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カザフスタン 

アスタナ上下水道整備事業 

外部評価者：OPMAC 株式会社 小林信行 

０. 要旨 

本事業は、人口増が著しい首都アスタナ市において、上下水道インフラの整備を通

じて、同市における上下水道サービスの普及と質の改善を目指した。事業目的は審査

時、事後評価時のいずれの政策上の重点や上下水道サービスへのニーズ増加とも整合

的であり、妥当性は高い。主としてアスタナ市の建設ブームによる資材費や人件費の

高騰により事業費は計画額から大幅に増加し、また調達の遅れや工事期間の長期化に

より事業期間も計画を上回っており、効率性は低い。給水分野では、給水量、漏水率

は目標値を達成し、本事業を通じた水道メーターの普及や節水意識の向上によって一

人当たり給水量も低下している。下水分野では、人口増により水質は想定されていた

ような改善を見せていないが、カザフスタンの国内法に基づき認可された放流基準及

び日本の標準活性汚泥法を使用する場合の放流基準以下にとどまっている。受益者の

うち 7 割が上下水道サービスの停止を経験しておらず、2～3 割はサービス停止は頻繁

にはないと回答している。以上の点から、本事業の有効性・インパクトは高いと考え

られる。持続性に関しては、財務状況は事後評価時の料金水準では投資コストの回収

が難しく、大規模修繕に必要な資金を確保できないと推察され、また、運営・維持管

理状況では、下水処理場からの汚泥の最終処理に目途がついていない。そのため、持

続性については中程度と判断される。 

以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

１. 事業の概要 

 

  
事業位置図 建設された取水塔 
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１.１ 事業の背景 

カザフスタン共和国は 1997 年 12 月に首都を同国南東部にあるアルマティから同国

中央部に位置するアスタナ市に移した。遷都時に 28 万人だったアスタナ市の人口は

2010 年には 50 万人近い規模になることが予想されていた。人口の急増が見込まれる

中で、旧ソ連時代に整備されたインフラ設備の修復・更新は進んでいなかった。その

ため、アスタナ市の既存の上下水道設備では安定的で質の高い公共サービスを提供す

ることが将来的に困難になると予想されていた。 

上水道設備では、浄水場の不十分な処理能力に加えて、ヴァチェラフスキー貯水池

の取水ポンプ場の老朽化や古い配水管の漏水により給水能力が低下していた。また、

各戸への個別水道メーターが未設置なため、水道料金は実際の使用量に基づかない定

額制であり、受益者負担の原則が働かないことから浪費的な水の利用も問題となって

いた。下水道設備では、下水処理場において各種設備の老朽化が著しく、設備のリハ

ビリが急務となっていた。下水管網でも老朽管の更新が遅れており、中継ポンプの故

障も頻繁に発生していた。 

新首都の開発にあたっては、カザフスタン政府の要請により、JICA は 2001 年にア

スタナ市総合開発マスタープランを策定し、並行して上下水道整備に対するフィージ

ビリティ調査を実施した。このフィージビリティ調査に基づいて、本事業はアスタナ

市において浄水場の建設、水道メーターの設置、下水処理場のリハビリ、配水網や下

水網の更新・新設を実施した。 

 

１.２ 事業概要 

アスタナ市において水道メーターの設置を含む上下水道インフラを改修・拡充し、

漏水率の改善、一人当たり給水量の抑制、水質の改善を図り、もって上下水道サービ

スの普及と質の改善に寄与する。 

 

円借款承諾額/実行額 21,361 百万円 / 21,253 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 2002 年 3 月 / 2003 年 7 月 

借款契約条件 金利 2.2％ 

（コンサルタント部分：0.75％） 

返済 30 年 

（コンサルタント部分：40 年） 

（うち据置 10 年） 

調達条件 一般アンタイド 

（コンサルタント部分：二国間タイド） 

借入人/実施機関 カザフスタン共和国政府 / アスタナ市 
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貸付完了 2013 年 1 月 

本体契約 

 

荏原製作所（日本）/Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. 

A.S. （トルコ） 

コンサルタント契約 共同企業体 日水コン（日本）/株式会社エヌジェ

ーエス・コンサルタンツ（日本）/Consult Co., Ltd.

（カザフスタン） 

関連調査 

（フィージビリティー・スタディ：F/S）

等 

• JICA（2001）、「アスタナ新首都総合開発調査（上

下水道 F/S）」 

• JBIC（2005）、「アスタナ上下水道整備事業」に

係る案件実施支援調査（SAPI（簡易））」 

関連事業 開発調査「アスタナ市上下水道整備計画連携実施

設計調査」（2002～2003） 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

小林 信行（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：2014 年 8 月～2015 年 10 月 

現地調査：2014 年 10 月 11 日～10 月 24 日、2015 年 2 月 21 日～2 月 27 日 

 

２.３ 評価の制約 

本事業の運営維持管理を担当するアスタナ市水道公社（Astana Su Arnasy, ASA）の

財務情報が入手できなかったため、持続性のレーティングに際しては、職員数の動向

や給与支払い状況等の間接的なエビデンスを判断材料とした。 

 

