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作成日:2009 年 4 月 1 日 

担当部:地球環境部 水資源・防災グループ水資源第一課 

 

事業事前評価表 (技術協力プロジェクト) 

 

1． 案件名 

 スリランカ国コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト 

 Capacity Development Project for Non Revenue Water Reduction in Colombo City in Sri Lanka 

2． 協力概要 

(1) 協力内容 

スリランカ国（以下「ス」国）における上下水道施設の多くは国家上下水道公社（NWSDB）が管轄し、

NWSDB では、無収水率の高さ（全国平均約 33％）が経営上の大きな課題となっており、同公社の事業計

画（2007 年-2011 年）でも無収水率削減が優先課題となっている。特に、経済・行政の中心地である西部

州コロンボ市では、英国植民地時代に敷設された 75 年から 100 年になる経年管が多くを占めており、無収

水率は 52%以上と全国で も高い数値となっている。NWSDB の維持管理課及び無収水課は、漏水修

理、違法接続の摘発・排除、公共水栓の撤去および戸別接続化、料金請求方法の改善などに取り組んで

いるものの、顕著な成果を挙げるに至っていない。本プロジェクトでは、上述の無収水削減に係る一連の活

動をパイロット・エリア 2 ヵ所において包括的に実施し、その効率的・効果的な実施方法と成果を無収水削

減担当部局で共有することにより、個別技術を含む無収水削減の方策の改善と組織横断的な実施体制の

構築を支援し、2007 年に策定された 5 ヵ年事業計画（Corporate Plan 2007-2011：以下「Corporate 

Plan」）で設定された無収水削減目標の達成に向けた NWSDB の組織力の強化を図っていく。 

(2) 協力期間 

2009 年 8 月～2012 年 7 月 

(3) 協力総額(日本側) 

2.5 億円 

(4) 協力相手先機関 

国家上下水道公社（NWSDB: National Water Supply and Drainage Board） 

(5) 国内協力機関 

     厚生労働省 

(6) 裨益対象者及び規模、等: 

直接的なターゲットグループは、NWSDB 西部州中部地区支援センター1の技術者および作業員から構成

される「無収水削減チーム」（コロンボ市内2ヵ所に設置するパイロット・エリアでの無収水削減活動（漏水探

査、管補修、量水器の点検・交換、違法接続摘発等）を実施）に加え、同センターの関係部局の責任者で構

成する「無収水削減マネジメント・チーム」である。 

また、NWSDB 執行部を間接的なターゲットとする。プロジェクト完了時に、パイロット・エリアでの経験を踏

まえて立案する「展開計画」は、コロンボ市全域での無収水削減を実現するための上水道事業運営指針と

して、NWSDB 執行部に有用である。さらに、パイロット・エリアおよびコロンボ市全域での無収水が削減さ

れることによって、有効水量の増大による NWSDB の経営改善、上水道サービスの向上につながっていく

ことが想定されることから、関係地域住民も間接的裨益者に数えられる。 

3． 協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 

「ス」国 大の都市であるコロンボ市の無収水率は全国平均(33%)に比べ 20 ポイント程度高い 54％であ

り、その削減が喫緊の課題になっている。こうした状況において、NWSDB では、コロンボ市の無収水対策

を 優先課題の一つと位置づけ、2007 年 6 月にコロンボ首都圏部（当時）2が作成した「コロンボ市無収水

                                                  
1 Western-Central Regional Support Center：コロンボ市を含む大コロンボ圏を管轄する NWSDB の一部署。 
2 Colombo Metropolitan Region (CMR) Division: 現在は西部州中部地区支援センターとして改編 
3 Strategic Approach for Non Revenue Water Reduction in Colombo Metropolitan Region 
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削減戦略的アプローチ3」（以下「戦略的アプローチ」）を策定し、2009 年 1 月から開始すべく実施体制の構

