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１－１　協力の背景と概要

エルサルバドル共和国（以下、「エルサルバドル」と記す）では、全国の 262 の自治体のうち、

167 の自治体において、上下水道公社（National Administration of Aqueduets and Sewer：ANDA）が

サービスを提供しており、主に農村部に位置するその他の自治体では、独自の給水事業体による

上水道の給水・運営が行われている。

同国の都市部の給水率は88.2％であり、そのうち81.6％はANDAがサービスを提供 1しているが、

ANDA では、長年にわたり以下のような問題を抱えていた。

（1）無収水は 50％程度と推定されており、主に高い電気料金に起因する割高な維持管理費と、低

い水道料金の設定もあり経営を悪化している。しかし、ANDA は、法律上、自ら料金を改正す

る機能を持たず、政府の補助金により赤字分を担う体制となっている。

（2）給水施設のキャパシティ・水資源量の不足により、一部地域においては、間欠給水となって

いる。

（3）下水管網は全国の約 70％にまで普及しているが、下水処理場は限定的であり、97％の下水が

未処理のまま河川に放流されている。

このような状況下、エルサルバドルの上水供給の課題を調査分析するため、わが国より個別専

門家「主要都市上水供給改善計画」（2007 年 1 月～ 8 月）が派遣され、事業改善のための分析が

行われ、アクションプランが策定された。

以上の状況から、ANDA より日本政府に対して本プロジェクトの要請があり、2008 年 7 月に

行われた事前評価調査において、本プロジェクトのコンポーネントを整理した。これを受けて、

2008 年 12 月から 3 年間の予定で、ANDA の事業運営能力の向上を目標とする本プロジェクトが

開始された。

2011 年 10 月、プロジェクト終了を 2 か月後に控え、JICA では、協力活動全般の達成状況の把

握と評価を実施するために、終了時評価調査団を派遣した。

１．案件の概要

国名：エルサルバドル共和国 案件名：上下水道公社事業運営能力強化プロジェクト

分野：上下水道 援助形態：技術協力プロジェクト

所管部署：地球環境部

環境管理グループ 環境管理第二課
協力金額（評価時点）：3.7 億円

協力期間 （R/D）2008 年 12 月 2 日

2009 年 1 月～ 2011 年 12 月

先方関係機関：上下水道公社（Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados：ANDA）

日本側協力機関：株式会社日水コン

他の関連協力：なし

終了時評価調査結果要約表

1
　「ANDA 年報」2010 年



ii

１－２　協力内容

本プロジェクトは、①無収水対策、②節電計画、③下水道計画、の 3 つのコンポーネントに大

別できる。①無収水対策では、ANDA 本部に無収水削減計画策定チームを、また都市圏支局、中

部支局、西部支局にはそれぞれ無収水削減アクションチームを結成し、「モデル区画」と「実践

的パイロット区画」での無収水削減活動のオンザジョブ・トレーニング（OJT）を行う。この活

動で明らかになった費用対効果を分析・活用し、無収水対策長期計画案を策定する。

②の節電に関しては、大規模な施設が集中する首都圏支局に節電対策チームを結成し、OJT を

通じ、節電計画策定能力の向上を行う。特に、電力の消費が非効率的な施設をパイロット施設に

選定し、その節電及び電力消費に密着する水運用管理の改善を行う。

また、③下水道対策では、本部に結成した下水道整備計画策定チームに対し、下水道施設設備

計画策定能力向上に関する研修を行う。

なお、いずれの成果についても、教材・ワークショップを通じて、ANDA 全体に普及を図る。

（1）上位目標

ANDA の上水道事業の効率的な運営管理能力が強化される。

（2）プロジェクト目標

ANDA の上水道施設維持管理能力が向上する。

（3）成果

1）ANDA の無収水削減技術能力が向上する。

2）ANDA の無収水削減計画策定能力が向上する。

3）ANDA の節電計画策定能力が強化される。

4）ANDA の下水道整備計画策定能力が開発される。

（4）投入（評価時点）

日本側：

総投入額　3.7 億円

専門家派遣 7 名（71.8 人 / 月）

機材供与　59,720 千円

ローカルコスト負担　60,098 千円

研修員受入 8 名

相手国側：

カウンターパート配置 45 名

施設提供

ローカルコスト負担　353,770 米ドル 2

2
　治安費、首都圏支局、中部支局、西部支局の負担分。ただし、2011 年度西部支局負担分を除く。
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３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

