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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： ラオス人民民主共和国 

 案件名： 和名 「水道公社事業管理能力向上プロジェクト」 

英名”The Capacity Development Project for Improvement of Management 

Ability of Water Supply Authorities” 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における都市水道セクターの現状と課題 

ラオス国では、1999 年に出された首相令により、2020 年までに都市人口の 8 割に対し

て 24 時間の安全で安定的な都市給水を行うことを目標としている。また、2015 年までに

67％の都市人口への24時間給水を目指している。JICAは、上記首相令を受けた水道施

設の拡充に対応できる技術人材を育成するため、2003 年から 2006 年まで技術協力プロ

ジェクトを通じた研修強化支援を行い、その結果主要水道施設においては一定レベルで

の運転が可能な状況となっている。しかしながら、目標水道普及率の達成には未だ遠い

状況であり、2010 年の都市における水道普及率は 55％にとどまっている。 

今後、国が掲げる目標値を達成するためには、水道施設のさらなる拡張・更新、その

ための事業運営の効率化を通じた投資資金の確保が必要となっている。事業運営の効

率化に向けて、1999 年の首相令は水道公社に対し、施設の維持管理等に係るコストを

賄いつつ、短期計画（3 カ年のローリング事業計画）に基づき効率的かつ独立採算での

経営を行うよう義務付けているほか、2010 年には公共事業運輸省（MPWT）内の水道規

制室（WASRO）が、水道公社のサービス状況を数値化した業務指標1について、毎年の

目標設定とモニタリング及び報告を各水道公社に課し、水道普及率等の所与の国家目

標を目指した事業実施を促進している。 

このように短期的な計画策定とモニタリングの枠組みは整備されたものの、①自力で

は短期計画を策定できない、②ドナーの支援により短期計画を策定したもののそれを自

ら更新できない、③短期計画はおろか年間予算計画すら作成していない、といった水道

公社がまだまだ多く、さらに短期計画は策定したものの、業務指標とそれに基づくモニタ

リングが計画と関連づけられていないというケースもあり、実効性に乏しい枠組みとなっ

ている。 

                                                  
1 WASRO は 2010 年「水道のサービス・パフォーマンス・ターゲット及びサービス・レベルの規制モニタリングに係るガイドラ

イン(以下「規制ガイドライン」)」にて、9 項目指標（水道普及率、水質、給水時間、水圧、断水、料金支払いと使用水量の

測定、キャッシュフロー、顧客対応、漏水）のターゲットを決め、毎年県水道公社から目標値と結果、改善するためのアク

ションプランを WASRO と県政府公共事業運輸局（DPWT）へレポートするよう指示している。当事業の中で、当ガイドライン

の改訂を予定しており、単年の業務指標数値やアクションプランだけでなく、財源に基づいた中長期の水道事業計画に基

づきモニタリングする仕組みを導入することで、長期的な国家政策との整合性を国政府や県政府がモニタリング・承認・管

理することが可能となる。 

技プロ用 
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さらには、水道施設の拡張・更新に必要な、中長期的な水需要予測や財務収支見通し

に基づく事業計画の策定とモニタリングは、MPWT による制度化すらされておらず、現に

ほとんどの水道公社は中長期事業計画を有していない。 

こうした状況では、中長期的な水需要の増とそれに対応したサービス拡充方針が不明

確であるため、水道施設の拡張・更新も場当たり的にならざるを得ず、ある程度精緻な計

画が求められるドナーの支援が得にくい上、短絡的な PPP 事業の導入が長期的に公社

の財政に悪影響を与えることが懸念されている。事業運営の効率化もほとんど進んでお

らず、2009 年には 17 都県の水道公社のうち黒字経営はわずか 4 社のみである。 

今後、ラオス国において、水道施設の拡充と事業運営効率化を真に適正な形で進め

ていくためには、水道公社による中長期的な水需要及び財務収支見通しに基づく事業計

画の導入が不可欠であり、それらを MPWT や DPWT がモニタリングし、事業運営状況を

的確に把握した上で、水道公社に対して経営面・技術面での支援を行っていく体制を構

築する必要がある。 

 

（2）当該国における都市水道セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ラオス国では、1996 年の第 6 回人民革命党大会において、開発目標として「2020 年ま

