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フィリピン 

ミンダナオ・ダバオ地域地方行政・地域社会強化プロジェクト 

外部評価者：有限会社アイエムジー 津曲 真樹 

０．要旨 

本プロジェクトは、ダバオ地域の地方自治体（以下、LGU という）による給水サー

ビスの供給能力向上を、関連業務に就く LGU 職員を対象とした人材育成を通じて実

施した。その取り組みはフィリピンの開発政策、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。 

プロジェクト以前は目分量に近い計測と経験則に基づく設備設計を行っていた職員

は、地下水源の質の評価や埋蔵量のポテンシャルを計測した上で、状況に最適な給水

施設の設計を行うための分析を管網計算式に当てはめて弾き出す手法に移行した。ま

た、小規模給水施設の運営維持管理を任される住民組織の設立準備から稼働後の技術

支援を通じて、ファシリテーション能力が醸成された。これらの経験を踏まえて、科

学的計測に基づく、地元住民との協働体制による給水事業のプロセスがガイドライン

にまとめられ、プロジェクト完了時には全ての指標を満たす形でプロジェクト目標が

達成された。その後も改善された手法で小規模給水サービス事業が実施されているこ

とから、有効性・インパクトは高い。一方で、本プロジェクトは成果の産出に対し、

協力期間は計画内に収まったものの、中途で追加された成果の達成を含めて対応する

中で協力金額が計画を上回り、結果として効率性は中程度である。本プロジェクトが

導入した、改善された給水サービスは、各 LGU による小規模給水事業の実施プロセ

スとして確立しており、財務面での懸念も認められないことから、本プロジェクトに

よって発現した効果の持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高い。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト位置図：ダバオ地域 4 州 6 市   供与機材を用いた水位測定のデモ 



 

 2 

1.1 協力の背景 

フィリピンでは、1991 年に地方自治法が施行された事により各分野にて地方分権化

が進行しており、多くの地方自治体で委譲された権限・責務を効率的に実施する工夫

や努力がなされてきた。近隣の LGU が地域内の開発事業の効率的な実施のために構

成する連合体もそのひとつであり、ダバオ地域では 4 州 6 市1がダバオ総合開発プログ

ラム（以下、DIDP という）という LGU クラスターを形成し、ダバオ市内に事務所を

置く DIDP 事務局（以下、DIDP-PMO という）による調整機能を通じて、共通の問題

やニーズに対処している。地方自治法により LGU に委譲された権限・責務には、住

民への各種基礎サービスの提供が含まれるが、中でも給水に関しては、すべてのレベ

ル2・規模の事業の実施を LGU が主導するか、もしくは他の関係実施機関との調整を

通じて提供することが定められている。具体的には、都市部で人口密度が高く、水道

事業として採算が取れる場合は、地方行政体とは別組織として運営される水道事業体

がサービスを提供し、LGU はその監督を行い、遠隔地で規模の面からも住民の支払い

能力の点でも事業体としての独立運営が難しい場合、LGU が新規システムの設置と住

民組織による給水システムの運営維持管理を支援する役割を担う。 

DIDP 域内では、プロジェクト開始以前、ダバオ市を含め全ての給水対象人口のう

ちの 58％がレベル 1 及び 2 のより簡易なシステムに頼っており、さらに域内全人口の

40％に安全な水へのアクセスが確保されていない状況であった。各 LGU はそれぞれ

給水事業を担う関係部局を設立し、住民からの井戸掘削の要請に対応していたが、技

術能力・機材が不十分であることから、科学的に計測されたデータではなく経験則に

基づいて掘削している状況で、水栓の運営維持管理に関する住民の組織化や運営指導

についても認識不足であった。その結果として、多くの給水事業が設備の住民組織へ

の移管後、適切に運営維持管理されず、安全な水へのアクセスを確保できない住民が

多く存在する状態となっていた。 

このような背景の中、LGU に委譲された基礎サービスの中でも、LGU と住民の共

通のニーズである給水というテーマにおいて、ダバオ地域 LGU の行政能力向上及び

給水サービス改善を目指し、本案件がフィリピン政府より我が国に要請された。 

  

1.2 協力の概要 

上位目標 
ダバオ地域の地方自治体 （LGU）がガイドラインに基づき、改

善された手法で給水サービスを実施できるようになる。 

プロジェクト目標 
ダバオ地域の地方自治体（LGU）の給水サービス供給能力が向上

する。 

                                                   
1 プロジェクト実施期間中に、州分割などで加盟 LGU 数が増加し、4 州 6 市の構成となった（ダバ

オ・オリエンタル州、コンポステラ・バリー州、北ダバオ州、南ダバオ州、マティ市、タグム市、

パナボ市、ダバオ市、イガコス市、ディゴス市）。  
2 ハンドポンプによる点水源方式がレベル 1、ポンプ揚水による共同水栓方式がレベル 2、各戸給水

がレベル 3 である。 
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成果 

成果 1 小規模給水事業の現況が評価される。 

成果 2 地下水開発に係る人材が育成される。 

成果 3 
小規模給水施設の運営維持管理のための住民組織化に係る人材

が育成される。 

成果 4 小規模給水施設の計画、設計、施工管理に係る人材が育成される。 

成果 5 
改善された給水サービス事業の実施手続きがガイドラインに取

り纏められる。 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣 短期専門家 6 人（総括、副総括/村落給水計画、

水理地質、コミュニティ開発/地方行政、GIS/WEB、業務調整

/給水施設）、計 45.89MM 

2. 機材供与  17.4 百万円 

3. 現地業務費 152 百万円 

【フィリピン側】 

1. カウンターパート配置 104 名 

2. 活動費 3.5 百フィリピンペソ 

3. 施設・設備提供 プロジェクト執務室、事務機器、電気・水

道代 

協力金額 280 百万円 

協力期間 2007 年 8 月 ～ 2010 年 7 月 

相手国関係機関 ダバオ総合開発プログラム（DIDP） 

我が国協力機関 なし 

関連案件 

「イロイロ州地域活性化・LGU クラスター開発プロジェクト

（2007 年～2010 年、技術協力）」「ミンダナオ北部貧困地域（バ

ランガイガバナンス）プロジェクト（2008 年～2011 年、技術協

力）」 

 

1.3 終了時評価の概要 

2010 年 6～7 月に実施された終了時評価の評価結果は以下の通りである。 

 

 1.3.1 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

カウンターパート（以下、C/P という）がプロジェクトで習得した技術面及び管理

面の知識をパイロット事業で実際に活用できるようになった。例えばプロジェクト活

動の下で形成されたバランガイ（Barangay）3給水衛生組合（以下、BWSA という）4の

                                                   
3 フィリピンの都市 (Cities) と町 (Municipalities) を構成する最小の地方自治単位であり、村、地区

または区を表す独自のフィリピン語である。  
4 使用料の徴収や帳簿管理、ならびに維持管理活動を行うための、住民代表による受益者組合であ



 

 4 

運営維持管理が、既存の BWSA に比してより良好であること、またプロジェクトの成

果に基づいて作成された小規模給水事業実施ガイドラインが DIDP 加盟 LGU 首長 10

名のうち 7 名によって採択署名済みであることからも、プロジェクト目標は概ね達成

されたと評価されていた。 

 

 1.3.2 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む） 

上位目標の達成見込みを高めるためには、DIDP 加盟 LGU の首長や地方議会及び域

内の下位の LGU（町やバランガイ）への広報をしっかりと行っていくことが重要であ

るが、LGU が小規模給水事業をガイドラインに沿って実施するかどうかはその時々の

首長や地方議会の判断と職員への指示次第のため、上位目標達成の見込みは中程度で

あると評価されていた。 

 

