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チュニジア 

地方給水事業 (I)(II) 

外部評価者：OPMAC 株式会社 宮崎 慶司 

0. 要旨 

本事業はチュニジア地方部において小規模な村落給水施設の整備を行うことにより、

地方給水率の向上を図り、もって地域住民の社会・生活環境の改善に寄与することを

目的としていた。 

本事業は、チュニジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

おり、妥当性は高い。本事業対象全国 20 県 270 ヵ所のサブプロジェクトのうち、実施

機関から入手できた 14 県 102 ヵ所のサブプロジェクトのデータを基に分析した結果、

水道普及率、一人一日当たり水生産量、一人一日当たり給水量、有収率、水料金など

の主要な運用効果指標は、目標値を達成している。本事業で新規開発を行った水源の

水質はチュニジア環境基準を満たしており、対象地域住民に対する受益者調査でも水

質に対する住民の満足度は高く、給水施設の水質の改善効果も認められる。また水汲

み労働の軽減、生活の利便性の向上、衛生状態の改善など、地域住民の生活環境の改

善に対してプラスのインパクトも認められる。自然環境に対するマイナスのインパク

トは認められず、用地取得および住民移転は発生していない。よって、有効性・イン

パクトは高い。 

事業費は計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干上回っており、効率性は

中程度である。2011 年のジャスミン革命はチュニジア全土に政治的・社会的な変革や

人々の意識の変化をもたらし、本事業の運営維持管理の主要な担い手である水利組合

（GDA 1）の組織運営や能力にも一定のマイナスの影響を与えているため、本事業の

維持管理は体制、技術、財務状況に一部問題が認められる。よって、本事業によって

発現した効果の持続性は中程度である。以上より、本事業の評価は高いといえる。 
 

 

1. 案件の概要 
 

  
プロジェクト位置図（全国 20 県） 本事業で整備された公共水栓（マハディア県） 

                                                        
1 GDA: Groupement de Développement Agricole. 
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1.1 事業の背景 

1999 年当時、チュニジア全体の年間平均降雨量は 600 mm程度で、北部地域の多い

ところで 1,000 mm程度、南部の砂漠に近いところでは 100～200 mm程度と、半乾燥地

帯に位置していた。そのため限られた水資源の効率的な開発と利用は、同国の重要な

開発課題のひとつとなっていた。チュニジア国内の上水道供給については、水資源開

発公社（SONEDE 2）と農業省地方土木給水総局によって実施されており、前者は都市

部における給水サービスを、後者は地方村落部における給水サービスをそれぞれ担当

していた。1980 年代以降、農業省により小規模な村落給水施設の整備が積極的に進め

られてきたが、2000 年時点では都市部の給水率はほぼ 100％を達成しているのに対し

て、地方部の給水率は 79％に留まっており、都市部と地方部の地域格差是正の観点か

らも地方部の給水開発の必要性は高かった。 

 

1.2 事業概要 

給水率の低いチュニジア地方部において小規模な給水施設の整備を行うことにより、

地方給水率の向上を図り、もって地域住民の社会・生活環境の改善に寄与する。 

 
 地方給水事業 (I) 地方給水事業 (II) 
円借款承諾額／実行額 3,352 百万円／3,201 百万円 4,495 百万円／4,403 百万円 
交換公文締結／借款契

約調印 
2000 年 2 月／2000 年 3 月 2003 年 3 月／2003 年 3 月 

借款契約条件 本体部分 
金利 1.7％ 
返済 25 年（うち据置 7 年） 
一般アンタイド 

コンサルタント部分 
金利 0.75％ 
返済 40 年（うち据置 10 年） 
二国間タイド 

本体部分 
金利 1.8％ 
返済 20 年（うち据置 6 年） 
一般アンタイド 

コンサルタント部分 
金利 1.8％ 
返済 20 年（うち据置 6 年） 
一般アンタイド 

借入人／実施機関 チュニジア共和国政府／農業省 
貸付完了 2010 年 6 月 2010 年 12 月 
関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ

ｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 
 チュニジア国「地方給水事業に係る案件形成調査」（国際協力

機構（JICA）1993 年） 
 チュニジア国「地方給水事業実施設計調査」（JICA、2002 年） 
 チュニジア国「地方給水計画調査フェーズ 2」（JICA、2006 年） 

関連事業 円借款「チュニジア国：農業セクター投資事業」（L/A 調印

1995 年） 
 

 

                                                        
2 SONEDE: Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux. 
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2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

宮崎 慶司（OPMAC 株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2012 年 10 月～2013 年 10 月 

現地調査：2013 年 2 月 17 日～3 月 3 日、2013 年 5 月 11 日～5 月 15 日 

 

2.3 評価の制約 

本事業はチュニジア全国 20 県の 270 ヵ所のサブプロジェクトを対象としており、対

象サブプロジェクト全てについて、運用効果指標および運営維持管理に係るデータの

収集が困難であった。そのため実施機関より入手できた 14 県 102 ヵ所のサブプロジェ

クトのデータを基に評価分析を行った。 

 

 

3. 評価結果（レーティング：B 3） 

3.1 妥当性（レーティング：③ 4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の審査時（2000 年）におけるチュニジア国の第 9 次 5 ヵ年社会経済開発計画

（1997～2001 年）では、①同国経済で大きな位置を占める農業部門の安定性・高収量

化を目的とした灌漑の整備、②経済活動の活性化、並びに都市化の進行や主要産業の

ひとつである観光振興に伴う上水需要増に対応するため、水資源開発に重点を置いて

いた。また、都市と地方間の格差是正が重要政策課題の一つとして位置づけられてい

た。同計画では、2001 年までに全国の給水率を 78％に引き上げることを目標に、541

事業、35 万人の受益者を対象とした村落給水の整備を行う計画であった。 

事後評価時における第 12 次 5 ヵ年社会経済開発計画（案）（2012～2016 年）では、

開発政策のひとつとして社会開発の強化が挙げられており、そのなかで地域開発プロ

グラムの促進、公共サービスの強化等の必要性が述べられている。また、全国 24 県の

うち飲料水へのアクセスが困難な村落部を抱える 20 県において、引き続き給水率の向

上を目指すことが記載されている。同計画では、計画終了年までに全国の給水率を

98％まで引き上げることを目標に 342 の給水事業（新規給水設備の建設が 187 事業、

既存給水施設の改修が 155 事業）を行う計画である。 

 

                                                        
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 



 4 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の審査時（2000 年）、チュニジアの都市部では 97.7％の給水率を達成してい

る一方、地方部の給水率は 79％に留まっていた。チュニジアにおける貧困問題は地方

村落部に集中しており、貧困人口の 7 割が地方村落部に居住していた。特に、北西部

の山岳地帯に貧困層の割合が最も多く、開発の遅れも顕著であった。これらの地域で

は、住居の周辺に給水施設が整備されていないため、主に女性や子供を中心に毎日水

汲み場と集落との間を往復する長時間の水汲み労働が行われていた。また周辺の井戸

水を生活用水として利用している村落でも、量、質ともに必ずしも十分な水供給を受

けられない状況にあった。さらに給水車により水供給を受けている村落においても、

給水頻度は週 1～2 回と少ないうえ、水料金も割高であるなど不便な状況下に置かれて

いた。そのためチュニジアでは地方部における安全かつ十分な量の水へのアクセスは

優先課題であった。また都市部と地方部の地域格差是正の観点からも地方部の給水開

発の必要性は高かった。 

事後評価時では、2011 年における都市部の給水率は 98.9％に対して、地方部の給水

率は 93.8％まで改善している（表 1）。しかしながら、地方部では依然として飲料水

へのアクセスが非常に制限された山岳部や僻地の村落が存在している。なかでも北西

部の給水率は 87％に留まっており、地方部の全国平均値を下回っている 5。一方、従

来の村落給水は村落単位または共同体単位で行われ、給水は公共水栓方式にて行われ

てきたが、第 10 次地方給水計画（2002～2006 年）において村落給水においても各戸

給水方式を進める方針が打ち出された。これ以降、農業省では村落給水システムを公

共水栓方式から各戸給水方式へと転換を進めており、水源の給水能力の増強とともに

配水管網の拡張など各戸給水方式に対応した給水システムの構築・変更が行われてい

る。従って、各戸給水方式に対応した新規給水施設の整備や既存施設の能力拡張など、

村落給水施設の開発ニーズは引き続き認められる。 

 