（1）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト終了時までには、プロジェクト目標が達成される見込みである。

無収水削減のパイロット地区（首都圏、中部支局）においては、無収水削減の成果が発現し、

ANDA は無収水削減計画を拡大する計画を検討中であり、ANDA が 2012 年度の追加予算とし

て確保した 1,500 万米ドルの一部は、無収水削減計画の拡大が含まれている。

同様に節電活動を行ったパイロット活動においても、電力消費の効率改善が確認され、

ANDA 本部は、節電計画拡大のための計画予算案を作成済みである。

（2）成果の達成状況

成果 1：ANDA の無収水削減技術能力が向上する。

成果 1 は、プロジェクト終了時までにほぼ達成する見込みである。

ANDA の首都圏支局、中部支局、西部支局では、管路が想定以上に劣化しており、漏水が非

常に多いため修理が追いつかず、無収水削減率の達成度は平均 35％であった。そのため、中

間レビュー時点では、「モデル区画における無収水率が半減する」という指数は達成すること

はできなかったが、終了時評価時点では、実践的パイロット区画における無収水削減率は平均

49％（首都圏支部 44％、中部支部 51％）に達し、目標としていた 35％を上回る成果を達成した。

ただし、西部支部の実践的パイロット区画では、工事担当者の配置及びバルブ等の資材の到着

が遅れ、終了時評価の時点では、まだ活動は終了しておらず、無収水削減率を提示することは

できなかったが、11 月中には終了する見込みである。また、無収水削減マニュアルは、本プロ

ジェクト終了時までには完成する予定である。

成果 2：ANDA の無収水削減計画策定能力が向上する。

成果 2 の指標である無収水削減対策長期計画（案）は、既に作成され、成果は達成された。

本計画（案）は、終了時評価の時点で、ANDA 理事会の承認を待っている。一方、ANDA では、

既に、同計画（案）に沿って、2012 年度までに 30 万個の水道メータを購入する予定を立てており、

2010 年 4 月には、9 万個を購入し、2011 年度中には、さらに 17 万 5,000 個を購入する予定である。

成果 3：ANDA の節電計画策定能力が強化される。

指標「パイロット施設における電力消費量が削減される」に関しては、すべてのパイロッ

ト施設で、節電効果及びコストベネフィットが確認できた。パイロット施設 1（ANDA 本部ビ

ル受変電施設）では、電力使用時の力率改善のためのコンデンサーを設置し、力率が以前の

２．評価調査団の概要

調査者 担当分野 氏　名 所　　属

団長 / 総括 山﨑　章三 支援委員（東京水道サービス株式会社）

協力企画 松岡　秀明 JICA 地球環境部 環境管理グループ 環境管理第二課

評価分析 羽田　由紀子 株式会社日本開発サービス

調査期間 2011 年 10 月 9 日～ 2011 年 10 月 28 日 評価種類：終了時評価調査
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76.7％から 92.6％に向上した。これによって、毎月支払っていた 90％を下回る低力率に課せら

れる課徴金が不要になった。パイロット施設 2（Caites del Diablo ポンプ場）では、ポンプ速度

制御装置を設置し、１日約 533kWh が削減され、投資コストは、約 2 年 2 カ月で回収されるこ

とがわかった。パイロット施設 3（El Socorro ポンプ場）でも、1 カ月に 6,300 kWh が削減され、

投資コストは、約 2 年 1 カ月で回収される。パイロット施設 4（La Universitaria ポンプ場）でも、

対策後は、対策前に比べ約 11％の節電を達成した。

節電計画（案）及び節電マニュアル（案）は作成済みであり、節電マニュアル（案）に関しては、

今後、ANDA の技術スタッフにより精査され、ワークショップを通じ、対象地域外の ANDA
職員への内容が周知される予定である。

成果 4：ANDA の下水道整備計画策定能力が開発される。

中間レビューでも報告されているが、本プロジェクトの活動は第 2 年次に終了しており、成

果 4 は達成された。「下水道整備計画策定マニュアル（案）」は、ANDA の技術スタッフに精査

され、終了時評価の時点では、法律的な確認が行われている。他方、本マニュアルは、8 の自

治体において、既に活用されている。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：プロジェクトの妥当性は極めて高いと判断される。