 1.3.3 終了時評価時の提言内容 

終了時の提言 事後評価時の対応状況 

（1）プロジェクト完了までにとるべき手段 

パイロット事業のための試掘を通じて、複

数の生産井5が特定されている。プロジェク

ト完了までに、これら生産井の所有権を明

確にし、引き渡しを完了すること。 

これら 2 基の生産井は、其々の場所を管

轄する LGU（マティ市ならびにダバオ・

オリエンタル州 LGU）に引き渡され、

両 LGU の監督下にて運営維持管理が行

われることが DIDP-PMO と両 LGU 間で

合意された（2010 年 7 月）。 

スーパー・ゴール6及び上位目標の達成見込

みを増大させるには、プロジェクトで作成

した『小規模給水事業実施ガイドライン』

の内容を十分に DIDP 加盟 LGU に広報し、

同ガイドラインに沿って事業を実施するこ

とが重要である。プロジェクトの残り期間

で、プロジェクト・チームと DIDP 事務局（以

下、DIDP-PMO という）7がこのための具体

的な手段を検討しておくことが望ましい。 

各 LGU から参加を得て 2010 年 7月にプ

ロジェクト主催の合同セミナーを開催

の上で、同月内にプロジェクトが各 LGU

を訪問して首長や議会に対して、プロジ

ェクト成果の発表と LGU に対する提言

を行い、プロジェクト完了後の成果の応

用可能性について、それぞれの LGU と

検討を行った。 

質の高い小規模給水サービスを提供するに 最終合同セミナーにて、各 LGU におけ

                                                                                                                                                     
り、1 か月に一度、LGU の組織化担当者への会計報告を行う際の窓口ともなっている。 
5 井戸を掘削する作業はその目的に応じて、試掘井、評価井、生産井と呼ばれ、試掘は帯水層が存

在するかを確認するために、評価井は試掘井で存在が確認された帯水層の広がりや埋蔵量を確認す

るために掘削される。生産井は、水を実際に生産する井戸を指す。 
6 「ダバオ地域の LGU の基本的な行政サービス供給能力が向上する。」 
7 ダバオ総合開発プログラム（DIDP）に加盟する LGU（4 州 6 市）の取りまとめを行うために設置

されている事務局であり、その事務所はダバオ市内に置かれている。  
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は、地下水開発、住民組織化、小規模給水

施設の計画・設計・施工管理担当者ら（LGU 

内の別々の局・課に所属）が連携しあって

事業を推進していく必要がある。本プロジ

ェクトでは、各 LGU に 3 グループからなる

プロジェクト管理ユニット（以下、PMU と

いう）8を形成し、チームとして活動を進め

た。どうすればプロジェクト完了後も、そ

れぞれの担当が協力し合い、小規模給水チ

ームとして機能していけるかを関係者間で

検討しておく必要がある。 

るプロジェクト完了後の PMU 継続のた

め の 方 策 に つ い て 議 論 を 行 い 、

DIDP-PMO から各 LGUの関係者に対し

て、其々の LGU 意思決定機関に PMU 存

続の可能性を諮るよう、要請した9。 

（2）プロジェクト完了後にとるべき手段 

パイロット事業を実施するなかで、5 つの

BWSA が形成された。それぞれの BWSA は

異なる強みと弱みを持つが、同時に共通の

課題も有してもいる。5 つの BWSA が一堂

に会し、それぞれの経験と課題、問題への

解決策等を共有する機会を設けることを提

案する。また、本プロジェクトのもとで組

織化された BWSA の組合規約、経験、学び

を、域内の他の BWSA の前で報告する機会

を提供することができれば、他の BWSA の

運営改善にも資する会合になるのではない

か。 

プロジェクト期間中に本提言について

話し合う機会が持たれたが、DIDP の経

常予算の枠の外の活動である、という結

論に至り、提案された会合の機会は設け

られなかった。 

プロジェクト活動を通じて多数のデータベ

ースが構築された。これらデータベースを

どのように維持・更新・活用していくかに

ついてDIDP-PMOと LGUとで検討する必要

がある。 

DIDP-PMO にサーバー機能を持たせて

各 LGU がデータをアップロードする、

という案が議論されたが、LGU は組織

体として其々独自のデータ管理を行っ

ており、その中で本プロジェクトにて構

築されたデータも扱われているため、プ

ロジェクト完了以降の小規模給水関連

                                                   
8 地下水開発グループ、小規模給水グループ、ならびに（施設運営維持管理のための）住民組織化

グループ。 
9 タグム市では、2013 年 10 月にセクター毎の対応を円滑に進めるためのセクター別タスクフォー

スの設置が行政令によって定められ、本プロジェクトの関係者も水セクターのタスクフォースに参

画している。また、イガコス市と北ダバオ州では PMU の設置につきプロジェクト中にすでに行政

令は存在していたが、メンバーの配置転換や独立予算の欠如から、行政令の実現は不十分である、

という認識だった。 
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データについては、LGU 主導のデータ

ベース管理という方向となった。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 津曲真樹 （有限会社アイエムジー） 

 

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：2013 年 9 月～2014 年 3 月 

 現地調査：2013 年 11 月 3 日～11 月 20 日、2014 年 2 月 8 日～2 月 18 日 

 

2.3 評価の制約 

効率性においては、計画（当初予算）金額と実績金額の比較を費目レベルで行うこ

とによって、ニーズに即した予算が立てられていたか、其々の内訳がどのように成果

に転換されているかを検討し、また、実績の推移を確認することで、プロジェクトの

進捗と合致した投入になっていたかを検討することが可能になる。本事後評価では、

国際協力機構（JICA）提供による資料に加えて、プロジェクト専門家チームからも資

料の提供を受け、当初予算金額と実質金額の総額内訳を確認したが、費目間で比較可

能な数値を得ることはできなかった。このため、効率性の分析は限定的なものとなっ

た。 

 

3．評価結果（レーティング：A10） 

 

3.1 妥当性（レーティング：③11） 

3.1.1 開発政策との整合性 

プロジェクト計画時のフィリピンの「中期開発計画（2004-2010）」では、行政改革を

重要施策に挙げており、政府組織の強化、特に行政サービス向上を同国の重要課題の

一つと明確化していた。グロリア・アロヨ大統領（当時）が最重要課題とする「10 ポ

イント・アジェンダ」にても、貧困撲滅への具体的な戦略として、LGU の給水事業を

中心とする基本的な行政サービスの向上を挙げており、更には、プロジェクト対象地

域のミンダナオ島は、貧困問題が深刻であるといわれ、フィリピン政府の重点開発地

域となっていた12。プロジェクトの完了時点でも中期開発計画（2004-2010）」が引き

続き有効であり、行政能力向上及び給水サービス改善を通した地域社会強化を目指す

                                                   
10 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
11 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
12 「フィリピン共和国ダバオ地域地方行政･地域社会強化プロジェクト事前調査報告書」 
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本プロジェクトの目標と活動内容は、フィリピン国の開発政策に合致していた。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

地方分権化の中で、住民への給水が LGU の責任下の行政サービスと規定され、その

対応に関しては、BWSA 等の住民組織との連携によって建設・運営・管理することが

定められており、LGU がそれらの対応能力を備えることが喫緊の課題となっていた。

プロジェクト計画時、小規模給水を担当する LGU 職員の技術は、井戸の掘削を科学

的に計測されたデータではなく経験値に基づいて行うものであり、また、給水設備の

運営維持管理に関する住民の組織化や運営ノウハウも不足していた。プロジェクト完

了時も、LGU 職員による精度の高い掘削や住民組織への支援は、地域の給水サービス

を供給する上で必要な活動と捉えられている。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2000 年以降、日本は「平和と安定のためのミンダナオパッケージ」に基づき、国

