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事業事前評価表 

 

１．案件名  

 国 名： スーダン共和国 

 案件名： 和名 スーダン水供給人材育成プロジェクト・フェーズ 2 

 英名 Project for Human Resources Development for Water Supply (Phase 2) 

 

２．事業の背景と必要性  

（1） 当該国における給水セクターの現状と課題 

スーダン1の安全な水へのアクセス率は 1990 年に 65%を記録したものの、国内の混乱により現在は

57%とサブサハラアフリカの平均程度まで落ち込んでいる。国家 25 カ年給水計画（2003～2027）では、過

去の実績から向上のポテンシャルはあるものと判断し、同アクセス率を 2027年迄に 100%にすることを目

指し、給水施設の整備が進められている。 

給水事業にかかる責任・権限は従来、国営水公社が有していたが、地方分権化政策により各州の水

公社に委譲され、国営水公社の役割は給水政策の策定、州を跨る大規模給水施設建設などに限定さ

れることとなった。一方、各州水公社では人材開発がほとんど行われておらず、責任や権限が委譲され

たにも拘らず、給水施設の整備や維持管理に支障をきたす状態であった。そこで JICAでは 2008年 6月

から 2011年 3月まで、「水供給人材育成計画プロジェクト」を実施し、各州水公社で中核となる技術者を

育成するために国営水公社が設置した、国営水公社研修センター（以下、単に「研修センター」）の立ち

上げと機能の強化を支援した。その結果、研修センターは浄水場の維持管理や井戸改修などの各種研

修コースを円滑に実施することができるようになり、プロジェクト期間中に 7コースに延べ 400人を超える

研修員を受け入れた。 

しかし当初は、治安面での懸念があり各州の現状調査が難しく、現地のニーズを研修の優先順位に

適切に反映し切れない面があった。また全国で給水人材をいかに育成して行くかという、中長期的な計

画も精緻化の必要があった。更にスーダンは、アフリカ大陸で二番目の面積を有する広大な国であり、

中央での中核人材に対する研修のみでは効果を地方全体に迅速に波及させるには限界がある。各州

水公社では現在、それぞれの内部で給水人材の育成を図るべく研修ユニットを立ち上げることとなって

いるところ、今後は中央で研修を受けた人材が、これら研修ユニットの中核となってそれぞれ研修実施

体制を整備し、ひいては全国で給水施設の建設やその維持管理状況の改善に資することが期待されて

いる。 

 

（2） 当該国における給水セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

水・衛生分野の国家政策である「給水衛生政策（2010年 2 月）」では、1）国民の健康、生活レベル、十

分で安定した水・衛生サービスへのアクセス状況の改善に貢献すること、2）安全な水へのアクセスを地

方部で一日あたり 20ℓ、都市部で 90ℓ に増加することを政策目的に掲げている。本プロジェクトは、同国

                                                   
1 2011 年 7 月 9 日、南部が「南スーダン共和国」として分離独立。本表記載の安全な水へのアクセス率は分離前の統計

による。 
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における安定的な安全な水の供給するための給水人材育成に係る体制を整備することを目的としてお

り、同政策に合致している。 

 

（3） 給水セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

我が国は、難民・国内避難民の帰還・社会再統合支援と、保健、水・衛生、教育、運輸などの基礎生

活分野支援を中心に援助を行うという基本方針を掲げている。JICA 対スーダン国事業展開計画におい

て援助重点分野としている「基礎生活向上支援」は、①保健医療支援プログラム、②水・衛生支援プログ

ラム、③基礎教育・職業訓練支援プログラム、④運輸・交通インフラ整備支援プログラムから成る。本プ

ロジェクトは②のプログラムに位置づけられる。 

 

（4） 他の援助機関の対応 

UNICEFは 1996年から、安全な水をコミュニティに低予算で提供することを目的とした「WESプロジェク

ト（Water and Environmental Sanitation Project）」を実施している。同プロジェクトにより、主にハンドポン

プや緩速ろ過等に係る技術移転を実施するとともに、給水施設のデータベースの作成を支援している。 

 