３. 評価結果（レーティング：C1） 

３.１ 妥当性（レーティング：③2） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

審査時の国家開発計画である「2010 年までのカザフスタン共和国発展戦略計画」

（2001 年）では、保健セクターの政策において健康の維持に向けた水供給の改善

が提唱され、水資源管理の主要目標として飲料水の質の改善や十分な量の確保が

設定されていた。また、審査時には「アスタナ新首都総合開発計画」が策定されて

                                                        
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」 



 

4 

おり、2010 年までの中期計画の一部として、上下水道のインフラ整備が含められ

ていた。同計画では、①信頼性の高い上下水道施設の整備、②水資源の効率的活

用に向けた漏水・浪費の削減が重視されていた。 

事後評価時の国家開発計画である「2020 年までのカザフスタン共和国発展戦略

計画」（2010 年）では、公共サービス（水道、電気、ガス、熱）の関連機関に規

定の基準に沿ったサービス提供に責任を求めると共に、上水、電気、ガス、熱の輸

送中における損失低下、サービスへの満足度向上を目標としている。「2020 年ま

での地方開発計画」（Regional Development Program to the Year 2020）では、

2015-2019 年の計画期間中において、アスタナ市では配水管 212km、下水管 128km

の建設・リハビリを行う方針であった。また、同計画は 2019 年までに同市におけ

る上下水道の 100％普及を目標にしている。 

審査時から事後評価時にかけて、国家開発計画の重点は、適切な水質の飲料水

の確保ばかりでなく、水資源の有効活用に拡大しつつある。この間、アスタナ市

は継続して上下水道インフラ整備を重視している。本事業は上下水道インフラの

整備をアウトプット、漏水対策や効率的な水利用をアウトカムの一つに含めてい

る。本事業の事業目的は審査時、事後評価時のいずれの政策上の重点とも合致し

ている。 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

アスタナ市の人口は 1999 年に約 30 万人であったが、審査時には 2010 年に 49 万

人への増加が見込まれていた3。大幅な人口増が見込まれる一方、給水能力や下水

処理能力の不足は明らかであった。アスタナ市では表流水を水源とする上水道が

1960 年代に完成していたが、本事業のフィージビリティ調査（JICA（2001）「ア

スタナ新首都総合開発調査（上下水道 F/S）」）では、既存施設の状況から取水ポ

ンプ場は 2010 年までに、既存浄水場も 2020 年までに稼働しなくなることが予想さ

れ、配水管も老朽化よる漏水が著しい点が指摘されていた。加えて、水道メータ

ーの未設置により、使用量の把握が難しいため、水資源の過剰利用が課題となっ

ていた。審査時においてアスタナ市の水供給量は 400 リットル/人/日を超えており、

他の都市と比較して高い水準にあり、浪費的な水利用を改善する必要があった4。

さらには、1970 年代に完成した下水処理施設も老朽化と不十分なメンテナンスに

より処理能力が低下しつつあった。 

2014 年 7 月時点でアスタナ市の人口は約 84 万人を記録し、審査時の想定を超え

る人口増加となった。同市は事後評価時、アルマティ市に次ぐ同国 2 位の人口規

模の都市に成長している。著しい人口増を背景に上下水道インフラの整備が続い

                                                        
3 2010 年の同市人口は約 70 万人となっており、審査時の想定を大きく超える水準となった。 
4 審査時点での一人あたり水供給量は、ロンドン 341 リットル/人/日、パリ 229 リットル/人/日、 
シンガポール 206 リットル/人/日となっていた。 
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ている。本事業以前から稼働していた浄水施設のリハビリが行われる一方、下水

についても新処理場（118 千 m3/日）の建設が進められている。 

審査時及び事後評価時において、急激な人口増を背景とする上下水道サービス

への需要増は明らかであり、本事業で改修・能力増強した各種設備には、強いニ

ーズがあるものと判断される。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

審査時には国別援助計画は策定されていなかったが、両国間での経済協力に関

する政策協議を踏まえて、同国の支援では経済・社会インフラ整備が重視されて

いた。外務省「政府開発援助白書 2003 年度」においては、中央アジア地域での「自

立的な経済発展の基礎となる経済・社会インフラ整備」が重視されていた。また、

外務省「政府開発援助（ODA）国別データーブック 2002」においては、「経済・

社会インフラの老朽化」がカザフスタンの開発課題として認識されており、インフ

ラ整備を援助の重点分野の一つに挙げている。 

 

以上より、本事業の実施はカザフスタンの開発政策、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 効率性（レーティング：①） 

３.２.１ アウトプット 

本事業は取水塔、浄水場、下水処理場にて建設工事及びリハビリ工事を行った

（図 1 を参照）。計画と実績の主な差異は、導水管・配水管・下水管の区間短縮、

水道メーター設置数の減少、下水処理施設での一部仕様変更である（表 1 を参照）。

浄水場設備はほぼ計画通りの事業スコープとなった。縮小された事業スコープは

アスタナ市上下水道公社（Astana Su Arnasy, ASA）が政府予算で対応しており、事

業効果の発現には影響していない。水道メーター設置数の減少は、固定制よりも

従量制が割安な料金体系となったため、利用者が自発的に設置を進めたことが原

因である。 
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図 1 プロジェクトサイト 

 

