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中間レビュー結果要約表 

I. 案件の概要 

国名:カンボジア 案件名：「カンボジア水道事業人材育成プロジェクト フェーズ３」 

分野：水資源・防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 

地球環境部水資源第一 

チーム 

協力金額：3.68 億円 

協力期間 2012 年 11 月 –  

2017 年 11 月 

（5 年間） 

先方関係機関：工業・手工芸省（MIH）、対象 8 州（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（TPW） 

日本側協力機関：北九州市水道局 

他の関連協力：JICA「シェムリアップ上水道整備計画（2003-2006）」

「配水システム更新・拡張計画（2010～2014）」「配水システム更新・

拡張計画（2010～2014）」「コンポンチャムおよびバッタンバン上水道

拡張計画（2013～）」「シェムリアップ上水道拡張事業（2012～）」「カ

ンポット地方上水道拡張整備計画（2014 年～）」 

1.1 協力の背景と概要 

 

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：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。今後安全な水へのアクセスを向上し、それを持続的な

ものとしていくためにも、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工業・手工芸省（Ministry of Industry and Handicraft：MIH）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。MIH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：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（Cambodian Accounting Standard：

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MIH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、MIH自体の能力が不足している。なお、8州都の水
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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。先行しているシェムリアップを含め地方公営水道事業体は、将来的に独

立採算制の下で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基盤を

整えること（経営管理能力の強化）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。  

 

1.2 協力内容 

 

(1) 上位目標 

「対象 8 州都の公営水道局（TPW）において、水道サービスが向上する」 

 

(2) プロジェクト目標 

「全 TPW において、安定して持続的に水道事業を経営することができる」 

 

(3) 成果 

1) 「TPW の中長期財政管理計画策定に必要な基礎情報を整備する能力が向上する」 

2) 「TPWs において、中長期財政管理計画の策定能力が向上する」 

3) 「TPW において中長期財政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」 

4) 「MIH において、TPWs に対する経営状態のモニタリング、計画審査、政策策定、財務

支援に関する能力が向上する」 

5) 「TPW において人材育成やその改善策を分析する能力が向上する」 

 

(4) 投入実績 

(円貨は 1 米ドル＝122.74 円  1 カンボジア・リエル＝0.030 円 2015 年 7 月 JICA 公式レー

トで換算) 

 

日本側： 

長期派遣専門家： 3 名 

短期派遣専門家：14 名 

研修員受入：28(本邦研修 13、第三国研修 15)名 

機材：約 6,322,700 円（51,513 米ドル） 

現地活動費（在外事業強化費）：計約

33,728,000 円（274,792 米ドル） 

カンボジア側： 

カウンターパート（Counterpart：C/P）：57 名 

施設・設備：プノンペン市 MIH 内に専門家用執

務室が提供されている。 

ローカルコスト： 約 3,170,000 円

（105,674,800 リエル） 

  
 

II. 評価調査団の概要 

調査者 総括： 

 

水道施設： 

水道事業経営： 

協力企画： 

国別援助計画： 

協力プログラム・ 

モニタリング： 

評価分析： 

田村えり子 国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：

JICA）地球環境部 水資源第一チーム 課長 

讃良 貞信 JICA国際協力専門員 

川嵜 孝之 北九州市上下水道局海外事業部海外事業課 係長 

鎗内 美奈 JICA地球環境部 水資源第一チーム 専門嘱託 

吉田健太郎 JICA東南アジア・大洋州部東南アジア第二課 職員 

内田 東吾 JICAカンボジア事務所 企画調査員 

 

吉永 恵実 日本開発サービス 研究員 
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調査期間 2015 年 6 月 10 日〜7 月 1 日 評価種類：中間レビュー 

III. 評価結果の概要 

3.1 プロジェクトの主な実績 

 

