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事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成 19 年 3 月 16 日 

担当グループ：社会開発部第 2 グループ(都

市地域開発・復興支援)  

１．案件名 

カザフスタン国マンギスタウ州地域振興マスタープラン策定調査 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

１）マンギスタウ州において、ビジネスチャンスと雇用機会の拡大・多様化を図る産業振興

と、社会開発を推進するため、長期的に持続可能な発展を目指すアクタウ市を含む地域

振興マスタープラン(IRDMP)を策定する。 

２）地域計画及び産業振興に関する技術をカウンターパート機関・スタッフに移転する。 

 

（２）調査期間 2007 年 5 月から 2008 年 6 月 14 ヶ月間 

 

（３）総調査費用 約２．８億円 

 

（４）協力相手先機関 

 １）機関名：カザフスタン共和国マンギスタウ州政府 

 ２）相手先機関の長：マンギスタウ州知事 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

 １）対象分野 地域振興マスタープラン策定 

 ２）対象地域 マンギスタウ州 

 ３）対象規模 

ア．面積：約 165,600km2 

イ．人口：約 370,000 人 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

カザフスタン共和国は旧ソ連の崩壊後、1991 年 12 月に独立して以来、ナザルバーエフ大統領

の強力なリーダーシップのもと、民営化等を中心とする経済改革を推進してきた。1996 年には

独立後初めてプラス成長を記録し、2000 年以降は毎年 10%前後の高成長を続けており、政治的・

経済的にも情勢は安定している。 

マンギスタウ州はカザフスタン共和国の西端に位置し、カスピ海に面した面積 165,600km2、

人口約 37 万人の州である。州の大部分は土漠地帯であるが、国内 大の油田地帯を抱える州で

あるとともに、州都アクタウ市にはカスピ海に面した外洋港があるなどの優位性がある。 

州の経済は大きく石油・ガス産業に依存しており、州内総生産 38 億 5,600 万ドル/年(2004

年)のうち、約 94%は石油、天然ガス等の鉱業分野によるものである。州内には推定 31.5 億万ト

ンの石油埋蔵量があると言われ、産出された原油（年間 1,540 万トン）と天然ガス（23 億万 m3）

は、パイプラインもしくはアクタウ港からのタンカーでカスピ海沿岸諸国へ輸出されている。

アクタウ港には経済特区も設置され、主に石油関連企業が進出している。 

州の産業は過度に石油・天然ガス関連産業に依存しており、州人口の８割弱が集中するアク

タウ市とジャナオゼン市(第二の都市)では、人口の大半が石油・天然ガス関連産業に従事して

いる。石油産業以外の有力な産業はほとんどなく、州全体では石油産業に関与している住民と

それ以外の住民の所得格差や都市部と地方の生活環境格差が生じている。 

州内には水源となる河川や湖沼は存在せず、水資源はカスピ海の海水淡水化、地下水、隣国

ロシアのボルガ川からのパイプライン(約 1,000km)に頼っているため、今後の人口増加や産業の
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多様化、都市機能の多様化にあたっては水資源確保が大きな課題となる。 

