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事業事前評価表 

 

国際協力機構 地球環境部 水資源第一課 

１．案件名                                                 

 国 名： カンボジア国 

 案件名： 和名  水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ３ 

 英名  Project on Capacity Building for Water Supply System (Phase 3) 

 

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における上水道セクターの現状と課題 

カンボジア国では内戦中に極度に悪化した上水道施設を改善すべく、上水道セ

クターにおいてこれまで様々な支援が行われてきた。1993 年に我が国の支援によ

り「プノンペン市上水道整備計画」が策定され、同計画を基に我が国及び他ドナー

は上水道施設を集中的に整備した。また、同市の水道事業運営を担うプノンペン

水道公社(Phnom Penh Water Supply Authority、以下 PPWSA)は 1996 年に公社化

され、自らの裁量により独立採算で水道事業を行うことが可能となった。公社化に

より、料金収入の増加につながる施設更新・拡張やサービスの改善、さらには経

営の効率化に向けたインセンティブが高まり、資金協力による施設整備や我が国

が 2003 年から 2006 年にかけて実施した水道事業人材育成プロジェクト（PPWSA

職員の技術能力強化を目指したもの、以下フェーズ 1）の成果と相まって、PPWSA

は給水普及率の向上（1993 年時 25％から 2006 年時 90％）、24 時間給水の実現、

（1993 年時 10 時間から 2006 年時 24 時間）、無収水率の削減（1993 年時 72％か

ら 2006 年時 8％）、黒字化（料金収入に対する運営コストの割合が 1993 年時 150%

から2006年時40%）等を達成し、アジアにおける最良の水道事業体の一つとなって

いる。 

一方で、プノンペン市以外の地方都市の公営水道事業体の給水能力は依然と

して低く、国民全体に安全な水が行き渡っていない。そのためカンボジア国政府は、

2006 年に策定した国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan（以下

NSDP）：2006～2010 年、その後 2013 年まで延長）の中で、都市部での安全な飲料

水へのアクセス率を 2005 年の 35％から 2015 年までに 80％まで引き上げることを

目標としている。 

 我が国は、同目標に貢献すべく、PPWSA の成功事例を地方都市の公営水道事

業体へ展開する方針のもと、協力を行ってきた。無償資金協力による浄水場整備

を実施したシェムリアップ、及びアジア開発銀行（ADB）、世界銀行（WB）の融資に

より上水道施設の整備・更新が行われたバッタンバン、カンポット、コンポンチャム、

コンポントム、プルサット、スバイリエン、シハヌークビル、合計 8 州都の公営水道

技プロ用 
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事業体において、上水道施設の運転・維持管理能力の向上を目的とした技術協力

プロジェクト「水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ 2」(以下フェーズ 2)を 2007 年

