
アルメニア

エレバン市消防機材整備計画

外部評価者：Value Frontier 株式会社 石森 康一郎

０．要旨

本事業は、エレバン市消防署において、消防機材（車両及び装備）の整備及び運用

指導を行うことにより、同市の消防力の強化を図ることを目指していた。本事業はア

ルメニアの開発政策、開発ニーズ並びに日本の援助政策と十分に合致しており、妥当

性は高い。本事業の実施は、消防署による迅速な消防活動の実施に貢献しており、そ

の有効性は高い。また、火災からの市民、団体並びに消防隊員の保護に貢献している

だけでなく、ロシアでの消防活動への参加等、国際協力にも貢献しており、インパク

トは高い。投入においては、事業費及び事業期間ともに計画内に収まっていることか

ら、効率性は高い。本事業の維持管理については、アルメニア救助庁（以下、ARS と

いう）の体制、技術、財務状況ともに問題はないことから、本事業によって発現した

効果の持続性は高い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

１．案件の概要
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案件位置図

1 事業の背景

アルメニアは 1991 年に旧ソ連から独立し

況にあり、老朽化する経済・社会インフ

生命や財産を守る消防車両についても同

既に製造を中止していたことから部品の

適切な放水ができず、不十分な消防活動

定させることができず、消防隊員にとっ

防活動となっていた。こうした状況を踏

の半数以上を占めていた首都エレバン市

を図る無償資金協力事業の実施を我が国
1

（プロジェクトを表す代表的な写真）

水槽付消防車及びはしご車

た内陸国であるが、経済は独立後も厳しい

ラを更新することができないでいた。国民

様で、調達後 20 年以上が経過し、メーカー

交換ができず、水槽付消防車は迅速な発車

となっていた。また、はしご車ははしごを

ても、救助される被災者にとっても危険な

まえ、アルメニア政府は全国の火災発生件

の消防署において、新しい消防機材の整備

に対して要請するに至った。
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1.2 事業概要

エレバン市の 13 消防署において、消防機材（車両及び装備）の整備及び運用指導を

行うことにより、同市の消防力の強化を図る。

E/N 限度額／供与額 881 百万円／781 百万円

交換公文締結（／贈与契約締結） 2009 年 2 月（／2009 年 2 月）

実施機関 アルメニア救助庁（ARS）

事業完了 2010 年 8 月

案件従事者
本体 豊田通商株式会社

コンサルタント 財団法人日本消防設備安全センター

基本設計調査 2008 年 2 月～2008 年 10 月

詳細設計調査 －

関連事業

JICA 集団研修（詳細は以下）
2004 年：防災行政管理者セミナー
2006 年：防災行政管理者セミナーII
2007 年：中央アジア・コーカサス地域防災行政
2008 年：中央アジア・コーカサス地域防災行政

及び火災予防技術
2011 年：消防行政改善のための指導者セミナー
2012 年：消防行政改善のための指導者セミナー

2．調査の概要

2.1 外部評価者

石森 康一郎（Value Frontier 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：2013 年 8 月～2014 年 9 月

現地調査：2013 年 11 月 16 日～12 月 1 日、2014 年 3 月 15 日～3 月 23 日

3．評価結果（レーティング：A1）

3.1 妥当性（レーティング：③2）

3.1.1 開発政策との整合性

事前評価時におけるアルメニアの火災対策基本法である「Law of the Republic of

Armenia on Fire Security（2001）」は、危機管理庁（以下、EMA という）（2005 年 ARS

に改称）による信頼できる消防サービスの提供を定めていた。またアルメニアの国

家開発計画である「Mid-term Public Expenditure Framework 2008-2010」は、災害から

の国民の保護を目的とした ARS の機能強化を重要課題として位置づけていた。そし

て同計画は、とりわけ首都エレバン市の消防力の強化を目的に、同市消防署の消防

1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
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機材を更新することで信頼性の高い消防サービスを提供することを目指していた。

