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評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名：スリランカ 案件名：コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト 

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 3.1億円 

協力期間 R/D：2009 年 4月 

2009年 10月～2012年 10月 

（3年間） 

先方関係機関： 

プロジェクト監督機関： 

プロジェクト実施機関：国家上下水道公社 

日本側協力機関：株式会社日水コン 

他の関連機関：厚生労働省 

1-1. 協力の背景と概要 

スリランカ国における上下水道施設の多くは国家上下水道公社（NWSDB）が管轄しているが、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いた。特に首都コロンボ市は、75

～100年前の英国植民地時代に布設された送配水管が多く、無収水率は 54.1%（2008年）と全国で最

も高くなっていた。NWSDB では、漏水修理、違法接続の摘発・排除、公共水栓の撤去及び戸別接続

化、料金請求方法の改善等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かった。 

NWSDB の事業計画（2007～2011 年）では無収水削減を優先課題の一つとし、無収水削減目標を

設定したが、その達成には NWSDB の実施能力・経験が不足しており、ドナー等による支援が必要

とされていた。また、2007 年 6 月には「コロンボ市無収水削減戦略的アプローチ」と題する 5 ヵ年

計画において実施体制の再編や投入計画を策定したが、予算不足等により開始が遅れている。このよ

うな状況においてスリランカ国政府は、2008年に NWSDBをカウンターパート（C/P）機関とする無

収水削減に関する技術協力を我が国政府に要請した。これを受けて JICA は、NWSDB 職員の無収水

対策技術の向上のみならず、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を目的とする「コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト」を実施して

いる。 

 

1-2. 協力内容 

コロンボ市において、NWSDB 職員を対象に、無収水削減対処能力の向上を図るために、パイロッ

トプロジェクトを通じて技術移転を行う。 

 

(1) 上位目標 

コロンボ市の無収水率が削減される 

 

(2) プロジェクト目標 

国家上下水道公社（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 
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(3) 成果（アウトプット） 

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 

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・施工管理能力）が向上する 

 

(4) 投入（終了時評価調査時点） 

日本側： 

短期専門家派遣： 6人： 48.62MM（2012年 1月時点） 

分野： 総括/無収水削減プログラム、副総括/無収水削減モニタリング・

評価、漏水探知技術、管路図整備・顧客情報、給水管接続技術、

業務調整 

海外研修派遣： 本邦研修： 10 人、第 3国技術交流会 ヨルダン 6人、インドネシア 6人

が参加（合計 234 日/人） 

機材供与： 3798万円（約 5544万スリランカルピー）の機材が供与された。 

現地業務費： 1年次： 832万円（実績） 

2年次：1040万円（計画） 

 

相手国側： 

カウンターパート配置： 維持管理課、無収水対策課の課長、技術者がカウンターパートと

してプロジェクトに従事 

ローカルコスト負担：  財務計画省のカウンターパート・ファンドより機材に関する

税金などに 2554万ルピー（2010年、2011年）が拠出された。

2012年は 2000万ルピーの承認が下りる予定。 

 以下の費目が NWSDBより負担されている。 

 カウンターパートの給与、諸手当等（プロジェクト活動

によって発生する残業代や夜間作業手当） 

 パイロット地区での分離化工事、漏水発見後の管網補

修、道路開削・復旧のための土木工事費用 

 プロジェクト事務所の電気、水道、電話、ガス燃料等の

費用 

 JICAからの供与・携行機材の輸入、調達に関連して必要

となる関税・税金、税関手続き、保管、国内輸送に要す

る費用 

 JICAからの供与・携行機材の維持管理費用 

 本プロジェクトに関連するその他の臨時費用 

その他：  NWSDB 内におけるプロジェクトの事務スペースと必要な

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 
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2. 評価調査団の概要 

