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事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成１８年９月２０日 

担当グループ：地球環境部第三 G 水資源第一 T 

１．案件名  

チュニジア国メジェルダ川総合流域水管理計画調査 

The Study On Integrated Basin Management Focused On Flood Control In Mejerda River In The 

Republic Of Tunisia 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

同国の最重要河川であるメジェルダ川流域を対象に、洪水被害、自然状況等を把握し、洪

水の予防、軽減策に重点を置いた総合的な流域水管理計画を作成する。 

また、計画策定のプロセスにおいて、実施機関の OJT 及び現地研修の実施を通じ、キャパ

シティ・ディベロップメントを行う。 

（２）調査期間    2006 年 11 月から 2008 年 12 月まで（26 ヶ月） 

（３）総調査費用    約 3 億円 

（４）協力相手先機関 農業・水資源省 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

a. 対象分野： 総合流域水管理計画 

b. 対象地域： メジェルダ川流域約 23,100km2 のうちチュニジアに属する 15,600km2 

対象地域の人口 400 万人                 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

チュニジア国（人口 993 万人、面積 16.4 万 km2）は温暖で肥沃な北部と乾燥した中南部に

分けられ、全国の 90%の水資源が賦存している北部地域では水資源開発が進められている。

人口一人当たりの年間水資源賦存量は 470 ㎥程度であり、世界的な平均と比較しても少ない

上に、降雨量の地域的偏りが大きく、北部の比較的豊富な表流水を開発することが水資源管

理上の重要課題となっている。チュニジア国では、1975 年に策定した「北部水資源開発計画」

に沿ってダム、水路等の建設が進められており、2010年までには開発可能水資源の95％が開

発される予定である。 

メジェルダ川は同国北部に位置し、国内流域面積は 15,600k ㎡、周辺地域に 400 万人が居

住する同国最大の重要河川である。同流域においては現在 10 箇所でダムが建設されており、

６箇所で新規の建設計画が予定されている。 

同地域では 2000 年以降集中的な降雨による洪水が続発しており、特に 2003 年 1 月に発生

した大洪水により、チュニス市、メジェズエルバブ市等の周辺地域では、農作物の被害、学校、

病院等の社会インフラの損壊が発生し、経済的にも莫大な損害が発生した。これらの洪水は、

河川の通水能力の減少に加え、洪水対策計画の不整備及びダムの洪水調節の操作方法の

不備等が発生の一因となっている。その一方では洪水の起きる前の４年間には旱魃が発生し

ており、農作物の不作による経済的な打撃を被っている。 

同国の水資源管理を行う農業・水資源省はこのような状況に鑑み、洪水、渇水を繰り返すメ

ジェルダ川流域において治水、利水両面からの水管理計画策定の必要性を認識し、我が国

に対して、総合流域水管理計画の策定に関して協力を要請してきた。 
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（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

第１０次５か年経済開発計画において、限られた水資源の効率的利用のための「水資源開

発・管理」が重点開発課題となっている。渇水時への対策を主目的としており、洪水も有効活

用するという考え方をとっているが、本プロジェクトでは利水を考慮しつつも洪水防御に重点を

置いた計画を策定する予定である。 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

チュニジアの水管理に関しては、1950 年代から海外ドナーの支援による各種プロジェクトが

行われている。水管理では、ダム建設、灌漑、上水、及び下水関連のプロジェクトが代表的な

分野であり、本プロジェクトと関連のあるプロジェクトは以下の通り。 

・ GTZ による総合水管理プロジェクト 

農業・水資源省をカウンターパート機関とし、1995 年から 2004 年の 10 年間でチュニジア国

全体の総合水管理計画（水利用を主とした内容）を策定した。水量・水質の管理、観測とデ

ータベース構築を行っており、本プロジェクトにおいて、水量、水質のデータを活用する予定

である。 

 

（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 

我が国の同国への援助政策に関しては、同国の開発重点分野である「水資源開発・管理へ

の支援」を引き続き行う中で、我が国の経験を活かし、総合的な水資源管理への協力を行うこ

ととしている。 

JICA 国別事業実施計画上では、同国の援助重点課題として水資源開発・管理に関する協

力を上げており、本プロジェクトは整合性のある計画となっている。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

本調査はチュニジア国の最重要河川であるメジェルダ川流域を対象に、洪 

水と渇水が繰り返されている同地域において、治水と利水のバランスのとれた水管理を行う

ため、①洪水防御に重点を置いた総合流域水管理計画の策定、②農業・水資源省及び地方

事務所の職員の能力向上を目的とする調査を行うものである。 

調査項目としては、基礎情報として、自然状況、社会経済状況、ダム等の水管理施設状況、

及び過去の洪水発生状況などに関する情報収集及び現地調査を行い、その結果により、河川

の通水能力、洪水・氾濫、土砂流出などの解析を行い、流域水管理上の課題の抽出を行う。

それら情報に基づき、ダム貯水池、遊水地による洪水調節計画、堤防、護岸、河床掘削などの

河道計画を含む洪水防御に重点を置いた総合流域水管理計画の策定を行う。 

また、ソフト面である洪水予警報・避難計画の立案、洪水防御に必要な組織及び法制度の

検討を行い、持続可能な維持管理・運用計画を提言する。そして提案された総合流域水管理

計画に関して、技術・経済・財務及び環境の観点から総合的な評価を行う。 

さらに調査期間中、セミナー及びワークショップを開催し、洪水対策、洪水調整などに関して

農業・水資源省関係者の能力向上を図る。また、メジェルダ川の上流域であるアルジェリア国と

同流域に関しての情報交換を行う。 
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１ 基礎情報・データ収集・分析 

a. 社会経済状況、土地利用状況 

b. 自然状況（地形、地質、土壌、植生、気象、水文等） 

c. 河川・水管理施設状況（洪水防御施設、ダム、導水路、排水施設等） 

d. 水資源・洪水管理システム（洪水予警報システム、施設の運転維持管理方法等） 

e. 水需要供給バランス状況、洪水・渇水状況 

f. 環境状況（水質、生態、動植物、社会慣習、保護・保全地区等） 

g. 水管理に係わる政策、法令、基準、方針等 

h. 関連組織、体制 

 

