
円借款用 

事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：モロッコ王国 

案件名：地方都市上水道整備事業 

L/A 調印日：2010 年 3 月 19 日 

承諾金額：15,487 百万円 

借入人：国営水道公社（Office National de l’Eau Potable :ONEP） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) モロッコ王国における上水道セクターの開発実績（現状）と課題 

モロッコは、EUとのパートナーシップ協定に基づく 2010 年の欧州との市場統合に

向けて輸出産業の育成と民間投資誘致を目指した経済基盤整備を進める一方、持続的

成長を確保し格差解消のための生活基盤の整備を重要な課題としている。その優先分

野の一つである上水道セクターでは、給水率1は着実な伸びを見せているものの、今

後も地方村落部での給水率改善や、各戸給水の普及、（人口増加、都市化、生活水準

の向上等による）水需要増加に対応するための設備改善等に取組む必要がある。 

(2) モロッコ王国における上水道セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

モロッコ政府は、「経済・社会開発計画（2000－2004 年）」において経済成長、貧

困削減、社会格差是正等を目標とし、上水道セクターについては、給水率の向上や需

要増に対する上水整備等を掲げ、その方針は 2008 年予算法においても踏襲されてい

る。また、本計画とは別に、貧困削減と地域格差是正を目標とする、「人間開発に係

る国家イニシアティブ（INDH）」（2006～2010 年）において、水を含む基礎社会サー

ビスへのアクセス改善を盛り込んでいる。上水道セクター関連では「水セクター行動

計画（2008－2012 年）」を策定し、都市部での上水道整備の継続や、村落部の給水ア

クセス向上を掲げている。かかる方針に基づき、国営水道公社（ONEP）がモロッコ

政府と締結している事業計画（2008－2010 年）においては、主要目標として、既存

施設の強化や新規施設の整備による上水供給量の増加、村落部への給水サービスの拡

大、都市・村落部両方における各戸給水の普及等が掲げられている。本事業は、同事

業計画において優先事業に挙げられており、ケミセット及びクリブガ周辺の地方都市

と村落部を対象に上水の供給の安定化を図り、地域の住民の生活環境改善及び経済活

動の発展に寄与するものと位置づけられる。 

(3) モロッコ王国上水道セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

上水道セクターにおいて我が国は、円借款では都市給水と地方給水に計 6 件（約

426 億円）、一般プロジェクト無償では、地方給水に計 5 件（約 25 億円）の支援を行

ってきた。本事業は上水普及と供給の安定化に向けたモロッコのさらなる努力を支援

するものであり、対モロッコ経済協力に係る我が国の重点分野の一つである「持続的

経済成長を支える基礎インフラ整備分野への支援」に合致する。また、JICA の水セ

クター協力方針における重点分野の一つとしての「効率性と安全・安定性を考慮した

                                                  
1 ONEPによると 2008 年の給水率は都市部で 100％、地方村落部で 87%。なお、給水率には各戸給水だけでなく、

共同水栓による給水を含む。 



水供給」、並びに JICA の対モロッコ援助重点分野「経済競争力の強化・持続的な経済

成長」、開発課題の「水資源の確保及び有効利用」に合致する。 

(4) 他の援助機関の対応 

モロッコの上水道セクターでは、フランス開発庁（AFD）、ドイツ復興金融公庫

（KfW）、世界銀行、欧州連合、アフリカ開発銀行等が支援を行っている。 

(5) 事業の必要性 

事業対象地域においては、人口増加に加え、給水対象地域拡大や各戸給水の増加に

より水需要が増大している。このため、クリブガ地域においては既に断水が起こって

おり、ケミセット地域においても 2010 年には断水の発生が予想されている。また、

クリブガ地域においては、近年の降水量減による地下水量減少を受け、水源を地下水

から表流水に切り替え、地下水資源を保全する必要がある。かかる背景を踏まえ、国

営水道公社の事業計画（2008-2010 年）において、ケミセット地域を対象とする既存

浄水場の拡張と、クリブガ地域を対象とする新規浄水場の建設が優先事業に挙げられ

ている。本事業の実施により、現在直面する水需給の逼迫が解消され、今後の村落部

における給水網拡大や各戸接続の増加への対応が可能となる上、クリブガ地域におい

ては地下水資源の保全にも貢献する。このように、本事業は事業対象地域における住

民の生活環境改善及び経済活動の発展に寄与するものであり、事業の必要性・妥当性

は高い。 

 