内でも特に課題の多いミンダナオ地域を対象として、社会経済開発を対フィリピン援

助の重点分野としており、この分野において本プロジェクトは地方分権の推進を担う

行政官の能力向上という形で支援を実施した点から、整合性が高い。 

 

以上より、本プロジェクトの実施はフィリピンの開発政策、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・インパクト13（レーティング：③） 

3.2.1 有効性 

 3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

以下の 5 つの成果がプロジェクト目標達成のために必要な成果として設定されてい

た。 

 

  1）成果 1 

成果 1 は、「小規模給水事業の現況が評価される」であり、「360 ヵ所以上のレベル

1（点水源、井戸）、レベル 2（共同水栓）の給水施設の情報がデータベース化される」

を成果達成の指標としていた。 

プロジェクトの完了までに、バランガイ情報、水利施設情報、水源情報、地理情報

システム（以下、GIS という）データ等の、計 1,000 以上の給水施設に関わる情報が

データベース化された。C/P による自律的なデータベースの更新や運営維持管理、具

体的な活用の素地が十分に確立しないままにプロジェクトが完了した面があるが、こ

れは、データ収集は C/P ではなくローカルコンサルタントが実施したため、C/P の同

                                                   
13 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。  
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業務への参画は、ワークショップにおいて説明を受けた調査票の作成と各種データの

計測手法を「把握」する機会に限定されていたことに由来すると理解できる。一方で、

LGU の職員が日々の業務の遂行に必要なデータをまとめ、まとめられたデータを使っ

てより効果的な行政サービスを提供するための現況評価ができるようになる、という

本プロジェクトが設定した狙いは完了時点で満たされた。事後評価時点でも、本事後

評価の受益者調査14にて、自分の仕事の領域に最も関連性の高いデータベースを挙げ

てもらい、そのデータベースの参照度合について聞いたところ、95％（61 名）が、何

らかの形でデータベースを使っている、と回答している（表 1）。これは、プロジェク

ト以前はデータに依拠した小規模給水活動を実施する慣習がなかった C/P にとって、

より科学的な根拠（データ）に基づく確度の高い職務遂行を可能にした、というデー

タベースに対する価値を反映しており、C/P がプロジェクト活動を進めるに当たって、

成果 1 の達成がその基盤となったことを裏付けている。 

 

表 1 事後評価時点の C/P のデータベースの参照状況について 

データベースの種類 

バラン

ガイ情

報 

水利

施設

情報 

水源

情報 

組織化

関係情

報 

ダバオ

地域各

種統計 

計 

自分にとって一番関連性が

高いデータベースである、と

答えた C/P（人数） 

19 13 17 11 4 64 

うち、当該データベースをま

ったく使っていない、と答え

た C/P（人数） 

1 1 1 0 0 3 

出所（受益者調査結果） 

 

上記の通り、成果 1 はプロジェクトの完了時において達成されていた。 

 

 2）成果 2 

成果 2 は、「地下水開発に係る人材が育成される」であり、「80％以上の C/P がプロ

ジェクトにより習得した知識・技能を活用できるようになる」ならびに「70％以上の

C/P が電気探査機を使用して観測データを得ることができるようになる」を成果達成

の指標としていた。 

                                                   
14 本プロジェクトの直接受益者である、能力向上研修の対象となった DIDP 傘下 LGU の C/P と、

パイロット事業を実施した、より下位の地方行政体である町レベルの担当者のうち、78 名から回答

を得た。調査票は事前配布を行っていたが、事後評価者がローカルコンサルタントと各 LGU を訪

問した時点で回答が済んでいたケースは非常に少なかったため、フォーカスグループディスカッシ

ョンの時間を回答記入の時間として、其々の質問について英語（必要に応じて現地語であるセブア

ノ語）にて説明を行い、各人にその場で質問票に記入してもらう方法を採用した。 
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LGU による小規模給水事業施設の設置に於いて、以前は地下水資源の評価やポテ

ンシャルを計測に基づいて精査することなく、経験則から掘削の場所を決定していた。

このことを受けて、本プロジェクトでは安全な水の持続的な供給を可能にする技術力

を LGU が備えることを目的として、水資源の埋蔵量を計測するための地下水探査を

行える人材を一から育成するために、本成果を導入した。プロジェクト期間中の関連

研修への出席率は 83％、ならびに電気探査機の操作習得率は 80％と、目標を上回った。

それまで LGU で小規模給水事業に携わっていた職員にとって、電気探査機を使用し

ての、科学的な分析による事業地の選定は初めてのことであり、地下水グループの職

員がプロジェクトで習得した知識・技能（水理地質図を活用し、候補地の地下水のポ

テンシャルを評価し、需要を満たすかを判断した上で掘削の工程に繋げる）は、LGU

にとってより精度の高い掘削を可能にする画期的な前進であったことが、本事後評価

の聞き取り調査に対応した LGU 関係者から再々に渡って挙げられた。 

専門家の指導の下に実地研修（以下、OJT という）にて本成果に係る地下水探査活

動に取り組んだ結果、日本人専門家が不在の場合でも、C/P が独自で電気探査を実施

し、パイロット事業の井戸掘削箇所、深度を提示できるようになり、計測データなし

での地下水開発の慣習はなくなったことから、本成果はプロジェクト完了時までに達

成された。 

 

  3）成果 3 

成果 3 は、「小規模給水施設の運営維持管理のための住民組織化に係る人材が育成

される」であり、「80％以上の C/P が研修に参加する」ならびに「70％以上の C/P が運

営維持管理のための BWSA の活動計画の策定をファシリテートできるようになる」を

成果達成の指標としていた。C/P に求められたファシリテーション能力として、BWSA

の設立準備から設立後の運営維持管理や経理業務に係る一連の技術が含まれており、

本プロジェクトの OJT として取り組まれた。 

研修参加率は目標を上回っており（80.8％）、またプロジェクト期間中最初にパイ

ロット事業を実施したダバオ市とイガコス市 LGU の C/P が、他の LGU がパイロット

事業を実施する際に自分たちが使用した教材を活用し、コミュニティへの日常的な働

きかけを通しての BWSA 設立の指導を行うなど、実践を重視した OJT の効果が示さ

れた点などを勘案し、プロジェクト完了時までに本成果は達成された。LGU 側の担当

としてコミュニティによる BWSA 活動を直接支援する立場にある C/P にとっての、本

成果の意義や価値を本事後評価の受益者調査にて確認したところ、住民組織化グルー

プ C/P の半数（有効回答数 36 のうちの 18 名）はプロジェクト以前のコミュニティ支

援の研修・実施経験がなく、住民組織化の活動に関わる訓練を本プロジェクトで初め

て受けたことが報告された。本プロジェクトでは、簡易経理や村落給水組合 BWSA の

設立・運営のファシリテーション手法を紹介・導入し、OJT では C/P が実際にそれら

手法を用いて BWSA の形成をファシリテートし、コミュニティと信頼関係を構築した。
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この経験は、行政サービスの受け手である住民との連携業務のために非常に有益であ

