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付属資料－８ 事業事前評価表 
 

事業事前評価表（開発調査） 
作成日：平成  18 年 5 月 24 日 
担当グループ：地球環境部第 3 グループ 

１．案件名  
モロッコ国ハウズ平野総合水資源管理計画調査 

２．協力概要 
（１）事業の目的  
1） ハウズ平野の総合水資源管理戦略を提言した上で、総合地下水管理計画（マスタープラン）を策定
し、更にそれに基づき当該平野の限られた地下水資源の有効利用及び保全のための実行性の高いア
クションプランを策定する。 
2） 上記マスタープラン策定の過程で、関連諸機関・対象関係団体との協議・参加により、水資源・水
利用に関する問題点の共有化を図り、テンシフト川流域管理公社（ABHT）の行政執行能力向上の素
地を醸成する。 
3） マスタープラン策定と調査活動を通じた技術移転により先方関係機関職員の地下水モニタリング、
解析に係る技術力が向上する。 
 
（２）調査期間 2006 年 9 月～2007 年 12 月（16 ヶ月）の予定 
 
（３）総調査費用    1.9 億円 
 
（４）協力相手先機関  

a. 協力相手国実施機関名：国土整備水利環境省（MATEE）・テンシフト川流域管理公社
（ABHT） 

b. 協力相手国実施機関の責任者：国土整備水利環境省(MATEE)水利調査企画局(DRPE)局
長、テンシフト川流域管理公社(ABHT)総裁 

 
（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

a. 調査対象：テンシフト川流域ハウズ平野  
b. 計画対象面積：面積約 6,000km2  
c. 対象分野：総合水資源管理計画  

 
 
３．協力の必要性・位置付け 
（１）現状及び問題点  

モロッコ国（以下「モ」国）のハウズ平野（面積：約 6,000km2、人口：約 156 万人）はテンシフト川（流域
面積 24,800km2、流域内総人口約 263 万人）の中流左岸側に広がる南北幅 40km 前後の東西に伸び
る沖積盆地である。地域の中心都市は国際観光都市でもあるマラケシュで、行政的にはアル・ハウズ
州、マラケシュ・メディナ県、マラケシュ・メナラ県、シディ・ユセフ・ベン・アリ県が含まれる。 

当該地域はほぼ乾燥気候に属し、年平均総雨量 160～350mm に対して年平均蒸発量は 2,640mm
に達し降雨のほとんどが蒸発してしまう。現在、平野内の水需要の約 6 割を地下水源、残り 4 割は表流
水及び域外からの導水に依存している。特に、ここ数年は大規模な灌漑農業や観光業などによる地下
水の過剰揚水のため地下水位の低下が著しくなっている。2004 年の地下水収支では、自然の地下水
涵養量 238 百万 m3/年に対して取水量 395 百万 m3/年となっており、157 百万 m3/年の揚水過剰となっ
ている。今後、地下水の大幅な揚水過剰状態が続けば、地下水位のさらなる低下が懸念され、その対
策は危急を要す。 

このような状況の中で、「モ国」政府は、水利政策の基本法である“水法（1995 年施行）”を基に水環
境整備を進めている。“水法”では流域毎に水資源管理を行う事を基本とし、国土の中心を走るアトラス
山脈以北を７つの流域、以南を２つの流域に分け流域管理を進めている。それぞれの流域は国土整備
水利環境省（MATEE）管轄下の独立行政法人である流域管理公社（ABH）によって管理されている。こ
の中で調査対象地域の水資源管理を管轄するのはテンシフト川流域管理公社 (ABHT) であるが、独
立行政法人化され間もない（2002 年 4 月独法化）ために組織として充分に機能していない。地下水位
などのデータベースはあるものの、実際の水資源管理のために必要な解析は十分になされておらず、
有効な水資源管理計画を策定・執行できていない状況にあり、実効的な水資源管理計画の策定と実
施能力の強化が急務となっている。 

