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終了時評価調査結果要約表 

 

 

 
1 案件の概要 

国名：マダガスカル 案件名：アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクト 

分野：水資源 

所轄部署：地球環境部水資源・防災グループ 協力形態：技術協力プロジェクト 

協力期間：2008 年 9 月～2012 年 3 月 協力金額： 4.1 億円 

他の関連協力：開発調査「地下水開発計画」

（1989-1991）及び無償資金協力「南西部地下

水開発計画」（1992-1994） 

先方実施機関：治水省、保健省、教育省および各省のアッチモ・アンドレファナ県支局 

日本側協力機関：独立行政法人国際協力機構（JICA） 

1.1 協力の背景と概要 

アフリカ大陸の南東に位置する島嶼国マダガスカル国では、村落部における安全な水と衛生へのアクセスが喫緊の課題となっており、2008 年の時点で

村落部における安全な水にアクセスできる割合が 29％、安全な衛生施設にアクセスできる割合が 11％と、アフリカ平均を大きく下回っている（JMP, 

WHO/UNICEF 2010）。また、5 歳以下の乳幼児死亡率の 17％が不衛生な水等を要因とした下痢にある（WHO2006）。 

特に、南西部に位置するアッチモ・アンドレファナ県においては、安全な水にアクセスできる人口割合が 25％、安全な衛生施設にアクセスできる人口

が 10％と尐なく、年間降水量も 400～500mm と水資源に乏しいことから、マダガスカル国はこの地域の安全な水の確保を国家最優先課題と位置づけて

いる。 

日本政府はマダガスカル国に対して、水分野での協力を 20 年以上継続してきた。特に南西部においては、開発調査「地下水開発計画」（1989－1991）

と無償資金協力「南西部地下水開発計画」（1992－1994）により、新規給水施設を設置した。しかしながら、施設の故障等により継続的に運用されない

という問題が生じ、JICA は 2006 年に水供給体制強化のフォローアップ調査を実施した。その結果、水道料金設定・徴収等の給水委員会の給水施設運営

維持管理能力の向上、機械技術者や井戸掘削技術者の技術の向上、衛生啓発活動の改善、等の課題が認識された。 

マダガスカル国がこれら課題への対応強化を目的とした技術協力プロジェクトを要請したことから、JICA は 2007 年 7 月に事前調査団を派遣し、技術

協力の枠組みについて合意し、2008 年 7 月の R/D 署名を経て、2008 年 9 月から本プロジェクトが開始された。 

今般、プロジェクト終了の 4 か月前となったことから、終了時評価を実施し、その進捗と成果を検証し、プロジェクト目標達成の見込みを検討するこ

ととなった。 

1.2 協力内容 

(1) 上位目標 

アッチモ・アンドレファナ県で給水施設維持管理体制と衛生啓発普及体制が確立・稼働する。 

(2) プロジェクト目標 

アッチモ・アンドレファナ県の対象 4 郡において、給水施設維持管理体制の確立と衛生啓発普及体制の活性化がなされる。 

(3) 成果 

1) アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する技術支援者として、治水省県支局（DRE）職員のコミューン、村落レベルへの維

持管理指導及び関係諸機関との調整能力を強化する手法が確立する。 

2) コミューンが将来給水施設の施主としての役割を果たすための能力強化の手法が確立する。 

3) 村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として、給水施設維持管理組織(CPU)の施設維持管理能力を強化する手法が確立する。 

4) 教育省県支局（DREN）、保健省県支局（DRSP）および対象４郡内の行政機関（学区事務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校（EPP）、
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保健省郡事務所（SSD）、保健センター（CSB））による衛生啓発・衛生教育活動が改善される。 

(4) 対象地域 

プロジェクトの対象地域は、アッチモ・アンドレファナ県内の 4 郡（ムルンベ、チュレアール II、サカハラ、アンカズアブ）である。対象地域の中

から 15 コミューン内の 24 村落がパイロット・サイトとして選定された。 

(5) 投入 

日本側：専門家派遣 11 名（計 73MM）、プロジェクト運営経費約 9,720 万円（供与資機材購入費を含む）。 

マダガスカル側：カウンターパート配置（治水省・教育省・保健省）、DRE における事務スペース等。 

 

 

 

