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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：水道公社事業管理能力向上プロジェクト 

分野：水・衛生 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 水資源グルー

プ 水資源第一チーム 

協力金額（評価時点）：2.37 億円 

協力期間 (R/D): 2012 年 8 月から 

 2017 年 8 月 

(延長) : 

(F/U) : 

先方関係機関：公共事業運輸省（MPWT）住宅都市計画

局（DHUP）、水道規制室（WASRO）、首都ビエンチャ

ン水道公社、ルアンパバーン県水道公社、カムアン県水

道公社、首都ビエンチャン市公共事業運輸局、ルアンパ

バーン県公共事業運輸局、カムアン県公共事業運輸局 

日本側協力機関：さいたま市水道局、埼玉県企業局、 

川崎市上下水道局、横浜市水道局、厚生労働省 

他の関連協力：なし 

１-１ 協力の背景と概要 

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。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、2015 年までに 67%、2020 年までに 80%という政府が目

指す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 56%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（Ministry of Public Works and Transport：MPWT）内の水道規

制室（Water Supply Regulatory Office：WASRO）が、水道公社のサービス状況を数値化した業務

指標について、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。 

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 や各県の公共事業運輸局（Department of Public Works and Transport：

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。 

このような背景から、上記の課題に対処するため、ラオス国政府により、本技術協力プロジ

ェクトが要請された。 

 

１-２ 協力内容 

（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
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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 

 

（３） 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 

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、PDCA サイクルを用いて行われる 

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 

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 

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 

 

（４） 投入（評価時点） 

日本側：総投入額  2.37 億円（2015 年 1 月末時点） 

専門家派遣 22 名 計 29 回派遣 

機材供与 6 機材 

（計測・データ収集器、超音波流量計、自記録水圧測定器等） 

ローカルコスト負担 375,367.68 USD（約 44,534 千円）1
 

研修員受入 25 名 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 計63名（DHUP、WASRO、DPWT及びパイロット水道公社） 

土地・施設提供 プロジェクト事務所・設備、光熱費等 

２. 評価調査団の概要 

調査者 団長   ：江尻 幸彦  JICA 地球環境部 水資源グループ 専任参事 

協力企画 ：鎗内 美奈   JICA 地球環境部 水資源グループ 水資源第一チーム 

評価分析 ：伊藤 治夫  株式会社アイコンズ 

調査期間 2015 年 2 月 12 日から 3 月 4 日 評価種類：中間レビュー 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１） 投入・活動実績 

本プロジェクトは、中間時点において、おおむね計画に沿って活動が実施されている。中

間時点においてはアウトプット 1、2、3 の活動が実施中であり、今後アウトプット 4、5 の活

動の実施が計画されている。一部の短期専門家の派遣に遅れが見られるものの、活動に大き

な支障とはなっていない。 

 

（２） アウトプットの達成状況 

【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 

アウトプット 1 の指標の達成状況として、事業計画策定のために必要となるデータの大部

分が、各パイロット水道公社において、策定された「データ管理マニュアル（案）」に沿っ

て収集されている（指標 1a）。このデータ収集は毎年実施され、その結果は、各水道公社に

                                                        
1 為替レート 1USD＝118.64 円（2015 年 1 月 7 日現在） 



 

iii 

よる「水道事業ガイドライン報告書」に取りまとめられている（指標 1b）。試行中の「デー

タ管理マニュアル」は、改良され 2015 年末までに MPWT（DHUP）により承認される予定で

あり（指標 1c）、アウトプット 1 がプロジェクト終了までに達成する見込みは高い。 

 

【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、PDCA サイクルを用いて行われる 

アウトプット 2 として、「長期、中期、年次事業計画」が、各パイロット水道公社におい

て策定され（指標 2a、2b、2c）、計画に基づいた事業実施管理が実施されている。各事業計

画及びその実施はデータ精緻化、財務計画の積算精度の向上といった改善点が残されている

が、試行を通して改善され、承認される見込みである。また、2016 年 3 月までに策定が計画

されている「事業計画策定ガイドライン」に関しては、現時点で素案が策定されている（指

標 2e）。このことからもアウトプット 2 がプロジェクト終了までに達成される見込みは高い。 

 