事後評価時におけるアルメニアの火災対策基本法である「Law of the Republic of

Armenia on Fire Security（2001）」に、変更はなかった。またアルメニアの国家開発

計画である「Mid-term Public Expenditure Framework 2011-2013」は、引き続き、災害

からの国民の保護を目的とした ARS の機能強化を重要課題として位置づけていた。

そして同計画は、信頼性の高い消防サービスの更なる改善を目指していた。

従って、エレバン市において、消防機材（車両及び装備）の整備及び運用指導を

行うことにより、同市の消防力の強化を図った本事業は事前評価時及び事後評価時

のアルメニアの法律、開発政策に合致しており、妥当性が認められる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

事前評価時の 2008 年におけるエレバン市の火災発生件数は 1,089 件3であったが、

人口の増加に伴う市街地の開発が進んでいたことから、今後更に増加することが予

想されていた。他方で、同市の消防機材（車両、装備等）は整備から 20 年以上が経

ち老朽化が著しかったことから、様々な機能不良を抱えていた。そのため出動指令

を受けてから 1 分以内に出動することができる消防車両は一台もなく、火災現場到

着後も満足な消防活動を行えなかったことから、火災延焼によるエレバン市民の生

命・財産の損失（15 人・154 百万アルメニア・ドラム（以下、AMD という）及び

消防活動にあたる消防隊員の負傷（4 人）を招いていた。

事後評価時の 2013 年におけるエレバン市の火災発生件数は人口の増加に伴う市

街地の開発により増加傾向にあり、1,548 件4であった。その結果、事前評価時ほど

ではないものの、依然として、エレバン市民の生命・財産の損失（2 人・50 百万 AMD）

及び消防隊員の負傷（2 人）を招いていた。

従って、エレバン市において、消防機材（車両及び装備）の整備及び運用指導を

行うことにより、同市の消防力の強化を図った本事業は事前評価時及び事後評価時

の開発ニーズに合致しており、妥当性が認められる。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

事前評価時におけるODA 大綱（2003）は、4 つの重点課題のうちの一つである「貧

困削減」において、貧困削減を達成するために欠かせない「生活の質の改善のため

の協力」を重視していた。ODA 中期政策（2005）は、4 つの重点課題のうちの一つ

である「貧困削減」において、社会サービスの提供の支援を通じた「（災害等）突然

の脅威からの保護」を重視していた。加えて、アルメニア国別データブック（2008）

は、5 つの重点課題のうちの一つである「社会セクター」において、防災等の社会

セクターにおける「インフラ整備」を重視していた。

3 ARS。
4 同上。
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従って、エレバン市において、消防機材（車両、装備等）の整備及び運用指導を

行うことにより、同市の消防力の強化を図った本事業は事前評価時の日本の援助政

策に合致しており、妥当性が認められる。

なお本事業は、災害からの国民の保護を目的とした ARS の機能強化という全体計

画の中で、特に重要とされたエレバン市消防署の消防機材の整備を行うものであっ

たことから、全体計画の中でも重要な位置づけを占めるものであった。また本事業

は、エレバン市の消防力の強化を図るに当たり、消防機材の整備に加え、運用指導

をも行うものであったことから、その計画内容、実施アプローチとも適切なもので

あった。

以上より、本事業の実施はアルメニアの開発政策、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。

3.2 有効性5（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）

表 1：運用・効果指標

指標名(単位)

実施前
実績

実施後
実績

2008 2010
(目標値)

2011 2012 2013

出動指令から 1 分以内に出動可能
な消防車両の整備比率（%）

0
100

(100)
100 100 100

出動指令から出動までに要する
時間（分）

2～8
1.5
(1)

1 1 1

現 場 到 着 か ら
放水開始までに
要する時間（分）

水槽付消防車 7
1

(1)
1 1 1

はしご車 7
2

(2)
2 2 2

出動指令から放水開始までに要す
る時間（分）

19～43
12.5
(10)

