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評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：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 

分野：上水道 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部水資源・ 

防災グループ 

協力金額（終了時評価時点）：約 4.3 億円 

協力期間 R/D：2009 年 7 月 

2009 年 9 月～2012 年 3 月 

（2.5 年間） 

先方関係機関： 

プロジェクト監督機関：公共事業省人間居住総局 

プロジェクト実施機関：南スラウェシ州空間計画居

住局、マミナサタ広域都市

圏の水道公社（4 公社） 

日本側協力機関：名古屋市上下水道局、岡山市水道局、

株式会社日水コン、株式会社コーエイ総合研究所 

他の関連機関：厚生労働省 

1-1. 協力の背景と概要 

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、タカラール県にまたがる広域都市圏として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。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

が追いついていなかった。その主な理由は、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が水道公社（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だった。また、4PDAM の水源は主に表流水

であり、雤期には濁度が高くなるため適切な水質管理に基づく浄水場の運転が必要とされるが、小規

模浄水場では基礎的な水質分析機器すら整備されておらず、水質検査を行わないまま配水されてい

た。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

が認識されていたが、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

ていなかった。このような背景を踏まえ、マミナサタ広域都市圏に位置する 4 つの PDAM を対象に、

(1) 広域連携体制構築、(2) 無収水率改善対策、(3) 財務改善、(4) 施設維持管理改善、(5) 水質管理

改善を通じた水道事業運営・維持管理体制の改善により、水道サービスの向上を図ることを目的とし

て、円借款付帯プロジェクトが開始された。 

 

1-2. 協力内容 

マミナサタ広域都市圏のマカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール県の水道公社において、各

水道公社職員を対象に、上水道サービスの改善を図るために、OJT を通じて技術移転を行う。 

 

(1) 上位目標 



 

ii 

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（能力・質）が改善される 

(2) 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財務管理・維持管理能力が向上す

る 

(3) 成果（アウトプット） 

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 

2) PDAM の財務管理能力が強化される 

3) PDAM の無収水削減能力が強化される 

4) PDAM の GIS データベース構築能力が強化される 

5) 小規模浄水施設の水質管理能力が強化される 

 

(4) 投入（終了時評価調査時点） 

日本側：総投入額 約 4.3 億円 

短期専門家派遣： 13 人：86.17MM（2011 年 11 月時点） 

分野：総括/上水道事業運営/CD、上水道事業体運営、副総括/無収

水削減対策、漏水探知技術、財務管理、経営管理/顧客対策、浄水

場維持管理、水質管理、GIS、組織間連携、業務調整、業務調整/

水質管理 

本邦研修： 17 人（合計 8.07MM） 

機材供与： 5,290 万円 

主な機材は、財務管理用のコンピューター、漏水探知機器、流量

計、GIS サーバー、ソフトウェア、その他 GIS に必要な機材、水

質分析機器 

現業務費： 1 年次：3,031 万円（実績） 

2 年次：2,561 万円（計画） 

 

相手国側： 

カウンターパート配置： プロジェクト・ダイレクター1 人、プロジェクトマネージャー

1 人、各 PDAM から対象分野ごとにスタッフを配置 

ローカルコスト負担：  トレーニングに参加する際のカウンターパートの旅費と

日当宿泊費（カウンターパート所属の組織より支出） 

 南スラウェシ州空間計画居住局（DSPS）内のプロジェク

ト事務所用の電気代、インターネット接続費、水道料金

など（DSPS 負担） 

 プロジェクトで供与されたカスタマーメーター、水質分

析機器などの設備・機材の設置費用、運営維持管理費

（PDAM 負担） 

 運営委員会や合同調整委員会メンバーが会議に出席る

際の給与、旅費、日当など（メンバーが所属する機関の
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負担） 

