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エチオピア 

南部諸民族州給水計画 

外部評価者：ビンコーインターナショナル株式会社 中村 祐美子 

０．要旨 

本事業は、南部諸民族州 10 県 14 郡 106 村において、対象地域の住民に安全な水を供給

することを目的とし、給水施設の建設及び給水施設を持続的に運営維持管理するための水

衛生管理委員会（以下、WASHCO という）の設置を行った1。本事業の目的は、同国の国家

開発政策及び開発ニーズ、更に日本が掲げる ODA 援助政策と高い整合性を有している。本

事業による給水人口の増加については、稼働率が 66%となったことを受け目標値の 61%の

達成に留まっている。しかし、施設利用世帯では水因性疾病患者数の減少や、水汲み労働

の軽減による生活時間の有効活用の機会の増加がみられるなど、本事業の実施により想定

された効果が発現しているため、有効性・インパクトは中程度である。事業費については、

計画内に収まったものの、事業期間は機材搬入道路の流失や地滑りに伴う交通遮断及び紛

争の影響により、計画を上回った。よって、効率性は中程度である。さらに、施設の運営・

維持管理については、現在建設された施設の 66%が稼働しているが、維持管理の中心的な

役割を担う郡水事務所の人員体制、維持管理技術及び財務能力について依然改善の余地が

認められたため効果の持続性は中程度と判断した。 

 以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。  

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業対象地域         本事業による給水施設 

 

1.1 事業の背景 

 エチオピア国は、「アフリカの角」地域の中心に位置するサハラ以南で第 2 の人口大国（約

8,500 万人）である。国土面積は 110.4 万 km
2で、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ケニア、

スーダンに囲まれた内陸国で、気候は小雨季（2～5 月）、大雨季（6～9 月）、乾季（10~1 月）

                                                   
1 事後評価時点では、行政区の変更に伴い対象郡が 25 郡に拡大されていた。 
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に分かれる。国土の北半分はナイルの源流にあたり、アフリカ大陸北東部の水資源管理を

考えるために重要な国である。しかし、同国は近年の大旱魃で水不足が社会と経済に深刻

な影響を及ぼしていた。また、給水施設整備の遅れから給水普及率は同国では 23%とサブ

サハラ平均の 54%と比較し極めて低い。こうした状況が、地方住民の河川や湧水の利用を

余儀なくさせ、結果として水因性疾病が多く発生していた。 

 かかる状況に対し、エチオピア政府は 2000年に「第 2次国家開発 5ヵ年計画（2000-2005）」、

2002 年に「持続発展可能な開発および貧困削減計画（以下、SDPRP
2という）」を策定し、

水セクターを重要課題の一つに挙げた。また、2002 年に策定された「水セクター開発計画

（2002-2016）」(以下、WSDP
3という)では、貧困削減と持続的成長のため水資源開発が重要

視され、持続的な給水開発と維持管理には裨益住民に応分の負担を課すことが示された。

さらに、同計画の「給水衛生開発プログラム（以下、WSSDP
4という）」において全国の村

落給水普及率を2001年の23.1%から2015年には70.9%まで上げることを目標に掲げた。2003

年 1 月に策定された「全国給水衛生基本計画」では、WSSDP の実現のため、財源の確保、

実施機関の郡や州政府の要員確保及び能力開発の必要性が提案された。 

 こうした中、1998～2005 年に実施された技術協力プロジェクト「地下水開発・水供給訓

練計画」をはじめエチオピア国の地下水開発事業に長年にわたり貢献した我が国に対し、

同国政府は地方村落部における給水施設の不足を解消するために、既存給水施設の稼働率

が低かった南部諸民族州に対する無償資金協力を要請した。 

 

1.2 事業概要 

南部諸民族州 10 県 25 郡 106 村の対象地域において、給水施設の建設および給水施設を

持続的に運営維持管理するための利用者組織の設置、さらには掘削機材の調達により、対

象地域の住民に安全な水の供給を図る。 

 

E／N 限度額／供与額 1,061 百万円／810 百万円 

交換公文締結 第 1／2 期：2005 年 6 月 20 日 

第 2／2 期：2006 年 6 月 23 日 

実施機関 南部諸民族州水資源開発局 

事業完了 第 1／2 期：2007 年 3 月 13 日 

第 2／2 期：2008 年 7 月 17 日 

案件従事者 本体 第 1／2 期：東亜利根ボーリング株式会社 

第 2／2 期：丸紅・アーバン利根共同企業体 

コンサルタント 第 1／2 期、2／2 期：日本工営株式会社 

                                                   
2 SDPRP：Sustainable Development and Poverty Reduction Program 
3 WSDP：Water Sector Development Plan 
4 WSSDP：Water Supply and Sanitation Development Program 



 

 3 

基本設計調査 2004 年 10 月 6 日～2005 年 3 月 18 日 

詳細設計調査 N/A 

関連事業 技術協力 

「地下水開発・水供給訓練計画」（1998～2005 年） 

「南部諸民族州給水技術改善計画」（2007～2011 年） 

他機関案件 

「マスター事業計画第 3 事業部門給水環境衛生事業」

（ユニセフ、 2002～2006 年） 

「給水公衆衛生事業」（世界銀行、2004～2009 年） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 中村 祐美子（ビンコーインターナショナル株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 10 月～2013 年 8 月 

 現地調査：2013 年 2 月 2 日～2 月 22 日、2013 年 6 月 9 日～6 月 16 日 

 

2.3 評価の制約 

 本事業では南部諸民族州 10 県に給水施設を 229 箇所建設したが、現地調査の期間及び予

算の制約から、本事後評価調査では全評価対象給水施設の運営維持管理状況の確認及び全

25 郡水事務所への調査実施はできなかった。 

 

3．評価結果（レーティング：C
5） 

3.1 妥当性（レーティング：③6） 

3.1.1 開発政策との整合性 

基本設計調査（以下、BD 調査という）時点の国家開発計画兼貧困削減戦略文書（PRSP）

は「持続発展可能な開発および貧困削減計画（SDPRP）（2002／3 - 2004／5）」（2002）であ

り、水資源、農村農業開発、食料安全保障などを貧困削減達成のための重点セクターとし、

戦略を定めた。この中で、2005 年までに達成するべき給水普及率（村落部）の目標値を 31.4％

としていた。また、2002 年策定の WSDP （2002-2016）では、貧困削減と持続的成長のた

め水資源開発が重要視され、持続的な給水開発と維持管理には裨益住民に応分の負担を課

すことが示された。さらに、WSDP 中の WSSDP では、南部諸民族州の村落給水普及率を

                                                   
5 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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2016 年までに 68％とすることが目標として定められていた。 

 事後評価時点でも、国家開発計画（「貧困削減のための加速的かつ持続可能な開発計画

（PASDEP
7）（2005-2010）」）において、MDGs 及び貧困削減達成のための水資源開発の促進

の重要性が謳われており、8 優先課題の 1 つとして「基幹インフラの強化」が掲げられてい

る。基礎インフラの強化にあたっては、都市部・村落部双方での給水普及率の向上及び村

落部の非稼働給水施設を 30%（2005）から 10%（2010）とするという目標が設定されてい

る。また、新 5 ヶ年開発計画として 2010 年に策定された「成長と構造改革計画（GTP）

（2010-2015）」では 7 つの戦略が打ち出され、そのうち、安全な飲料水の供給は社会経済発

展や国民の生活の質向上や貧困削減に不可欠であるとし、「インフラ開発の強化」における

一つの重要課題として位置づけられている。さらに、同国の給水セクターの開発五カ年計

画（（UAP）（改訂版 2011））では、郡レベルの人材育成とキャパシティビルディングの提供、

低予算での運営維持が可能な給水施設の導入を重要な戦略として掲げている。 

 以上より、給水施設の整備、及び水分野の人材育成と強化を目的としたソフトコンポー

ネントで構成される本事業は、安全な飲料水へのアクセス増加に資する活動である。よっ

て、事前及び事後ともに、同国開発政策との整合性は高いといえる。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 BD 調査時、同国の給水率は平均 24％であり、サブサハラ平均の 54％に比して極めて低