また、州内の道路・鉄道ネットワークについては主要な目的地が結ばれているが、十分にネ

ットワークとして形成され、機能する状況にない。 

更に、環境面においては、石油開発によるカスピ海汚染のほか、アクタウ市近辺の原子力発

電所の廃炉後の処理問題、ウラン廃棄物の処理問題等の問題が存在する。 

 このように多様な問題点を抱えてはいるものの、マンギスタウ州政府は天然資源によるその

豊富な資金を基に、「陸海空統合プロジェクト」と呼ばれる計画を策定し、豊富な天然資源と陸

海空の結節点と成り得るロケーションの優位性を強みとして活かす開発戦略を立てている。計

画には、インフラ整備、物流拠点の整備、経済特区と都市の整備、産業の多様化、人材育成等

の内容が含まれている。この計画は、カザフスタン全土の東西鉄道回廊を含む国際物流も視野

に入れたものであり、政府レベルの計画とも整合しており、これら計画の基本方針はマンギス

タウ州の今後の開発の基本軸となるものと思われる。ただし、全体としては基本構想に留まっ

ており、今後、計画の詳細化、個々の施策の技術的検証等を行う必要がある。 

以上の背景を踏まえ、マンギスタウ州の潜在能力を活かし、バランスの取れた地域振興のた

めのマスタープラン作成についてカザフスタン国から要請がなされた。 

 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

 2006 年 8 月に発表された大統領令、「地域開発戦略」に基づき、カザフスタン共和国内各州は

州毎の地域戦略を策定することになっている。地域開発戦略では 2015 年を目標年次と定めてい

る。本開発調査でも同じく 2015 年を目標年次としており、マンギスタウ州政府が策定する地域

戦略に資するマスタープランを提案することとなる。 

 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

 特になし 

 

 

（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  

 2006 年 9 月に策定された国別援助計画の援助重点分野のうち、（イ）持続的経済成長のための

政策策定･制度整備･人材育成、（ロ）運営・管理体制も含めた経済・社会インフラの整備、（ハ）

環境保全及び地方部の格差是正のための農村開発及び保健医療支援、に本開発調査の目的が合

致する。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

1)現状のレビューと分析 

＜カザフスタン全国の中でマンギスタウ州について特に重視すべき現状と課題を明確にする＞

ア マンギスタウ州の地理および自然条件; 

イ 市場経済化を目指した国の経済改革および行政改革がマンギスタウ州に及ぼした影響; 

ウ 国およびマンギスタウ州の開発計画とプログラム; 

エ 経済開発の状況; 

オ 社会開発（貧困対策、保健衛生、教育など）の状況; 

カ インフラ整備の状況; 

キ 環境問題の現状とその対策状況; 

ク アクタウ市の都市開発状況;および 

ケ 国およびマンギスタウ州に対する国際協力の現状。 
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2) 重視すべき課題と開発ポテンシャルの確認 

＜現状と分析を踏まえ、IRDMP 提案にあたり、特に重視すべき課題と開発ポテンシャルを以下の

とおり確認する＞ 

ア 経済活動を促進する上での制度的課題; 

イ 産業の多様化を進める上での生産・マーケティング上の課題; 

ウ 産業振興および雇用に関わる人的資源の課題; 

エ インフラの課題とポテンシャル; 

オ 環境の課題とポテンシャル; 

カ アクタウ市都市開発の課題とポテンシャル; 

キ その他 

 

3) アクタウ市を含む総合的地域振興マスタープラン（IRDMP）の提案 

＜上記 2)にて確認した課題とポテンシャルを踏まえ、マンギスタウ州地域振興に関する具体的

な提言を行う＞ 

ア IRDMP の目的および目標の設定; 

イ 上記目的および目標を達成するためのコンセプト・シナリオ代替案の検討と も望まし

い代替案の選定; 

ウ IRDMP の提案； 

・IRDMP の全体目的および目標; 

・上記目的および目標を達成するための全般的コンセプトおよびフレームワーク; 

・経済セクター（1 次産業、2 次産業および 3 次産業：観光開発・雇用問題を含む）; 

・社会セクター（保健、教育、スポーツ、文化など）； 

・インフラセクター（水供給、排水処理、エネルギー、交通、情報通信など）； 

・環境セクター（公害、衛生、廃棄物処理など）； 

・アクタウ市の都市開発：および 

・キャパシティ・ディベロプメント（制度・人材面を含む） 

エ 環境社会配慮（IEE レベル） 

 

4) IRDMP 実施のための施策(アクションプラン)の提案 

ア 実施のための制度計画と具体化の施策； 

イ 人的資源開発計画と具体化の施策； 

ウ 財政計画と具体化の施策；および 

エ IRDMP 実施のためのフェーズ別行動計画（主体・年次別）の提案 

 