都市部と農村部の上下水道サービスへのアクセスの拡大は、ANDA の戦略の中心かつエルサ

ルバドル政府の国家 5 カ年計画と整合性を示している。また、ANDA は、慢性的な赤字を抱え

ており、その経営改善のためには、無収水率と電気料金の削減が必要不可欠である。

わが国の政策との整合性に関しては、本件は、水と衛生に関する拡大パートナーシップ・イ

ニシアティブ（WASABI）の包括的な取り組みの 1 つである、「安全な飲料水と衛生の供給」に

該当しているほか、ミレニアムゴール開発目標（MDGs）の安全な飲料水と衛生施設の拡大に

も貢献している。また、エルサルバドルにおけるわが国の援助重点分野である、①経済の活性

化と雇用拡大、②社会開発、③持続的開発のための環境保全、④民主主義の定着・強化の中で、

本件は、③に位置づけられる。さらに、日本の無収水削減技術は、世界の最高水準を保持して

おり、技術的な比較優位も保持している。

（2）有効性：プロジェクトの有効性は高いと判断される。

プロジェクトの成果は、プロジェクト目標を達成するために貢献したといえる。実践的パイ

ロット区画での無収水削減対策では、目標の無収水削減率 35％を超え、平均 49％まで達成し

たほか（成果 1）、首都圏支局、中部支局、西部支局ともに新しい区画の無収水削減事業を計画

しており、既に ANDA 本部に 2012 年分の予算申請を行っている。

また、無収水削減長期計画（案）、上水道設備の節電計画（案）も作成されており（成果 2、3）、
無収水削減長期計画（案）では、地域支局では 12 年で現在より 25％削減、首都圏支局では 25
年で 25％まで削減することを目標としており、2012 年から 5 年間の予算案も作成されている。

これらの成果達成に向けての活動を実施するにあたり、ANDA 内の各チームの計画・予算案

策定能力とともに、維持管理を実施するための技術力が高まったと判断される。
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（3）効率性：プロジェクトは効率的に実施された。

プロジェクトの活動を行うための投入は、量、質、投入のタイミングとともにおおむね計画

どおりであった。

活動からアウトプットに至る外部条件に関しては、2009 年 6 月、政権の交代により、ANDA
の幹部がほぼ全員交代したほか、首都圏支局の無収水削減アクションチームでも、約半数のメ