い値に留まっていた。同時期の南部諸民族州の給水率も国家平均同様 24%と低く、支援の

緊急性は高かった。また、同州の 8 割以上の住民は河川と湧水を生活用水の主な水源とし

ており、下痢、赤痢、腸チフス、コレラ等の水因性疾病が多く発生し、衛生的な給水施設

の整備・普及による住民の生活環境改善が喫緊の課題となっていた。さらに、例年の旱魃

により水不足が発生し、社会・経済に深刻な影響を及ぼしていた。 

 事後評価時点の南部諸民族州村落部の村落部における給水率（2010） は 58.7%であり、

国全体（村落部）の平均給水率 65.8%と比較して低い値に留まっている8。また、本事業対

象 25 郡のうち本調査の対象となった 11 郡の平均給水率は 38.3%であり、州の平均を 20%ほ

ど下回っている。また、人口保健調査（2011）によれば、同州の小児（5 歳以下）下痢罹患

率は 16.4%であり全国平均 13.4%と比較して依然高い値を示している。以上の点から、本事

業が対象とした南部諸民族州における給水状況の改善に対する開発ニーズは高いといえる。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 我が国が掲げる対エチオピア援助政策（2005）では、貧困削減戦略の優先事項に鑑み、

食糧安全保障及び農業開発、水資源開発・管理、教育・キャパシティビルディング、保健・

HIV/AIDS、経済インフラを支援の優先分野に挙げている。また、国別援助計画策定途中に

                                                   
7 PASDEP とは Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty の略。 
8 出典：UAP（2011） 
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公開された作業方針案（2005）においても、人的資源開発、人々の健康改善、運輸通信イ

ンフラ整備と並んで、水資源開発は同国や周辺地域の貧困削減や食糧の安全保障に深く関

わっている点が強調されている。 

さらに、本事業は 2005 年 4 月に開催されたアジア・アフリカ首脳会議における「3 年間

で対アフリカ支援を倍増させる」という当時の日本の首相表明に基づいて実施されたもの

であり、計画時の日本の援助政策と合致している。  

 以上より、本事業の実施は同国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性9（レーティング：②） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業実施による新規給水人口は、2013 年の実績値で 54,038 人であり、BD 調査時に 2013

年の目標値として想定されていた事業裨益人口（90,389 人）から本調査で稼働状況の未確

認サイト 4 サイト分の給水人口 1,400 人を引いた 88,989 人と比較すると、達成率は 61%と

なる10（表 1）。 

 

表 1：本事業による給水施設建設数、稼働数（率）、新規給水人口（2013） 

 目標値 実績値(2008) 実績値（2013） 

給水施設の種類 施設数 
想定    

給水人口 
（人）11

 
施設数 

新規給水人口
（人） 

稼働数 
（稼働率） 

新規給水人口
（人） 

ハンドポンプ付
浅井戸 

214 74,900 205 71,750 
134／201 
（67%） 

46,900 

湧水利用施設 26 15,489 24  13,404 
15／24 

（63%） 
7,138 

合計 240 90,389 229 85,154 
149／225 

(66%) 
54,038 

出典：目標値：BD 調査報告書（2005）、実績値（2008）：JICA 提供資料、実績値（2013）：事後評価結果（2013） 

 

目標値を下回った主な理由は、ハンドポンプ付浅井戸建設数 9 施設、湧水利用施設建設

数 2 施設の減少に加え、ダロチャ（Dalocha）郡のハンドポンプ施設 1 箇所が隣接する村落

との間のトラブルにより破壊されたこと、給水施設の非稼働による給水人口減によるもの

である12。なお、主な故障原因は、ハンドポンプのチェーン故障や塩化ビニールパイプの劣

化であった。 

                                                   
9 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
10 事後評価時の調査において、4 施設の稼働データを得ることができなかったため、目標値から 4 施設の

新規給水想定人口（1400 人）を差し引いた上で、計算を行っている。なお、実際に建設された施設数に基

づくと、2013 年時点での給水人口の実績値は想定値の 63%となる。 
11 BD 調査報告書（2005）には 2014 年目標値が記載されていたため、各村落の人口ベースラインデータ

及び各村落の人口増加率に基づき 2013 年目標値を算出しなおした。 
12 事後評価時の稼働数については、本事業により整備された給水施設が調査員の訪問時に揚水可能であ

った場合「稼働」とし、稼働率を算出しており、「毎年少なくとも 2－3 週稼働しない施設」と定義づける

UAP での非稼働施設の定義とは異なるため、留意が必要である。 
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 同事業の対象村落における井戸掘削には、既存の掘削機に加えて本事業により調達され

た 2 台の井戸掘削機材も使用されており、プロジェクト目標の達成に貢献した。調達され

た機材は、事業終了後も毎年継続的に使用されていることが現地での調査で明らかとなっ

たが、過去 6 年の掘削平均本数が 14 本であり、目標値の 60 本／年を大幅に下回っている。

事後評価調査期間中に南部州給水施設建設公社（以下、SWWCE という）に行ったヒアリン

グ調査では、目標を下回った理由として、1 台の横転によるエンジン故障が挙げられたが、

その他に、2007／2008 年に関しては、SWWCE による掘削工事件数自体 8 件と少なかった

ことも影響を及ぼしたと考えられる。これらの点から、機材の調達については、プロジェ

クト目標の達成への貢献は認められたものの、州全体の給水率の目標達成に果たした役割

は極めて限定的であったと判断できる。 

なお、事業目標の達成指標の一つとして設定されていた「全対象村落の WASHCO による

料金徴収の開始」については、計画どおりの実施が認められた。 

 

 3.2.2 定性的効果 

（1） 安全な水の供給状況 

本事業により給水施設を建設する前の対象地域の主たる水源は「小川・川」であり、BD

調査時の質問票調査では、同水源を利用する住民の半数以上が「水質はよくない」と回答

している13。本調査期間中に 99 世帯を対象に実施した受益者調査においても、給水施設建

設以前の主な水源として「小川・川」及び「湧水」が挙げられた。事後評価時点でも、こ

れらの水源を利用する世帯が確認されたが、利用世帯は減少しており、本事業によって整

備された深井戸給水施設の利用者が圧倒的多数を占めている14。 
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図 1 以前の水源 （n=99 世帯） 

出所：受益者調査結果 

図 2 現在の水源（n=99 世帯） 

                                                   
13 出典：BD 調査報告書（2005）  
14 受益者調査では、本事業の対象 10 県 25 郡 106 村落から、サイトへのアクセス状況や調査日程を考慮し、

9 県 12 郡 21 村落における 107 世帯を対象とした。しかし調査実施後の郡水事務所からの連絡により、行

政区域が異なる 8 世帯が本調査対象に含まれていたことが分かり、これらの 8 世帯をサンプル世帯から外

し、最終的なサンプルサイズを 99 世帯とした。 
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本事業により建設された給水施設を利用する 80 世帯のうち、水の匂いに対しては 85%（68

／80 世帯）、水の色に対しては 96％（77／80 世帯）、水の味に対しては 86%（69／80 世帯）

が「満足している」と回答している（図 3）。また、本調査期間中に実施した施設調査では、

調査対象 30 施設中 10 施設が非稼働（33％）であったが、稼働する 20 施設のうち 15 施設

以上（75%）で匂い、色、味に問題は見られなかった（図 4） 

以上の点から、事後評価時点においても引き続き本事業の効果は維持されているといえ

る。 
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図 3 給水施設の水質に対する住民評価 

（n=89 世帯） 

出所：受益者調査結果 

図 4 施設調査の結果 

（n=非稼働の 10 施設を除く 20 施設） 

 

