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1水管理委員会は地域住民により選定される代表、副代表、書記、会計、助言役、広報担当、管理人の 7 名により構成される。給水施設

の維持管理体制について住民に説明をし、給水施設利用料を徴収し、銀行口座等で管理をする。問題が発生した際にはハイチ水衛生

局との連絡調整を担う。給水施設の維持管理から、幅を広げて公共トイレや学校の建設等コミュニティの開発に働きかける団体へと発展

していくケースも見られる。 
2 Human Development Reports (update 2014), United Nation Development Program 
3 Joint monitoring plan (update 2014), WHO/UNICEF。報告書の中のデータは 2012 年のもの 
4 Haiti: Cholera Snapshot, The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) データは 2014 年 3 月現在

のもの 
5 Health Situation Analysis and Trends, PAHO （全米保健機構 Pan American Health Organization の略）/Haiti Maternal and Child Health 

and Family Planning Portofolio Review and Assessment, USAID（米国国際開発庁） 

２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 ハイチ西県のパルム地域周辺住民の安全な水へのアクセスや衛生環境が改

善され、水管理委員会1の能力向上により、給水施設の持続可能な維持管理

が適切に行われること。 

（２）事業の必要性

（背景） 

 

（ア）事業実施国における一般的な開発（主に水衛生分野）ニーズ 

ハイチは西半球の最貧国として知られており、以前より水衛生、教育、

インフラ、保健など多くの分野で周辺他国に比べて開発が遅れていた上に、

2010 年の地震やコレラ蔓延、その後ハリケーンにも度々襲われ、更に開発

が遅れている。2014 年の人間開発指数においては、187 か国中 161 番目で

あった。（UNDP、20142） 

水衛生分野においては、安全な水へのアクセスに対する問題は国際的な

比較においても劣悪な状況にある。最新のデータによると、安全な水源を

継続して利用できる後発開発途上国の人口の割合が、都市部、農村部それ

ぞれで 84％、60％であるのに対して、ハイチの都市部では 75％、農村部に

おいては 47％にすぎない（UNICEF/WHO、2012 年3）。このようにハイチ国内

での農村部と都市部の差は深刻であるため、都市部だけではなく、農村部

の衛生環境の改善をどのように行っていくかがハイチ政府の今後の課題と

なっている。 

ハイチ保健人口省によると、コレラ発生時の2010年10月から2014年2月現

在までのコレラ感染数は累積700,289件で、死亡人数は8,542人となってい

る4。2014年には、45,000人がコレラに感染すると予測されており、ハイチ

は依然として世界のコレラ発症の半数を占めている。（UNDP、20141） 

コレラ以外にも、様々な水因性感染症にかかるリスクを抱えており、 

5 歳以下の死亡原因の 16％及び全人口死亡原因の 5％が予防可能な下痢で

あった(PAHO/USAID、20085)。地震発生以前より劣悪であったハイチの水衛

生環境は、その被害で悪化しコレラ蔓延の土壌となった。 

安全な水へのアクセス確保と衛生環境を改善することでコレラ等の感染

症発症予防に努めることがハイチ政府を含め国際機関や NGO に期待されて

いる。 

（イ）外務省の国別援助方針 

 日本政府の対ハイチ国別援助方針の重点分野である「保健・衛生環境の

改善」には、安全な水の供給、衛生環境改善のための啓発活動に取り組ん

でいくことが確認されており、本事業はそれに合致している。 

（ウ）申請事業の内容（事業地、事業内容）となった背景 

当団体は、ハイチ地震発生直後に地震被災者緊急支援事業を経て、2010

年 6 月以降よりハイチ水衛生局（DINEPA）と連携し、水衛生セクターにて

地震の被害が最も大きい西県パルム地域（主にレオガン・グランゴアーブ
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6 キオスク型給水施設とは、蛇口が 1～3 つ外についている箱型の建物で、水の供給はキオスク内の管理人により管理され、住民は外

