
評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ウルグアイ東方共和国 案件名：サンタルシア川流域汚染源／水質管理プロジェクト

分野：環境問題 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部環境管理

グループ 
協力金額（評価時点）：2 億 2,497 万 7,000 円 

R/D：2008 年 4 月～2011 年 3 月 先方関係機関：住宅・土地・環境省（MVOTMA）

環境局（DINAMA） 
協力期間 

延長： 

F/U： 

日本側協力機関：日本工営株式会社、環境省 

他の関連協力：「モンテヴィデオ首都圏水質管理強化計画調査」（2003 年 10 月～2007 年 1 月）

１－１ 協力の背景と概要 

 ウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ」と記す）は南米大陸、ラプラタ川河口に位置

し、面積約 17 万 6,000km2、人口約 330 万人の農牧業を主要産業とした国である。首都モンテ

ヴィデオ及びその周辺の国土面積の 1 割弱のサンタルシア川流域に人口の 6 割以上が集中し、

水環境の悪化が問題となっている。主要汚染源は、都市排水、不法投棄された固形廃棄物、工

場排水であり、皮革工場からの排水による重金属汚染も確認されている。また、農地からの肥

料や農薬の流入も懸念されている。これまで下水処理場建設、工場排水規制等の汚染源対策が

講じられてきたが、課題に十分に対応しきれていない。その最大の原因は、ウルグアイにおけ

る水質保全の主要官庁である住宅・土地・環境省（MVOTMA）環境局（DINAMA）の業務実

施能力が不十分であり、法令で規定されている役割を果たしていないことにある。 

 このような背景の下、JICA は DINAMA を実施機関として、開発調査「モンテヴィデオ首都

圏水質管理強化計画調査」を 2003 年 10 月から 2007 年 1 月にかけて実施し、「水質管理能力強

化のためのマスタープラン（M/P）」の策定、M/P を構成する活動の一部分の実施を行った。 

 ウルグアイにおける水質管理能力の強化のためには、M/P の着実な実施が必要であるが、い

まだ外的投入が必要な部分があるため、M/P のなかでも特に新たなノウハウと努力を要する汚

染源管理と河川水質管理の能力向上に焦点を当てたプロジェクトへの協力が DINAMA より要

請された。 

 本「サンタルシア川流域汚染源/水質管理プロジェクト」は、2008 年 4 月より 2011 年 3 月ま

での予定で実施されており、5 名の専門家〔総括/組織・制度のキャパシティディベロップメン

ト（CD）、汚染源管理（モニタリング、汚染物質管理）、汚染源管理（工場査察、汚染物質処理）、

データ解析・評価/GIS、水質分析/ラボ管理・有害物質管理/業務調整〕を派遣中である。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

1) サンタルシア川流域の水質改善のための施策が実行される。 

2) DINAMA が中心となって、他の流域においても環境管理の改善促進のための、汚染源

管理／水質管理に係るプログラムやプロジェクトの協調が促進される。 

 



(2) プロジェクト目標 

DINAMA 及び関係機関のサンタルシア川流域の汚染源管理／水質管理能力が強化さ

れる。 

(3) 成果 
1) DINAMA の汚染源管理及び水質管理体制が強化される。 

2) 汚染源管理及び水質管理に関する関係機関の協調体制が確立される。 
3) DINAMA 及び関係機関の河川及び排水に関する水質モニタリング能力が強化される。

4) DINAMA 及び関係機関の汚染源管理に関する情報収集及びデータ解析・評価能力が強

化される。 

5) DINAMA の汚染源管理に関する査察・評価・指導能力が強化される。 
6) 汚染源／水質総合情報管理システムが構築され活用される。 

(4) 投入（評価時点） 
日本側： 

総投入額         2 億 2,000 万円 
長期専門家派遣      0 名     機材供与 81 万 3,985 円 

短期専門家派遣      5 名     ローカルコスト負担 1,495 万 5,000 円 

研修員受入        0 名 

相手国側： 

カウンターパート配置   17 名 

土地・施設提供           

ローカルコスト負担    サンプリング、分析、インターネット接続料金、カウンタ

ーパート（C/P）出張旅費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側 

(1) 総括   吉田充夫 JICA 国際協力専門員  

(2) 協力企画 田村えり子 JICA 地球環境部環境管理第二課  
(3) 評価分析 羽地朝新 株式会社日本開発サービス調査部研究員  

ウルグアイ側 

(1)  Mr. Luis Reolón, Director, Environmental Quality Evaluation Division 

(DECA), DINAMA 

(2)  Ms. Silvia Aguinaga, Director, Environmental Control and Performance 

Division (DCDA), DINAMA 
(3)  Ms. Magdalena Hill, Project Coordinator, DECA, DINAMA 

調査期間 2009 年 9 月 22 日～2009 年 10 月 11 日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標 