【アウトプット 3】業務指標(Performance Indicator：PI)を含む事業計画のモニタリングが強化

される 

アウトプット 3 の指標の達成度に関しては、現在、各パイロット水道公社において「水道

事業ガイドライン(案)」に基づいたモニタリングが試行されており、内部モニタリング結果

は、各パイロット水道公社において「水道事業ガイドライン報告書」として取りまとめられ

る予定である（指標 3a）。同時に WASRO が各パイロット水道公社からの「水道事業ガイド

ライン報告書」を取りまとめ外部モニタリングとしての「水道事業ガイドライン報告書（年

報）」を作成中である（指標 3b）。全国の水道公社を対象とした約 1 年間の試行を経て「水

道事業ガイドライン」が水道規制委員会（Water Supply Regulatory Committee：WSRC）によっ

て 2016 年中に承認することが計画されている（指標 3c）。したがって、水道事業ガイドライ

ンを用いた新たなモニタリング・システムが構築されるためアウトプット 3 が達成される見

込みは高い。 

 

【アウトプット 4】アウトプット 1～3 の成果を踏まえ、技術ガイドラインが策定される 

アウトプット 1 から 3 の成果を取りまとめた「水道事業計画技術ガイドライン」の策定が、

カウンターパート内の分科会で着手された（指標 4a）。同ガイドラインの策定に向けて、2015

年前半に、分科会を発展させる形でカウンターパートを中心とする「ガイドライン策定委員

会」の設立が計画されている。 

 

【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  

アウトプット 5 に係る活動は、プロジェクト後半に実施が計画されており、現時点での指

標の達成度は確認できない。一方で中間レビューにおける質問票2、インタビューの結果から

は、将来の全国の水道公社への普及を担うカウンターパートの能力に向上が見られることが

確認された（指標 5a）。しかし、他の水道公社への研修、普及計画の実現には、普及のため

の予算、人材確保の必要性が指摘された。 

 

（３） プロジェクト目標の達成状況 

【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 

中間レビューの調査結果からは、カウンターパートが継続的に事業計画を策定・更新する

能力を身につけていることが確認された（指標 a）。同時に、PI の達成度も 2012 年と 2014

                                                        
2
 付属資料「中間レビュー質問票集計結果」参照 
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年の比較で 50.7%の項目において改善が見られることからも、将来的には目標値の達成が見

込まれる3（指標 b）。さらに、「水道事業計画技術ガイドライン」の策定（指標 c）及び「事

業計画策定普及計画」に従った「研修コース実施のための実施計画」の策定（指標 d）は、プ

ロジェクト終了までに完了が見込まれることから、将来のプロジェクト目標の達成見込みは

高いと判断される。 

 

