
 
事業事前評価表 

1．対象事業名 
国名：モロッコ王国 
案件名：下水道整備事業（Ⅱ） 
貸付契約調印日：2007年 3月 30日 
承諾金額：5,054百万円 
借入人：国営水道公社 ( Office National de l’Eau Potable：ONEP) 
2．本行が支援することの必要性・妥当性 
 モロッコにおいて下水道整備は未だ遅れが顕著な分野の一つであり（地方部下水道普及率

2.2％、2001 年）、衛生環境、希少な水資源の再利用の観点から、早急に解決すべき重要課
題として位置付けられている。特に近年では、急激な工業化・観光化によって全国的に下水

量が急増していることから、下水処理施設の処理能力不足や老朽化、不十分な維持管理体制

等が深刻な問題になっている。また、住民が生下水を直接農業・灌漑等に使用する例も散見

されることから、伝染病の発生等も懸念されている。 
 カサブランカ、ラバトなどの大都市では営団（Régie）が下水道整備を担当し、運営・維
持管理については民間委託で実施している。一方、地方の中小都市では、従来から地方自治

体（コミューン）が下水道整備を担ってきたが、自治体の財政悪化やキャパシティー不足か

ら整備が遅れてきたため、現在では国営水道公社（ONEP）が地方の下水道整備の主導的役
割を果たし、急速に整備を進めると共に、運営・維持管理も担っている。 
 モロッコ政府は「経済・社会開発計画（2000～2004年）」において、「汚染･公害に対する
予防･対策」を重視しており、同方針は現在も維持されている。また、同国政府は、水資源

の有効管理、国民の住環境改善及び環境・公衆衛生向上等の観点から緊急に下水道整備を進

めるべく、97年に全国下水道整備マスタープランを作成するとともに、2000年には上水を
供給している ONEP が主体的に地方部の下水道事業を推進できるように法改正を行った。
この法改正に基づき ONEPは、「下水道整備中期投資計画（2003～2017年、投資予定総額
150億 DH：約 2,000億円）」を策定した。ONEPは右計画における対象都市（全 278都市）
を 3フェーズに分け、成熟度及び緊急性の高い都市から順次整備を進めている。今次事業で
は、大規模な都市開発、人口増加により地下水汚染の懸念がある国際的な観光都市であるマ

ラケシュ市周辺の中小都市を採り上げるものである。 
 本行は海外経済協力業務実施方針（2005～2007年度）において、「持続的成長に向けた基
盤整備」を重点分野と位置づけ、下水道関連施設を含む経済･社会インフラの整備を通じて

経済成長を促進するための支援を重視している。よって、本行が本事業を支援する必要性・

妥当性は高い。なお本行は、2005 年に「下水道整備事業」を承諾しており、ラバト北西部
の中小 3都市における下水道整備を支援している。 
3．事業の目的等 
 本事業は、モロッコの中小 4都市（エル・ケラ・スラグナ、ベン・ゲリール、アイト・ア
ウリール及びアミズミズ）において下水道整備を行うことにより、同都市における下水道の

普及を図り、もって同地域の環境、衛生状態、生活環境の改善に寄与するもの。 
4．事業の内容 
(1) 対象地域名 
 マラケシュ市周辺都市（エル・ケラ・スラグナ、ベン・ゲリール、アイト・アウリール、

アミズミズ） 
(2) 事業概要 
 上述 4都市において、下水処理場及びポンプ場の建設、下水網等のリハビリ及び拡張並び
に排水施設の整備等を行うもの。 



 
(3) 総事業費 
 6,739百万円（うち、円借款対象額：5,054百万円） 
(4) スケジュール 
 2007年 4月～2012年 12月予定（計 69ヶ月） 
(5) 実施体制 
① 借入人：国営水道公社（Office National de l’Eau Potable：以下、「ONEP」という) 
② 実施機関：①に同じ 
③ 運営・維持管理体制：①に同じ(ONEP はコミューンからの委託で運営･維持管理を行
う) 

(6) 環境及び社会面の配慮 
① 環境に対する影響／用地取得・住民移転 
(a) カテゴリ分類：B 
(b) カテゴリ分類の根拠：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラ
イン」（2002年 4月制定）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性および影響を
受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるた

め、カテゴリ Bに該当する。 
(c) 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、2007年 3月に国土整備・
水利・環境省により承認済み。 

(d) 汚染対策：下水道施設からの排水は、同国国内の排水基準を満たすよう処理され河川
等に放流されることになっており、特段の影響は予見されない。 

(e) 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該
当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定される。 