調査者 ＜日本側＞ 

担当分野 氏名 所属 

総括/収水削減 大村 良樹 JICA国際協力専門員 

計画評価 磯辺 良介 
JICA地球環境部 水資源・防災グループ水資源

第一課 

協力管理 柏原 友子 スリランカ事務所 

評価分析 南村 亜矢子 合同会社適材適所 

 

＜スリランカ側＞ 

担当分野 氏名 肩書 

団長 Mr. K. L. L Premanath General Manager, NWSDB 

団員 Mr. S. K. Wijetunga Additional General Manager (Western) 

NWSDB 

団員 Mr. W.B.G. Fernando Deputy General Manager (Western Central), 

NWSDB 

団員 Mr. K.W. Premasiri Assistant General Manager 

(Development-Western Central), NWSDB 

団員 Mr. S.G.G. Rajkumar Assistant General Manager (NRW-Western 

Central), NWSDB 

団員 Mr. S.A Rasheed Assistant General Manager (O&M-Western 

Central), NWSDB 
 

調査期間 2012年 1月 25日～2月 17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：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 

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・実施管理能力の向上については、ほぼ達

成された。 

2010年 5月に無収水削減マネジメント・チームは 1年次の無収水削減プログラムを JICA 専門家と

共同で作成し、2年次は 2011年 6月にマネジメント・チームだけで作成した。2年次の活動結果をレ

ビューし、3 年次の年次計画が 2012 年 5 月頃に策定される予定である。2011 年 2 月に実施された中

間レビュー調査の結果を受けて、NWSDB はリソースをプロジェクト活動に割り当てるように尽力

し、プロジェクト期間の後半、パイロット地区の活動は比較的円滑に実施されるようになった。2011

年の中頃に NRW削減マネジメント・チームは、6チームあったタスクチームを 4チームに再編成し、

そのうち 2チームを各パイロット地区の活動に専従するチームとして（1地区 1チーム）、カウンター

パートが通常業務で多忙でありパイロット活動に従事する時間が制限されているという問題の解決

にあたった。それ以降、パイロット活動は円滑に進むようになった。無収水削減活動に関する予算は、

2010年に NWSDBは 3年間のプロジェクト活動費として約 2億ルピーを計上し、カウンターパート・

ファンドとして財務計画省に予算を申請した。その結果、2010年と 2011年に供与機材の税金分がカ

バーされた。パイロット活動にかかった人件費、給水管補修等の漏水修理にかかる材料費などの必要

経費は NWSDB の通常予算から拠出されている。さらに研修プログラムでカバーされるべきテーマや
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トピックスがプロジェクト期間の前半で特定され、無収水削減チームに対する研修が実施されてき

た。 

 

 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・施工管理能力）が向上する 

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

行能力の向上については、ほぼ達成された。 

2011 年の中頃に 6 つのタスクチームが 4 チームに再編成され、パイロット活動に従事するように

なってから無収水対策チームもうまく機能するようになった。無収水対策マネジメント・チームと

JICA 専門家の支援を受けて無収水対策チームがパイロット地区のワークプランを作成し、活動の進

捗に応じてプランを数回見直している。これまで、管路図面情報が正確ではない、予期せぬ場所に配

管が接続されている、水圧が低い、地中に埋まったバルブの探査が困難などの要因でコタヘナ地区、

ボレッラ地区のサブ・ゾーンの水理的分離作業に予想以上に時間がかかり、活動全体の進捗にやや遅

れが生じていた。終了時評価調査の時点でほぼ全てのサブ・ゾーンでの水理的分離作業が完了してい

たので、今後配水量分析等の活動に移行し、2012 年 6 月頃までには、具体的な数値を収集・分析し

パイロット活動の成果がまとめられる予定である。 

 

NWSDBの職員はこれまで漏水箇所の補修や給水管接続などは行えたが、無収水削減活動のステッ

プを細かく設定し、フローチャートを作成して、ひとつひとつ確認しながら活動を進める方法はこれ

までに実施したことがなかった1。カウンターパートはプロジェクトで導入したこのような体系的な

方法をセミナー、ワークショップ、OJTを通じて習得してきており、業務遂行能力が向上していると

いえる。また中間レビュー調査後に正式にプロジェクト活動に組み込まれた GIS と PR活動も項調に

進められている。 

 