2 評価調査団の概要 

調査団構成 1. 松本重行（総括）地球環境部水資源・防災グループ防災第二課長 

2. 佐々木洋介（技術参与／村落給水）客員専門員 

3. 本田隆史（評価企画／水供給・衛生）地球環境部水資源・防災グループ防災第二課 

4. 奥田浩之（評価分析）合同会社適材適所 

5. 森田俊之（通訳）日本国際協力センター 

6. Ravaloson Andrianaritsifa（評価分析）治水省モニタリング・評価部 

7. Rakotomavo Marcel（評価分析）治水省給水支援部 

8. Miola Raminoson（通訳） 

調査期間 2011 年 11 月 30 日～2011 年 12 月 25 日 評価種類：終了時評価 

3 実績の確認 

3.1 成果の達成度 

（成果 1） 

・ 4 つある指標のうち、3 つで達成、1 つで未達成の状況である。スペアパーツ供給体制の構築に向けては、販売委託組織として選定された現地組合「タ

ンテリ」と DRE との間で契約手続きが進行中であり、従って指標 1.1「DRE がスペアパーツの販売を委託している NGO から販売実績等について

毎月報告を受ける」については現時点では未達成である。 

・ 給水施設の修理体制の構築に向けては、カスケード方式による DRE 技術者、地域修理人（郡レベル修理業者およびハンドポンプ・エリア修理工）

への研修がプロジェクトにより実施されてきた。2011 年 10 月には 18 人の地域修理人が DRE に登録されたことから、指標 1.2「16 人の地域修理人

が DRE によって登録される。」は達成されている。 

・ さらに DRE の技術支援・調整能力の強化に関し、指標 1.3「対象４郡のパイロット外コミューンに対する研修が、DRE の主導により行われる」に

ついては、52 人のコミューン長を対象に 2011 年 12 月に同目的の研修が実施されたことから、達成されている。また、指標 1.4「DRE 主導により、

給水・衛生分野の関係諸機関の定期会合が行われる」については、既に 2010 年以降プロジェクト・ワーキング・グループ会合が 3 回開催されてい

ることから、達成されている。 

（成果 2） 

・ 2 つある指標のうち、１つは一部達成、1 つはデータ未入手の状況である。コミューンの給水施設管理・監督能力の強化については、対象の全 15 コ

ミューンにおいて、それぞれ一人ずつ、計 15 人のコミューン給水担当者が任命・配属され、コミューン長と共にプロジェクトによる研修が実施さ

れてきた。指標 2.1「対象 15 コミューンが、対象サイト以外の尐なくとも 3 村落でコミューンの役割を説明する」については、来年 2 月に予定され

ている第 2 回目の 4 半期報告書の提出により情報が得られる予定であり、現時点ではデータ未入手の状態である。 

・ CPE-コミューン-DRE を結ぶ給水施設のモニタリング体制の構築については、2011 年 11 月の第１回目の四半期報告書の提出が、対象 15 コミュー
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ン中 13 コミューンよりあったことから、指標 2.2「対象 15 コミューンが、地域内の施設状況について、DRE に四半期報告を行う」については、一