ったことが聞き取り調査にても確認できた。 

プロジェクト完了後、パイロット事業として設立された小規模給水施設の運営維持

管理を担う BWSA 幹部への聞き取りによると、LGU の住民組織化担当者が、施設設

置に先駆けて、BWSA の設立の準備から活動計画の策定、運営維持管理の技能や簿記

の指導を行い、また、事後評価時に至るまで、定期的に巡回して課題の早期発見・対

応に努めていることが言及された。 

 

  4）成果 4 

成果 4 は、「小規模給水施設の計画、設計、施工管理に係る人材が育成される」で

あり、「60％以上の C/P が本プロジェクトで紹介された小規模給水施設設計のための管

網計算を用いることができるようになる」を成果達成の指標としていた。LGU には従

来から、小規模給水施設の設置に係る業務を担当するエンジニアが配置されていたた

め、当初、プロジェクトによる当該分野の能力向上活動は想定されていなかった。プ

ロジェクト開始後、これら C/P の技術レベルを再確認した上で、プロジェクト目標を

達成するための技術要件として本成果が新たに設定されたもので、その追加は妥当な

判断であった15。本成果のための活動として、パイロット事業の工事発注と施工管理

を通じて、施工中の問題点の把握、工程管理、地権者や関係者間の意見調整に係る知

識が習得された。また、施設の運営維持管理（補修や滅菌装置の運転等）に係る OJT

研修を BWSA 幹部とともに経験し、施設の運営維持管理能力を身に着けたのみならず、

州内の他の小規模給水施設を管理する BWSA を指導する能力も強化された。 

本成果と指標は、これら C/P の技術レベルのベースラインを再確認した上で設定さ

れたものである。「管網計算」で弾いた数値に基づいて給水施設の設計を行う、という

発想は、それまで目分量に近い計測と経験則に基づく設備設計を行っていた LGU に

はプロジェクト以前には存在しなかったものであり、本プロジェクトが志向する、給

水サービス供給能力の向上を可能にするため欠かせない技術要素であった。その技術

は、成果 2 にて取り組まれた地下水開発技術とは別途指導が必要な、専門的な技術分

野であり、別成果として取り組まれる結果となった。本成果は中間レビュー後に導入

され、限られた期間で達成する必要があったことから、従来から給水事業に携わって

いた C/P にとっても未習得分野である、管網計算の習得が指標として設定され、指標

を満たす形で「新しい、追加的な知識・技能」である成果 4 が達成された。 

 

5）成果 5 

成果 5 は、「改善された給水サービス事業の実施手続きがガイドラインに取り纏め

                                                   
15 事前評価段階で、各 LGU にプロジェクト専従の土木技師を投入することが議論された。しかし、

プロジェクトに専従する土木技師を新たに投入するというアプローチは、本プロジェクトのそもそ

もの狙いである「既存の地方行政能力を強化」するという発想から逸脱するものであることから、

あくまでも所属 LGU で関連業務に就く現職職員を C/P として配置し、プロジェクトが開始された。  
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られる」であり、「パイロット事業実施の経験と教訓を反映した、小規模給水事業実施

にかかるガイドラインが策定される」を成果達成の指標としていた。  

小規模給水事業の実施を計画する時点（関係者間のミーティング実施や地下水開

発・設計に必要な収集データの種類や収集方法等）、実施中（施工管理や BWSA の設

立を支援するためのトレーニング等）、そして実施後（データ管理や関連機関とのネッ

トワーキング、モニタリング・評価等）の段階に分けてそれぞれの対応事項を記した

「小規模給水事業実施ガイドライン」は、終了時評価の時点で策定が完了していた。

その内容も、C/P がプロジェクト活動を通じて得た教訓を盛り込み、その後の小規模

給水施設運営上の課題への対応や改善に示唆を与えるものである。プロジェクトの完

了までにガイドラインの印刷が終了し、DIDP 加盟の 10LGU のうち 9LGU にて、本ガ

イドラインを採択するという首長による署名が得られ、全ての LGU に配布された。（ダ

バオ市のみ、首長の不在のためプロジェクト完了には間に合わなかったが、後日予定

通りに署名が得られた。）受益者調査にて、ガイドラインのドラフト作成に携わった

C/P 51 名のうち、50 名が完了したガイドラインをプロジェクト期間内に手にした、と

回答している。このように、改善された小規模給水サービスの提供をプロジェクト完

了後も維持するための手引きとなることが期待されたガイドラインが、成果 1～4 を産

出する過程で得られた一連の教訓を踏まえて取りまとめられ、成果 5 としてプロジェ

クト完了時までに達成された。 

 

 3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標は、「ダバオ地域の LGU16の給水サービス供給能力が向上する」

であり、以下の 2 つの指標が設定されていた。それぞれの指標の達成状況を検証する。  

 

  1）指標 1 

「70％以上の C/P がプロジェクトにより習得した知識・技能を活用できるようにな

る」が、指標 1 として設定されていた。C/P の 90.4％がプロジェクトで習得した知識

と技能を実際に活用できるようになったと終了時評価時に実施されたアンケートで回

答している。受益者調査にても、C/P70 名の回答者のうち 92％が、プロジェクトの研

修を通じて得た経験は、事後評価時に至るまで、職務遂行のニーズを充分に満たすも

のであると回答していることから、指標 1 はプロジェクト完了時迄に達成された。 

 

  2）指標 2 

「5 つ以上の DIDP メンバーLGU において、首長の署名を得て小規模給水ガイドラ

インが公式に採択される」が、指標 2 として設定されていた。首長が不在で署名が遅

れたダバオ市 LGU 以外の全ての DIDP 加盟 LGU にて、ガイドラインが首長によって

公式に採択されたことから、本指標はプロジェクト完了時までに達成された。 

                                                   
16 DIDP に加盟する 10LGU を指す。 
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プロジェクト目標にある「供給能力」の向上とは、LGU 職員が「技術面での能力」

を高めることで、LGU が提供する小規模給水事業を改善することを目的として取り組

まれた。プロジェクト目標の技術的な側面の達成を可能にするため設定された成果群

全てが指標を上回る形で達成され、LGU 職員の小規模給水事業の取り組みが改善され

た手法で実施される体系が整えられ、インパクトへの素地を作る形で発現したことか

ら、プロジェクト目標は達成されたと言える。 

プロジェクト対象地域における小規模給水事業に係る行政官の技術的な供給能力

が、プロジェクトの介入で向上したものであったことが、DIDP-PMO に対する聞き取

りならびに受益者調査やインタビューを通じて C/P から得たフィードバックより確認

できたが、その向上をもたらした技術を活用してどの位の新規給水事業が行われるか

は、其々の LGU の同分野に対するニーズや予算措置の優先順位等の要因に因るもの

であり、供給能力が高まったことと実際に供給量が増えるかは別の尺度から評価され

る必要がある。 

 

