
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：チュニジア共和国 

案件名：メジェルダ川洪水対策事業（Mejerda River Flood Control Project） 

L/A調印日：2014 年 7月 17日 

承諾金額：10,398 百万円 

借入人：チュニジア共和国政府（The Government of the Republic of Tunisia） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における治水セクターの開発実績（現状）と課題 

チュニジアは、国土全域の年間平均降雨量が 500mmと少なく、国土の半分が半

乾燥気候条件下にある。同国北部にあるメジェルダ川は同国において通年で流水

を維持する唯一の河川（国内流路延長 312km、流域内の国内人口約 133万人1）で

あり、国内では比較的豊富な降雨量と肥沃な農地を背景に、小麦生産・畜産業

（牛・山羊等）を通した農業生産・食糧供給に加え、食品加工（オリーブ油、チ

ーズ、トマトピュレ）等の企業活動も活発な地域であることから、同流域の農業

は同国経済と食糧安全保障の重要な一翼を担っている。 

一方、メジェルダ川を含む同国北部では、近年、集中豪雨が頻発し、大規模な

洪水被害が発生している（2000年、2003年、2004年、2005年、2009年、2012

年）。なかでも 2003年 1月に発生した大洪水では 2.7 万人の避難者と数名の死

者が発生したほか、農作物、家屋等への被害のほか交通遮断も発生し、同国の社

会・経済に甚大な損害を与えた。また、2012年 2月には、死者 5名、2.2万 ha

に及ぶ農地に浸水被害をもたらす大規模の洪水が発生した2。2011年 1月の革命

後に発生した本洪水は、革命による社会・経済の混乱に直面した住民の、メジェ

ルダ川の洪水対策にかかる政府への要求を高めることになった。こうした大規模

洪水は、農作物、インフラ設備や家屋等の物質的損失にとどまらず、経済活動の

停滞や災害をきっかけとした貧困の増加等、経済的・社会的損失を伴うことから、

同国が持続可能な開発を達成する上でのリスク要因の一つであり、同対策への取

り組みが必須となっている。 

 

(2) 当該国における治水セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

  チュニジア政府は「第 11次社会経済開発 5ヵ年計画（2007年～2011年）」に

おいて重点分野として洪水被害軽減を掲げ、後続の「社会経済開発 5ヵ年計画

（2012～2016 年）」においても、環境保全及び持続可能な開発を重点分野とし、

本事業を優先課題として挙げていた。現時点で効力を持つ国家開発計画は不在

であるものの、本事業は 2014年予算法にて予算措置されていること、TICAD V

                                                   
1 出典：チュニジア共和国メジェルダ川に係る気候変動影響を考慮した統合流域管理・洪水対策

検討調査最終報告書（JICA） 
2 出典：同上 

円借款用 



でマルズーキ大統領が安倍首相に本事業への支援を要請したこと等からも、本

事業は国家プロジェクトとして位置付けられていることが明確である。 

 

