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事業事前評価表（円借款附帯プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 5月 25 日 

担当部・課：地球環境部水資源第一課 

１．案件名：インドネシア国南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏上水道サービス改善プロジェクト 

（Project for Water Service Improvement in Mamminasata Metropolitan Area in South Sulawesi Province）

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

東部インドネシアの経済拠点である南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏では、上水道サービスをマ

カッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール県の 1 市 3 県の４水道公社（PDAM）が担っているが、財

務状況が悪く、給水区域の拡張や施設の更新に十分対応できておらず、都市圏の成長に応じた水供給が

できていない。また、小規模な浄水場における浄水水質の管理も不十分であり、量的にも質的にも水道

サービスの改善が求められている。本プロジェクトでは、１市３県の PDAM がマミナサタ広域都市圏

の水道整備に係る共通課題に対処する能力を育成するとともに、水道サービスの拡張を実現するための

経営・財務改善能力の強化を図り、さらに安全な水を供給するための水質改善に必要な能力を強化する

ことにより、PDAM 職員の上水道サービスの運営・維持管理能力を向上させる。 

（２）協力期間 

  2009 年 9 月より 2.5 年間 

（３）協力総額（日本側） 

  約 3.7 億円 

（４）協力相手先機関 

    南スラウェシ州政府 

マミナサタ広域都市圏内 1 市 3 県の４水道公社（PDAM） 

（５）国内協力機関 

  厚生労働省 

（６）裨益対象者及び規模、等 

直接裨益者（ターゲットグループ）は、上記 1 市 3 県の PDAM 全職員（合計約 930 人）。 

間接裨益者は、上記 1 市 3 県 PDAM の上水道事業の運営・維持管理能力の強化によって質のよい上

水道サービスを享受する、マミナサタ広域都市圏内の地域住民（約 225 万人） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

東部インドネシアのスラウェシ島南部に位置するマミナサタ都市圏は、マカッサル市（人口 129 万

人、2005 年）を中心とし、近隣のマロス県、ゴワ県、タカラール県に跨る広域都市圏としてインドネ

シア政府の指定を受けており、総人口約 225 万人（2005 年）を擁する東部インドネシア経済の中心地

である。同都市圏では空港、港湾、道路等の運輸インフラの整備や工業団地の開発等が進められており、

JICA も「マミナサタ広域都市圏総合計画調査」（2005～2006 年）を実施し、開発フレームワーク、空

間開発戦略、経済開発計画、都市環境基盤整備計画を提案するなど、都市圏の整備を支援している。し

かし、水道普及率は中心都市マカッサル市でも 70％、他の 3 県では 15％と低く、都市化の進展に水道

施設の拡張が追いついていない。その主たる理由は、無収水率が約 30～50％と高いこと、債務返済の

負担が大きいこと、水道料金が低すぎることなどが PDAM の経営を圧迫しており、管網の更新や給水

区域の拡張に必要な投資資金の手当てができないことである。また、4PDAM の水源は主に表流水であ

り、雨期には濁度が高くなることから適切な水質管理に基づく浄水場の運転が求められるが、小規模浄

水場では基礎的な水質分析機器すら備えられておらず、水質検査を行わないまま配水されている。この

ようなサービス水準の低さが、住民の水道料金支払意思を低下させ、無収水率が高い一因となっている。

さらに、都市化の進展への対応、水源の確保等、域内の水道事業体に共通する広域的課題が認識されて

いるが、4PDAM 間の連携・調整メカニズムがなく、問題解決に向けた体制が構築できていない。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 
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「イ」国の水道事業は、2001 年に地方分権化関連法が施行され、各 PDAM に経営権限が全面的に委