でに LDC（後発発展途上国）を脱却する」ことが決議された。これを受け、都市水道セクタ

ーでは、公共事業運輸省が 1997 年に策定した「通信・運輸・郵便・建設開発計画 1996～

2020」及び 1999 年の上水道整備に関する首相令において、2020 年までに都市部の水道

普及率を 80％とする開発目標が掲げられた。これらの開発目標を受けて、第 7 次国家社

会経済開発計画(2011～2015)においては、2015 年までに都市人口の 67%が安全な水に

アクセスできることを、経済分野の目標の一つとして挙げている。 

本プロジェクトは、ラオス国の主要な水道事業体である県水道公社の中長期的視野に

基づく事業運営能力の向上を図ることにより、都市部における給水率の増加及び安全な

水供給に寄与するものであり、ラオス国の開発政策に合致している。 

 

（3）当該国における都市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『対ラオス人民民主共和国 国別援助方針』において、「経済・社会インフラ

整備」は援助重点分野と位置づけられており、上水道分野については、バランスの取れ

た経済発展を実現するため、環境と調和した快適な社会構築に資することを目的として

支援を行っていく方針を掲げている。過去の支援実績としては、以下のとおり。 

 2001 年「サバナケット地区上水道施設改善計画」（無償資金協力） 

 2003～2006 年「水道事業体人材育成プロジェクト」（技術協力プロジェクト）。実施

機関は公共事業省水道局及び首都ビエンチャン水道公社 

 2006 年「ビエンチャン市上水道施設拡張計画」（無償資金協力） 

 2006～2008 年「上水道配給水管維持管理技術向上」（草の根技術協力（地域提案

型））。ラオス側実施機関は MPWT、首都ビエンチャン、チャンパサック県、サバナケ

ット県、ルアンプラバン県、カムアン県ン、カムワン県水道公社。日本側実施機関
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はさいたま市水道局） 

 2009 年「地方水道人材育成」（個別専門家派遣） 

 2011 年～2012 年「タケク上水道拡張計画」協力準備調査 

 

（4）他の援助機関の対応 

3.（9）に詳述。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的 

本事業は、ラオス国において、①パイロット水道公社における事業計画策定に必要なデ

ータ管理2強化、②パイロット水道公社における短期・中期・長期事業計画3策定/実施能力

強化、③パイロット水道公社内部及び国レベルでの事業計画モニタリング強化、④以上を

踏まえた水道事業計画技術ガイドライン（以下「技術ガイドライン」）4整備、⑤パイロット以外

の水道公社における事業計画策定を促進するためのメカニズム構築を行うことにより、水

道公社の中長期的視野に基づいた事業管理能力強化の仕組み整備を図るものである。本

事業を通じて、将来、ラオス国の全水道公社が中長期の事業計画に基づいて、施設の拡

張・更新及び給水の安定化を図れるようになり、持続可能な水道体制を実現することに寄

与する。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

首都ビエンチャン、ルアンプラバン県、カムアン県（パイロット水道公社管轄地域）5 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

公共事業運輸省住宅都市計画局（DHUP）、同省水道規制室(WASRO)、首都ビエンチャン

水道公社（附属研修センターを含む）、ルアンプラバン県水道公社、カムアン県水道公社の

                                                  
2 対象となるデータは、送配水管や浄水場等の施設情報、取水量、配水量、水質検査、新規給水管接続、財務情報等を

想定。詳細はプロジェクト内で確認していく。 
3 長期事業計画 は「PI のターゲットを含む 10 カ年戦略計画であり、そのサイクルは国家/県の５カ年計画のサイクルと一

致する（例：2011-2020 年、2021-2030 年・・・）」と定義される。中期事業計画は「アクション・プランを含んだ５カ年計画であ

り、国家/県の５カ年計画と整合性があり、そのサイクル（例：2011-15 年、2016-2020 年・・・）と一致する」と定義される。短

期事業計画は「1999 年首相令 37 号に規定される３カ年ローリング事業計画であり、初年度の詳細アクション・プランを含

む」と定義される。毎年更新される事業計画であり、詳細な単年事業計画に加え、二年間分の将来予想値等が添付され

る。 事業計画対象の管理分野には、各水道公社のニーズ/優先度によって、財務、施設管理、運転維持管理、人材開発、

無収水管理、危機管理、顧客サービス、広報等が含まれる。 
4 現在、ラオス国では水道公社に対して、3 ヶ年ローリング事業計画（短期事業計画）を策定し、それに基づいて事業経営