築（コロンボ市域のサブ・ゾーニング(22 エリアに分割)、現場配置人員の増加や業務委譲）、投入計画の策

定に着手している。5 年後の 2013 年にはコロンボ市の無収水率を 32%まで削減する計画となっているが、

これまでも漏水修理、違法接続の摘発、公共水栓削減等の無収水対策を実施してきたが、無収水率は横

ばい状態が続いている。上述の 5 ヶ年計画に定められた目標を達成するためには、無収水対策技術の向

上に加え、NWSDB が組織横断的に無収水削減に取り組むための計画立案、実施・運営、情報管理能力

の向上が必要となっている。 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

「ス」国政府は、2002 年に策定した「国家上下水道計画」において、2015 年までにスリランカの全人口の

85%、2025 年までに同 100%が安全な水にアクセスできることを目標に掲げ、浄水場の新設・拡張に向け

た事業を海外の援助機関の支援を受け実施している。しかし、大コロンボ圏ですら上水道の普及率は 58%

に過ぎず、全国平均は30%にとどまっている。また、同計画においては、都市部で2015年までに水道普及

率 100%を目指しているが、その実現のためには、施設の拡張に加え無収水率の削減や上水道事業の効

率的な運営を行うことが求められている。 

NWSDB は、2007 年に第 4 次 5 ヵ年計画である "Corporate Plan 2007-2011" を策定している。この中

で設定した７つの目標のうちの一つに「運営の効率化」の中の具体的な内容として、「無収水率の削減」を

掲げており、コロンボ市の削減率を毎年 1%と設定している。 

これに加え、前述の戦略的アプローチも策定し、2009 年 1 月から同計画の実施に向けた組織改編や実施

計画の策定に取り組んでいる。 

本プロジェクトは、NWSDB の無収水対策の計画・実施・管理能力向上を支援することにより、コロンボ市

の無収水率の削減を目指すものであり、上述の国家上下水道計画の達成にも寄与するものである。 

(3) 我が国援助政策との関連性 

2004 年 4 月に策定された「対スリランカ国別援助計画」では、1) 平和の定着と復興に対する支援、2) 中・

長期的開発ビジョンに沿った援助計画の２本の柱で援助を展開する方針であり、その中で、人的資源開発

（キャパシティ・ビルディング）や経済基盤インフラの整備、都市部でのインフラ整備、生活環境・社会環境

の保全（上水道・大気汚染・一般廃棄物処理等）等の支援の必要性が強調されている。これまでも円借款

事業において、浄水場の建設・拡張やコロンボ大都市圏の配水管整備等、上水道分野へ合計 500 億円以

上の資金の低利貸付が行われており、NWSDB の組織力強化を通じたコロンボ市の無収水削減を目指す

本プロジェクトは、我が国の援助政策に合致する。 

 (4)   他の援助スキーム・援助機関との関係 

「ス」国の上水道整備支援においては、1999 年に円借款事業「コロンボ市上水道改修事業」に係る詳細設

計調査を JICA（当時）が実施した経緯があり、その中で無収水対策のパイロット事業を実施し、無収水削

減アクションプランを提案している。また、現時点では、第 38 次および 39 次円借款により「水セクター開発

事業」、「水セクター開発事業(II)」がそれぞれ実施されており、特に「水セクター開発事業(II)」ではコロンボ

市内における配水管の更新(56km)、新規個別接続(2,000 栓)、無収水削減に向けた長・中・短期計画の策

定が行われる予定で、無収水の一要素である漏水の削減、特に老朽管の更新を核としている。本プロジェ

クトで設定する2ヶ所のパイロット・エリアのうち1つは、「水セクター開発事業(II)」における配水管更新対象

地区に属することから、老朽管の更新による無収水（漏水）削減効果とそれ以外の手段による無収水削減

効果の評価を行い、包括的かつ中長期視野に立った無収水対策の検討を行なう計画である。円借款事業

におけるハード面での支援と、本技術協力プロジェクトによる、NWSDB のキャパシティ・デベロップメントに

主眼を置いたソフト面での支援との相乗効果の発現が期待される。 

また、NWSDB の維持管理面の能力強化の一環として、ノルウェー政府の支援により、GIS 技術を使った

管網図のデジタル化が行われた。本プロジェクトにおいて実施されるパイロット・エリアでの給配水管網・バ

ルブ位置等の精査結果は、この支援により構築されたマッピングシステムに反映される予定である。 

4．協力の枠組み 

本プロジェクトは、コロンボ市内に 2 ヶ所設定するパイロット・エリア（5,000 接続/エリア）での活動を通じ、①コロ

ンボ市の上水道事業を統括する NWSDB 西部州中部地区支援センターの管理職を対象とした無収水対策の

計画立案および実施管理能力の向上と、②現場担当職員の技術力の向上によって、無収水削減に関する
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NWSDB の総合的な能力強化を行なうものである。なお、本件は単なるパイロット・エリアにおける無収水対策