12 12 12

出典：ARS

【出動指令から 1 分以内に出動可能な消防車両の整備比率（%）】

本事業実施前の 2008 年、エレバン市の消防署に配備さ

れていた消防車両は全て老朽化のためエアブレーキの空気

を充填しないと発車できない状態にあり、空気の充填に

2～8 分を要していた。また同市では冬季の気温がマイナ

ス 20 度を下回ることも珍しくなく、車両故障を防ぐため

冬季にはエアブレーキの空気を充填している間に十分な

暖気運転も必要であったため、出動指令から 1 分以内に

出動することのできた消防車両は一台もなかった。しかし

5 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。

新旧の消防車両

（左：新、右：旧）
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2010 年に本事業で新しい消防車両が同市消防署に配備されて以来、ARS により適切に

整備されていることから、出動指令から 1 分以内に出動可能な消防車両の整備比率は

2010 年以降 100%となっている。

【出動指令から出動までに要する時間（分）】

本事業実施前の 2008 年、出動指令から出動までに要する時間は、上記理由から

2～8 分を要していたが、2010 年に本事業により新しい消防車両が配備されたこと

で、エアブレーキに係る問題が解消され、出動指令から出動までに要する時間は大

幅に短縮された。但し 2010 年は車両故障を防ぐため、出動指令を受けた後に 1 分

以上の暖気運転をしてから発車していたため、同時間は通年平均で 1.5 分となった。

その後の 2011 年以降については、冬季における同時間の短縮を目的に、各車庫へ

のヒーターの設置を進めたこと、また定期的に暖気運転を行うオペレーションを導

入したことで、計画通り 1 分での出動が可能となった。

【現場到着から放水開始までに要する時間（分）】

本事業実施前の 2008 年、水槽付消防車による消防活動で、現場到着から放水開始

までの活動でホースを連結し、延長する手順に 7 分を要していた。また、はしご車

による消防活動で、はしごを伸ばし、消防隊員がその先端まで登るのに 7 分を要し

ていた。しかし 2010 年に、本事業により新しい消防装備（消防ホース連結器）が供

与され、ソフトコンポーネントにて運用技術が移転されたことで、水槽付消防車の

現場到着から放水開始までに要する時間は、計画通り 1 分へと短縮された。また、

迅速にはしごを伸ばすことができ、はしごの先端に消防隊員が入るバスケットが装

備された消防車両（はしご車）が供与され、ソフトコンポーネントにて運用技術が

移転されたことで、はしご車の現場到着から放水開始までに要する時間は、計画通

り 2 分へと短縮された。

【出動指令から放水開始までに要する時間（分）】

本事業実施前の 2008 年、出動指令を受けてから出動するまでのエアブレーキの空

気の充填とその間における暖気運転に 2～8 分、消防車両の老朽化を原因とする低速

での移動に 10～28 分、現場到着から放水開始までに 7 分を要していた。そのため出

消防ホース連結器 はしご先端のバスケット
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動指令から放水開始までに要する時間は、最短でも 19 分、最長で 43 分となってい