表 1 本事業のアウトプット 

計画 実績 

土木工事：  
•  取水ポンプ施設建設（ポンプ数 5基）  
•  導水管更新（約 15km）  
•  浄水場建設（浄水能力 100,000m2/日）  
•  配水管更新（約 99km）・新市街での新設

（15km）  
•  水道メーター設置（153,900個）  
•  下水処理場リハビリ  
•  下水管更新（約 21km、ポンプ数 44基）  
• 汚泥処理機械の導入  

土木工事： 
•  取水ポンプ施設建設（ポンプ数 6基）  
•  浄水場建設（設計浄水能力 105,000m2/日）  
•  配水管更新（約 98km）・新市街での新設  
（約 6km）  

•  水道メーター設置（85,333個）  
•  下水処理場リハビリ（反応タンクのコンクリート

補修は事業スコープ外となった）  
•  下水管更新（約 15km、ポンプ数 54基）  
• 汚泥処理機械の導入（消化槽建設をリハビリ

に変更）  

コンサルティングサービス：  
外国人  207M/M 
国内  558M/M 

コンサルティングサービス： 
外国人 442M/M 
国内 1,623M/M 

出所：JICA 提供資料、実施機関提供 

 

３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

事業費は計画を大幅に上回った（計画比 194％）。事業費は、計画値 28,481

百万円に対し、実績値は 55,329 百万円となった。本事業費の計画値が積算され

た時期（2002 年 1 月）から工事開始（2006 年 11 月）までに、アスタナ市の建

設ブームにより、資材（鋼材、PVC パイプ）や人件費が高騰し、事業費増の主

な要因となった。実施期間中の事業費の見直しは土木工事契約の価格調整条項

に沿って実施された。 
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３.２.２.２ 事業期間 

事業期間は計画を大幅に上回った（計画比 184％）。事業期間は、計画値 56

カ月に対して、実績値は 103 カ月となった（表 2 を参照）。コンサルティング

サービスは当初計画に比べて 5 カ月開始が遅延し、土木工事は 26 カ月開始が遅

延した。土木工事の契約締結に時間を要した原因として、入札書類作成の遅れ、

工事費用上昇による契約交渉の長期化、が挙げられる。土木工事は計画 42 カ月

に対して、実績は 63 カ月となった。土木工事の遅延の原因として、①実施機関

の自己資金不足により土木工事が中断することがあった、②下水処理場のリハ

ビリは既存機材のある場所で工事をする必要があったが、用地引き渡しが遅れ

ることがあった等が挙げられる。 

 

表 2 事業期間 

 計画 実績 

L/A 調印 2003 年 7 月 2003 年 7 月 

施工監理コンサルティング 2003 年 12 月～2008 年 2 月 2004 年 5 月～2012 年 1 月 

土木工事 2004 年 9 月～2008 年 2 月 2006 年 11 月～2012 年 1 月 

事業完了（事業期間） 2008 年 2 月（56 カ月） 2012 年 1 月（103 カ月） 
出所：JICA 提供資料 

 

３.２.３ 内部収益率（参考数値） 

財務的内部収益率（FIRR）は計画値 2.6％に対して、実績値は 0.2％となった（算

出条件は表 3 を参照）。FIRR が計画値を下回った原因は、建設費の上昇、料金改

定の遅れが主な原因である。審査時の FIRR 算出にあたり、家庭向け水道料金は実

質ベースで審査当時の水準の 2 倍、産業用水料金は 4 倍を想定していたが、実際の

料金はその水準に達していない。経済的内部収益率（EIRR）は計画値 15.7％に対

して、実績値は 16.0％となった。EIRR が計画値とほぼ同じ水準になった理由は、

水需要の増加が建設費の上昇を相殺したためである。審査時には 2020 年以降、生

活用水需要の 4 割に相当する量の水の購入が発生することを想定し、この費用が

回避されることを便益としていた。 
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表 3 事後評価時の内部収益率の算出条件 

 FIRR EIRR 
費用 建設工事費、維持管理費 建設工事費、維持管理費 

便益 料金収入 既存施設への投資及び維持管理費の低減、水

購入費の低減、水汲み労働の低減、下水処理

コストの低減 

事業期間 完成後 40 年 完成後 40 年 

前提条件  維持管理費は審査時の前提に事業費

の増加を反映した。 
 料金収入や建設工事費は実績値を使

用。 
 上水、下水サービスへの需要は事業

期間中、年 0.56％の伸びを前提（“UN 
Population Prospect 2012 revision”に
準拠） 

 上下水道とも料金は 2024 年までに現

行の水準の 2 倍を想定した。 
 実質価格での算出。 

 維持管理費は FIRR と同じ前提。 
 十分なデータが入手できなかった項目（既存

施設への投資及び維持管理費の低減、水汲

み労働の低減、下水処理コストの低減）は審

査時の前提を使用。 
 水購入費の低減については、便益単位は審

査時の前提を使い、数量のみをアップデー

ト。 
 変換係数は 0.8 倍を想定。 
 需要予測は FIRR と同じ前提 
 実質価格での算出 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を大幅に上回ったため、効率性は

低い。 

 

