
 

案件別事後評価（内部評価）評価結果票:無償資金協力           
評価実施部署：カメルーン事務所（2013年 3月） 

国名 
第４次地方給水計画 

カメルーン 

 
Ⅰ 案件概要 

事業費 
交換公文限度額：第Ｉ期 515 百万円、第 II 期 478
百万円 

供与額：第 I期 416百万円、第 II期 388百万円  

交換公文締結 第Ｉ期 2006 年 6月、第 II期 2007年 8 月 

事業完了 第Ｉ期 2008 年 3月、第 II期 2009年 3 月 

相手国実施機関 エネルギー・水省 

関連調査 基本設計調査 2005年 6月～2006年 3月 

案件従事者 

コンサルタント 第 I期および第 II 期 日本技術開発株式会社 

施工業者 第 I期 鉱研工業株式会社 第 II期 株式会社アーバン利根 

機材調達 － 

関連案件 

我が国の協力 
・地方給水計画（第 1～3次）（無償資金協力、1983～1996年） 
・第 3次地方給水計画フォローアップ協力（無償資金協力、2004～05 年） 
他ドナー等による協力 
・Provillage 計画（KfW、1992～2008年） 

事業の背景 

カメルーンでは、地方の給水率を 2015 年に 75％に上げることを国家目標としていたが、地方レベル
の生活基盤整備に予算がいきわたらず、2003 年時点において、安全な水を利用できる人口割合は 42％
程度であった。また、人口 1,000 人以下で給水施設のない村落は全国で 8,800ヵ所に上り、住民の多く
が汚染された水源に依存しており、水因性疾患が蔓延している。このため、地方給水施設の整備が課題
となっており、カメルーン政府は日本に対し、中南部 4 州における給水施設の整備を要請した。 
 

事業の目的 

アウトカム  

アダマウア州、海岸州、南部州、中部州の対象 184村落において深井戸給水施設を建設し、給水施設
利用者組合を設置することにより、安全で安定的な給水を受ける人口の増加を図る。 

アウトプット  

日本側 
・深井戸建設 184本 
・給水施設利用者組合の設置・啓蒙活動、水管理組合およびポンプ修理人に対する講習（ソフトコンポ
ーネント） 
 
相手国側 
・深井戸建設サイトの確保 
・サイトへの道路の補修。 

 
Ⅱ 評価結果 

総合評価 

カメルーンでは、貧困削減戦略において、安全な水へのアクセスを地方部で 2015 年までに 75%とすることを目標として
いたが、2003 年時点の給水率は都市部では 77％であったものの、地方部は 42％であった。本事業の対象 4州は、河川水や
池等の地表水資源が豊富なため、多くの村落が湧水や伝統的浅井戸を利用しているが、水源のほとんどが細菌類等により汚
染されており、住民の間には下痢等の水因性疾病が蔓延していた。また、乾季には枯渇するため水汲みの作業の負荷が大き
いうえ、水の取り合いが生じるなどの問題も起きていた。 
本事業は、事業目的として目指した、地方給水施設の整備による対象村落における給水人口の増加について、対象村落で

の水利用量が増加し、安全で安定した水を利用できる人口が増加したうえ、水質の改善、水因性疾病の減少、女性および子
供の水汲み労働の軽減も見られ、想定通りの効果発現が認められる。持続性については、住民を主体とする維持管理活動は
不十分であり、本事業で訓練を受けたポンプ修理人の技術水準も十分でないうえ、設立された水管理委員会による料金徴収
などが十分に行われていないため、体制面、技術面、財務面、維持管理状況の一部に問題が見受けられた。 
また、妥当性については、カメルーン国の開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と事前評価・事後評価の両時点にお

いて合致しているが、効率性については事業期間が計画値をやや上回った。 
以上により、総合的に判断すると、本事業の評価は一部課題があるといえる。 
 

 