表 1 チュニジアの給水率 
単位：％ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. 都市部 97.7 96.9 97.3 97.7 97.9 98.2 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 

2. 地方部 79.2 81.9 84.2 85.7 87.4 88.9 90.3 92.1 92.4 93.0 93.5 93.8 
うち各戸給水 (32.0) (35.3) (37.1) (38.8) (52.0) (53.0) (53.4) (53.8) (54.4) (54.9) (55.5) (55.7) 

3. 全国 92.3 93.6 94.4 95.0 95.6 96.1 96.7 97.3 97.4 97.6 97.8 97.9 
うち各戸給水 (75.2) (76.7) (77.7) (78.8) (83.3) (84.0) (84.4) (84.7) (85.0) (85.4) (85.7) (85.8) 
出所：農業省地方土木・給水総局 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業の審査時（2000 年）における日本の対チュニジア援助方針では、①主要産業

                                                        
5 チュニジア各地方の給水率（2011 年）は、北東部が 95％、北西部が 87％、中東部が 97％、中西

部 93％、南東部が 98％、南西部は 99％となっている。 
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のひとつである農業および水産業の開発・振興の支援、②農業用水、飲料用水確保の

ための水資源開発支援、③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、

④都市・地方間の格差是正のための地方開発分野への支援、⑤環境分野での支援の 5

分野を重点分野としていた。本事業は、開発の遅れた地方部において基礎的生活イン

フラである小規模給水施設を整備するものであり、上記の重点分野②③④との整合性

を有していた。 

また海外経済協力業務実施方針6（2002～2004 年）では「貧困削減への対応の強化」

を重点支援分野のひとつと位置づけ、貧困層を抱えている農村地域での基盤整備（上

水道施設の整備を含む）への効果的かつ効率的な支援を重視していた。本事業は貧困

層の 7 割を抱えるチュニジア地方部における給水設備の整備を行うものであり、上記

実施方針とも整合性があった。 

 

以上より、本事業の実施はチュニジア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業により全国 20県の 270ヵ所の村落において小規模給水施設の新設および改修

を行った。しかしながら、対象サブプロジェクト全てについて、運用効果指標に係る

データの収集が困難であり、実施機関より入手できた 14 県 102 ヵ所のサブプロジェク

トのデータを基に評価分析を行った8。 

 

各運用効果指標は、「給水施設の平均故障日数」および「受益人口」を除いては、

実績値（2012 年）は目標値を達成している（表 2）。2012 年の「水道普及率」は 94％、

「一人一日当たり水生産量」は 57.4 リットル／人／日、「一人一日当たり給水量」は

41.3 リットル／人／日、「有収率」は 78％、「水料金」は 0.83 ディナール/m3 など、

それぞれの目標値を十分またはほぼ達成している。一方、「受益人口」は目標値の

363,423 人に対して実績値は 271,211 人と 75％の達成率であった。「受益人口」が目

標値を未達成であった理由は、事業アウトプットが当初計画の 330 サブプロジェクト

から実際には 270 サブプロジェクトへ縮小したためである（アウトプット数の減少理

由については「3.4 効率性」を参照）。「新規事業サブプロジェクトの平均故障日数」

                                                        
6 国際協力銀行（JBIC、現在は JICA）が実施する円借款による途上国開発支援の基本的な考え方や

方向性を定めたもの。 
7 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
8 本事後評価では、実施機関より 14 県 128 ヵ所のサブプロジェクトに関する情報提供を受けた。そ

のうち、給水施設の運営維持管理を SONEDE へ移管したため移管後のデータ記録がないもの（7 サ

ブプロジェクト）、水源の能力の問題などにより現在稼働を中止しているもの（10 サブプロジェク

ト）、データに不備があり分析対象外としたもの（9 サブプロジェクト）などを除いた 102 サブプ

ロジェクト（14 県）について分析を行った。 
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については、目標値の各故障につき 大 3 日に対して、実績値は 19 日であった。ただ

し目標値として当初設定された「各故障につき 大 3 日」が意味する定義が不明であ

り、この指標に関しては目標値と実績値の比較分析による達成度の判断は難しい。ま

た、「1 立方メートル（m3）当たりの年間リハビリコスト」および「水利用者組合の

参加率」については、実績値データの入手が困難であったため、各指標の達成度の判

断が出来なかった。 

なお 2012 年における村落給水の漏水率は全国平均値が 32％に対して、本事業対

象サブプロジェクトの平均漏水率は 22％であり、全国平均を下回っている。 

 

表 2 本事業の運用効果指標 

指標名 基準値 
（2001 年） 

目標値 
（2010 年） 

実績値 
（2012 年） 

1. 水道普及率（%） 81 94 94（全国値） 

2. 一人一日当たり水生産量（㍑/人/日） － 50 57.4 

3. 一人一日当たり給水量（㍑/人/日）    
a) 新規事業 － 42.5 41.3 
b) 改修事業 21.25 42.5 41.3 

4. 有収率（%） － 60 78 

5. 給水施設の平均故障日 
（新規事業）（日） － 各故障につき 

最大 3 日 19 日 

6. 水料金（ディナール/m3） 平均 1.5 1.0 以下 0.83 

7. 1立方メートル（m3）当たりの年間リハビ

リコスト（改修事業）（ディナール） － リハビリコストの 
削減 不明 

8. 水利用者組合の参加率（%） 51 75 不明 

9. 受益人口（人）    

第 I 期 
a) 新規事業 

（1998 年） 
96,706（84 村落）

（2015 年） 
114,233（84 村落）

 
130,000（104 村落）

第 II 期 
a) 新規事業 
b) 改修事業 

（2002 年） 
103,694（161 村落）

103,714（85 村落）

（2010 年） 
123,721（161 村落）

125,469（85 村落）

 
100,000（133 村落）

41,211（33 村落）

合計 304,114 363,423 271,211 
出所：JICA 第 II 期審査時資料（2003 年）、JICA 内部資料（1999 年）、および農業省地方土木・給

水総局 
注 1： 第 I 期事業については、運用効果指標の設定はなかった。 
注 2： 目標年の 2010 年は第 II 期事業完了後 2 年目を想定。ただし「受益人口」に係る基準値（2001

年）および目標値（2010 年）については、当該年のデータが無い場合は、入手可能な年のデ

ータをそれぞれ代用した。 
注 3： 実績値（2012 年）については、実施機関から入手できた本事業対象 127 サブプロジェクト（14

県）のうち 102 サブプロジェクト（14 県）の平均値を示した。ただし「水道普及率」につい

ては、データがないため全国値を代替値として示した。 
注 4： 実績値（2012 年）の「有収率」は、正確なデータの入手が困難であったため、平均漏水率 22％

を参考に算出し代替値とした。 
注 5： 実績値（2012 年）の「一人一日当たり水生産量」および「一人一日当たり給水量」は、一世

帯当たり 6 名の世帯員として計算した。 
注 6： 実績値（2012 年）のうち「不明」とあるものは、実施機関で当該データの記録管理を行って

いないため入手不能であったもの。 
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3.2.2 定性的効果 