5 月から 2012 年 3 月まで実施した。施設整備と職員の技術的能力の向上という一

体的な支援の結果、一定レベルでの上水道施設の運転は可能となったが、地方

都市の上水道を管轄する鉱工業・エネルギー省（Ministry of Industry, Mine and 

Energy、以下 MIME）によれば、安全な水にアクセス可能な都市部人口は 2010 年

実績で 58.6％程度と依然低位に留まっている。 

今後安全な水へのアクセスを向上し、それを持続的なものとしていく為にも、

PPWSA の成功事例に倣い、公営水道事業体を公社化し、給水サービスの拡充と

経営効率化に向けたインセンティブが働くようにすることが望ましいが、現在の地

方公営水道事業体は MIME 傘下の一部局として存在しており、独立した経営権を

有していない。MIME 及び公社を財務面から監督する立場にある経済財務省

（Ministry of Economy and Finance、以下 MEF）も、将来的に地方公営水道事業体

を公社化させたい意向を強く持っている。しかし、地方公営水道事業体の多くは、

料金収入と運営コストさえ十分に把握していないため（顧客台帳や資産台帳は未

整備）、カンボジアにおける標準的な会計基準（カンボジア会計基準：CAS）に従っ

た作成が義務付けられている財務諸表は適切に作成されておらず、ましてや施設

及び設備の中長期的な整備・更新計画等も策定していないことから、将来の公社

化に向けた段階的な能力強化が不可欠である。こうした能力強化は、本来 MIME

による経営管理計画の策定指導や審査、実施状況のモニタリング等を通じてなさ

れるべきであるが、MIME 自体の能力が不足している。 

なお、8 州都の水道事業体のうち、唯一シェムリアップが 2007 年に公社化されて

おり、円借款による施設拡張が予定されていることから独立採算制のもと料金収

入から借入金を返済しつつ、健全な財務状況を維持できる経営判断能力 1 の強化

が求められている。 

以上の状況から、2010 年 8 月にカンボジア国政府は我が国に対して、水道事業

体の将来的な公社化を念頭に、上水道施設や設備の適時適切な整備及び更新、

財務状況の的確な把握と健全化、組織や人材育成に必要な施策の導入といった

水道事業経営に関する事項の判断能力向上による安定した水道事業経営を目的

とする技術協力プロジェクトの実施を要請してきた。 

 

（2）当該国における上水道セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

 カンボジアでは、国家開発戦略として、2004 年に「四辺形戦略」を、2008 年に「四

                                                  
1 本事業において「経営判断能力」とは、安全な水を提供するという水道事業体のミッションを継続的に遂行する

ために、設備改修や整備のために資金が必要となる時期、対象施設/設備、予算額を特定して資金調達の方法を

検討し、最適な投資計画（シナリオ）を選定する能力のことを指している。 
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辺形戦略フェーズ２」を定めた。これは、四辺形の中心にグッドガバナンス（汚職撲

滅、法・司法改革、行財政改革、国軍改革）を置き、その戦略の四辺として、農業

分野の強化、インフラの復興と建設、民間セクター開発と雇用創出、能力構築と人

材開発を掲げている。このうち上水道分野は、「インフラの復興と建設」に位置付け

られており、今後 20 年間で全ての国民に対して清潔で安全な水を供給すること及

び水系疾患から守ることを目標に掲げている。また、四辺形戦略に基づき策定さ

れた NSDP では、都市部での安全な飲料水へのアクセス率を 2015 年までに 80％

にすることを目標としている。 

 安全な水を持続的に供給するという水道事業体のミッションの持続的遂行を目指

して、本事業では地方水道事業体が安定した水道経営を行うための経営判断能

力を向上させる。本事業での成果をベースに地方水道事業体が経営を安定させ、

施設を拡張するとともに安全な水を継続的に供給できるようになれば、NSDP の目

標達成にも貢献できる。 

 

（3）上水道セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 我が国の対「カ」国国別援助方針の中で、都市給水は重点分野「社会開発の促

進」の重要な課題の一つとして取り上げられ、協力プログラム「上下水道インフラ

の整備」の中に位置づけられている。  

 これまで我が国はプノンペンにおいて開発調査「プノンペン市上水道整備計画」

（1992-1993 年) により上水道マスタープランの作成、同マスタープランに基づいた

無償資金協力「プノンペン市上水道整備計画」（1993-1994 年)、「第 2 次プノンペン

市上水道整備計画」（1997-1999 年)及び「プンプレック浄水場拡張計画」(2000 年

-2003 年)による施設整備、技術協力プロジェクト「水道事業人材育成プロジェクト」

（2003-2006年）による上水道施設の運転維持管理能力の強化をPPWSAに対して

実施してきた。 

 更に、プノンペンにおける成功事例を地方展開すべく、無償資金協力「シェムリア

ップ上水道整備計画」（2004-2005 年）による施設整備と、技術協力プロジェクト「水

道事業人材育成プロジェクト・フェーズ 2」（2007-2012 年）によって上水道施設の運

転維持管理能力の向上を 8 州都(シェムリアップ、バッタンバン、カンポット、コンポ

ンチャム、コンポントム、プルサット、スバイリエン、シハヌークビル)の公営水道事

業体を対象として図ってきた。 

 その他のこれまでの我が国の協力は以下のとおり。 

・開発調査：「プノンペン市上水道整備計画（フェーズ２）」（2004-2006 年） 

・有償資金協力：「ニロート上水道整備事業」(2009-現在実施中) 