た。しかし 2010 年に、本事業により新しい消防機材（車両・装備）が供与され、ソ

フトコンポーネントにて運用技術が移転されたことで、エアブレーキの空気の充填

及び 1 分以上の暖気運転が不要になった上、高速での移動も可能となり、現場到着

から放水開始までの時間も短縮されたことから、出動指令から放水開始までの時間

は、大幅に短縮された。2010 年は、上記理由により出動指令から出動までに 1.5 分

を要し、移動に 10 分6、現場到着から放水開始までに 1 分を要していたため、所要

時間は合計 12.5 分となったが、2011 年以降については出動指令から出動までに要す

る時間が 30 秒短縮したため、合計 12 分となっている。この結果は、本事業の目標

値である 10 分に 2 分及ばないものの、出動から 10 分以内での現場到着というアル

メニアの基準は満たしたものとなっている。また、同目標値は延焼の早い木造住宅

が多い日本の特性に応じたものであり、延焼の遅い石造り住宅が多いアルメニアの

特性に応じたものではないこと、更には本事業実施前に比し、所要時間は最大で 31

分の短縮（43 分が 12 分）、3 分の 1 以下の短縮になっており、本事業実施前には難

しかった初期消火活動が可能になっていることから、十分な効果が発現していると

判断する。

消防署 出動 到着 放水開始

0分 20～43分

消防署 出動 到着

2～8分

放水開始

1分 12分

本事業
実施前

（2008年）

本事業
実施後

（2013年）

出典：ARS

図 1：本事業実施前・後での出動指令から放水開始までに要する時間の比較

3.2.2 定性的効果

ソフトコンポーネントの実施により、水槽付消防車及びはしご車の運用・消防活

動に係るマニュアルが作成され、同マニュアルに基づいた技術指導（座学及び実技）

が行われた。水槽付消防車については 20 日間、はしご車については 16 日間行われ

た。その結果、火災現場到着から放水を開始するまでに要する時間は、上記のよう

6 事前評価時には 1～6 分の移動時間を想定していたが、実際には市街地を走る一般車両の増加（渋

滞）により 10 分となっている。



7

に水槽付消防車の場合は 1 分、はしご車の場合は 2 分に短縮され、目標値を達成し

ている。このことから、ソフトコンポーネントの実施は、消防隊員による両車両の

運用・消防活動に係る技術の向上に貢献したと考える。

上記より、有効性の 3.2.1 定量的効果及び 3.2.2 定性的効果は、それぞれによる相乗

効果もあり、達成状況は高いと判断される。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

1）火災被害にあったエレバン市の市民及び団体へのインパクト

本事後評価調査にて、火災からのエレバン市の市民及び団体の保護についての満

足度を調査するため、2013 年に火災被害に遭ったエレバン市民 8 世帯及び 6 団体（乳

児院、建設資材会社、国立自然科学アカデミー植物園、石油販売会社、農産物貿易

会社、菓子メーカー）を無作為に抽出し、インタビューを行った。その結果、何れ

も否定的なコメントはなく、「火災発生時に、被災した人々は自力で火災現場から逃

れ、命を守ることができたものの、消防隊員が迅速かつ効果的に消防活動を行って

いなかったら、火災現場にあった財産はほぼ全て焼失していたであろうと思われる

ことから、大変感謝している」と肯定的なコメントが出され、非常に満足している

ことがうかがえた。特に、国立自然科学アカデミー植物園では、数百種類にも及ぶ

希少種植物の焼失を防ぐことができ、石油販売会社では、数千トンにも及ぶ石油へ

の引火、ひいては爆発を防ぐことができたことから、インパクトは大きいと考える。

2）直接受益者である消防署消防隊員へのインパクト

本事後評価調査にて、火災からの消防隊員自身の防護についての満足度を調査す

るため、全 12 消防署7の署長（12 人）及び各消防署で無作為に抽出された 60 人の

消防隊員（5 人／消防署）を対象に、インタビューを行った。その結果、何れも否

定的なコメントはなく、以下肯定的なコメントが得られた。「新しい消防車両が整備

され、現場に迅速に到着できるようになったことで、初期消火活動が可能になり身

の危険を感じることが少なくなった」、「消防ホース連結器の操作性が高くなり、ホ

ースノズルの放水パターンも火災状況に応じて使い分けられる等利便性が高くなっ

たことで、以前よりも効率的で効果的な消防活動を行えるようになった」、「消防服

や空気呼吸器は、とても軽い上に耐火性が高くなり、ヘルメットの機能（火の粉か

ら目や首を保護する機能等）も高くなったことで、以前よりも安心して消防活動を

行えるようになった」。これらのことから消防隊員は、供与された消防機材（車両、

装備）に非常に満足していることがうかがえ、またこうした結果は年間の消防隊員

7 エレバン市の消防署は事前評価時には 13 あったが、2012 年 6 月には 12 となった。詳細は後述の

持続性の 3.5.1 運営・維持管理の体制を参照。
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負傷者数の減少8にも表れており、インパクトは大きいと考える。