譲されたが、PDAM の経営能力が十分ではなく、現在多くの PDAM が財務内容や水道サービスの改善

を求められている。こうした状況を受け、公共事業省人間居住総局は水道公社経営健全化計画（PDAM 

Health Program 2007）を策定して経営改善の促進を打ち出しており、さらに財務省は財務改善行動計

画書（FRAP）の作成・承認を条件に、債務負担の軽減を図る PDAM 救済策を公表している。これらの

政策によって、「イ」国政府は PDAM の経営健全化に積極的に取り組んでおり、財務・経営改善に係る

計画策定とその着実な実施が、水道施設整備への投資原資を確保する上での鍵となっている。 

また、マミナサタ広域都市圏は、公共事業省空間計画総局が策定する国家空間計画において特別地域

に指定されており、国が積極的に関与して開発を促進する方針が明確に打ち出されている。この方針の

下で南スラウェシ州は、州知事が中心となって 2003 年に「マミナサタ都市圏空間計画方針（州令

No.10）」を策定するとともに、関連地方政府から成る「マミナサタ広域都市圏開発協力委員会

（MMDCB）」を組織するなど、広域連携による都市環境整備に向けた枠組みを整えている。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業計画上の位置付け 

 JICA は、「イ」国政府の国家開発計画においても重点課題となっており、貧困率が高く経済発展の遅

れている東部インドネシアの開発に重点的に取り組んでおり、経済・貿易・物流の中心である南スラウ

ェシ州の地域開発を進めることによって周辺地域の開発を牽引することを意図した「南スラウェシ州地

域開発プログラム」を推進している。同プログラムは 3 つのサブプログラムから成り、本プロジェクト

はそのうちの「マミナサタ広域都市圏開発サブプログラム」の一部に位置づけられている。同サブプロ

グラムは、経済開発支援、経済基盤整備、都市環境整備、及び都市管理・制度強化を目指すものであり、

「マミナサタ広域都市圏総合計画調査」（2005～2006 年）によるマスタープラン作成に続いて、道路

整備、廃棄物管理、MMDCB の能力強化等の分野に対する取り組みを開始している。本プロジェクトも、

同サブプログラムを構成するプロジェクトのひとつとして実施するものである。 

また、上水道セクターに関しては、円借款「ウジュンパンダン上水道整備事業」（1993～2002 年）

によりマカッサル市ソンバ・オプ浄水場建設等に対する支援を行ったが、上記開発調査において依然と

して課題が多く残り、支援の優先度が高いことが確認されている。また、ソンバ・オプ浄水場の拡張計

画が、「イ」国政府による円借款候補案件のロングリストに掲載されている。よって、既往円借款の効

果発現をより一層促進するとともに、施設整備のための新規円借款供与も視野に入れつつ、そのための

前提条件となる PDAM の能力向上を支援する必要がある。 

 

４．協力の枠組み 

[主な項目] 

（１）協力の目標（アウトカム） 

 １）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

   [プロジェクト目標] 

「マミナサタ広域都市圏における水道公社職員の上水道サービスの運営・維持管理能力が向上す

る。」 

[指標] 

【指標 1】運営・維持管理に関する主要なパフォーマンス指標（例：コストリカバリー率、接続栓

数、水質基準遵守日数、等。プロジェクト開始後 3 ヶ月以内に設定）が改善される。 

【指標 2】本プロジェクトの研修を通じて得た技術・技能が、上水道サービスの運営・維持管理の

日常業務で活用される。 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

   「マミナサタ広域都市圏における水道公社による上水道サービスが改善される。」 

   [指標] 

【指標 1】サービス受給人口が国家目標レベル（2015 年までにパイプ給水普及率 57.4％）に向けて
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増加する。 

【指標 2】浄水水質が毎日の水質検査において常に水質標準を満たす。 

（２）成果（アウトプット）と活動 

[成果１] 

「水道公社間の地域内協力・調整メカニズムが強化される。」 

【活動】 

1-1 関係者間の議論を通して必要な地域内の協力・調整メカニズムのアウトラインを作成す

る。 

1-2  調整の仕方について合意書を作成する。 

【指標 1-1】必要な地域内の協力・調整メカニズムのアウトラインが作成される。 

【指標 1-2】調整方法を記載した合意書が作成される。 

 

[成果２] 

