
 

事業事前評価表 

 

１．案件名（国名） 

国名： モロッコ王国 

案件名：下水道整備事業（III） 

L/A 調印日：2013 年 3 月 26 日 

承諾金額：10,790 百万円 

借入人：国営電力・水道公社（Office National de l’Electricite et de l’Eau 

Potable(ONEE)） 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における下水セクターの開発実績（現状）と課題 

 モロッコ王国（以下、モロッコ）において下水道は整備の遅れが顕著な分野の一つ

であり、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

て位置づけられている。特に近年では、人口増加及び上水普及率の向上によって全国

的に下水量が急増していることから、既存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となっている。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ほか、

不十分な雨水排水施設のために多量の雨が降ると浸水被害が発生している。 

モロッコの「国家下水道計画」（2005 年策定。以下「PNA」という。）によれば、依

然として下水道への接続率は大都市部の 76％に較べ、中都市では 67％、小都市では

40％と、地域による格差が大きく、地方の中小都市における対応が急務となっている。 

(2) 当該国における下水セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

 PNA では、①2020 年までに中小都市の下水道接続率の 80％への引き上げ、②2020

年までの下水排水による水質汚染の 60％削減、を目標に、全長 2,300km の下水道網整

備と 260 箇所の下水処理施設の建設等のため、総額 430 億ディルハム（＝約 4,730 億

円、1ディルハム＝11.00 円）の投資を計画している。 

 モロッコでは、地方都市の下水道整備は国営電力・水道公社（以下、「ONEE」とい

う。）が所轄しているが、ONEE の事業計画（2011-2015）では全投資額 260 億ディルハ

ム（＝約 2,860 億円）のうち、68 億ディルハム（＝約 748 億円）の下水道投資計画を

策定しており、下水道セクターが重要視されている。 

(3) 下水セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 対モロッコ事業展開計画において、「水資源の確保とその有効利用」が重要な開発

課題として掲げられている。また地域間格差是正を図るべく、「地方開発」も開発課

題に挙げられている。これらの開発課題への対応として、これまでわが国は、モロッ

コの下水道セクターに対し下水道整備事業（2005 年、42 億 300 万円）、下水道整備事

業（II）（2007 年、50 億 5400 万円）の計 2 件 92 億 5700 万円の円借款を供与してい

る。本事業は、地方中小都市の下水処理能力の向上及び衛生環境の改善を目指した支

援であり、上述の課題に合致する。また、下水処理の過程で発生する温室効果ガス

(GHG)の排出削減を図り、気候変動対策にも寄与するものである。 

 

円借款用 



(4) 他の援助機関の対応 

モロッコの下水道セクターでは、世界銀行、アフリカ開発銀行、フランス援助庁

（AFD）、ドイツ復興金融公庫（KfW）、欧州投資銀行（EIB）などが支援を行っている。 

(5) 事業の必要性 

ONEE は水質基準の未達成、処理場の不足、数年以内の拡張・改修の必要性、臭気問

題の発生の 4つの観点より下水施設整備優先事業対象として 9都市を掲げている。本

事業は ONEE が優先事業に掲げる 9 都市の下水施設整備を行うもので、かつモロッコ

の課題・開発政策及び我が国の援助重点分野とも合致しているところ、本事業を実施

する必要性・妥当性は高い。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

 本事業は、モロッコの地方 9都市を対象に、下水処理場及び下水管渠の新設・拡張・

改修を行うことにより、下水処理能力の向上、及び下水処理の過程で発生する GHG の

排出削減を図り、もってモロッコの衛生環境の改善、水資源の確保・有効利用、並び

に気候変動の緩和に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名  

ナドル、タウリルト、ブアルファ、エッサウィラ、ベルカン、アルアルウィ、タル

ギスト、ワルザザト及びムリルトの全 9都市 

(3) 事業概要 

 １）下水処理場等の拡張・改修（国際競争入札、国内競争入札）、下水管渠等の新

設・拡張・改修（国内競争入札）、メタンガス回収装置等の導入（国際競争入札）、水

質検査関連施設等整備（国際競争入札） 

 ２）コンサルティング・サービス（詳細設計レビュー、入札補助、施工監理、運用・

維持管理に係るキャパシティ・ビィルディング）（ショート・リスト方式） 

(4) 総事業費/概算協力額 

21,161 百万円（うち、円借款対象金額：10,790 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2013 年 3 月～2020 年 5 月を予定（計 87 ヶ月）。施設共用開始時（2019 年 5 月）を