成果１「TPW の中長期財政管理計画策定に必要な基礎情報を整備する能力が向上する」は、

予定される総合事務管理システムの導入が協力期間内に完了すれば達成される。成果１の達

成度を測る３つの指標の達成状況は以下の通り。 

 指標 1-1「顧客台帳に最新情報が定期的に更新されている」について、既存の顧客台帳

の精査と更新は全 TPW で完了しており、指標はほぼ達成されている。しかし完全な達

成は、現在プロジェクトで導入が予定される総合事務管理システム（以下「システム」）

が協力期間内に MIH と全 TPW とにインストールされて初めて可能となる。 

 指標 1-2「資産台帳に最新の情報が定期的に更新されている」について、資産台帳と資

産リストの精査と更新が実施済みであり、本指標もほぼ達成されている。しかし指標

1-1 同様、本指標も MIH と全 TPW にシステムがインストールされ、更新が行われて初

めて完全な達成となる。また一部の TPW の作業の質についてはフォローアップが必

要。 

 指標 1-3「カンボジア国際会計基準（Cambodian International Financial Reporting 

Standard：CIFRS）に則って毎年財務諸表が作成される」に関する活動は継続中である。

「CIFRS に則った財務指標が毎年作成される」という本指標を 2017 年 11 月の協力終

了までに達成するには、遅くとも 2016 年末までに CIFRS への移行を終了させ、2016

年度の年次財務報告が 2017 年初旬に作成できるよう準備を進める必要があり、現在各

TPW で作業が進んでいる。活動を加速するには、関連する研修の強化に加え、「CIFRS

の導入は国家全体の会計・監査方針に合致している」という認識を MEF の国家会計委

員会（National Accounting Council：NAC）・MIH 会計部・州工業・手工芸局（Department 

of industry and Handicraft：DIH）と再度確認・共有する必要がある。 

 先に述べた通り、プロジェクトは現在、顧客・資産・会計に関する情報データを管理

するシステムの導入を予定しているが、その調達手続きが 2013 年の総選挙と続き省庁

再編等により遅延気味である。成果１の達成は、協力期間中にシステム導入が完了し

て初めて完全な達成となるところ、プロジェクト後半システムの導入作業を加速させ

る必要がある。 

 

成果２「TPWs において、中長期財政管理計画の策定能力が向上する」の指標の達成には、

スケジュール管理を改善し、後半の活動を加速させる必要がある 。 

 指標 2.1「TPW が中長期事業計画を策定し、改定できるようになる」にかかる活動は

まだ初期の段階。ここで作成する中長期財務管理計画（以下「ビジネス・プラン」）は

本プロジェクトの主要な成果品であり、ビジネス・プランなしには成果３、４の一部

の活動を開始できないことから、プロジェクト後半、本指標にかかる活動を加速させ

る必要がある。また TPW 毎の活動の進捗に差異があることを踏まえ、本指標の達成度

の計測にあたっては、活動の進む TPW とその他の TPW とで違った基準を設ける必要

がある。 

 指標 2.2「中長期事業計画の策定に関するセミナーが TPW によって実施される」につ

いては、求められるのがセミナーの開始だけであれば達成は可能。しかし開催される

セミナーをプロジェクト活動に有益な内容とするためには、開催の目的を事前に明確

にし、関係者と共有する必要がある。 

 

成果３「TPW において中長期財政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」の活動は成果２の達成後に開始されるため、成果２の活動をまず加速させる必要が

ある。 

 指標 3.1「TPW は、中長期事業計画のモニタリング結果を含む報告が定期的に提出さ

れる」に関する活動は、成果２の活動後に開始される予定。成果２のビジネス・プラ
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ンの作成作業が加速すれば、活動が先行する TPW が 2017 年にモニタリングを開始す

ることは可能と思われる。 

 

成果４「MIH において、TPWs に対する経営状態のモニタリング、計画審査、政策策定、財

務支援に関する能力が向上する」の達成度を測る指標は達成が見込まれるが、MIH 職員の関

与の強化が必要。 

 指標 4.1「TPW は業務指標のモニタリング結果について定期的に MIH に報告する」は

2016 年内に達成される見込み。プロジェクトは「業務」「サービスの質」「財務」の３

つの分野で、包括的な業務指標（Performance Indicators：PI）を選択すべく準備を進め

ており、2015 年内には MIH から TPW に対し、選択された指標のモニタリングが正式

に指示される予定。 

 指標 4.2「MIH は TPW から提出された業務指標のモニタリング結果が妥当かどうか判

断できる」、MIH 職員自身、プロジェクト・ダイレクター率いる TPW への定期指導訪

問（「プロビンシャル・ツアー」）を通じて PI の選択に関わっているという理由から、

達成の見込みが高い。なお本プロジェクトに対する MIH 職員の参加が 2014 年初頭の

省庁再編以降限られていることから、MIH のコミットを確保するため、活動に参加す

る MIH 担当課・DPWS の職員を特定する必要がある。 

 指標 4.3「MIH は TPW から提出された中長期事業計画や年間計画が実現可能かどうか

判断できる」の達成度はプロジェクト後半、成果２の活動終了後に評価することが妥

当。指標 4-2 同様、本指標についても、活動の対象となる MIH 職員を明確にする必要

がある。 

 指標 4.4「MIH は MIH と公営水道局の将来の状況について提案する」の達成度は、本

プロジェクトの支援で策定が予定される水道法案が、広い分野関係者に対し正式な場

で発表されることを基準に評価する。水道法案は 2016 年初旬に最終化される予定であ

るところ、本指標が達成される見込みは高い。  

 