の実施に留まらず、それを通じて「無収水削減年次計画」を毎年作成すること、さらに 終的に、全市的な展開

を念頭においた「展開計画」を立案することによって、プロジェクト後の自立的な事業実施体制の構築、強化を

目指すものである。 

 

(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] 

 NWSDB のコロンボ市における無収水対策の遂行能力が強化される 

[指標・目標値] 

・ コロンボ市における無収水削減活動の実績が、プロジェクト開始前と比べて増加する 

・ NWSDB のコロンボ市の無収水対策実施のための予算が、プロジェクト開始前と比べて増加する 

・ Corporate Plan で設定された目標値4の達成に資する、展開計画（案）が作成され、NWSDB の事業計

画に反映される 

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] 

 コロンボ市の無収水率が削減される 

[指標・目標値] 

・ プロジェクト終了時に作成される「展開計画」に基づいて無収水対策が市内 22 ヵ所のゾーン事務所5に

おいて包括的に実施される 

・ コロンボ市の無収水の減少率が、2017 年の時点で年率 1％を超えている 

(2) 成果(アウトプット)と指標・目標値、そのための活動 

[成果 1]  西部州中部地区支援センター所属の上級職員の計画立案・実施管理能力が向上する 

[指標・目標値] 

・ 「無収水削減年次計画」が毎年策定される（第 2、3 年次はパイロット・エリアでの成果を踏まえ作成す

る） 

・ 十分な予算・資材・人員を確保し、パイロット・エリアでの無収水対策が円滑に実施される 

・ 無収水削減に係る研修プログラムがレビューされ、無収水削減チームに対して研修が実施される 

 [活動] 

1-1 西部州中部地区支援センターに無収水削減マネジメント・チームを組織する 

1-2 「戦略的アプローチ」の内容をレビューする 

1-3 パイロット・エリアにおける当該年に期待する成果と、予算・資材・人員等の投入を取りまとめた「無収水

削減年次計画」を作成する 

1-4 無収水対策に係る既存の研修プログラムをレビューし無収水削減チームに対して研修を実施する 

1-5 パイロット・エリアでの無収水削減活動の進捗をモニタリングする 

1-6 パイロット・エリアでの無収水削減活動の効果を分析・評価し、当該年の「無収水削減年次計画」のレ

ビューとその結果を踏まえ翌年の計画の立案を行なう 

1-7 パイロット・エリアでの活動を総括し、活動成果をコロンボ市全域に適用するための展開計画（案）を作

成する 

 

[成果 2]  西部州中部地区支援センター所属の技術者及び作業員の無収水削減活動を実施するための業務

遂行能力（技術力・施工監理能力）が向上する 

 [指標・目標値] 

・ 2 ヵ所のパイロット・エリアで無収水削減チームが組織され、ワークプランに沿った無収水削減活動が実

                                                  
4 「コロンボ市の平均無収水率を年率 1％減少させる」 
5 「戦略的アプローチ」（脚注 3参照）にて設置が提案された部署。 
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施される 

・ 無収水削減チームを構成する技術者および作業員が、漏水探査、給水管接続、管補修に関する適切

な技術を身に付ける 

・ パイロット・エリアの無収水率がプロジェクト実施前に比べて減少する 

[活動]  

2-1 2 ヵ所のパイロット・エリアを選定する 

2-2 パイロット・エリアで無収水削減チーム（技術者（Officer in Charge6、Engineering Assistant4）および作

業員（配管工、労務者）を含む）を編成する 

2-3 パイロット・エリアの配水管網図を整備する 

2-4 パイロット・エリアの分離化工事及び無収水率の測定を含む無収水の現状を調査する 

2-5 無収水マネジメント・チームが作成する「無収水削減年次計画」に基づき、ワークプラン（当該年の漏水

探知、管補修、給水管接続、見かけの損失削減作業の実施スケジュール）を作成する 

2-6 無収水削減チームを対象に漏水探査技術、給水管接続、管補修のOJTを実施する 

2-7 ワークプランに沿ってパイロット・エリアでの無収水対策活動を実施する 

2-8 パイロット・エリアの無収水率を測定するとともに、無収水削減活動の効果を検討し、無収水マネジメン

ト・チームにフィードバックする 

 