3.2.2 インパクト 

 3.2.2.1 上位目標達成度 

プロジェクト完了後、3～5 年後に達成されるべき上位目標として、「ダバオ地域の

LGU がガイドラインに基づき、改善された手法で給水サービスを実施できるようにな

る」ことが設定されており、その達成を判断するために設定された指標は「ガイドラ

インを正式化した LGU において、それぞれ最低 1 つの給水事業がガイドラインに基

づき実施される」である。 

プロジェクト完了までに、首長の不在で署名が遅れたダバオ市 LGU 以外の全ての

DIDP 加盟 LGU（計 9LGU）が首長の署名を得て、プロジェクト作成によるガイドラ

インを正式化した。そして、プロジェクト完了以降、全ての LGU にて、科学的計測

に基づく、地元住民との協働体制による給水事業がプロジェクトによるガイドライン

に沿って実施されていることが、本事後評価にて確認された。プロジェクトの能力向

上研修もしくはパイロット事業を経験した C/P を対象に行った受益者調査（有効回答

数 78）において、自身がガイドラインに沿って小規模給水事業に係る業務を遂行する

のみならず、OJT を受ける機会が無かった同僚や部下に対する技術面の指導や情報共

有に際して、同ガイドラインの参照を薦めている、と 70%（55 名）が回答しており、

経験則ではなく、プロジェクトが導入した手法の運用によって、プロジェクト以前よ

り精度の高いサービス提供が可能となった。例えば本ガイドラインの運用レベルが高

い、と答えたパナボ市 LGU では、市内に 40 あるバランガイのうち、20 のバランガイ

にて水管理の条例を制定するに当たって、本ガイドラインを参照してその策定を行っ

ている。また、DIDP 加盟 LGU がより下位の LGU に技術再移転を実施する中で、プ

ロジェクトで作成したガイドラインが研修教材として活用されており、プロジェクト
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の C/P が講師の立場で、テキストとして使用している。 

ガイドラインに沿った小規模給水事業は全ての LGU にて実施されており、10LGU

の事業数総計として 302 であることが、LGU からの書面回答から得られた。DIDP 加

盟 LGU はそれ以外にも、より下位の町レベルの LGU 予算による給水事業に対する技

術支援（地下水探査や水質検査、BWSA への会計処理指導等）を行っており、事業数

に数えられていない活動も多く実施されている。中でも注目に値するのは、地元コミ

ュニティにより利便性の高い給水事業を提供するために、BWSA を水道事業体17に吸

収してもらう18等、プロジェクト期間中に取り組んだ能力向上活動の応用とも言える

べき業務にも取り組んでいることである。 

 

以上のように、ガイドライン化されたプロジェクトによって改善した手法と仕組み

19を DIDP-PMO のコーディネーションの下で全ての加盟 LGU が自律的に使いこなし

て、それぞれ 1 つ以上の小規模給水事業を実施していることから、上位目標は達成さ

れた。 

 

3.2.2.2 その他のインパクト 

プロジェクトの住民組織化の知識や技術は小規模給水以外の分野（例：漁業組合、

協同組合、保健関連活動等）の強化にも活用されており、特に、簡易経理の技術指導

に関するバランガイからの要請が多い。また、プロジェクトが対象としたダバオ地域

の隣接地域であるサランガニ州の病院建設計画に当たって、事業予定地の電気探査の

要請を受け地下水探査の技術を活用するなど、プロジェクトによる小規模給水事業の

実践力の向上の効果が、小規模給水以外の分野に波及している。 

 

以上により、本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標として掲げられた「ダ

バオ地域の LGU の給水サービス供給能力が向上する」は達成され、また、上位目標

についても「ダバオ地域の LGU がガイドラインに基づき、改善された手法で給水サ

ービスを実施」していることが確認され、計画通りの効果発現が見られることから、

有効性・インパクトは高い。 

 

                                                   
17 給水サービス提供相手の規模や立地条件等から、水道事業体による給水として採算性が確保可能

なコミュニティについて、LGU が水道事業体に働きかけて、BWSA 主導の給水サービスから移管し

た例。 
18 イガコス市 LGU の組織化グループが携わった例。 
19 科学的な精査と踏査に基づいて、需要に見合う地下水資源の掘削場所と給水設備の性能を確定・

設計し、同時に、後に運営維持管理を行うことになる住民の組織化に取り組み、施設が稼働時には

施設の移管を受けるコミュニティが、運営維持管理を施行できるようになっていること。 
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3.3 効率性（レーティング：②） 

3.3.1 投入 

投入要素 計画 実績（完了時） 

（1）専門家派遣 チーフアドバイザー/地方自治、

研修/業務調整員、水理地質、村

落給水計画を必要な期間派遣す

る。その他、住民組織化、IT 広

報分野に関してはローカルコン

サルタントを雇用する。 

短期専門家 6 人（総括、水理地

質、村落給水計画、コミュニテ

ィ開発 /地方行政、GIS/WEB 開

発、業務調整 /給水施設）、計

39.22MM 

（2）機材供与 地下水開発にかかわる調査機

材、訓練用機材、調査用車両、

分析結果集積・解析用コンピュ

ーター等の機材を供与する。 

電気探査機材一式、コンピュー

ター、GIS サーバーコンピュー

ター等 

合計 17 百万円 

（3）現地業務費  プロジェクトの実施に必要な経

費を負担する。 

合計 152 百万円 

 

協力金額合計 合計 197 百万円 合計 280 百万円 

相手国政府投入

額 

C/P の活動にかかる経費を負担 合計 3.5 百万フィリピンペソ 

 

3.3.1.1 投入要素 

投入は、必要に応じて雇用することになっていたローカルコンサルタント/NGO の

雇用経費以外については、日本側、フィリピン側とも概ね計画通りに実施された。  

専門家の投入については、投入計画（M/M）が非常に限られたものであったことが

制約要因として指摘されていたが20、プロジェクトの活動のタイミングを捉えて現地

での業務時期を調整し、C/P ができる限り専門家から直接指導を受ける機会を確保す

るための工夫を行った21。その結果、専門家から直接指導を受けた C/P のうち 92％（62

名）が、専門家の技術の高さから益するものがあった、と受益者調査にて答えている。

時間的な制約にも関わらず、専門家の指導に対する評価が高いのは、専門家が C/P の

問題意識を高める「問いかけ」を基本とする OJT を行っていた点に因ることが、C/P

によって指摘された。供与機材については、電気探査機材は各 DIDP-PMO が現在に至

るまで管理しており、LGU は必要に応じて貸出を受けるシステムがプロジェクト期間

中に策定され、機能している。非常にニーズが高く、2 年先まですでに貸出リストが

埋まっている。オーバーホール22については、まだその時期を迎えていないが、必要

                                                   
20 JICA 提供資料。 
21 フォーカスグループディスカッションや個別インタビューの際にも、随所に専門家の名前を挙げ

ながらの説明があり、専門家と一体感のある活動が展開されたことが伺われた。  
22 部品単位まで分解して清掃・再組み立てを行い、新品時の性能状態に戻す点検・修理作業。  
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となった時に即時に対応できるよう、オーバーホール代に充当するための貸出料が設

定されている。DIDP-PMO に供与された車輛 1 台は、事後評価時には LGU へのモニ

タリング等に使用されている。各 LGU へ供与された機材のうち、GPS や水位計は事

後評価時に至るまで、押しなべて活用度が高い。一方で、パソコンに関しては、LGU

間に差があり、不具合から買い換えた LGU から、修理をして未だ使い続けている LGU

まで様々である。GIS ソフトウェアに関しては、GIS の研修内容が高度であり、LGU

の C/P は限定的にしか内容を網羅できなかったことから、その使用は LGU に根付か

ず、事後評価時までほぼ使用されていない。なお、一部は取り寄せ機材であったため、

その納期の遅れの影響があったが、DIDP-PMO が LGU と機材提供会社とのコーディ

ネーションを行い、プロジェクト期間中に設置が完了した。 

 