３．事業概要  

（1） 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業で、スーダンにおいて、１）研修センターによる中長期計画に則った研修の実施、２）パイロット

州水公社における研修実施体制の確立、３）国営水公社によるパイロット州のモニタリング体制の確立、

及び４）パイロット州以外の水公社における研修実施体制の整備、を行うことにより、給水人材の育成を

図り、もってスーダンにおける給水施設の適切な管理に寄与するものである。 

 

（2） プロジェクトサイト/対象地域名 

対象地域： スーダン 15州 

パイロット州： センナール州、白ナイル州 

 

（3） 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

国営水公社職員（研修センター職員含む）： 160人 

パイロット州水公社職員： 364名（センナール州 345名、白ナイル州 51名） 

 

（4） 事業スケジュール（協力期間）： 2011年 10月～2015年 9月（4年間） 

 

（5） 総事業費（日本側）： 5.5億円 

 

（6） 相手国側実施機関 

国営水公社及び研修センター 
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（7） 投入（インプット） 

1） 日本側 

ア． 専門家： 

総括/研修管理、組織管理/業務調整、給水施設（浄水・管網システム） 機械・電気/機材管理、井

戸管理、データ管理/モニタリング、水質管理、コミュニティ啓発（総計 99.0M/M程度） 

イ． 資機材 

(a) 研修センターの新研修コースに必要な機材 

(b) パイロット州水公社での研修に必要な機材（井戸修復機材、配管機材、ラボ機材、事務用品

等） 

(c) その他の州水公社（ダルフール 3州、南コルドファン、ブルーナイル、カッサラ、ハルツーム州を

除く）での研修実施体制の整備に必要な機材 

ウ． 本邦研修、第三国研修（3人、1カ月程度） 

2） スーダン国側 

ア． カウンターパートと事務局の配置 

イ． プロジェクト用土地、施設、設備の提供 

(a) 国営水公社内日本人専門家の執務スペース 

(b) パイロット州水公社内日本人専門家の執務スペース 

(c) 研修センターとパイロット州水公社での研修施設（既存施設） 

ウ． プロジェクト活動費 

エ． キロテン研修センターの建築（2012 年 4 月完工予定）、および同センターで使用する備品・必要な

機材の調達 

 

（8） 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

2) プロジェクト活動費 

ア． カテゴリ分類 C 

イ． カテゴリ分類の根拠：本プロジェクトは、給水人材を育成するソフト面での技術協力を行うものであ

り、環境への影響はほとんどない。 

3) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。 

4) その他 

特になし 

 

（9） 関連する援助活動 

1） 我が国の援助活動 

技術協力プロジェクト「水供給人材育成計画プロジェクト（フェーズＩ）」（2008～2011）では、研修セン

ターの研修実施体制の確立を行った。本プロジェクトは、研修センターにおける研修の成果を各州へ
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より効果的に波及させるために、州水公社の研修体制の強化を行い、給水人材の適切な育成を図る

ものである。 

 

2） 他ドナー等の援助活動 

特になし。 

 

４．協力の枠組み  

（1） 協力概要 

1） 上位目標：スーダンにおいて給水施設が適切に維持管理されるようになる。 

＜上位目標に関する指標＞ 

指標：スーダンにおける給水施設の維持管理実施件数が○件以上になる。 

 

2） プロジェクト目標：スーダンにおいて給水人材が適切に2育成される。 

＜プロジェクト目標に関する指標＞ 

指標 1：スーダンにおける研修講師が○人以上育成される。 

指標 2：パイロット州の給水施設稼働率が○%以上となる。 

 