(3) 投入(インプット) 

1) 日本側 

 専門家 

  - チーフアドバイザー／無収水削減計画 

  - 無収水削減モニタリング・評価／業務調整 

  - 漏水探知技術 

  - 給水管接続技術 

 機材供与（漏水探知機、超音波流量計、埋設管探知機、車輌等） 

 カウンターパート研修（本邦・第三国研修、技術交流等） 

2) スリランカ国側 

 カウンターパートの配置・人件費 

 専門家執務スペースおよび必要な家具等 

 パイロット・プロジェクトエリアでの分離化工事及び漏水探知後の管補修工事等に必要な費用 

 プロジェクト実施に必要な情報 

 パイロット・エリアにおける無収水削減活動経費（工事費、資材の調達、労務費、燃料費等を含む） 

 プロジェクト運営管理費 

 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1) 前提条件 

 パイロット・エリアでの無収水削減活動を実施する技術者、作業員が雇用される 

 NWSDB がパイロット・エリアでの無収水削減活動を実施するために必要な予算を確保する 

2) プロジェクト目標達成のため外部条件 

 プロジェクトにより研修を受けた NWSDB 職員が離職しない 

3) 上位目標達成のための外部条件 

 NWSDB が無収水対策を全市に展開するために必要な予算を確保する 

 無収水対策に必要な資材（管財、サドル、量水器等）を NWSDB が調達し常備する 

 コロンボ市内に敷設されている経年管が更新される 

5． 評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

以下の理由により、本案件の妥当性は高いと判断される。 
                                                                                                                                                                     
6 「戦略的アプローチ」（脚注 3参照）で提案された職位 
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1) 「ス」国政策との整合性 

「ス」国政府は、2002 年に策定した「国家上下水道計画」において、2015 年までにスリランカの全人口

の 85%、2025 年までに同 100%が安全な水にアクセスできることを目標に掲げ、特に都市部では 2015

年までに水道普及率 100%を目指しており、その実現のためには、施設の拡張に加え無収水率の削減

や上水道事業の効率的な運営を行うことが求められている。同計画を受け NWSDB では、2007 年に上

下水道事業の実施目標を定めた Corporate Plan を策定し、コロンボ市の無収水削減割合を毎年 1%と

設定している。また、同年に上述 Corporate Plan に先駆けて策定された戦略的アプローチでは、同計

画実施に向けた組織改編・実施体制の構築をはじめとする無収水削減の達成に向けた具体的方策が

提示されている。本プロジェクトが目指す NWSDB の無収水対策の実施・運営能力の向上は、上述の

政策、計画の実現に寄与するものである。 

2) 我が国援助方針との整合性 

上記 3.(4)に記述のとおり、「対スリランカ国別援助計画」では都市部でのインフラ整備、生活環境・社会

環境の保全への支援を重要視しており、NWSDB が包括的な無収水対策を実施するための組織体制

の構築、現場担当者の技術力の向上に加え、管理職員のマネジメント・情報管理能力の向上を目指す

本プロジェクトはこれに合致する。 

3) 我が国の比較優位性 

現在我が国はヨルダン、エジプト、ブラジルで無収水削減にかかる技術協力プロジェクトを実施中である

他、タイ、カンボジアなど東南アジア地域において無収水削減を含む水道事業全般にかかる人材育成

の成果があり、当該分野における支援の豊富な経験を有している。また、類似プロジェクト間の技術交

流、情報交換の実績もあり、多様な方法による効果的な能力強化が可能である。 

4) ターゲットグループのニーズ 

NWSDB では、2007 年策定の Corporate Plan において、「運営の効率化」の中の具体策として「無収

水率の削減」を掲げており、全国平均より 20%も高いコロンボ市の無収水の削減は、早急に取り組むべ

き重要課題として認識されている。無収水の 大の要因となっている経年管からの漏水対策として、円

借款事業による管の敷設替えが予定されているが、コロンボ市全域では、敷設後 75 年から 100 年にな

る老朽配水管が 400km 以上あることから、その全面更新には長い期間を要することになる。このため、

漏水探査、管補修、違法接続の摘発、賦課誤差の解消、公共水栓の削減といった、ソフト的対策を継続

して取り組むことの重要性が認識されており、管の更新も含めた包括的な無収水対策の実施に向けた

組織体制の構築、運営・管理能力の向上に対するニーズは高い。 

 