の蛇口で水を汲む。手押し式ポンプ付井戸等の水供給施設に比べ、管理人によって、水の供給がコントロールできるというメリットがあり、

ハイチ水衛生局はキオスク型の給水施設を推奨している。 

地区）を中心に活動してきた。初期の活動は、JPF の枠組みで水へのアク

セス普及を目的とした井戸の修復や建設、衛生促進活動等であった。 

地震被害の緊急対応期が過ぎた後、ハイチ水衛生局からは同地域の優先

課題として、「安全な水へのアクセス」、「地域住民による持続可能な給水施

設の維持管理体制の構築」、「下痢やコレラの予防のための衛生促進」が挙

げられている。これを受け、当団体は、2013 年から 2期にわたる NGO 連携

無償資金協力の資金により、DINEPA の新たな方針に沿ったバケツ毎の水利

用量に基づく支払システム導入が可能となるキオスク型給水施設6（塩素浄

化設備付）の建設を中心に、既存の水ネットワークの修復、水管理委員会

の育成・強化、衛生促進活動に力を入れてきた。これにより過去の 2期の

事業を通して農村部で約 3,000 世帯が裨益したが、未だ農村部では特に安

全な水へのアクセス及び住民の間の衛生に関する正しい知識の普及は限ら

れているのが現状である。 

本事業では、前 2期に引き続き、同西県パルム地域において水供給施設

の整備や衛生促進活動を量的に拡大することで、水衛生環境及び人々の生

活状況を改善する。対象地区は、故障により利用困難な給水施設が唯一の

水の入手元となっており、 DINEPA との協議により事業ニーズが高いと判

断されたレオガン地区 Haut Gerard とグランゴアーブ地区 Bas Gerard の 2

つのコミュニティを選定した。同コミュニティは、下記のような問題を抱

えている。 

 

① 安全な水に対する安定的なアクセスの不足 

本事業地では、トイレの未整備及び十分な下水処理が存在しないことか

ら、生活排水・下水・野外排泄により汚染されている水源を使用している

住民が多数存在している。これに加え、下記②のとおり、アクセスできる

水供給施設が限られているため、そもそも水に安定的にアクセスできる環

境になく、遠隔地への水汲みが毎日必要である世帯も多い。 

 

② 地域住民による持続可能な給水施設の維持管理体制の構築の不足 

a) 現存の給水設備が住民自身で維持管理が困難なモデルであるた

め、故障しても修理することができず放置されている。各コミュニティ

の給水関連設備の状況は下記の通りである。 

＜レオガン地区 Haut Gerard＞ 

150 世帯が住んでおり、そのうち 23 世帯に私用の水道網が備え付けられて

いる。現在、シャワー付き蛇口式給水施設が 6棟、公共洗濯場・シャワー

が 1棟、及び貯水槽が 1棟あるが、パイプ等の設備の故障により、そのう

ちシャワー付き蛇口式給水施設 3棟及び貯水槽 1棟しか使用できない状態

にある。 

＜グランゴアーブ地区 Bas Gerard＞ 

160 世帯が住んでおり、そのうち 60 世帯に私用の水道網が備えつけられて

いる。蛇口式給水施設 3棟（1棟はシャワー付き）、公共洗濯場・シャワー

1棟と、水漏れが見られる貯水槽 1棟があり、全て使用は可能であるが、

設備性能及び管理システム上多くの問題を抱えている状況である。 

b) 水管理委員会が正常に機能していないことにより、私用の水道網
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を使って無断で水を使用する住民が存在し、またその私用の水道網から

水漏れが発生していることにより水が浪費されることで一部住民に水が

行き渡っていない。 

 

③ 下痢やコレラの予防のための衛生知識の不足 

下痢やコレラ等の水因性感染症予防をするための適切な衛生知識が普及

していないため、住民の多くが水因性感染症に感染するリスクが高い行動

を取っていることから、事業地においては、特に下痢は日常的な病気とな

っている。感染リスクの高い住民の行動としては、家畜の水飲み場及び洗

濯の場として使われている川の水を飲料水として使用する、水汲みで家庭

に持ち帰った水を非衛生的なバケツに保存するなどが例として挙げられ

る。 

（３）事業内容 

 

