
 

事業事前評価表 

平成 21 年 11 月 17 日 

担当部・課：地球環境部防災第 2 課 

１．案件名：グアテマラ国給水委員会強化とコミュニティ開発  

(英文名：Strengthening Water Associations and Community Development Project) 

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 

グアテマラ国（以下、「グ」国）では、西部高原地域等の地方部において地下水を利

用した給水施設の整備が進み始めている。本技術協力プロジェクトは、日本の無償資金

協力（2004～2007 年度）で建設された 14 施設をパイロットサイトとして、その現場で

の活動を通じて、地方振興庁地方水道計画実施部が各コミュニティの給水委員会を支援

する能力を向上することを目的として実施する。具体的には、①地下水給水施設の運

営・維持管理に関する研修実施体制が構築されること、②モデルサイト(14 パイロット

サイトのうち 5 サイト)での活動を通じて有効な研修プログラムを開発する、さらには、

③研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになることにより、

目標の達成を目指すものである。 

（２）協力期間(予定)：2010 年 3 月～2013 年 6 月 
（３）協力総額（日本側）：約 3.6 億円 
（４）協力相手先機関  

プロジェクト監督機関：地方開発振興庁(Institute de Fomento Municipal: INFOM) 
プロジェクト実施機関：地方開発振興庁傘下の地方水道計画実施部(Unidad 

 Ejectora del Programa de Acueducto Rurales: UNEPAR) 
（５）国内協力機関：該当なし 

（６）裨益対象者及び規模、など 
直接裨益者：INFOM-UNEPAR の本部職員及び、南西事務所（ソロラ県・トトニカ

パン県・ケツァルテナンゴ県担当）・中央事務所（チマルテナンゴ県担

当）・北西事務所（ウエウエテナンゴ県担当）の 3 地方事務所職員（約

40 人） 
間接裨益者：「グ」国の西部高原地域を含む 5 県(ウエウエテナンゴ、トトニカパン、

ソロラ、ケツァルテナンゴ、チマルテナンゴ)の 14 パイロットサイト

における給水委員会（約 150 人（2004 年））とその給水施設利用者（約

33 千人（2004 年）） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

「グ」国では、INFOM-UNEPAR が地方部の給水施設を整備し、各給水施設を利用す

る住民によって設立された給水委員会が施設の運営維持管理を行う。INFOM-UNEPAR
は、給水委員会の設立支援と、その後の運営維持管理に関する指導・助言を行っている。

「グ」国の地方部では、UNEPAR が INFOM に移管された後、1999 年から 2003 年に

かけて約 1400 の給水施設が建設され、その多くが湧水を水源とした簡易な自然流下方

式の給水システムである。しかし、森林伐採や農地開発等の影響を受け、湧水の減少（特

に乾期）が顕著となり、安定した水源の確保が難しく、地方部での給水率の改善は困難

な状況となっている。近年になって地下水の開発による施設整備の必要性が高まってお
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り、INFOM-UNEPAR は我が国の無償資金協力(2004～2007 年度)を得て地下水探査に関

わる調査機器や深井戸掘削機等を調達した。2003 年まで地下水を水源とする施設は 35

施設が建設されてきたが、その実施体制の増強により年間 20 の地下水給水施設の整備

が可能となっている。 

一方で、地下水を水源とする場合、湧水と異なりモーターポンプで揚水をするため運

転コストがかさみ、また、ポンプ等の機器の運転・保守が必要となる。そのため地下水

利用の給水委員会は、機器類の維持管理に加えて水料金の徴収等の財務的な管理等、湧

水を利用とする場合と異なるノウハウを必要としている。 

INFOM-UNEPAR は、今後増加し続ける地下水利用の給水委員会の組織強化や能力開

発のために、研修教材・マニュアル類を整備し、独自に研修を実施する体制を強化する

必要性が高まっている。 

  

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

「グ」国では、2008 年に「上下水道公共サービス国家計画（”Plan Nacional de los 

Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento” para el período 2008-2011）が大統