3.3.1.2 協力金額 

協力金額は、計画額 197 百万円に対して実績 280 百万円であり、計画を上回った（計

画比 142%）。専門家の投入や機材供与が計画に沿った形で行われていることから、必

要に応じて雇用する予定であったローカルコンサルタント/NGO がその後実際に雇用

されることになり、その雇用経費（実績計 74.8 百万円）によって、当初の予定金額を

上回ったと考えられる（ローカルコンサルタント経費は当初の計画金額の内訳に明示

されていなかった）。ローカルコンサルタント/NGO については、受益者調査の回答者

78 名のうち 62 名（79％）が、プロジェクト期間に直接やり取りを行ったとしており、

そのほとんど（60 名、97％）が、プロジェクトの実施にローカルコンサルタント/NGO

が果たした役割が大きかった、と回答している。小規模給水施設の計画、設計、施工

管理に係る人材の育成を、中間レビュー後に新たに成果 4 として追加して対応するな

ど、プロジェクトの取り組みの内容自体が当初の計画から増えたことからも、ローカ

ルコンサルタント/NGO の投入自体は、プロジェクト関係者の追加負担を最大限に抑

え、全体の効率性を確保するために妥当な投入であった。 

 

3.3.1.3 協力期間 

協力期間は、計画 36 カ月に対して実績 36 カ月であり、計画どおりであった（計画

比 100％）。 

 

以上より、本プロジェクトは、協力期間については計画内に収まったものの、中途

で追加された成果に対応する中で協力金額が計画を上回ったため、効率性は中程度で

ある。 

  

3.4 持続性（レーティング：③） 

3.4.1 政策制度面 

現行の国家「中期開発計画（2011-2016）」においても、MDGs7 の達成の観点から、
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安全な水の供給が国家の優先事項として取り上げられており、そこではまた、小規模

給水事業の担い手としての LGU の役割の重要性が記されている。「ダバオ地域開発計

画（2011-2016）」にても、地域全体としては MDGs7 の達成が見込まれる反面、地域内

の農村部（すなわち、水道事業体の進出が望めない、LGU による給水事業の対象地域）

では依然としてレベル 2 以上の新規設備整備の必要性があることが懸念材料とされて

いる。この状況を反映して、20％開発基金23や SALINTUBIG24、PAMANA 資金25等の

国家プログラムや世界銀行ミンダナオ農村開発プログラム（MRDP）等から継続して、

同地域の小規模給水事業向けに開発事業資金が拠出されていることからも、DIDP が

本プロジェクトで取り組んだ給水サービスの供給能力の向上や改善された給水サービ

スを引き続き実施する重要性は高い。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

1993 年以降、ダバオ地域の LGU 連合体のまとめ役を担ってきた DIDP の体制は事

後評価時まで変更はなく、その事務局である DIDP-PMO に所属する 3 名の元 C/P（地

下水開発、小規模給水、住民組織化を其々担当する 3 名）が中心となって、加盟 10LGU

の関係部局職員、ならびに LGU が監督責任を持つ BWSA に対する指導や研修に対す

る技術支援を行っている。DIDP に対して一基供与された電気探査機については、

DIDP-PMO が保管し、プロジェクト期間内に作成された貸出ガイドラインと使用料の

規則に則って、要請のあった LGU に貸し出されている。 

本プロジェクトでは、LGU の計画・開発局を統括する立場にある計画・開発コーデ

ィネーター（各 LGU に 1 名づつ）が、LGU 側のプロジェクトコーディネーターとし

て DIDP-PMO との調整を行っていた。同コーディネーターの下で、LGU 内の関連部

局の職員が LGU 毎に設立された PMU の地下水、小規模給水、住民組織化のグループ

を構成する形でプロジェクト活動に参加した。地下水および小規模給水グループには、

各 LGU ともエンジニアリング局の職員が参加し、住民組織化については、LGU によ

る公共サービス提供の全体的な管理を所掌する計画・開発局の職員を中心に構成され

た26。 

プロジェクト実施前は、給水事業のどの段階でどの部署がリードを取るかなどの連

携が確立しておらず、C/P が別々の課に所属していたため、プロジェクトの完了時に

は、各 LGU に何らかの形で「小規模給水チーム」を形成して、継続的な連携を維持

                                                   
23 内国歳入勘定として、中央から毎年度各 LGU に付与される予算。 
24 ミレニアム開発目標(以下、MDGs という) 7 に関連した、安全な飲料水の確保を目標とする、保

健省主導の国家プログラム、Sagana at Ligtas na Tubig sa Lahat プログラムの呼称。一般歳出法(GAA)

に則って拠出されており、パナボ市 LGU が支給を受けている。 
25 和平プロセス担当大統領顧問事務所（OPAPPA）が管轄する、国内で紛争の影響を受けた地域を

対象とした支援プログラム。ミンダナオ東部が対象地域となっており、2011 年に同プログラムより、

ダバオ・オリエンタル州 LGU に拠出され、5 基のレベル 3 施設の設置（レベル 2 からのアップグレ

ーディング含む）、ならびに 56 ヵ所のレベル 2 の改良・修繕を行っている。 
26 ダバオ市 LGU の場合は、計画・開発局に加えて保健局からの参加もあった。  
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することが望まれた。ただし、恒常的なタスクフォースを置くことが妥当かについて

は、首長の見解や当該事業の各 LGU における優先度によってもその必要性が異なる

ことから、判断は各 LGU に委ねられた。 

プロジェクト完了後は、LGU によって細部は異なるものの、本プロジェクト実施中

に培った各 C/P 間のネットワークも活かして、概ね次のような部署間の業務の流れが

確立・維持されており、給水事業を実施するための連携に課題は見られていない。計

画・開発局あてに要請される小規模給水設備の設置に対して、まずどの場所で掘削を

行うかを、エンジニアリング局（本プロジェクトで地下水グループに配属された元

C/P）が本プロジェクトによって導入された科学的な手法を用いた水源分析の結果から

判断する。その後、同じくエンジニアリング局（本プロジェクトで小規模給水施設グ

ループに配属された元 C/P）によって、プロジェクトによって導入された手順に則っ

て、給水施設の設計から施工の手続きが取られる。同時に、完成後の小規模給水施設

の運営維持管理をどのように行うかについて、計画・開発局の住民組織化担当者（本

プロジェクトで住民組織化グループに配属された元 C/P）が、BWSA の設立準備の支

援を通じてコミュニティに指導する。 

プロジェクトでは、当初の C/P として投入された対象 3 分野それぞれの主担当に加

えて、各分野における副担当 C/P を増員投入することで、プロジェクト完了後の人事

異動や退職に弾力的に対応できる体制を敷いた（完了時の C/P 数は 104 名）。プロジェ

クト完了後から事後評価時点までの元 C/P の LGU 内外の異動および退職は 9 名であ

り、その後の新規雇用や対応部署への異動を含めて、業務遂行上必要な人材が確保、

配置されている。事後評価以降の人材確保も引き続き、LGU の人事部門が管理するも

のであり、DIDP-PMO と同様に、各 LGU の対応体制はプロジェクト期間中より継続

して整っている。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

各 LGU のエンジニアリング局の職員は、プロジェクトが供与した資機材を用いて、

水源の状態を把握した上で給水設備の設置場所を特定し（地下水グループ）、経験則だ

けではなく給水量や使用者数等に基づいた給水施設の設計・設置（小規模給水グルー

プ）を事後評価時まで行っており、その技術に課題は見られない。また、計画・開発

局の住民組織化担当者も、施設の建設前に運営維持管理を行う BWSA の形成支援を開

始するという、プロジェクトが導入した手順に則って業務を行っていることが、プロ

ジェクトのパイロット事業で BWSA の設立支援を受けたコミュニティに対する聞き

取り調査にて確認できた。住民組織化を担当する職員は定期的に BWSA と連絡を取り、

財務を含む定例報告を受け、技術的な課題があればエンジニアリング局の小規模給水

施設担当者に繋いで、BWSA の技術レベルでは解決できない補修等の対応を行うシス

テムを稼働させており、LGU に対する BWSA からの信頼も厚い。 

水位計や電気伝導度計等、各 LGU に供与された機材は LGU にて継続活用されてお
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り、その維持管理も LGU 単位で行われている。これらの機材の使い方を含め、プロ