現在 DINEPA の方針としては、既存の水路や給水施設の整備、安全な水の

提供という 2点に重点が置かれている。具体的には、既存の給水施設をキ

オスク型に改設し、すべての貯水槽に塩素浄化施設・設備を設置するとい

う長期的に持続可能なシステムの導入である。 

これを受け、事業内容は、（ア）安全かつ安定的な水へのアクセス、（イ）

水管理委員会の育成及びその強化、（ウ）下痢やコレラの予防のための衛生

促進、の 3つの水衛生ニーズに対応して、下記の構成部分から成る：  

（ア）安全な水へのアクセス（計 310 世帯） 

 レオガン地区 Haut Gerard（150 世帯）：既存蛇口式給水施設 6棟から

キオスク型給水施設76 棟へ改設、パイプ保護のための柱の建設 

 グランゴアーブ地区（レオガン地区自治体の管轄）Bas Gerard（160

世帯）: 既存蛇口式給水施設 3棟からキオスク型給水施設 4棟へ改設、

既存貯水槽 1棟の修復 

（イ）水管理委員会8の再結成・育成・強化 

（１）新事業地での水管理委員会の再結成・育成 

上記 2つの事業地（計 310 世帯）では、過去 DINEPA により水管理委員会

が設置されたことはあったが、メンバーに対しての研修は行われておらず、

現在活動をしていない。そのため、メンバーの再結成・育成と給水施設維

持管理のための研修を行う。収入の機会が少ないこれらのコミュニティで

は、DINEPA と合意の上で毎月利用料を徴収するシステムを導入することか

ら開始する。これらの事業地では、重力によって水が貯水漕に溜まる構造

になっているため、この目的の為に発電機の燃料などを購入する必要はな

い。また、水路やキオスクでの水供給に影響が出ないよう、私用の水道網

を使用する世帯の水利用について、水管理委員会が中心となって策定する

規約に盛り込む。 

（２）前事業で結成された水管理委員会の強化（計 2,005 世帯） 

当団体は過去 4年以上のハイチでの事業を通して、水管理委員会の結

成・育成に取り組んできた。水の使用を管理する習慣が無かった現地コミ

ュニティが住民自身の手で水供給施設の維持管理を行えるよう、必要な技

術的知識の普及に努め、これまで当国で合計約 30 の委員会の能力強化を支

援してきた。しかし同時に、支援活動終了後に委員会の維持管理体制が保

たれ難い傾向にあることが課題として残っている。そのため、本事業終了
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後にも住民が安全な水へ継続的にアクセス可能となるために、以下、本事

業を行うことで管理能力の強化について効果が大きく期待できモチベーシ

ョンが高い 4つのコミュニティにおいて、水管理委員会の役割が継続的に

果たされるよう当団体のコミュニティ・モビライザーが原則 2週間に 1回

程度現場を訪問し、問題があった場合は水管理委員会に対して維持管理を

適切に行うよう働きかける。なお、本事業では水衛生局の下部組織として

位置する水管理委員会の能力向上を通して、過去 2期事業以上に水衛生局

との協力関係を強化する。対象コミュニティは下記のとおりとする。 

 レオガン地区 Mathieu（1,738 世帯） 

 グレシエ地区 Santo（61 世帯） 

 グランゴアーブ地区 Jeanty（154 世帯） 

 レオガン地区 Duplessis（52 世帯） 

 

（ウ）衛生促進 

（１）本事業地における衛生促進活動（戸別訪問）の実施 

本事業で新しくキオスク型給水施設を建設する 2つの事業地（Haut 

Gerard、Bas Gerard）では、各 8名（合計 16 名）の衛生促進ボランティア

の選定、トレーニングを行い、衛生知識向上をサポートする。各コミュニ

ティでボランティア主体の衛生促進セッションや戸別訪問を行い、事前

KAP 調査と事後 KAP 調査にてその成果を測る。 

（２）前事業地における衛生促進活動の実施 

過去に水管理委員会への支援を実施した既存の 4つのコミュニティ

（ Mathieu, Santo, Jeanty, Duplessis）にて引き続き衛生促進活動を行

う。 

衛生環境が及ぼす影響が大きい子どもを対象に衛生促進活動を実施す

る。特に世帯数が多いレオガン地区 Mathieu では、衛生促進活動の一環と

して学校 4校と 1つの保健所を対象とする。学校 4校の生徒数は合わせて

900 人となる。他 3つのコミュニティ（Santo, Jeanty, Duplessis）でも、

同様の施設で衛生に関する集会を行い、コミュニティ全体に知識が伝達さ

れることを目的とする。校長や施設の責任者と話合い、手洗い、トイレの

使用、水の入手、運搬、保管等に重点を置いた内容の衛生活動を行う。学

校では、理解度テストで成果を測り、必要に応じて内容を変更し活動を進

めていく。保健所については、待合室で手洗い用スタンドを用い、水因性

感染症についての情報交換ができる場を提供し、一般的に良く知られてい

るコレラや腸チフス以外の感染症についての情報も広めていく。当団体の

過去の経験より、無給である衛生促進ボランティアは長期的にモチベーシ

ョンを維持し活動を行なうことが容易でなく、そのため衛生促進活動も効

果的に実施する事が難しくなっている傾向にある。したがって前事業地で

の衛生促進活動については、衛生促進ボランティアは動員せず、既に前事

業で育成済みの衛生ボランティア経験者から衛生プロモーターを採用し、

右に対してモチベーションも維持できるよう日雇いとして日当の支払をす

る。 

事業終了前にすべてのコミュニティにて実態把握のため事後調査を実施

し、衛生促進活動の成果を図る。 

（４）持続発展性 各コミュニティにおいて、住民により水管理委員会が選定され、メンバー

が給水施設の適切な知識を得ることで、住民主体の維持管理体制が構築さ
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9 2010 年のハイチ地震の震源地である本事業地は、同地震により最も大きな被害を被った地域であると同時に、当国における貧困層の