 （2） コミュニティへの施設維持管理体制の定着 

本事業では、コミュニティによる水利用者組合の結成や施設の維持管理体制の確立及び

継続を目的に、施設建設と並行してソフトコンポーネント活動を実施し、その中で住民啓

蒙活動及び郡水事務所職員のモニタリング能力強化研修が行われた。 

本調査結果、調査対象となった 21WASHCO 中、14 の WASHCO が稼働施設を管理し、そ

の約8割にあたる11 WASHCOが毎日施設点検及び問題発生時の対応及び施設の維持管理に

関する住民会議を継続的に行っていることが明らかとなった15。また、稼働サイトでは、維

持管理費用の積み立てを目的に、定額制（13／14WASHCO）または従量制（1／14WASHCO）

の下で利用世帯から水料金を徴収している（WASHCO の財務状況については後述の 3.5.3 

「運営・維持管理の財務」を参照）。さらに、本事業で整備された給水施設を利用するほぼ

全ての世帯（76／80 世帯）が、「給水施設はコミュニティの所有物である」と回答している。

こうした住民側の所有意識の高さは、施設の日常的な維持管理にもプラスの影響を与えて

おり、受益者調査においても、本事業で整備された給水施設を利用する 80 世帯のうち、61

                                                   
15 WASHCO（水衛生管理委員会）とは、給水に係るコミュニティ組織のことであり、Water Sanitation 

and Hygiene Committee の略である。14WASHCO 中 6WASHCO（43%）は定期的に会議を招集しており、

残りの WASHCO（8/14WASHCO、57%）は、必要に応じて不定期に開催している（出所：受益者調査結果）。 



 

 8 

世帯（76%）が「家畜を施設に寄せ付けない」、59 世帯（74%）が「草刈」、54 世帯（68%）

が「施設内の清掃」の活動を行っていることを確認した。調査対象地域の一つであるアン

ガチャ（Angacha）では、WASHCO と住民との協力の下で畑作業を実施し、同作業から得

た現金収入を給水施設の維持管理費用に充てるなどの工夫も見られた。以上の点から、住

民参加による施設の維持管理体制は地域に定着しつつあるといえる。 

他方、郡行政による過去 6 か月間のモニタリング訪問について回答を寄せた 18 WASHCO

のうち「モニタリングを受けている」との回答は 10WASHCO（56%）であり、残りの

8WASHCO（44％）では、郡水事務所によるモニタリングの実績は確認できなかった16。郡

水事務所への質問票調査においても同様の結果が出ており、質問票に回答した 12 の水事務

所のうち 8 事務所（67%）が「過去 6 か月に WASHCO の活動モニタリングを実施した」と

の回答しており、残りの 4 事務所（33%）は「一度もモニタリングを行っていない」と回答

している17。モニタリングの実施が定期的に行えない理由として、人員の不足、交通手段及

び活動予算の不足、及びサイトの立地条件の問題が挙げられている18。 

モニタリングの実績が認められたのは調査対象 12 事務所中 8 事務所のみであったことか

ら、ソフトコンポーネントの実施により期待された郡水事務所のモニタリング活動の定着

は限定的といえる。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

（1） 水因性疾病率の低下19
 

事後評価時に実施した受益者調査の結果によれば、本事業により建設された給水施設利

用世帯（80 世帯）の殆どが「水因性疾病患者数が減少した」と回答し、約半数が「乳児死

亡率及び 5 歳未満幼児死亡率が減少した」と回答している。事後評価期間中に 11 郡 21 村落

で実施した受益者調査の結果によれば、過去 2 週間の水因性疾病罹患状況で発生率が一番

高い下痢でも総人口比の 3％となっている（表 2）。 

 

 

 

                                                   
16 このうち、定期的にモニタリングを受けている WASHCO は 5 つ（28 %）であり、残りの 5 つの

WASHCO（28%）については、不定期にモニタリングを受けていると回答（出所：受益者調査結果）。 
17 この 8 郡の中には、本事業と並行して 2007 年から実施された技術協力プロジェクト「南部諸民族州給

水技術改善計画（WAS-CAP）」（The Water Sector Capacity Development Project in Southern Nations, 

Nationalities and People's Region）の支援対象となった 5 郡が含まれている。モニタリングを実施してい

ると回答した 8 事務所の内訳は、「定期的に実施している」（7 事務所）、不定期に実施している（1 事務

所）となっている（出所：受益者調査結果）。 
18 出所：郡水事務所へのヒアリング調査結果 
19

 事業実施以前の対象地域における水因性疾病の罹患状況についてのデータについては、BD 調査報告書

に言及がなく、事後評価時に入手したデータとの比較はできない。本事後評価調査では、施設の維持管理

に従事する関係者（州水資源開発局、水公社、郡水事務所、WASHCO）を対象とした質問票調査及び対象

村落住民向けの受益者調査を実施した。 
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表 2 調査対象 21 村落における過去 2 週間の水因性疾病罹患状況 （2003） 

 疾病 
子供 

（人） 

成人 

（人） 

合計感染者 

（人） 
総人口（577 人）に占める割合 

1 位 下痢 8 10 18 3% 

2 位 マラリア 7 7 14 2% 

3 位 眼病 3 0 3 1% 
出所：受益者調査結果 

 

当該地域において、水因性疾病が減少した背景には、水質の向上及び人々の水と病気の

因果関係に関する認識の改善などの要因が挙げられる。まず、人々の利用水源について、

対象住民の本事業実施以前の主な水源は「小川・川」「湧水」であったのに対し、施設建設

後は、大半の世帯が同施設を主な水源としている。したがって、安全な水へのアクセスが

増加したことが、対象地域における水因性疾病の減少につながったと考えられる。次に、

水と病気の因果関係に関する人々の認識について回答を寄せた 75世帯の殆ど（72／75世帯、

96%）が水と病気の因果関係を理解している。これは、BD 調査時点の 47.5％と比較して大

きく改善している。 

以上の点から、本事業の実施による安全な水へアクセス可能な人口の増加に加え、住民

の水と病気に対する認識の改善が、水因性疾病の減少に貢献したと考えられる。これは本事

業の一環で行われたソフコンの活動による成果の一つである。 

 

 （2） 水汲み労働時間の短縮による生活時間の有効利用の機会増加 

BD 調査時点では、給水施設の建設によりその労働が軽減されることで、婦女子の社会進

出や労働機会の創出、子供の学習時間の増加が期待されていた20。本調査の結果、本事業で

整備された給水施設を利用する 80 世帯のうち 59 世帯（74%）の世帯で、日々の水汲みは女

性の仕事であることがわかった。図 5 に示したとおり、施設建設後の水汲み回数及び水使

用量は大半の世帯で増加している。これに対して、1 回の水汲みに要する時間（往復）の平

均は施設建設前の 93 分から 55 分へ短縮されている。 
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非常に増加

44
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31
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水汲み負担
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1

軽減

17

2

1

3
微増
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図 5 水汲み回数と水使用量の増減（n=80） 

出所：受益者調査結果 

図 6 生活時間及び水汲み負担の増減（n=80） 

                                                   
20 出典：BD 調査報告書（2005） 
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水使用量及び水汲み回数の増加に伴い、1 日あたりの水汲み時間も増加したと考えられる