(f) 社会環境面：本事業は約 103ha の用地取得を伴い、同国国内手続きに沿って取得が
進められる。なお、住民移転は発生しない。 

(g) その他・モニタリング：本事業では、ONEPが排水の水質についてモニタリングする。 
② 貧困削減促進 
特になし。 

③ 社会開発促進（ジェンターの視点等） 
特になし。 

（7）その他特記事項 
 特になし。 
5．成果の目標効果 
(1)評価指標（運用・効果指標） 

指標名 
 

基準値（2004年） 
 

目標値（2013年） 
[事業完成 1年後] 

汚水処理人口（千人） エル・ケラ・スラグナ： 0
ベン・ゲリール： 0
アイト・アウリール： 0
アミズミズ： 0

エル・ケラ・スラグナ： 86 
ベン・ゲリール： 65 
アイト・アウリール： 24
アミズミズ： 11

施設利用率（%） エル・ケラ・スラグナ： 0
ベン・ゲリール： 0
アイト・アウリール： 0
アミズミズ： 0

エル・ケラ・スラグナ： 84
ベン・ゲリール： 74 
アイト・アウリール： 86 
アミズミズ： 88 

汚水処理量（m3/日） エル・ケラ・スラグナ： 0 
ベン・ゲリール： 0 
アイト・アウリール： 0 
アミズミズ： 0 

エル・ケラ・スラグナ：7,600
ベン・ゲリール： 5,400
アイト・アウリール： 1,500
アミズミズ： 750 

BOD濃度 
(処理場入口、mg/l) 

エル・ケラ・スラグナ： N.A. 
ベン・ゲリール： N.A. 
アイト・アウリール： N.A. 
アミズミズ： N.A. 

エル・ケラ・スラグナ： 430 
ベン・ゲリール： 440 
アイト・アウリール： 630 
アミズミズ： 600 



 
BOD濃度※ 
(処理場出口、mg/l) 

エル・ケラ・スラグナ： N.A. 
ベン・ゲリール： N.A. 
アイト・アウリール： N.A. 
アミズミズ： N.A. 

エル・ケラ・スラグナ： 44 
ベン・ゲリール： 69 
アイト・アウリール： 98 
アミズミズ： 97 

下水網普及率(%) エル・ケラ・スラグナ： 87 
ベン・ゲリール： 78 
アイト・アウリール： 85 
アミズミズ： 76 

エル・ケラ・スラグナ： 92 
ベン・ゲリール： 80 
アイト・アウリール： 91 
アミズミズ： 92 

 ※：モロッコの都市における排水基準は、BOD120mg/l。 
(2) 内部収益率 
 経済的内部収益率(EIRR)：13.0％ 
 ①費用：事業費（税金を除く）、維持管理費 
 ②便益：支払意思額 
 ③プロジェクト・ライフ：40年 
6．外部要因リスク 

ONEP は今後比較的採算性の低い地方部の小規模な下水道事業を実施する予定であり、
既往円借款事業「下水道整備事業」と同様、引き続き ONEP の財務健全性に留意する必要
がある。ONEP は、仏コンサルタントの調査（2005 年）を基に、2006 年 3 月に下水料金
値上げを行うと共に、2007 年 1 月には下水料金の大幅な改定を行い、全都市に対し一律の
料金を課すことを定めた。ONEP は今後も料金改訂を行う予定であり、その動向に注視す
る必要がある。 
7．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
同様の下水道整備事業では、事業完成後の効果の持続性を確保するために、自治体レベル

での協力の有効性を認識すべきとの教訓が得られている。本事業では ONEP とコミューン
間の委託契約締結後 15年間は ONEPが下水道関連施設の運営・維持管理を行うこととなっ
ている。通常、同委託契約は期限満了後延長されるため、事業完成後の施設は実質的にONEP
によって運営・維持管理される。 

ONEP は現在、地域事務所、県事務所レベルで下水事業の担当部の設置を進めており、
対象 4 都市については下水道分野のトレーニングを受けた職員を配置するなど維持管理体
制は整備されつつある。加えて、対象 4都市にて整備されている既存管渠の維持管理は、こ
れまで維持管理を行っていたコミューンの職員を ONEPに編入する予定である。このため、
「下水道整備事業」と同様、ONEP が独自に実施する下水道関連施設の運営・維持管理に
係るトレーニングの実施についてプログレス・レポートで把握するとともにコミューン職員

の ONEPへの編入が円滑に行われるよう ONEPに働きかける予定である。 
8．今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 
 ①汚水処理人口（人） 
 ②施設利用率（％） 
 ③汚水処理量（m3/日） 
 ④処理水の BOD濃度（mg/l） 
 ⑤下水道普及率（％） 
 ⑥経済的内部収益率（EIRR） 
(2) 今後の評価のタイミング 
 事業完成後 

 