かかる背景の下、「モ」国政府は 2003 年９月に日本政府に対して、ハウズ平野における有効な水資



162 

源利用計画策定を目的とした「ハウズ平野総合水資源管理計画調査」の実施を要請した。これを受け
JICA は事前調査団を 2005 年 9 月に派遣した。 
 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

「モ」国では1995年10月公布の“水法”によって、すべての水資源は公共財産と位置付けられ、個人
の水利権は法律上認められていない。 

「モ」国では本法をもとに、国土を 9 つの流域に分けて流域別に、適正な水資源管理を行うとともに、
PDAIRE（総合水資源整備マスタープラン）と称する総合水資源開発計画を策定し、適切な水資源管
理を推進しており、ハウズ平野の水資源管理能力向上に関する本件はその流れと合致するものであ
る。 
 
（３）他国機関の関連事業との整合性  
現在、幾つかの水資源関係の案件が他ドナーとの支援･連携で実施されている。うち、本件に関係のあ
ることが予想される案件は下記の２つである。 

① Protection des resource en eau：GTZ による水資源保全プロジェクト。 
② 短中期環境保全優先地域活動プログラム（SMAP）：EU 
 

このうち①は総合水資源管理に必要な行政・制度の整備のための技術協力である。主に表流水を対象
としたもので、地下水管理を対象とする本件とは対象が異なるが、調査中に十分に情報交換を行い整
合性を保つ必要がある。一方、②は環境保全体制の強化で、調査内容そのものは本件と直接的な関
係はないが、EIA 実施の際に、先方が作成する計画を参考とする必要がある。 
 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ  
本件は JICA の開発課題の「地方部での水資源・灌漑の開発支援、管理強化」の中の「地方水資源開
発管理・灌漑整備プログラム」に位置付けられる。 
 
４．協力の枠組み 
（１）調査項目  
本件調査では、基礎調査の為のフェーズ１（7 ヶ月）、マスタープラン策定調査のフェーズ２（11 ヶ月）より
構成され、それぞれ以下の項目について調査を行う。 

【フェーズ １】：基礎調査（現状と将来の把握） 
1. 既存情報・データの収集及び検証・分析・解析 

(1) 当該地域の関連する社会経済開発計画 
(2) 既存水資源関連調査及びプロジェクト（NGO・他ドナーの調査） 
(3) 社会経済状況（行政区分、人口、産業等） 
(4) 関連法制度（水道用、灌漑用等の水資源開発・管理及び給水・衛生に関する現法制度）
(5) 自然状況（水理地質、気象、水文、土地利用等） 
(6) 伝統的地下水利用法（セギュア、ハッターラ等）の現状 
(7) 水利施設の状況 
(8) 社会・経済・住民調査、水利組合・農家調査の実施 
(9) MATEE・ABHT の GIS データを含めた既存のデータベースシステム 

2. 水資源ポテンシャル調査 
(1) 水資源量データの収集・管理 

・ 地下水データ（地下水位・水位変動・揚水量実績など） 
・ 表流水データ（流域外からの導水量、流域内開発水量、開発可能量など） 
・ その他の水資源データ（ハッターラ等により水利用量、下水利用量など） 

(2) 水質データの収集・整理 
(3) 地下水シミュレーションによる地下水流動及び地下水ポテンシャルの把握 
(4) 現況のセクター別水利用量及び水需要量の把握 
(5) 水収支解析（水文・河川流出・地下水・下水・降雨・蒸発等） 
(6) 水資源ポテンシャルの把握 
(7) 自動式地下水水位計の設置・モニタリングの実施 
(8) 水質調査 

3. ステークホルダーミーティングの準備・開催 
(1) 行政機関を含め地下水利用のステークホルダーを横断的（上水・農業用水等を含む全

ての水資源利用に係る行政及び関連機関）・縦断的（大規模需要者から小規模需要者
まで）に抽出する 

(2) ステークホルダーミーティングを開催する。 
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(3) 地下水管理に係る問題点と対策の共有化 
4. ハウズ平野総合水資源管理戦略（案）の策定 