成果５「TPW において人材育成やその改善策を分析する能力が向上する」の前半の活動に一

定の成果がみられたが、後半に向けて指標や活動の修正が必要。 

成果５についてはプロジェクト前半、組織図・業務分掌・職務分掌のレビューと確認

がほぼすべての TPW において行われており、調査中の聞き取りでは、これらの作業を

通し各職員の職務・責務が明確になったことが無収水の削減など正の経済効果につな

がったという声がきかれた。他方で人事管理に関する能力向上については、本中間レ

ビュー中に実施したフォーカス・グループ・ディスカッションにおいて、TPW 間の意

見交換が有用であるという意見が多く挙げられた。そのためプロジェクト後半の成果

５の活動は、TPW 間の経験共有行事やプロビンシャル・ツアーを通して実施すること

を提案する。 

 

プロジェクト目標「全 TPW において、安定して持続的に水道事業を経営することができる」

の達成には、後半の活動の加速化が必要。 

 指標 1.「全ての TPW はプロジェクト活動で習得した知識を活用できるようになる」の

達成の見込みは現時点では不明である。本指標の「プロジェクト活動で習得した知識を

活用する能力」とは、具体的にはビジネス・プランを適切に策定・モニターし、実施の

進捗を報告するのに必要な TPW の能力である。本指標が達成される見込みはプロジェ

クト後半の活動進捗に左右されるため、まず成果１～３の活動の実施スケジュールとマ

イルストーンを明確にする必要がある。また TPW 毎の進捗の差異を踏まえ、本指標の

達成度を測定する際は、先行 TPW と他の TPW で異なる基準を設定する必要がある。 

 指標 2.「業務指標（PI）が明確になり、モニターされるようになる」：PI は現在最終化

されており、2015 年末までに TPW に共有されモニタリングが開始される予定である

ところ、本指標は 2016 年中に達成が見込まれる。 

 指標 3.「全ての TPW のパフォーマンスが、2013 年に比べて現場の努力を通じて改善
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される」の最終的な評価は PI のモニタリング開始以降となるが、2012～2014 年の各

TPW の業績が改善傾向にあるところ、指標が達成される見込みは高い。 

 

3.2 ５項目評価の概要 

 

(1) 妥当性 

 

本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価した。その理由は以下の通り。 

 

1) カンボジアおよび日本の政策との合致していること。またカンボジア水分野支援におけ

る日本の比較優位と合致していること。 

 「水道事業を安定的・持続的に経営する TPW の能力が強化される」という本プロジェ

クトの目的と活動内容は、現行のカンボジアの国家戦略開発計画（National Strategic 

Development Plan）（2013～2018 年）、そして同計画の根幹を成すカンボジア政府の四

辺形戦略（フェーズ 3）の内容とに合致する。四辺形戦略は水分野のインフラ整備に

伴う人材育成の必要性を明記しており、また NSDP には、MIH が給水分野への投融資

（sector financing）推進に担う役割や、公共水道事業体が投資・拡張計画を含む複数年

度のビジネス・プランを作成する義務が記載されている。 

 NSDPに明記されるMIHの任務の一環として、MIHは 2014年、省令「Prakas on Procedure 

for Issuing, Revising, Suspending and Revoking Permit for Water Supply Business」を策定。

この省令において、本プロジェクトの担当課である MIH 水道部は、公共水道事業体を

水道事業者から提出されるビジネス・プランの評価を担当する部署と定義している。

MIH・TPW 両者を対象にビジネス・プランの策定・モニタリング能力の向上を図る本

プロジェクトの趣旨は、同省令に鑑みても適切である。 

 日本の対カンボジア援助方針および JICA の対カンボジア事業展開計画は、本プロジェ

クトが支援する地方州都における水へのアクセス向上を、優先支援分野の一つと位置

付けている。 

 日本は 1993 年より継続的にカンボジア水分野支援を実施しており、この実績に鑑み、

本プロジェクトの実施は日本の比較優位に合致していると評価できる。また JICA は現

在、カンボジアにおいて他の水分野支援案件を実施しており、これら関連支援との相

乗効果が望める案件設計である。  

 