1 妥当性 

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに貧困削減戦略（PRSP あるいは GESP）および水・エネルギーセクター戦
略において掲げられた 2015 年までに地方部給水率 75％というカメルーンの開発政策、深井戸建設による安全で安定的な水
へのアクセスの確保という開発ニーズ、及び日本の援助政策「国別援助方針」における重点分野の一つである地方給水への
支援に十分合致しており、妥当性は高い。 

 



 

2 有効性･インパクト 

本事業の実施により、事業目的のうち、本事業で設立された水管理組合の活動状況
については若干目標値を下回ったものの、利用可能な状態にある深井戸の本数、水利
用量、安全な水が利用できる人口については概ね計画通りの効果発現が見られた。整
備された深井戸 184 本のうち、2009/10 年時点で利用可能な状態にあるものは 168 本
と 90％以上であり、対象村落での水利用量は 1 人当たり 1 日平均 15～20 リットルと
なっている。2011年には、50 村落で現地調査を行い、うち 45村落（90%）で深井戸が
稼働していることが確認された1。 
また、水質についても改善しており、整備されたすべての深井戸でカメルーンの水

質基準を満たしていることが確認されており、対象村落で安全で安定した水を利用で
きる人口は、2005 年 3,600人から 2011 年時点では約 76,500 人に増加した（対象村落
の人口から推計）。インパクトについては、事後評価で現地踏査を行った 3 つのサイト
の住民へのヒアリングによれば、安全な水を摂取するようになったことで水因性疾病
は減少し、水源までの距離が短縮されたことで、女性・子どもの水汲み労働の軽減といった効果が認められた。以上から、
有効性・インパクトは高い。 

 
定量的効果 

 2005年実績値 
（BD時） 

目標年計画値 
（2008年） 

目標年実績値 
（2008年） 

2009/10 年実績値 
（瑕疵検査時） 

2011年実績値 
 

指標 1：本事業で整備さ
れた深井戸のうち利用可
能な状態にある深井戸の
本数 

（実績値） 
0 

（計画値） 
184本 

（実績値） 
N.A. 

（実績値） 
168本 

（実績値） 
調査を行った 50本

のうち 45本 

指標 2：対象村落での水
利用量（1 人当たり 1 日
平均） 

（実績値） 
【飲料水】 
雨季：20リットル 
乾季：11リットル 

（計画値） 
25 リットル(1) 

 

(実績値) 
N.A. 

（実績値） 
15～20リッ ル(1) (2) 

（実績値） 
15～20リットル(1)(2) 

指標 3：対象村落で安全
で安定した水を利用でき
る人口 

（実績値） 
3,600 人 

（計画値） 
約 82,800人 

（既存施設利用
3,600 人を含む） 

（実績値） 
N.A. 

（実績値） 
約 72,100人 

（実績値） 
約 76,500人 

（出所）事後現現状調査報告（2011年 3月）および事後評価現地踏査時の情報に基づく 
（注1） 深井戸からの取水量。飲料水以外の用途も含む。 
（注2） 2012年に実施した 3村落での現地調査によると、乾期は表流水が減少することにより、深井戸からの取水が上記値

の 2～3倍になるとのこと。 
 

中央州 Boyamagagne 村で整備さ
れた深井戸で水を汲む住民 

3 効率性 

本事業は、事業費については計画内に収まったものの（計画比 81％）、施工業者の現地委託先企業の技術不足を主たる要
因として再施工が生じたため、事業期間が計画を上回った（計画比 114％）。アウトプットについては、軽微な変更はあっ
たものの計画通りであった。よって、効率性は中程度である。 

4 持続性 

本事業で整備された施設は、深井戸を利用する住民により組織される水管理委員会
によって維持管理が行われており、地方自治体（コミューン：市）に監督責任がある。
実施機関である水・エネルギー省は必要なときに技術的なアドバイスをする体制とな
っている。2011 年に現地調査を行った 50本のうち 9割は利用可能な状況にあったが、
これは本事業の瑕疵検査後の修理から 1年程度であったことによるものである。 
本事業のソフトコンポーネントにより、住民に対する維持管理・衛生教育といった