（４） 上位目標の達成状況 

【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 

上位目標の達成の可能性は現時点では判断できない。指標となる、「2020 年末までに全て

の水道公社にて事業計画が更新され、承認される」（指標 a）の達成に向けては、今後、実現

可能な「水道事業計画技術ガイドライン」、「普及計画」及び「研修計画」が策定され、養

成されたカウンターパートによる他公社への技術移転の体制整備が実施されることが不可欠

となる。一方、「2020 年までの PI 目標値の達成」（指標 b）に関しては、パイロット水道公

社の長期目標として、目標値が設定されていることから、その継続的な取り組みが期待され

る。しかし、上位目標の達成には、他の水道公社にて事業計画の策定等、類似の支援を実施

している他ドナーとの調整、さらには、多くの投資を伴う事業計画実現のための予算確保が

求められる。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性：高い 

・ 本プロジェクトの目的は、ラオスの政策である「都市水道供給及び衛生セクター戦略(2013

～2030)」及び我が国の「対ラオス援助方針（2012 年）」での重点分野と合致している。 

・ 各パイロット水道公社の給水率は依然低い。（首都ビエンチャン水道公社 68%、ルアンパ

バーン県 76.9%、カムアン県タケク郡 58%：2012 年）その改善のための中長期的な水需要

予測や、それに伴う施設拡張計画、財政計画、人材育成計画等による事業管理が求められ

るが、水道公社は中長期的な事業計画を策定する経験を有しておらず、プロジェクトによ

る支援は、水道公社のニーズに整合している。 

・ 本プロジェクトは、ラオスやその他開発途上国における安全で安定した水供給能力向上分

野において十分な経験、技術優位性、ミッションを有する我が国の地方自治体の支援によ

って実施されており、日本の適切な経験や技術優位性という観点から妥当性が高い。  

 

（２） 有効性：高い 

・ プロジェクト目標に関しては、カウンターパートが事業計画を策定・更新する能力を有し

ていることが確認され、同時に各パイロット水道公社における PI もプロジェクト開始以

降、徐々に向上していることから、将来のプロジェクト目標の達成が見込まれる。  

・ 設定された 5 つの全てのアウトプットが達成されれば、将来的なプロジェクト目標達成が

見込まれることから、各アウトプットとプロジェクト目標の関係は適切であると判断され

る。 

・ プロジェクト目標の達成に向けて、①カウンターパートの日常業務改善への支援、②月例

会議、分科会、ワークショップ等による情報共有・相互補完、③各担当部署が自ら中長期

計画を策定することによるイニシアティブ向上といった貢献要因が確認された。  

 

（３） 効率性：中程度 

・ ラオス側、日本側双方からの投入は概ね計画通りに実施された。また、水道事業ガイドライ

ン報告書の取りまとめ、水道統計の取りまとめ、長期構想（水道ビジョン）の検討、官民連

                                                        
3
 PI の中には「苦情割合」、「苦情解決割合」等、プロジェクトの活動により顧客とのコミュニケーションが促進されたことで

悪化している指標もあり、必ずしも指標の低下が水道事業サービスの低下の結果であるとはいえない点には留意が必要とな

る。 
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携（Public-Private Partnership：PPP）導入ガイドラインの策定支援、ラオス水道協会設立支

援といった活動が追加されるなど、必要性に応じた柔軟な対応が行われている。 

・ 多くの専門家が、ラオス及びその他の開発途上国での同分野における技術移転の豊富な経

験を有している。同時にプロジェクトのラオス側の上層部も、日本の長年にわたる支援の

経験があり、これらの人材活用によりプロジェクトは円滑に実施されている。 

・ 短期専門家の派遣について、派遣期間が短く、専門家とカウンターパートの双方が、新し

い技術スキルを十分に教えたり、学んだりするための時間が充分ではないと判断される。

特に財務分析の分野で短期専門家の派遣が遅れるといった課題が見られた。 

・ 調達資機材は各パイロット水道公社に調達されている。一方でその使用頻度は、水道公社

の計画策定及び実施の進捗に差が見られるためバラツキがある。 

 

（４） インパクト：判断は時期尚早 

・ インパクトの判断はプロジェクト中間現時点では時期尚早である。上位目標となる全国の

水道公社への普及の可能性については、プロジェクト後半の普及に係る活動の達成度の確

認を待って判断する必要がある。 

・ その他の正のインパクトとして、パイロット水道公社における JICA の他のスキーム（無

償、有償資金協力）との相乗効果が確認された。また、小学生を対象とした「水道教室」

では、対象者の水道事業への理解のみならず、環境、衛生への理解を促進したと見られる。 

 