が、本事業で整備された施設を利用する 80 世帯の殆どの世帯が「水汲み労働が軽減された」、

それによって「家事等にあてる時間が増加した」と回答している。人々が「水汲み労働は

軽減された」と認識する背景には、水源での水汲み労働及び水の運搬距離と時間の軽減が

挙げられる。住民への聞き取り調査によれば、本事業実施以前は、数キロ離れた水源まで

水を汲みに行かなければならかった上に、水源での水汲みにも時間がかかっていた21。しか

し、住民の居住区から比較的近い場所に足踏み式の給水施設が建設されたことにより、水

の運搬距離や時間が短くなっただけでなく、水源での水汲みが容易かつ楽になった。これ

ら 2 点が「水汲み労働が軽減された」と住民が認識する理由と考えられる。 

受益者調査の結果によれば、施設利用 80 世帯のうち 61 世帯（76%）が余剰時間を使って

農業や手工芸などの収入創出活動を行っているほか、子供の世話、炊事、洗濯、勉強など

にも時間を費やしており、これらの世帯の半数（42／61 世帯、69%）が、施設建設後収入

が増えたと回答している。 

以上の点から、本事業の実施は施設利用世帯の生活時間の有効的利用の機会増加に寄与

したと判断できる22。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

本調査の結果、調査対象 21 WASHCO 中殆どの WASHCO（20WASHCO）が、「施設建設

後も本事業の実施による土地浸食、土地の劣化、水質悪化などは発生していない。」と回答

している23。また、サイト踏査を行った際にも、環境への深刻な影響は確認されなかった。 

 

(2)住民移転・用地取得 

  本事業では、住民移転や用地取得は行われておらず、建設用地はコミュニティの寄附に

よって賄われている。よって、住民移転・用地取得に関する正負のインパクトは認められ

なかった。 

 

(3)その他の間接的効果 

 その他の正負の間接的効果は認められなかった。 

                                                   
21 出所：受益者調査時の住民へのヒアリング結果 
22 本事業で整備された施設を利用する 80 世帯のうち、女性が水汲みを担当しているのは 59 世帯。そのう

ち殆どの世帯（57／59 世帯、97%）が本事業の実施により水汲み労働が軽減されたと認識しており、その

うち約 8 割（46／59 世帯）が収入創出活動に従事していることが分かった。しかし、給水施設建設前のデ

ータがないため、本事業の実施が女性の社会進出に与えた影響については判断できない。 
23 残る 1 サイト（デラシェ郡）の WASHCO は、「土地の浸食があった」と回答しているが、これは施設建

設中に発生した地滑りを指しており、施設建設によるものではなかった（出所：WASHCO へのヒアリング

調査結果）。 
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 以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは中程

度である。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

（1） 機材調達 

 機材は計画どおりに調達された（表 3）。 

 

表 3 本事業による調達機材一覧  

機材名 調達計画数 
実績数 

（第 1 期） 
実績数 

（第 2 期） 
実績数 
（合計） 

トラック搭載式井戸掘削機 2 台 1 台 1 台 2 台 

エアコンプレッサー搭載トラック 2 台 1 台 1 台 2 台 

カーゴトラック 2 台 1 台 1 台 2 台 

クレーン付きトラック  2 台 1 台 1 台 2 台 

ダンプトラック  2 台 1 台 1 台 2 台 

井戸掘削用機材（付属品、ツール24） 2 セット25
 1 セット 1 セット 2セット 

電気検層器  1 台 1 台 0 台 1 台 

携帯用恒温器  2 台 2 台 0 台 2 台 

水質試験試薬  1 式 1 式 0 式 1 式 

出典：JICA 提供資料 

 

（2） 給水施設の建設 

 本事業の実施により、対象 10 県 25 郡 106 村落において、ハンドポンプ付浅井戸 205 箇

所、湧水利用施設 24 箇所の給水施設が整備された（表 4）。建設数は計画時と比較し、ハン

ドポンプ付浅井戸は 9 箇所、湧水利用施設は 2 箇所、それぞれ減少した。 

 

    表 4 本事業による施設建設数（計画と実績の比較）（単位：箇所） 

年度 2005 2007/2008 

給水施設の種類 建設計画 建設実績 

ハンドポンプ付浅井戸 214 205 

湧水利用施設 26 24 

合計 240 229 

差異 － -11 

出典：BD 調査報告書（2005）、JICA 提供資料 

 

ハンドポンプ付浅井戸建設数の減少理由は、E／N 時点から詳細設計時点までの為替変動

                                                   
24 付属品は、掘削機用の付属品であり、ツールには、ケーシングツールやフィッシングツール等が含ま

れる（出典：JICA 提供資料）。 
25 調達機材の円滑な運用を図るため、2 年間分のスペアパーツを調達する計画となっていた（出典：BD

調査報告書（2005））。 
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による事業費の上昇によるものである。他方、湧水利用施設建設数の減少については、第 2

／2 期工期中に部族抗争が勃発したデラシェ（Derashe）特別郡の 2 対象村落及びその後設

定された代替サイトでの施設建設の中止が原因であった26。以上のように、湧水利用施設建

設数の減少は予測不可能な部族間の抗争が原因であり、建設数減少はやむを得なかったと

判断できる。 

 

（3） ソフトコンポーネント活動 

 本事業では、ソフトコンポーネント計画に基づき、住民の啓蒙活動、郡水事務所職員及

び WASHCO 向けの研修が実施された。しかし、計画時に目標値の設定が行われておらず、

全 106 対象村落における WASHCO の設立以外、これらの活動の成果発現状況、事業実施上

の効率性については判断できない。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

本事業の日本側負担は、E/N 限度額が 1,061 百万円（1/2 期：517 百万円、2/2 期：544   

百万円）であったのに対し、供与額は 811 百万円（1/2 期：399 百万円、2/2 期：412 百万円）

であり、計画内（計画比 76％）に収まった。かかる減少は、アウトプットの減少に加え、

入札時に多額の残余金（245 百万円）が発生したことによる。残余金以外のアウトプットの

実減額理由は、1 期目に発生した為替変動による事業費超過を解消するためのハンドポンプ

9 施設の建設キャンセル（11 百万円）及び、2 期目に勃発した建設対象地域での武力抗争に

よる 2 湧水施設の建設中止（4 百万円）によるものであり、総額は 15 百万円であった27。 

よって、アウトプットの減少を考慮に入れた場合にも、事業費は計画値を下回っており、

事業の効率性は高かったと判断できる。 

エチオピア国側の事業費負担額については、施工管理をはじめ、郡や住民参加研修員の

研修参加に係る費用、水利用組合の設立、運営、維持管理の指導及び要員確保に対する費

用として、計画時に 193 千 Birr（2.5 百万円）が見積もられていた28。これに対し、実績は

287 千 Birr（3.4 百万円）となっており計画値を上回った。 

 

 

                                                   
26 デラシェ特別郡の 2 対象村落では、工事期間中に部族抗争が勃発したため、建設サイトが変更となっ

た。その後設定された代替サイトにおいても、住民主体の維持管理体制の整備が困難であり、最終的に施

設建設の中止が決まった（出典：JICA 提供資料）。 
27 11 百万円の算出根拠は以下のとおりである。9 本分の井戸掘削工事（8,517 千円）＋ハンドポンプ設備

工（1,959 千円）＋輸送梱包費（177 千円）＋一般管理費（876 千円）である。2 湧水施設の建設中止によ

る建設費（4 百万）の算出根拠は、直接工事費（3,189 千円）＋共通仮設費と現場管理費（608 千円）＋一

般管理費（220 千円）である（出典：JICA 提供資料）。 
28 南部諸民族州の州都（アワサ）で開催されるソフトコンポーネント研修やワークショップへの参加費用

の中には、村や郡からアワサまでの移動費、日当、宿泊費が含まれていた（出典：JICA 提供資料）。 
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3.4.2.2 事業期間 