① 給水施設の水質の改善 

本事業実施中に井戸の掘削など新たな水源の開発を行った場合は、チュニジアの環

境基準に基づいた厳格な水質調査を行い、全ての調査項目において基準値を満たす水

源のみを開発した9。そのため、実施機関によると事業実施から現在までのところ、保

健省が毎年実施する水質検査において、水質について問題の指摘を受けた給水施設は

報告されていないとのことである。後述の受益者調査の結果でも、回答者の 75％が水

質について問題なしとの認識であった。事業実施前は住民の多くは、離れた場所にあ

る水源や、自家井戸、水販売業者からの売水などにより飲料水を得ていたが、本事業

により開発された水源から取水されたチュニジア環境基準を厳格に満たす水は、前者

と比べると水質は向上していると考えられる。 

 

  
水利組合の理事およびスタッフ 
（Bir Ben Zahra 村、ナブール県） 

給水塔 
（Bir Ben Zahra 村、 

ナブール県） 

ポンプ機器 
（Gmara 村、ベジャ県） 

  
水利組合の理事およびスタッフ 

（Soumara Bon Slim 村、マハディア県） 
各戸給水栓 

（Soumara Bon Slim 村、

マハディア県） 

公共水栓 
（Ghanzour 村、ケロアン県） 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

受益者調査結果 

本事後評価では、事業対象 20 県の中から 3 県（ベジャ県、ケロアン県、メドニン県）

6 ヵ所のサブプロジェクト（新規事業対象 3 ヵ所、改修事業対象 3 ヵ所）を選び、120

                                                        
9 ただし、この厳格な水質調査の結果として、第 II 期事業では多くのサブプロジェクトの水源が水

質基準を満たさないとの理由でキャンセルされた。 
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世帯を対象に本事業のインパクトに係るヒアリング調査 10を行った。 

 

① 水汲み労働の軽減および生活の利便性の向上 

水汲み労働の軽減については回答者の 94.2％が改善効果を認識している。また、生

活の利便性の向上についても回答者の 93.3％が改善したとの認識であった。事業実施

前は、回答者の 57.6％は水へのアクセスが悪く大半が住居から離れた場所にある水源

からの取水や水販売業者から水購買に依存しており、残りの 31.4％が公共水栓の利用、

10.9％が自家井戸を使っていた。それが事業実施後は、回答者の 57.5％が各戸給水を

持ち、42.5％が公共水栓による給水サービスを受けることが出来るようになった。そ

のため、従来のように遠方まで長時間をかけて行っていた水汲み労働が大幅に軽減さ

れた。また過半数の世帯が各家庭に水道を持つことができ、残りの世帯も家のすぐそ

ばで公共水栓を使っての水汲みが可能となり、生活上の利便性が大きく改善した。 

 

② 衛生環境の改善 

衛生状態の改善については回答者の 91.7％が改善効果を認識している。本事業実施

後、安全な水へのアクセスが格段に改善し、飲料用を始め、炊事、掃除、洗濯、入浴

などに使用できる水の量も増えたためと考えられる。また事業実施中に行った住民に

対する啓蒙活動の一環として水と衛生に関する教育が行われており、このことが住民

の衛生観念の向上に繋がり、衛生状態の改善を促す要因となったことも挙げられる。

一方、水系疾患罹患頻度については、回答者の 38.3％が「減少した」、23.3％が「変

化なし」、38.3％が「不明・未回答」であった。改善効果が比較的高くなかった背景

としては、回答者が水系疾患に対する知識が乏しいことに加えて、地方部においては

水系疾患の検査体制が未整備であることなどが考えられる。 

 

③ 給水サービスに対する評価 

給水サービスの個別の項目について質問したところ、水質については回答者の 75％

が、水量については 81.7％が、水圧については 68.3％が、断水については 70.8％が、

水道供給時間については 89.2％が、メンテナンスについては 70.8％が「問題なし」と

回答している。ただし水需要がピークになる夏場には水圧の低下や断水がしばしば発

生しているようである。またメドニン県では他と比べて水に少し塩味がする、苦みが

あるなどの理由で水質に対する満足度は、他 2 県と比較して相対的に高くはなかった。

給水サービス全体に対する満足度については、回答者の 96.6％が満足（「非常に満足」

が 18.3％、「ある程度満足」が 78.3％）と回答しており非常に高かった。 

                                                        
10 調査対象は、チュニジア北部、中部、南部の各地域より 1 県（北部はベジャ県、中部はケロアン

県、南部はメドニン県）を選び、さらに各県から本事業対象となった新規事業と改修事業のサブプ

ロジェクトをそれぞれ 1 件ずつ選んだ。サンプル数は各サブプロジェクトにつき 20 件（20 世帯）

とし、全体で 120 件とした。サンプルは各サブプロジェクトを実施した村落の住民から無作為に抽

出し、面談形式によるヒアリング調査を行った。 
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一方、水道料金については、回答者の 83.3％が高い（「高い」が 18.3％、「ある程

度高い」が 65％）との認識である。これは回答者の 55.4％が事業実施前は無料の自然

の湧水・井戸や公共・自家井戸を使用していたが、事業実施後は水道料金の支払いを

行うようになり、金銭的負担が増えたためと考えられる。そのため、水道料金負担に

ついては回答者の 70％が「増加した」と回答している。 

受益者からの主な意見・要望としては、水需要がピークになる夏場の水圧の低下や

断水の改善、水道料金の値下げ、水利組合の財務基盤の改善などが挙げられた。 

 

なお本事業審査時には、貧困緩和に対するインパクトとして、人間貧窮指数 11の改

善および貧困家庭への国家援助プログラム（PNAFN）の受益世帯割合 12の改善が想定

されていたが、本事後評価では上記指標に係るデータの入手が困難であったため、検

証は行っていない。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

① 自然環境へのインパクト 

本事業は「円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン」上のプロジェクト

分類でB種に区分されており、またチュニジアの環境基本法でも小規模な給水施設の

建設に関しては環境影響評価（EIA）の実施が義務付けられていなかったため、EIAは

行っていない。実施機関によると各給水施設は小規模であり、事業実施中における自

然環境へのマイナスの影響は生じていない。各村落給水施設の環境モニタリングにつ

いては、農業省の出先機関である各県の地方農業開発事務所（CRDA 13）が担当して

いるが、水質については保健省が年に 1 回のサンプリング調査を行っている。 

各家庭から排出される生活排水などの下水は、各家庭に設置された汚水処理槽に一

旦貯めて、下水整備公社（ONAS 14）、地方政府、民間業者などが各村落を巡回し、定

期的に下水の汲み取りサービスを行っている。本事後評価では、7 ヵ所の村落につい

てサイト調査を行ったが、当該村落に限っては、下水による環境問題は特に認められ

なかった。また、受益者調査の結果では、本事業による自然環境へのマイナスのイン

パクトについては、回答者の 90.9％が「無い」（「全くない」が 51.7％、「ほとんど

無い」が 39.2％）と回答している。汚水処理については、回答者の 96.7％が各家庭に

汚水処理槽を設置しており、残り 3.3％が溝などにそのまま流している。そのため回

答者の 77％が下水による自然環境へのマイナスのインパクトは「無い」と回答してい

                                                        
11 人間貧窮指数は、①保健サービスへのアクセスのない人口の割合、②女児非識字率、③小学校に

おける退学率、④安全な水へのアクセスのない人口の割合、などの 4 つの項目を定量化し、4 つの

数値の平均を算出したもの。当初計画では 2001 年基準値「中央値 0.417」が事業実施後に「改善す

る」とされていた。 
12 PNAFN の受益世帯割合は、貧困家庭への国家援助プログラム（PNAFN）の受益世帯の割合を算

出したもの。当初計画では 2001 年基準値「中央値 5.7」が事業実施後に「改善する」とされていた。 
13 CRDA: Commissariat Régional au Développment Agricole. 
14 ONAS: Office National de l'Assainissement. 
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る。 