（５） 持続性：やや高い（見込み） 

・ 政策面では、2013 年 7 月に策定された「都市水道供給及び衛生セクター戦略」(2013～

2030)」において、2020 年までの都市人口における給水率を 80%とすることが引き続き掲

げられており、今後も政策的重要性は維持される見込み。 

・ 組織・制度面では、省庁再編・人事異動等による主要カウンターパートの交代といったリ

スクに対して、プロジェクトはガイドライン・マニュアルを整備することにより、成果が

組織に蓄積されることを目指している。また、中・長期目標を設定することにより、関係

部署間の共通の目的を提示し、目標達成に向けた部署間の連携を促進している。  

・ 技術面では、カウンターパートの日常業務を支援し、PDCA サイクルを実践することによ

り、技術・知識の定着を目指している。また、全カウンターパートが、他の水道公社に事

業計画策定の技術・知識を伝える能力を身につけたと回答していることから、一定の能力

強化が促進されたと判断される。 

・ 財務面では、今後、水道公社が策定した事業計画を実施に移すための予算及び全国へのプ

ロジェクト効果の普及のための予算確保の目途が立っていない。一方で本プロジェクトに

よる財務を含む精度の高い中長期計画の策定は、行政機関、ドナー及び民間からの財政支

援の可能性を高めることが期待される。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１） 計画内容に関すること 

長期にわたる技術協力の経験の活用 

本プロジェクトでは、ラオス及び他の途上国における技術協力の経験を豊富に有する日本

人専門家、過去の協力により蓄積された研修カリキュラム、教材等を有効に活用している。

ラオス側のプロジェクトの上層部も日本の技術協力との長期間にわたる係わりを有してお

り、これらの経験・人材の活用はプロジェクトの順調な運営に寄与している。 

 

（２） 実施プロセスに関すること 

カウンターパートの日常業務への支援 

プロジェクトとしての個別の活動としてではなく、カウンターパートの日常業務を支援し

ている。プロジェクトの専門家からの支援は、カウンターパートの日常業務を改善するもの

であるため、彼らのプロジェクト参加へのモチベーションの向上が図られている。  

顧客サービス事業の認識 
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本プロジェクトは、水道サービスにおける顧客サービス重視の意識付けに必要となる活動

（お客様アンケート、水道教室、コールセンター等）を柔軟に取り入れている。これらの活

動は、顧客の意見を把握することにつながり、カウンターパートの水道事業改善への主体性

の向上が図られている。 

情報、共通課題の共有機会の提供 

本プロジェクトは月例会議、分科会、ワークショップ等の情報共有の機会を提供すること

により、パイロット水道公社間のネットワークの構築を支援している。同じ担当業務を持つ

職員の情報共有の場の提供は、日常業務及び日本人専門家による OJT で生じた課題の解決に

貢献している。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１） 計画内容に関すること 

特になし 

 

（２） 実施プロセスに関すること 

短期専門家の派遣期間 

短期専門家の知識、技術はカウンターパートから高い評価を得ている。一方で派遣期間及

び派遣のタイミングに関しては、一部課題が見られる。専門家及びカウンターパートの双方

が技術移転に関して、十分な時間がとれていないことを指摘している。 

事業計画実施のための必要な資金 

各パイロット水道公社において事業計画の実施に際し、施設整備に必要となる予算確保が

プロジェクトの一つの課題である。水道公社は国家、県政府予算、ドナー支援、PPP、水道料

金の適正化により事業計画実施に向けた予算確保を行う必要がある。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトは2年半という短期間で、事業計画の策定・実施のための能力強化を順調に実

施してきている。評価結果として、妥当性は、プロジェクト目標がラオス側開発政策、我が国

の援助方針及びターゲットグループのニーズに沿っていることから、高いと判断される。有効

性は、将来のプロジェクト目標の達成が見込まれると同時に、全てのアウトプットがプロジェ

クト目標と因果関係を有していることから高いと判断される。効率性は、中程度と判断される。

これは短期専門家の派遣期間、派遣時期及び機材の使用状況に一部課題が見られることが要因

となる。インパクトの判断基準の一つとなる上位目標の達成の可能性を現時点で判断すること

は困難であるため、本中間レビュー時点での判断は時期尚早であると判断した。持続性は、財

務面において、策定された事業計画を実施するための予算確保の目途が立っていないが、プロ

ジェクトでの中長期計画の策定は、行政、ドナー、民間等からの財政支援の促進につながる可

能性があるため、やや高い（見込み）と判断した。 

 