事業期間は、計画時の 30 カ月に対し、実績は 37 カ月（計画比 123%）となり、計画を若

干上回った。事業期間の超過に影響を及ぼした主な要因として、以下の 2 点が挙げられる。

まず、事業期間の終了半年前の 2007 年 6 月に発生した豪雨による鉄砲水で、建設予定サイ

トのダウェロ（Dawero）県ロマ郡内で道路の流失や地滑りが発生し、機材の搬入や通行が

不可能となった点である。当該郡では、雨季の終了を待って道路の修復作業が行われたが、

道路整備が完了するまでの間、掘削工事は延期を余儀なくされた。その結果、工事完了が

2008 年 6 月まで遅延した。 

また、デラシェ特別郡の掘削予定サイトの近隣で 2007 年 11 月に部族紛争が勃発し、2008

年 2 月末までの約 3 ヵ月間、サイトへの関係者の立ち入りが制限されたことも、事業期間

の延期に大きな影響を及ぼした。紛争が沈静化した後も事態は完全収束に至らず、代替サ

イトが選定された。しかし、周辺村落との間で施設建設に対する合意が得られず、最終的

に 2008 年 4 月に工事中止を決定し、中止手続にさらに 3 ヵ月を要することとなった29。  

 

以上より、本事業の事業費については計画内（計画比 76%）に収まったのに対し、事業

期間は計画比 123%と計画を上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

（1） 関係者の役割 

本事業により建設された給水施設の維持管理関係者は、州水資源開発局、県水事務所、

郡水事務所、WASHCO 並びに SWWCE である。各関係者の事後の役割を下表に示す。 

 

表 5 関係者の施設維持管理に関する役割及び主たる業務内容（2013） 

関係者（役割） 主たる業務内容 

州水資源開発局 

（州内の給水施設維持管理監督者） 
県と郡の調整、大規模な修理30 

県水事務所 

（管轄県内の給水施設維持管理監督者） 

県レベルで解決できない修理を州に要請、郡のスペアパーツの

供給支援、郡による修理・新規事業に係る相談窓口、予算申請 

郡水事務所 

（管轄郡の給水施設維持管理責任者） 

施設の修理、水質検査、WASHCO 活動モニタリング、研修事

業・技術的助言 

WASHCO 

（給水施設維持管理実施者） 

住民の活動モニタリング、住民向け研修の実施、料金徴収、施

設の基本的な修理・補修、パーツ調達 

SWWCE 

（掘削資機材維持管理者） 
掘削資機材の維持管理（点検、補修・修繕） 

（受益者調査より評価者作成） 

 

                                                   
29 出典： JICA 提供資料  
30 維持管理以外の業務として、建設時の水質検査、大規模な施設建設の契約業務（計画、入札準備）、都

市水道事業が挙げられる。 
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（2） 関係者の役割及び人員体制 

1） 州水資源開発局 

計画時には、郡水事務所の要員充足、ハンドポンプ用スペアパーツの購入及び県／郡へ

の運搬支援が主な役割とされていた。しかし、近年、県や郡でのパーツ調達網の整備が進

んできたことから、当初州の責務と考えられていたスペアパーツの購入についてはその責

務が WASHCO へと移譲され、現時点での同局の役割は、①県と郡レベルの調整及び②給水

施設の大規模な修理に集約されている（表 5）31。一方で、同局の人員体制は、水省と鉱業

エネルギー省の統合により近年組織再編が行われ、計画時の 64 名から 76 名に増加してい

る。同局へのヒアリング調査でも人材不足の問題は指摘されなかったことから、同局にお

いては業務を遂行していくに足る人員体制が構築されているといえる。 

 

2） 県水事務所 

県水事務所の役割は、州と郡の調整、郡の要請に基づく州からのスペアパーツ調達及び

郡への運搬支援となっていたが、計画時点でその権限は徐々に縮小していく方針が掲げら

れていた。本調査実施時点で、州と郡の調整業務の実施には変更はないが、施設の修理、

新規施設建設の相談、予算申請などの業務が新たに加えられている32。 

 

3） 郡水事務所 

計画時は村落を巡回して WASHCO の運営指導、衛生普及をはじめとする啓蒙活動、ハン

ドポンプ及び湧水施設の修理及び点検指導、水質検査、スペアパーツ補充要請（州／県）、

保管・供給が主な役割となっていた。本調査実施時の変更点は、スペアパーツ調達につい

ては WASHCO が責任を担うこととなった点である。 

ヒアリング調査を実施した 6 郡水事務所の人員体制を計画時のデータと比較すると、6 事

務所のうち 3 事務所において人員の増加が確認された。しかし、定員（9～11 名）には達し

ておらず、実際の配置人数は 4～9 名（平均 4.5 人、充足率 49 %）と低い値に留まっている

（表 6）。同国では、サイトの多くが遠隔地に位置し、かつ広範囲に拡散している。本調査

の対象となった郡の中には、水部門担当者 2～3 名が郡内にある 146 施設（アンガチャ）、

272 施設（ボロソソレ）のモニタリングを実施しているところもある。かかる事情を考慮し

た場合、各郡平均 4～5 名の配置は、郡事務所が管轄地域内に設置されている数百に上る給

水施設をモニタリングするに足る人員体制とは言い難い。 

                                                   
31 BD 調査時点（2005）では、施設引き渡しと共に一定期間（3 年程度）分の必要なスペアパーツを州に

納め、州が郡の要請に応じて郡に運搬する方式を取る計画であった。実際には、事業第 1 期目には、県

（ゾーン）を通じて郡（ワレダ）に引き渡しを行い、2 期目には確実にパーツが郡で確保できるよう、直

接郡に対して配布が行われた（出典：JICA 提供資料）。事後評価時点で、前掲の技術協力プロジェクト

（WAS-CAP）による活動の一環として、スペアパーツ販売店が 7 店舗開店している。店のタイプは、民間

経営、県や郡による営業など様々である（出所：第 2 次現地調査結果）。 
32 本事業では郡水事務所が WASHCO を支援して施設の運営維持管理体制を整備することになっていたた

め、事後評価調査では県水事務所を調査対象に含めておらず、県水事務所に関する組織情報はない。 
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       表 6 郡水事務所人員体制の推移（計画時との比較）   （単位:人） 

県(Zone),郡(Woreda) 
BD 調査 定員（水部門） 実績（水部門） BD 比較 

（増減） 
備考 

2005 2012 2012 

Gedeo, Yerega Chaffe N.A. ― ― 比較不可   

Hadiya, Lemo N.A. 9 9 比較不可   

Hadiya, An Lemo N.A. 9 3 比較不可 新生郡 

Wolaita, Boloso Sore 2 ― ― 比較不可   

Derashe, Derashe 3 9 5 増員   

Sidama, Hula  4 ― ― 比較不可   

South Omo, Debub Ari N.A. ― ― 比較不可   

K Tembara, Angacha 5 ― ― 比較不可   

K Tembara, Doyogen N.A. ― ― 比較不可 新生郡 

Dawero, Loma 2 9 4 増員   

Silti, Dalocha 2 9 2 変化なし   

Silti, Siliti 2 11 4 増員   

出所：BD 調査報告書（2005）、郡水事務所への質問票調査結果 

 

4） WASHCO 

計画時に想定した WASHCO の役割は、施設の保守及び修繕、水料金の徴収及び管理、ス

ペアパーツや工具の保管及び管理、フェンスの施錠であった。事後評価においては、これ

らの役割に加え、部品の調達が追加されていた。計画段階で、施設の維持管理に必要とさ

れた人員体制は組合長、副組合長、秘書役、会計役、水代金徴収委員、物品管理委員、監

査役の 5 名であり、本調査において調査対象となった 21WASHCO のうち、52%の WASHCO

が 5 名体制を堅持していた33。よって、施設維持管理に必要な人員体制は事後評価時点にお

いても維持されているといえる。 

 

