
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：エルサルバドル事務所（2015 年 5 月）

国名
上下水道公社事業運営能力強化プロジェクト

エルサルバドル

Ⅰ 案件概要

事業の背景

エルサルバドルでは、2007 年時点で、上下水道公社（ANDA）が全人口のおよそ 62％への水供給サービ
スを行っており、168 市町、人口およそ 350 万人をカバーしていた。ANDA によるサービス被覆率は、都
市部で 89.2％、農村部で 16.9％であった。ANDA による水供給サービスにおける課題として、イ）維持
管理費の高さ、料金水準の低さ及び無収水人口の多さによる脆弱な財務基盤、ロ）限定的な給水能力と
水源不足による断続的な給水、ハ）未処理下排水の河川への流入、が挙げられていた。こうした状況下、
JICA は、こうした問題に対応する行動計画を作成するため、長期専門家を派遣した。行動計画に基づ
き、ANDA の維持管理能力の向上のため、本技術協力プロジェクトが形成された。

事業の目的

本事業は、モデル地区及びパイロット地区における無収水削減活動、パイロット施設における節電活
動、さらに、無収水削減対策、節電対策及び下水システム整備に係るマニュアル作成を通じて、ANDA
の上水道施設の運営維持管理能力の強化を図り、以って ANDA の上水道事業管理能力の強化を目指した。
本事業では、以下の目標が設定された。

1. 上位目標： ANDA の上水道事業管理能力が強化される。
2. プロジェクト目標：ANDA の上水道施設の維持管理能力が強化される。

実施内容

1. 事業サイト：首都圏、中部地域、西部地域
2. 主な活動：1)無収水削減活動チーム、マネジメントチーム、節電マネジメントチーム向け研修、2)

無収水削減活動チームによるモデル地区での無収水削減対策の実施、3)節電マネジメントチームに
よるパイロット施設における節電対策の実施、4)現状調査及び下水システム整備の実施、5)無収水
削減対策、節電対策及び下水システム整備のマニュアル作成、等

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 7人
(2) 本邦研修 21 人
(3) 機材供与 CAD、無収水削減対策用機材、PC、

ピックアップトラック、等

相手国側
(1) カウンターパートの配置 86名
(2) 土地・施設提供 ANDA 本部日本人専門家用執務

室、等
(3) ローカルコスト負担 セキュリティ費用、首都

圏事業所、中部事業所、西部事業所の運営費

事前評価年 2008 年 協力期間 2009年 1月～2011年 12月 協力金額

（事前評価時）
450 百万円
（実績）
370 百万円

相手国実施機関 上下水道公社（ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados)

日本側協力機関 株式会社日水コン

Ⅱ 評価結果
＜評価上の制約＞

治安上の問題により、以下の事業サイトは、本事後評価の現地踏査を実施することができなかった。事業完了後、以下のサイトは治安が非

常に悪化しており、ANDAの職員は適切な警備がない状態では、訪問することができない状況である。

- コリント市（ANDA 首都圏）

- サン・ラファエル・セドロス（パイロット地区、ANDA 中部地域）

- トナカテペケ（モデル地区、ANDA中部地域）

＜事後評価において留意すべき事項＞

【上位目標の指標】

- 指標の目標値：PDM Ver.2では、2 つの指標が設定されているものの、目標値及び明確なベースラインが設定されていない。そのため、

それぞれの指標の目標値は、本事業で作成し、ANDA理事会によって承認された無収水削減長期計画及び節電計画に基づくものとする。

- 指標 2「電力消費効率」の検証の困難さ：治安の悪化により本事業対象地域における上水消費量の実績値の確認が困難であったことか

ら、上水供給量に対する電力消費効率の検証の制約となった。そのため、本事業で作成された節電計画の効果として、代替的に事業対

象地域の電力消費量の変化により検証を行った。

- 上位目標の達成への事業の貢献を検証するための補完情報：無収水削減長期計画及び節電計画が実施されたか否かの確認は必須であ

る。また、ANDAの上水事業による収入の増加という上位目標への本事業の貢献を検証するには、各地域及び ANDA 全体の無収水率の変

化を分析することが必要である。

1 妥当性

【事前・事業完了時のエルサルバドル政府の開発政策との整合性】
「上下水サービス及び都市・農村部におけるアクセスの拡大」という、「政府計画：安全な国（2004～2009年）」及び「開

発5ヵ年計画（2010～2014年）に掲げられるエルサルバドル政府の開発政策に合致している。
【事前・事業完了時のエルサルバドルにおける開発ニーズとの整合性】

上水事業のマネジメントの向上と事業の近代化というANDAの開発ニーズに合致している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