(2) 有効性 

本案件は以下の理由によりプロジェクトの有効性は高いと判断される。 

1) プロジェクト目標・指標の適切性・明確性 

本プロジェクトでは、パイロット・エリアで実際に無収水対策に携わる技術職員と、無収水対策の計画立

案、運営管理を行う管理職クラスの職員の２グループを能力強化の対象としており、組織横断的な取り

組みである無収水対策の計画・立案、実施能力を高めることを目的とするプロジェクト目標は明確であ

り、かつ、その結果としてパイロット・エリアの無収水率の削減が期待されることから、プロジェクト目標

に対する指標は適切である。 

さらに、パイロット・エリアの無収水率を全国平均レベルまで削減できれば、コロンボ市全体の平均無収

水率を 1 ポイント低下させるに相当すると試算されている。したがって、パイロット・エリアでの経験を踏

まえて立案する「展開計画」は具体的かつ実際的であり、同計画を策定することによって NWSDB は、

Corporate Planの実現能力を具備すると考えられることから、プロジェクト目標に対する指標として適切

である。 

2) プロジェクト目標と成果（アウトプット）の因果関係 

本プロジェクトの成果として、①コロンボ市の上水道事業を統括する NWSDB 西部州中部地区支援セン

ターの管理職を対象とした無収水対策の計画立案、実施管理能力の向上と、②パイロット・エリアの無

収水対策を実施する現場担当職員の技術力・施工監理能力の向上の二つを設定している。さらに、現

場（パイロット・エリア）での活動の進捗、結果、教訓をマネジメントレベルにフィードバックする仕組みを

構築することを通じて、計画立案・予算措置・体制構築・実施という PDCA サイクルの各段階の業務遂

行能力の向上を図るものである。NWSDB が総合的に取り組むこと無くして無収水の削減は不可能で
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あるから、プロジェクト目標達成のための手段としての成果の設定・アプローチは明確かつ適切と言え

る。 

3) 外部条件の充足度・適切性 

 プロジェクト実施の前提条件となっている「パイロット・エリアでの無収水対策を実施するために必要な予

算の確保」に関しては、現在も NWSDB の予算で漏水対策等の活動は実施されており、資材の調達、

工事費等は年間予算の中から支出されている。また、パイロット・エリアで集中的に無収水対策を実施

することに対する NWSDB 側の意欲も高いことから、同要件が満たされる可能性は高い。 

 パイロット・エリアでの活動を実施する職員の配置（成果達成のための外部条件）については、現在

NWSDB に雇用されている職員を組織改編により再配置することが前提になっている。また、違法接続

の摘発、量水器の点検、貧困層居住地区での公共水栓の廃止と戸別接続化を進めている作業チーム

についても、パイロット・エリアで優先的に業務を実施することが表明されており、同要件が満たされる

可能性は高い。 

 