３-６ 提言 

プロジェクトへの提言 

（１） 実際の活動に基づく現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：

PDM）の改訂 

（２） プロジェクト活動の進捗及び達成状況の共有、プロジェクトメンバーの能力開発状況の

専門家チームによるフィードバック 

（３） 普及活動に向けての他水道公社の関与 

MPWT/DHUP/WASRO 及び水道公社への提言 

（１） 策定された事業計画実施のための必要財源の確保の推進 

（２） 県水道ビジョン策定等、DPWT のプロジェクトへの参加と役割の強化 

（３） 普及に向けた、類似業務を実施している他ドナーとの情報共有、調整 

（４） 水道事業の公共性を重視した、プライベート・ファイナンス・イニシアティブ（Private 

Finance Initiative：PFI）の適切な運用に向けた PPP 導入ガイドラインの策定 
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（５） 職員の不足を補うための、PPP 導入ガイドラインに沿った民間セクターの活用、能力強

化の実施検討 

JICA への提言 

（１） 地方自治体から短期専門家派遣が難しい際の、技術移転の適切な期間やタイミングを確

保するための他のリソースの検討 

（２） 事業計画実施のための JICA スキーム（有償、無償資金協力等）による支援の検討 

 

３-７ 教訓 

（１） カウンターパートの日常業務への支援 

本プロジェクトはプロジェクトとしての特別な業務でなく、日常業務を支援することによ

り、彼らの負荷を軽減し、活動参加へのモチベーションを高めている。また、水道事業に必

要な視点、ビジョン、問題意識について OJT を通して共有することで、効果的な能力の定着、

活動の継続が想定される。 

 

（２） ラオスの状況に合わせたカスタマイズ 

日本との違いを認識した上で日本のやり方をそのまま持ち込むのではなく、専門家が現場

において、ラオスの背景を理解し、カスタマイズする重要性が指摘された。その際、日本の

制度や技術・管理の導入・廃止の経緯を把握し、現場に合わせて取捨選択、導入方法を検討

する必要がある。 

 

（３） 戦略的な本邦研修の内容 

本邦研修は、カウンターパートが広範にわたる事業計画を策定・改定するための能力向上

を目指し、短期的に役立つ特定分野の知識のつめこみではなく、長期的な視点に立って、現

場を重視した幅の広い内容を教えている。研修前に訪問先とその目的を説明することで、明

確な目的意識の醸成を行っている。さらに、専門家の派遣元である地方自治体が、本邦研修

の受け入れも担うことにより、一貫性が高い研修の提供、研修生の帰国後のフォローアップ

を容易にしている。 

 

（４） 「OJT カルテ」を活用した引継ぎ 

地方自治体からの短期専門家の派遣の形態では派遣期間、人数の制約がある中、プロジェ

クトでは、技術移転の内容、進捗、課題等をカウンターパート別に記載した「OJT カルテ」

を用いて、後任の短期専門家及び長期専門家への引継ぎを効果的に行っている。 

 

（５） プロジェクト関係者の円滑な意思疎通 

本プロジェクトは、中央省庁の２部署、3 つの水道公社、3 県の公共事業運輸局と、C/P の

立場も職務も様々で人数も多い。カウンターパートとの良好なコミュニケーションの維持の

ために、各水道公社で毎週連絡会を、中心的カウンターパートが集まって月例会議と、テー

マ別分科会を実施している。それらの会議はプロジェクトの進捗確認・情報共有の場として、

またカウンターパート間の連携と競争を促進する場として非常に有効に機能している。  

 