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 なし

2）住民移転・用地取得 なし

3）その他の間接的効果

I. 消防教育体制の強化

ARS 傘下の危機管理大学は ARS の幹部候補生を育成・輩出する大学だが、同

大学の学長が 2004 年の JICA 集団研修（防災行政管理者セミナー）に参加。帰国

後の 2005 年には同大学に火災エンジニア学科が創設され、以降毎年 20 人～25

人の火災を専門とする幹部候補生を育成・輩出している。また ARS のその他幹

部 7 人も 2006 年～2008 年にかけて JICA 集団研修（防災行政管理者セミナー、

火災予防技術等）に参加。その中の一人の危機管理大学の教員は、研修にて、火

災管理の仕組みに加え、最新型消防機材の基本的な知識や技術についても習得す

ることができたため、帰国後は火災エンジニア学科の生徒に対して、それら機材

を活用した消防活動についての講義を行えるようになった。このように本事業実

施前の 2004 年～2008 年の JICA 集団研修は、本事業実施前における消防教育体

制の強化に繋がった。

また別の ARS 幹部 7 人が本事業完了後の 2011 年～2012 年にかけて JICA 集団

研修（消防行政改善のための指導者セミナー）に参加。その中の一人の危機管理

大学の副学長は、帰国後に、2004 年に研修を受けた学長と共に、高層訓練塔や

濃煙熱気訓練室等の建設計画に着手する等、訓練設備の改善を図っている。この

ように 2011 年～2012 年の JICA 集団研修も、本事業実施後における消防教育体

制の強化に繋がっている。

8 本事業実施前の 2006 年～2008 年では年平均 3 人が負傷していたが、実施後の 2010 年～2013 年

では年平均 2 人に減少している。

新旧のホースノズル 新旧の消防服

（上：旧、下：新） （左：新、右：旧）
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II. 国際協力

本事業のソフトコンポーネント実施中に、モスクワの東約 300km に位置する

ロシア第 4 の都市ニジニ・ドブゴロド周辺にて大規模森林火災が発生し、ロシ

ア大統領からアルメニア大統領に対して、消防協力の要請が出された。アルメ

ニア大統領は、ARS 消防救助局の副局長を隊長とし、同隊長以下、本事業のソ

フトコンポーネントによる技術指導を受けていた 27 人の消防隊員からなる消

防隊を組織し、本事業により供与された水槽付消防車 4 台をロシアに空輸した。

同消防隊はニジニ・ドブゴロド周辺にて 20 日間に亘り消防活動を行い、森林火

災を終息させたことで、その後ロシア大統領からその功労が表彰されるなど、

国際協力を果たしている。

上記より、インパクトの 3.3.1 間接的効果にて、エレバン市の市民及び団体並びに消

防隊員へのポジティブなインパクトが確認され、3.3.2 その他正負の間接的効果 3）そ

の他の間接的効果にて、消防教育体制の強化及び国際協力に係るポジティブなインパ

クトが確認された。

以上より、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、有効性・イン

パクトは高い。

3.4 効率性（レーティング：③）

3.4.1 アウトプット

表 2：アウトプット詳細

計画 実績

消防機材（車両）

3,500ℓ水槽付消防車×19 台（後輪駆動 13 台、四輪駆動 6 台） 計画通り

10,000ℓ水槽付消防車×5 台 計画通り

はしご車×2 台 計画通り

1,000ℓ水槽付小型消防車×2 台 計画通り

消防機材（装備）

消防服セット（消防服、ヘルメット、手袋）108 セット 計画通り

空気呼吸器 78 セット 計画通り

その他、スペアパーツ等 計画通り

運用・消防活動に係る技術指導

消防機材運用マニュアルの作成（水槽付消防車、はしご車） 計画通り

消防活動技術マニュアルの作成（水槽付消防車、はしご車） 計画通り

水槽付消防車の運用・消防技術指導 50 人 398人（車両台数が 26台と多く、

アルメニア側ができるだけ多く

の訓練対象者への訓練を希望し

たため、計画を大幅に上回った）

はしご車の運用・消防技術指導 50 人 37 人（車両台数が 2 台と少なく、
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訓練対象者は 37人のみであった