(3) 効率性 

本案件は以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

1) 成果（アウトプット）の指標の的確性 

マネジメントレベル職員の能力向上に関しては、無収水削減年次計画の策定、同計画の実施とモニタリ

ング（成果の把握と情報管理）の実施状況で評価される。一方、現場担当職員の能力向上に関しては、

研修修了者数に加え、OJT 形式で実施される技術移転の成果が、間接的には管理職員の指標に反映

され、かつ、対象エリアでの無収水率削減に現れてくる仕組みになっている。以上より、指標は成果の

達成状況を的確に測ることができる。 

2) 活動内容の効率性 

成果１に関するマネジメントレベルでの活動と、成果２に関するパイロット・エリアでの一連の無収水対

策活動は、相互に連携する計画となっている。パイロット・エリアでの活動成果は、管理職員が策定する

無収水削減年次活動計画にフィードバックされ、活動の成果・教訓が生かされた次年度の活動計画が

策定される。また、2 ヵ所のパイロット・エリアでの無収水対策の実施においても、効率的に活動を行うた

めに、同エリアを 7～10 ヵ所（1 ヵ所 500 栓程度）に分割して、集中的に無収水対策を実施する計画と

なっており、活動の効率性は確保されている。 

3) 投入の規模の適切性 

 本案件では、専門家の投入は無収水削減計画（兼チーフアドバイザー）、無収水削減モニタリング・評価

（兼業務調整）、及び無収水対策に必要な技術（漏水探査、給水管接続）に絞っている。特に後者の技

術関連 2 分野については、パイロット・エリアでの活動の進捗に対応して、技術指導が必要な時期に限

定して赴任する短期専門家とすることにより、投入を抑える計画となっている。 

 資機材の投入に関しては、NWSDB のオーナーシップ確保、案件終了後の無収水対策活動の拡大・継

続性を重視して、パイロット・エリアでの無収水対策工事の実施に必要な土木工事および資材調達に要

する費用は全て NWSDB が負担することで合意した。また、パイロット・エリアで無収水対策を集中的に

実施するために必要な機器（漏水探知機、管探知機、超音波流量計、油圧ショベル等）、効率的に活動

を進めるために必要な、資機材の搬入および現場職員の移動のための車両については日本側から投

入する。 

 

(4) インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予測できる。 

1) 上位目標達成の見込み 

本プロジェクトで想定する NWSDB の無収水対策の遂行能力の強化が達成されれば、パイロット・エリア

での活動の成果・教訓をもとに策定される「展開計画」の、コロンボ市全域での継続的実施が見込まれ

る。また、管材や量水器といった必要資材の調達・在庫管理は行われており、今後増大するであろう需要

に対応しつつ継続できると期待される。さらに、円借款事業「水セクター開発事業(II)」において、老朽化し

た配水管の更新が行われることになっている。以上より、上位目標が達成される可能性は高いと判断され

る。 
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2) 波及効果 

プロジェクト期間中は、集中的な無収水対策の実施はパイロット・エリアに限られるが、協力期間後も

NWSDB が包括的な無収水対策活動をコロンボ市全域に展開していくことで、NWSDB の経営状況改

善、水道サービスの向上が見込まれる。活動エリアの中に貧困層居住地区も含まれており、個別接続の

普及にともない居住環境の改善が図られることも波及効果として期待できる。また、本案件では漏水探査

や管補修といった技術面での改善に加え、違法接続の摘発や量水器の点検・取り換え、賦課誤差の削減

といった活動も含まれており、節水、公衆衛生ひいては道徳意識の向上に関する啓発活動にもつながっ

ていくことも想定される。 

 