を実施するよう定めているが、記載内容については特に規定されていない。本事業では、水道事業計画技術ガイドライン

を作成支援し、当ガイドラインでは短期事業計画に加え、長期・中期事業計画の策定を推進し、さらに各事業計画の記載

内容を規定する。 
5 パイロットサイトの選定については、中部：首都ビエンチャン水道公社、北部：ルアンプラバン県水道公社、南部：カムア

ン県水道公社と各地域から一つずつ選出し、周囲の県へ技術移転を行うことを想定。カムアン県については、無償資金協

力との連携を見据え選出。その他の地域については過去のプロジェクトで対象となった水道公社と同じ水道公社を選定。 
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職員 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 8 月～2017 年 7 月を予定（計 60 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

3.8 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

1) 責任機関：DHUP/MPWT 

2) 実施機関：水道課(WSD)/DHUP/MPWT、WASRO/MPWT、首都ビエンチャン水道公社、

ルアンプラバン県水道公社、カムアン県水道公社6 

 

(7)投入（インプット） 

1）日本側 

(a)専門家 

- 長期専門家：チーフ・アドバイザー、業務調整/モニタリング管理/研修管理 

- 短期専門家：財務分野、施設管理分野、人材開発分野、その他の分野（必要に応じ

て） 

(b) 機材 

- 研修用プロジェクター、スクリーン等 

(c) ラオス側プロジェクト関係者の研修員受け入れ：水道事業管理、その他の水道事業

管理関連分野 

(d)在外事業強化費 

 

2）ラオス国側 

(a) 人員配置 

(b) 本事業実施に必要な土地・建物・施設（MPWT 及び各パイロット水道公社における専

門家チームの執務スペース及び会議室を含む） 

(c) 経常費 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

                                                  
6 それぞれの機関の主な役割は以下のとおり。 

WSD/DHUP/MPWT：上水道セクター開発政策策定、技術ガイドライン策定、水道公社人材育成の調整・計画、開発援助

機関窓口 

WASRO：規制ガイドラインの策定、毎年の業務指標のモニタリングおよび水道公社へのフィードバックおよび承認、水道

公社への監査等の実施、（本事業後からは毎年の事業計画のモニタリング及び承認） 

県水道公社：独立採算制に基づき、水道事業を実施、県政府メンバーを中心とした理事会が事業計画の承認やモニタリ

ングを行う。パイロット水道公社は本事業実施中及び本事業後に、事業計画策定方法について他県への研修を行う。 
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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 月公布）」に記載さ

れている「一般に影響を及ぼしやすいセクター・特性、影響を受けやすい地域」に該当せ

ず、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどないと考えられるた

め。 

 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。 

 

3)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 

特になし。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

本プロジェクトは、DHUP の調整の下、下記のアジア開発銀行（ADB）及びノルウェー開

発協力局（NORAD）関連プロジェクトと継続的に情報共有・意見交換を図り、ラオス国の

水道公社の事業運営管理能力強化に取り組む予定である。また、本プロジェクトの「水道

事業計画技術ガイドライン」策定活動に際しては、ADB・NORAD プロジェクト支援による

水道公社短期事業計画（下記（a）及び（b）参照）との整合性を担保するために、当該プロ

ジェクト関係者を本プロジェクト内で設立するガイドライン委員会のメンバーとして含むこ

とを想定している。この技術ガイドライン委員会にて、ADB や NORAD の活動内容も踏ま

え、ラオス国の短期・中期・長期水道事業計画策定/更新に係る技術ガイドラインを作成

する。 

 

(a) ADB「スモール・タウン水道衛生分野プロジェクト(SWSSP)」(2009-2014) 

SWSSP の責任機関は DHUP である。関連活動は以下の通り。 

① 水道セクターの計画・管理・規制の強化：「都市水道・衛生セクター戦略(～2020)」

策定、「水セクター投資計画」更新、水道分野の人材開発戦略/スカラシップ・プロ

グラム作成、対象スモール・タウン 12 郡を管轄する 10 県の水道公社の能力強化

（3 カ年ローリング事業計画策定・実施能力を含む） 

② スモール・タウン 12 郡（10 県）における水道施設の新規建設・復旧 
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ただし、上記①②において対象となる県水道公社は、本事業のパイロットプロジェク