5） SWWCE 

SWWCE は州レベルに設置された公社であり、掘削資機材の維持管理を担当している。同

公社には、2012 年時点で機材維持管理部に整備士、電気技師, 溶接工、運転手を含めて 200

名が在籍しており、計画時（2005 年）の 47 名と比較して 4 倍以上に増加している。かかる

増加は、主に資機材をサイトに運搬する運転手の増加によるものであり、機材の維持管理

に必要な人材は増加していない。しかし、BD 調査以降、SWWCE の保有機材は 1 台しか増

加しておらず、現在も最近故障した 1 台の掘削機を除き良好に稼働している。よって、

SWWCE は、機材の維持管理を行うに足る人員体制を整備していると判断できる。 

 

 

 

                                                   
33 メンバーが 5 名に満たない組合でも、役員を兼務させるなどして対応している（出所：受益者調査結

果）。 
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 3.5.2 運営・維持管理の技術 

(1) 州水資源開発局 

本事業で建設された施設の維持管理を進めていく上で、州水資源開発局は、給水施設維

持管理監督者として下部の行政組織との調整能力、大規模な故障などの問題に対する対応

能力が求められていた。そのうち、大規模な修理への対応については、本調査期間中にそ

の実績を確認することはできなかった。しかし、本事業実施後も引き続き 3 カ月に 1 度の

割合で下部の行政機関の活動モニタリングやパーツ調達支援を実施している34。以上の点

から、同局の給水維持管理の技術は概ね維持されていると判断できる。 

 

(2) 郡水事務所 

村落巡回のモニタリング及び研修実践能力、施設の維持管理・修理技術力が求められて

いた。本調査の対象となった 12 郡水事務所のうち、過去 6 か月に WASHCO に対して活動

モニタリングを実施したと回答したのは 8 事務所（67%）であり、残りの 4 郡事務所（33%）

ではサイトモニタリングの実績はないことが明らかとなった35。後者の郡事務所では、モ

ニタリング巡回は行っていないものの、問題発生時には WASHCO からの要請に応じてサ

イトに赴き必要な技術指導を行っているほか、必要に応じて修理も実施している。過去 6

か月にモニタリングを実施した 8 事務所のうち 5 郡事務所は、本事業と並行して実施され

た技術協力プロジェクト（WAS-CAP）の支援対象郡である。 

 

表 7 過去 6 か月の故障経験村落及び修理対応者 

県 郡 村 回数 ポンプ 修理担当 

Hadiya Lemo Dulacha Belela 1 回 India Mark II
36

 郡水事務所 

Kambata Tembero Doyogena Dinika 1 回 India Mark II その他 

Segen Area Derashe Bursa 1 回 その他 郡水事務所 

Sidama Hula Gase 1 回 Afridev 郡水事務所 

Silte Dalocha Nadhuyiagam 2 回 Afridev 郡水事務所 

Walayita Boloso Sore Warmuma 1 回 Afridev 郡水事務所 

出所：受益者調査結果 

                                                   
34 事後評価時点でパーツの調達は、例外を除きWASHCOの責任とされている。しかし、地域によっては

パーツ小売店が設置されていないところも多い。施設の継続的な維持管理を進めていくためにも、より多

くのパーツ店の設置が必要とされており、同局を中心にパーツ店設置に向けた調整が行われている。また、

郡レベルで調達できないパーツについては、同局がかわって調達を行っている（出所：州水資源開発局へ

のヒアリング調査結果）。 
35 前掲「3.2 有効性、3.2.2 定性的効果」のとおり、郡の巡回訪問に対する WASHCO の回答でも、同様

の結果がでている。質問票に回答した 18WASHCO のうち、過去 6 か月に訪問を受けたとの回答は

10WASHCO（56%）、全く巡回訪問を受けていない WASHCO は 8WASHCO（44%）であった（出所：

受益者調査結果）。 
36 India MarkⅡは 70 年代にインド政府、WHO、UNICEF によって共同設計されたインド製の深井戸手

押しポンプ（出所：Web サイトより）。 

本来導入予定であった Afrideep（最大揚程 60m の掘削を必要とする井戸）の在庫がなかったため、エチオ

ピア国内において使用実績がある India Mark II を現地業者の推薦により採用した（出所：JICA 提供資料、

案件受注会社及び、実施機関へのヒアリング調査）。 
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郡水事務所の修理への対応状況については、表 6 に示したとおり、本調査の対象となっ

た 21WASHCO のうち、6 WASHCO が過去 6 か月に故障を経験しており、殆どの修理を郡

水事務所が担当している37。 

このほかに、郡水事務所は、施設の消毒を含む水質検査の実施や WASHCO 向けの各種

研修事業の実施も求められていたが、予算及び人材不足のため実践率は高くない38。また、

WASHCO 向けの研修の実施については、ソフトコンポーネント実施以降、予算や人材不

足を理由に研修は行われていない。 

以上の点から、施設維持管理に対する郡水事務所の関与は認められるものの、修理技術

及びモニタリングや啓蒙活動をはじめとする WASHCO 向け研修の実践力に更なる強化・

改善の余地が認められた。 

 

(3) WASHCO 

施設を操業するための基本的な技術力及び組織マネジメントスキルが求められていた。

実際には下表のとおり質問票に回答した稼働施設を有する 14WASHCO（有効回答）の殆

どが施設の日常点検、必要に応じたハンドポンプのチェーンの交換や湧水利用施設のパイ

プ及びバルブの交換の実施、点検実施後の操業記録の作成を行っている。また、これら

WASHCO の殆ど行動計画を策定し、同計画に基づいた活動を実施している（表 8）。以上

の点から、基本的な組織運営力は有していると判断できる。 

 

表 8 WASHCO の活動状況 

WASHCO 活動項目 回答 WASHCO % 

WASHCO 行動計画策定 12 86% 

WASHCO 行動計画実施 11 79% 

モニタリングチェックリスト使用 7 50% 

操業記録 11 79% 

施設の点検 11 79% 

財務関連マニュアルの使用 6 43% 

フィールドマニュアル使用 5 36% 

出所：受益者調査結果 

 

 

                                                   
37 India Mark II に関しては、技術的な問題から施設修理には郡水事務所の介入が必要とされることが多い

が、新生の郡では、修理工具の不足及び修理スキルの不足により適時の対応が困難となっており、県水事

務所または民間業者が修理支援を行っている（出所：WASHCO への質問票調査及びヒアリング調査結果）。 
38 質問票調査では、本事業で建設された湧水施設を管理する 2郡水事務所及び浅井戸を管理する 9事務所

から質問票を回収したが、前者の水質検査及び消毒措置の実施実績はゼロ、後者に関しては、3 事務所に

おいて実績が確認できた。その 3 事務所では、塩素注入による消毒のみ実施、残る郡事務所の実施実績は

皆無（出所：受益者調査結果）。 
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（4） SWWCE 

資機材の点検及び補修・修理などの維持管理能力が求められていた。本事業で供給され

た資機材の現在の使用状況は以下のとおり（表 9）。調達された資機材のうち、SWWCE の

所管業務外の機材が含まれており専門家が不在である、技術不足等の理由から不使用とな

っている一部の機材を除き39、全て使用されており稼働状況も良好である。カーゴトラック

1 台は、州水資源開発局が使用している。 

以上の点から、SWWCE は機材の点検・保守・修理を行うに足る技術水準にあると考えら

れる。 

 

表 9 本事業による調達資機材数と SWWCE による使用状況 

機材名 調達数 使用数 

トラック搭載式井戸掘削機 2 台 2 台 

エアコンプレッサー搭載トラック 2 台 2 台 

カーゴトラック 2 台 1 台 

クレーン付きトラック 2 台 2 台 

ダンプトラック 2 台 2 台 
井戸掘削用機材（付属品ツール） 2 セット 2 セット 

電気検層器 1 台 未使用 

携帯用恒温器 2 台 未使用 

水質試験試薬 1 式 未使用 

        出所：SWWCE への聞き取り調査結果 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

(1) 州水資源開発局 

年間予算は 615 百万 Birr （116 百万円：2011/2012）、投資支出は 522 百万 Birr （98 百

万円：2011/2012）であった40。2009 年以降、組織再編のため、維持管理部は解散し、飲料

水供給スキーム・管理部になり、予算内訳の情報は入手できなかった。よって、施設の維

持管理に必要な財源の有無は判断ができない。 

 