ンバーが交代したため、プロジェクトへの影響が懸念されたが、大きな問題及び遅延はなかっ

た。また、JICA エルサルバドル事務所及び専門家チームの努力により、新政権下における幹部

の本プロジェクトへの理解も深まり、プロジェクトの進捗、促進につながった。

無収水削減技術の活動では、モデル区画で専門家が OJT を行い、実践的パイロット区画では

ANDA が主体となって活動を行ったことで、二段階の念入りな技術移転が行われ、その手法は、

ANDA 側から高く評価された。

（4）インパクト：プロジェクトにより大きな正のインパクトが発現したと判断される。

本プロジェクトの最大のインパクトは、無収水削減対策の結果、余剰水資源を他の地域に回

すことが可能になり、水利用者の上水へのアクセス度が高まったことである。また、モデル区

画及び実践的パイロット区画でのキャンペーン活動により、水利用者の節水に対する意識も高

まったことも、プロジェクトのインパクトとして挙げられる。さらに、本プロジェクトを通じ、

ANDA 組織内には、地理情報システム（GIS）による上水道の運営・管理を行う配管図ユニッ

トが発足している。

また、本邦研修の具体的なインパクトとして、日本でのさまざまな実践（①浄水の薬品に

PAC（ポリ塩化アルミニウム）を使用する、②山間部に貯水池を作り、上水を確保する、③水

道事業体が水をペットボトルに詰め配布する）等から学び、エルサルバドルでも実践しようと

いう試みがみられている。

一方で、負のインパクトは特になかった。

（5）持続性：持続性は高いと判断される。

政策・制度面において、ANDA は、本プロジェクトの成果を引き続き拡大する意向を示して

いるが、技術面、組織・財政面を含んださらに高い自立性を確保するには、本プロジェクトで

策定された「無収水削減対策長期計画（案）」「無収水削減マニュアル（案）」「節電計画（案）」

及び「節電マニュアル（案）」「下水道整備計画策定マニュアル（案）」が ANDA 理事会により

正式に承認される必要がある。ANDA では、本件終了以前に理事会を開催することを約束して

いる。他方、既に「無収水削減対策長期計画（案）」の早期実施の策は採用されており、プロジェ

クト終了後の 2012 年度実施分の水道メータの購入が行われている。

また、財政面において、本件の拡大には、スペイン政府の無償資金協力及び米州開発銀行の

資金が、一部利用される予定であることを確認している。

また、3-6 の提言にも示しているが、無収水を効果的に削減するには、事業地域をできるだ

け早く拡大することが重要であるため、今後は、効果を損なわない範囲で費用が少なく済む方

法を検討していくことも重要である。
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３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

本プロジェクト実施の結果、ANDA の上水道施設維持管理能力が向上した。プロジェクトの

成果はほぼすべて発現しており、計画時に設定した目標値を達成している。計画は、ANDA の

実施能力に合わせ、ステップごとに実施され、質的、量的、時間的に無理なく、適切であった。

またプロジェクト成果が、ANDA の収益改善に直接結びつき、ANDA 総裁をはじめとした職

員のモチベーションを高めることにつながった。

（2）実施プロセスに関すること

プロジェクト専門家の専門性の高さと、その専門性を生かしコミュニケーションを緊密にと

ることを意識した日々の活動において相互の信頼関係を高め、技術をANDA職員に対して効率・

効果的に伝えることができた。プロジェクトの成果、目標の達成度に影響を与えたこととして

は、専門家チームが ANDA を支援する立場を徹底し ANDA の主体性を重要視したことにより、

ANDA が強いオーナーシップを持ちプロジェクトを実施したことがあげられる。また、ANDA
からは専門家の専門性の高さ、忍耐強さも評価された。

本プロジェクトでは、日本人専門家が現地不在期間中も、電子メールなどにより現地との通

信を頻繁に行うことにより、現地との意思疎通を図った。また、エルサルバドル人プロジェクト・

スタッフも日本人専門家が不在の間、プロジェクトの運営責任を持って遂行し、プロジェクト

の迅速な活動に貢献した。

他、チーム内のミーティングに関しては、頻繁にミーティングを開催し、これらのミーティ

ングでは、ANDA 側出席者が議事録を作成し、JICA 専門家を含めたチームメンバー全員に議

事録を発信し、プロジェクトの進捗と情報の共有を図った。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

特になし。

（2）実施プロセスに関すること

2009 年 6 月の政権交代で、ANDA の幹部がほぼ全員交代した。また、現総裁は、最近まで他

の組織 3 も兼任していたため、同総裁や ANDA 幹部のプロジェクトに対する主体性が一時懸念

されたが、JICA 及び専門家チームの努力もあり、プロジェクトの進捗には影響は出なかった。

３－５　結論

本プロジェクトはおおむね順調に進捗しており、プロジェクト終了までには、当初の目的を達

成するものと見込まれる。5 項目の評価結果も上述のとおりポジティブなものとなっている。こ

れらの結果、当調査団は、本プロジェクトは予定どおり終了すべきであると判断する。

これまでの成果を基にして、ANDA が今後プロジェクト成果を独自に拡大する計画（案）を策

3
　FONAVIPO（Fondo Nacional de Vivienda Popular）国家貧困住宅基金
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定しているが、同計画（案）が ANDA 理事会の正式承認を受ければ、2012 年以降のプロジェク