「財務管理能力が強化される。」 

【活動】 

2-1 組織改善案を含むビジネスプランの作成支援・モニタリング、並びにまだ財務改善行動計

画（FRAP）が作成されていない PDAM については作成を支援する。 

2-2 水道料金算定実務の執務参考資料を作成し、適正な水道料金の設定にかかる実地研修を行

う。 

2-3 水道料金請求・徴収業務の効率改善に係る実地研修を行う。 

2-4 新規投資のコストリカバリーに係る実地研修を行い、新規借り入れに対する財務能力の診

断を行う。 

2-5 関連機関ならびに関係者を対象に、コストリカバリーと持続的な財務運営の必要性の広報

を目的としたワークショップ／セミナーを行う。 

2-6 PDAM 職員に対し顧客満足促進に係る実地研修を実施する。 

 【指標 2-1】研修資料及び研修参加職員数。（研修参加職員数の目標値はプロジェクト開始後 3 ヶ月

以内に設定） 

【指標 2-2】水道料金徴収率が改善される。（目標値はプロジェクト開始後 3 ヶ月以内に設定） 

【指標 2-3】ワークショップ/セミナーの開催数およびその参加者数。（目標値はプロジェクト開始後

3 ヶ月以内に設定） 

 

   [成果３] 

「無収水削減能力が強化される。」 

【活動】 

3-1 各 PDAM 内に、財務部門を含む無収水（NRW）削減委員会を組織する。 

3-2 マスターメーターを設置して正確な無収水率の測定を行う。 

3-3 漏水検知技術・技能に関する実地研修を行う。 

3-4 顧客調査、違法接続調査等を含む無収水の現状調査を行い、無収水の内容（water balance）

を分析する。 

3-5 次年度の無収水削減目標を設定し、無収水削減年次実施計画を作成する。 

3-6 無収水量削減対策を、同実施計画に従って実施する。 

3-7 計画実施の結果をモニタリングし、その結果を次年度の目標値設定と実施計画の作成にフ

ィードバックする。 

【指標 3-1】研修資料及び研修参加職員数。（研修参加職員数の目標値はプロジェクト開始後 3 ヶ月

以内に設定） 

【指標 3-2】実施計画において計画されたとおりに、各年の無収水削減向け予算が確保される。 

【指標 3-3】各年の無収水率が前年より減少する。 
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[成果４] 

「地理情報システム（GIS）データベース構築能力が強化される。」 

【活動】 

 4-1 GIS データベース構築に必要な人員を配置する。 

4-2 GIS データベースの機器を準備し、GIS データベース構築に係る研修を実施する。 

  4-3 GIS データベース構築に必要なデータ（送配水管網図、顧客データ）を準備する。 

    4-4 各 PDAM においてモデル地区を設定し、GIS データベースを構築する。 

     4-5 GIS データベースの有効活用（配水管網維持管理及び水道料金請求・徴収）ならびにデー

タ更新・維持管理に係る実地研修を行う。 

 4-6 各 PDAM において給水区域全体への GIS データベース拡張作業実施計画を作成し、作業

を継続して行う。 

 【指標 4-1】研修資料及び研修参加職員数。（研修参加職員数の目標値はプロジェクト開始後 3 ヶ月

以内に設定） 

【指標 4-2】4PDAM においてモデル地区の GIS データベースが作成される。 

【指標 4-3】実施計画に従い、GIS データベースの対象範囲拡張作業が継続的に行われる。 

  

[成果５] 

「小規模浄水施設の水質管理が強化される。」 

【活動】 

5-1 水質管理に必要な人員を配置する。 

5-2 水質分析機器を準備し水質分析に係る研修を実施する。 

5-3 水質ガイドライン（水質分析手順、薬注量調節へのフィードバック手順、記録・報告）を

作成する。 

5-4 水質検査結果をフィードバックした薬注量調節の研修を行う。 

5-5 水質管理ガイドラインに基づいた水質管理の実地研修を行う。 

【指標 5-1】研修資料及び研修参加職員数。（研修参加職員数の目標値はプロジェクト開始後 3 ヶ月

以内に設定） 

【指標 5-2】作成された水質管理ガイドラインに基づき、毎日の水質管理が実施される。 

 