一方、農業省およびアフリカ開発銀行15によると地方給水率の改善や村落部におけ

る各戸給水の普及に伴い、下水量も増加しており、下水処理の問題については、関連

法整備や実施体制の構築も含めて、今後、取り組みを強化して行く方針である16。 

 

② 住民移転・用地取得等 

事業施設の建設に必要な土地は、住民との協定により無償提供されることとなって

おり、用地取得および住民移転ともに発生していない。 

 

以上をまとめると、水道普及率、一人一日当たり水生産量、一人一日当たり給水量、

有収率、水料金などの主要な運用効果指標は、目標値を達成している。新規開発を行

った水源の水質はチュニジア環境基準を満たしており、受益者調査でも水質に対する

住民の満足度は高く、給水施設の水質の改善効果も認められる。また水汲み労働の軽

減、生活の利便性の向上、衛生状態の改善など、地域住民の生活環境の改善に対して

プラスのインパクトも認められる。そのため本事業に対する住民の満足度は非常に高

かった。自然環境に対するマイナスのインパクトは認められず、用地取得および住民

移転は発生していない。よって、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見

られ、本事業の有効性・インパクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業はチュニジア全国 24 県のうち 20 県を対象に小規模給水施設の新設および既

存施設の改修を行うものであった。計画アウトプット（第 I 期・第 II 期合計）は、330

サブプロジェクト（新規事業 245、改修事業 85）に対して、実績アウトプットは 270

サブプロジェクト（新規事業 237、改修事業 33）であり、計画に対して 82％の達成度

であった。個別にみると、第 I 期の計画アウトプット17は新規事業 84 サブプロジェク

ト（17 県）に対して、実績アウトプットは新規事業 104 サブプロジェクト（17 県）と

計画に対して 20 サブプロジェクトの増加であった。一方、第 II 期の計画アウトプッ

ト18は新規事業 161 サブプロジェクト（19 県）、改修事業 85 サブプロジェクト（16

県）に対して、実績アウトプットは新規事業 133 サブプロジェクト（19 県）、改修事

                                                        
15 アフリカ開発銀行はチュニジア国の首都チュニスに仮本部（2002 年よりコートジボワール国ア

ビジャンより一時的に移転）があり、本事業と同様のチュニジアの地方給水開発事業への支援を数

多く行っている主要ドナーである。 
16 チュニジアでは都市部の下水道事業は国営の下水整備公社（ONAS）が担当しているが、地方部

の下水道事業の管轄については、各地方政府なのか、あるいは農業省なのかその責任体制が法的に

も明確化されていない。因みにチュニジア都市部での現在の下水道普及率は 30～40％程度である。 
17 第 I 期の対象サブプロジェクトは、地方給水計画における 2000～2001 年プログラムのうち「緊

急性」「実施体制の整備」「水源の確保」「地理的配分」を勘案して選定された。 
18 第 II 期の対象サブプロジェクトは、地方給水計画における 2004～2006 年プログラムのうち「貧

困度」「水源・村落人口」「水源および受益者一人当たりの投資額」を勘案して選定された。 
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業 33 サブプロジェクト（12 県）であり、新規事業は 28 サブプロジェクト、改修事業

は 52 サブプロジェクトの減少であった（表 3）。 

第 I 期におけるサブプロジェクト数の増加の理由は、為替レートの変動および入札

結果により余剰資金（約 7 億円）が生じ、これを利用して新たに 20 ヵ所のサブプロジ

ェクトの追加を行ったためである。なお第 I 期対象 104 サブプロジェクトのうち 9 ヵ

所のサブプロジェクトについては、①実施時期の変更、②水資源開発公社（SONEDE）

からの給水の可能性、③水源の水位の低下、④水源の水質がチュニジア水質基準を満

たしていない、などの理由により対象外となったが、代わりに同数のサブプロジェク

トを追加することで対応した。 

第 II 期における新規事業サブプロジェクト数の減少の理由は、①水源の水質と能力

の問題、②給水事業実施に対する地元住民の不同意、③SONEDE からの給水の可能性、

などにより 28 ヵ所のサブプロジェクトが対象外となったためである。とりわけ水源の

水質が基準値を満たさないことが減少の一番の要因であった。一方、改修事業サブプ

ロジェクトの減少の主な理由は、2007 年よりドイツ復興金融公庫（KfW）の支援によ

り実施機関が開発した老朽化した給水施設の診断に係る新しい調査手法を農業省が導

入し、その訓練を各県の地方農業開発事務所（CRDA）スタッフに行ったが、それに

時間を要し、各 CRDA が担当する改修事業の実施のタイミングが遅れたためである。

そのことにより、事業期間中に実施可能なサブプロジェクト数が減少した。 
 

表 3 計画および実績アウトプット 

県名 
計画値 実績値 

第 I 期 第 II 期 
合計 

第 I 期 第 II 期 
合計 

新規 新規 改修 新規 新規 改修 
アリアナ 5 3 - 8 5 3 - 8
ベジャ 6 14 10 30 6 11 5 22
ビゼルテ 3 11 3 17 5 12 2 19
マヌーバ 2 4 - 6 - 4 - 4
ナブール 4 9 3 16 4 7 3 14
ベンナラス 2 - 1 3 1 - - 1
ジェンドーゥーバ 9 5 3 17 8 3 - 11
ル・ケフ 4 6 7 17 8 5 1 14
シリアナ 1 13 9 23 1 7 - 8
ザグアン 4 2 1 7 4 2 1 7
スース 4 2 - 6 4 2 - 6
ケロアン 3 13 5 21 13 13 3 29
マハディア 3 12 - 15 5 12 - 17
カスリーヌ 7 10 14 31 10 11 7 28
スファックス 2 3 2 7 - 3 - 3
シディブジッド 7 20 9 36 9 14 2 25
ガフサ 6 14 7 27 9 13 4 26
ガベス 5 5 4 14 5 4 2 11
メドニン 7 12 4 23 7 5 1 13
タタウイヌ - 3 3 6 - 2 2 4

合計 84 161 85 330 104 133 33 270
出所：農業省地方土木・給水総局 
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本事業の当初計画では、公共水栓方式による村落給水システムを基本方針としてい

た。しかし、既述の通り第 10 次地方給水計画（2002～2006 年）より村落給水におい

ても各戸給水を進める方針が打ち出され、地域住民および CRDA からの各戸給水へ要

望も高かったため、第 II 期事業においては、将来の各戸給水への対応を想定して水道

管の直径を拡張するなどの設計変更を行った。事業完成後、各 CRDA では水利組合か

らの申請を受け、可能なものについては公共水栓方式から各戸給水方式への変更を認

めた。従って、現在では事業対象サブプロジェクトの多くが、各戸給水方式へと変更

されている。 

 

なお、本事業は計画時、当時の国際協力銀行（JBIC）と国際協力機構（JICA）が連

携し、JICA技術協力（実施調査） 19を通じて、本事業の新規事業対象サブプロジェク

トの実施設計、入札図書作成、水利用組合の給水施設運営管理計画の策定などの支援

を行った。この円借款と技術協力との連携のメリットとして、実施機関より技術移転

効果と調査・設計の質の高さなどが挙げられた 20。 

 

従来の農業省地方土木給水総局の設計指針に基づいて村落給水施設を設計・建設す

ると、一部の公共水栓で出力不良等が生じ、また公共水栓を単独あるいは少数で使用

した場合には過大な流量が生じる場合がある。これが水道メーターの誤差を大きくし

たり、公共水栓に使用している機器類に損傷を与える等の不具合を引き起こす可能性

があった。この問題への対応として、JICA は、ソフトウエアを用いた新たな水利計算

の方法を導入した設計システムの提案を行うとともに、農業省、CRDA を対象とした

設計方法修正に係るワークショップを行った。農業省ではこのシステムを導入し、現

在ではチュニジア全国の村落給水事業設計用の標準ソフトとして広く使用されている。

また、日本の地震対策の経験を生かして耐震性のある給水塔のデザインなども行った。

これらは JICA からの技術移転効果の一例として挙げられた。 

そのほか、JICA は協力期間中に、あらゆる手段を動員して集中的に業務を行い、最

適なアウトプットの提供を行っており、農業省が行う場合と比較しても調査の質が高

いとの評価であった。 

 