ト拡大に対する必要経費を中央政府に申請することが可能になる。さらに、2012 年実施分の無収

水削減対策に関する資金の一部は、既に、米州開発銀行（Inter-American Development Bank：IDB）
及びスペイン国際開発庁（AECI）によるドナー支援が確保されており、案件の実施が見込まれ更

なる成果の拡大が期待される。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、提言）

（1）プロジェクト終了時までに ANDA が取るべき措置に関する提言

1）計画（案）とマニュアル（案）の承認：

本プロジェクトでは、今後 25年間 4にわたる「無収水削減長期計画（案）」と「節電計画（案）」

を作成したが、これらの計画（案）が実際に使用され、活動が実践される必要がある。ま

た、無収水削減、節電、下水道整備計画策定に関するマニュアルも日常業務において実際

に活用される必要がある。終了時評価の時点では、これらの計画（案）とマニュアル（案）

の一部は、既に業務に取り込まれていることが確認されたが、これらが ANDA の事業とし

て正式活用されるためには、ANDA 理事会による早期承認が望まれる。

（2）プロジェクト終了後に ANDA が取るべき措置に関する提言

1）他ドナーとの連携によるプロジェクト成果の拡大

ANDA の無収水削減対策に対し、IDB 及びスペインからの資金援助が、一部見込まれて

いるが、本プロジェクトの更なる成果拡大には、ANDA 独自の資金確保とともに他ドナー

からの資金確保が必要であるため、本プロジェクトの成果や今後の計画を他ドナーに広く

発言していくことが提言される。

2）配水管理区画（DMA）方式の代替案の検討

本プロジェクトのモデル区画及びパイロット区画では、ANDA は、排水管理区画（DMA）

内に漏水管理区画（LMB）を設置して無収水削減事業を行い、その効果が発現された。し

かし、LMB ごとに区画量水器室を設置するには費用がかかり、また LMB 内でステップテ

ストを実施するには大きな労力が必要となる。他方、LMB を設定しないで、DMA のみを

設置する場合でも、無収水削減率は劣るものの、効果は見込める。無収水を効果的に削減

するには、事業地域をできるだけ早く拡大することが重要であるため、今後、DMA 方式

を拡大するにあたり、LMB を含んだ DMA 方式と含まない DMA 方式との費用対効果分析

を行い、後者方式の採用検討を提言する。

3）ミクロ（顧客）メーターボックスのプラスチック化

ANDA では、従来の砲金製のミクロメーターを、盗難防止の観点から、プラスチック

製に交換を始めている。しかし、ミクロメーターが設置されているミクロメーターボック

スは、従来の頑丈なコンクリート製のものが使用されており、メータの盗難防止には役立

つ一方で、蓋の開閉が困難なため、検針や漏水探知作業に支障をきたしている。したがっ

て、当面は、新規メータを設置する際のみ、メーターボックスをプラスチック製に交換し、

4
　本計画では、地域支局に関しては 12 年で 25% まで削減、首都圏支局に関しては、25 年で 25％まで削減することを目標とする。
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ANDA の財政状況の改善に応じて、順次、既存のメーターボックスもプラスチック製に交

換していくことを提言する。

３－７　�教訓（当該プロジェクトから引き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄）

本プロジェクトは、無収水削減、節電、下水道整備といった幾つかの異なる分野での活動を含

んでいるが、こうしたプロジェクトの場合、分野ごとに目的を達成することに集中し、組織全体

としての相乗効果が発現できないことがある。

本プロジェクトでは、そのような問題を克服するために、定期的に専門家を含めた各分野の関

係者とミーティングを行い、情報共有を図った結果、ANDA の事業運営能力の向上という組織全

体としての目的達成に結びついたものと考えられ、このような意思疎通の手段は、他のプロジェ

クトにおいても有効と思われる。

３－８　フォローアップ状況

本プロジェクト終了後は、セミナーやワークショップ等で成果の拡大・定着を図ることも考え

られる。