トとは重複しない。また、①の対象事業計画は本事業でいうところの短期計画であり、

長期・中期計画は策定されない。さらに、事業計画策定/更新は、②の投資プロジェクト

実施の前提条件でもあり、短期間で策定する必要があることから、ADB のコンサルタン

トの支援により作成されている。水道公社が自力で計画を更新できる能力を育成する

ことは、SWSSP のスコープに含まれていない。 

 

(b) NORAD「水道セクター能力育成(CDWS)」(2012-2016) 

NORAD は、2011 年に調印された「SWSSP/CDWS における協力」の合意に基づき、

ADB の SWSSP でカバーされない水道公社に支援を行う予定であり、支援の中には短

期事業計画策定が含まれている。CDWS のコンサルタントがまだ選定されておらず、詳

細は不明である。本事業のパイロットプロジェクトと対象水道公社が重複する可能性が

あったが、DHUP は、首都ビエンチャン、ルアンプラバン県、カムアン県については本プ

ロジェクトのパイロットとすることを決定し、その旨を DHUP が NORAD に説明することで

合意している。 

 

(c) ADB「都市水道規制強化」プロジェクト(2012-2013) 

「都市水道規制強化」プロジェクトは、公共事業運輸省、特に水道規制室(WASRO)を

責任機関とし、WASRO 及び DHUP（特に WSD 及び SWSSP プロジェクト調整ユニット）

の協力により、実施される。本事業の関連活動は以下の通りであり、事業計画策定の

基になるデータ整備について、WASRO が管理する規制や監査内容と整合性を合わせ

る必要がある。 

① 水道事業体のパフォーマンス規制強化：関連法規・ガイドライン（主に草案段階の

もの）の承認・適用 

② 水道公社の説明責任向上：全県水道公社に対する業務監査の実施 

 

４．協力の枠組み                                            

（1）協力概要 

1）上位目標：ラオス国上水道セクターにおける持続可能かつ安定的な開発に向けた管

理体制が強化される 

【指標】 

a.2020 年末までに、全ての水道公社にて長期・中期・短期の事業計画が、プロジェクトで

作成した技術ガイドラインやデータ管理マニュアル7・事業計画策定マニュアルを基に

更新され承認される。 

b.2020 年末までに、パイロット水道公社にて長期事業計画にて定めた業務指標目標の

                                                  
7 データ管理マニュアル：事業計画策定に必要なデータを正確に取得し、管理するためのマニュアル。本事業実施中に作

成し、全国の技術レベルの異なる水道公社にて使用できる汎用性のあるマニュアルを想定している。 
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うち X％の項目が達成される。 

 

2）プロジェクト目標：ラオス国において、水道公社の中長期的視野に基づく事業管理能

力を強化する体制が整備される。 

【指標】 

a.プロジェクト終了までに、パイロット水道公社がプロジェクトで作成した技術ガイドライン

やデータ管理マニュアル・事業計画策定マニュアル8を基に長期・中期・短期の事業計

画を策定・更新する能力を習得する。（第二回のプロジェクト運営チーム会議にて評価

基準を設定する） 

b.2016 年末時点で、パイロット水道公社にて長期事業計画にて定めた 2016 年の業務指

標目標のうち X％の項目が達成される。 

c.水道事業計画技術ガイドラインが公共事業運輸大臣に承認される。 

d.プロジェクト終了時までに、事業計画策定普及計画(以下「普及計画」)9に沿って各パイ

ロット水道公社にてプロジェクト終了以降も継続的に事業計画作成のための研修コー

スを実施していくための実施計画（予算措置を含む）が策定される。 

 