3） 成果及び活動： 

アウトプット 1： 研修センターで中長期人材育成に則った研修が実施される。 

1-1 研修センターが中長期人材育成計画（案）を策定する。 

1-2 研修センターが州水公社の研修ニーズを把握し、優先順位を付ける。 

1-3 研修センターが中長期人材育成計画（案）に則り、優先順位を反映した研修実施計画を策定

する。 

1-4 研修センターが研修実施計画に沿って研修を実施する。 

1-5 研修センターが研修の評価を行う。 

1-6 研修センターが評価結果を基に既存の研修コースカリキュラム、テキスト、マニュアルの改訂

を行う。 

1-7 研修センターが研修センターの拡大に応じて研修キャパシティ3を強化する。 

1-8 研修センターが中長期人材育成計画を策定し、国家の承認を得るよう働きかける。 

＜アウトプット 1に関する指標＞ 

指標 1： 中長期人材育成計画が○年○月までに策定される。 

指標 2： 研修センターの研修実施コーディネーター4の研修計画立案と実施における貢献度5が全体

の○%以上になる。 

                                                   
2 「適切に」育成されるとは、州水公社がそれぞれの州で必要とされる人材を育成し、研修センターがスーダン全体の中長期的な人材育

成計画を立案できるようになることを意味する。 
3 実施可能な研修コース数や一つのコースで研修可能な人数等、量的な能力のこと。 
4 研修を立案し、研修講師の確保・調整を行う職員のこと。 
5 先行して実施した技術協力プロジェクト「水供給人材育成計画プロジェクト」にて整備された、研修コースの立案・実施に必要な全作業

項目のうち、スーダン側が自立的に実施可能できるようになった項目数。 
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指標 3： 研修センターにおいて年間○コース以上の研修が実施される。 

 

アウトプット 2： 研修センターによる支援のもと、パイロット州水公社における研修実施体制が確立さ

れる。 

2-1 研修センターは以下の州水公社の取り組みへの支援を通じ指導力を強化する。 

2-2 パイロット州水公社が研修ユニットを設置する。 

2-3 パイロット州水公社は州事業実施計画（案）6を策定する。 

2-4 パイロット州水公社が研修ニーズを把握し、優先順位を付ける。 

2-5 パイロット州水公社が優先順位をふまえた研修実施計画を策定する。 

2-6 パイロット州水公社の研修ユニットが研修コースカリキュラム（実地研修を含む）とテキストを開

発する。 

2-7 パイロット州水公社の研修ユニットが研修を実施する。 

2-8 パイロット州水公社の研修ユニットが研修の評価を行う。 

2-9 パイロット州水公社の研修ユニットが研修評価結果をもとに、研修コースカリキュラムとテキス

トの改訂を行う。 

2-10 パイロット州水公社は、州事業実施計画（案）のモニタリングをふまえ、州水公社研修実施計

画に反映する。 

＜アウトプット 2に関する指標＞ 

指標 1： パイロット州水公社の研修実施コーディネーターの研修計画立案と実施における貢献度 

指標 2： 州水公社研修計画に基づいた研修の実施 

 

アウトプット 3： パイロット州水公社の研修実施と給水維持管理のモニタリング体制が確立される。 

3-1 国営水公社、パイロット州水公社において、モニタリングユニットを設置する。  

3-2 パイロット州水公社が行うモニタリングのマニュアル（案）を国営水公社が作成する。 

3-3 パイロット州水公社が給水施設維持状況のベースライン調査を実施する。 

3-4 パイロット州水公社はモニタリングマニュアル（案）に基づき、研修実施、州での事例、給水施

設維持管理のモニタリングを定期的に実施する。 

3-5 国営水公社と研修センターはモニタリング結果を分析し、州水公社に研修実施実績と他州で

の事例等の分析結果を共有する。 

3-6 国営水公社はモニタリングデータを情報センターで管理する。 

3-7 国営水公社はモニタリング結果をもとに、モニタリングマニュアルの最終版を作成する。 

＜アウトプット 3に関する指標＞ 

指標 1： ○年○月までにモニタリングマニュアルが作成される。 

指標 2： モニタリング活動が計画通りに実施される。 

指標 3： 1パイロット州で年間に修繕される給水施設の数が○%増加する。 

 