(１) 水資源量と社会経済フレームワークに基づく適正な水需要量の設定 
(２) 利用可能水量に基づく利用セクター別の適切な水資源配分に関する基本方針の策定 
 

【フェーズ ２】：ハウズ平野総合地下水管理計画（マスタープラン）の策定及び C/P の能力強化 
1. フェーズ１の 4.で立案した総合水資源管理戦略の確定 
2. 総合地下水管理計画（フェーズ１の 4 で立案された戦略の地下水管理に関する部分のマスタ

ープラン）の策定 
本マスタープランは以下の項目を含む。 

(1) 地下水モニタリング・管理計画 
(2) 適切な地下水利用計画 
(3) 組織制度強化計画 
(4) 環境影響調査 

 
3. アクションプランの策定 

フェーズ２の 1 で策定した MP の提言のうち優勢順位高いものを選定し、アクションプランとしてま
とめる。 

(1) 優先事業の選定 
(2) アクションプラン実施の詳細計画の策定 
(3) 積算 
(4) 事業評価 

 
4. ステークホルダーミーティングの実施 
5. C/P 研修の実施 

 
 
（２）アウトプット（成果）  

a. 総合水資源管理戦略 
b. 総合地下水管理計画 
c. 総合地下水管理に関するアクションプラン 
d. 整備されたデータベース 
e. 強化されたハウズ平野の地下水モニタリング体制 
 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  
（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

1）総括／総合水資源管理・政策、2）地下水／シミュレーション、3）水文／表流水／潅漑、4）下水
／水質、5）施設計画、6）経済／財務、7）組織／参加型水管理、8）環境社会配慮 各 1 名 

（ｂ）現地再委託（自動記録式地下水水位計の設置/社会・経済調査/環境影響評価） 
 
（ｃ）その他 研修員受入れ 

• 調査に必要な資機材の購入（① 携帯型水質測定器、② 自動記録式地下水位計、
③ PC、④ ポケットコンピューター、⑤ 各種ソフトウェア） 

• カウンターパート研修員の受け入れ 
• 現地セミナーの実施 

 
５．協力終了後に達成が期待される目標 
（１）提案計画の活用目標  
マスタープラン・アクションプランに基づいた具体的な計画提言が、今後のハウズ平野の総合的水資源
管理を目標とした活動に適切に反映される。 
 
（２）活用による達成目標  

• 水利用者による水資源保全管理意識向上と節水利用が促進される。 
• 地下水利用による過剰揚水が緩和され、地下水位低下率が抑制される。 

 
６．外部要因 
（１）協力相手国内の事情  

a. 政策的要因：開発政策の変更による提案事業の優先度が低下しない 
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b. 行政的要因：流域管理公社の行政的立場が弱体化しない 
c. 経済的要因：経済状況の悪化等によって財政緊縮及び資金不足が生じない 
d. 社会的要因：対象地域人口が急激に変化しない 

（２）関連プロジェクトの遅れ  
特になし 
 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  
本開発調査は新規水源の開発を想定していないため、大規模な環境・社会影響は少ないと考えられ
る。しかし、地下水の揚水規制等に関する提言が含まれる可能性があるために、小規模農家・環境へ
の影響を配慮して MP 策定に努める必要がある。 
８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  
過去の当該エリアを対象に様々なドナーによって策定された開発計画・実施された調査の結果を活か
しつつ、本調査では当該地域の社会制度・慣習、また水資源の取り巻く環境を十分に踏まえ、先方機
関の実施能力・組織体制・他の関連機関との連携体制を把握し、実行性のあるマスタープラン・アクショ
ンプランを策定することとする。 
 
９．今後の評価計画 
（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）MP 活用の進捗度 
• 水資源管理がアクションプラン・マスタープランの提言に基づくものとなっているか  
• 移転された地下水モニタリング体制が機能しているか 

 
（ｂ）活用による達成目標の指標 

• 地下水位の変化（地下水の低下が抑制される） 
• 地下水モニタリングデータ（導入された地下水モニタリングシステムで収集されたデー

タの数） 
 

 
（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  
必要に応じて調査終了５年後、10 年後に評価を実施する 
 
（注）調査にあたっての配慮事項 