3）アウトプット及び活動 

◆アウトプット 1：パイロット水道公社において、長期・中期・短期の事業計画策定に必要

なデータが継続的に利用可能になる 

【指標】 

1a.首都ビエンチャン水道公社及びルアンプラバン県水道公社では 2013 年 12 月までに、

カムアン県水道公社では 2014 年 12 月までに、パイロット水道公社において、データ管

理改善計画10に含まれている必要情報リスト記載の情報が、データ管理マニュアルま

たはその案に基づき取得される。 

1b. パイロット水道公社において、データ管理マニュアルまたはその案に基づき必要情

報リスト記載の情報が毎年取得、蓄積される。 

1c. 2016 年 3 月までに、データ管理マニュアルが公共事業運輸省住宅都市計画局長に

よって承認される。 

 

【活動】 

                                                  
8 事業計画策定マニュアルは長期・中期・短期事業計画を策定するために、アウトプット1にて整備した情報を基に水需要

予測や財務収支分析、施設拡張/更新需要等の把握の方法をはじめ、事業計画策定の各項目の作成方法について説明

を行う全国の水道公社で利用可能である汎用性のあるマニュアルを想定。 
9 普及計画：全国の水道公社における長期・中期・短期各事業計画策定を普及するための計画。パイロット水道公社が本

事業を通じて得た知見を、本事業後に他の県水道公社へ普及するためのシナリオと実施計画を想定。 
10 データ管理改善計画：パイロット水道公社毎に、現在有しているデータやその入手・管理状況を確認し、事業計画策定

に必要な正確なデータを整備するために、どのように業務改善する必要があるかを示す改善計画を想定している。この改

善計画には、事業計画策定のために入手する必要がある情報リストを添付する予定。 
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1-1  各パイロット水道公社にて、事業計画策定に必要なデータの有無及び現行のデ

ータ管理をレビューする 

1-2  各パイロット水道公社にて、日本の水道セクターの「アセット・マネジメント」アプロ

ーチ11を現地に適用する方法を含む、必要情報リストつきのデータ管理改善計画

を策定する 

1-3  各パイロット水道公社にて、データ管理改善計画を実施する  

1-4  事業計画策定のためのデータ管理マニュアル（ラオス語・英語）を作成し、DHUP

局長の承認を受ける 

 

◆アウトプット２： パイロット水道公社において、長期・中期・短期事業計画に基づいた

事業実施管理が、Plan-Do-Check-Action (PDCA)サイクルを用いて行われる 

  

【指標】 

2a. パイロット水道公社において、2015 年までに長期事業計画（2020 年まで）が作成さ

れ承認される。 

2b. パイロット水道公社において、2015 年までに中期事業計画（2016 年-2020 年）が作

成され承認される。 

2c. パイロット水道公社において、2013 年以降、短期事業計画が毎年作成され承認さ

れる。 

2d. 2014 年以降、パイロット水道公社において、毎年の業務指標目標のうち年平均 X％

の項目が達成される。 

2e. 2016 年 3 月までに、事業計画策定マニュアルが策定され、公共事業運輸省住宅都

市計画局長によって承認される。 

 

【活動】 

2-1  各パイロット水道公社にて、既存の事業計画、計画プロセス、事業運営・管理の

実態をレビューする 

2-2  各パイロット水道公社にて、10 カ年、5 カ年、3カ年事業計画のアウトラインを含む

改善のための改善提案事項が取りまとめられる 

2-3  各パイロット水道公社にて、アウトプット１で得られるデータを活用して、長期的な

水需要、水道施設12の更新需要、及び財務バランス（歳入と支出）を予測する 

2-4 各パイロット水道公社にて、10 カ年事業計画(~2020 年) を策定し、理事会の承認

を得るために提出する 

2-5  各パイロット水道公社にて、5 カ年事業計画(~2015 年,2016-2020 年) を策定し、

理事会の承認を得るために提出する  

                                                  
11 日本の水道セクターの「アセット・マネジメント」については、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関す

る手引き」を参照。http://www.mhlw.go.jp/za/0723/c02/c02-01.html 
12 水道施設 は「取水口から顧客水道メーター間の施設」と定義される。 
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2-6  各パイロット水道公社にて、3 カ年ローリング事業計画を策定/毎年更新し、理事

会の承認を得るために提出する 

2-7 各パイロット水道公社にて、3 カ年ローリング事業計画の年間アクション・プランを

実施する  

2-8 各パイロット水道公社にて、10 カ年計画をレビュー及び適宜更新し、理事会の承

認を得るために提出する 

2-9  水道事業計画策定マニュアル（特定分野の個別マニュアル含む）を作成し、

DHUP 局長の承認を受ける 

 