（３）投入（インプット） 

  １）日本側 

（専門家） 

・チーフアドバイザー／上水道事業運営／キャパシティ・デベロップメント 

・上水道事業体運営アドバイザー 

・無収水削減対策 

・漏水探知技術 

・財務・経営管理 

・浄水場維持管理 

・水質管理 

・GIS 

・組織間連携アドバイザー／顧客対策 

・業務調整 

（資機材） 

・ マスターメーター、配水区メーター 

・ 携帯型超音波流量計 

・ 漏水探知機器 
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・ 水質分析機器 

・ GIS ソフトウエア及びパーソナル・コンピュータ 

   （研修） 

・ 本邦研修 

   （その他） 

     ・ 在外事業強化費 

  ２）インドネシア側 

（カウンターパート職員） 

・ プロジェクトディレクター： 南スラウェシ州空間計画・居住局長 

・ プロジェクトマネージャー： 同州空間計画・居住局 地域・都市部長 

・ Project Implementation   ： 同州地域開発企画庁天然資源・地域インフラ課長 

  Unit (PIU)メンバー      同州水道事業運営改善ワークユニット長 

                1 市 3 県水道公社局長 

                同公社技術部長、財務部長 

（事務所スペース及び事務機器） 

・ 日本人専門家のための執務室及び同室における必要な機材（同州空間計画・居住局内） 

・ プロジェクトに実施に必要な情報の提供 

（現地経費） 

・マミナサタ地域で実施される研修活動等へのカウンターパート職員の出張手当、その他手

当て（各機関） 

・プロジェクト実施に関連した修理・建設工事費用 

・専門家執務室の電気・水・インターネット使用に係る費用（同州空間計画・居住局） 

・供与機材の通関、保管、国内輸送に係る費用（同州空間計画・居住局） 

・供与機材（マスターメーター、水質分析機器等）に係る維持管理費用（水道公社） 

・合同調整委員会および運営委員会への参加者の給与、出張費、日当（各機関） 

   （その他） 

     ・必要なデータ・情報 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

  １）前提条件 

   ・プロジェクト実施の前提条件は、特になし 

  ２）外部条件 

[プロジェクト目標達成のための外部条件] 

・研修を受けた職員が引き続き水道公社で働く。 

[上位目標達成のための外部条件] 

・上水道施設整備のための中央・地方政府予算（円借款等の借入による資金調達も含む）が国家目

標達成に向けて計画どおりに配分される。 

５．評価５項目による評価結果 

（１）妥当性 

  本プロジェクトの妥当性は、以下の理由から極めて高いと判断される。 

１） 地域ニーズとの整合性： マミナサタ広域都市圏は、「イ」国公共事業省が策定する国家空間計

画において特別地域に指定されており、地元の南スラウェシ州では関連地方政府から成る「マミ

ナサタ広域都市圏開発協力委員会（MMDCB）」を組織するなど、広域連携による都市環境整備

や経済基盤整備に向けた枠組みを整えている。また、域内の PDAM の給水率は低く、水需要の

増加に対応した管網の更新や給水域の拡大に取り組む必要があるが、それを可能にする投資資金

獲得のためには、公共事業省や財務省の指針に基づく財務改善や、水道サービスの向上によって

得られる地域住民の支持に基づく料金徴収の増加、無収水対策による有収率向上等の総合的な経

営改善への取り組みが喫緊の課題となっており、本プロジェクトが目指す目標や活動は地域ニー
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ズと整合している。 