部が達成された状況である。 

・ 給水施設管理における民間委託の試行については、終了時評価調査の時点では、ベファンドリアナ・コミューンにおいて DRE、治水省、日本人専門

家の合同で入札図書を作成し、公示し、入札図書を配布し、開札までが行われた。 

（成果 3） 

・ 3 つある指標のうち、2 つは一部達成、１つはほぼ達成の状況である。DRE および日本人専門家により実施された CPE 研修により、24 村落の CPE

（水管理組織）の機能と管理能力は大きく強化された。指標 3.1「対象 24 サイトにおいて、施設の操作・日常点検・修理記録が、マニュアルに沿っ

て行われる」については、操作・日常点検記録については 79％、修理記録については 58％の CPE でつけられている。また、指標 3.2「対象 24 サイ

トの水管理組織内で、出納帳が記録されている」については、79％の CPE でつけられていることから、両指標とも一部達成の状況である。 

・ CPE の機械工に対する研修については、修理体制の構築にむけたカスケード方式の研修によって、地域修理人による研修が実施された地域もある。 

・ 指標 3.3「積立金（尐なくとも 10 万アリアリ）を貯蓄しているサイトが８％から 30％に増加する」については、現時点では 29％となっており、ほ

ぼ達成されている状況である。 

（成果 4） 

・ 5 つある指標のうち 2 つは達成、１つは一部達成、2 つは未達成の状況である。保健省と教育省により実施された県レベル、郡レベル、コミューン

レベルへのカスケード方式の研修により、WASH のメッセージ（安全な水の利用、手洗いの励行、トイレの利用）が学校教育や衛生行動啓発の現場

で伝えられた。 

・ これまでの啓発活動を踏まえた「研修ガイド」が作成され、2011 年 12 月に修正付きで承認されており、指標 4.1「改善された研修プログラム（衛

生教育・衛生啓発活動）が関係機関に承認される」については達成されたが、指標 4.2「改善された研修プログラムにより、DREN と DRSP が研修

計画を策定する」については今後の活動であり、現時点では未達成である。 

・ 2011 年 9 月に行われたモニタリングによると、プロジェクト対象となった 26 小学校の全てで衛生教育が授業計画の中に取り込まれていることから、

指標 4.3「対象小学校で、研修を受けた教員らが衛生教育活動を計画し、定期的に実施している」については達成されている。しかしその活動につ

いては ZAP によりモニタリングされている状況となっていないことから、指標 4.4「4.3 の活動を定期的に管轄 ZAP がモニタリングし、フォローア

ップを行う」については未達成の状況である。 

・ 2011 年 9 月のモニタリングによると、指標 4.5「対象 CSB で保健ボランティア普及員の活動を定期的にモニタリングし、フォローアップを行う」

については、28CSB のうち 20CSB でモニタリングの前提となる活動計画が作成されていることから、一部達成されている。 

3.2 プロジェクト目標の達成度 

・ 6 つある指標（サブ指標の 2 つを除く）のうち、2 つは達成、3 つは一部達成、1 つは未達成の状況である。指標 1「確立された維持管理体制におけ

る四半期ごとの定期報告が DRE から治水省になされる」については、最初の定期報告が 2012 年 1 月の予定であり、現時点では未達成である。 

・ 指標 2「対象 4 郡においてコミューンから DRE への報告書提出割合が 0％から 50％になる」については、指標 2.2 で確認したとおり対象 13 コミュ

ーンから四半期報告書の第 1 回目の提出があり、対象郡内の全 49 コミューンに対する割合としては 27％であることから、一部達成している。 

・ 指標 3「日本が建設した施設の稼働率が 45％から 60％に増加する」については、対象となる 53 村落のうち 32 村落（18 パイロット村落＋14 パイロ

ット外村落）で施設が稼働しており、稼働率としては 60％であることから、達成されている。 

・ 衛生部門における指標 4「対象小学校・保健センターにて DREN・DRSP 主導により衛生啓発にかかる研修が実施される」については、リフレッシ

ュ研修が 2011 年 11 月に実施されたことから、指標は達成されている。また、指標 5「DRSP-SDSP-CSB の間で、年に１回以上モニタリング結果の

報告が行われる」、および指標 6「DREN – CISCO – ZAP – EPP の間で、年に１回以上モニタリング結果の報告が行われる」については、2011 年

12 月 12 日から 17 日にかけて対象 4 郡において DRSP・DREN によりフィードバック会合が開催されているところであり、終了時評価の時点では、

モニタリング結果の報告がなされている最中であったため、現時点では一部達成とした。 

3.3 上位目標の達成度 

上位目標に向けた進捗については、プロジェクト目標となっている維持管理体制が構築され、稼働し始めてから発現し始めるものであり、現時点では
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まだ評価する段階には至っていない。 