(2) 郡水事務所 

調査対象となった 6 郡水事務所の水部門の詳細な年間予算は確認できなかったが、エネ

ルギー部門及び工業部門を含む当該事務所全体の年間予算は、年々増加の傾向にあること

がわかった41。支出の内訳は、人件費、現場手当等、事務所経費、維持管理費（車両、機材

等）、材料費、労務費であり、WASHCO 向け研修事業、技術的助言、モニタリング等の郡水

                                                   
39 SWWCE の業務に関連しない資材としては、電気検層器、水質試験試薬が含まれる（出所：水資源開発

局及び SWWCE へのヒアリング調査結果）。BD 調査時点で、調達機材は、州水資源開発局を経て州給水施

設建設公社に引き渡される計画が立てられており、機材の使用開始以降、公社側に機材が引き渡されてい

る。上記の未使用となっている資機材は、元来水資源開発局が使用を予定していたものであるが、公社へ

の引き渡し時に、他機材と共に引き渡されたものと考えられる。 
40 事後評価時点（2013 年 7 月）の為替レート 1Birr=5.29 円に基づいて計算。 
41 出所：受益者調査結果 
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事務所の業務に係る費用は「現場手当」及び「維持管理費」に含まれる42。2011/2012 年度

の支出内訳が確認できた 4 郡水事務所では、人件費への支出が予算の 8 割以上を占めてお

り、給水施設の維持管理及びモニタリングに充てられる費用は全体のわずか 7%に留まって

いる。したがって、コミュニティの施設運営維持管理を支援する行政機関としての任務を

遂行するには十分な予算措置とはいえない。 

 

(3) WASHCO 

稼働施設を有する 14WASHCO のうち全施設が定額制定額性または従量制を採用し、住

民から定期的に料金を徴収している43。料金体系については、計画時に設定された 1～3 

Birr/月を達成しているのは従量制採用分を含めて、11WASHCO（85%）であった44。水料

金回収率についての問いに関しては、14WASHCO のうち無回答の 1WASHCO を除き、

8WASCHO（62%）が「徴収率は 80%以上」と回答しており、水料金が継続的に徴収され

ていることを確認した。住民から徴収したお金は、積立金としてプールされ、修理時に発

生する労賃、スペアパーツ代金、交通費に充てられている。修理費用は積立金で原則賄う

ことになっているが、不足が生じた場合には住民から追徴している。WASHCO へのヒア

リング調査では、料金不足が生じた際の追徴には時間を要することが確認された。 

徴収料金の設定については、本事業で整備された給水施設を利用する 8割以上の世帯（67

／80 世帯）が「妥当な金額設定」または「安い」と回答していることから、住民の生活基

準に沿った料金が設定されているといえる。また、殆どの世帯（72／80 世帯）が施設の機

能改善に必要な追加費用の支出に賛成している。他方、WASHCO から郡水事務所及び住

民への収支報告については、稼働施設を管理する 14WASHCO の 8 割程度が実施している

が、帳簿を作成しているのは 5／14WASHCO（36%）と少なく、WASHCO の銀行口座に貯

蓄金を預金している WASHCO は半数に留まっている45。 

以上の点から、稼働施設を管理する WASHCO においては、財務管理において一部問題

はみられるが、基本的な維持管理を実施していくための財務能力は有しているといえる。 

 

(4) SWWCE 

計画時と同様、利益を計上しており、黒字経営となっている（表 10）。この利益で資機

材の運営維持管理費用、職員の給料、スペアパーツ購入費用等すべてを賄っている。よっ

て、必要な財源は十分にあり、資機材の運営維持管理を行う上で問題はないといえる。な

お、同州が 2009/2010から 2010/2011の間に収支/利益が大幅に増加した理由として、2007/08

から 2008/09 の間に井戸建設数の大幅に増加したことが挙げられる（表 11）。 

                                                   
42 出所：事後評価時の郡水事務所へのヒアリング調査結果 
43 内訳は、水料金として徴収しているのは、7／14WASHCO、管理費としての徴収が 7／14WASHCO（出

所：受益者調査結果）。 
44 無回答であった 1WASHCO を除く。 

45 約半数（6／14WASHCO）が会計係の家に貯蓄金を保管していた（出所：受益者調査結果）。 



 

 20 

 

表 10 SWWCE の収支及び利益 
項目/年 2008/2009 2009/2010 

収支 37 百万 Birr 165 百万 Birr 
利益 0.1 百万 Birr 1.5 百万 Birr 

       出典：SWWCE 提供資料 

 

表 11 南部州の所有する掘削機材数、井戸建設数の推移 

項目/年 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
稼働井戸掘削機数（台） 6 3 7 7 6 6 
井戸建設全数（箇所） 71 8 60 56 21 34 

井戸建設数 / 台 11.8 2.67 8.57 8 3.5 5.67 

出所：SWWCE 提供資料、ヒアリング調査結果 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

(1) 給水施設の運営・維持管理の状況 

 本事業で建設した給水施設の非稼働率は、34%（76／225）で、同国全体の平均 35% （2010）

と同等レベルだが、南部諸民族州平均 25%（2010）と比較し、高い値になっている46。サイ

ト踏査を実施した 25 ハンドポンプ付浅井戸施設のうち、ハンドポンプ形式別の非稼働率は

Afridev ハンドポンプ施設 25% （4／16 施設）及び India Mark II ハンドポンプ施設 56%（5

／9）であった47。修理内容の多くはパイプの交換またはパイプの組み立て部品の交換、水

道管（塩化ビニル樹脂製）の交換、チェーンの交換、シールの交換である。非稼働率が高

い要因として、以下の点が挙げられる。 

 

・ 行政区の変更により新しく郡が設置されているが、職員数の不足、修理工具の不足、

技術力の不足から管轄郡内の給水施設の修理に対応できない。 

・ India Mark II に関しては修理にチェーンブロックをはじめ特殊な工具を必要とするこ

とから郡の関与が必要となっているが、新生の郡などでは同工具を装備していないと

ころもあり修理対応に支障を来している。郡に修理技術が伴わない場合、県または州

に修理支援を要請することになるため、修理対応に時間を要する48。 

・ 技術協力プロジェクト「給水技術改善計画」の成果として、同州にスペアパーツ店を 7

店舗開店させることができ、郡及び県レベルのスペアパーツ調達が容易になった。し

かし、これらの店では India Mark II のスペアパーツの在庫は Afridev や Afrideep などの

在庫と比べて十分でなく、納品に時間がかかる。また、新設のパーツ店では品揃え自

体が少ない。 

                                                   
46 同国平均非稼働率及び南部諸民族州の非稼働率の出典は Universal Access Plan 改訂版 2011、水エネル

ギー省。本事業で建設された施設の非稼働率の内訳は、ハンドポンプ付き浅井戸が、67／201 施設、湧水

利用施設が 9／24 施設（出所：現地調査結果）。 

47 インド製の浅井戸ポンプ（最大揚程 40m）。本ポンプはエチオピア国のみならず、周辺アフリカ諸国に

おいても広く普及している（出典：BD 調査報告書(2005)）。 
48 Afridev 製ハンドポンプはコミュニティレベルで修理可能（出典：JICA 提供資料）。 
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 ヒアリング調査を実施した 21 郡水事務所のうち、モニタリング人員の不足、交通手段

及び活動予算の不足、及びサイトの立地条件の問題から、施設のモニタリングを実施

しているのは半数に留まっており、施設の不具合の早期発見が難しい。 

 コミュニティにおいて修理代金の徴収に時間を要する。 

 