２） 「イ」国の開発政策との整合性： 「イ」国での水道事業については、2001 年に地方分権化関

連法が施行され水道事業についても各 PDAM に経営権限が全面的に委譲されたが、PDAM の運

営・維持管理能力が十分でないため、現在多くの PDAM に財務改善や水道サービスの改善が求

められている。これに対し、「イ」国では、公共事業省が水道公社経営健全化計画（PDAM Health 

Program 2007）を策定して経営改善を支援しており、さらに同国財務省は財政改善行動計画書

の作成・承認を条件に、債務負担の軽減を図る PDAM 救済策を公表しており、本プロジェクト

が目指す目標や活動は「イ」国の水道事業政策と整合している。 

３） 我が国援助政策との整合性： 本プロジェクトは、JICA が「イ」国で推進中の「南スラウェシ

州地域開発プログラム」に含まれる「マミナサタ広域都市圏開発サブプログラム」の一部に位置

づけられている。また、給水率の改善はミレニアム開発目標（MDGs）の達成にも寄与するもの

であり、我が国援助政策との整合性が確保されている。 

４） 我が国の援助経験： 我が国は、西ジャワ州の６県の水道公社を対象に「地方給水プロジェクト」

（2004-2006）を実施しており、同先行事例の教訓・成果を活用することが可能である。また、

現在、我が国はエジプト、ヨルダン、ブラジル等で無収水削減に対する技術協力プロジェクトを

実施中であり、本プロジェクトの内容設計に当たっては、それらのプロジェクトの枠組みを参考

にしている。これらのことから、本プロジェクトでは、日本のこれまでの援助経験を十分に活用

した内容が計画されている。 

 

（２）有効性 

  本プロジェクトは、次のような有効性が見込める。 

１） プロジェクト目標の明確性： 本プロジェクトは、上位目標達成に向けた第１ステップである「マ

ミナサタ広域都市圏における水道公社の上水道サービスの運営・維持管理能力が向上する」こと

をプロジェクト目標とするものである。また、その指標は、PDAM 全体の運営・維持管理能力

の向上をパフォーマンス指標（例：コストリカバリー率、接続栓数、水質基準遵守日数、等。プ

ロジェクト開始後 3 ヶ月以内に設定）で検証するとともに、本プロジェクトで投入される新しい

技術・技能の日常業務への定着度を検証する内容であり、プロジェクト目標及びその指標は明確

である。 

２） プロジェクト目標と成果の関係： プロジェクト目標は「マミナサタ広域都市圏における水道公

社職員の上水道サービスの運営・維持管理能力が向上する」であり、具体的には①広域課題対処

能力、②経営・財務改善能力、③水質管理能力の向上を図るものである。①広域課題対処能力に

ついては、域内関係機関が連携して水源開発等の域内の諸課題に対応するための協力・調整メカ

ニズムの強化を成果としている。南スラウェシ州政府は既に全般的な広域連携に関する体制整備

を進めているため、上水道セクターにおいても PDAM 間の連携を継続的に行うためのプラット

フォーム作りを支援することにより、域内協力・調整メカニズムを確立することは可能である。

②経営・財務改善能力については、財務管理能力強化（成果２）、無収水削減能力強化（成果３）、

GIS 構築能力強化（成果４）を成果としている。これらの成果が達成されれば、GIS を活用した

顧客情報の管理や送配水管網の資産管理が可能となり、料金徴収率の向上や漏水率の削減が図ら

れるとともに、無収水量の正確な把握と現実的な計画に従った着実な無収水削減を実施していく

能力が獲得される。これらの技術的な向上を背景に、ビジネスプランや財務改善行動計画が作成

され、水道料金の請求・徴収に係る効率が改善されるなど、経営・財務改善に必要な能力が強化

される。③水質管理能力については、最も大きな課題となっている小規模浄水場の水質管理に焦

点を当てて、水質分析及び浄水処理へのフィードバックに関する技術移転を行うことにより、全

ての浄水場において適切に水質を管理する体制が整うことになる。以上より、本プロジェクトで

はプロジェクト目標を達成するために必要となる十分な成果が、スキルの習得とマネジメントの

改善の両面から計画されている。 

３） 外部条件： プロジェクト目標に至るまでの外部条件は「研修を受けた職員が引き続き水道公社
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で働く」であるが、「イ」国ではPDAM職員は準公務員であり身分が安定していることから、PDAM