ため、計画を若干下回ったが、

問題なく指導が完了した）

出典：ARS

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

コントラクターによる機材調達において強い競争が働いたことから、機材調達

及び設計監理で 881 百万円を計画していたところ、実績は 781 百万円（計画の約

89%）と 100 百万円の節減に繋がった。

アルメニア側の事業費は、ソフトコンポーネントでの水槽付消防車及びはしご

車の運転に必要な燃料費等、約 5,160,000AMD（≒1.8 百万円）を計画していた。

本事後評価調査にて、アルメニア側の事業費の情報収集を試みたが、ARS では、

燃料を定期的にまとめて購入しており、その中からソフトコンポーネント実施分

だけを抽出することが難しいため、詳細は不明である。但し ARS によると、アル

メニア側の事業費は、ほぼ計画通りであったとのことである。

3.4.2.2 事業期間

事業期間については、2009 年 2 月（E/N 締結）～2010 年 11 月（技術指導完了）

の 22 カ月（実施設計に 5 カ月、機材調達に 15 カ月、技術指導に 2 カ月）を計画

していたが、実際には実施設計と機材調達でそれぞれ 2 カ月と 1 カ月短縮された

ことで、2009 年 2 月（E/N 締結）～2010 年 8 月（技術指導完了）の 19 カ月と、

計画内に収まった。

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。

3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

2008 年の事前評価時から 2010 年の本事業完了時まで、エレバン市消防救助本部

には 13 の消防署があり、本事業にて供与された消防機材（車両及び装備）は 13 の

消防署に配備された。しかしながら、ARS 幹部が JICA 集団研修にて日本の効率的

な消防署運営について触れ、元々近接していた第 5 消防署と第 11 消防署を一つに統

合する方針を固め、2012 年 6 月に第 11 消防署に配備されていた消防機材（車両及

び装備）を第 5 消防署に集約させたことで 12 となった。現在、消防機材（車両及び

装備）の運営は、12 消防署に配置された 534 人（一箇所平均 44 人）の消防隊員に

より行われている。事前評価時には 13 消防署に配置される 616 人（一箇所平均 47

人）の消防隊員により行われる計画だったが、現在は計画よりも少ない人員で計画

通りの効果を発現していることから、より効率的な体制になったと考える。よって、
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運営維持管理の体制に問題はない。