◆アウトプット３：業務指標(PI)を含む事業計画のモニタリングが強化される 

【指標】 

3a. パイロット水道公社において、内部モニタリングの結果が次年度以降の事業計画の

作成に反映される。 

3b. パイロット水道公社において、WASRO のモニタリング結果が次年度以降の事業計

画の作成に反映される。 

3c.プロジェクト終了までに、規制ガイドラインの見直し（目標値の修正と事業計画と業務

指標の関連を公式化する）を行い、水道規制委員会(WSRC)によって承認される。 

 

【活動】 

<県レベル> 

3-1 各パイロット水道公社にて、既存の事業計画及び業務指標の内部モニタリング・

システム13をレビューする 

3-2  各パイロット水道公社にて、レビューに基づき、業務指標を含む事業計画の内部

モニタリング・システムを設計する 

3-3  各パイロット水道公社にて、上記システムに基づき、業務指標を含む事業計画の

モニタリングを行う（モニタリングの結果はアウトプット１のデータ管理、アウトプッ

ト 2 の事業計画策定に反映される） 

3-4  各パイロット水道公社にて、業務指標を含む事業計画の内部モニタリング・シス

テムを適宜改良する 

<国レベル> 

3-5 WASRO における各水道公社の業務指標のモニタリング・システムを事業計画と

の関連でレビューする 

3-6  業務指標を含む各水道公社の事業計画のモニタリング・システムを設計する 

3-7  上記システムに基づき、パイロット水道公社の業務指標を含む事業計画のモニタ

リングを実施する 

                                                  
13 モニタリング・システムは(i) モニタリング項目及び(ii)各項目のデータ収集・集計・分析・報告・意思決定・フィードバック

に係る方法・時期・頻度・担当者を含む。水道公社の内部モニタリングには公社理事会によるモニタリングも含まれる。 
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3-8 業務指標を含む事業計画のモニタリング・システムを、全水道公社に適用するた

めに、活動 3-7 の結果に基づき、改良する 

3-9  「水道のサービス・パフォーマンス・ターゲット及びサービス・レベルの規制モニタ

リングに係るガイドライン（規制ガイドライン）」(2010 年)をレビューする  

3-10  改訂ガイドラインのドラフトを作成し、WSRC に検討・承認を受けるために提出す

る 

 

◆アウトプット４：アウトプット 1～3 の成果を踏まえ、水道事業計画技術ガイドライン(技術

ガイドライン)が策定される 

【指標】 

4a.水道事業計画技術ガイドライン案が作成される。 

 

【活動】 

4-1 技術ガイドライン委員会14を設立する 

4-2  技術ガイドラインのアウトライン案を作成し、最終化のために委員会に提出する 

4-3 アウトプット１～アウトプット３の成果を踏まえて技術ガイドラインのドラフトを作成

し、委員会のコメントを得る 

4-4 上記コメントを基にドラフトを修正し、委員会に承認を得るために提出する 

4-5  委員会に承認されたドラフトを、公共事業大臣の承認(endorsement)を得るため

に提出する 

4-6  技術ガイドラインまたはその案をラオス語・英語で発行し各水道公社へ配布する 

 

◆アウトプット５：アウトプット１～４の成果を活用し、全国の水道公社及び民間企業にお

ける事業計画策定及びモニタリング体制の構築を促進するための仕組みが構築され

る 

 

【指標】 

5a. プロジェクト終了時までに、パイロット水道公社内の移転知識/技術の公社内外へ

の将来的な普及の中核となるリソース・パーソン（コア・リソース・パーソン）が事業計

画作成について、他県水道公社に対して技術指導出来る能力を有す（第二回のプロ

ジェクト運営チーム会議にて基準を設定する）。 

5b. パイロット水道公社で実施する事業計画策定に係る研修に係る参加者の X％が理

解度、適用度が三段階評価にて二段以上の評価を行う。 

5c. 普及計画が公共事業運輸省住宅都市計画局にて承認される。 

 

                                                  
14 技術ガイドライン委員会 は、委員長（DHUP の副局長）及び委員（事業計画策定を支援する他本事業の担当者を含む

DHUP の代表、WASRO の代表、専門家チームの代表）から構成される。 
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【活動】 