2) カンボジアの開発ニーズ・受益者の能力ニーズに合致していること。 

 本プロジェクトの目的は、都市の給水アクセス改善に対するカンボジアの開発ニーズ

に合致している。1998 年の 60%であった給水へのアクセスを持つ都市部の人口を 2015

年までに 80%に向上させることは、カンボジア・ミレニアム開発目標（Cambodia 

Millennium Development Goals：CMDG）に明記された政府目標の一つである。カンボ

ジアは 2008 年から 2012 年の 4 年間で都市部の給水普及率を 52%から 68.5%へと急速

に向上させることに成功したものの、普及率 85%のプノンペン以外の都市部の普及率

は依然として低く、給水分野の開発ニーズは大きい。本プロジェクトの成果は CMDG

の達成に向けたカンボジア政府の努力に大きく貢献するものと思われる。 

 NSDP によれば、カンボジア都市給水は現在、給水事業を管理する法的枠組みの欠如・

業務運営や予算執行に関する公共水道事業体の独立性の欠如・公共水道事業体を監督

する中央省庁（具体的には MIH）の能力不足・水道事業体における技術・人材不足等

の課題に直面している。本プロジェクトは TPW を対象とする人材育成・MIH の監督

能力向上・水道法案の策定を通した法制度整備等の活動で構成されており、国家計画

で認識される課題への対応として大変適切である。 

 

3) 受益者の選定・活動の手順が適切であること。 

本プロジェクトの受益者は、観光で有名なシェムリアップや国道一号線沿いの州都な



6 

ど、商業活動に重要かつドナー支援で施設整備を実施済みの水道事業体であり、これ

により高い効率性やインパクトを狙う設計となっている。また一つの活動が終了して

初めて次の活動に移行できる設計であるため、進捗が把握しやすいという利点がある。 

 

(2) 有効性 

 

本プロジェクトの有効性の評価は、現時点では「時期尚早」と評価した。プロジェクト目

標の達成見込みが現時点で不明確であることがその理由である。 

 

 プロジェクト目標の達成度を測る３つの指標のうち、指標２（PI の選定とモニタリン

グ）、３（現場の業績向上）は協力期間中の達成が見込まれる。しかし目標達成のカギ

でありプロジェクトのリソースの多くが集中する指標１（ビジネス・プランの策定と

モニタリング）については、達成の見込みが不明確な状況である（詳細は「３－２ プ

ロジェクト目標の達成状況」参照）。プロジェクト後半に指標１に関する活動が加速し、

３つの指標全ての達成が可能になれば、最終的に有効性は高まるであろう。 

 これまでの活動を通じて、成果も確認されている。前半の活動、特に成果１の作業を

通して TPW の財務データの信頼性が向上し、標準作業手順書（Standard Operating 

Procedures：SOP）の作成で TPW における業務手順が標準化された結果、8 中 7 の TPW

において、2014 年の収支が純利益に転じている。なおプロジェクト開始前の 2011 年

時点では、8 中 7 の TPW が純損失を抱えていた。かかる成果の産出には、特に以下の

要因が貢献したものと思われる。 

 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクタ

ー主導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジ

ェクト活動との間に相乗効果を生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につ

ながったこと。 

 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW

については、能力向上が図られやすかった。 

 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこ

と。JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シアヌークビル・コンポンチャム・

バッタンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 

 他方で、プロジェクト目標の達成を阻害し得る要因も確認された。主な例は以下の通

り。 

 プロジェクトの調整能力の不足、MIH の人材不足。そのため日本人専門家・MIH・

TPW 間の情報共有が必ずしも円滑に実施されていない。 

 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標

の達成が困難になる恐れがある。 

 

(3) 効率性 

 

本プロジェクトの効率性は「中程度」である。 

 