                                                        
19 チュニジア国「地方給水事業実施設計調査」（2002 年）およびチュニジア国「地方給水計画調

査フェーズ 2」（2006 年） 
20 その他のメリットとして「設計調査に係る実施期間の短さ」が挙げられた。通常、農業省がコン

サルタントを雇用して調査・設計を行う場合は、政府調達手続きに則って、仕様書（TOR）の策定、

公示、入札、評価、契約など一連の調達手続きを踏むことになるが、その手続きに時間がかかる。

一方、JICA 技術協力の場合は、予め JICA と農業省との間で合意した調査 TOR に沿って、JICA が

現地コンサルタントの調達・品質管理を含めて行うことになり、調査活動着手までの時間、および

実施期間が前者に比べて短縮されたとの評価であった。 
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

計画事業費（第 I 期・第 II 期合計）は 10,664 百万円に対して、実績事業費は 9,030

百万円（計画比 85％）であり計画内に収まった（表 4）。主な理由は、上述の事業ア

ウトプットの縮小や、為替レートの変更によるものである。 

 

表 4 計画および実績時事業費 
単位：百万円 

項目 
計画値 実績値 

第 I 期 第 II 期 合計 第 I 期 第 II 期 合計 
1. 建設費 2,980 4,002 6,982 3,766 4,904 8,670 

2. 予備費 298 331 629 0 0 0 

3. コンサルティング･サービス 346 162 508 207 153 360 

4. 調査費 - 362 362 - N.A. N.A. 

5. 井戸掘削費 - 178 178 - N.A. N.A. 

6. 管理費 95 120 215 N.A. N.A. N.A. 

7. 公租公課 750 1,040 1,790 N.A. N.A. N.A. 

合計 4,469 6,195 10,664 3,973 5,057 9,030 
出所：JICA 審査時資料および農業省地方土木・給水総局 
注 1：計画事業費に使用した外貨交換率：1 ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝104.71 円（基準年 1999 年 5 月、第 I 期）、1 ﾃﾞ

ｨﾅｰﾙ＝81.91 円（基準年 2002 年 9 月、第 II 期） 
注 2：実績事業費に使用した外貨交換率：1 ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝82.44 円（基準年 2000～2010 年平均値、第 I

期）、1 ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝81.95 円（基準年 2003～2010 年、第 II 期） 
注 3：第 I 期および第 II 期の建設費の実績値については、調査費、井戸掘削費、管理費、公租公課

の費用も含まれる。 

 

3.4.2.2 事業期間 

計画事業期間（第 I 期・第 II 期合計）は 2003 年 3 月（円借款契約調印）から 2008

年 12 月（第 II 期事業完了）までの 106 ヵ月に対して、実績事業期間は 2000 年 3 月か

ら 2010 年 11 月までの 129 ヵ月（計画比 122％）であり、計画を若干上回った（表 5）。 

 

表 5 計画および実績事業期間 

項目 計画値 実績値 

第 I 期   

1-1. 借款契約調印 2000 年 3 月 2000 年 3 月 

1-2. 調達手続き 2000 年 3 月～2000 年 11 月（9 ヵ月） 1999 年 6 月～2001 年 2 月（20 ヵ月） 

1-3. 土木工事 2000 年 5 月～2003 年 6 月（38 ヵ月） 2000 年 3 月～2010 年 6 月（124 ヵ月） 

1-4. ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 2000 年 5 月～2003 年 12 月（44 ヵ月） 2000 年 6 月～2003 年 12 月（43 ヵ月） 

1-5. 完工 2003 年 12 月 2010 年 6 月 

1-6. 事業期間 2000 年 3 月～2003 年 12 月（46 ヵ月） 2000 年 3 月～2010 年 6 月（124 ヵ月） 
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項目 計画値 実績値 

第 II 期   

2-1. 借款契約調印 2003 年 3 月 2003 年 3 月 

2-2. 調達手続き 2004 年 2 月～2006 年 8 月（31 ヵ月） 2003 年 6 月～2006 年 6 月（37 ヵ月） 

2-3. 土木工事 2004 年 4 月～2008 年 3 月（48 ヵ月） 2004 年 2 月～2010 年 11 月（82 ヵ月） 

2-4. ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 2004年 10月～2008年 12月（51ヵ月） 2005 年 7 月～2009 年 6 月（48 ヵ月） 

2-5. 完工 2008 年 12 月 2010 年 11 月 

2-6. 事業期間 2003 年 3 月～2008 年 12 月（70 ヵ月） 2003 年 3 月～2010 年 11 月（93 ヵ月） 
出所：JICA 審査時資料および農業省地方土木・給水総局 

 

遅延の理由は、以下の通り。 

 

① 第 I 期事業の追加スコープによる遅れ 

第 I 期において追加スコープとして 20 ヵ所のサブプロジェクトを 2007～2010 年に

かけて実施した。それに伴い、貸付実行期限が 2007 年 7 月から 2010 年 6 月へと延長

された。 

 

② 地方農業開発事務所（CRDA）による詳細設計の遅れ 

本事業における詳細設計は、新規事業のサブプロジェクトについては JICA（当時）

が行い、改修事業のサブプロジェクトについては CRDA がコンサルタントを雇用して

行うこととなっていた。しかし、老朽化した給水施設の診断に係る新たな調査手法の

導入に時間を要したこと、CRDA のスタッフ不足、他ドナー支援事業との兼務による

多忙などの理由により、CRDA が担当する第 II 期の改修事業サブプロジェクトの詳細

設計が遅れた。 

 

③ 改修事業に係る調達の遅延 

第 II 期事業では、稼働中の給水システムを停止することなく既存施設の修理・拡張

を行うため、ポンプ施設の改修、土木工事、給水管敷設工事など各部分の工事調整作

業をスムーズに行う必要があった。そのため、実施機関では初めての試みとして上記

の 3 つの業務を 1 社のコントラクターに一括して委託する方針を取った。しかし現実

には上記の条件を技術的に満たすコントラクターと契約することが難しく、再入札を

行う結果となったため、第 II 期の改修事業の実施が 1 年間遅れた。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

経済的内部収益率（EIRR） 

EIRR については、第 II 期事業のみを対象にその審査時（2002 年）に行われ、新規

建設事業については 13.4％、改修事業については 23.3％であった。EIRR の再計算に

ついては、計画時の算出根拠となる詳細データがなく、実施機関からの情報収集が困
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難であったため、本事後評価では再計算は行なっていない。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

若干上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業の運営・維持管理は、農業省の各県出先機関である地方農業開発事務所

（CRDA）と住民の代表により組織される水利組合（GDA）の 2 つのレベルで行われ

る。CRDA と各水利組合は業務管理契約を個別に締結し、契約に記載された業務・責

任範囲に基づいて、各自が給水施設の運営維持管理に責任を負う仕組みとなっている。

CRDA の組織図は、下記の図 1 に示す通り。 

 

地方農業開発事務所
（CRDA）

農産物

普及促進部

水利・

農村施設部

植林・

土壌保全部

農村研

究開発部

管理・

財務部

灌漑開発課 農業土木課 水資源課
水利施設・

維持管理課

調査班 土木班
水利組合

支援班

農業省

地方土木・

給水総局
地方局

灌漑給水部 水経済部
飲料水・

農村施設部

 
出所：農業省地方土木・給水総局 
注 1： 本事業の運営維持管理と直接関係する部署のみを抜粋して記載。 
注 2： 上記の CRDA組織図は標準的なものであり、各県の CRDAの規模に応じて部署の構成には多