NRW 削減マネジメント・チームと JICA 専門家によれば、比較的配管の状態がよいボレッラ地区

ではプロジェクトで実施した無収水削減活動の効果が上がっているとのことである。例えば、サブ・

ゾーン B3 では活動実施前 84.3％であった無収水率が２次活動後、28.6％にまで低下した。一方、配

管の老朽化が著しいコタヘナ地区から得られたデータを分析した結果、無収水削減活動による一定の

効果は認められるが、老朽管の布設替えや他の活動と組み合わせた無収水対策活動が必要であるとの

ことである。このようにプロジェクトではパイロット活動を通じて、一連の体系化された無収水削減

活動がどのような条件の下で実施すれば効果が上がるか、また配管の老朽化が著しい場合の対応策に

ついて知見を得つつあるといえる。 

 

 プロジェクト目標の達成：国家上下水道公社（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 

NWSDBのコロンボ市における無収水対策の遂行能力は強化され、プロジェクト目標は達成される

 

                                                        
1 大まかな活動は、サブ・ゾーンの設定（5000戸程度をカバーした各パイロット地区（ゾーン）をさらに 500戸程度

に分割したサブ・ゾーンで無収水活動を実施している）、水理的分離、流入量の把握、夜間最小水量の測定、漏水探

査・修理、違法接続対策、量水器誤差の把握・改善、公共水栓水量の把握・戸別給水栓化等である。 



 

v 

見込みである。 

プロジェクトでは当初ローテーション方式2を実施して体系的な無収水削減活動を普及することを

考えていたが、2011年 2月に実施された中間レビュー調査後もローテーション方式は実現しなかっ

た。これは、パイロット地区外でタスクチームを編成してパイロット活動に参加させる場合、タスク

チームのメンバーが担当している通常業務を他の職員がカバーしなくてはならないが、NWSDB では

全般的に人員が不足しており、タスクチームが編成できなかったためである。ローテーション方式の

代わりに、NWSDB では、パイロット地区外のエリア・エンジニア（AE）、担当オフィサー（Officer 

in charge：OIC）、エンジニアリング・アシスタント（Engineering Assistant：EA）をパイロット活動と

週会議に参加させるようにして、知識、技術の習得を促し、さらに週会議では問題点や解決策の共有

を図った。これまでコロンボ市南地区のAE、コロンボ市東地区のAEとOICがセミナー/ワークショッ

プ、OJT、週会議を通じて体系的な無収水削減対策の手法を習得して、それぞれの担当地区で実践し

ている。 

 

活動計画表（Plan of Operations：PO）によれば、プロジェクトではプロジェクト期間の 3年目に展

開計画（案）を作成する予定である。パイロット活動の分析結果とコロンボ市の状況に適応した効果

的な無収水対策活動をこの計画（案）で提案する予定であり、無収水対策に必要な費用や人員も算出

する。プロジェクトでは既にパイロット活動の結果からいくつかの知見を得ており、今後も水理的分

離が終了したサブ・ゾーンにおける活動結果を通じて、展開計画を策定するために必要となるデータ

や知見をさらに得ることになる。 

 

3-2. 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

プロジェクト開始から今日までスリランカにおける上水道分野の政策に大きな変更はなく、妥当性

は高い。2010年 11月に財務計画省より発行された「Sri Lanka, The Emerging Wonder of Asia, Mahinda 

Chintana, Vision for Future 2010- the development policy framework, government of Sri Lanka」では配管に