３.３ 有効性5（レーティング：③） 

本事業の介入セオリーとして、本事業のアウトプットである上下水道設備の整備及

び水道メーター設置が、給水量の拡大、一人当たり使用量の低下、水質改善等のアウ

トカムにつながり、給水対象人口の拡大への対応やサービスの質の改善といったイン

パクト発現に寄与することが想定された。 

 

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標） 

（１）給水サービス 

事業完成 2 年後の給水量は目標値を上回る水準となった（表 4 を参照）。旧浄水

場は 2010 年に 82 千 m3/日の浄水能力に低下すると予想されており、本事業が実施

されない場合には事後評価時点の給水量を確保することは難しく、給水量増加に

本事業が果たした役割は大きいと考えられる。また、一人当たり給水量も低下し、

目標値を達成している。審査時には水道メーターが普及しておらず、浪費的な水利

用が顕著だったが、水道メーターの設置に伴い利用者負担の原則に沿った料金体系

に移行しており、浪費的な水利用には歯止めがかかっている。また、漏水率も目標

値を達成しており、データを入手できた期間（2009 年以降）では継続的に低下し

ている。給水分野では、本事業の効果発現は明らかである。 

 

                                                        
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。 
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写真 1：浄水場の内部 写真 2：浄水場のコントロールルーム 

 

表 4 給水サービスの運用効果指標 

 

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 

1999 年 2000 年 2012 年 2013 年 2014 年 

F/S 実施時 事業完成 
2 年後 

事業完成年 事業完成 
1 年後 

事業完成 
2 年後 

給水量（m3/日） 131,000 144,000 165,923 164,641 179,156 
一人当たり給水量

（リットル/人/日） 
436 294 214 208 215 

漏水量（％） 26.0% 20.0% 19.0% 19.9% NA 
出所：JICA 提供資料、ASA 提供 
注：給水量は既設（円借款対象外）と新設（円借款対象）との合計値。 

 

（２）下水サービス 

想定を超える人口増加により、家庭より排出される汚水が増加した結果、下水処

理場の処理能力（136 千 m3/日）を超える下水が流入している。そのため、出口 BOD

濃度は目標値（6.0mg/リットル）を達成していない（表 5 を参照）。但し、出口

BOD 濃度はカザフスタンの国内法に基づき同下水処理場に許可された放流基準

（10.65mg/リットル）以下にある。本事業でリハビリを行った下水処理場は活性汚

泥法を使用しており、我が国の基準（標準活性汚泥法の場合、出口 BOD 濃度

10-15mg/リットル）、EU 基準（都市部下水処理場の場合、出口 BOD 濃度 25mg/リ

ットル以下）を考慮すると許容される水準にある6。目標達成はなされていないも

のの、事後評価時の出口 BOD 濃度はカザフスタンの国内法に基づき同下水処理場

に許可された放流基準以下にあり、他国の基準を踏まえても許容水準にある。 

 

                                                        
6 評価判断にあたっては、生物処理である活性汚泥法では出口 BOD 濃度の目標値達成が難しいこと

を考慮し、同様の処理をおこなった場合で適切と考えられる水準を参考とした。 
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表 5 下水サービスの運用効果指標 

 

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 

1999 年 2000 年 2012 年 2013 年 2014 年 

F/S 実施時 事業完成 
2 年後 

事業完成年 事業完成 
1 年後 

事業完成 
2 年後 

下水処理量（m3/日） NA NA 149,822 168,701 161,572 
下水処理場 
出口 BOD 濃度 
（mg/リットル） 

8.3 6.0 8.4 9.5 8.7 

出所：JICA 提供資料、ASA 提供 
注：下水処理量は審査時に運用効果指標として設定されていないが、評価判断の上で重要なため、

記載した。 

 

３.３.２ 定性的効果（その他の効果） 

（１）水道メーターの普及と節水意識の向上 

2000 年から 2014 年にかけて水道メーター設置率は 9％から 76％に改善している。

この間、設置された水道メーターの約 2 割に相当する部分が本事業によるもので

ある。ASA は水道メーターの導入のためのキャンペーンを継続的に実施しており、

メーター設置率が高まるに伴い、ASA は 2010 年 8 月から使用量に応じ 2 段階の累

進料金制度を導入した。今回の事後評価では、アスタナ市のサリアルカ地区（Sary 

Arka District）にて本事業で水道メーターを付けた家屋の住民や事業主にアンケー

ト調査を実施した（有効回答数 181 票）7。 

 

表 6 サリアルカ地区住民の節水意識の改善 

 している ある程度 
している 

あまりして 
いない 

まったくして

いない 合計 

水道メーター設置以降、水の使用

量を気にするようになったか？ 
回答数 98 40 31 12 181 

％ 54.1％ 22.1％ 17.1％ 6.6％ 100.0％ 

水道メーター設置以降、節水を行

っているか？ 
回答数 75 47 42 17 181 

％ 41.4％ 26.0％ 23.2％ 9.4％ 100.0％ 

水道メーター設置以降、水道料金

を節約しているか？ 
回答数 66 48 43 24 181 

％ 36.5％ 26.5％ 23.8％ 13.3％ 100.0％ 
出所：受益者調査結果 

 