・開発調査：「シェムリアップ上水道整備計画調査」(1996-2000 年) 
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（4）他の援助機関の対応 

 ADB は「地方都市改善プロジェクト」（2000-06 年）により、6 州都（バッタンバン、

カンポット、コンポンチャム、コンポントム、プルサット、スバイリエン）の上水道施設

の整備を行った。また WB は「都市給水プロジェクト」（1998-2003 年）により、シハヌ

ー ク ビ ル の 上 水 道 施 設 の 改 善 を 行 っ た 。 さ ら に 、 国 連 人 間 居 住 計 画

（UN-HABITAT）は「メコン川流域水道・衛生改善計画」により、4 州都（プルサット、

コンポンチャム、コンポントム、スバイリエン）で、主に貧困層を対象とした配水管網

の拡張事業を実施中である。 

  

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） 

 本事業は地方の8州都（シェムリアップ、バッタンバン、カンポット、コンポンチャム、

コンポントム、プルサット、スバイリエン、シハヌークビル）において、対象公営水道

事業体(Targeted Provincial Waterworks、以下 TPW)の①経営管理計画策定に必

要な基礎情報整備能力の向上、②経営管理計画の策定能力の向上、③経営管理

計画の実施状況をモニタリングする能力の向上、④人材育成マネジメントを分析す

る能力の向上を行うとともに、⑤公営水道事業体に対する鉱工業エネルギー省

（MIME）のモニタリング、計画審査、財務支援能力の向上を行うことにより、TPW に

よる水道事業経営の安定化を図り、もって TPW の水道サービスの向上に寄与する

ものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

プノンペン及び 8 州都2（シェムリアップ、バッタンバン、カンポット、コンポンチャム、

コンポントム、プルサット、スバイリエン、シハヌークビル） 

（8 州都の人口：約 685 千人（2008 年人口センサス）） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

MIME 水道部（Department of Potable Water Supply、以下 DPWS/MIME）職員及び

TPW 職員 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 11 月～2017 年 10 月（5 年間） 

 

（5）総事業費（日本側） 

                                                  
2本事業では、技プロ・フェーズ 2 で上水道施設の運転維持管理能力が向上した 8 州都を対象として、安定した水

道事業の経営に資する支援を行う。 
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4.3 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

DPWS/MIME 及び TPW 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

【専門家】 

・長期専門家：チーフアドバイザー／顧客情報整備、業務調整／モニタリング 

・短期専門家：8 分野（会計基準、資産情報整備、施設更新/運転維持管理計画、

拡張整備計画、財政計画、計画審査（施設計画）、計画審査（財政）、人材育成

マネジメント） 

【研修】 

・本邦研修：情報整備（顧客・資産）、施設更新/運転維持管理計画、拡張整備計

画、財政計画等の各分野を想定 

・第三国研修：ラオス等周辺国での類似プロジェクトとの技術交換 

【供与機材】 

・施設・設備更新用資機材等 

【その他】 

・在外事業強化費 

   -ローカルコンサルタント： 

顧客台帳、資産台帳整備、会計基準、人材育成マネジメントの各分野で

日本人短期専門家の活動を支援。PPWSA、MEF 傘下の研修機関、民間

のコンサルタントや NGO 等の活用を想定。 

 

2）カンボジア側 

・カウンターパートの配置 

・プロジェクト事務所スペースと設備の提供 

・プロジェクト活動に必要な情報やデータの提供 

・プロジェクト活動に必要な費用 

 

（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 

①カテゴリ分類（A,B,C を記載）： C 

②カテゴリ分類の根拠： 本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けや
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すい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判断される