領府水審議会の承認を得て発効することとなった。この計画は地方部、都市部（県庁所

在地）及びグアテマラ首都圏について、6 つのプログラム（①上下水道の公共サービス

へのアクセスの拡大と改善、②生活用水の水質の立ち入り検査、モニタリングと改善、

③上下水道に関する教育・啓発と社会開発、④上下水道施設の運営維持管理の改善、⑤

上下水道に関する経験と教訓の普及、⑥上下水道の公共サービスの情報提供、モニタリ

ング、教育の拡充）から構成されている。 

地方部においては、給水サービスを受けていない住民の 10％（780,000 人）のために

2011 年までに上水道施設を整備する計画が、プログラム①に示されている。また、プ

ログラム④では、地方給水施設の運営維持管理面に携わる給水委員会の組織化、住民参

加等の能力強化が示されているなど、本プロジェクトの方向性と一致している。 
 
（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施方針上の位置づけ（プログラムに

おける位置付け） 

JICA 国別事業実施方針は検討中にあるが、都市部と地方部の地域格差是正による貧

困削減を目標として、本件対象地域である西部高原地域で農村生活改善を「農業」・「保

健」・「教育」・「水」及び「生産」の案件群により重点的な協力を実施しており、本件は

その内の一つとして位置付けられる。 

 

４．協力の枠組み 

本プロジェクトでは、「グ」国で今後増加し続ける地下水利用の給水委員会のための

研修教材・マニュアル類を整備して研修プログラムを開発、また、INFOM-UNEPAR が

その研修を実施する体制を整備する。 

地下水源の開発を促進するために我が国の無償資金協力｢地方地下水開発計画｣(2004

～2007 年度)で地下水給水施設が建設された 14 サイトをパイロットサイトとして選定

し、現場活動を通じて研修プログラムを開発し、また、INFOM-UNEPAR が給水委員会
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を研修するための能力開発を行う。 

 

（１）協力の目標（アウトカム）1 
ア．プロジェクト目標と指標 
（ア）プロジェクト目標：INFOM-UNEPAR の 3 地方事務所（南西事務所、中央事

務所、北西事務所）が所掌する給水委員会(地下水給水施設を利用)を支援する能

力が向上する。 
 （イ）指標・目標値（案）： 

 プロジェクト終了までに給水委員会(地下水給水施設を利用)を定期的に

巡回指導･モニタリングする。 

 プロジェクト終了までに 14 サイトの給水施設の稼働状況(給水時間、給

水量等)が改善する 
イ．上位目標と指標 
（ア）上位目標：INFOM-UNEPAR の支援により、地方部の給水委員会(地下水給水

施設を利用)の給水施設に係る運転・維持管理能力が強化される。 
（イ）指標・目標値（案）： 

 全国の地方部の地下水給水施設の稼働状況（給水時間、給水量等）が改

善する 

 給水委員会の活動に関わる収支が改善する 
ウ．活動およびそのアウトプット（成果） 
（ア）アウトプット１ 

①地下水給水施設の運営・維持管理に関する研修実施体制が構築される。 

②指標・目標値（案）： 

 プロジェクト終了までに INFOM-UNEPAR 職員向け研修が内規化され

る 

 プロジェクト終了までに INFOM-UNEPAR 職員に対する研修講師が認

定される 
③活動： 

1-1 14 パイロットサイトのベースライン調査（運営管理状況・社会条件調

査、給水施設・井戸調査）を行う。 
1-2 INFOM-UNEPAR 本部及び地方事務所職員に対する研修プログラム

（案）を作成する。 
1-3 下記の研修教材、マニュアルを整備（新規作成、既存改訂）する。 

1-3-1 地方給水事業要請の審査方法、事業計画作成方法、モニタリン

グ・評価方法 
1-3-2 給水委員会の指導に関する知識・理論 
1-3-3 井戸改修のための車輌・機材の維持管理  
1-3-4 GIS データベースの構築を含めたサイト情報管理 
1-3-5 給水委員会メンバー向けの委員会運営方法 
1-3-6 給水委員会メンバー向けの給水施設・機材維持管理方法 

1-4 給水施設・機材に係る応急措置を行う。 
                                                  

 

1 ベースライン調査を行いプロジェクト開始後 3ヶ月以内に UNFOM-UNEPAR と協議の上、指標とその目

標値を定める予定 
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1-5 研修プログラム及び研修教材、マニュアルを開発するための活動計画を

