、プロジェクト・デザインの段階から、水道区の参画度や住民のニーズの

高さ、技術的・財政的実現可能性の高さなど複数の条件を設定し、投資によるインパクトが

大きいと考えられる水道区のみに施設改善を供与する方針を明確に示し、公正・誠実にこの

選定プロセスを実施した点で高く評価できる。現地調査を通じ、直接水道区を支援するアプ

ローチが対象水道区から非常に感謝され、評価されていることを確認することができ、また

水道区の自助努力を求めるアプローチがプロジェクトに対するオーナーシップを高め、コミ

ュニティ・ミーティング等の働きかけが住民の水道事業に対する関心を高めるように活用し

ている様子が観察された。したがって、本プロジェクトが採用した「直接的アプローチ」と

「参加型アプローチ」「施設改善供与と技術支援を同時に行うアプローチ」は、一定の有効性

を有するといえる。 
・他方、プロジェクト・デザイン時点では想定できなかった要素が、本プロジェクトの採用し

たアプローチやプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）論理の有効性を制限してい

る可能性も看取された。事前調査時に判明していた水源（質・量）や給水施設管理技術上の

問題点、水道事業運営上の問題点、資金調達上の問題点等に加え、本評価調査を通じて、ジ

ェネラル・マネージャーのやる気や能力、地方自治体（LGU）や水道区理事会との関係、潜

在的なサービス拡大地域の人口密度、治安状況など、プロジェクト内部では解決できない幾

つもの要因が地方水道区の経営改善に大きく影響している可能性が認められた。 
・本プロジェクトの対象である経営の自立性及び貸付信用度に劣る地方水道区にとって、直接

的な支援（施設改善及び技術支援）が今後の経営状態の改善に大きく貢献したことは間違い

ないが、プロジェクト目標の達成には現在の水道利用者の経済状態（農村部では、収入の少

ない時期に水道利用を一時的に停止する顧客が多い）、潜在的な水道利用者の経済状態や金融

機関等の融資政策、治安状況、LWUA の財政状況（例えば、融資条件、LWUA アドバイザー

の出張費支給の多少など）といった外部要因が大きな影響を与えると考えられる。 
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（３）効率性 

プロジェクト前半の実施プロセスは、ほぼスケジュール通りに進み（第 2 グループの施設改善

については予定より 1 年前倒しで進んでいる）、成果もほぼ期待通り達成されている。第 2 グル

ープの施設改善工事は未了であり、プロジェクト全般の効率性を評価するのは時期尚早と思われ

るが、中間評価までの実績に基づき本プロジェクトは次の点で効率的であったことが確認されて

いる。 
１）施設改善工事については、ローカル・コンサルタント及び現地の建設業者への委託により、

一般無償資金協力事業方式での調達に比べて大幅に費用を削減することができた。 
２）本プロジェクトでは、水道区の参画度や住民のニーズの高さ、技術的・財政的実現可能性の

高さなど複数の条件を設定して、投資によるインパクトが大きいと考えられる水道区のみに施

設改善を供与した。適切な条件設定と公正な受益水道区選定プロセスが、より効果的で効率的

なプロジェクトの実施につながったと評価できる。 
３）安価で優秀なローカル・コンサルタントを多数雇用することで、フィリピン全国に散らばっ

た選定水道区での施工監理を適切に行い、同時にローカル・コンサルタントを通じた選定水道

区の能力向上を実現することができた。 
 

（４）インパクト 
現時点で上位目標の達成可能性を論じるのは時期尚早である。本プロジェクトのインパクトが

どの程度発現されるかを予想するには、プロジェクト後半で 20 の選定水道区及び 34 の対象水道

区においてどの程度経営が改善されるかを見極める必要がある。また、上位目標の達成には、既

存のあるいは潜在的な水道利用者の経済事情や、LWUA を含む諸機関の融資政策、治安の良し

悪し、LWUA の財政状況（特に、LWUA アドバイザーの出張実費を拠出できるか）などの外部

環境が大きく影響することは言うまでもない。 
 

（５）持続性 
中間評価時点で、本プロジェクトの持続性を評価するのは時期尚早と思われるが、一般的な観

点からは、政策・制度、技術面での持続性は高いものの、財政面での持続性は低いと見込まれる。

本プロジェクトが対象としているような小規模な地方水道区への技術支援サービスの提供は、

もともと LWUA のミッションの一つであり、また各州に設立された水道区組合（Water District 
Associations）の定期会合が水道区間の情報交換の場として有効に機能していることが現地調査

を通じて確認されていることから、LWUA の技術支援サービス機能が強化され、水道区組合の

定期会合を活用して本プロジェクトから得られた良い事例を域内外の水道区に広報していくこ

とにより、本プロジェクトから産出された効果の持続性はより高まると想定される。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）良好な協力関係と効率的なコミュニケーション 