よる給水率を 2015 年までに 44%に、2020 年までに 60%に引き上げ、2015 年までに全人口の 94%、

2020年までに 100％が安全な水にアクセスできることを目標に掲げている。さらに持続的に安全な水

を手ごろな価格で提供することに重点を置いており、そのために 2020年までに無収水率を 20%にま

で削減することを目標としている。プロジェクトが形成された 2008 年時点において、コロンボ市の

無収水率は 54.1%で全国平均の無収水率の 33.0%より高かった。NWSDBは新しい事業計画「Corporate 

Plan 2012-2016」を策定したが、依然として無収水率削減は 2016年までに達成すべき目標のひとつに

掲げられており、2012～2016年の間にコロンボ市の無収水率を 9.4%削減し、2016年には全国平均で

26%にまで削減することを数値目標として設定している。NWSDB ではこの数値目標を達成すべく無

収水削減の能力を強化する必要があり、この点でプロジェクトの内容は NWSDB のニーズにも合致

している。日本政府が 2004 年 4月に策定した「対スリランカ国別援助計画」の重点分野の中に上水

 

                                                        
2
 ローテーション方式は(i) コロンボ市内のパイロット・エリア以外の地区を受け持つタスクチームを維持管理課で 2

つ編成し、コタヘナ地区、ボレッラ地区に 1チームずつ派遣してパイロット活動に参画し、技術を習得すること、

(ii) 本来の担当地区に戻った際に、習得した技術を担当地区で広げていくこと、(iii) その後は、別のパイロット・

エリア外の地区より新たにタスクチーム 2つがパイロット活動に参画し、技術を習得していくことを目的とした方

式のことである。 
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道サービスの改善も含まれており、プロジェクトの内容は日本政府の方針に合致している。 

 

(2) 有効性 

プロジェクトの有効性は高いと判断できる。効果的に無収水を削減するためには、現場の技術力の

向上と共に、無収水削減に取り組むためのマネジメント面の能力強化も重要であり、これまでプロ

ジェクトではこの両面において NWSDB の能力を強化してきた。パイロット活動に従事している

NWSDB の技術職員や作業員は、実践的で体系的な無収水削減活動の実践方法を習得しつつある一

方、NRW 削減マネジメント・チームのメンバーはパイロット活動の結果を通じて、どのような方法

がコロンボ市で無収水を効果的に削減するのに有効かという知見を多く得ている。プロジェクトの協

力期間は 9ヵ月残されているため、この間にさらにプロジェクトでは体系的な無収水削減の効果等を

検証することになる。特に流入量把握、夜間最小流量の測定、水圧の測定、有収/無収水量の把握、

違法接続対策、流水器誤差の把握・改善等のパイロット活動を実施した後の具体的な数値を収集して

結果を分析し、コロンボ市で効果が上がると考えられる無収水削減活動の方法と、それを実施するた

めに必要となる予算・人員を特定し、展開計画（案）としてとりまとめる予定である。 

 

(3) 効率性 

プロジェクトはある程度効率的に運営されてきたと判断できる。計画より遅延している活動もあ

り、これまでプロジェクトの進捗に影響を与えた要因もいくつかあるが（3-3. 効果発現に貢献した

要因/問題点及び問題を惹起した要因参照）、NWSDB と JICA 専門家はプロジェクト活動を推進する

ためにさまざまな取り組みを行っており、プロジェクトのアウトプットはプロジェクト期間終了まで

に達成されると考えられる。海外研修を実施した結果、研修に参加した NWSDB 職員は無収水削減

対策に対する高いモチベーションを持つようになり、さらに無収水削減に対する部下のモチベーショ

ンも上げるよう努力している。ヨルダンとインドネシアで実施された第 3国技術交流会は、当該国で

実践されている無収水対策活動が、自国のプロジェクト活動で実践している活動と同様の手法であり

効果があるものだと自信を深める機会となった。これまでの投入の質・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。 

 