水道メーター設置後、水の使用量を気にするようになった回答者（「している」

及び「ある程度している」の合計）が 8 割弱、節水を行っている回答者（「してい

る」及び「ある程度している」の合計）が 7 割弱、水道料金の節減を行っている回

答者（「している」及び「ある程度している」の合計）が 6 割を占めた（表 6 を参

照）。本事業は水道メーターを普及する上で貢献があり、浪費的な水利用に歯止め

                                                        
7 本事業での水道メーターの設置件数が多かったため、サリアルカ地区をアンケート調査の対象地

として選択した。 
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をかける料金制度の導入に寄与し、対象地域の節水意識の向上にもつながってい

る。 

 

（２）スマートメーターの導入 

個人に関しては、利用者自身が水道メーターを読み、使用量を申告するケース

も多い。利用者が過小に申告するケースもあり、適切な課金を妨げる要因となって

いる。また、機械式メーターに関しては、不正に操作して水道料金を減らすケー

スも見られる。本事業では、従来の機械式メーター（個人用 80,325 個、バルクメ

ーター1,508 個）に加えて、試験的にスマートメーター（3,500 個）を設置した。ス

マートメーターは、水の使用量を自動的に送信するため、正確な使用量の把握が

可能となる。本事業の一環として、スマートメーター導入に際し、ASA の担当職

員（5 名）がトレーニングを受け、うち 1 名は国外での研修を受けている。スマー

トメーターの導入により、少ない職員数（5 名）で 3,500 カ所の水道使用量を正確

に把握することが可能になった。スマートメーターは同国でも導入例は少なく、適

切な課金に向けて本事業は先進的な取り組みを行った。 

 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

（１）給水人口の増加 

アスタナ市の人口は 2014 年には約 84 万人となっている。本事業実施前後での給

水量増加は 48,156m3 であり、2014 年の一人当たり給水量（215 リットル/人/日）を

踏まえると 22.4 万人分（全人口の約 3 割）の給水量に相当する。本事業は人口増

が著しい同市において給水サービスを提供する上で欠くことのできない役割を担

っている。 

 

（２）上下水道サービスの安定度及び住民の満足度 

上記した裨益者へのアンケート調査では、上下水道サービスの安定度について

も意見を聞いている。回答者の約 7 割が、事後評価時は断水、下水道の停止はな

い、また約 2～3 割はサービス停止は頻繁にはないと回答している（表 7 を参照）。

断水に関しては 5 年前に比べて「変化なし」が 5 割、「少し減った」及び「減った」

が合計 4 割を超え、下水サービスの停止は 5 年前と比べて「変化なし」が 5 割強、

「少し減った」と「減った」が合計 4 割をやや超える水準となった（表 8 を参照）8。

サービスの安定度が悪化したと答える回答者は比較的少数であり、回答結果は総

じて、事業実施後のサービスの安定性の改善を示唆する内容である。 

                                                        
8 アスタナ市では、過去 10 年間で移転した住民が過半数を超えるため、事業開始前との比較では

十分なサンプルを得ることが困難だった。そのため、2012 年 1 月の事業完成を考慮して、5 年前と

比較した上下水道サービスの変化について確認した。 



 

12 

表 7 サリアルカ地区の上下水道サービスの安定度 

 とても頻繁にある 頻繁にある 頻繁にはない まったくない 合計 

断水 
回答数 1 9 52 119 181 

％ 0.6％ 5.0％ 28.7％ 65.7％ 100.0％ 

下水サービス 
の停止 

回答数 7 10 40 124 181 
％ 3.9％ 5.5％ 22.1％ 68.5％ 100.0％ 

出所：受益者調査結果 

 

表 8 5 年前と比べたサリアルカ地区の上下水道サービスの安定度 

 かなり増えた 増えた 変化なし 減った かなり減った 合計 

断水 
回答数 1 9 92 50 29 181 

％ 0.6％ 5.0％ 50.8％ 27.6％ 16.0％ 100.0％ 

下水サービス 
の停止 

回答数 2 5 99 54 21 181 
％ 1.1％ 2.8％ 54.7％ 29.8％ 11.6％ 100.0％ 

出所：受益者調査結果 

 

今回実施した裨益者へのアンケート調査では、本事業が対象とした上水道サー

ビス、下水道サービス、水道メーター設置への満足度も質問している。サービス

改善を反映して、いずれの分野でも「とても満足」及び「満足」の合計が 8 割を超

えている（表 9 を参照）。 

 

表 9 サリアルカ地区の上水道サービス、下水道サービス、 

水道メーター設置への満足度 

 とても満足 満足 不満 とても不満 合計 

給水サービス 
回答数 71 89 12 9 181 

％ 39.2％ 49.2％ 6.6％ 5.0％ 100.0％ 

下水サービス 
回答数 48 96 27 10 181 

％ 26.5％ 53.0％ 14.9％ 5.5％ 100.0％ 

水道メーター 
の設置 

回答数 62 85 30 4 181 
％ 34.3％ 47.0％ 16.6％ 2.2％ 100.0％ 

出所：受益者調査結果 

 