プロジェクト前半の全実施期間を通じて、プロジェクト・チーム、54 の対象水道区、LWUA
が互いに良好な協力関係と緊密なコミュニケーションを維持できた。 

 
（２）ローカル・コンサルタントの役割 

選定水道区 20 ヵ所がフィリピン全土に散在していたにもかかわらず、ローカル・コンサルタ

ントの貢献により施工管理が適切に行われ、工事の質が確保され、工期も厳守されている。 
 

（３）新アプローチの導入 
本プロジェクトでは、「直接的アプローチ」と「参加型アプローチ」「施設改善供与と技術支

援を同時に行うアプローチ」を採用している。こうした本プロジェクトの基本方針の有効性は、

次の（４）で述べるような一定の条件を備えた水道区において確認されている。 
 

（４）成功例にみる基本的要件 
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中間評価調査を通じて施設改善により良好な結果を得られる水道区には、基本的な要件がす

べて備わっていることが多いという事実が確認された。地方水道区の経営状況が改善に向かう

ための基本的要件と考えられるものとしては、良質で十分な量を有する水源があること、ジェ

ネラル・マネージャーにやる気と（潜在的）経営能力があること、LGU 及び水道区理事会と良

好な関係にあること、ある程度の数の潜在的な水道利用者が一定の地域内に存在すること（人

口密度がある程度高いこと）、治安が良いことなどがあげられる。これらの要件をすべて（ある

いは、ほとんど）備えている選定水道区では、目標値を上回る新規加入者数の増加やそれに伴

う経営状態の改善など、一部の要件を備えていない水道区よりも施設改善工事による成果が大

きく表れていることが確認された。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）地理的な拡散 

本プロジェクトの対象地域は、フィリピン全土である。ルソン地域、ヴィサヤ地域、ミンダ

ナオ地域の中心都市で各種研修を実施するなどの工夫をして、経費を節約すると同時にマンパ

ワーの少ない水道区職員にも参加しやすい環境を提供することを心掛けた点は評価するが、研

修で学んだことを各水道区の現場に実際に適用するためには、プロジェクト・チームが水道区

を訪問し、水源やオフィスの運営状況などを確認しながら、それぞれの水道区に合った実現可

能な技術支援を行う必要があった。この観点からは、54 の対象水道区が物理的にフィリピン全

土に散らばっていることで、本プロジェクトの投入に対する成果はある程度制限されたと考え

る。 
 

（２）基本的要件の欠如 
３－３（４）で述べた基本的要件の一部（あるいはすべて）を備えていない水道区では、施設改

善供与や技術支援を行ったとしても、期待される成果が産出される可能性は低いと考えられる。 
 
３－５ 結 論 
本プロジェクトは、フィリピンの給水政策、日本の援助政策、フィリピン社会のニーズに合致して

おり、妥当性は高い。幾つか懸案事項や不安定な外部要因（特に、LWUA の財政、融資環境等）は

あるが、中間評価時点での実績からみて、投入はほぼ予定通りに活用されており、成果達成状況は良

好である。インパクト及び持続性については、現時点での評価は時期尚早と思われるが、LWUA の

通常業務（技術支援サービス）を強化する、他の水道区との情報交換の場を設けるなど提言で取り上

げた諸点を実施することで、より良い成果が期待できると調査団は判断する。 
 
３－６ 提 言 
（１）対象水道区に対する通常の技術サービス（一般的な経営アドバイス、定期的な水質モニタリ

ングの実施、融資申し込みに関するアドバイス等）の提供を LWUA が確実に行うこと。 
 
（２）できるだけ時間と手間を省きつつ、「水道区プロファイル」を定期的にアップデートすること

を推奨する。「水道区プロファイル」は、水道区の状況をモニタリングし、『対象水道区全体改

善指針』の有効性を検証するためにも活用できる。 
 
（３）本プロジェクトの良い事例をプロジェクト対象以外の水道区、LWUA、各州の水道区組合

（Water District Associations）と共有すること。 
 
（４）終了時評価前に、エンドライン調査を実施すること。 
 
（５）LWUA と JICA フィリピン事務所とが話し合い、両者の合意に基づき、本プロジェクトの活

動に係る LWUA カウンターパート職員の出張旅費を共同負担すること。 
 
（６）調査団はプロジェクト・チームに対し、①プロジェクト目標 2 の達成度を測るための適切な
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指標を設定すること、②第 2 グループの施設改善スケジュールに係る指標を修正すること、の

２点について早急に PDM を変更し、JCC に承認を求めるよう提言する。 

 