ため。 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 水道料金の値上げが行われた場合は、既に水道を接続している貧困層への

負担が増加する可能性がある。したがって、料金値上げの際には、水道使用量

の少ない貧困層への負担を軽減する従量制の導入が可能か検討するとともに、

MIME、各州の鉱工業エネルギー局（DIME）、TPW およびその他関係機関が住

民へ十分な説明を行い、理解を得る必要がある。 

 

（9）関連する援助活動 

1） 我が国の援助活動 

・無償資金協力「地方州都における配水管改修及び拡張計画」（現在、本体事業

を実施中）及び「地方上水道拡張整備計画準備調査」（現在、協力準備調査を

実施中）により、8 州都のうちバッタンバン、コンポンチャム、プルサット、シハヌ

ークビルの上水道施設の改修・拡張や新設が実施される予定。また有償資金

協力「シェムリアップ上水道拡張整備事業」（2012 年 L/A 調印）により、シェム

リアップの上水道施設が拡張される予定。これら資金協力による施設整備は、

TPW の安定した水道事業経営に大きく貢献することから、本事業と一体的に

実施し、TPW の将来的な公社化を支援する。また、既に公社化されているシェ

ムリアップにおいては、円借款の債務管理を含む財務運営を支援する。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

・ADB は「都市給水・衛生プロジェクト」の実施を検討している。具体的には複数

の地方都市を対象とした調査を 2012 年中に開始し、この結果を踏まえて 2014

年以降に給水・衛生施設の整備に要する 2,700 万ドルの借款を供与するもの。

なお ADB は、過去の「地方都市改善プロジェクト」で整備された上水道施設の

一部に不具合が生じていることを認識しており、当該プロジェクトによる施設改

修も想定している。施設改修によって浄水場の安定的な運転が期待されること

から、本事業では資産台帳の整備過程で施設や設備の不具合を把握し、それ

を ADB に情報提供することで適切に施設更新がなされるよう連携する。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

TPW において、プロジェクト開始当初に比べて水道サービスが向上する。 
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【指標】 

1. TPW による給水率3が改善する。 

2. TPW による給水時間4が改善する。 

 

2）プロジェクト目標： 

TPW において、プロジェクト開始当初に比べて安定して水道事業を経営することが

できる 

【指標】 

TPW の業務指標（PI）がプロジェクト開始当初と比較して改善している5 

  

3）成果及び活動 

成果 1：TPW において、10 カ年経営管理計画6策定に必要な基礎情報を整備する

能力が向上する 

【指標】 

 1-1 顧客台帳に最新情報が定期的に反映されている 

 1-2 資産台帳に最新情報が定期的に反映されている 

 1-3 カンボジア会計基準に準拠した財務諸表が毎年作成されるようになる 

【活動】 

TPW において、顧客台帳及び資産台帳の整備を行うとともに、カンボジア会計基

準に沿った財務諸表を毎年作成するための OJT を実施する。 

 

成果 2：TPW において、施設計画を含めた 10 カ年経営管理計画の策定能力が向

上する 

【指標】 

 2-1 TPW が 10 カ年経営管理計画を策定・更新できるようになる 

 2-2 10 カ年経営管理計画を策定した TPW によって、計画策定に関するセミナー

が開催される 

【活動】 

TPW において、施設・設備更新の費用支出計画、施設の拡張・整備計画、運転維

持管理の費用支出計画の策定、及びそれらを実現するための財務計画から構成

される10カ年経営管理計画と年次計画を策定した後に、計画策定に関する経験を

                                                  
3 目標値については、協力開始後にプロジェクト内で協議し、合同調整委員会（JCC）で決定する。 
4 上記 3 に同じ 
5 対象とする PI 項目(現時点において 1000 接続あたりの職員数、営業活動比率等を想定)、ベースライン値は、プ

ロジェクト開始後半年を目途に設定する。目標値は活動中の PI のモニタリング結果を踏まえつつ、TPW ごとに設

定するかどうかも含めてプロジェクト内で協議し、JCC で決定する。 
6 施設・設備更新の費用支出計画、施設の拡張・整備計画、運転維持管理の費用支出計画の策定、及びそれら