（３）タルデコール貯水池の水質 

本事業でリハビリを行った下水処理場はタルデコール貯水池に処理水を放流し

ている。タルデコール貯水池の BOD 濃度は 1999 年の 6.0mg/リットルから 2014 年

には 9.0mg/リットルに上昇している。人口増加に対し下水処理能力が十分ではな

いため、水質が悪化している。但し、タルデコール貯水池の貯留水は利用されて

おらず、水質の悪化は水の利用には影響していない。 

事後評価時点では、タルデコール貯水池の水位上昇に対応するため、新下水処
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理場、水路の建設が進んでおり、2017 年を目標にタルデコール貯水池を蒸発させ、

イシム川に直接、処理水を放流する予定となっている。事後評価時点では、ASA

はタルデコール貯水池への排水を継続しているため、タルデコール貯水池の水位

モニタリングを実施している。 

 

３.４.２ その他、正負のインパクト 

（１）自然環境へのインパクト 

浄水場、下水処理場、ポンプステーションは ASA が以前から保有する敷地に建

設されており、導水管、配水管、下水管は地下に埋設されている。工事は既存施

設のある敷地にあり、管の埋設も大半の区間では既設管の交換であることから、

土木工事自体が自然環境に与える影響は軽微と判断される。 

土木工事に際し、住民に対して住民説明会やラジオを通じて工事実施と苦情の

連絡先を通知した。下水処理場はアスタナ市の市街地より離れており、下水処理場

周辺の住民は少ないものの、乾燥汚泥が下水処理場に引き続き保管されており、処

理場周辺の悪臭については解消されていない。そのため、処理場周辺の悪臭に対し

ては引き続き対策が必要な状況にある。 

「３．３．１（２）下水サービス」でも言及した通り、事後評価時点において事

業対象となった下水処理場の出口 BOD 濃度はカザフスタンの国内法に基づき許可

された放流基準以下にある。 

 

（２）住民移転・用地取得 

上記の通り、本事業では既存設備のある場所で工事が実施されたため、事業実

施に伴う用地取得や住民移転は発生していない。 

 

以上より、本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・

インパクトは高い。 

 

３.５ 持続性（レーティング：②） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制 

本事業の運営実施管理体制は事業実施まではアスタナ市が主管し、完工後の運

営・維持管理は ASA が担当している。ASA はアスタナ市が全額出資する公営企業

であり、ASA の経営上の重要な決定事項（投資計画、職員数、給与設定等）はア

スタナ市の監督下にある。水道料金は独占規制局（Agency for Regulation of Natural 

Monopolies）が認可を行っている。審査時、事後評価時ともに、上下水設備の運営

に直接の責任を有する役員（Deputy General Manager）が配置され、本事業が建設し

た施設の運営維持管理を管掌している。 

2014 年時点では ASA の職員数は 1,536 名（うち事務部門が 81 名、エンジニアが
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280 名、他は作業要員等）となっており、審査時（2001 年：902 人）より増加傾向

にある。職員数の増加は、人口の増加を踏まえ、上下水道ともに能力増強を進め

ていることに起因している。 

本事業で建設した施設の維持管理責任は明確となっており、施設の運営に必要

な人員は確保されている。運営・維持管理の体制については、持続性を損なう問

題は発見されなかった。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

ASA のエンジニアの雇用については、関連分野に関連する学位を持っている、

もしくは類似のプラントの運営経験が条件となっている。一例をあげると、

SCADA 担当のエンジニアは通信分野の学位を持ち、蒸気を利用するプラントでの

SCADA の運営経験を有していた。エンジニアに関しては国内外での各種セミナー

に参加しており、プラントに配属される職員は EHS（環境、健康、安全）講習を受

け、個別機材のオペレーションに関しては職場内の OJT を主なトレーニング手段

としている。 

本事業に関連する機材用のマニュアルや研修用の資料はロシア語で作成され、

浄水場・下水処理場では本事業コントラクターによる 3 カ月間の研修期間が設け

られた。コントラクターへの聞き取りでは、短期間の研修での課題として、作業

要員の意識を変えるには十分な期間ではない点が指摘された。また、ASA 職員は

上下水道施設の経験を十分有しており、日常的な運転に必要な技術面での知見を

有している一方、新機材の導入にもかかわらず、旧来の運転手順（手動運転等）を

変更しない点も指摘された。 

研修期間が職員の意識を変える程長い期間ではなく、旧来の操作手順を変更し

ない傾向が見られるものの、ASA 職員は上下水道の設備を運営する基礎的な能力

を有しており、エンジニアの雇用に関しても技術面での能力に配慮している。運

営・維持管理の技術については、持続性を損なう問題は発見されなかった。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

事後評価時点において、ASA はアスタナ市から運営維持管理への補助金を受け

取っておらず、独立採算性で運営されている。上下水共に料金収入は運営維持管

理に直接、充当することができる。ASA は水道料金を独占規制局に申請し、認可

を受ける制度となっており。また、申請にあたっては、向こう 5 年間の投資計画

も同時に提出される。 

過去 5 年間の ASA の上下水道分野の売上を見ると、消費者物価指数を超える増

収を記録している（表 10 を参照）。ASA への聞き取りでは、従業員数は増加して

いるものの、給料の遅配は発生していない。また、サイト調査でも不具合のある

機材に関しては修理・交換が行われていた。運営維持管理に関連する費目に関し
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てデータが入手できなかったが、給与支払いや機材修理への対応を踏まえると、