なお、本事業の対象 18 郡のうち 5 郡が 2007 年から 2011 年の 4 年間同州で実施された「技

術協力プロジェクト：南部諸民族州給水技術改善計画（WAS-CAP）」の支援対象郡に含まれ

ており、これら 5 郡の非稼働率は 28%（21／75 施設）と 225 施設全体の非稼働率 34%を 6%  

下回っている。同技術協力プロジェクト期間中に実施された部品調達網の整備及び本事業

期間中の WASHCO への技術研修の実施により施設維持管理体制の強化が図られ、高稼働率

の維持に結び付いたと考えられる。 

 

(2) 調達機材の運営・維持管理の状況 

 本事業で供給された資機材は州水資源開発局に納入された後、SWWCE で管理されていた

が、電気検層器、分析用試薬類、携帯用インキュベーターの 3 つの機材に関しては、事後

評価時点での使用は認められなかった。関係者へのヒアリング調査では、適切に機材を使

用できる専門家の不在や、給水施設の実施計画の策定やサイト選定の責務を負っている州

水管理局ではなく、掘削機材を管理する SWWCE に調達機材一式が保管されたことが未使

用の理由として挙げられた49。 

 その他の調達機材については、調達後継続的な利用が確認されており、保守・点検など

の維持管理も行き届いている。 

 

以上より、本事業の維持管理は、郡水事務所の人員体制、技術及び財務、WASHCO の財

務状況に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、南部諸民族州 10 県 14 郡 106 村において、対象地域の住民に安全な水を供給

することを目的とし、給水施設の建設及び給水施設を持続的に運営維持管理するための水

衛生管理委員会を設置した。本事業の目的は、同国の国家開発政策及び開発ニーズ、更に

日本が掲げる ODA 援助政策と高い整合性を有している。本事業による給水人口の増加につ

いては、稼働率が 66%となったことを受け目標値の 61％の達成に留まっている。しかし、

施設利用世帯では水因性疾病患者数の減少や、水汲み労働の軽減による生活時間の有効活

用の機会の増加がみられるなど、本事業の実施により想定された効果が発現しているため、

                                                   
49 州水資源開発局水質検査チームでは、給水施設建設前に水質検査試薬及び携帯用恒温器を用い、水質

測定を実施する（出所：SWWCE へのヒアリング調査結果）。 
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有効性・インパクトは中程度である。事業費については、計画内に収まったものの、事業

期間は機材搬入道路の流失や地滑りに伴う交通遮断及び紛争の影響により、計画を上回っ

た。よって、効率性は中程度である。さらに、施設の運営・維持管理については、現在、

建設された施設の 66%が稼働しているが、維持管理の中心的な役割を担う郡水事務所の人

員体制、維持管理技術及び財務能力について依然改善の余地が認められたため効果の持続

性は中程度と判断した。 

 以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

(1) 施設稼働率の向上 

本事業で整備した給水施設のうち、Afridev 製のポンプの補修は比較的容易であり、

WASHCO レベルでも対応が可能であるが、India Mark II の修理に関しては、チェーンブロ

ックをはじめ特殊な器具が必要とされる。よって、工具を具備していない郡事務所では対

応できないことが多い。また、誕生してまもない新しい郡の中には技術力をはじめ維持管

理体制を実施していくための体制が十分整っておらず、技術不足、リソース不足等の理由

から故障対応が十分行われていないところもある。さらに、近年県や郡レベルにスペアパ

ーツ店が開店しているが、India Mark II の部品の在庫は他のポンプの在庫と比べ少なく、開

店後間もない店によっては部品の品揃え自体限られており、こうした在庫不足がダウンタ

イムを長期化させる一因ともなっている。 

以上の点に鑑み、今後迅速かつ適切に修理を実施し稼働率を向上させていくためには、

州水資源開発局を中心に、①郡水事務所に対して India Mark II の修理に必要となる工具を

配備、②施設の修理・補修を担当する郡水事務所に対する修理技術研修の実施、③定期的・

組織的な部品調達を可能にする部品調達網の更なる整備促進が求められる。 

 

(2) 郡水事務所の組織力強化 

郡水事務所は、上記の修理技術だけでなく、問題を早期に発見し故障を未然に防ぐため

の村落巡回モニタリング、継続的な衛生教育、さらには施設の消毒措置の実施など給水施

設の維持管理主体の一つとして様々な活動の実施が求められている。しかし、実際にこれ

らの活動を実施しているのは一部の郡に留まっている。本調査でのヒアリング調査では、

郡事務所の積極的関与を阻害する要因として、人材不足、交通手段の不足、活動資金の不

足が挙げられた。施設の稼働状況を高め、事業実施によって想定された給水人口を維持し

ていくためには、郡事務所の組織力強化が不可欠である。かかる点に鑑み、今後の具体的

な対応策として、①職員の補充、②郡水事務所の役割の周知、③予算措置の強化が挙げら

れる。特に、予算計画の段階で新規施設建設に重点をおいているが、今後は施設の修理・

維持管理の予算確保にも留意すべきである。 
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(3) WASHCO の財務力強化 

ヒアリング調査を実施した WASHCO のうち、施設の稼働非稼働に関わらず全ての村落で

住民から水料金が徴収されており、貯蓄金で修理費用を賄えない場合には、住民から追徴

するなどの措置が講じられている。しかし、定額または従量制による料金支払い後の追徴

は決して容易ではなく、住民からの修理代金の追徴には時間を要することが明らかとなっ

た。WASHCO の大半でキャッシャーが配置されているが、料金徴収後の現金管理簿への記

帳は殆ど行われておらず、積立金の使途及び残高は十分把握できていない。 

以上の点から、施設の異常に迅速に対応し、ダウンタイムを縮減していくためには、日々

行われる住民からの料金徴収後の現金管理を徹底し、WASHCO が施設の補修・修繕に必要

な貯蓄金を常時保有していけるようWASHCOの財務能力を強化していく必要がある。なお、

現在の料金設定では修理が賄いきれない場合、水料金の料金体系を変更することも検討さ

れるべきである。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

 特になし。 

 

4.3 教訓 

(1) 必要工具及びスペアパーツの配備徹底 

本事業では、第 1 期工事においては、施設維持管理に必要となる基本的な工具やスペア

パーツが施工会社から県事務所経由で郡水事務所に配布される計画が立てられていた。し

かし、施設引き渡し後 1 年を経っても工具を受領していない郡があるなど配布が徹底され

ておらず、施設の維持管理に支障をきたしていた。こうした問題を解決すべく、第 2 期工

事においては、工具の納入先を郡に変更するなどの手段が講じられた。 

工具やスペアパーツは日常的に施設の維持管理を行っていく上で不可欠である。よって、

類似案件において、工具や基本的なスペアパーツを調達・配布する場合には、修理担当主

体50が施設の維持管理を実施していく段階でそれらの工具が利用できるよう、早急な調達・

配布を促していく必要がある。 

 

(2) 調達機材の有効活用 

本事業実施により調達された掘削資機材の大半が、当初から利用者として計画されてい

た SWWCE によって利用され、適切に維持管理が行われていることを本調査においても確

認した。しかし、調達資機材のうち、本来納入先が保管すべき電気検層器や水質検査用な

どの資機材も、第 2 期瑕疵検査調査以降に、掘削機などの機材と同時に SWWCE に引き渡

されており、SWWCE 内での専門家の不在や所管業務との不一致を理由に、これらの機材に

ついては未使用の状態で残されていた。 

                                                   
50 本事業の場合、郡水事務所が修理担当主体となる。 



 

 24 

調達した機材を有効活用していくためには、本来それらの機材の使用を予定・計画して

いる機関での適切な保管と維持管理を徹底していく必要がある。 

 

以上 

 

 

 