 プロジェクトに対しては、プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、そして TPW

の大半からコミットが得られている。また国内の既存の知見やリソースを活用し効率

性を高める工夫も施されている面も評価できる。他方、プロジェクト前半の活動の進

捗は不足気味かつ断続的であり、効率性を阻害している面があった。そのためプロジ

ェクトの後半のスケジュール管理の改善が急務である。 

 効率性を高める努力や工夫として挙げられる例は以下の通り。 

 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているた

め、JICA の支援に経験のある CP 人材や、フェーズ２でこれら CP が培った給水事

業の技術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 
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 本プロジェクトは、他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行

われていること。具体的には、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）お

よび世界銀行が施設の整備・改修を実施した TPW を対象とすることで協力の効率

性を高める設計となっている。また世界銀行の関連支援である水衛生プログラム

（Water and Sanitation Program : WSP）との定期的な情報交換を通じて、双方の支援

の相乗効果を高める努力が行われている。 

 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体であ

る PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーション

や技術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られ

た。 

 プロジェクト前半の活動において効率性を阻害した要因には、以下が挙げられる。こ

れら複数の要因が複雑に絡み合って、結果活動の進捗に遅延や断続が生じている。 

 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗に

もこれが影響して活動に遅延が生じたこと。 

 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新された

こと。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 

 水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 

 上記に加えて、MIH・TPW・日本人専門家間の調整が不足していること・日本人専

門家の派遣期間が短く日程に融通が利かない上、毎回派遣される専門家が異なるこ

とが挙げられる。これらの事情が相まって、結果的に活動の円滑な進捗が阻害され

ている。 

 

(4) インパクト 

 

本プロジェクトのインパクトは、現時点では不明である。 

 

 「インパクト」は、１）上位目標の指標に改定が必要なこと、２）波及効果の検証が

現時点では時期尚早であること、という理由から、プロジェクトのインパクトは現時

点では不明と判断した。なお、上位目標の指標は、「1. TPW の給水普及率が改善され

る」、「2. TPW の給水時間が改善される」の 2 項目である。 

 現時点でプロジェクトの波及効果は十分に発現していないものの、期待される効果と

しては以下が想定される。 

 本プロジェクトで技術移転を受けた TPW の職員を給水分野の講師人材として、他

の公共あるいは民間水道事業体の技術レベル向上が図られる。 

 本プロジェクト活動の結果、給水事業の監督機関としての MIH の組織能力強化の必

要性に対する認識が一層高まる。 

 プロジェクトの支援で水道法案が策定されることにより、水道水源の保全・水質基

準および水道料金算定方法の確立・法に基づく給水事業の実施が可能になる。 

 

(5) 持続性 

 

持続性の評価は「時期尚早」である。 

 

 本プロジェクトの持続性は、プロジェクト前半の活動の進捗が不十分であることから、

評価は時期尚早と判断した。しかし本中間レビューで確認された実績や課題から判断

して、以下が実現されるか否かが本プロジェクトの持続性を左右すると思われる。 

 プロジェクトの能力向上活動に対し、TPW のより積極的な参加を促す努力が払われ

る（例：TPW に課題を出し、回答を定期的に発表させる場を設ける、等）。 

 MIH が今後、現行の NSDP（2014～2018 年）に明記された政策に沿って、求められ

る役割を適切に果たす。 
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 JICA を含めた開発パートナーが、カンボジアの給水分野のガバナンス強化に対して

支援を継続する。 

 プロジェクト期間中および協力後、TPW がオーナーシップを持って活動を継続す

る。 

 プロジェクトの結果、TPW が自己の財政ニーズを、財政計画というエビデンスを持

って説明できるようになる。 

 本プロジェクトで培った技術や習慣が職員に共有され、これらが業務の一部として

慣習化されていくような仕組みが各 TPW に確立される。 

 開発パートナーが、本プロジェクトを通じて TPW が作成するビジネス・プランに

沿って支援を実施する。 

 水道法の施行に伴い、民間水道事業者の活動を管理する関連規制が整備される。 

 

 

3.3 効果発現に貢献した要因 

 

(1) 計画内容に関すること： 

活動の焦点や実施手順の設計が適切であること。案件の内容がカンボジアの開発ニーズに

大変合致している上、一つの活動が終了して初めて次の活動に移行できる設計となってお

り、進捗が把握しやすい。 

 