5-1 各パイロット水道公社にて、 コア・リソース・パーソンを特定する 

5-2 各パイロット水道公社にて、アウトプット１～３を通じ、コア・リソース・パーソンに

実地研修 (OJT)を行う 

5-3  コア・リソース・パーソンに教授法の研修を行う 

5-4  各パイロット水道公社にて、周辺県水道公社を対象とした長期・中期・短期事業

計画に係るリージョナル入門セミナーを１回開催する 

5-5  首都ビエンチャン水道公社研修センターの既存研修プログラムを、新水道事業

計画策定/更新に係る技術ガイドラインに照らし、レビューする 

5-6  上記研修センターにて、レビューに基づき、既存コースの改訂及び/または新規コ

ースの開発を行う 

5-7 各パイロット水道公社にて、改訂及び/または新規研修コースを実施する 

5-8  受講生のフィードバックを基に、上記研修コースを改良する 

5-9 プロジェクトの成果を踏まえ、普及計画を策定し、DHUP 局長の承認を受ける 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

① ラオス国水道公社への中長期事業計画の導入：本事業ではデータ管理強化、その

データに基づく事業計画策定能力強化、事業計画のモニタリングについてパイロット

水道公社に対し技術移転を行い、本事業期間内でパイロット水道公社の事業運営

効率化を実証しつつ、本事業後の他県水道公社への事業管理能力強化のための

研修実施機関として能力強化を図っていく。また、公共事業運輸省住宅都市計画局

（DHUP）を対象に技術ガイドラインや事業計画策定マニュアル作成支援を行うと共

に、同省水道規制室（WASRO）に対して規制ガイドライン見直し支援を行い、中長期

的な視野に立った事業計画の策定を国として制度化するとともに、各公社の事業計

画の国レベルにおけるモニタリング、承認体制の構築を行う。以上のとおり、本事業

では、全国の水道公社における事業計画策定を見据え、制度構築及び実施能力強

化の双方の支援を行い、新しい水道公社事業管理の在り方をラオス国に導入する。

そして、導入された新たな事業運営を通じて、将来的にラオス国の持続可能で安定

的な水道事業の実施体制強化に寄与することを目指すものである。 

② 指標の計画値：今回計画値が設定されていない指標に関しては、本事業開始から6

か月以内に、現況調査を踏まえて設定し、関連実施機関と協議の上、第1回合同調

整員会（JCC）で決定する。 

③ ADB及びNORADとの調整：「3(9)関連する援助活動」で記したように、本プロジェクト

と並行し、ADB 及び NORAD が水道公社の 3 カ年事業管理計画策定を支援中/支援

予定である。主たる調整は各プロジェクトの責任機関である DHUP が担うことで

DHUPと合意しているが、技術ガイドラインや事業管理モニタリング・システムの全国

適用において、ADB 及び NORAD の支援を受けた水道公社の混乱を招くことになら
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ぬよう、通常から、ADB 及び NORAD 関係者（コンサルタントを含む）と積極的な情報

共有・意見交換を行うことが重要である。 

④ プロジェクト管理・調整：本プロジェクトの５つの実施機関及び専門家チームの連携・

調整の促進のために、異なるレベルの内部定期会合が活動として組み込まれてい

るが、これらを有効に活用し、効率的なプロジェクト管理を行うことが望まれる。プロ

ジェクトの運営会合、実施体制は以下のとおり。 

 

【プロジェクト運営会合】 

●JCC15 

●プロジェクト管理チーム16 会合 

●パイロット水道公社ごとのパイロット・プロジェクト管理チーム17 会合 

●パイロット水道公社調整会合18  

 