作成する。 
 
（イ） アウトプット２ 

①パイロットサイトから選定された5つのモデルサイトでの活動を通じて有効な

研修プログラムが開発される。 
②指標・目標値（案）： 

 活動 2-1終了時に給水委員会への研修を行う INFOM-UNEPAR職員が育

成される 

 活動 2-2 終了時に５ヶ所のモデルサイトで給水施設の稼働状況(給水時

間、給水量等)が改善する 

 プロジェクト終了までに INFOM-UNEPAR本部及び3地方事務所の全て

の担当職員（約 100 名）が研修を受ける 
③活動： 

2-1 INFOM-UNEPAR 本部及び地方事務所職員に対する以下の研修を行う。

2-1-1 地方給水事業要請の審査方法、事業計画作成方法、モニタリン

グ・評価方法 
2-1-2 給水委員会の指導に関する知識・理論 
2-1-2 井戸改修のための車輌・機材の維持管理 
2-1-3 GIS データベースの構築を含めたサイト情報管理 

2-2 モデルサイト 5 ヶ所を選定し OJT による研修を行う。 
2-2-1 給水委員会の運営に係る指導実習を行う。 
2-2-2 給水委員会による給水施設・機材の維持管理に係る指導実習を

行う。 
2-2-3 各サイトでモニタリングを行う。 

2-3 上記の進捗及びモニタリング結果を受け、研修プログラムが開発され

る。 
 

（ウ）アウトプット 3 

①研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになる。 

②指標・目標値（案）：                           

 活動 3-1 終了時に 9 ヶ所のパイロットサイトで給水施設の維持管理の状

況、給水委員会の運営が向上する 

 プロジェクト終了までに給水委員会を自立的に支援できる

INFOM-UNEPAR 職員が必要な人数育成される。 

③活動： 

3-1 残り 9 ヵ所のパイロットサイトの給水委員会を強化する2。 
3-2 14 パイロットサイトのインパクト調査（運営管理状況・社会条件調査、

給水施設、井戸調査）を行う。 
3-3 14 パイロットサイトを支援した際の成功・失敗事例集を作成する。 
3-4 給水委員会、INFOM-UNEPAR、自治体による実施体制のあり方につい

                                                                                                                                                            

 

2 JICA 専門家による支援は限定的にして、｢グ｣国側が独自に中心となって活動するよう側面的な支援

を行う。 
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ての提言をまとめる。 
 
（２）投入（インプット） 

日本側（総額約 3.5 億円） 

ア．日本側投入 

 （ア）日本人専門家（短期）： 

 総括/地方給水 

 研修計画監理 

 地下水管理/水理地質/GIS 

 給水施設運営管理 

 住民啓発/衛生啓発 

 給水施設・機材維持管理 

（イ）現地専門家（短期）： 

 運営管理一般 

 地域文化/民族性/先住民啓発 

 衛生啓発 

 電気設備（深井戸給水施設関連） 

 機械（深井戸給水施設関連） 

 GIS 

（ウ）資機材： 

 クレーン車（1 台） 

 エアコンプレッサー（1 台） 

 給水施設スペアパーツ 

 モニタリング用 GIS サーバー＆ソフト（1 セット） 

 井戸モニタリング用水位計（3 台） 

 サイト用簡易水質検査機器一式（3 セット） 

 研修及び啓蒙活動用プロジェクター（3 台） 

 GPS（3 台） 

 ノートパソコン（3 台） 

イ．グアテマラ側投入： 

   ①人件費 

 カウンターパート 

 コーディネーター 

 電気技師 

 社会プロモーター 

 その他支援要員 

②施設、資機材 

 プロジェクト事務所（日本人専門家用） 

 研修場所 

 オフィス機材 
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 移動用車両 

③その他 

 カウンターパート・出張経費 

 調達機材関連税負担 
 
（３）外部要因（満たされるべき外部条件） 

ア．前提条件 
（ア）「グ」国政府の地方給水整備に関わる地下水利用に係る政策が大幅に変更し

ない。 
（イ）水資源に悪影響を与える異常気象に見舞われない。 

イ．成果達成のための外部要因 
（ア）大幅な INFOM-UNEPAR 職員の人事異動が生じない。 
（イ）INFOM-UNEPAR カウンターパート予算が遅滞なく準備される。 