(4) インパクト 

本プロジェクトの上位目標は、「コロンボ市で無収水率が削減される」である。パイロットプロジェ

クトでも無収水率は削減しており、上位目標は達成される見込みである。プロジェクトでは「展開計

画（案）」を作成し、その中でコロンボ市の状況に適合した効果的な無収水対策の戦略や方法を提案

し、その方法を実践するために必要となる予算や人員の見積りも含める予定である。NWSDBの幹部

が無収水削減活動に対して強い取り組み姿勢を示し、この展開計画（案）に沿って活動を継続してい

ければ、コロンボ市の無収水率の削減に大きく貢献できると期待できる。既にパイロット地区外の

AE と OIC がパイロット活動に参加して体系的な無収水削減活動の手法を学んでいるため、NWSDB

では無収水削減活動をコロンボ市内で将来展開する基盤ができていると考えられる。プロジェクトの

残りの協力期間にコロンボ市内の全ての AEと OIC/EA がプロジェクト活動に参加し、体系的な無収

水削減方法の知識、技術、経験を積めば、無収水削減の実現に大きく寄与することになる。ただし一

般的に認識されているように、無収水を効果的に削減するためには、漏水探知・修理、違法接続の発
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見、公共水栓の削減などのソフト面の対策と、老朽管の布設替えなどのハード面の対策をうまく組み

合わせる必要があり、無収水削減活動や老朽管更新のための予算や機材が確保されることも必要であ

る。 

 

(5) 持続性 

プロジェクトの持続性は以下で述べる条件が満たされれば確保できると判断できる。 

 

■ 政策・制度面 

スリランカ政府は上水道サービスを重要政策のひとつに位置づけており、手頃な価格で継続的に安

全な飲料水を提供するために、2020 年までに無収水率を 20%にまで削減する等の必要な措置を取る

ことを提唱している。このように NWSDB 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 

NWSDBで無収水削減活動に割り当てられた予算を特定するのは困難だが、無収水関連の活動には

一定の予算がこれまで配分されてきたと考えられる。2009年には 4億 6140万ルピーが上水道関連の

補修と維持に割り当てられており3、この中には無収水削減活動に関する費用も含まれている。現在

NWSDB では、維持管理関連の費用は水道料金による収入でカバーされている。2009 年の NWSDB

年次報告書に記載されている財務諸表によれば、NWSDB の 2009 年の財務状況は対外債務に対する

返済金額が大きいため赤字であるが、水道事業の売上額（水道料金による収入含む）は直接経費（人

件費、ポンプ・薬品費、補修・維持費）を上回っており、維持管理費はある程度カバーされていると

いえる。さらに、無収水削減マネジメント・チームによれば無収水削減の予算は十分ではないが、一

定の額は毎年配分されているとのことである。したがって、無収水対策に関する予算は継続的にある

程度配分されると考えられ、NWSDB の幹部が無収水削減活動の効果を十分認識し、その実施に本腰

を入れればさらに無収水対策への予算が確保されると考えられる。パイロットプロジェクトの費用は

スリランカ側も負担しており、無収水削減チームやマネジメント・チームは存続すると考えられる。 

 

■ 技術面 

カウンターパートはプロジェクトで実践してきた体系的な無収水削減の知識や技術を受け入れて

おり、その有効性も認識している。特にパイロット地区やそれ以外の AEや OIC/EAは体系的な無収

水削減の実践方法を学んでおり、独自で実践できるよう十分な経験を積んできたといえる。また

NWSDBの職員は無収水削減に関する基礎知識や技術を既に有していたため、プロジェクトから学ん

だ技術を問題なく維持していけると思われる。NWSDB 内での技術的な持続性を確保するためには、

展開計画（案）で示される無収水削減方法をどのようにコロンボ市の他地区へ展開するかという点が

重要である。ローテーション方式の代替案として残りの 9ヵ月間にまだプロジェクト活動に参加して

いないパイロット地区外の AEと OIC/EAをパイロット活動と週会議に参加させ、可能な限りの知識

と技術を得られる機会を提供することが重要である。 

 

                                                        
3
 2009年の NWSDB 年次報告書より 
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供与機材はカウンターパート側で細心の注意を払って維持管理する傾向にあり、プロジェクト終了

