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作成日：平成 18 年 12 月 13 日 

担当グループ：地球環境部第 3 グループ 

１．案件名 

アルメニア国地方給水・下水システム改善計画調査 

The Study for Improvement of Rural Water Supply and Sewage Systems in The Republic of Armenia

 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

老朽化により給水率が低下している地方村落の給水施設を、効率的な給水システムに改善する

ために、リハビリを中心とした施設改修計画を策定すると共に、適切な施設の維持管理計画を提

言する。 

 

（２）調査期間  

2007 年 3 月中旬から約 20 ヶ月程度 

 

（３）総調査費用  約 2.6 億円 

 

（４）協力相手先機関 

領土管理省国家水委員会および州政府（3 州） 

State Committee of Water Systems, Ministry of Territorial Administration 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

同国の 10 州のうち、給水状況が悪く、貧困度が高い３州(Aragastsotn、Gegharkunik および

Shirak 州)のうちの 147 の地方村落（対象人口およそ 22.5 万人） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

アルメニアでは、1991 年のソ連邦からの独立後、社会経済的変革による国内の混乱により、旧

ソ連時代に建設された給水施設は整備、改修が十分なされていない状況である。都市部におい

ては、給水行政を担当する国家水委員会の調整の下、世銀や KfW（ドイツ復興金融公庫）の支

援により水道公社(Closed Joint Stock Companies：CJSC)が設立され、安定した給水が行われる

よう施設改修が始まっている。 

一方、全国に 867 ある地方村落のうち 565 ヶ所は、都市部から遠く離れた山岳地域に位置して

いる村落が多く、水道公社による給水は行われていない。中央、地方政府ともに、地方給水のた

めの財源を有さず、施設の大規模な改修・更新はドナー等の協力に拠っているため、施設改修

は遅れている。これら村落の給水施設は、主に湧水を水源とし、パイプにより重力流下させるシ

ステムがほとんどであり、村民により維持管理されている。 これらの施設は老朽化及び不十分な

維持管理のため、漏水が激しく、多くの村落で給水量が不足しており、数日のうち数時間しか給

水されないといった劣悪な条件下にある村落もある。 

また、村落内の共同水栓では、水が垂れ流しになり、それが地域により地滑りの一因となってい

るとの指摘もあり、排水路の整備も急務となっている。 

かかる状況を踏まえ、同国政府は地方村落の給水システムのリハビリを中心とした施設改修計

画の策定についてわが国に協力を要請してきた。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

2003 年に完成した貧困削減戦略文書(PRSP)を基にした国家開発計画において、貧困と不平

等の削減のための公共投資として挙げられた 3 つの優先プログラムの一つに、「飲料水へのアク



 

セス強化を目的とした給水プログラム」があり、村落部での安全な水へのアクセス率の向上(2001

年 45%→2015 年 70%)という目標を掲げている。このように本協力は同国の国家計画に沿うもので

ある。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

世銀および KfW（ドイツ復興金融公庫）が都市部の給水サービスを担う水道公社(CJSC)を通じ

た飲料水供給サービスおよび施設改修のための協力を行っているが、辺境地にある本件対象

の地方村落は同公社の対象外であり、活動の重複、競合は無い。 

DFID（英国際開発省）は Gegharkunik 州および Tavush 州において住民参加型によりアクショ

ンプランを策定し、事業実施を行う地域開発プロジェクト（資金協力を含む）を実施中である。

Gegharkunik 州に 47 ある本調査対象村落のうち、7 村落が DFID 支援の対象地域でもある。こ

れら村落のうち、DFID 支援によって給水関連のアクションプランを作成済み、あるいは、事業開

始済みの村落では、それらを考慮した給水施設改修計画を作成し、また、未作成／未実施の村

落については本調査結果が当該村落で活用されるよう関係各者と調整のうえ、実施するものと

する。 

 

（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  

同国に関する援助政策、事業実施計画は策定されていないが、2005 年 10 月に行われた対ア

ルメニア重点分野協議において上下水道を含む水セクター（特に地方に重点）への協力の重要

性が確認されている。 
【JICA 援助重点分野】 

１．民間セクター振興・中小企業振興 

２．公共サービスへのアクセス向上 

２．１ 保健医療（母子保健、特にリプロダクティブヘルス） 

２．２ 地方開発 

 （１）水分野（上下水道、灌漑、貯水池等） 

 （２）地方道路（地方域内、地方間） 

 （３）地方行政機関のキャパシティ・ディベロップメント 

 （４）エネルギー（キャパシティ増加と地方部での代替エネルギー源の開発） 

 

アルメニア政府は本件調査による給水施設改修計画の事業化を無償資金協力により実施し

たい意向を有していることもあり、技術協力・無償資金協力の連携も考慮し実施する。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