(3) 治水セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

対チュニジア共和国国別援助方針の重点分野である「持続可能な産業育成」

において、「環境保全・気候変動対策・防災」を協力プログラムとして掲げてお

り、河川の洪水対策支援は我が国及び JICAの援助方針に合致し、中進国向け円

借款支援分野の「環境」及び「防災・災害対策」にも合致する。「世界防災閣僚

会議 in東北」（2012年 7月）では、日本として国際社会の防災分野の取組を主

導していく決意を表明し、「兵庫行動枠組 2005-2015」を積極的に推進している。

また、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（2013年 1月）において、日本の

防災に関する知見等の国際的な活用を掲げている。 

援助実績としては、チュニジアの治水セクターにおける有償資金協力として、

「都市洪水対策事業（1997年度、承諾金額 3,130百万円）」及び「チュニス大都

市圏洪水制御事業（2007年度、承諾金額 6,808百万円）」があり、技術協力分野

では、2006 年から 2年間に亘り、開発調査「メジェルダ川総合流域水管理計画

調査」を実施した。また、本事業の協力準備調査（気候変動影響評価及び流出

解析）を通じて気候変動と防災についての日本の知見をチュニジア政府関係者

や研究者に共有した。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

洪水対策分野における他の援助機関によるプロジェクトは、これまでアフリカ

開発銀行（AfDB）及び世界銀行（WB）が支援を行ってきた。 

AfDBは、設備・国土整備・持続開発省都市水理局に対し、2005年に「大チュニ

ス洪水対策調査（Etude de Protection contre les Inondations du Grand Tunis）」

（第1フェーズ）3を、2012年に「チュニス市北西部洪水対策調査（F/S調査）4」

を支援した。 

世銀は、1977年にシディサレム・ダム建設事業に42百万USドルの資金供与を行

った。また1982年にはチュニジア中部のスファックス市で発生した洪水被害に

対し復旧・復興支援を行い、洪水対策に係る48百万USドルの事業資金のうち25

百万USドル（堤防の補修、排水路整備、近隣市町村の復旧支援等）を支援した。 

 

(5) 事業の必要性 

事業対象のメジェルダ川流域は、小麦生産・畜産業及び食品加工業等の企業活

                                                   
3 本調査ではチュニス市内での洪水対策に関する検討が行われ、メジェルダ川下流域は調査対象

に含まれていない。 
4 本調査の対象地域はチュニス市とメジェルダ川流域のチュニス～ビゼルト高速道路（メジェル

ダ川と河口より 16.017km地点で交差）より下流部とされており、一部が D2ゾーンに含まれてい

る。しかし、本事業ではカラート・アンダルース橋より上流部分について河道改修を行うことで

設備・国土整備・持続開発省と調整されており、農業省と設備・国土整備・持続開発省との土木

工事の重複は生じない予定である。 



動が活発であり、農業生産・食糧供給・雇用創出の観点から、同国の経済の一翼

を担っている。同地域は、近年頻繁に洪水被害が発生していることから、メジェ

ルダ川の洪水対策はチュニジアの経済開発を円滑に進める上での喫緊の課題で

ある。我が国はマスタープランの策定支援等を通して、防災の知見を活かした知

的貢献を行ってきていることに加え、本事業はチュニジアの開発政策並びに我が

国及びJICAの援助方針に合致していることから、JICAが本事業の実施を支援する

ことの必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要 
 

(1) 事業の目的 

本事業は、メジェルダ川流域を対象に河川改修等のインフラ整備を行うことにより、

同流域における洪水対策機能の強化を図り、もって洪水被害の軽減及び地域住民の生

活環境の改善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 

メジェルダ川の下流域（アリアナ県、マヌーバ県、ビゼルト県） 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容 

①土木工事（国際競争入札） 

（イ）河川改修工事（①ロット1：34.2㎞、ロット3：26.2㎞、②堤防建設、河道

掘削、橋梁の改築・新設（6箇所）） 

（ロ）エル・マブトゥ遊水地の機能改善工事（①ロット2：23.2㎞、②放水路、

排水路、越流堰（2箇所）、橋梁の改築・新設（9箇所）） 

（ハ）水門等の調達・設置工事（ロット4：41箇所） 

②調達機器（国内競争入札） 

（イ）事業監理のための車両調達（ロット5） 

2) コンサルティング･サービス 

詳細設計（D/D）、入札補助、施工監理、既存の非構造物対策（ダム管理システ

ム、避難・水防システム）の効果的運用計画の策定支援（ショート・リスト方式） 

(4) 総事業費 

13,426百万円（うち、円借款対象額：10,398百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2014年 7月～2023年 9月を予定（計 111ヶ月）。土木工事完了（2022年 9月）をも

って事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：チュニジア共和国政府（The Government of the Republic of Tunisia） 