   ２ 現地状況調査 

a. 流域自然状況（地形、地質、土壌など） 

b. 社会・経済・土地利用状況 

c. 河川状況（河川断面、河道変遷、河川利用など） 

d. 河川・水管理施設（洪水防御、ダム、導水路、上水施設、下水・排水施設、灌漑施設等） 

e. 洪水氾濫被害状況（過去の氾濫状況実態） 

f. 洪水予報・警報・避難状況 

g. 環境状況（水質、生態、動植物、社会慣習、保護・保全地区、廃棄物） 

 

３ 情報・調査結果の解析 

a. 流出解析 

b. 河道の流下能力解析 

c. 洪水・氾濫解析 

d. 土砂流出・堆積解析 

 

    ４ ダムによる洪水調節効果の検討 

a. 利水導水システムおよびその運用の明確化 

b. 洪水時貯水池運用のシミュレーション 

 

    ５ 洪水対策に重点を置いた総合流域水管理に係わる課題の抽出と分析 

洪水に係わる水資源の現状、問題点の抽出、洪水氾濫、流域保全、水資源開発、水質管

理、水利用・水配分、水管理施設運転維持管理に関する検討 

 

   ６ 総合流域水管理計画の基本方針の策定 

計画目標年、計画規模の設定、洪水防御の基本方針、利水安全度の方針、流域水管理の

基本方針の策定 

 

   ７ 洪水防御に重点を置いた総合流域水管理計画の検討 

a. 総合流域水管理計画の検討 

①洪水流量配分計画 

②流域管理計画 

③洪水調節計画 （ダム貯水池、遊水池） 

④河道計画 

⑤洪水予警報・避難計画および水防計画 

b. 維持管理に関する組織・法制度の提案 
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c. 持続可能な維持管理・運用計画の検討 

 

８ 環境影響予備調査 

環境に影響を及ぼす構造物の建設が提案された場合、社会・自然環境調査及び住民への

インタビューの実施、簡易な環境影響評価の実施 

 

９ 洪水防御に重点を置いた総合流域水管理計画の確定 

技術・経済・財務及び環境面に関する評価、総合流域水管理計画の確定 

 

10 概略設計、事業費の積算 

提案された施設、組織・予警報計画などの概略設計及び事業費の積算の実施 

 

11 総合流域水管理計画の総合評価（財務、社会、経済、技術的妥当性） 

（２）アウトプット（成果） 

1. メジェルダ川流域の洪水防御に重点を置いた総合流域水管理計画の策定 

2. 農業・水資源省の C/P に対する、総合流域水管理の技術移転 

（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）  計１0 名 

①総括／総合流域水管理、 ②副総括／洪水対策、 ③水文・水理／流出・土砂解析、 

④水供給･運用システム、 ⑤河川計画／貯水池運用計画、 ⑥洪水予警報・避難／水防計

画、 ⑦組織・法制度／維持管理・運営、 ⑧経済・財務、 ⑨施設設計・積算、  

⑩環境社会配慮  

ｂ. その他 

研修員の受け入れ、 セミナー/ワークショップの開催 

 

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 

・ 提案されたメジェルダ川流域の総合流域水管理計画がチュニジア政府の正式計画として採用

される。 

・ 治水関連施設及び行政（実施機関及び関連機関）の体制が強化される。 

（２）活用による達成目標 

・ 移転技術及び提出された報告書を活用し、他の河川流域における総合流域水管理計画が策

定される。 

・ 対象地域における洪水被害が緩和する。 

 

 

６．外部要因 
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（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り提案事業の優先度が低下しない。 

b. 行政的要因：行政省庁・実施組織で体制整備が遅延しない。 

c. 経済的要因：国内の経済状況が悪化しない。 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

特に無し。 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

（１）災害発生時には貧困層、老年層の被害が多大になる傾向があるため、災害弱者（老人、女性、

子供）へ配慮した計画策定に留意する。 

（２）洪水対策において本計画では、ダム等の大規模構造物の計画は想定されていないが、河川構

造物（導水路、護岸等）が提案された場合、全ての地点で簡易な環境影響評価を行い、環境影

響への配慮を十分行う。 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

過去の洪水対策調査を参考に、河道改修、流域管理、予警報等のソフト、ハード両面からの計

画策定を行うと共に住民による取り組みを促進する。 

また、同国に対して実施された他の水資源管理分野での協力を参考に、水資源が乏しいという

同国の状況を踏まえ、治水と利水のバランスのとれた管理計画を作成する。 

 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標 

a. 活用の進捗度 

・ 提案されたメジェルダ川流域の総合流域水管理計画の内容をどれだけ実施したか（プロ

ジェクト設置数と進捗） 

・ 治水関連施設及び行政（実施機関及び関連機関）の体制強化の程度 

・ 対象地域における洪水被害の緩和状況 

・ 移転された技術による他の河川流域での総合流域水管理計画の策定の有無 

b. 活用による達成目標の指標 

・ 洪水により発生した氾濫の範囲及び社会的、経済的な被害状況（被災者数、経済損失

額など） 

・ 他の河川流域における総合流域水管理計画の数 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期 

a. フォローアップによるモニタリング 

b. 調査終了後 3 年後以降に評価を実施する。 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 

 