2004年の経済協力政策協議に基づき、「安全な国」というエルサルバドル政府の政策の16の活動分野に沿った、日本の対エ
ルサルバドル援助政策の4つの重点分野に合致している。また、ANDAの能力開発を支援する本事業は、重点分野の一つである
生活環境の整備を含む、「持続的開発に向けた環境保全」に合致している。



【評価判断】以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【本事業のプロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】
プロジェクト目標は、完了時点までに達成された。本事業の活動を通じて、無収水削減長期計画は、2011年11月にANDA理事

会により正式に承認され、3つの対象地域支局の新たな配水地区の予算申請が作成された。また、8つの節電事業の予算申請が
作成された。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

無収水削減長期計画は、2012～2013年にANDAにより更新され、実施されている。同計画では、バルブにより配水網から切り
離すことが可能となる、配水管理区画（DMA）1の設置により、マイクロメーターの整備、水道管の回収、漏水箇所及び不法取
水の探知といった無収水対策が実施される。具体的には、3つの地域支局には、マイクロメーターの設置と水道管20キロメー
トルの改修により、少なくとも1つのDMAが設定された。また、漏水探知機を含む、本事業で供与された機材は、依然として恒
常的に使用されている。節電活動については、節電計画に記載された事業が実施されている。ラス・パバス地区の事業の1つ
は、中米経済統合銀行（BCIE）の融資により実施される予定であり、省エネルギーに係るコンサルティングも行われることと
なっている。また、周波数インバーター2が、米州開発銀行（IDB）の資金により、ラス・マルガリータス地区、ラ・カンペス
トレ地区、及びラ・スルタナ地区の3つの上水施設に導入された。加えて、エル・ロサリオ上水施設への自家発電機の設置や
その他の上水施設のエネルギー合理化などの活動が実施された。下水システム整備については、本事業で作成されたマニュア
ルが、下水システム整備事業の形成に使用されている。首都圏支局は、ラス・デリシアス地区、エスカロン地区、サン・マル
ティン地区、コスタ・リカ地区、パンチマルコ地区及びラ・ラビダ地区の下水道管の改修を含む6つの事業を形成した。
【本事業の上位目標の事後評価時点における達成状況】

上位目標は一部達成したと判断される。ANDAの年間収入は、2011年82,107百万ドルから2014年84,598百万ドルに増加した。
2012年及び2013年には減少が見られたが、これは、暴力犯罪集団の支配下にある一部区画では治安が悪化し、ANDA職員が顧客
のメーター確認や請求書の配達に行くことを阻害しているためである。例えば、2つのモデル地区（首都圏支局のコリント市
及び中部支局のトナカテペケ）及び1つのパイロット地区（中部支局のサン・ラファエル・セドロス）では治安上の問題によ
り本事後評価時点でも訪問することが不可能でありソヤパンゴ市、イロパンゴ市及びその周辺など何千人という、首都圏の顧
客が集中している地域でも実際の上水消費量を確認することが困難な状況となっている。また、他の地域の人口が集中してい
る都市部、農村部でも、配水量を確認することが難しい状況が散見されている。また、こうした治安の悪化は、無収水の主た
る原因となっている漏水や不法取水の探知や水道管の修理・改修工事の実施の阻害ともなっている。電力消費効率の改善につ
いては、周波数インバーターの設置、ANDA本部での省エネ伝統への取り換えや空調システムの改修、production sourceにお
けるマイクロメーターの設置など、本事業で作成された節電計画で示された活動が実施されているものの、事業完了後、電力
消費量は削減されていない。また、より電力消費が必要となる新たな事業の実施が予定されているなどの他要因により、2015
年の電力消費量の減少は計画通りとはならない見込みである。例えば、スペイン国際開発協力庁（AECID）の資金による新た
な事業は、電力の使用が必要となるものである。そのうちの一つは、2015年7月に開始されたが、200馬力以上の新たな機材2
基が含まれている。
【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】

その他の正のインパクト及び環境その他への負のインパクトは確認されなかった。
【評価判断】プロジェクト目標である、浄水施設の維持管理に係るANDAの能力強化は事業完了時点までに達成されたが、上位
目標である上水事業に係るANDAの管理能力の強化は、事後評価時点において一部達成するにとどまった。従って本事業の有効
性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目標

(ANDA の上水施設

の維持管理能力の

強化)