ウ．プロジェクト目標達成のための外部要因 
（ア）開発された研修プログラムがプロジェクト実施後に新規雇用される

INFOM-UNEPAR 職員に対し適切に実施される。 
（イ）14 サイトの各給水委員会が裨益住民の信認を得ている。 

エ．上位目標達成のための外部要因 
（ア）INFOM-UNEPAR の組織上の機能が変更しない 
（イ）INFOM-UNEPAR 職員による指導を受けた給水委員会の担当者が継続的に

業務に従事する。 
 

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次の理由から極めて高いと判断される。 

 
 「グ」国政府の政策との整合性：「グ」国政府の政策については 3.（2）のとおり。

本プロジェクトを実施することにより、地方部における給水率の向上に資する。ま

た、INFOM-UNEPAR は、我が国の無償資金協力によって調達された地下水開発機

材により、年間 20 の地下水給水施設の建設を予定しており、各施設を維持管理す

る給水委員会の増加が見込まれている。 
 相手国のニーズとの整合性：「グ」国では地下水利用型の地方給水事業を進めるた

めの経験、ノウハウが不足している。したがって、事業計画、給水施設建設、給水

委員会の設立、給水委員会による施設運転・機材維持管理、住民啓発等のキャパシ

ティディベロップメントを行う必要があり、本プロジェクトの内容と合致してい

る。 
 我が国の無償資金協力との関係：2004～2007 年度に無償資金協力「地方地下水開

発計画」により 14 サイトの地下水給水施設の建設が行われた。無償資金協力との

相乗効果を期待し、本プロジェクトではこれら 14 サイトをパイロットサイトとし

て選定する。施設の基本情報、対象地域の社会経済状況について一定の情報が整理

されていること、また、INFOM-UNEPAR 本部、地方事務所はこの１４サイトとの

人的ネットワークが既に形成されており、優良事例の形成を行いやすい条件にあ

る。 
 

(2) 有効性 
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以下の理由によりプロジェクト目標達成の見込みは高いといえる。 
 
 本プロジェクトではアウトプット１に関わる活動を通じて、INFOM-UNEPAR 内部

研修実施と給水委員会支援のための基礎能力の強化を行う。また、アウトプット２

に関わる活動では、14 パイロットサイトのうち 5 サイトをモデルとして選定し、日

本人専門家の指導のもとで INFOM-UNEPAR 職員とともにこの給水委員会の強化を

行いながら研修プログラムの開発を行う。この活動を通じて育成された職員が中心

となって、アウトプット３の活動では、他の職員とともに残り９サイトの給水委員

会の強化を進めながら職員の実地研修を行う。このように本プロジェクトでは段階

的に INFOM-UNEPAR の能力を強化していくアプローチを取り入れている。 
 また、研修プログラムは、5 県に跨る１４パイロットサイトでの現場の活動に基づ

き開発されるため、地方自治体、地域事務所等による違いを踏まえて検討すること

が可能となっており、多様な現場のニーズに対応できるような人材育成を図ること

が可能となる。 
 

(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。 

 
 上水道施設の運営維持管理の改善と地下水給水施設の建設のための予算の投入は

「上下水道公共サービス国家計画 2008-2011」によって見込まれる。 
 INFOM-UNEPAR は既に我が国の無償資金協力によって地下水給水施設の運営・維