その他：  南スラウェシ州DSPS内のプロジェクトの事務スペース、

必要な設備 

 プロジェクトの活動に必要な会議室や研修のための場所 
 

2. 評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏名 所属 

総括 宮本秀夫 JICA 地球環境部水資源・防災グループ参事役 

都市水道 本多祐二 名古屋市上下水道局 

協力企画 磯辺良介 JICA 地球環境部水資源第一課 

評価分析 南村亜矢子 合同会社 適材適所 
 

調査期間 2011 年 11 月 3 日～26 日 評価種類：終了時評価 

3. 評価結果の概要 

3-1. 実績の確認 

 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 

水道公社間の地域内協力・調整メカニズムの強化については、部分的に達成された。 

関係者と共に地域内協力・調整メカニズムに関する議論を進めた結果、広域連携のテーマとして

「PDAM 間の区域外給水」と「州政府主導の広域給水事業」の 2 つが特定された。これまで、

「PDAM 間の区域外給水」に関しては、ゴア－タカラール、マカッサル－タカラール間の協定

書が締結され、マカッサル－マロス間の協定も協議が進んでいる。「広域給水事業」については、

州政府の主導によるマミナサタ広域都市圏の協力メカニズムの内容が明確になり、枠組みが策定

された。現時点ではまだこの一般広域連携協定の合意には至っていないが、州政府の主導によっ

てバル市のニュータウンにおける給水事業計画において、プロジェクトで協議されたような広域

給水事業の枠組みを適用して計画を進めているという事例もみられる。 

 

 成果 2：PDAM の財務管理能力が強化される 

PDAM の財務管理能力の強化については、概ね達成された。 

プロジェクトで OJT を実施した結果、各 PDAM のカウンターパートは財務諸表を活用した財務

分析、プロジェクトが作成した財務モデルを活用した BPP SPAM 指標の分析・予測、内務省の

ガイドラインに基づいた水道料金の算定などができるようになった。マカッサル市では料金徴収

率が 2007 年には 86％だったものが、2010 年には 96％に上昇するなど、これまでほとんどの

PDAM で水道料金の徴収率が改善され、2010 年の目標値を達成した。水道料金の徴収率を改善

するために、プロジェクトでは料金未納者への徴収活動を実施した。マカッサルでは既に未納者

への徴収活動を着実に実施して成果を上げていたので、マロス、ゴワ、タカラールの 3つの PDAM

に対して料金徴収活動をプロジェクトで支援した。料金徴収活動のパイロット地区での活動を通

じて、3 つの PDAM のカウンターパートは徴収活動の手順を学び、未納者への徴収活動が非常

に効果的な活動であると認識できた。また県知事や市長に対して PDAM の財務状況やプロジェ

クトの活動が PDAM の給水サービスの改善に貢献することを説明し、PDAM の財務状況を改善

するための方策を議論するためのワークショップが開催された。ワークショップを通じて、自治

体関係者は管轄する PDAM の財務状況を理解し、上水道事業の経営を強化する必要性を理解し



 

iv 

た。ワークショップで PDAM の財務状況等の報告を受けて、タカラール県では水道料金の値上

げに踏み切ったなどの効果が見られた。 

 

 成果 3：PDAM の無収水削減能力が強化される 

PDAM の無収水削減能力の強化については、概ね達成された。 

各 PDAM で無収水削減委員会を形成し、プロジェクトで委員会メンバーの役割を明確に定義し

てメンバー全員の能力を向上させ、チームとして無収水削減の活動に取り組めるように指導し

た。水道メーターの検針員を対象とした研修も実施され、検針員は正しい検針方法を習得し、実

測値に基づいた水道料金の請求ができるようになった。さらにカウンターパートは無収水削減で

実施すべき詳細な活動項目や必要経費の算出方法も学び、パイロット地区における無収水削減活

動（1 回目、2 回目）の予算が各 PDAM で確保された。現在では、カウンターパート自身で無収

水削減計画を立案し、計画した活動を適切に実行できるようになっている。 

 

プロジェクトが実施される前は、無収水率は生産量を元に計算されており、推定値に近かったが、

プロジェクトで設置されたマスターメーターによって浄水場からの正確な配水量を把握するこ

とができるようになり、実測値に基づいて無収水量を計算できるようになった。これによって配

水量のデータと無収水率の数値の信頼性が以前よりも向上したといえる。無収水率は全 PDAM

で減尐しており、例えば、マロス県のあるパイロット地区では無収水率が 61.1％から 26.6%に低

下するなど、ほぼ全てのパイロット地区における無収水率削減の目標を達成している。このよう

に無収水削減対策の活動によって、パイロット地区で大きな効果が現れたため、カウンターパー

トは無収水削減対策の活動の効果について認識し、この活動に対するモチベーションを高めたと

いえる。 

 

 成果 4：PDAM の GIS データベース構築能力が強化される 

PDAM の GIS データベース構築能力の強化については、概ね達成された。 

GIS はほとんどの PDAM にとって新しい概念であったが、カウンターパートは GIS の基本的な

操作に関する知識とスキルを習得した。具体的には、データ入力、ベースマップの作成、地物や

属性データの編集ができるようになった。さらにシステムのチェック、不具合が起こった場合の

リカバリー、バックアップや復元方法などのシステムメンテナンスについても必要なスキルを習

得した。全ての PDAM で 2011 年の 6 月には既にモデル地区における配管図のデジタル化作業を

終了しており、モデル以外の地区分の作業を既に開始している。 

 