(指標 1)新たな区画の

無収水削減計画が作成

される。

達成状況：達成

（完了時）

無収水削減長期計画は作成され、2011 年 11 月に ANDA 理事会により正式に承認された。

（事後評価時）

無収水削減長期計画は、2012～2013 年に更新され、実施されている。

（指標 2）各地域支局が

無収水削減計画に沿っ

て予算申請を行う。

達成状況：達成

（完了時）

 3 つの対象地域支局は、新たな配水管理区画の予算申請を作成した。

（事後評価時）

無収水削減についての予算は特に配分されていないが、マイクロメーターの設置や配水管の

改修といった活動が実施されており、これらの活動に必要な予算は配分されている。

（指標 3）ANDA 本部が、

節電計画に沿って予算

申請を作成する。

達成状況：達成

（完了時）

節電計画は ANDA 理事会により公式に承認され、8つの節電事業の予算申請が作成された。

（事後評価時）

節電計画についての予算は特に配分されていないが、周波数インバーターの設置といった活

動が他ドナーの支援により実施されている。

上位目標

(ANDA の上水事業

の管理能力の強

化)

（指標 1）ANDA の上水事

業収入が増加する。

達成状況：一部達成

（事後評価時点）

[ANDA の上水事業による収入]

                  (単位：百万ドル)

                                           
1 DMA は、無収水対策を行う対象となる「漏水管理区画（LMB）」2～4区画で構成される。
2 インバーターの導入により、周波数を自由に変えることができ、モーターの回転数を負荷に合わせて自由に制御できるようになることで

省エネにつながる。



2011 2012 2013 2014 2015*
(予測)

82,107 75,848 80,725 84,598 17,235
（注）2015年のデータは、2月分まで。

（指標 2）ANDA の電力消

費効率が向上する。

達成状況：未達成

（事後評価時点）

[ANDA の電力消費]

2011 2012 2013 2014 2015*

電力消

費量

(kWh)

508,376,770.47 509,066,007.71 510,705,088.26 509,072,866.97 250,998,167.90

変化

(%)
- +0.13 +0.32 -0.31 -

（注）2015年のデータは 6月まで。

2015 年の電力消費量は、期待されたほどには減少しない見込みである。上述の活動や職員の意
識を高めるため、節電アクションチームが ANDA 本部や各地域支局で実施を計画している、省エ
ネルギーフェアにより、エネルギー消費は前年より若干減少する見込みであるが、目標値の 5％
減には届かない見込みである。

出所：終了時評価報告書、事後評価時の ANDAへのインタビュー

3 効率性

本事業は、協力金額及び期間は計画以内（計画比：82％、100％）に収まった。よって効率性は高い。

4 持続性

【政策・制度面】
ANDAの上水事業の改善に向けた政府の特別な政策はとられていないが、エルサルバドル政府は、前述及び後述するドナーへ

の資金支援の要請を通じて、本事業で導入された節電対策や下水施設整備に係る活動を支援している。
【体制面】

無収水削減チーム、節電チーム、下水システム整備チームと
いった、本事業で組織したタスクチームは、現在でも維持され
ており、機能している。また、無収水削減活動を促進するため、
ANDAは全ての地域支局に土地台帳課（Cadaster Unit）を設置
し、配置された職員に対し、各地域の顧客情報の収集（氏名、
所在、区画等）、顧客の使用状況の確認に関する研修を行った。
また、これらの職員は、配水管理区画の設定、マニュアルの使
用等に加え、供与された機材の使用法を含め、本事業で実施さ
れた活動についても学んでいる。加えて、無収水に直接関連す
る各土地台帳課が収集した情報を管理するため、本部に調整員
を配置した。土地台帳課は、顧客及び配水管理区画に関する最新の情報を本部に送付することから、漏水や不法取水があった
場合には、調整員は国レベルでの無収水に関する情報を把握することが可能となる。ANDA職員によれば、地域支局や本部には、
無収水削減計画、節電計画及び下水システム整備を実施するのに十分な人員（技能工、エンジニア）が配置されており、ANDA
のエンジニアの人数は予算が維持されていることから、過去5年間同じ人数が維持されている。
【技術面】

ANDAの技術部長が、4地域でのすべての活動を統括している。内部研修を通じて、台帳作成のための情報収集や本事業で供
与した機材の使用方法など、本事業で導入した知識・技術移転が進められている。また、無収水計画チームの2名は、2013年
及び2014年に無収水に関する理解を深めるためにブラジルで研修を受け、そこで学んだ知識を4つの地域支局と共有した。無
収水対策を効果的に実施する配水管理区画方式は、資金が不足しているため、4つの地域支局で部分的に実施されている。省
エネルギーについては、アルゼンチンの技能者により、研修が行われた。さらに、西部支局では、エンジニアや建築家をイン
ターンとして採用し、また、社会サービスの一環としてエンジニアリングを専攻する学生向けに、本事業で導入された無収水
削減活動についての研修を行っている。こうした活動は、無収水削減に関する知識の普及に貢献している。本事業で作成した、
無収水対策、節電及び下水システム整備に係るマニュアルは、ANDA職員が日常業務で使用する正式な文書として理事会で承認
され、それぞれの業務のガイドラインとして活用されている。
【財務面】