日常的な運営維持管理に必要な費用は確保できていると推察される。 

 
表 10 ASA の上下水道分野の売上 

 2009 2010 2011 2012 2013 
売上（テンゲ） 1,504,482,981 2,019,317,020 3,148,965,050 4,665,042,349 5,483,380,760 

前年比増加率 - 34.2% 55.9% 48.1% 17.5% 

CPI（2010=100） 79.9 100.0 127.2 131.7 131.3 

前年比増加率 - 25.2% 27.2% 3.5% -0.3% 
出所：ASA 

 

2010 年以降、アスタナ市では水道分野の料金改革が進行している。上水に関し

ては、2010 年以前はすべての利用者が同一料金であったが、2010 年からは、個人、

政府/国有企業、法人別の料金となった（表 11 を参照）。また、2011 年から個人向

け料金は累進制が導入され、使用量月 3m3未満、同月 3m3以上、メーターなしに区

分された。 

 

表 11 水道料金の推移 
単位：テンゲ/m3 

サービス 区分 2004/5- 
2006/6 

2009/10- 
2010/8 

2010/9- 
2011/8 

2011/9- 
2012/8 

2012/9–  
2013/8 

2013/9– 
2015/4 

上水 

個人（月 3m3 未満） 

20.14 22.59 

22.59 
27.11 31.17 35.85 

個人（月 3m3 以上） 32.53 37.41 43.02 
個人（メーターなし） 39.04 46.84 53.78 

政府/国有企業 35.71 62.49 93.74 97.49 

法人 56.48 90.00 111.95 112.59 

下水 

個人 
14.48 16.35 

16.35 18.80 21.62 24.87 

政府/国有企業 35.2 84.48 92.93 102.22 

法人 40.9 89.14 101.24 107.80 
出所：ASA 

 

2004 年 5 月の料金設定（上水 20.14 テンゲ/m3、下水 14.48 テンゲ/m3）に対し、

2013 年 9 月の料金設定は、個人（月 3m3 未満）では上水 35.85 テンゲ/m3（2004 年

比：178％）、個人 3m3 以上では上水 43.02 テンゲ/m3（2004 年比：214％）、法人

112.59テンゲ/m3（2004年比 559％）、下水は個人 24.87テンゲ/m3（2004年比：172％）、

法人 107.8 テンゲ/m3（2004 年比：744％）となった。同時期のインフレ率は約 200％

となっており、個人の上下水道料金については実質ベースでは横ばいとなってい

る。料金改革は進行中であるものの、現行の料金水準は投資コストの回収までに

は至らない状況にあるものと推察される。 

現行の料金水準は日常的な運転費用を確保していると考えられる一方、大規模
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修繕や再投資に備えられる状況にはないと推察される。そのため、運営・維持管

理の財務には軽微な問題があるものと考えられる。 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

部品については点検時期が設定され

ており、運転時間の記録に基づき点検

が実施され、必要に応じて修理や交換

が行われている。スペアパーツリスト

や他社製の交換可能な機材のリストも

事業実施中に作成された。ASA 職員へ

の聞き取りでは、スペアパーツの入手

が困難な機材は特に指摘されなかった。

上下水道サービスに影響を与える程深

刻ではないが、事後評価時点で導入機

材の幾つかに不具合が生じていた。ASA より報告のあった主な不具合は、以下の

通り。 

 

 配水管のバルブ：タイ製のバルブのギアが壊れ、開閉が困難になるケースが

報告されている。ASA はバルブそのものをロシア製に交換して対応してい

る。 

 沈砂分離機：塵芥が十分除去されず、機材につまるケースがあった。沈砂分

離機は現在使用されず、ASA はリハビリ前からある沈砂池を使い、目視でご

みを見つけて除去する方式で対応している。 

 建屋の壁：雨どいに氷がつまり、屋根からの排水が行えず、壁を浸食するケ

ースがあった。ASA は壁の修理や屋根の改修で対応している。 

 消化槽：消化槽で汚泥を減量化・安全化する作業に必要な熱源をボイラーか

ら得る仕組みとなっていたが、事後評価時には不具合があり、消化槽は利用

されていない。事後評価時点では、汚泥は下水処理場内で保管されているが、

中長期的には保管場所には限りがあり、汚泥の最終処理には目途がついてい

ない。 

 SCADA：浄水場では、サンドフィルターのモニタリング機能が停止してい

る。下水処理場では、汚泥処理場所のポリマー用のメーターが SCADA では

確認できない。ASAはメーターを直接確認し、手動で運転する対応を行って

いる。 

 

消化槽が利用されておらず、中長期的には汚泥の保管場所にも限りがある一方、

この課題への対応には明確な目途がたっていないため、運営・維持管理状況には

 
写真 3：沈砂分離機 
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軽度な問題があると考えられる。 

 

以上より、本事業の維持管理は財務状況及び運営・維持管理状況に軽度な問題があ

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、人口増が著しい首都アスタナ市において、上下水道インフラの整備を通