1)  プロジェクト目標「DINAMA 及び関係機関のサンタルシア川流域の汚染源管理／水質

管理能力が強化される。」について、DINAMA が努力を継続すればプロジェクト終了時



に達成される可能性が高いと評価した。 

2)  プロジェクト目標の達成を図るための指標として、汚染源管理システム・体制改善の

ためのアクションプラン実施状況、DINAMA 及び関連機関における情報共有状況等 5

つの指標をあげているが、5 つのいずれも進捗が確認できている。 
(2) 成果 

アウトプット 1：関連会議、キャパシティ・アセスメント、アクションプランの作成は予定

どおり実施されている。本プロジェクトの主要 C/P である環境評価部

（DECA）、環境管理部（DCDA）についてはいずれも能力が向上し、関係

強化が図られているが、環境分析課（ラボ）との関係強化が課題となって

いる。 
アウトプット 2：5 つの課題〔①農業汚染の管理、②国家衛生公社（OSE）との水質情報・水

源管理、③各県とのモニタリング、汚染源管理に係る役割分担、④国家水・

衛生局（DINASA）との水質・水量の観点からのサンタルシア川の管理、⑤

DINASA との取水・排水許認可プロセスの調整〕についての協議が開始さ

れており、課題解決のための委員会の組織、緊急時の連絡体制が形成され

つつある等の進捗がみられる。地方自治体との協調体制については、制度

的枠組みがなく、実施に課題を残している。 

アウトプット 3：モニタリングの進捗、ラボの分析能力に課題はあるものの達成されつつあ

る。 

アウトプット 4：汚染源データの管理、分析、解析能力が大変向上しており、水質レポート

も公表に向けての準備が進められている旨確認できた。 

アウトプット 5：汚染源の査察・評価・指導について全般的に能力が強化されているが、特

にプロジェクト計画時には重要視されていなかった面源汚染の管理につい

て能力が強化された。汚染源管理に係るパイロット調査については今後準

備が行われる予定。 

アウトプット 6：DINAMA は「環境情報システム」の構築を行っており、プロジェクトでは

①サンタルシア川の水質等基礎情報、②関係機関からの水質情報の入力管

理についての 2 つのモジュールを協力している。モジュールの構築は順調

に進んでいる。 

 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は高い。理由としては、サンタルシア川はウルグアイ国内の人

口の約半数を占めるモンテヴィデオ首都圏の飲料水源となっており水質保全に対するニ

ーズが高いこと、「水資源法（仮称）」の制定が進みつつあり政府の政策と一致しているこ

と等があげられる。 

(2) 有効性 

本プロジェクトの有効性は中程度である。ラボの能力（アウトプット 1）、他機関との協

調体制を制度上明確にすることの限界（アウトプット 2）より、2 つのアウトプットの達

成が限定的であることが理由である。 



(3) 効率性 

本プロジェクトの効率性は中程度である。投入のタイミング、量、質についてはおおむ

ね適切であるが、C/P の多忙による制約があり一部の活動に遅れがみられた。 

(4) インパクト 
本プロジェクトでは多くのインパクトが確認されている。水質、汚染源管理関連の情報

の増加により、関係機関との協議が容易になったこと、米州開発銀行（IDB）、国連開発計

画（UNDP）等他ドナーによる協力の促進に貢献していること等があげられる。 

(5) 自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は比較的高い。理由として、C/P のオーナーシップが高く、

プロジェクト終了後もプロジェクトで移転された技術を活用する意思をもっていること、

現在作成中の 5 カ年予算計画に本プロジェクト関連活動の予算の計上の準備を進めている

こと等があげられる。また法制度は未整備であるものの地方自治体もサンタルシア川の水

質管理のための活動を継続する意思をもっている。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

あらゆる環境行政の基礎となる水質環境情報の作成能力強化を扱っているため、本プロ

ジェクトによる能力強化の重要性が認識されやすい。 

(2) 実施プロセスに関すること 

JICA と IDB の 2 つのドナーが環境情報システムの整備を支援しており、相乗効果が図

られている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

事前調査時に地方分権化についての情報が十分得られておらず、プロジェクト活動の修

正を行う必要があった。 

(2) 実施プロセスに関すること 

詳細な活動計画の立案、見直しに時間がかかった。 
 

３－５ 結論 
6 つのアウトプットのいずれも、DINAMA が努力を継続すればプロジェクト終了時に達成さ

れる可能性が高いと評価した。 
本プロジェクトでは「サンタルシア川流域の水質改善のための施策が実行される。」、

「DINAMA が中心となって、他の流域においても環境管理の改善促進のための、汚染源管理／

水質管理に係るプログラムやプロジェクトの協調が促進される。」の 2 つの上位目標をあげて

いる。 

いずれも達成の可能性を判断するには時期尚早であるものの、「水資源法（仮称）」が国会で

承認されるなど、水質改善のための基本的な法制度整備が進捗しつつあり、地方自治体のイン

タビューで複数の自治体において、水環境管理に本プロジェクトの経験を活用しているとの事

実が確認されているため、今後、地方分権や流域管理に係る制度や方針が明確化されていくな



らば、上位目標の達成は可能と判断した。 

 
３－６ 提言 

(1) プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 
アウトプット 2 に関連し、地方分権化の方向性が不透明であることが上位目標達成のた

めの阻害要因となりうるため、この点を PDM の外部要因として追記する。 
アウトプット 5 の活動の明確化のため、パイロットプロジェクト及び面源汚染源に係る

調査についての活動を追記する。 
 

(2) 関係者とのコミュニケーション強化 
①アクションプラン実施のためのテクニカルコミッティーの活用、②ハイレベルへの働

きかけ、③インターネットを活用したプロジェクト活動の紹介、④ラボの能力強化、⑤IDB
プロジェクトとの協調を強化する。 

 
(3) 関連法制度のフォロー 

現在制定準備中の「水資源法（仮称）」には、水質保全、水質情報の整備、水利用等プ

ロジェクトに関連する事項が含まれているため、制定状況を注視する。 

 

３－７ 教訓 

プロジェクト活動の計画にあたっては、法制度面からの実現可能性も十分に検証する。また、

必要に応じて関連法制度の改定を促すために法制度担当部門も巻き込む。 

 

３－８ フォローアップ状況 

2010 年後半に終了時評価を実施予定。 

 