（２）アウトプット（成果）  

1) マンギスタウ州の地域振興の指針となる、地域振興マスタープランが策定される 

2) マンギスタウ州政府の地域開発計画策定能力が向上する 

 

（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（下記分野の日本人及びローカルリソース） 

総括/地域開発 

副総括/産業振興 

都市開発/土地利用計画 

社会開発 

環境改善 

インフラ（運輸・経済等）整備 

キャパシティ・ディベロプメント（制度改善、人材育成） 

業務調整 
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（ｂ）翻訳・通訳者 

 

（ｃ）その他 

・必要に応じて別途要請に基づく研修員受入れを検討する。 

 ・調査に必要な資機材を購入する。 

 

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  

１）「マスタープラン」に基づいたマンギスタウ州の地域戦略が国家レベルで承認される 

２）「マスタープラン」で提案されたアクションプランに基づいて事業化がなされる 

 

（２）活用による達成目標  

１）本開発調査で移転された技術によって、マンギスタウ州政府が今後独自に開発計画を策

定できるようになる 

２）マンギスタウ州地域振興マスタープランが、他州の開発計画のモデルとなる 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

 現状、カザフスタン共和国は政治・経済・社会的に安定しており、当開発調査の実施に影

響する外部要因はないと思われるが、強いて挙げれば次のとおりである； 

   経済的要因：天然資源の価格暴落 

  環境的要因：石油による爆発、火災、海洋汚染などの大規模災害 

 

（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 

（１）貧困・ジェンダーへの配慮 

本開発調査においては、産業の多様化を通じた雇用機会の拡大を通じて、失業者・貧困層の

就業機会増加を目指す。 

（２）環境面への配慮 

 マンギスタウ州ではアクタウ新都心をはじめ、各種開発計画がすでに存在するため、IEE レベ

ルの環境社会配慮を行う。 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用 

（１）旧社会主義国においての案件実施にあたっては、社会主義国時代から続くセクター別の

縦割り行政システムによる情報の分断化が課題である。このことからも、特に本案件ではクロ

スセクター・アプローチに留意し、「経済開発」、「社会開発」、「環境保全」の間のバランスを重

視することが重要である。 

（２）本案件と同じくカザフスタン共和国で実施した「アスタナ新首都総合開発計画調査」で

は、都市開発の調査と併せて、アスタナ広域圏の開発戦略を提案している。これは、新首都周

辺の 3 州それぞれが持っている優位性（政治/経済の中心、農業生産、工業集積など）を、新首

都を中心とした広域圏で捉えることで、バランスのとれた地域の開発を目指すものである。一

般的に旧ソ連時代はモスクワを中心とした地域毎の分業体制が進み、各地域内で経済活動が完

結しないような開発が多くなされ、マンギスタウ州も石油・ガス産業を中心とした開発が行わ

れてきた。本案件については、特に石油資源、水資源、農産物、港湾機能などについて、マン

ギスタウ州内のみで完結する IRDMP だけでなく、近隣国や州との補完関係も考慮に入れた IRDMP

の検討が望ましい。 
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（３）本案件と同じく、唯一の外港機能を有する都市・地域を対象に実施した「カンボジア王

国首都圏・シアヌークビル成長回廊地域開発調査」では、民間セクター開発において、貿易を

支える輸出産品の多角化や人材育成の重要性について提言されている。同様に、本案件ではカ

ザフスタン唯一の貿易拠点であるアクタウ港を支える産業振興・人材育成に留意するとともに、

現在実施中の「カザフスタン共和国総合物流システム向上計画調査」がアクタウ港の物流セン

ター構想の計画を含んでおり、同様に輸出産品の確保は極めて重要な課題であることから、本

案件と連携して進めていく。 

 

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 

策定されたマスタープラン及び提案された行動計画の実施状況 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

 州内総生産、マンギスタウ州の石油産業以外の産業割合、失業率、人口 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

 １）フォローアップ調査によるモニタリング 

 ２）事後評価：必要に応じて調査終了後５年以内に実施する。 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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