じて、同市における上下水道サービスの普及と質の改善を目指した。事業目的は審査

時、事後評価時のいずれの政策上の重点や上下水道サービスへのニーズ増加とも整合

的であり、妥当性は高い。主としてアスタナ市の建設ブームによる資材費や人件費の

高騰により事業費は計画額から大幅に増加し、また調達の遅れや工事期間の長期化に

より事業期間も計画を上回っており、効率性は低い。給水分野では、給水量、漏水率

は目標値を達成し、本事業を通じた水道メーターの普及や節水意識の向上によって一

人当たり給水量も低下している。下水分野では、人口増により水質は想定されていた

ような改善を見せていないが、カザフスタンの国内法に基づき認可された放流基準及

び日本の標準活性汚泥法を使用する場合の放流基準以下にとどまっている。受益者の

うち 7 割が上下水道サービスの停止を経験しておらず、2～3 割はサービス停止は頻繁

にはないと回答している。以上の点から、本事業の有効性・インパクトは高いと考え

られる。持続性に関しては、財務状況は現在の料金水準では投資コストの回収が難し

く、大規模修繕に必要な資金を確保できないと推察され、また、運営・維持管理状況

では、下水処理場からの汚泥の最終処理に目途がついていない。そのため、持続性に

ついては中程度と判断される。 

以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

ASA は下水処理場内で乾燥汚泥を保管しているため、臭気対策には改善の余地

が大きく、また中長期的には下水処理場内での保管キャパシティにも限界があり、

汚泥の最終処分が課題となる。ASA は早期に自然環境に配慮した乾燥汚泥処理プ

ログラムを策定することが望ましい。 

 

４.２.２ JICA への提言 

ASA による臭気対策を確実にするため、乾燥汚泥の処置に関してモニタリング

を年 2～3 回程度実施し、必要に応じアスタナ市政府に働きかけ、技術面でのアド

バイスを継続することが望ましい。 
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４.３ 教訓 

・家庭雑排水に関する住民キャンペーン 

本事業では当初予測を超える人口増加により、家庭から排出される汚水も増加し、

下水処理に過大な負荷がかかった結果、水質改善の目標を達成できなかった。人口増

加の実績に伴い下水処理上の能力を柔軟に変化させることは困難であるが、住民の協

力による家庭雑排水の汚濁負荷軽減は要検討と考えられる。具体的には、廃油を下水

に流さない、生分解性の洗剤の利用等の対策が考えられる。下水処理場をリハビリ・

建設する案件では、予想を超える人口増加時のコンティンジェンシープランとして、

住民キャンペーンを行い、家庭雑排水の汚濁負荷を軽減させることを検討すべきであ

る。 

 

・長期の訓練期間の設定 

本事業では、導入機器に関して 3 カ月程度の訓練期間が設けられていた。浄水場や

下水処理場の作業要員は機材利用に関して十分な知見を得たが、新しい技術の導入に

もかかわらず、旧来の運転手順を維持する傾向が見られた。運転方法の大幅な変更を

伴うような新技術を導入する場合には、新技術の導入のメリットを十分に理解し実践

に移すまでには時間を要することを前提に、少なくとも 1 年程度（本事業の実績は 3

カ月）の訓練期間が設けられるよう事業期間を設定することが望ましい。 

 

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 

 

 

 

土木工事： 

• 取水ポンプ施設建設（ポンプ数

5基） 

• 導水管の一部更新（約15km） 

• 浄水場建設（浄水能力

100,000m2/日） 

• 配水管更新（約99km）・新市街

での新設（15km） 

• 水道メーター設置（153,900個） 

• 下水処理場リハビリ 

• 下水管更新（約21km、ポンプ数

44基） 

• 汚泥処理機械の導入（汚泥圧

送ポンプの更新、ベルト式汚泥

濃縮設備の新設） 

 

コンサルティングサービス： 

外国人 207M/M 

国内 558M/M 

土木工事： 

• 取水ポンプ施設建設（ポンプ数

6基） 

• 浄水場建設（設計浄水能力

105,000m2/日） 

• 配水管更新（約98km）・新市街

での新設（約6km） 

• 水道メーター設置（85,333個） 

• 下水処理場リハビリ（反応タンク

は事業スコープ外） 

• 下水管更新（約15km、ポンプ数

54基） 

• 汚泥処理機械の導入（消化槽

建設をリハビリに変更） 

 

 

コンサルティングサービス： 

外国人 442M/M 

国内 1,623M/M 

②期間 

 

2003年7月～2008年2月 

（56カ月） 

2003年7月～2012年1月 

（103カ月） 

③事業費 

  外貨 

  内貨 

 

  合計  

  うち円借款分 

  換算レート 

 

19,109百万円 

9,372百万円 

（現地通貨）KZT 10,530 mil. 

28,481百万円 

21,361百万円 

1KZT ＝ 0.89円 

（2002年1月時点） 

 

23,432百万円 

31,897百万円 

（現地通貨）KZT 39,998 mil. 

55,329百万円 

21,253百万円 

1KZT ＝ 0.80円 

（2003年1月～2011年12月平均） 
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