少の違いがある。 

図 1 地方農業開発事務所（CRDA）の組織図 
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① 地方農業開発事務所（CRDA） 

運営維持管理における CRDA の主な役割は、給水施設の大規模補修および水利組合

に対する支援である。具体的には水利施設・維持管理課が、給水管の破損、漏水、ポ

ンプ機器の修理など、水利組合の対応が困難な比較的大きな故障の修理・復旧に責任

を持つ。通常、ポンプ機器の場合は 7 年毎、給水管については 25 年毎を目途に CRDA

がリハビリを行うこととなっている。一方、農業土木課（調査班、土木班、水利組合

支援班）は、水利組合の設立、総会運営の支援、給水施設の運営・維持管理方法や水

道料金回収に関する指導・訓練、年間予算計画作成支援、記録管理の支援、社会的問

題の解決に係る仲介・助言など、さまざま面で水利組合の支援を行う。また給水施設

の水質の管理も CRDA が担当する。 

各県により状況は異なるが、平均すると 1 県に 100 ヵ所程度の村落給水のための水

利組合が組織されており21、CRDA の担当者（水利組合支援班）1 人当たり約 20～30

ヵ所の水利組合の活動をフォローしている。一方で、村落給水施設は各県内全域の広

範囲に分散しているうえ、道路インフラが未整備で交通の便が悪い地域も含まれてお

り、限られた職員数に加えて、近年では巡回用の車両や燃料費も不足しており、職員

が全ての水利組合を定期巡回することが困難となってきている CRDA も少なくない。 

 

② 水利組合（GDA） 

水利組合は各県の知事の認可の承認をうけた法人格を有する組織であり、運営に関

しては農業省および内務省が担当行政機関である。水利組合の組織は、給水施設の規

模や水道利用者数などにより多少の違いはあるものの、基本的には、選挙により選出

された 3 名ないし 6 名の理事22（理事長、会計、理事、なお、理事職は無給）と一般

組合員（水道利用者）、そして組合が雇用する有給スタッフであるテクニカル・ダイ

レクター（水道料金徴収、財務管理を含む全体的な事務管理業務を担当）、ポンプ管

理人、給水栓番（公共水栓の管理人）などから構成される。しかしながら、小規模な

水利組合のなかには、予算上の制限によりテクニカル・ダイレクターやポンプ管理人

など専任の有給スタッフを配置していないものもある。 

運営維持管理における水利組合の役割は、給水施設の日常保守点検、スペアパーツ

の交換を含む小規模な修理作業、ポンプ場の管理業務台帳の管理、水道料金の請求書

発行および徴収、財務報告書の作成、組合の年間予算計画の作成などである23。 

 

                                                        
21 チュニジアでは農業灌漑用水の運営・維持管理を住民参加型で行う組織としても、水利組合

（GDA）が組織されているが、一部の組合を除いては村落給水の水利組合と農業灌漑用水の水利組

合は、それぞれ個別に設立されている。 
22 理事の任期は 3 年で、理事の 3 分の 1 は毎年入替る制度となっている。すなわち、毎年の年次総

会で役員選挙が行われ、理事の 3 分の 1 が改選される。 
23 比較的都市部に近い場所に位置し、SONEDE（都市部における給水事業者）の送配水管から水供

給を受けている村落の一部は、住民の意思により給水施設の運営維持管理を従来の水利組合から

SONEDE へ移管したところもある。 
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

① 地方農業開発事務所（CRDA） 

農業省では CRDA の新規採用エンジニアを対象に、給水および灌漑システムの運

営・維持管理を含む技術研修を毎年 2 回行っている。また CRDA は水利組合に対して、

給水システムの運営・維持管理に係る研修を行っている。 

 

② 水利組合（GDA） 

水利組合は年間維持管理計画に基づいて、予防保守を中心とした日常保守点検を行

うことになっている。CRDAから水利組合への技術研修は、基本的には組織の立ち上

げ時に一度行うのみで、その後は、組合員同士で相互に教えあいながら技術の共有・

引継ぎを行っている。水利組合で対応が難しい修理については、民間修理業者への外

部委託により対応することも可能であるが、地域によっては民間修理業者が存在せず、

民間業者の修理サービスを受けることが困難な場合もある。その場合は、水利組合か

らの要請を受けてCRDAが修理支援を行っている 24。 

 

一方、2011 年の革命がチュニジア社会に大きな変革をもたらし、そのことが全国の

村落給水の運営・維持管理にさまざま面でマイナスの影響を与えている。例えば、革

命後、水道料金の未納割合が増えたため、水道料金の回収率が低下し、そのことが水

利組合の財務能力に悪影響を及ぼしている。実施機関によると、現在、多くの水利組

合がSONEDEや電力会社への料金の未払いなどの負債を抱えており、必要な予防保守

を実施できている水利組合の割合は低い。またCRDAや水利組合の許可を得ずに住民

が勝手に各戸給水管の接続を行う事例も多発しており、そのことが原因で給水エリア

の一部で水量不足や断水などが生じているほか、漏水率の増加など給水システムの効

率性に悪影響を与えている 25。水道料金の未納や不法各戸給水の増加の背景には、革

命後の住民の意識の変化、水利組合理事に対する住民の不信 26、モラルハザード、行

政機構・法執行機関の権威の低下などが関係していると言われている。水利組合でも

水道料金未払い者に対する督促や説得、また不法接続者に対する注意勧告や法的措置

                                                        
24 CRDA が水利組合に対して行う修理支援は、民間修理業者の仲介・斡旋、交換部品の調達支援に

加えて、民間修理業者への委託が難しい場合は、CRDA 職員が直接、給水施設の修理を行う場合も

ある。給水管の補修などは CRDA が無償で行うが、ポンプ機器など電気機器の修理費用や交換部品

の購入にかかった実費分は、水利組合が負担することになっている。 
25 CRDA や水利組合の許可を得ずに住民が勝手に行った各戸給水管の接続の場合でも、本管との接

続工事が適切になされ、水道メーターが設置されたうえで、住民が水道料金を支払っていれば、現

実的な対応としては、黙認されているとのこと。一番問題となっているのは、接続工事が不適切に

行われた場合（例えば接続箇所が不適切な場所であったり、不良工事であるなど）、漏水や給水管

の水圧の低下が生じ給水システムの効率の低下を招くことや、粗悪な水道メーターの設置による水

道使用量の過小申告などである。 
26 水利組合へのヒアリングによると、革命前は水利組合の理事は地元政府や政党などと政治的な繋

がりのある住民が選ばれるなど組合人事に対する政治的介入も少なくなく、革命後の人々の意識の

変化により、水利組合執行部への不信感などが高まったとのこと。革命後、約半数の水利組合で、

理事選挙のやり直しが行われている。 
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など可能な範囲で対応を講じる努力は行っているが、水利組合は法的強制力を持たな

い住民組織であり、効果的な対策を取りづらいのが現実である 27。 

下記の表 6 は、農業省が毎年行っている全国の水利組合のパフォーマンス評価 28の

結果を示している。2009 年と比較すると 2012 年に「良好」と評価された水利組合の

割合は 5 ポイント下落し、「弱い」と評価された水利組合の割合は 11 ポイント上昇し

ている。2011 年の革命後の社会環境の変化により、全国レベルでは水利組合のパフォ

ーマンスは低下傾向にあると言える。 

 

表 6 農業省によるチュニジア全国の水利組合のパフォーマンス評価 

 2007 2008 2009 2012 
良好 23% 22% 26% 21% 

中程度 58% 60% 49% 44% 

弱い 19% 18% 24% 35% 
出所：農業省地方土木・給水総局 
注：農業省では財務能力（3 項目）、技術能力（4 項目）、組織マネジメント能力

（9 項目）の 3 つの観点から全国の水利組合の能力評価を行っている。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