(2) 実施プロセスに関すること： 

 プロジェクト幹部のリーダーシップが存在したこと。プロジェクト・ダイレクター主

導で実施するプロビンシャル・ツアーを通した TPW への指導と、他のプロジェクト活

動との間に相乗効果を生まれ、TPW の技術やモチベーションの強化につながったこ

と。 

 TPW 自身の関心・モチベーション・自信・リーダーシップ。これらが顕著な TPW に

ついては、能力向上が図られやすかった。 

 フェーズ２の知見が活用されたこと。フェーズ２と同じ TPW を対象としているため、

JICA の支援に経験のある CP 人材や、フェーズ２でこれら CP が培った給水事業の技

術を活用することが可能となり、効率性向上に寄与した。 

 JICA との協力を通して経営改善を成功裏に収めた経験を持つ公営水道事業体である

PPWSA の専門家を活用していること。これにより TPW とのコミュニケーションや技

術移転が容易になった他、国内講師人材としての PPWSA の能力向上も図られた。 

 他ドナーの過去の支援を有効活用し、効率性を高める工夫が行われていること。具体

的には、ADB および世界銀行が施設の整備・改修を実施した TPW を対象とすること

で協力の効率性を高める設計となっている。また世界銀行 WSP との定期的な情報交換

を通じて、双方の支援の相乗効果を高める努力が行われている。 

 近年 JICA が実施した他の案件が、TPW の財務に正のインパクトをもたらしたこと。

JICA 他案件とは、具体的にはプルサット・シアヌークビル・コンポンチャム・バッタ

ンバンで日本が実施したインフラ整備の無償資金協力等を指す。 

 

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：なし 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

 TPW 毎の能力に差異があること。一部の TPW の活動の遅延により、PDM の指標の達

成が困難になる恐れがある。 

 2013 年の国家議会選挙の期間中、政府全体の業務が滞り、本プロジェクトの進捗にも

これが影響して活動に遅延が生じたこと。 



9 

 議会選挙後の省庁再編で、本プロジェクトの担当省庁そしてその人事が刷新されたこ

と。その結果本プロジェクトに従事できる人材が MIH で不足していること。 

 プロジェクトの調整能力の不足。そのため日本人専門家・MIH・TPW 間の情報共有が

必ずしも円滑に実施されていない。 

 活動に水道法案の策定等が加わり、プロジェクトの業務量が増加したこと。 

 成果 1-3 で導入される CIFRS に関する、共通認識が不足していること。NAC、MIH 会

計部、DIH、TPW の間で、CIFRS に則った会計基準を導入するという方針が必ずしも

共有されていないことが、成果 1-3 の進捗に支障をきたした面がある。 

 

3.5 結論 

 

 2012 年 11 月の開始以降、「カンボジア水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ３）」

は、「対象 8 都市の公営水道事業体において安定的・持続的な給水管理能力を向上する」

という事業目的の達成に向け一定の成果をあげている。 

 協力前半、プロジェクトは特に TPW の財務データの信頼性向上に大きな成果をあげ

た。また協力後半にはビジネス・プランや水道法案の策定等、更なる成果の産出が見

込まれている。他方で活動全体の進捗は当初計画と比べ遅延気味であり、後半の活動

を加速する必要性が認識された。 

 本プロジェクトの設計は適切であり、今後遅延なく活動が実施されれば、所期の成果

の達成と、カンボジア給水分野に対する高いインパクトの発現が可能、というのが中

間レビュー評価団の所見である。他方で課題として、短期的にはプロジェクト後半の

効率性を確保すること、長期的には TPW 内でプロジェクトの知見が活用される仕組み

を確立する・MIH の役割を明確化する・ビジネス・プランをツールとして、経営改善

と外部資金の確保を図る等の活動が必要であることが確認された。 

 上記の所感に基づく、経済開発協力機構（OECD）の基準による評価結果は以下の通

り。 

 

 本プロジェクトの設計がカンボジアの開発政策とニーズ、日本の政策や比較優位と

合致していること、開発効果を得るのに適切な案件設計となっていることから、妥

当性は「高い」。 

 プロジェクト目標達成の見込みが不明であることから、有効性の評価は「時期尚

早」。しかし後半の活動の効率が上がれば、有効性は高まることが見込まれる。 

 プロジェクト・ダイレクター、日本人専門家、TPW の大半がプロジェクトに高いコ

ミットを示している一方で、2013 年の国家議会選挙の影響やプロジェクト業務の増

加等の事情で活動に遅延が生じていることから、効率性は「中程度」。 

 上位目標の指標に修正が必要であること、また波及効果の検証が時期尚早であるこ

とから、現時点で本プロジェクトのインパクトは「不明」。なお、想定される波及

効果の例は、「3.2(4) インパクト」に記載した。 

 前半の活動進捗が十分でないという事情から、持続性の評価は「時期尚早」。今後

の持続性を左右する要因については、「3.2(5) 持続性」を参照。 

 