を実現するための財務計画から構成される。 
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共有するためのセミナーを開催する。 

 

成果 3：TPW において、10 カ年経営管理計画の実施状況を定期的にモニタリング

する能力が向上する 

【指標】 

 3-1 TPW から MIME へ提出する定期報告書に、10 カ年経営管理計画の実施状

況が記載されている 

【活動】 

成果 2 で策定された 10 カ年経営管理計画及び年次計画の実績を確認／分析した

上で、結果を MIME に定期的に報告するとともに、同計画へのフィードバックを図

る。 

 

成果4：MIMEにおいて、TPWに対する経営状態のモニタリング、計画審査、財務支

援 7 に関する能力が向上する 

【指標】 

 4-1 TPW が、業務指標（PI）のモニタリング結果を MIME に定期的に報告してい

る 

 4-2 MIME が、TPW から提出された PI のモニタリング結果を妥当かどうか判断で

きるようになる 8 

 4-3 MIME が、TPW の 10 カ年経営管理計画及び年次計画が実現可能かどうか

判断できるようになる 9 

 4-4 MIME が、MIME や公営水道事業の将来のあり方に関する提言を取りまとめ

る 

【活動】 

MIME において業務指標（PI）を特定し、TPW から定期的に PI の実績を報告するよ

うモニタリングする。また TPW が策定した 10 カ年経営管理計画や年次計画を

MIME においてレビューするとともに、同計画に基づく資金調達を支援する。さらに

将来の MIME のあり方や公社化を含む公営水道事業のあり方を検討する。 

 

成果 5：TPW において、人材育成マネジメントやその改善策を分析する能力が向上

する 

【指標】 
                                                  
7 ここでいう財務支援とは公社化するまでの間、TPW が策定した 10 カ年経営管理計画をもとに MIME が TPW 全

体における優先事業を判断しドナーや MEF からの資金確保の支援を行うこと等を想定する。 
8 現時点では、プロジェクト専門家による評価や MIME による自己評価などに基づき、当該能力の変容度合いを評

価することを想定。またプロジェクト開始後に、より客観的な評価が可能な指標の導入について検討することを想

定。 
9 上記に同じ 
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 5-1 望ましい組織となるために、TPW が実施すべき人材育成マネジメントと現状

とのギャップ分析の結果を取りまとめている 

 5-2 望ましい組織となるために、TPW が実施すべき人材育成マネジメントと現状

とのギャップを充足するための方策を特定している 

【活動】 

TPW において、望ましい組織の将来像を議論した後に、その実現に向けて現状と

のギャップを埋めるための方策を特定する。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・プロジェクトデザイン 