住民が多い地域でもある。そのため、事業地全域に渡り、水料金の支払いが難しい家庭が多く存在する。また、機能する給水施設を住

民自ら費用を賄って維持管理を行なうというDINEPAの意向があるものの、水の使用に対して料金を払うという習慣がこれまで長く存在し

なかった当国では、水料金の支払いを住民の間で定着させるのが容易ではなく、住民自身の理解を得て継続的な料金支払いを定着さ

せるには、再三にわたる粘り強い働きかけが必要とされる。さらに、長年にわたる政情不安で治安が未だ安定せず、法の支配が十分に

機能していない当地では、水料金徴収人が、水料金支払いを拒否する住民から暴力・脅迫を受ける等リスクもある。以上の事情や当団

体の当地での活動経験から、コミュニティの経済的事情を考慮し無理なく継続可能なシステムを現地に定着させるのが本事業の目的で

あることから、指標として徴収率を 50％程度に設定することが妥当であると判断する。 

れる。水管理委員会が住民から利用料を徴収することで、施設の維持管理

費用（修理用のスペア・パーツ購入等）に充てる。なお、施設の維持管理・

修理に必要な部品は全て国内で調達可能である。住民からの水利用量の徴

収方法は、コミュニティ全体の経済的事情を考慮した上で行なうことで、

無理なく継続可能なシステムとなる。事業終了後、全ての水管理員会は

DINEPA の地方行政課（URD）の正式な監督下に入る。なお、DINEPA により

雇用され給水施設の維持管理トレーニングを受けた技術者である TEPAC 担

当者と、キオスク管理人がコンタクトを取ることとなる。また、水供給施

設の浄化に必要な塩素（国内で容易に調達可能）は DINEPA が提供する。本

事業地は、事前調査の結果、湧水を水源としており将来にわたり十分な水

量が確保されると見込まれている。 

 （５）期待される

成果と成果を測る

指標 

（ア）本事業を通じて期待される成果 

（１）給水設備を建設・修復し、水を塩素消毒することにより、地域住民

が安定的かつ平等に安全な水へアクセスすることができるようになる。 

（２）6つの水管理委員会が維持され、地域住民の参加による給水施設の

維持管理費が各委員会でプールされ、施設の維持管理が住民のみで実施で

きるようになる。 

（３）事業対象の住民が公衆衛生に関する主要な危険（コレラ感染含む）

を認識し、衛生状態の悪化を防ぐための手段を取る。また、住民が不衛生

な水源ではなく、塩素浄化がなされた安全な水が入手可能な給水施設を利

用するようになり、住民の健康状態が改善される。 

 

（イ）成果を測る指標（確認方法） 

上記（１）：＜水へのアクセスと給水量＞ 

①本事業の対象地全ての家庭（2,315 世帯）が、1人あたり 1日最低 15リ

ットルの水を使用している。（家庭調査により水の使用と消費を確認）、②

給水所での水汲みを待つ時間は 30分を越えないようになる。（給水所での

調査） 

上記（１）：＜水質＞ 

①ハイチ水衛生局指定検査機関の水質検査（細菌及び化学物質の量を測定

する検査の実施）、や②塩素による浄化処理後の塩素残存量（測定器によ

る確認）の検査結果でそれぞれ基準内（最低 0.2g/l、WHO）におさまる。 

 

上記（２）：＜水管理委員会の再結成・育成・強化＞ 

①計 6つの水管理委員会の継続的な機能（水管理委員会及びその規約の有

無）を確認し、②月一度の徴収システムを導入している場合に関しては地

域住民のうち維持管理体制に登録した割合及び月毎利用料の徴収率が安

定的に 50％以上9になる（世帯調査及び銀行口座や帳簿の確認）、③キオス

ク型給水施設にてバケツ毎の徴収を実施している場合は、徴収された利用

料が適切に管理される（水量測定器から現金の金額の確認、帳簿や銀行口
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座の確認）④私用の水道接続にて水量測定器を使用しているコミュニティ

では、支払が定期的に所有者によってなされる。 

 

上記（３）：＜衛生促進＞ 

①トレーニングを受けた衛生促進ボランティアの人数が確保され、その継

続的な機能の有無（トレーニング参加記録及び現地調査により確認）、②

住民の衛生知識・慣習についての変化（事前及び事後の KAP 調査の結果）、

③給水施設の利用状況（上記維持管理体制への利用料徴収率、現地調査に

よる利用状況の確認） 
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