3.5.2 運営・維持管理の技術

消防機材（車両及び装備）の運用・消防活動の技術は、ソフトコンポーネントに

よるマニュアルの整備及び技術指導を通じて、各消防署の消防隊員等に移転されて

いる。本事業完了後においても、各消防署の消防隊員は隊長の指示の元、整備され

たマニュアルに基づいて、本番を想定した訓練を毎日 4 時間（座学 2 時間、実技 2

時間）行うことで、日々鍛練を積んでいる。

また消防車両の日常点検は、各消防署の消防隊員により行われているが、定期点

検については、車両メーカーにより点検技術が移転された ARS 整備工場の整備士に

より年に二度行われている。整備士は機械技師（2 人）をはじめ、機械工（1 人）、

溶接工（2 人）、施盤工（1 人）、エンジン修理工（3 人）、ゴム加硫工（2 人）の合計

11 人が計画通り配置されている。加えて、ARS 整備工場では対応できない大規模な

整備が必要な際には、ARS が保守契約を結んでいる外部の車両整備会社に委託する

ことで対応している。なお、消防車両を ARS 整備工場や車両整備会社に出す際には、

当該消防署の消防車両が不足することになるため、同消防署はエレバン市消防救助

本部と事前に調整を行い、他の消防署から代車を受けることで対応している。よっ

て、運営維持管理の技術に問題はない。

3.5.3 運営・維持管理の財務

エレバン市消防救助本部の予算は、以下の通り増加傾向にあり、本事業にて供与

された消防機材（車両及び装備）の維持管理費（年間約 8 百万 AMD）も整備修理

費から問題なく支出されている。よって、運営維持管理の財務に問題はない。

表 3：エレバン市消防救助本部の予算
（単位：百万 AMD）

費目
実施前 実施後

2008 2010 2011 2012 2013

人件費 335 528 545 572 682

食糧費 17 17 17 17 20

機材施設費 14 0 19 32 20

光熱費 20 22 24 25 24

燃料費 31 36 48 47 56

整備修理費 8 14 14 17 14

その他 13 18 14 14 16

合計 438 635 681 724 832

出典：ARS

3.5.4 運営・維持管理の状況

本事業にて供与された消防機材は車両、装備とも適切に運営・維持管理されてお

り、問題はない。
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以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。

4．結論及び提言・教訓

4.1 結論

本事業は、エレバン市消防署において、消防機材（車両及び装備）の整備及び運用

指導を行うことにより、同市の消防力の強化を図ることを目指していた。本事業はア

ルメニアの開発政策、開発ニーズ並びに日本の援助政策と十分に合致しており、妥当

性は高い。本事業の実施は、消防署による迅速な消防活動の実施に貢献しており、そ

の有効性は高い。また、火災からの市民、団体並びに消防隊員の保護に貢献している

だけでなく、ロシアでの消防活動への参加等、国際協力にも貢献しており、インパク

トは高い。投入においては、事業費及び事業期間ともに計画内に収まっていることか

ら、効率性は高い。本事業の維持管理については、ARS の体制、技術、財務状況とも

に問題はないことから、本事業によって発現した効果の持続性は高い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

エレバン市では、年々一般車両が増えており、市内の交通渋滞は悪化傾向にある。

更なる交通渋滞の悪化は、消防車両の現場到着を遅らせ、火災の延焼をもたらしか

ねない。よって、交通渋滞により消防車両の到着が遅れる傾向の見られる地域があ

る場合、ARS は同地域を中心に、消防署の新設を検討していくことが望まれる。

4.2.2 JICA への提言

JICA は ARS による今後の消防署新設の検討を注視していくことが望まれる。ま

た現行のアルメニア国別援助方針「事業展開計画（2013 年～2017 年）」では、防災

対策（特に本邦の比較優位の高い地震対策）の強化を図っているが、大規模地震9は

しばしば同時多発火災を引き起こすため、今後の計画である地震対策の強化という

意味においても ARS による今後の検討を注視しておくことが望まれる。

4.3 教訓

【関連事業として実施する課題別研修を最大限に活かすために】

本事業の前に実施された防災行政に係る JICA 集団研修は、ARS の消防教育体制を

強化し、本事業を受け入れるに当たっての良い土壌を作った。また本事業の後に実施

された同分野における JICA 集団研修も、消防教育体制の更なる強化へと繋がり、本

事業による効果・インパクトの発現並びにその持続性を高めている。このように JICA

9 アルメニアでは 1988 年にマグニチュード 7.2 の大地震が発生し、約 25,000 人が死亡。
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集団研修が本事業との間で非常にうまく機能した理由としては、1）実施機関（カウン

ターパート機関）最高幹部が、業績に優れ、改善意欲の高い幹部を研修員として選抜

し、2）帰国後には同研修員に対して研修結果を踏まえた具体的なアクションプランの

作成を求め、3）更にその後、同最高幹部がそのアクションプランを実現するための予

算を必要に応じて付ける等、最高幹部によるリーダーシップのもと組織一体となって

消防活動に係る知識や技術の習得に努め、改善を図った結果である。無償資金協力事

業に併せて JICA 集団研修等を実施する際には、実施機関（カウンターパート機関）

に対して、1）のみならず、2）及び 3）の実施についても検討を求めることで、相乗

効果を促すことができると考える。

以上