もって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：国営電力・水道公社（ONEE） 

 2) 保証人：モロッコ王国政府 

 3) 事業実施機関：国営電力・水道公社（ONEE） 

 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、ONEE 下

水道部門の各対象地域担当部が行う。 

(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、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布）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。 

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おり、工事開始までに環境省の認可を得る予定。 

④ 汚染対策：下水処理施設稼動に伴って発生する汚泥は乾燥させた後、既存の埋

め立て地に適切に廃棄処分される。また、騒音・振動や大気汚染に配慮して工

事が実施されるため、環境への重大な影響は予見されない。 

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最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：約 57.5ha の用地取得が見込まれており、うち民有地の 2.5ha に

ついては、モロッコ国内手続き及び JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき

取得手続きが進められる。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 ONEE が工事期間中の騒音、大気質、供用

後の固形廃棄物、水質についてモニタリングを実施する。また、用地取得の実

施状況の確認についても、ONEE が行う。 

2) 貧困削減促進：特になし 

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、障碍者

配慮等）：下水道施設の整備により、健康状況の改善、生活水準の向上が期待さ

れる。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携 

本事業対象地域であるエッサウィラのメディナ（伝統的旧市街地）内の下水管網拡

張整備においては、基幹網が KfW によって融資され、一部工事に着手している。JICA

融資対象はその基幹網から各戸へと続く枝網箇所となるところ、KfW 工事の進捗等着

実に工事が実施されるよう ONEE 下水部門の地域担当部とドナー会合を通じてモニタ

リングしていく必要がある。 

(9) その他特記事項 

特になし。 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

 1) 運用・効果指標  

指標名 
基準値 目標値(2021 年) 

（2010 年実績） 【事業完成 2年後】

汚水処理量(m3/d)         48,816             69,287 

汚水処理人口（人）          611,254            928,641 

下水道接続率（％） 78% 96%

BOD 濃度（処理場出

口） (mg/l)* 

ブアルファ・

タルギスト 
- <120

ナドル <30 <30

他 6 都市 <120 <120

*本事業が実施されない場合、処理能力の限界により、基準値より水質が悪化することが見込

まれる為、処理場の拡張・改修を行うことにより、モロッコ水質基準を遵守することを目標



としている。 

 

指標名 

プロジェクトがない

場合(2025 年) 

プロジェクトが実施された場合

（2025 年） 

嫌気性池 嫌気性池 ガス燃焼* 電気利用**

温室効果ガス排出

量(トン/CO2 換算)
7,673 0 753 1,757 

*収集したメタンの燃焼によるもの 

**ベルカンの下水処理場の曝気処理による電気利用によるもの 

 

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 20.33％、財務的内部

収益率（FIRR）は 3.17％となる。 

【EIRR】20.33％ 

費用：事業費、運営・維持管理費（税金分除く） 

便益：下水処理量の増加、セプティックタンク洗浄料の削減、土地の価値の上

昇、メタンガス削減 

プロジェクトライフ：40 年 

【FIRR】3.17% 

費用：事業費、運営・維持管理費 

便益：下水道料金収入 

プロジェクトライフ：40 年 

(2) 定性的効果  

当該地域の環境改善（流域の水質改善、水源の水質保全、雨水・汚水による氾濫防

止）、地域住民の衛生状態の改善（悪臭防止、伝染病の軽減）。 

 

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 

過去の類似案件（ペルー共和国「リマ南部下水道路整備事業」）の評価から、下水

処理場においては、影響を受ける地域住民の不安や誤解を解消し、不必要な実施の遅

れを防ぐために、地域に対する情報普及・啓発活動を遅くとも建設開始までに実施し、

事業の目的、便益、環境への影響などについて正確な情報を伝達することが非常に重

要であるとの教訓が得られている。 

本事業では、上記教訓を踏まえ、協力準備調査の中で、事業対象都市を対象にステ

ークホルダー・ミーティングを開催し、地域住民等に事業の内容について十分な情報

の提供及び意見交換の実施により、本事業の実施につき、地域住民の合意を得ている。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

汚水処理量(m3/d) 

汚水処理人口（人） 



下水道接続率（％） 

BOD 濃度（処理場出口）(mg/l) 

温室効果ガス排出量(トン/CO2換算) 

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 