を離職するケースは考えにくい。しかしながら、対象とする４PDAM には明確な業務分掌規定

（Job Description）がない、昇格・昇進の基準・ルールがない等、人事・組織面の問題があるた

め、本プロジェクトを通して人事・組織面の改善案を提案し、職員の定着化を強化していく必要

がある。 

 

（３）効率性 

  本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

１） 成果の指標の的確性：成果２から成果５までの指標は、無収水削減、水質管理等の研修活動内容

（研修回数、参加者数等の投入）を計測する指標と、取得した技術・知識の日常業務での定着化

の状況（無収水率等の成果）を計測する指標で組み合わされている。また、成果１（域内連携）

は、PDAM 間での域内連携のメカニズム構築までを本プロジェクトの協力範囲としており、そ

の指標も「必要な地域内の協力・調整メカニズムのアウトラインが作成される」など、活動内容

と合致しており、指標の内容は的確である。 

２） 活動内容の効率性： 既存の水道事業体や広域連携の枠組みを土台にした活動であるため、効率

的に活動を開始することが可能である。計画されている供与機材は、いずれも現地の技術レベル

に合致した現地調達可能な安価な製品である。 

３）投入の適切性： 本プロジェクトは、2.5 年間という限定された期間と支援規模によって達成可

能な範囲を勘案して計画されている。投入専門家については、期待される成果/活動が多岐にわ

たることから、各分野に対応した専門性を有する投入を想定している。また、技術・技能の移転

は短期派遣の専門家によって効率的に行うとともに、多くの関係機関を調整し、協力・連携体制

を構築するとともに、水道サービスの改善に向けたモティベーションの向上や実際のアクション

に向けた働きかけを継続的に行っていく必要があるため、水道事業体の運営や「イ」国の行政機

構に詳しい専門家を長期派遣で投入することを想定していることから、本プロジェクトのインパ

クトの増大を意識した適切な投入と判断される。 

 

（４）インパクト 

  本プロジェクトの実施によって、以下のインパクトが発現することが期待される。 

１） 上位目標の達成の見込み： 本プロジェクトの実施により、４PDAM の上水道サービスの運営・

維持管理能力が向上し、マミナサタ広域都市圏における上水道サービスの質的側面が改善され

る（上位目標の指標２；浄水水質が毎日の水質検査において常に水質標準を満たす）ことが見

込まれる。一方、同広域都市圏の上水道サービスの量的な拡大（上位目標の指標１；サービス

受給人口が国家目標レベル（2015 年までに給水率 80％）に向けて増加する）には、外部条件に

示した「上水道施設整備のための中央・地方政府予算（円借款等の借入による資金調達も含む）

が国家目標達成に向けて計画どおりに配分される」ことが必要である。この外部条件について

は、同国の公共事業省、財務省、南スラウェシ州とも認識しており、外部条件を満たすための

「イ」側中央政府―地方政府―PDAM 間での継続的協力・調整が不可欠である。また、我が国

も「イ」側関係機関に積極的な働きかけをする必要がある。 

２） 効果の波及： 本プロジェクトの実施については、「イ」国公共事業省は大きな関心を持ってお

り、合同調整委員会（JCC）の議長は同省人間居住総局長が就任予定である。従って、各 PDAM

の無収水削減、水質管理、財務管理の能力強化の実施、あるいはマミナサタ広域都市圏等の

PDAM 間での広域連携の結果については、公共事業省を通して「イ」国全体に波及することが

期待される。また、PDAM 間の情報交換の仕組みとして南・西スラウェシ水道協会が活動して

おり、本プロジェクトの対象となっているゴワ県 PDAM の局長が会長を務めていることから、

同水道協会を通じた情報発信が可能であり、同協会所属 PDAM への成果の波及が期待できる。

さらに、マミナサタ広域都市圏でほぼ同時期に実施予定の「マミナサタ広域都市圏環境配慮型

都市開発促進プロジェクト」では、広域連携に基づく都市行政の能力強化を図ることとしてお
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り、域内連携のケーススタディとして上水道サービス分野を取り上げることも計画しているた