 成果 5：小規模浄水施設の水質管理能力が強化される 

小規模浄水施設の水質管理能力の強化については、概ね達成された。 

プロジェクトでは対象の浄水場ごとに SOP（Standard of Procedure）の作成を支援し、現在では浄

水場のスタッフは pH と濁度に関する水質検査ができるようになった。プロジェクト活動を通じ

て、カウンターパートは水質分析の意義・重要性を理解し、水質検査の正しい手順、検査結果の

記録の取り方、検査結果を浄水処理へフィードバックする方法などを習得した。さらに薬品注入

や凝集剤使用の効率化を図ることもできた。 
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 プロジェクト目標の達成：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財務

管理・維持管理能力が向上する 

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財務管理・維持管理能力は向上

し、プロジェクト目標は達成された。 

各 PDAM の運営・維持管理に関するパフォーマンス指標は、プロジェクト開始当初と比較する

と劇的に改善している。2010 年にゴワでは 104％になるなど、コストリカバリー率は、ほぼ全

PDAM で目標を達成している。接続栓数は、無収水対策活動や財務改善の効果が接続栓数に現

れるまで一点の時間を要するため、現時点ではプロジェクトの直接的な効果を検証することは難

しいが、2012 年あるいは 2013 年の数値に効果が現れると考えられる。水質基準遵守日数は大幅

に改善され、マカッサルやゴワの一部の浄水場では 100％を記録するなど、多くの浄水場におい

て目標値を達成している。プロジェクトで指導してきた知識やスキルは、PDAM の日常におけ

る上水道事業の運営に必要不可欠なものであるため、研修で得たスキルや技術は既に日常業務で

活用されている。 

 

3-2. 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

プロジェクト開始当初から今日まで、インドネシアにおける上水道分野の政策に大きな変更はな

い。本プロジェクトの内容は、国家開発企画庁（BAPPENAS）が作成した国家中期開発計画（2010-2014）

と整合性を保っている。また公共事業省では引き続き水道公社経営健全化計画（PDAM Health Program 

2007）を実施しており、PDAM の経営改善を推進している。日本政府が策定した対インドネシア国

別援助計画とも本プロジェクトは整合性を保っており、JICA が推進してきた南スラウェシ州地域開

発プログラムのサブプログラムである「マミナサタ広域都市圏開発サブプログラム」のひとつに本プ

ロジェクトも含まれている。マミナサタ広域都市圏は、インドネシア国公共事業省が策定した国家空

間計画において、早急に都市開発を必要とする特別地域に指定されており、広域連携による都市環境

整備に向けた枠組みが整備されてきた。都市環境に関しては、同地域における水道普及率の向上と水

質の改善を含めた PDAM の上水道サービスの改善がひとつの課題であり、この点で本プロジェクト

はマミナサタ広域都市圏のニーズにも合致している。日本は上水道事業の分野では技術の優位性があ

り、経験が豊富な人材を有している。特に本プロジェクトの JICA 専門家チームは、地方自治体の水

道局職員と ODA のコンサルタントで構成されてそれぞれの強みを活かせるように配置され、本プロ

ジェクトを運営するにあたり妥当だったといえる。 

 

(2) 有効性 

プロジェクトの有効性は高いと判断できる。対象 PDAM のスタッフの上水道サービスの財務管

理・維持管理能力は向上している。またプロジェクト期間終了までに「広域給水事業」の協力の枠組

みについて関係機関が合意できれば、上水道セクターの広域事業における協力体制の基盤が確立する

ことになり、将来マミナサタ広域都市圏の都市環境を推進する際に活用されると期待される。本プロ

ジェクトで設定されている 5 つのアウトプット（成果）はプロジェクト目標を達成するために必要不

可欠な要素であり、プロジェクト目標の達成に大きく影響する外部要因も見当たらないため、アウト
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プットの達成が確実にプロジェクト目標の達成につながるといえる。アウトプットの達成見込みが高

いことに加え、本プロジェクトでは水道事業の改善に向けた PDAM トップ層の強いリーダーシップ

とコミットメントが、プロジェクトの高いパフォーマンスを引き出しているといえる。 

 