4 評価結果の要約 

4.1 妥当性 

・ 以下の理由から、プロジェクトの妥当性は高い。まず、プロジェクトの目標と活動内容は、水法（1999 年）、国家給水・衛生計画（2008-2012）、国

家衛生戦略(2008 年)といったマダガスカルの給水および衛生分野の政策・制度に整合しており、マダガスカルの重要な開発課題に直接貢献するもの

である。 

・ また、マダガスカルが掲げているミレニアム開発目標の達成に向けても、貧困の削減、乳幼児死亡率の減尐などに寄与することから、安全な水と衛

生に関する取組は重要である。 

・ 2008 年 7 月に新たに設置された治水省の施策実施を効果的に支援するため、プロジェクトの PDM は 3 度改訂されており、現時点のプロジェクトの

活動内容は水セクターに関する政策や治水省のニーズに十分合致したものとなっている。 

・ 2009 年の政変に伴う暫定政権の発足に伴い、日本政府からの新規援助案件の開始については一時停止の状態が続いているが、プロジェクトは日本の

対マダガスカル国別援助政策（2006 年）にも合致している。 

4.2 有効性 

・ 2008 年７月の R/D 署名後、暫定政権の発足、地方分権化政策の強化、村落給水管理における民間セクター導入の推進といった状況変化に対応する

ために PDM の改訂が行われ、それに伴って 2009 年 10 月、2011 年 2 月、2011 年 8 月と 3 度の R/D 署名が行われた。 

・ 2011 年 8 月の R/D 署名により合意された第 3 版 PDM については、マダガスカルの水セクター政策の推進に貢献するようプロジェクト目標の達成

に向けて的確に修正・組み立てられており、プロジェクトの有効性は高い。この PDM にそって現在活動が集中的に実施されているところであり、

現時点での指標の達成度合いからみても、プロジェクトは給水施設維持管理体制と衛生啓発普及体制の構築をほぼ達成する可能性はある。その一方

で、プロジェクトの残りの期間は、構築された体制の有効性・機能性を実証するためのモニタリング活動を行い、体制を確立するためには、期間が

十分ではない。 

・ プロジェクト活動として PDM には含まれていなかったが、OJT 研修を利用して 14 パイロット村落で給水施設の修復が行われた。こうした施設修

復は、プロジェクトの有効性の向上に寄与したと言える。 

・ 給水施設維持管理体制を機能させていくためには、コミューンの財政基盤を強化することが重要との認識から、治水省は、CPE 及びコミューン双方

の合意に基づき、コミューンが CPE より水税を徴収できるとする省令を 2011 年 7 月に発出した。 

・ 2011 年 9 月に実施された衛生部門インパクト調査によると、生徒の間では手洗いやトイレ使用などで実際に行動の改善が見られている。その一方で、

研修を受けた公立小学校の先生が WASH の３つのメッセージを充分に理解していないケースが観察されたことから、生徒に対しても部分的あるいは

不完全なメッセージが伝えられている可能性がある。 

・ 今後プロジェクトの残り期間内で完了させるべき主な活動は、スペアパーツ供給体制の稼働、地域修理人を利用した修理体制の確立、民間委託によ

る給水施設の維持管理、コミューンマニュアルの完成、給水施設・水料金・水税および衛生・健康にかかる啓発活動とそのフォローアップ等である。 

4.3 効率性 

・ PDM の 3 回の改訂はあったが、専門家派遣、資機材供与、現地業務費の支出、カウンターパート配置といった日本側、マダガスカル側双方からの

投入については、プロジェクト活動の実施に向けて適切に管理されてきている。 

・ プロジェクト活動には遅れが見られるが、これは主に、2009 年の暫定政権発足と政情悪化、2008 年の治水省の設置、給水政策における解釈の進展

などにより、プロジェクトの構成と活動内容に変更が求められ、その議論・調整・合意に時間がかかったためである。従って、プロジェクトの効率

性としては中程度である。 

・ プロジェクトが導入した衛生部門における普及・啓発ツール、具体的にはランバワニ―（伝統的な胴体まきの布）や PHAST カードなどについて、

口頭だけの説明と比べて啓発効果が高いとカウンターパートから高く評価されている。 

4.4 インパクト 

・ 上位目標の達成に向けた進展を含め、様々なインパクトについては、プロジェクト目標である給水施設維持管理体制が確立され、その体制が実際に
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稼働し始めてから発現し始めるものと予想される。終了時評価調査の時点ではまだ顕著なものは観察されず、インパクトは現時点においてはまだ低