【ラオス側実施体制】 

●マネージメント・スタッフ 

＜MPWT レベル＞ 

①プロジェクト・ディレクター 

  - DHUP 局長 

②副プロジェクト・ディレクター 

 -DHUP 副局長：アウトプット 1,2,4,5,0 担当 

 -WASRO 室長 ：アウトプット 3 担当 

③プロジェクト・マネージャー 

 -WSD 部長/DHUP：アウトプット 1,2,4,5,0 担当 

 -WASRO 副室長（技術規制担当）：アウトプット 3 担当 

＜水道公社レベル＞ 

① パイロット・プロジェクト・マネージャー 

- 首都ビエンチャン、ルアンプラバン県、カムアン県の水道公社総裁 

                                                  
15 合同調整委員会（JCC）はDHUP局長を議長とし、ラオス側関係者（各実施機関、パイロット水道公社を管轄する県公共

事業運輸局）及び日本側関係者（JICA 専門家、JICA ラオス事務所等）をメンバーとする。 
16 プロジェクト管理チームは、プロジェクト・ディレクター、副プロジェクト・ディレクター(2 名)、プロジェクト・マネージャー(2

名)、パイロット・プロジェクト・マネージャー（３名）、長期専門家から構成される。 
17 パイロット・プロジェクト・マネージメント・チーム は、各水道公社のパイロット・プロジェクト・マネージャー、副パイロット・

プロジェクト・マネージャー（2 名）、テクニカルスタッフ、及び長期専門家から構成される。現地派遣中の短期専門家及び

水道公社を管轄する県公共事業運輸局代表も、情報共有と意見交換のため、招かれる。 
18 パイロット水道公社間調整会合の各公社からの参加者は、その時々の議題に応じ、各パイロット・プロジェクト・マネー

ジャーが長期専門家と相談の上、決定する。会合は各水道公社持ち回りで開催され、主催公社管内の現場視察を併せて

行う。 
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② 副パイロット・プロジェクト・マネージャー（管理部門） 

 - 各パイロット水道公社において配置される 

③ 副パイロット・プロジェクト・マネージャー（技術部門） 

 - 各パイロット水道公社において配置される 

●技術スタッフ 

① DHUP: 事業計画策定分野の担当スタッフ (SIC)  

② WASRO: 事業計画モニタリング分野の SIC  

③ 各パイロット水道公社：事業計画策定、財務管理、人材開発、浄水場管理、及び配

水網管理分野の SIC 

④ 首都ビエンチャン水道公社研修センター： センター所長 (研修管理分野 SIC を

兼任)、研修計画・調整分野の SIC 

 

（2）その他インパクト 

本事業は、事業計画というツールを活用し、水道公社事業運営の効率化を目指すもの

である。それは、開発ニーズの把握、それに対応するための資金確保への備えを可能と

し、将来的に水道公社の給水区のより多くの住民に対して安全で安定した水供給が可能

になることが期待される。 

 

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 

特になし。 

（2）アウトプット達成のための外部条件 

 パイロット水道公社において、多数のスタッフが職場を離れない（現状、可能性は低

いが、プロジェクトの中でモニタリングを行っていく）。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 本事業を通じて作成支援を行う技術ガイドライン案が公共事業運輸省大臣によって、

速やかに承認される。 

（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、ラオス国の開発政策、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                           
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本事業は実質のところ、2003 年に始まった技術協力プロジェクト「水道事業体人材育成

プロジェクト」の終了時評価での「提言と教訓」では、1）継続的な研修の実施、2）人材・組織、

3）人材育成のアプローチ、4）研修教材の活用、5）ドナー間の協調の 5 つが挙げられている。

特に、1）では、地域拠点として北部、中部、南部の研修拠点を中心とした研修の実施につ

いて触れており、本事業においても提言どおりそれぞれの地域毎にパイロット水道公社を

選出し、その地域の中心となって普及していくことを期待している。さらに、1）、2）、3）にて、

大規模水道公社と中小水道公社の技術格差とそれぞれのレベルに適した研修の実施につ

いて課題として挙げており、本事業では中小水道公社であるカムアン県をパイロット水道公

社として対象とすることで、将来的に中小水道公社への普及を実現性の高いものになるこ

とが期待されている。本事業においても、4）記載のとおり、研修教材やマニュアルの作成を

行い、全国へ普及することや技術指針とすることを本事業後に想定したアプローチをとって

いる。さらに、5）に関連し、本事業で扱う事業計画策定支援は一部 ADB や NORAD 等の他

ドナーも支援を行う予定または実施中であることから、これら他ドナーで実施しているプロジ

ェクト関係者を集めて、協議を行う活動を組み入れており、それぞれのドナー間の協調もス

ムーズに行えるよう努めている。 

 

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 