                                                   
6 給水事業の実施を含む計画のこと。事業計画に基づいて研修実施計画を策定し、事業の効果的、効率的な実施を図る。 
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アウトプット 4： 研修センターによる支援のもと、全国の州水公社における研修実施体制が整備7され

る。 

4-1 研修センターはアウトプット 1、2、3 をふまえて、州水公社で活用される人材育成マニュアルを

作成する。 

4-2 パイロット州以外の各州水公社は研修ユニットを設置する。 

4-3 研修センターはパイロット州水公社の活動成果を他州の州水公社と共有するためのワークシ

ョップを開催し、人材育成マニュアルとモニタリングマニュアルを配布する。 

4-4 パイロット州以外の各州水公社は州水公社研修実施計画を策定する。 

＜アウトプット 4に関する指標＞ 

指標 1： ○年○月までに人材育成マニュアルが作成される。 

指標 2： パイロット州水公社の活動成果共有ワークショップが○回実施される。 

 

4） プロジェクト実施上の留意点 

①指標の設定 

現時点で目標値が設定されていない一部指標については、プロジェクト開始直後から実施するベー

スライン調査の結果を踏まえて、第一年次中に先方と合意の上で数値を設定する。 

 

②プロジェクト目標と成果の因果関係 

本プロジェクトでは、目標とする「スーダンにおいて給水人材が適切に育成される」を達成するため

に、上記の 4 つのアウトプットを定めている。アウトプット 1 により研修センターの中・長期的な研修実

施能力強化を行い、アウトプット 2 によりパイロット州の州水公社における研修実施体制を確立し、ア

ウトプット 3 によって研修センターの州水公社に対する指導・監督能力の強化を行う。これに加えて、

アウトプット 4 により、パイロット州以外の州における研修体制を整備することにより、本プロジェクトの

成果がスーダン全域に展開するための基盤を整備するという枠組みとしている。 

 

③パイロットエリアの選定 

本プロジェクトでは、ア）州水公社による研修を実践し、そこから得られる改善点や教訓を研修セン

ターにおける研修にフィードバックすること、イ）国際水公社及び研修センターによる州水公社のモニタ

リング体制を確立すること、の 2 点を目的としてパイロット州を設定する。パイロット州の選定にあたり、

州の特徴、今後の展開の方向性、活動の効率性等を勘案した結果、センナール州、白ナイル州の 2

州を選定した。 

 

（2） その他インパクト 

・ 特になし 

 

 

                                                   
7 研修体制の整備とは、研修ユニットを設置し、研修計画を策定するといった、研修を開始するための環境整備を意味する。 
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５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)  

（1） 事業実施のための前提 

1) プロジェクト形成時点から経済状態が著しく悪化しない。 

2) 政治的混乱が発生しない。 

3) 国営水公社、研修センター、パイロット州水公社の組織や予算が大きく改変されない。 

（2） 成果達成のための外部条件 

1) 必要とされる予算、人材、機材などが適切に投入される。 

（3） プロジェクト目標達成のための外部条件 

1) 研修コースの履修を終えた多くのパイロット州水公社職員が離職しない。 

2) 給水施設の運転に影響を与えるような気候の変化や天災が起こらない。 

（4） 上位目標達成のための外部条件 

1) 水供給人材の育成に係るスーダンの政策が大きく変更されない。 

2) パイロット州以外の州公社において、研修が継続して実施される。 

 

６．評価結果  

本事業は、スーダン国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画の

適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用  

他国における給水人材育成に係る技術協力プロジェクトにおいて、研修終了後に取得した技術の活

用状況のモニタリングとフォローアップの重要性が指摘されていることから、本プロジェクトにおいては研

修センターの上位機関である国営水公社と州水公社とのコミュニケーションを強化し、研修成果が実際

の各州での給水施設維持管理につながっているかをモニタリングするための活動を追加することとし

た。 

 

８．今後の評価計画  

（1） 今後の評価に用いる主な指標 

4.(1)のとおり。 

（2） 今後の評価計画 

事業開始 6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6カ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

 

以 上 