(3) 効率性 

プロジェクトは効率的に運営されてきたと判断できる。これまで投入の質・量は計画されたアウト

プット（成果）を生み出すためにほぼ十分であり、投入はプロジェクト活動に十分活用されてきた。

専門家のアサインメントのタイミングは、活動の進捗に応じて適宜調整され、プロジェクト活動を円

滑に進める要因となっている。本邦研修は 3 度実施され、日本の水道政策や事業を知ることによって

プロジェクトの実施を促進する結果となった。特に研修プログラムは、研修参加者の水道事業に対す

る意識を変化させ、規律をもって日々の業務を遂行することの重要性を認識することにつながった。

月例で開催される PIU（Project Implementation Unit）会議によってプロジェクトがより円滑に実施さ

れたといえる。PIU 会議はカウンターパートが他の PDAM での活動状況を把握し、さまざまな経験

を共有して問題解決について議論できるよい機会となった。 

 

(4) インパクト 

プロジェクトがこれまで推進してきた活動を今後も 4 つの PDAM が維持していけば、上位目標は

達成される見込みであると考えられる。活動を維持するためには、水道サービスに対するスタッフの

モチベーションが維持・促進される必要があるが、PDAM が努力してプロジェクトで実施した活動

を維持できれば、プロジェクトで強化された能力がさらにアップし、PDAM による上水道サービス

の質の改善と給水事業の実施能力の向上につながるといえる。これに加え、この上位目標を達成する

ためには、中央・地方政府からの資金援助が継続的に行われることが必要不可欠である。特に 2015

年までに国家目標である水道普及率の増加を達成するためには、水道設備を拡張する必要があり（新

規浄水場の建設、既存施設の改修、配管網拡張など）、そのための資金確保は必須条件である。 

 

(5) 持続性 

政策・制度面、財政面、技術面を勘案し、ある程度の持続性が担保されていると考えられる。 

■ 政策・制度面 

インドネシア政府は、2015 年のミレニアム開発目標で設定された水道普及率 80%を達成するた

めに、中期国家開発計画（2010-2014）で 2014 年までに水道普及率を 70%（パイプ給水普及率は

32%）に増加させる政策を維持している。さらに公共事業省と財務省は依然として PDAM の財務

改善に関する政策を推進しており、財務改善を達成できた PDAM は資金援助を受けることができ

る。南スラウェシ州では今日までマミナサタ広域都市圏で上水道サービスを含めた開発プログラム

を推進している。このように PDAM にとって良好な政策環境が今後も維持されると考えられる。 

 

■ 財政面 

本プロジェクトで対象となった全 PDAM では財務状況が改善され、スタッフの財務分析の能力

が向上し、財務モデルを活用した将来予測もできるようになったので、PDAM では今後もよい財

務状況が維持されると考えられる。財務状況が改善されると PDAM では中央・地方政府から設備
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拡張のための資金援助が得られることになる（これにはドナーからの借款等も含まれる）。さらに

PDAM ではプロジェクトが推進してきた活動が水道事業を運営する上で効果的な活動だと十分理

解しているので、今後も日常業務や機材のメンテナンスにかかる費用を確保できるように努力する

と期待できる。ただし、水道料金引き上げについては、政治的に困難な面もあるため、留意が必要

である。 

 

■ 技術面 

対象 PDAM では、プロジェクト活動によって向上した知識とスキルが水道事業に必要不可欠な

ものだと認識していることを終了時評価で確認しており、プロジェクト終了後も活動は継続される

と期待できる。また、各 PDAM で中心的な役割を担っているカウンターパートがプロジェクトで

実施した研修に参加できなかったスタッフや、新規採用のスタッフに知識やスキルを伝達すること

によって、技術面の持続性が確実に確保されることになるといえる。プロジェクトでは全てのアウ

トプットで研修教材が作成されているので、今後内部で他スタッフに研修を実施する際に、これら

の教材が役立つといえる。機材に関しては、ジャカルタあるいはマカッサル市でアフターサービス

が受けられる機材が調達されているので、日常のメンテナンス作業が確実に行われていれば、

PDAM にとって大きな問題にはならないと考えられる。カウンターパートは GIS の基礎的なメン

テナンス作業はできるようになっているが、万一複雑なトラブルが発生した際には、インドネシア

国内で外部サポートが必要になると考えられる。したがってプロジェクト実施期間中に JICA 専門

家とカウンターパートで、プロジェクトが終了した後に外部サポートを受ける方法を検討する予定

である。 

 