ジェクトの研修に参加しなかった職員や新たに配属された職員に対する技術の継承は、

LGU の業務の中で OJT として取り組まれている。地下水開発や住民組織化については

現場踏査やコミュニティとのミーティングにこれらの職員を帯同し、小規模給水施設

については、管網計算式を使った設計・プログラミング等の指導を元 C/P が中心とな

って、部局全体の取り組みとして実施している。 

また DIDP-PMO が加盟 LGU への定期的なモニタリング訪問を実施しており、

DIDP-PMO、LGU、そして BWSAで問題共有と対応の検討を行う場も確保されている。

DIDP-PMO はまた、LGU がさらに下位の LGU に対してプロジェクトで習得した技術

の再移転を行うに当たって、他 LGU で既に実施された事例から得られた経験や知見

が反映されるよう指導を行い、OJT の計画策定や研修実施に対する支援も行っている。 

LGU 職員への聞き取り調査によると、このような改善された技術と体系的な取り組

み方法は、DIDP 加盟 LGU の小規模給水業務の遂行に当たって、より効率的な業務に

つながっている、と捉えられており、プロジェクトが導入した技術が継承される見込

みが高い。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

本プロジェクトの実施機関は、DIDP-PMO ならびに LGU とも小規模給水予算（下

記に記す、開発基金等からの事業予算と、運営維持管理に充当される経常予算分の計）

を継続的に確保しており、プロジェクト完了後の当該予算は対象 LGU 平均で約 5.9 百

万円（2011）、21.7 百万円（2012）、5.6 百万円（2013）、3.1 百万円（2014、見込み）と

推移している。新規給水設備の建設や大規模な改良事業については、国家プログラム

の一部として LGU に支給される小規模給水用の予算から拠出されることが通常であ

り、20％開発基金や SALINTUBIG、PAMANA 資金による事業が主である。その他、

世界銀行ミンダナオ農村開発プログラム（MRDP）の飲料水コンポーネント事業とし

て、予算措置を受けている LGU もある27。対して、LGU の独自予算から配分される経

常予算は、BWSA では対応できない補修や簡易な改良事業に支出されている。 

年度ごとの増減があるのは、LGU が実施する小規模給水設備の新規建設にかかる

事業費は、フィリピン国内の他地域の実態と同様に、国家プログラムからの拠出金や

国会議員の持つ開発予算から交付されており、その割り当ての増減の影響を受けてい

るためである。しかし、この予算の範囲内で各 LGU は優先順位の高い事業から取り

組んでおり、単年度ごとの LGU による小規模給水事業計画の実施についての支障は

ない。また、本プロジェクトのパイロット事業として建設された設備の運営維持管理

については、BWSA による運営細則が策定されており、補修資金が確保されるよう給

                                                   
27 マティ市とパナボ市。本プログラムプロジェクトが培った技術を用いた設計・仕様書類は、従来

よりも正確かつ迅速に整えられることが外部機関よりも評価されて、パナボ市 LGU は今後、優先

的に予算を受けられるステータスを得た。 
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水サービス受給者の使用料が設定されて、BWSA の規定に則って徴収されている。 

DIDP-PMO については、加盟 LGU の会員費でその活動費用を賄っており、

DIDP-PMO のモニタリング予算から、小規模給水事業のモニタリング費も確保されて

いる。JICA が供与した電気探査機については、DIDP-PMO が管理し、補修コストを賄

うための使用料を徴収して LGU に貸出を行っている。貸出条件や方法、維持補修に

関する計画はプロジェクト期間中にガイドラインにまとめられている。プロジェクト

完了後 2010 年 8 月から 2013 年 12 月までの 3 年間で約 30 回の貸出が行われており、

プロジェクトが導入した給水事業に係る手法の定着を示している。  

以上のように、C/P 機関は小規模給水事業のための事業予算、ならびにモニタリン

グ費用や資機材の維持管理・補修に係る費用の確保を着実に行っていることから、財

務面での懸念はない。 

 

以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務

状況、いずれも問題なく、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。  

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本プロジェクトは、ダバオ地域の LGU による給水サービスの供給能力向上を、関連

業務に就く LGU 職員を対象とした人材育成を通じて実施した。その取り組みはフィ

リピンの開発政策、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。 

プロジェクト以前は目分量に近い計測と経験則に基づく設備設計を行っていた職員

は、地下水源の質の評価や埋蔵量のポテンシャルを計測した上で、状況に最適な給水

施設の設計を行うための分析を管網計算式に当てはめて弾き出す手法に移行した。ま

た、小規模給水施設の維持管理を任される住民組織の設立準備から稼働後の技術支援

を通じて、ファシリテーション能力が醸成された。これらの経験を踏まえて、科学的

計測に基づく、地元住民との協働体制による給水事業のプロセスがガイドラインにま

とめられ、プロジェクト完了時には全ての指標を満たす形でプロジェクト目標が達成

された。その後も改善された手法で小規模給水サービス事業が実施されていることか

ら、有効性・インパクトは高い。一方で、本プロジェクトは成果の産出に対し、協力

期間は計画内に収まったものの、実施期間中に追加された成果の達成を含めて対応す

る中で協力金額が計画を上回り、結果として効率性は中程度である。本プロジェクト

が導入した、改善された給水サービスは、各 LGU による小規模給水事業の実施プロ

セスとして確立しており、財務面での懸念も認められないことから、本プロジェクト

によって発現した効果の持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 
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4.2 提言 

 4.2.1 カウンターパートへの提言 

本プロジェクトのカウンターパートである DIDP-PMO に対して、以下の通り 2 点

の提言を行う。 

 

（１） DIDP-PMO のナレッジ・マネジャーとしての役割の強化 

DIDP加盟下の LGUは比較的規模の小さい地方都市からフィリピン第 3の都市であ

るダバオ市、また州を単位として加盟している LGU まで幅があることから、それぞ

れの LGU が小規模給水事業の実施に際して担う役割の範囲や多寡は一様ではない。

よって、DIDP-PMO から技術支援や情報提供を受けつつも、LGU はその置かれた状況

に即した対応を行っており、その中には、例えばイガコス市 LGU の住民組織化グル

ープが取り組んだような、地元コミュニティにより利便性の高い給水事業を提供する

ために、BWSA を水道事業体に吸収してもらう等、新しい動きもある。あるいは、プ

ロジェクトで培った技術を用いて従来よりも正確かつ迅速に設計・仕様書類が整えら

れるようになったことで、ドナープログラムの資金を獲得できるようになったパナボ

市 LGU の事例もある。これまでは、DIDP-PMO は技術支援のハブとして情報や技術

を提供する役割が主であったが、今後、LGU の示唆に富んだ個別の取り組みに係る情

報を吸収・整理してデータとして蓄積し、ウェブページに掲載する等の方法で加盟

LGU の経験の発信を行う機能を高めることで、DIDP 全体としての小規模給水サービ

ス提供能力の更なる向上をもたらすことができよう。 

 