(5) 自立発展性 

以下のとおり、本案件による効果は、「ス」国政府によりプロジェクト終了後も継続されるものと見込まれる 

1) 政策・制度面 

「ス」国政府は、都市部での上水道普及率を 2015 年までに 85%、2025 年には 100%にすることを目指し

ており、浄水場の新設・拡張等をすすめていることから、水供給が引き続き開発優先分野に位置付けられ

る見込みは高い。また、NWSDB は 2007～2011 年の 5 ヶ年の上下水道事業計画・達成目標を定めた

「Corporate Plan」を、また、コロンボ首都圏の無収水対策を取りまとめた 5 ヶ年計画を策定していること

から、中央政府における給水分野、とりわけコロンボ市域における無収水削減の優先度は高いといえる。 

2) 組織・財政面 

 本案件では、プロジェクトにより作成される「展開計画」に基づいて、将来的に NWSDB が市内全域で無

収水対策を実施していくことを想定している。プロジェクト期間中に、NWSDB の関係部局の責任者で結

成される「無収水削減マネジメント・チーム」が継続的に機能していくための体制が整備されることになっ

ており、プロジェクト終了後も、組織横断的な無収水削減活動が継続されるものと想定される。 

 上述したコロンボ市内における無収水対策を実施していくためには、NWSDB が継続して予算を計上す

ることが重要である。本プロジェクトでは、パイロット・エリアでの無収水対策工事の実施に必要な工事

費、資材調達費用は全て NWSDB が負担することで合意している。また、現在までも漏水探査、漏水管

の補修、違法接続の摘発といった活動は、NWSDB の年間予算の中で行われていることから、プロジェ

クトを通じて包括的な無収水対策の効果を NWSDB 執行部に示すことによって、継続的な予算の充当

を確かにすることが期待される。 

 無収水の大きな割合を占める配水管からの漏水に関しては、コロンボ市内に敷設されている管渠の多

くが敷設後 70～100 年が経過していることから、抜本的な対策としては経年管の更新が必要となる。現

在、第 39 次円借款事業により、コロンボ市内の一部の配水管の更新が予定されるととともに、経年管

更新に係る短・中・長期計画が策定される予定である。NWSDB 執行部は同計画に基づきドナーへ資

金要請を行っていく意向を有しており、将来的にも経年管の更新は継続されていくことが見込まれる。 

3) 技術面 

 パイロット・エリアで実施する漏水探査・補修、給水管接続等の技術は、基本的には NWSDB において

既に取り入れられており、プロジェクトでの OJT により施工手順・精度の改善と、より実際的な漏水対策

技術を移転する予定である。したがってプロジェクト期間中に NWSDB 職員がこれら技術を習得し、プロ

ジェクト終了後も十分に活用する見込みは高い。 

 NWSDB では、管径が 6 インチ以下の給配水管の補修、付け替え工事は、外部委託により実施してい

る。外注先が実施する工事についても質の管理が重要となる。プロジェクトにおいて、各種の工事実施

マニュアルを整備する予定であり、これらの活用によって質の確保および適正技術の定着が見込まれ

る。 

6． 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 NWSDB の事業として、貧困層居住区における公共水栓の撤去と個別接続化の推進、違法接続の摘発を

行なっている。本案件のパイロット・エリア内でも同事業が実施されることになっている。無計画な公共水栓

および違法接続の撤去が貧困層の安全な水へのアクセスを阻害したり、使用量増加に伴う排水量の増加に

よって住環境が悪化したりしないよう、本プロジェクト専門家も留意し、同事業実施について適宜助言・提案

するとともに、本プロジェクト活動との相乗効果を発揮できるよう検討することとする。 



8 

 2 ヵ所のパイロット・エリアで行なう漏水管の補修・更新工事の規模は極めて限定的と想定され周辺環境へ

の負の影響はほとんど予見されない。ただし、一部アスベストセメント管が埋設されている場合も予想される

ため、その様な区間で工事を行なう場合にはアスベストの飛散防止対策を講じることとする。 

7． 過去の類似案件からの教訓の活用 

1999 年に JICA と JBIC（当時）による連携事業として、円借款事業「コロンボ市上水道改修事業」が実施され

ている。JICA が行った実施設計調査「コロンボ市上水道改修事業実施設計調査」において、貧困層居住区を

含むパイロット地区において無収水削減活動を実施し、コロンボ市における無収水対策への提言を行ってい

る。しかし、無収水対策は、漏水探査、管の補修、違法接続の摘発、公共水栓の廃止、賦課誤差の削減等、

さまざまな活動が包含されていることから、それぞれを担当する部署も異なり、NWSDB として包括的な対策

への取り組みはなされておらず、その結果、正確な無収水率すら把握されていない。 

本プロジェクトでは、上記を踏まえ、2009 年初頭に改編される NWSDB 新組織の中で、管路の維持管理を行

う維持管理課と無収水対策全体のとりまとめを行う無収水課の連係を強化し、各部署の職務範囲と権限を明

確にしたうえで、組織横断的に無収水削減に取り組むことで、各職員／部署の主体性向上と他部署との協働

による効率的な実施体制の構築を目指していくこととしている。 

また、浄水場の建設といった人目を引きやすく、水不足の解消の上で事業推進者の業績と評価されやすい事

業に比べ、無収水対策は非常に地味な作業を長期間にわたり継続することが求められることから、積極的な

取り組みが行われていない。これに対しては、全市への適用のための「展開計画」の立案をプロジェクト目標

（指標）に設定することで、プロジェクト後の自立的な事業実施を促すこととしている。 

8． 今後の評価計画 

・ 中間レビュー ：プロジェクトの中間段階 (2010 年 9 月頃を目途に実施) 

・ 終了時評価 ：プロジェクトの終了前 6 ヵ月 (2011 年 10 月頃を目途に実施) 

・ 事後評価 ：プロジェクト終了後 5 年を目途に実施 

 

 