啓蒙活動が行われたが、1村落当たり 2日余りという短期間のものであり、住民による
深井戸の適切な運営・維持管理についての十分な理解を得るに至らず、水管理委員会
による日常的な維持管理のための活動は不十分な状況であるうえ、水管理委員会によ
る料金徴収や修理のための積立て状況も十分ではない2。また、オーバーホールも含め
たポンプの維持管理を行うために、各村落で 3 名ずつポンプ修理人の養成が行われた
が、2011 年の現地調査時点で全く修理人がいない村落は 28%に上った。また、実習も
含めて 4 日程度の訓練では必要な技術水準に至っておらず、多くの村でポンプ修理人
の再訓練の要望があった。ポンプの故障時には、ポンプ修理人がいない、あるいは対応できない場合に、修理は業者への委
託されることもあるが、周囲に別の水源（安全ではなくても）があり、住民の理解が得られないなど集金が難しい場合、放
置されてしまうケースも見られている。 
以上より、体制面、技術面、財政面、維持管理状況に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は低い。 

中央州 Ezedouan (chefferie)村 
（コミューン（市）職員と、研
修を受けたポンプ修理人） 

                                                   
1 実施機関が全サイトの深井戸の稼働状況を把握していないという制約の下、事後現状調査では全 184 サイトのうち約 27％である 50 サイ

ト（うちⅠ/Ⅱ期 26 サイト、Ⅱ/Ⅱ期 24 サイト）の現地調査を実施した。 
2 定期的な清掃およびメンテナンスが行われていたのは、50 サイトのうち 7 サイト、料金徴収や積立状況に問題がなかったサイトは 13 サ

イトであった。 



 

 
Ⅲ 教訓・提言 

実施機関への提言： 

2011 年からの地方分権化政策の施行により、給水施設の管理責任は実施機関から地方自治体（コミューン：市）に移っ

たが、各コミューンの資金・人材は十分でない。水･エネルギー省として状況を適切に把握の上、コミューンへの指導･支援

を具体化する方策･体制の整備が望まれる。また、全サイトを定期的にモニタリングし、必要に応じて故障井戸への技術･

資金的支援を行うことが望ましい。 

 

JICAへの教訓3： 

・ 持続性の確保のために重要であるソフトコンポーネントについては、実施機関・裨益者からも、水管理委員会が適切に
機能し、ポンプの維持管理を自力で継続的に行っていくためには十分でなかったとの指摘があった。それぞれのサイト
や地域レベルでの修理人・修理業者の存在、技術レベル等の十分な調査を元に、現状にあった最適な維持管理体制を検
討したうえで研修等の設計が必要である。 

・ 実施機関では、各サイトにおけるポンプの維持管理状況の把握が十分に出来ていないことが確認された。事業計画段階
において、JICAは実施機関のモニタリング体制を確認するとともに、事業効果の持続的な発現に向けて、無償資金協力
完了後もその体制を維持するよう、実施機関に働きかけることが望ましい。 

 

                                                   
3 （1）無償資金協力の制度上、現地施工業者と JICA には契約関係がなく、また、現地施工業者への技術指導は JICA の業務ではないため、

以下の記載を削除した。「本事業では一部現地業者の技術レベルや業務の信頼性が必ずしも十分ではなかったため、再施工が生じ、工期を超

えることとなった。現地施工業者の技術水準を確認し、それを踏まえた工程管理、必要に応じた適切な技術指導を行うことが望ましい。」（2）

本事業の計画段階では、モニタリング体制を確認していたものの、事後評価段階ではその体制が機能していなかっという点が明確になるよ

うに追記した。修正前の記載は次のとおりである。「実施機関で、各サイトにおけるポンプの維持管理状況の把握が十分に出来ていないこと

から、事業計画段階においてモニタリング体制を確認することが望ましい。」（2014 年 11 月修正） 