① 地方農業開発事務所（CRDA） 

表 7 は、本事業対象サブプロジェクトが実施された全国 20 県の CRDA の村落給水

施設に係る維持管理予算実績額（2012 年）を示している。 

農業省から各県CRDAへ配分される維持管理予算は、各県の地域的特性や水利組合

数の違いにより異なるが、村落給水施設に係る維持管理予算は、一水利組合当たり約

8,000 ディナール／年を基準として配分されるとのことである。給水施設の維持管理

予算は、原則として水道料金の一部から賄われることになっており、各水利組合がそ

の執行・管理を行う。CRDAが負担する維持管理費は、水利組合が対応困難なポンプ

機器の修理や給水管の補修などが中心である 29。実施機関によると、2011 年の革命後、

各県CRDAへの予算配分が減少傾向にあり、特に人件費や各村落の巡回・指導活動費

等に不足が生じているとのことである。 

 

                                                        
27 本事後評価で行った水利組合へのヒアリングによると、水料金未納の対策として断水などの措置

を取ることは、村社会の人間関係に悪影響を及ぼすために現実的には難しいとのことであった。2011
年革命以前は、不法接続などの問題が生じた場合は、地元警察や行政の助けを借りて違反者の取り

締まりなどが有効な問題解決の手段として行われていた。しかし、革命後は警察や地元政府に対す

る人々の信頼や権威が低下し、彼らもこのような問題に介入することを避けるようになったとのこ

とである。 
28 農業省では毎年 CRDA を通じ水利組合から提出される年次報告書を基に全国の水利組合のパフ

ォーマンス評価を行っていたが、2009 年以降に年次報告書の提出が行われなくなったため、農業省

では 2012 年から新たな評価基準により水利組合のパフォーマンス評価を行っている。 
29 ただし財政状況が厳しく維持管理費を負担することが困難な水利組合に対しては、特例として

CRDA が水利組合に対して財政支援を行う場合もあるとのことである。 
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表 7 2012 年における本事業対象 CRDA の村落給水施設の維持管理予算実績額 

県名 金額（1,000 ﾃﾞｨﾅｰﾙ） 県名 金額（1,000 ﾃﾞｨﾅｰﾙ） 

アリアナ 214 スース 356

ベジャ 661 ケロアン 4,801

ビゼルテ 1,162 マハディア 2,620

マヌーバ 3,258 カスリーヌ 3,255

ナブール 3,999 スファックス 4,230

ベンナラス 403 シディブジッド 6,766

ジェンドーゥーバ 3,519 ガフサ 2,800

ル・ケフ 4,483 ガベス 649

シリアナ 1,752 メドニン 1,844

ザグアン 2,353 タタウイヌ 510

合 計 49,635
出所：農業省地方土木・給水総局 
注：上記データは、各県 CRDAが責任を持つ本事業対象サブプロジェクトを含む村落給水施設全て

の維持管理予算実績額を示す。 

 

② 水利組合（GDA） 

2011 年の革命後、多くの水利組合で水道利用者の水道料金の未払いが増加し、組合

の財務状況の悪化が問題となっている。多くの組合で、運営・維持管理費用の確保が

難しくなり、電気料金支払いの延滞、SONEDE から給水を受けている組合については

SONEDE への水道料金支払いの延滞などが生じている。加えて、革命後、住民からの

水道料金値下げの圧力による水道料金の引下げを行った水利組合もあり、とりわけ水

生産・購入原価30より低い価格で水道料金を設定せざるを得ない状況にある水利組合

も少なくない。その要因もあり、全国の村落給水プロジェクトの水原価回収率は、2009

年の平均 83％から 2012 年には平均 66％と大きく悪化している（表 8）。 

 

表 8 水原価回収率 

 
チュニジア全国の村落給水プロジェクトの平均値 本事業対象村落給水

プロジェクトの平均値 
2007 2008 2009 2012 2012 

水原価回収率（%） 80 77 83 66 106
出所：農業省地方土木・給水総局 
注 1： 水原価回収率（%）は、1 m3 当りの水購入・生産原価に対する水販売収入の割合。 
注 2： 本事業対象村落給水プロジェクトの平均値は、実施機関から入手できた本事業対象 127 サブ

プロジェクト（14 県）のうち 102 サブプロジェクト（14 県）の「水原価回収率」の平均値を

示した。 

 

 

                                                        
30 水生産・購入原価は各給水施設の水源の種類によって大きく異なる。各村落内・近郊の井戸を水

源とする給水施設に対して、SONEDE から水を購入している給水施設のほうが一般的に水生産・購

入原価は高い。 



 20 

そのような状況において、本事業対象 102 ヵ所のサブプロジェクト（14 県）の水原

価回収率（2012 年）が平均 106％を維持しているのは、評価すべき点であると考えら

れる。 

全国平均と比べて本事業対象サブプロジェクトのパフォーマンスが相対的に良い理

由としては、本事業で行った住民に対する啓蒙活動や水利組合への支援が効果的に行

われたため、他と比べて水利組合の能力が高いと思われることや、本事業対象サブプ

ロジェクトでは、これまで給水システムの不具合や故障が少なく、給水サービスに対

する住民の満足度も高いことなどが考えられる。ただし、実施機関では最低限必要な

維持管理費用の目安として、年間予算の 25％程度としているところ、本事業対象 102

ヵ所のサブプロジェクト（14 県）では、水利組合の総支出に占める維持管理費用の割

合（2012 年）は 11％となっており、適正な維持管理費用の確保のためにも水道料金徴

収率の向上など引き続き改善の余地は認められる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

事業サイト視察を行った 7 村落（4 県）の給水施設については、概ね問題なく稼働

していた。農業省によると本事業対象サブプロジェクトについても、給水施設の運営・

維持管理現の状況は、現在までのところ大きな問題はないとのことである。ただし、

実施機関からデータの提供を受けた本事業対象 127 ヵ所のサブプロジェクト（14 県）

のうち、10 ヵ所のサブプロジェクトについては、水源の能力の問題などにより稼働を

中止しているものがあった。これについては現在改修工事が実施中のものもある。 

 

既述のように 2011 年の革命を契機として、村落給水事業の運営維持管理面で様々な

問題が生じており、従来の水利組合による運営維持管理の在り方を含めて、今後の対

応策について現在、農業省内で議論がなされている。これに関連して、現在、KfWに

よる技術協力プロジェクト 31がチュニジア国内 8 県 264 ヵ所の水利組合を対象にパイ

ロットプロジェクトとして実施中である（本事業対象サブプロジェクトは対象外）。

KfWは 1990 年代よりチュニジアにおいて住民参加型の村落給水プロジェクトに長年

支援を行っている主要ドナーである。このKfWの技術協力プロジェクトでは、水利組

合の法的位置づけの強化、民間セクターによる維持管理支援体制の強化、水利組合の

財務管理能力の強化などを通じて、村落給水施設の運営維持管理能力強化を図ること

を目指している。 

 

以上をまとめると、2011 年の革命はチュニジア全土に政治的・社会的な変革や人々

の意識の変化もたらし、本事業の運営維持管理の主要な担い手である水利組合の組織

運営や能力にも大きな影響を与えた。とりわけ水道料金の未納率の増加は、水利組合

                                                        
31 Implementation of Strategy for Sustainability of Rural Water Supply System and GDA in 8 Governorates 
(2012-2013). 
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の財務基盤を弱め、適切な運営維持管理の実施にマイナスの影響を及ぼしている。し