ANDAの水道収入は、2011年以降減少しており、2011年115.03百万ドルから2014年109.51百万ドルに減っている。これは、治
安の悪化やメーターの盗難により料金徴収が困難になっているためであり、こうした問題は年々悪化している。しかしながら、
ANDAは予算も含め、独立した機関であることから、政府からの予算は交付されていない。そのため、収入が減少する中、ANDA
にとっては、収支改善に向けて支出の削減が重要となっている。同期間にANDAの支出も352.03百万ドルから152.17百万ドルに
減っていることから、ANDAの収支は赤字が減少していることにより改善しているといえる。これは、本事業による節電と省エ
ネルギー、無収水対策が、経費の抑制に一部貢献していることによる。また、2012年9月に発効した大統領令第119号により、
ANDAがレンパ河川執行委員会から優遇料金により電力を直接購入できるようになったこともANDAの電力経費の減少につなが
った。無収水対策、節電、下水整備に関する活動のそれぞれに特に予算配分はされていないが、本事業完了後、マイクロメー
ターの設置や水道管改修といった活動は実施されていることから、必要な予算が執行されていることが裏付けられている。特
に、節電対策計画の実施については、中米経済統合銀行（CABEI）、米州開発銀行（IDB）及びAECIDといった他ドナーにより、
上水設備へのインバーターの導入など節電計画の活動や下水整備計画マニュアルによる下水システムの改善に係る活動への
資金が供与されている。

ANDA のエンジニアの人数

2011 2012 2013 2014 2015
首都圏 26 26 26 26 26
中部 18 18 18 18 18
西部 22 22 22 22 22
東部 3 3 3 3 3
本社 5 5 5 5 5
Total 74 74 74 74 74



【評価判断】以上より、政策面及び財務面で課題が見られることから、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価
本事業は、プロジェクト目標を達成し、上位目標については一部達成した。本事業により導入された活動を通じて、ANDA は

無収水を削減し、省電力化が一部向上するとともに、財務的収支も改善した。持続性については、本事業で導入した ANDA の
活動を支援する政府の明確な政策がなく、また、ANDAの赤字は縮小しているものの、収入が減少している。

総合的に判断すると、本事業の評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言：

【実施機関(ANDA)への提言】

 ANDA は、職員の安全についてのリスクを高めることなく、顧客の水使用量に対して正確に料金請求できるよう、顧客の水

使用量を適切に測定するための方策を 2016 年中に見い出し、2017 年以降実施する必要がある。

 ANDA は、電力消費量の削減につながらない、電力消費が必要となる新たな事業を行っている。ANDA は、他ドナーととも

により電力消費量の少ない事業（グリーンプロジェクト）について調査し、電力消費量の削減を図るべきである。

 ANDA は、本事業で導入された活動の継続を円滑に行い、それらの活動による良い結果を得るために、本事業で育成された

職員を同じ地域支局に配属することが望まれる。

【JICA への教訓】

＜活動を円滑に行い、活動の持続性を確保するための組織上の最高機関の関与＞

 本事業で作成した、無収水削減や節電に関する計画や技術マニュアルは、ANDA の最高機関である理事会で、組織の正式な

文書として承認された。組織の最高機関が本事業に関与したことで、事業実施中の問題解決を円滑にしたばかりでなく、

事業完了後の本事業で導入された活動の持続性を確保することにつながった

＜より良い活用に向けた知識の共有＞

 ANDA の西部支局は、いまインターンや社会活動の一環として学生向けに、無収水削減の方法論について研修を行っている。

このような将来のエンジニアに対し、こうした知識の共有を行うことは、特に、エルサルバドルでは知られていない無収

水削減といった活動を複製し、広げていくことにつながる。したがって、こうした取組みは、事業で導入された知識・技

術を普及し、事業の効果を拡大するとともに、活動の持続性の確保につながる選択肢の一つとなりうることから、事業の

計画時点において効果的な知識の共有に係る活動を組入れることを検討しておくことが望ましい。

ANDA 西部支局土地台帳課

本事業で供与されたマイクロメーター。現在も使用されてお

り、機能している。

（ANDA 首都圏地域）