持管理の一連の流れ：－要請審査・事業計画策定・モニタリング・評価、を経験し

ていることから、効率的な能力強化の実施が見込まれる。 
 プロジェクトの初期に日本人専門家の投入を集中して、研修プログラムの開発を行

った後は、INFOM-UNEPAR や現地コンサルタント等を主体とすることにより、プ

ロジェクト費用の効率性を高めている。 
 プロジェクト前半に UNFOM-UNEPAR の中核人材を育成した後は、彼ら自身により

経験・知識が普及するアプローチを取っており、職員の人材育成のための新たな組

織を形成しない考え方を基礎においている。 
 日本の無償資金協力によって整備されたばかりの地下水給水施設をパイロットサイ

トとして選定することから、各サイトの社会経済条件、施設の特性等についての情

報は既に整備されている。従って、研修プログラム開発に際して行う情報収集等に

ついては他のサイトと比較して速やかに進めることが可能となる。 
 
（４） インパクト 
本プロジェクトによって以下のインパクトを発現することが期待できる。 

 
 地方部の給水整備においては、表流水の開発が困難になっている中で地下水を水源

とする施設が増えている。地下水給水施設はポンプ等の機器を運転保守する必要が

あるため、施設運営において給水委員会は財務的、技術的な能力が求められる。給

水普及率の向上においては、建設後に持続的に施設を運転維持管理することが不可

欠であり、本プロジェクトはそれに寄与するものである。 
 本プロジェクトは 14 パイロットサイトの給水委員会を直接的に支援するものであ

るが、プロジェクトで育成された INFOM-UNEPAR 職員を中核的な人材として、全

国の地下水給水施設の給水委員会の強化を図ることが可能になる。 
 相手国開発目標への貢献：全国の地下水給水施設の給水委員会の能力が強化され、

 ７



 

 ８

「上下水道公共サービス国家計画 2008-2011」」に貢献する。 
 本プロジェクトサイトの給水委員会には、多数の女性の参加がみられる。

INFOM-UNEPAR による給水委員会の能力強化がなされることにより、女性の地位

向上が期待される。また、本プロジェクトは、山岳地域・農村地域における給水率

の向上に貢献をするプロジェクトであり、｢グ｣国の山岳部・農村部と都市部の給水

率の不平等性の是正に寄与する。 
 
（５）自立発展性 

プロジェクト実施機関である INFOM-UNEPAR 職員の地下水給水施設給水委員会へ

の能力強化支援が制度化されれば、プロジェクト効果が継続する見込みは高い。 

 

 INFOM-UNEPAR 職員の雇用形態は、「グ」国の他の官公庁と同様に終身雇用を前提

としておらず、いわば契約ベースでの雇用となっている。本プロジェクトにおいて

は、カウンターパートの離職による影響を最小限に抑え、組織としてのノウハウが

定着することを重視したアプローチとして、INFOM-UNEPAR 職員育成のための体

系的な研修プログラムを軸とした取り組みを行う。 
 地下水給水施設が長期的に適切に稼動するためには、給水委員会を個別に指導する

だけはなく、同委員会を支援する立場にある INFOM-UNEPAR を強化する必要があ

る。本プロジェクトによって、育成された INFOM-UNEPAR 職員は継続的に各地の

給水委員会を支援することになり地下水給水施設の適切な稼動が見込まれる。 
 大統領府水審議会が策定した国家計画「上下水道公共サービス国家計画」では、運

営維持管理の改善を主要課題として位置付けており、その実施を担う

INFOM-UNEPAR の活動に対して必要な事業予算は確保されるものと考えられ、本

プロジェクトの自立発展性は高いと判断される。 
 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
 「グ」国の西部高原地域は、先住民が多く居住しており、特に、プロジェクト対象地

域であるケツアルテナンゴ県・ソロラ県・トトニカパン県は、最貧困層と貧困層の占め

る割合が国内で最も多い。本プロジェクトは、これら地域の安全な水へのアクセス向上

という生活改善から、農村振興を図って貧困を削減し、都市部との地域格差の是正をす

ることに配慮している。   
７．過去の類似案件からの教訓の活用 
セネガル国で実施中の技術協力プロジェクト「安全な水とコミュニティ活動支援計画

フェーズ 1、2」（2002～2009 年度）など、アフリカの地方給水分野においては、本プ

ロジェクトと同様に給水委員会の支援体制の強化が行われている。給水委員会の設立後

の徹底した現地巡回指導、給水委員会活動の会計透明性等の重要性が示されている事例

が多く、本プロジェクトにおいても取り入れることが望ましい。 

８．今後の評価計画 

 運営指導調査 プロジェクト開始後 3 ヶ月以内、他適宜必要に応じて派遣 

 中間評価 第 2 年次半ば 

 終了時評価 第 3 年次後半 

 事後評価  協力終了 3 年後を目途に実施予定 
 