3-3. 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

 本プロジェクトの JICA 専門家チームは、日本の自治体の水道局職員と ODA コンサルタン

トで構成された。日本での水道事業を運営している水道局と ODA における水道事業の経験

豊富なコンサルタントを組み合わせることによって、カウンターパート機関のニーズにきめ

細かく対応することができ、カウンターパートから高い信頼を得ることとなった（プロジェ

クトの実施を促進した要因）。 

(2) 実施プロセスに関すること 

 PDAMのトップ層が水道事業の改善に向けた強い意志と確固たる姿勢を示し、リーダーシッ

プを発揮したこと（本プロジェクトの効果を促進した要因） 

 月例で開催された PIU 会議が、プロジェクトの進捗を確認する場のみならず、PDAM 間の

情報・意見交換の場として活用され、お互いを高めるよい機会になったこと（プロジェクト

の実施を促進した要因） 

 本邦研修によって、水道事業のあるべき姿を実際に見ることによって、プロジェクトが目指

している方向性を州政府関係者や PDAM のトップ層が認識できたこと（プロジェクトの実

施を促進した要因） 

 

3-4. 問題点及び問題を惹起した要因 
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(1) 計画内容に関すること 

プロジェクト開始当初に調達された pH メーターに不具合が頻発し、ジャカルタでの修理が必要と

なったため、プロジェクトではマカッサル市でアフターサービスを受けられる別タイプの pH メー

ターを調達した。さらに供与された相関流量計は現在の PDAM のカウンターパートにとってはやや

ハイレベルの機材であり、この機材よりも廉価で数量を増やした機材調達を行ったほうが、プロジェ

クトで無収水削減の対策活動を実施するためには有益であったとのことである。しかしながら、この

問題はプロジェクト全体の効率性に大きな影響を与えたわけではなく、プロジェクトの成果への影響

は限定的だった。 

(2) 実施プロセスに関すること 

特になし 

 

3-5. 結論 

プロジェクト期間の終了までに、予定している全ての活動が実施されれば、当初の目標は達成さ

れると考えられる。対象の PDAM では上水道サービスの財務管理・維持管理能力が向上してきてい

る。現在では、PDAM は信頼性の高い数値データ（指標）によって水道サービスと財務の状況を把

握できるようになった。プロジェクトの妥当性は高く、有効性、効率性ともに高い。これまでプロ

ジェクトに影響を与えている負の要因も見当たらなかった。PDAM が健全な財務状況を維持し、給

水施設の拡張のために必要な資金援助を中央・地方政府から得られれば、プロジェクトのインパク

トも発現すると期待できる。これまで持続性を阻害する大きな要因は見当たらないので、PDAM が

継続して日々の活動を推進していければ、持続性も確保できると考えられる。よって、プロジェク

トを予定通り終了するのが適切である。 

 

3-6. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) プロジェクト期間中に取るべき措置 

 プロジェクト期間終了までに一般広域連携協定について関係者間で合意すること 

プロジェクト終了までに、プロジェクトが推進してきた一般広域連携協定の締結に向けた努

力が継続されることが望まれる。マミナサタ広域都市圏では、水源が限られているなどの課

題があるため、この協定が締結されれば PDAM は限られた水源を確保して給水事業を行え

るようになる。さらにこの協力枠組みを活用すれば給水人口を拡大することにもつながり、

PDAM に有益な協定となる。今後さらに州政府が調整役として主導権を発揮し、広域供水

事業の形成や実施が進むことが期待される。  

 

 供与機材のメンテナンス情報の集約と周知徹底すること 

プロジェクトから供与された機材のメンテナンスを実施できる代理店や企業の情報を集約

する必要がある。これはプロジェクト終了後も確実にメンテナンスできる体制を確立してお

くためである。 

 

 プロジェクト終了後、GIS の技術サポートを得られる外部リソース先を検討すること 

プロジェクト終了後、PDAM がソフトウェアの更新や技術トラブル対応を含めた GIS の技
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術サポートを受けられる外部リソース先を検討する必要がある。JICA 専門家は GIS の運用

について経験が豊富なので、プロジェクト実施期間中に専門家からのインプットやアイディ

アを得て地元の外部サポート先を検討するとよりよいオプションが検討できると考えられ

る。GIS の分野では、現在各 PDAM で GIS データベース構築の拡張計画を作成中であり、

専門家と協議した外部サポート先のオプションも拡張計画に含めておくとよい。 

 