（２） 地域全体としての安全な水へのアクセス率の向上を意識した、加盟 LGU 支援 

DIDP-PMO の主業務は、加盟 LGU の要請に応じて技術支援を行うことであるが、

DIDP 全体としての給水分野における責務は、地域内の農村部（すなわち、水道事業

体の進出が望めない、LGU による給水事業の対象地域）に、いかにして「安全な水へ

のアクセス」を確保するかであり、この点こそが「ダバオ地域開発計画（2011-2016）」

にても懸案事項とされている。同開発計画では、2016 年までに地域内の 95％の人口へ

の安全な水へのアクセス確保を目標としており、その内訳として 40％がレベル 3、35％

がレべル 2、そして 20％がレベル 1 にアクセスできることとしている。つまり、目標

のおよそ半分の人口は、LGU が設置を主導する小規模施設のレベル 1、2 の給水設備

に依存する計算である。 

DIDP は現行では、要請ベースで LGU へ個別対応を行っており、必ずしもアクセス

率の向上がより困難とされるケースへの支援を優先させているわけではない。本プロ

ジェクトが構築した、改善された手法による小規模給水事業は、より効率的かつ確実

に水供給の課題に対応できることから、今後、DIDP が BWSA 等に技術支援を行うに

当たって、アクセス率のより低い地域への LGU の取り組みを優先することによって、

地域全体のアクセス率の向上により直接的に貢献することが望まれる。 
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 4.2.2  JICA への提言  

なし 

 

4.3 教訓 

（１）日々の業務において実施機関が直面している課題・ニーズに合致した支援の有

効性 

本プロジェクトに参加した、技術移転の対象である C/P たちは、その分野の高等教

育を受け、公務員試験で選別され、（C/P 全員に一般化はできないものの）現業にて中

堅以上のキャリアを持つ行政官であり、その多くがエンジニアであった。しかしなが

ら、給水施設建設のために井戸を掘削する際、掘削する人間の経験値を頼りに地下水

開発を行う慣行であったことが、本プロジェクトの事前評価調査の段階で指摘されて

いた。そのような対応を行っていた LGU 職員にとって、本プロジェクトが導入した、

計測に基づいた施設設置場所の決定や設備デザイン、そして地元住民に対する維持管

理の指導等の技術は、それまでの業務対応に比して、正確で無駄なく住民へのサービ

ス提供を可能にする、目覚ましい効率化を業務にもたらす機会として評価され、熱心

な参加に繋がった。 

今日まで関係者がプロジェクトの意義を感じているのは、このように、C/P がプロ

ジェクトから得た学びの実質的なメリットを日々の業務を通じて感じ続けているため

である。本プロジェクトは行政官の小規模給水提供の能力に特化して、彼らのパフォ

ーマンスを目に見える形で引き揚げ、それが行政サービス提供を受けるコミュニティ

側にも認知される結果に繋がったことも、彼らのやる気を後押ししている。このよう

に、地方行政という大きな括りでありながらも、ニーズの高いセクター /開発課題に絞

って C/P の職務遂行能力を確実に上げたことが、本プロジェクトの勝因の一つであり、

他案件の成果や活動の絞り込みの際にも、参考になる。 

 

（２）「気づきによる学び」を促し、定着させる技術支援アプローチ 

本案件は、専門家の投入 M/M が限定されていることが専門家自身から指摘されて

いたが、受益者調査に回答した全ての C/P が「高い技術力を持つ専門家から直接指導

を受け、非常にためになった」と、専門家の貢献の高さに言及している。専門家は OJT

の中で、C/P に解を与えるのではなく、「この状況にどのように取り組むか」を C/P に

問い、「改善された手法」が従来の取り組みとどう異なるのかを、C/P が従来取り組ん

できた方法との比較を通じて紹介、指導した。そして、専門家の不在期間に、C/P と

ローカルコンサルタント/NGO が実践を継続し、専門家との学びが定着するような機

会をも確保した。このように、専門家が C/P の気づきを促すために直接指導すべきこ

とと、ローカルコンサルタント/NGO の支援によって、その気づきの実践への適用を

専門家の不在期間にも継続できることに整理して OJT を実施し、専門家の不在に関わ

らず、C/P が継続してプロジェクトへの取り組みへの関心レベルを低下させない仕組



 

 22 

みを作った。このような、専門家による気づきの醸成と、ローカルコンサルタント /NGO

による、気づきによる学びの定着化を統合する技術支援アプローチは、地方行政案件

に限らず、他案件の実施体制の検討にも参考となろう。 

 

BOX: 地方行政体の能力向上案件の構築・実施に係る、事後評価結果からの示唆  

国際協力機構（JICA）は、地方行政機能の強化による公共サービスの改善を目指し

た技術協力プロジェクトを数多く実施してきた。今般、フィリピン「ミンダナオ・ダバ

オ地域地方行政・地域社会強化プロジェクト（2007-2010）」（LGREP）とカンボジア「北

東州地域開発能力向上プロジェクト（2007-2011）」（PRDNEP）の事後評価の結果を横

断的に検討することで、同分野案件の計画策定や実施に当たって参照性の高い示唆を導

出する取り組みを行った。両案件はいずれも、国家政策として地方分権化が進む中で、

住民への公共サービス提供に際してより大きな責務を担うことになった地方自治体の

能力強化を、開発課題が多い地域を対象として実施されたもので、プロジェクト完了時

までに、カウンターパート（C/P）が行政事業を行うために習得すべきとされた能力を

実地研修で身に着ける、という目標を達成した。しかし、プロジェクト完了後もその能

力を継承して行政サービスを実施している LGREP に対して、PRDNEP では、開発事業

予算の交付が実現していないこともあり、プロジェクトで培った知識・経験を生かして

の新規開発事業の実施に至っていない。プロジェクト完了後の C/P 自身による成果の自

立発展・継承に影響した、両プロジェクトの対照的な構成要素を次のとおり抽出した。 

 

 LGREP が、小規模給水の「サービス提供能力」に着眼して、改善された手法を定着

させたのに対して、PRDNEP では、現地において新しい取り組みとなる「開発計画

の策定能力」の醸成に取り組んだが、能力向上ターゲットの職務の領域が多岐にわ

たり、其々の日常業務への強い関連づけに結び付かなかった。 

 LGREP では、目指した目標を着実に達成するために必要となるターゲット以外の関

係者の能力を見極め、プロジェクト途中で当該関係者をターゲットに含めて新たな

成果（小規模給水グループ）を加えた。PRDNEP では同様の意図により、プロジェ

クト途中でターゲットの絞り込みを行ったが、2 州のターゲットの行政レベルの相

違や、州内においても提供するサービスの特性が異なる複数セクターを対象とした

ことから、それぞれ個別の対応が必要となり、強化すべき能力の範囲を絞り込むこ

とができなかった。 

 LGREP では、地下水開発や住民組織化等、C/P の日々の具体的な業務に即した学び

とその定着化が技術移転に組み込まれ、完了後の C/P による応用に結びついたが、

PRDNEP では、パイロット事業の運営サイクルを一とおり経験してみることが主と

なり、同サイクルの各段階で必要となる個別の業務における応用につなげるための

素地作りに十分に手が回らなかった。 

 LGREP では、上述のように目標の達成のために必要なターゲットを追加すること
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で、地方自治体内の各関連部局をまたぐ形で給水事業の実施プロセスが形成され、

事後評価時まで継続しているが、PRDNEP では、複数の行政レベルやセクターが対

象であり、これらの行政体もしくはセクターが所掌する事業や職務が共通の実施手

順で取り組まれるものでなかったことから、組織内での開発事業実施プロセスの形

成や定着は限定的となった。 

 

 

 