後も適切に維持されると考えられる。その一方で海外から輸入された電子関連機器も供与機材に含ま

れており、NWSDBではこれらの機材に不具合が生じた場合、海外のメーカーに Eメールなどを通じ

てコンタクトを取る必要が将来生じると考えられる。 

 

3-3. 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし 

（2）実施プロセスに関すること 

 無収水削減対策に対して NRW マネジメント・チームが強い取り組み姿勢を示し、プロジェ

クト活動の推進において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） 

 第 3 国技術交流会によって、カウンターパートはプロジェクトで導入・実践した体系的な無

収水削減活動のやり方が他国でも実践され効果を上げていると学び、プロジェクト活動への

理解を促進したこと（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 

（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 

 道路の掘削許可取得などの関連機関からの許可を得るのに時間を要する。また NWSDB 内で

許可申請を行うための手続きにも時間を要する。 

 NWSDB 内での調整に時間がかかる。例えば、プロジェクト活動を実施するために必要な車

輌やドライバーが常に手配されるとは限らず、パイロット活動に影響を及ぼしたこともある。 

 管路図面情報が正確ではない、予期せぬ場所に配管が接続されている、水圧が低い、地中に

埋まったバルブの探査が困難などのコロンボ市特有の状況のため、予想以上にパイロット活

動におけるサブ・ゾーンの水理的分離作業に時間を要した。 

 カウンターパートはプロジェクト活動と通常業務を兼業しているため、プロジェクト活動に

専念できないことが多かった。通常業務をこなす必要があったことに加え、緊急の配管布設

替えなど NWSDB 内で最重要事頄となった活動に急に従事しなくてはならず、パイロット活

動に参加できないこともあった。 

 JICA専門家が不在の間、車輌や重機が予定どおり手配されない等の問題が生じた場合、活動

が停滞することがあった。 

 

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。よって、プロジェクトを予定通り終了すべきである。パイロット活動に遅れが発生

したが、NWSDB と JICA 専門家は遅延を最小限に留めるように尽力しており、今日までカウンター
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パートの技術面のキャパシティーは計画どおり強化されてきた。残りの協力期間の 9 ヵ月で、プロ

ジェクトはパイロット活動の結果を分析してコロンボ市で効果の上がる無収水削減方法を特定し、

「展開計画（案）」にパイロット活動から得られた知見や無収水対策の方針・戦略をまとめる予定で

ある。これら活動の過程で実施される議論は NWSDB が無収水削減方法に関する知見をさらに得る

貴重な機会であり、マネジメント面の能力もさらに強化される見込みである。したがって、プロジェ

クト期間が終了するまでに、NWSDBの技術面、マネジメント面の能力が強化されるといえる。終了

時評価調査を実施した結果、プロジェクトの妥当性、有効性は高いといえる。一方、プロジェクトの

実施に影響を及ぼした要因がいくつかあり効率性を損ねる原因となっている。NWSDB 幹部が体系的

な無収水削減活動を継続的に実施していくことに対して強い取り組み姿勢を見せ、実施の決定を下せ

ば、プロジェクトのインパクトと持続性が確保される確率が高まると考えられる。 

 

3-6. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（1）プロジェクトの成果の普及 

今回のプロジェクトは 2012年 10月に終了予定であるが、将来的には Kotahena 地区と Borella地区

の二つのパイロット地区のみならず、コロンボ市全域で無収水削減対策を実施する必要がある。その

ため、無収水削減マネジメント・チームはプロジェクト終了時までに、展開計画案を作成する。同時

にコロンボ市のすべての地区の OIC または EA が Weekly Meeting やパイロット活動に参加し、本プ

ロジェクトの成果を自分の担当地区で活用することが望まれる。 

 

（2）老朽管の布設替えの実施 

中間レビュー後、NWSDB は水セクター開発プロジェクト（1）大コロンボ水リハビリテーション

プロジェクトの資金を利用して配管更新を実施するように決めた。この結果は、プロジェクトの中で

当初計画された比較分析を遂行するために、非常に重要である。プロジェクトは 9カ月で終了するた

め、Kotahena 地区の老朽配水管の更新を 2012 年 6 月までに実施すべきである。それゆえ、NWSDB

は配管更新をなるべく早く実施すべきである。 

 