 給水率向上のため、PDAM の給水事業が改善された点について広報を強化すること 

プロジェクトが支援対象とした浄水場から配水されている水が、現在では国家水質基準を遵

守した水質を保っていることや、PDAM の財務状況が改善したことなど、PDAM のパフォー

マンスが改善したことを住民に広報することは重要である。地域住民が PDAM の水道事業

の改善に向けた取り組みとその結果を知ることによって、新規接続数の増加にもつながると

考えられる。プロジェクト期間終了までに、JICA 専門家と具体的な広報の方法や内容につ

いて協議し、効果的な広報が継続的に実施されることが期待される。 

 

 経費削減効果を可視化すること 

PDAM スタッフのモチベーションを上げる方法のひとつに経費削減の効果を定量的に示す

ことが考えられる。例えば、PDAM において浄水処理過程で凝集剤や薬品注入量を最適化

したことによって運用コストがどの程度削減されたのかを数値で示すことも可能だと考え

られる。同様に無収水削減活動によって漏水を防いだ水量を水道料金で貨幣価値に換算し

て、その効果を示すこともできると考えられる。 

 

(2) プロジェクト終了後にインドネシア側で実施すべき項目 

 PDAM 間で技術分野の人的ネットワークを確立すること 

プロジェクト活動を通じて、PDAM カウンターパート間の人的ネットワークが強化された。

プロジェクトでは毎月 PIU 会議を開催したり、アウトプットごとに 4PDAM のカウンター

パートを召集して適宜会議を開催していた。こうした機会は情報共有や、アイディアの交換、

共通の課題の議論の場となり、カウンターパートにとって非常に有益だった。プロジェクト

終了後も、4 つの PDAM の各分野の担当者で技術作業部会あるいは技術チーム（財務管理

チーム、無収水削減チーム、GIS チーム、水質管理チーム）などを立ち上げ、PDAM 間の連

携会議を継承していくことが望まれる。 

 

 各 PDAM 内部で知識やスキルの移転を促進すること 

プロジェクトでは 5 つの分野（域内連携、財務管理、無収水削減、GIS、水質管理）で技術

指導を実施しており、各分野でカウンターパートの能力向上を図ってきた。プロジェクトの

カウンターパートは各 PDAM で中心的な役割を果たしているスタッフであり、所属してい

る PDAM の他スタッフにプロジェクトで修得した知識やスキルを移転する立場にいる。他

スタッフへの知識・スキルを移転することで、さらに PDAM の人材開発が強化されること

になり、プロジェクトの技術的な持続性の確保につながる。 
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 広域連携給水プロジェクトが実施された際に州政府の主導によって UPTD（地域技術実施ユ

ニット）/BLU（公共サービス機関）が設立されること 

マミナサタ広域都市圏で広域連携給水プロジェクトが形成される場合には、プロジェクトの

活動を通じて協議してきた広域連携の枠組みを活用して、公的サービス機関である

UPTD/BLU が適切に設立されることが望まれる。 

 

3-7. 教訓 

(1) 規模の異なるカウンターパート組織に対してプロジェクトの投入配分を工夫すること 

本プロジェクトでは、詳細計画策定調査が実施された際に対象の 4PDAM に対する投入を平等に行

うことが妥当だと判断された。これは、4PDAM の中で組織規模も給水事業規模も大きい PDAM が

リーダーシップを取るような関係ではないと判断されたためである。終了時評価調査時点でもこの

状況に変化はなく、プロジェクトの目標達成に対して影響を与えてはいないため、当時の判断は妥

当だったと言える。一方、規模が異なる組織をプロジェクトの対象とする場合、ひとつの組織に他

の組織をリードする役割を当初から割り当て、プロジェクトの投入をその組織に比較的集中させて

対象組織間のトップランナーとして養成するアプローチも検討に値すると考えられる。このような

方法をとった場合、技術面の持続性をより高い確率で確保できることにもつながるといえる。 

 

(2) カウンターパートの離職や辞職の影響を最小限に留める工夫を検討すること 

プロジェクト実施中、プロジェクトで指導したカウンターパートが離職あるいは辞職したケース

が発生した。PDM の外部条件としても設定されていたが、結果的にプロジェクトの目標達成に対し

て大きな影響は認められなかった。これは、専門家がカウンターパートの中でリーダーシップを取

れるスタッフに対して、必要な知識やスキルを吸収できるよう配慮し、中心的な役割を担うように

意識付けを行ってきたためである。カウンターパートの離職や辞職が予測される場合、その影響を

最小限に留めるような対策を検討しておくことはプロジェクトの効果を確保するために重要なこと

だといえる。 
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