３．事業概要  
(1) 事業の目的 

モロッコの中北部のケミセット及び中央部のクリブガの周辺の地方都市と村落部

において上水道施設を整備することにより、同地域における上水の供給の安定化を図

り、もって同地域の住民の生活環境改善及び経済活動の発展に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

ケミセット及びクリブガ周辺の地方都市と村落部 

(3) 事業概要 

1) ケミセット 

①浄水場の増強(240 ℓ/s)、②送水施設の増強、③コンサルティング・サービス 

 2) クリブガ 

①浄水場の新設(1,650 ℓ/s、脱塩施設を含む)、②送水施設の増強、③コンサルテ

ィング・サービス 

(4) 総事業費 

21,801 百万円（うち、円借款対象額：15,487 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2010 年 3 月～2013 年 9 月を予定（計 43 ヶ月）。施設供用開始時(2013 年 6 月)を

もって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：国営水道公社（Office National de l’Eau Potable :ONEP） 

 2) 保証人：モロッコ王国政府（The Government of the Kingdom of Morocco） 

 3) 事業実施機関：国営水道公社（Office National de l’Eau Potable :ONEP） 



 4) 操業・運営／維持・管理体制：本事業後の操業・運営／維持・管理は、ONEP

の各対象地域の担当部が行う。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類： B 

② 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・特性及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。 

③ 環境許認可 

 本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、モロッコ国内法上作成が義務付け

られていないものの、ケミセット及びクリブガ両地域について作成済2。 

④ 汚染対策 

浄水場施設稼動に伴って発生する汚泥は乾燥させた後、廃棄物として適切に処

分される。排水は循環再利用される。脱塩による濃縮水は浄水処理の排水と混ぜ

て規定濃度に還元した上で排水される。また、騒音・振動や大気汚染に配慮して

工事が実施される。 

⑤ 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 小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面 

本事業は約 150 ha の用地取得を伴い、モロッコ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。 

⑦ その他・モニタリング 

本事業では、ONEP が排水、排泥、水質等についてモニタリングする。 

2) 貧困削減促進 

本事業は各対象地域の基幹送水網を整備することにより、同送水網に依拠する地

方給水事業の実施基盤となり、都市部と村落部の格差是正に寄与するものである。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配

慮等） 

浄水・送水施設の強化により、安全な上水の恒常的な供給の確保を通じて、衛生

環境の改善、水汲み労働の軽減等が期待される。 

(8) 他ドナー等との連携 

特になし。 

(9) その他特記事項 

特になし。 

 

4. 事業効果 

                                                  
2 ケミセット 2008 年 5 月、クリブガ 2008 年 12 月。 



(1) 運用・効果指標  

指標名 基準値 
（2004 年）

目標値 
（2015 年）

[事業完成 
2 年後] 

ケミセット地域 390 630
水生産量（ℓ/s） 

クリブガ地域 1,300 1,650
都市部 172,000 219,600
村落部 98,519 169,907

ケミセット地
域 

小計 270,519 389,507
都市部 511,994 605,062
村落部 210,058 612,986クリブガ地域 
小計 722,052 1,218,048

給水対象人口 
（人） 

全体合計 992,571 1,607,555

*クリブガ地域は現在、既存の井戸水による水源のみを利用。したがって、基準値（2004 年）

の水生産量及び給水対象人口については井戸水による生産量及び給水人口を記載。目標値

（2015 年）については、すべて浄水場からの給水による水生産量及び給水人口となる。 

 (2) 内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）はケミセット 14.7％、

クリブガ 18.4%となる。 

 費用：事業費、運営・維持管理費（税金を除く） 

 便益：水道料金収入、水汲み労働の軽減、地下水の節水（クリブガ） 

 プロジェクトライフ：40 年 

   

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

モロッコにおける既往の上水道事業の事後評価において、「事業計画の変更は、追

加的な手続を必要とし事業実施の遅延につながる。」とある。本事業については、実

行可能性調査（F/S）や詳細設計（D/D）の実施状況について実施機関と協議を重ねて

きているが、事業実施段階においても、引き続き事業計画と実際の実施内容をモニタ

リングしていく。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

 ①水生産量（ℓ/s） 

 ②給水対象人口（人） 

 ③経済的内部収益率（％） 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2 年後 

以 上  