 本事業では、TPW の公社化を念頭におき、経営判断能力の向上を通し、安定し

た水道事業経営を行えるようになることを目的としている。ここでいう「経営判断能

力」とは、安全な水を提供するという水道事業体のミッションを継続的に遂行する

ために、設備改修や整備に必要な技術・知識の他に、資金が必要となる時期、対

象施設/設備、予算額を特定して資金調達の方法を検討し、最適な投資計画（シナ

リオ）を選定する能力のことを指している。さらに人材マネジメント面では水道事業

体の事業方針や戦略面からどのような人材を育成あるいは雇用すべきかを判断

できる能力を指している。 

 プロジェクト目標で設定されている「安定的な水道事業経営」のために、本事業で

は、5 つの成果（アウトプット）を設定した。財政計画に関しては PDCA サイクルのう

ち、P（計画）-C（モニタリングと評価）-A（計画見直し）に焦点を当てた内容となって

いる。「成果 1：10 カ年経営管理計画策定のための基礎情報整備の能力向上」で

は、計画策定に必要不可欠な情報整備を行い、「成果 2：10 カ年経営管理計画の

策定能力向上」では、計画策定（P）を行い、「成果 3：10 カ年経営管理の計画実施

状況のモニタリング能力向上」では、実施状況をモニタリングし、結果を計画改定

につなげる能力を向上させる（C）。また人材マネジメント面を強化するために、「成

果 5：人材育成マネジメントやその改善策を分析する能力の向上」の中で人材マネ

ジメントに関して、現状把握・分析-改善案の考案能力を強化する予定である。 

 また、「成果 4：MIME のモニタリング、計画審査、財政支援能力の向上」では

MIME と地方公営水道局のあるべき姿、すなわち将来的な公社化に向けた検討を

行う。上記以外に必要な活動がある場合は追加の実施も想定する。 

さらに、地方公営水道事業体のパフォーマンスを監督する立場にある MIME の

能力を強化することによって、地方公営水道事業体のパフォーマンスのチェック機

能・体制を強化する。 

本事業においてはフェーズ 2 同様にローカルコンサルタントとして PPWSA のリソ

ースを最大限活用することとする。 
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（2）その他インパクト 

 本事業の実施によって、TPW の経営判断能力を向上させ、公社化に向けて安定

した水道事業経営を行えるようになることを目指すが、同時に我が国の資金協力

（有償・無償）による上水道施設の拡張や、ADB による既存施設の改修に加えて、

本事業で各 TPW が策定する 10 カ年経営管理計画に基づき TPW が自己資金で行

う施設の拡張などによって、未給水地区へ安全な水を安定して供給するための施

設整備を着実に行う。これらの相乗効果によって、上位目標である TPW による水

道サービスの向上を指向する。さらには給水区域の拡大に伴う接続件数の増加に

よって料金収入が増加し、TPW の経営効率が改善することで財務的健全性の確

保も期待できる。 

 

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 

・TPW の経営層が、水道事業経営に関する能力向上についてコミットメントとリーダ

ーシップを示す 

・ローカルコンサルタント派遣による本事業への協力に関する覚書が JICA と

PPWSA 及び JICA と MEF との間で調印される 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・特になし 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・特になし 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・特になし 

 

６．評価結果                                                

本事業は、カンボジアの開発政策、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                           

 カンボジア国水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ 1 の結果からは、OJT の要素

を多く取り入れ現場に即した技術指導を行うこと、カンボジア人の指導者育成の要素

も取り入れて持続性を担保することが重要であるとの教訓を得ている。その結果、フ
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ェーズ 2 でも同様の手法を取り入れ、技術協力の効果を上げてきた。したがってフェ

ーズ 3 である本プロジェクトでも、同様の手法を念頭に置きながらプロジェクトを進め、

PPWSA 等のローカルコンサルタントを活用する際にも、プノンペンでの講義だけでな

く、現場を訪れ TPW 職員と協働作業するような活動となるよう留意する。 

 さらにフェーズ 2 実施の結果、多くの機関をプロジェクトの対象とする場合、進捗状

況や能力に合わせたグループ分けを行い、グループごとに実施する活動内容を変更

する等、「プロジェクト設計と実施上の工夫が必要である」との教訓が得られている。

本プロジェクトでも対象機関が TPW と DPWS/MIME の合計 9 機関となるため、各機関

の活動の進捗と能力向上度合いを中間レビュー等で検証し、その結果に合わせて、

フェーズ 2 同様にグループ分けを行い、それぞれの投入レベルの調整を検討するな

ど、工夫が必要である。 

 またフェーズ2の終了時評価報告書では、「特定技術分野の能力向上を始める前に

カウンターパートの基礎能力を把握すること」も得られた教訓として挙げられており、

「基礎能力のレベルに応じて、指標の達成レベルを検討すること、あるいは補完的な

研修を導入するなど工夫が必要」と述べられている。本事業でもプロジェクト開始当

初に現況調査を実施する過程でカウンターパート組織と職員の基礎能力レベルを把

握する予定である。その結果によって、その後の協力内容の調整を行う。 

 

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 ヶ月以内 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 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