め、同プロジェクトと連携することにより、域内協力の枠組みによって展開されている環境管

理や経済基盤整備に係る都市行政の能力向上に対する波及効果も期待される。 

 

（５）自立発展性 

  本プロジェクトの効果は、以下の理由から自立発展する見込みが高い。 

１） 政策・制度面： 「イ」国は、ミレニアム開発目標の一つとして安全な水へのアクセス向上に積

極的に取組んでいる。同国公共事業省及び財務省は、PDAM の経営改善支援政策を実施中であ

り、財務状況の改善がみられた PDAM への投資資金の提供を計画している。また、南スラウェ

シ州はマミナサタ広域都市圏の開発を推進する政策を掲げており、上水道サービスの改善は優先

的プロジェクトになっている。これらの政策は継続される見込みである。 

２） 組織： 本プロジェクトでは、PDAM の現行組織をベースに無収水削減、水質管理等の担当者・

委員会を設置して実施するものであり、組織上の自立発展性は高い。また、南スラウェシ州政府

が全面的に支援する実施体制であり、本プロジェクト終了後も自立発展する見込である。一方、

PDAM 局長のリーダーシップや積極性が技術協力の成果の持続的な活用にとって重要であるこ

とから、プロジェクトの専門家や JICA が積極的に意識改革や組織改革を市長/県知事（PDAM 最

高経営者）を含む主要ステークホルダーに進言する必要がある。 

３） 財政面： 前述したように、上位目標を達成するためには、PDAM の財務状況が改善されて中

央・地方政府予算が計画どおり配分される必要がある。従って、財政面からの自立発展には「イ」

国の政策・財政事情の動向を踏まえて、円借款供与の可能性の検討も含めて、投資資金確保に向

けた働きかけを行っていく必要がある。 

４） 技術面： 本プロジェクトによる技術支援は、「イ」国における他地域での先行事例の事後評価

や詳細計画策定調査で確認した対象 PDAM の技術レベルを勘案したものであることから、技術

的受容性は高く定着の見込は十分にある。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

無収水削減対策、水質管理能力が強化されることによって、マミナサタ広域都市圏の PDAM の水道

サービスを受けている（あるいはこれから受けようとする）市民が間接的に裨益する。貧困・ジェンダ

ー等の配慮を要する特別の負の影響は予測されない。違法接続対策や水道料金の適切な設定に関する活

動を含むため、これらについては貧困層配慮の視点を盛り込むよう留意する。 

無収水削減活動に必要な資機材を用いて小規模な工事が行われるが、周辺環境へ負の影響を及ぼすこ

とは予測されない。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

「イ」国の水道公社の維持管理能力向上、サービス水準向上に対する JICA の協力としては、西ジャ

ワ州６県の水道公社を対象に実施された「地方給水プロジェクト」（2004-2006）があるため、同先行

事例の教訓、成果（予算配分や料金改定の権限を有する市長・県知事の理解と参画を確保することが重

要、OJT 中心の技術移転が効果的、英語を理解するスタッフは極めて限られるため通訳の利用が必須、

技術移転の成果を各 PDAM で活用するための必要機材を確保すべき、無収水量を把握するためにマス

ターメーターの設置が効果的、等）を活用する。 

また、KfW（独）が公共事業省と共同して南スマトラ州パレンバン市水道公社への同様な技術協力事

業を実施しており、同省が高い評価をしていることから、同事業の成果・教訓（盗水対策及び料金徴収

率向上対策として全世帯悉皆調査の実施が効果的、各ポストの職務内容の明確化や組織構成の適正化等

の組織面の改善が効果的、等）を活かすこととする。 

８．今後の評価計画 

 ・終了時評価：第 2 年次終了時（2011 年 6 月頃）を目途に実施 

 ・事後評価：プロジェクト終了後 3 年を目途に実施 
 