アルメニア政府は、特に地方において長期間放置され老朽化した既存給水施設を早急に改

修する必要に迫られている。財源に困窮する同国は、ドナー等の支援による事業化を想定して

おり、その基礎となる施設改修計画の立案が急務となっている。 

本件開発調査は、同国で開発が遅れている3州(Aragastotn, Gegharkunik及びShirak)で水道

公社による給水が行われていない 147 の地方村落を対象に、老朽化した給水施設（湧水をパイ

プにより重力流下させる）を復旧・更新するための概略設計および経費概算を主たる目的とする

ものである。 

多数の対象村落における現地踏査を効率的に行うため、現地傭人（再委託）を活用して 3～４

の調査班を編成する。統一的・均質な現地踏査を行うため、調査の初めに、対象3州における代

表的な村落を選定し、調査手法の確認と統一化を行う。 

その後、残る地方村落を対象に、既存水源／施設および水需要の調査を行い、村落ごとの給

水システム改善の概略設計と工事費の概算を含む給水施設改修計画を作成する。併せて、中

央・地方政府の役割および住民負担を含めた、適切な給水施設の運営・維持管理体制に関す

る提案を行う。また、緊急度に応じた改修優先度の分類を行うと共に、パイロットプロジェクト対象

の村落選定（2～3 箇所程度）を行う。 



 

パイロットプロジェクトでは、当該村落の給水施設改修計画に基づき、緊急に補修が必要な部

分のリハビリを行い、関係機関及び住民による給水施設の運営・維持管理に係る活動を実践す

ることにより、提案内容の検証を行い、 終報告書を取りまとめる。 

 

フェーズ I: 調査手法の確認 

各州 3 箇所程度（計 9～10 箇所程度）の地方村落を選定し、次の事項に対する調査手法の確

認と統一化を行う; 

     社会経済状況、水需要、既存給水施設 

     概略設計基準、改修工事概算算出方法 

     優先順位基準 

 

フェーズ II: 給水システムの現状調査及び概略設計 

1)  フェーズ I で確立した調査手法に基づく、調査対象地方村落での現地踏査（147 村落） 

a) 社会経済状況 

b) 水需要の確認 

c) 既存水源（水量および水質）および代替水源の確認 

d) 既存給水施設（および排水施設※）の更新の必要性と緊急度の確認 

e) 運営・維持管理体制の確認 

f) 初期環境影響評価（Initial Environmental Examination：IEE）実施支援 

2)  給水施設改修計画の概略設計及び費用概算算出 

3)   関連機関も含めた水道事業の運営・維持運営体制の提案 

4)   緊急度に応じた事業化優先度の類型化 

5)   優先的に改修すべき村落（パイロットプロジェクト）の提案 

 

※ 地すべりの危険性が高い村落においては、生活排水（凍結防止のため常時流出させている

共同水栓からの飲料水など）の状況を確認し、必要な対策の検討も併せて実施する 

 

フェーズ III: パイロットプロジェクトの実施 

1) 緊急リハビリが必要な施設の改修 

2)  建設、維持管理、料金徴収等に関する役割分担・体制の実践 

3) 結果の評価及び必要に応じて維持管理計画の修正 

 

（２）アウトプット（成果） 

・ 対象の地方村落に効率的な給水システム（施設及び体制）が提案される 

・ パイロットプロジェクトを実施する地方村落の給水システムが改善される 

 

（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（分野／人数） 

総括／村落給水１ 村落給水２  

水理地質 水質分析  

衛生・環境配慮 給水維持管理体制 

経済財務分析 業務調整  

 

（ｂ）その他 研修員受入れ 

現時点で想定なし 

 

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 

 給水施設改修計画がアルメニア政府および当該地域の正式計画として採用される。 



 

 給水施設維持管理に関する提案が実施される。 

 

（２）活用による達成目標 

対象地域の給水サービスが改善する（給水人口、給水率、料金回収率の向上等） 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

（a）政策的要因：政権交代等により当該分野／提案事業の優先度が低下しない。 

（b）行政的要因：政策変更等により当該分野の責任官庁／機関の変更がない。 

（c）経済的要因：対外債務の増大など経済状況変化による事業資金が不足しない。 

（d）社会的要因：対象地域の人口など社会状況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） 

（1）貧困、ジェンダー 

 既存の給水システムを改修することを主としており、負のインパクトは特段想定されない。ただし、

アルメニア国で貧困度の高い地域であり、収入源である牧畜、綿花栽培を妨げないよう、農業用水

との調整・配分について留意する。 

 

（２）環境 

生活排水（凍結防止のため常時流出させている共同水栓からの飲料水など）が与えうる地すべ

りへの影響に留意する。 

 

（３）その他 

 特になし 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

 「アルメニア国地すべり災害対策・管理計画調査」（開発調査）で指摘された、生活排水（凍

結防止のため常時流出させている共同水栓からの飲料水など）が与えうる地すべりへの影

響に配慮して飲料水供給計画の策定を行う。 

 

 維持管理に関しては、関係者（政府機関、民間セクター、住民等）の役割分担が明確でな

いと、施設の保守管理が適切に行われないことになる。また、村落給水事業においては、

料金徴収などのための住民意識の向上が事業の成否を握る。本調査では、水利用に係る

啓発活動の必要性を検討するとともに、維持管理に係る関係者の役割分担を明確にし、持

続性の高い運営・持管理体制を立案するものとする。 

 

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 

 本調査にて提案された優先プロジェクトの実施計画、および、その予算措置の状況 

 本調査結果に基づく、本邦資金協力（有償、無償）、他ドナー等による事業化の状況 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

給水サービスの改善状況（給水人口、給水率、料金徴収率等） 

 

 



 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

現地モニタリングによる事後評価（案件終了後 3 年もしくは 5 年後） 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 