 2) 事業実施機関：農業省（Ministry of Agriculture）（なお、同省のダム・大規

模水理土木総局（Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux 

Hydrauliques。以下、「DG/BGTH」という。）が本事業を担当する。） 

 3) 操業・運営／維持・管理体制：農業省農業開発事務所が操業・運営/維持・管理

を行う。 



(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。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価報告書は、農業省が現在作成中であり、

2014年末には環境保護庁により承認される予定。 

④ 汚染対策：本事業によるメジェルダ川沿いの高水敷5の掘削・拡幅により大量

の掘削残土が発生する。これらの掘削残土は、築堤材料等として再利用できる

ものは優先的かつ有効に活用する。余剰残土については、同国国内法を満たす

ことを確認の上、土捨て場へ確実に運搬し処理することで、負の影響を最小限

とする予定。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域はラムサール条約により登録されている湿地の上流

に位置しているが、本事業で実施される土木工事は全て水の流れていない高水

敷で実施され、河川への影響は想定されず、自然環境への望ましくない影響は

重大でないと想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業に伴う用地取得（232ha）及び住民移転（2世帯）は、JICA

環境社会配慮ガイドライン及び同国土地所有法に基づき手続きが進められる。 

⑦ その他・モニタリング：本事業では工事中は水質汚濁等について、供与後は自

然生息地等について、DG/BGTH によってモニタリングが実施される予定。 

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、障害者

配慮等）：特になし。 

(8) 他ドナー等との連携：協力準備調査の成果（東京大学による流出解析シミュレー

ション）はチュニジアのみならずセミナー等により他国の関係者に共有した。  

また、2014 年 10月頃には、我が国の経験を踏まえ、洪水被害の軽減策並びに洪

水災害時の対処策（特にコミュニティ防災）を紹介することを目的に、本事業

対象地域の関係行政官を対象に防災セミナーを開催する予定。 

(9) その他特記事項：本事業は、気候変動対策「適応」に資すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 高水敷は、堤外地（堤防ではさまれた区域）のうち、低水路（平常時の河川流路）より一段高

い部分の敷地をいう。 



4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値(2012年）    

（10年確率規模洪水） 

目標値(2024年) 

【事業完成 2年後】 

年最大洪水氾濫面積（ha） 9,137 4,171 

年最大浸水戸数（戸） 10,975 0 

年最大流量（m3/秒） 実施機関が継続して観測を行う。 

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 29.1％となる。なお、

財務的内部収益率（FIRR）は算出せず。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：洪水被害軽減額 

プロジェクト・ライフ：50年 

(2) 定性的効果：地域住民の生活環境の改善 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

チュニジア及び事業対象周辺地域の政治経済情勢の悪化、自然災害等による事業実施

遅延 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

（1）類似案件の評価結果 

チュニジア「都市洪水対策事業」の事後評価結果等からは、外部条件の変更

（2003 年に発生した洪水規模）を適時に精査し、当該事業の詳細設計に効果的

にフィードバックしたことにより、2007 年に発生した豪雨に際しては被害を最

小限に抑えたとの教訓が得られている。また、フィリピン「アグサン川下流域

開発事業（洪水制御Ⅱ）」の事後評価結果等では、用地取得等に関わる実施機関

と対象住民の合意形成を円滑に行うには、適切な住民への説明と公聴会の早期

開催が妥当であるとの教訓が得られている。 

（2）本事業への教訓 

上記教訓を踏まえ、本事業においても、外部条件の変更が発生した場合には、

柔軟かつ適時に対応し、詳細設計に効果的にフィードバックするよう留意する。

用地取得・住民移転については、農業省が住民説明会を協力準備調査の時点か

ら開催し、早期に対応をとっており、地籍調査や環境影響評価調査の一環でも

住民への説明を行っている。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1）年最大洪水氾濫面積（ha） 

http://tw3s0301.jica.go.jp/data/system/oda_loan/report/anken_detail.asp?lano=TS%2DP15


2）年最大浸水戸数（戸） 

3）年最大流量（m3/秒） 

(2) 今後の評価のタイミング：事業完成 2年後 

以 上  