（3）内部手続きの円滑化 

NWSDBは運営・維持管理部署の車両と幹部の数を増加させるよう努力してきたが、内部手続きに

いくらか困難さが見受けられる。たった 9ヶ月で協力期間が終了するため、プロジェクトでは時間が

重要である。それゆえ、評価チームはさらに円滑な実施を行い、プロジェクトの達成を確実にするた

め、NWSDBが次の点を準備することを提言する。 

 GPS チームと PR 活動のための車両の配置 

 協力期間の終わりまでにデータインプットを完了させるためにGISデータ入力を行うGISオペ

レーターの仕事効率をレビューすること 

 

（4）無収水削減対策予算と人員の確保 

無収水削減活動を実施するには、活動予算と人員が必要であるため、プロジェクト終了後も活動予

算と人員をスリランカ側が十分に確保することを提言する。 
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（5）Kotahena地区と Borella 地区の人材の他の地区での活用 

今回のプロジェクトを通じて、Kotahena 地区と Borella 地区の無収水対策担当者は、適切な無収水

対策手法を習得してきている。プロジェクト終了後は今後作成する予定の展開計画に基づいて、プロ

ジェクト事業を展開していくことになるが、Kotahena地区と Borella地区で育成された人材を活用し、

他の地域での無収水対策活動を実施していくことが望まれる。 

 

（6）管路情報の蓄積とその効率的利用 

NWSDBは無収水対策活動の間、管路場所調査を通じて管路情報を更新し、埋設後竣工図を更新し、

修理後、フィールドデータを更新すべきである。NWSDBがすべての給水地区でこのような活動を実

施することを提言する。 

 

（7）GIS の利用 

中間レビュー後、無収水削減活動を支援する効果的な方策として GIS が導入された。現在、Kotahena

地区と Borella 地区のデータが GIS データベースに入力されている。しかしながら、入力データが十

分かつ正確かつ常に更新されなければ、GIS の効果は限定的である。それゆえ GIS 活動を継続し、計

画と日常運営のために活用することを提言する。 

 

（8）JICA 実施のM/P、ADB プロジェクトとの連携 

現在、円借款の余剰金を利用したコロンボ市上水の M/P を作成中で、そのコンポーネントに無収

水削減が含まれている。また、ADB はコロンボ市の無収水削減対策を計画している。そのため、M/M

にも記載のとおり、本プロジェクトと M/P および ADBプロジェクトが NWSDB の調整の下連携し、

今回のプロジェクトの成果を M/P、ADBプロジェクトに活用することが望まれる。 

 

（9）配水本管の漏水管理 

NWSDB はパイロットプロジェクト地区に接続されている配水本管も潜在的に漏水していると考

えている。それゆえ、現在入手できる機材を特定の地元の条件に適用することを提言する。 

 

（10）無収水対策のコストベネフィット分析 

無収水対策活動の財務的インパクトを示すために、無収水削減活動のコストベネフィット分析をす

ることを提言する。 

 

3-7 教訓 

 物理的な漏水が主要な無収水である。 

パイロットプロジェクト地区の無収水の主な原因は物理的な漏水である。無収水の状況は地域地域

で異なることから、状況に応じて広い範囲から解決策が選択されるべきである。 

 

 更新配管は除去されるか切断されるべきである。 

フィールドワークの間、無収水チームはいくつかの二次配水本管や給水管が記録されていようとい

まいと給水中か使用されていないかほとんど認識されていないということを発見した。将来の配管の
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更新には異なる色やカラーコーディングが既存の灰色の配管の代わりに導入されるべきである。色を

付けることに加え、配管が更新目的で埋設される時には、無収水を削減するために、既存配管は除去

されるか適切に切断されるべきである。 

 