い。 

・ 治水省によると、PDM に掲げられている上位目標は非常に重要ではあるが、現在の政治状況下では、上位目標の達成はより上位の政策決定者が示

す政策方針や目標に大きく依存している状況である。 

・ マイナーなインパクトではあるが、プロジェクトの実施により、住民の給水施設に対する意識が向上し、プロジェクトによる給水施設の修復後、そ

の周りに柵を作ったり、下に石を敷いたりして、村民が自発的に施設の良好な状態を維持しようとしている例が、複数の村で観察できた。 

・ 教育省によると、プロジェクトを通して先生が新しい教授法、すなわち、生徒が自分が学んだことを他の生徒に説明していく「生徒から生徒へ・ア

プローチ」を学んだとのことである。このアプローチは教室で非常に効果があると高い評価があった。 

・ 終了時評価調査の間に、上位目標に対して現在 PDM で設定されている指標は、現状から考えて非常に高く設定されており、今後適切な時に必要で

あれば見直し・修正されるべきであることが治水省より指摘された。 

4.5 自立発展性 

・ プロジェクト目標である給水施設維持管理体制が確立されたのち、体制全体としてうまく機能していくかどうかについては、今後一定期間のモニタ

リングが必要である。体制の実際の稼働とそのモニタリングを通して、必要に応じて修正・改善が加えられていくものであり、こうした実証や調整

がまだ行われていない現時点では、維持管理体制の持続性の見込みはまだ低い。 

・ DRE の職員は、2008 年は 4 人であったが現在は 11 人に増加している。治水省は、DRE の人員増を給水施設維持管理体制の持続性の向上のための

省としての努力であるとしている。一方、給水施設の施主であるコミューンの人材的・財政的な能力が高くないことが、給水施設維持管理体制の持

続に向けた最大の課題であることが、プロジェクト関係者から広く指摘されている。 

・ 教育省は水と衛生に関する啓発を授業カリキュラムに組み入れること、保健省も既存の業務の中にプロジェクト活動を統合することにより、持続性

を担保していく方針である。両省とも、プロジェクトの内容は省の政策と方針に一致しており、制度的な観点からの持続性は高い。その一方で、プ

ロジェクト活動の質を今後どうやって維持していくかが課題であり、両省とも人材・予算不足のため、中央から県・郡に訪問モニタリングを行うこ

とは困難な状況である。 

4.6  プロジェクトの効果発現を促進・阻害した主な要因 

(1) 促進要因 

・ 日本人専門家との間のコミュニケーションは非常に良好であったとカウンターパートからは高い評価があった。具体的には、活動の実施について議

論・相談によりマダガスカルの現状と政策方針に合わせるように努力してきたこと、また、専門家の多くはフランス語、一部はマダガスカル語も話

し、プロジェクトの効率的な調整・協同に役立ったとのことである。 

(2) 阻害要因 

・ 治水省より、これまでプロジェクトが PIP（マダガスカルの公共投資計画）に組み込まれなかったため、マダガスカル側でプロジェクトのカウンタ

ーバジェットが準備できなかったことが挙げられた。これまで組み込まれなかった理由は、日本側から投資額の正式な表明がなかったためであるが、

JICA によるレター発出により、2012年度については初めて PIP に計上され、治水省にプロジェクト活動予算がおりる予定である。 

4.7  結論 

プロジェクトの妥当性と有効性は高い。指標に基づく進捗度の評価によると、プロジェクトは終了時までに給水施設維持管理体制と衛生啓発普及体制

の活性化を達成する可能性は有しているが、体制の確立に必要な有効性、持続性を実証するためのモニタリング活動を行うには期間が十分ではない。 

プロジェクトの効率性としては中程度であり、これは短期間で 3 度の PDM の修正を行う必要があり、その結果として活動内容の調整にも時間がかか

ったためである。また、プロジェクトはまだ顕著なインパクトを発現するには至っていない。同様に、現時点はまだプロジェクトの持続性の見込みは低

い。これは、現時点において給水施設維持管理体制が全体として確立されようとしているところであり、その体制がどの程度効果的で持続的かについて

は、実際に確立された体制が稼働し始めるまでは不確かであるからである。 

5 提言と教訓 

5.1 提言 
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（プロジェクトに対して） 

1) プロジェクトは、予定の終了時までに、販売委託組織によるスペアパーツ供給体制の実施、地域修理人を含む給水施設修理体制の構築、民間委託に

よる給水施設管理の試行など、残っている活動を完了させるよう努力すること。 

2) プロジェクトは、終了時までにプロジェクトから得た知見、教訓や提言をまとめて、マダガスカル政府や援助機関を含む関係者による共有・利用を

図ること。 

3) プロジェクトにおいて各種マニュアルを作成する際には、前任者から後任者へ担当業務の引き継ぎが行われるよう、引き継ぎの手続きに関する項目