IV. 提言 

 

4.1 活動の運営管理の改善 

提言内容 担当者 

1） 以下の活動を通じて、活動を加速させること。  

 今後の活動のスケジュールと詳細を明確にし、全 TPW に共有す

る。また関係者の役割分担を確認し、スケジュールに沿った活

動の実施に務める。 

MIH、TPW、 

日本人専門家 
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 遅延なくプロジェクト活動を実施するため、日本人専門家およ

び（または）カンボジア人専門家の投入を増やす。 

JICA 

 先行する TPW が、他の TPW による活動の加速を支援する体制

を確保する。 

MIH、TPW、 

日本人専門家 

 TPW が作成した資産台帳および資産管理リストの質を確認し、

またこれらの用途について TPW の理解を促進する。 

日本人専門家 

 システムの調達と導入を早期に開始する。 日本人専門家 

 CIFRS を全水道事業体に適用するという MIH の方針に基づき、

TPW の CIFRS への移行を促進するため、MEF・MIH 会計部・

DIH と更なる協力を図る。 

MIH、TPW、 

日本人専門家 

 水道法案の作成プロセスを加速する。 MIH、 

日本人専門家 

2） プロビンシャル・ツアーを通じた TPW への指導を継続するこ

と。またプロジェクトの主要な活動とツアーのタイミングを調

和化させること。 

MIH、 

日本人専門家 

3） 各 TPW からフォーカル・ポイントを指名し、これらフォーカ

ル・ポイントが責任を持ってプロジェクトとの連絡調整を行い、

調整の結果を TPW 所長に定期的に報告するよう指示すること。 

TPW 

4） TPW をより積極的にプロジェクトの能力向上活動に参加させる

こと。具体的には、プロジェクトからの宿題を定期的に提出・

発表させる、経験共有の行事への参加を得る、等。 

TPW、 

日本人専門家 

5） DPWS との協議を増やすこと。 MIH/DPWS 、

日本人専門家 

6） MIH 幹部に対し、定期的に活動の進捗を報告すること。 MIH/DPWS 、

TPW、 

日本人専門家 

 

4.2 PDM の活動・指標の精緻化と修正  

提言内容 担当者 

1） プロジェクトの目的に鑑み、以下の修正を行うこと。 

 上位目標の指標の修正。 

 プロジェクト目標の指標 3 の修正。具体的にはこれを「Each 

performance at all TPWs is improved through on-site efforts 

compared to ones of 2013」から「Performance at all TPWs is 

improved as compared to 2013 using the PIs as a tool」に修正。 

 成果４の活動、および成果５の活動と指標の修正。 

 上位目標の外部条件の追加。例としては、「カンボジアの政治

経済情勢に大きな変化が生じない」等。 

法案の作成は、

日本人専門家が

MIH お よ び 

TPW との協議

を通して実施。 

2） 成果指標 2-2 で開催されるセミナーの詳細を決定すること。 
MIH、日本人専

門家 

3） PI のモニタリングと報告の方法を明確にすること。 
MIH、日本人専

門家 

4） 水道法案に関する内外関係者との情報共有の方法、および法案

策定終了後に日本人専門家が果たすべき役割を明確にするこ

と。 

MIH、日本人専

門家 

5） 上位目標の指標の達成度をいつ誰がどのように計測するべき

か、関係者で合意すること。 

MIH、TPW、 

日本人専門家 
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4.3 今後のインパクトと持続性の確保 

提言内容 関係者 

1） 給水管理の重要性について、継続的に TPW の理解促進に努め

ること。 

MIH、日本人専

門家 

2） TPW 間のネットワークを構築し、TPW 間の技術移転や経験共

有を促進すること。 
MIH、TPW 

3） 策定されるビジネス・プランを、持続的な財務管理と資金源獲

得に十分に活用すること。 
MIH、TPW 

4） 広報活動を促進し、給水分野の開発パートナーや他の潜在的な

投資家の意識向上に努めること。 

TPW、MIH、 

日本人専門家 

5） プロジェクト終了後も、先行 TPW から他の TPW に対する支援

を継続すること。 
MIH、TPW 

  
 

 

 