かしながら、そのような困難な状況のなかにおいても、本事業対象サブプロジェクト

においては、最低限必要な予防保守などの維持管理活動は続けられており、そのため

の財源も確保されているといえる。また各 CRDA についても十分ではないが、彼らの

責任範囲における村落給水施設については、一定の維持管理活動は実施されていると

思われる。よって、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況に一部問題があり、本

事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業はチュニジア地方部において小規模な村落給水施設の整備を行うことにより、

地方給水率の向上を図り、もって地域住民の社会・生活環境の改善に寄与することを

目的としていた。 

本事業は、チュニジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

おり、妥当性は高い。本事業対象全国 20 県 270 ヵ所のサブプロジェクトのうち、実施

機関から入手できた 14 県 102 ヵ所のサブプロジェクトのデータを基に分析した結果、

水道普及率、一人一日当たり水生産量、一人一日当たり給水量、有収率、水料金など

の主要な運用効果指標は、目標値を達成している。本事業で新規開発を行った水源の

水質はチュニジア環境基準を満たしており、対象地域住民に対する受益者調査でも水

質に対する住民の満足度は高く、給水施設の水質の改善効果も認められる。また水汲

み労働の軽減、生活の利便性の向上、衛生状態の改善など、地域住民の生活環境の改

善に対してプラスのインパクトも認められる。自然環境に対するマイナスのインパク

トは認められず、用地取得および住民移転は発生していない。よって、有効性・イン

パクトは高い。 

事業費は計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干上回っており、効率性は

中程度である。2011 年のジャスミン革命はチュニジア全土に政治的・社会的な変革や

人々の意識の変化をもたらし、本事業の運営維持管理の主要な担い手である水利組合

（GDA）の組織運営や能力にも一定のマイナスの影響を与えているため、本事業の維

持管理は体制、技術、財務状況に一部問題が認められる。よって、本事業によって発

現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

水利組合の能力強化について 

 本事業はその持続性に関して問題を抱えており、とりわけ水道料金未納の問題、
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不法各戸給水の問題に対して、優先して取り組む必要がある。これらの背景には、

2011 年の革命後に生じた住民の意識の変化、政治・社会的状況の変化など外部的

な要因が大きく影響している。例えば、水利組合理事会に対する住民の不信感の

増大、住民の権利意識の変化、モラルハザード、行政機構・法執行機関の権威の

低下などにより、未納者や違反者に対する取り締まりが困難な状況となっている。 

一方で、村落給水方式が公共水栓方式から各戸給水方式へと移行し、給水管網が

拡張され、その運営維持管理の負担が増大してゆくに従い、従来の水利組合の能

力では十分に対応しきれない状況も生まれている。その担い手である住民ボラン

ティアをベースとした水利組合の実施体制および実施能力に限界が生じてきて

いることも分かった。 

上記の諸問題への対応として、現在、KfW の技術協力プロジェクトにより 8 県

264 の水利組合を対象に、水利組合の能力強化に重点を置いたパイロットプロジ

ェクトが実施中であり、農業省地方土木・給水総局はこのプロジェクトから得ら

れた成果を各県 CRDA および本事業対象サブプロジェクトの水利組合とも共有

し、水道料金未納や不法各戸給水の問題などへの対応策の検討や水利組合の能力

強化に向けて有効活用することが望まれる。 

 

稼働停止中の給水施設の改修について 

 現在少なくとも、10 ヵ所の本事業対象サブプロジェクトが水源の能力の問題など

により稼働を中止していることが確認された。上記の稼働中止中の給水施設につ

いては、改修工事の実施など必要な対応策を取ることが望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

 本事業の持続性の確保の観点から、上述の現在実施中の KfW の技術協力プロジ

ェクト内容や実施状況等について農業省と十分な情報共有を行い、この KfW プ

ロジェクトから得られた成果を本事業対象サブプロジェクトの水利組合にフィ

ードバックし、水利組合の能力強化につなげるように農業省に助言し、必要に応

じて JICA の支援の可能性について検討することが望ましい。 

 
4.3 教訓 

 本事業は当時の JBIC と JICA が連携して実施された。これまでチュニジアでは、

農業省地方土木・給水総局の設計指針に基づいた村落給水施設の設計・建設が行

われていたが、同指標に基づく設計の場合、一部の公共水栓で出力不良や過剰な

負荷等が生じ、給水設備に不具合を引き起こす可能性があった。そのため JICA

実施調査団では従来の設計指針に代わる新たな水利計算の方法に基づく設計シ

ステムを提案し、その後、同システムはチュニジア全国の村落給水事業設計用の

標準規格として採用されている。また、本事業では日本の地震対策の経験を生か
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した耐震性のある給水塔のデザインが同国で初めて導入されるなど、JICA 実施

調査団による技術移転効果、調査・設計の質の高さなどがチュニジア側より高

く評価された。このことから、事業実施前に入念な調査を行い、対象セクターや

対象事業において相手国に不足している技術や知見がある場合は、それらを補う

ため専門家やコンサルタントなどを積極的に活用することが望まれる。このこと

は、事業の継続性の確保にもつながり、また相手国側における新たな技術や知見

の習得など技術移転効果も期待できる。 

 

以上 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
【第 I 期】 
a) 新規給水施設の建設 
 水源開発、ポンプ場、貯水槽、 
公共水栓などの建設 

 送配水管の敷設 
 ポンプ機器の調達・据付 

 
 

84 サブプロジェクト（17 県） 

 
 

104 サブプロジェクト（17 県） 

b) コンサルティング・サービス  
 施工管理補助 
 建設・据付工事中の環境モニタリ

ングおよび対策の助言 
 住民参加計画に係る技術支援 
 運営維持管理方法に係る支援 

 

外国人専門家：21 M/M 
ローカル専門家：110.5 M/M 

外国人専門家：16.13 M/M 
ローカル専門家：110.82 M/M 

【第 II 期】 
c) 新規給水施設の建設 
 ポンプ場、消毒施設、貯水槽、 
公共水栓の建設 

 送配水管の敷設 
 ポンプ機器の調達・据付 

 
161 サブプロジェクト（19 県） 

 
133 サブプロジェクト（19 県） 

d) 既存給水施設の改修工事 
 ポンプ場・機器、公共水栓の改修 
 送配水管の防護工事および敷設

替 
 薬液注入ポンプの据付 

85 サブプロジェクト（16 県） 
 

33 サブプロジェクト（12 県） 
 

e) 土木工事施工管理のための 
車両、機器装置の調達 

 

車両：22 台 
測定機器等：20 式（1 式×20 県）

コンピューターソフトウエア：1 式

車両：計画通り 
測定機器等：不明 

コンピューターソフトウエア：不明 
f) コンサルティング・サービス 
 案件管理補助 
 住民啓蒙活動プログラムのレビュ

ーおよび対策の助言 
 水利組合マネジメントおよび運営

維持管理に係る技術支援 
 貧困関連の効果指標モニタリング

の支援 

専門家 A：13 M/M 
専門家 B：93 M/M 

専門家 A：9.95 M/M 
専門家 B：79.2 M/M 

②期間  
（第 I 期、第 II 期合計）  

 

2000年 3月～ 2008年 12月  
（ 106ヵ月）  

2000年 3月～ 2010年 11月  
（ 129ヵ月）  

③事業費  
（第 I 期、第 II 期合計）  

  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
 

602百万円  
10,062百万円  

（ 112百万ﾃﾞｨﾅｰﾙ）  
10,664百万円  

7,874百万円  
第 I 期： 1ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝ 104.7円

（ 1999年 5月現在）  
第 II 期： 1ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝ 88.91円

（ 2002年 9月現在）  

 
 

（不明）  
（不明）  
（不明）  

9,030百万円  
7,604百万円  

第 I 期： 1ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝ 82.44円  
（ 2000～ 2010年平均値）  
第 II 期： 1ﾃﾞｨﾅｰﾙ＝ 81.95円  
（ 2003～ 2010年平均）  
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