を入れること。 

4) モニタリング活動への将来的な参加の可能性を考え、SMGGS に対してプロジェクトの情報を提供すること。 

（治水省に対して） 

5) 2012 年度の PIP（公共投資計画）の支出については、給水施設維持管理のためのコミューンに対する技術的支援の継続にも振り分けるよう考慮する

こと。 

（治水省県支局に対して） 

6) 治水省県支局は、給水施設の重要性に関する村民啓発に向けて、プロジェクト衛生部門で作成されたようなランバワニや PHAST カードといった啓

発ツール・教材の利用も考えていくこと。 

7) 紙不足や、交通手段確保の難しさ、サイト訪問のための予算不足など、紙ベースのモニタリング実施の困難さを考えて、県局‐コミューン‐CPE を

繋ぐモニタリング体制については、将来的には携帯電話ネットワークを使った仕組みも考えていくこと。 

8) コミューンの給水施設維持管理にかかる能力強化を今後も調整・支援していくため、治水省県支局は引き続き人員増の可能性を探っていくこと。 

9) 地方分権化政策に沿って、給水施設の施主として維持管理体制において中心的な役割を果たすコミューンの能力強化については、PCD(コミューン開

発計画)の利用など、コミューンの財政基盤強化につながる可能性を支援していくこと。 

（3 省に対して） 

10) 治水省、教育省、保健省は、今後も給水・衛生・健康にかかる活動について協力と調整を維持していくこと。特にプロジェクト活動のモニタリング

については、報告様式や報告頻度を調整することで既存のモニタリングの仕組みがあればその中に統合することを考えるとともに、3 省はコミュニ

ティレベルでモニタリングを共同で実施するたための調整のしくみを検討していくこと。 

11) プロジェクト活動の持続性向上のため、給水施設、水料金徴収、安全な水・衛生・健康の関係について、コミュニティレベルの啓発を推進していく

こと。また啓発活動を実行する際は、TOR・計画を作成すること。 

12) 給水部門・衛生部門の全てのレベルの実施主体に対して、水、衛生と健康、施設維持管理に関するリフレッシュ研修を実施すること。 

（上位機関に対して） 

13) 今後プロジェクトのインパクトを上げていくために、他の援助機関の支援によるプロジェクトとの協調・調整を考えていくこと。具体的には、アフ

リカ開発銀行の支援による PAEAR、UNICEF によるプロジェクト、EU/GRET の支援による MEDEA プログラムなどである。その他、Ran’ Eau

や Diorano-WASH といったイニシアチヴやネットワークなどの情報共有を進めていくこと。 

14) プロジェクトの予定終了時までに完了すべき活動は多く、さらに残された期間では、構築された体制が稼働し持続可能かどうか確認するのが困難な

ため、マダガスカル側と日本側は、プロジェクト期間の延長を検討すべきである。期間が延長されるのであれば、維持管理体制の改善・修正に資す

るモニタリング実施や方法論のフィードバックを行い、より堅固で自立発展性のある維持管理体制の確立に向けた最終的な調整が可能である。 

5.2  教訓 

1) 人の行動変容のためには、長期間にわたる継続的な介入とコミットメントが求められる。プロジェクトは当初 2 年の予定で開始されたが、プロジェ

クト実施の結果として能力強化の効果とインパクトが発現し始めるまでには、ある程度の期間をプロジェクト期間として確保しておくべきである。 

2) 体制・政策の状況変化に適切に対応するため、PDM の改訂を行うことで、プロジェクトの有効性を維持することができた。プロジェクトの実施期間

中はプロジェクトのデザインについては柔軟でよく、そのためにも日本人専門家は政策の枠組みとプロジェクト内容の整合性に注意を払い、カウン

ターパートとの連絡を密にとって関連法案・規則・戦略に関する情報収集に常時努めるべきである。 
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3) プロジェクトにより構築される維持管理体制については、プロジェクト初期の段階で十分に協議され、相互の合意を図っておく必要があった。それ

を図や文章として明らかにしておけば、お互いの共通認識の醸成につながったと考えられる。 

4) PDM の改訂にあたっては、プロジェクトは現行の維持管理体制の状況について、インタビューやサイト訪問、他ドナーとの協議、民間委託の実現可

能性調査など、広範な調査を実施した。こうした調査は、マダガスカルの現状にそった優良事例や教訓を収集し、プロジェクト・デザインと活動内

容に反映させるのに有効であった。 

5) 水料金の徴収や衛生啓発を含む給水施設の維持管理体制の確立に向けては、パイロット村落において給水施設が稼働していることが前提である。プ

ロジェクトにおいて給水施設の修理を実施しなかったならば、プロジェクトによる研修や啓発活動の実施も困難であったと思われる。 

6) 新しい設備を導入する際は、その国内でスペアパーツが調達可能な設備を納入すべきである。 


