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今回の調査プロジェクトの目的今回の調査プロジェクトの目的今回の調査プロジェクトの目的今回の調査プロジェクトの目的
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ⅠⅠⅠⅠ. アジア開発銀行によるキルギス共和国におけるアジア開発銀行によるキルギス共和国におけるアジア開発銀行によるキルギス共和国におけるアジア開発銀行によるキルギス共和国における

PPPプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定された

７つのプロジェクトの実現可能性の検討７つのプロジェクトの実現可能性の検討７つのプロジェクトの実現可能性の検討７つのプロジェクトの実現可能性の検討

ⅡⅡⅡⅡ. 現地調査を踏まえた、東洋大学現地調査を踏まえた、東洋大学現地調査を踏まえた、東洋大学現地調査を踏まえた、東洋大学PPPスクールからのスクールからのスクールからのスクールからの

PPPプロジェクトの提案プロジェクトの提案プロジェクトの提案プロジェクトの提案

ⅢⅢⅢⅢ. キルギス共和国におけるキルギス共和国におけるキルギス共和国におけるキルギス共和国におけるPPPプロジェクト実現にプロジェクト実現にプロジェクト実現にプロジェクト実現に

向けた体制や制度の検討向けた体制や制度の検討向けた体制や制度の検討向けた体制や制度の検討
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ⅠⅠⅠⅠ. アジアアジアアジアアジア開発銀行によるキルギス共和国における開発銀行によるキルギス共和国における開発銀行によるキルギス共和国における開発銀行によるキルギス共和国における

PPPプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定されたプロジェクト調査から選定された

７つ７つ７つ７つのプロジェクトの実現可能性の検討のプロジェクトの実現可能性の検討のプロジェクトの実現可能性の検討のプロジェクトの実現可能性の検討
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Project 1   タムチ空港の拡張整備と運営タムチ空港の拡張整備と運営タムチ空港の拡張整備と運営タムチ空港の拡張整備と運営

Project 2   首都ビシュケク首都ビシュケク首都ビシュケク首都ビシュケク –––– カラバルタ間カラバルタ間カラバルタ間カラバルタ間 有料バイパス整備と運営有料バイパス整備と運営有料バイパス整備と運営有料バイパス整備と運営

Project 3   ビシュケク市の廃棄物管理の改善ビシュケク市の廃棄物管理の改善ビシュケク市の廃棄物管理の改善ビシュケク市の廃棄物管理の改善

Project 4   オシュ空港の拡張整備と運営オシュ空港の拡張整備と運営オシュ空港の拡張整備と運営オシュ空港の拡張整備と運営

Project 5   バザールコルゴンバザールコルゴンバザールコルゴンバザールコルゴン –––– クルズアンクルクルズアンクルクルズアンクルクルズアンクル –––– サルタガ間道路のサルタガ間道路のサルタガ間道路のサルタガ間道路の

整備と運営整備と運営整備と運営整備と運営

Project 6   ビシュケク市の駐車場整備と運営ビシュケク市の駐車場整備と運営ビシュケク市の駐車場整備と運営ビシュケク市の駐車場整備と運営

Project 7 ビシュケク市の街灯整備ビシュケク市の街灯整備ビシュケク市の街灯整備ビシュケク市の街灯整備
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評評評評 価価価価 ププププ ロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト

ほほほほ ぼぼぼぼ 実実実実 現現現現 可可可可 能能能能

・・・・Osh Airport
・・・・Bishkek car parking

条件とスキームが適切に設条件とスキームが適切に設条件とスキームが適切に設条件とスキームが適切に設

計されている場合に、計されている場合に、計されている場合に、計されている場合に、PPP

の中でインプリメントするべきの中でインプリメントするべきの中でインプリメントするべきの中でインプリメントするべき

可能性を持っている。可能性を持っている。可能性を持っている。可能性を持っている。

・・・・Bishkek- Kara Balta Bypass
・・・・Bazar Korgon – Kyzyl Unkur –

Sargata Road
・・・・Solid waste management in

Bishkek City
・・・・Bishkek City street lighting

実現可能性は低い実現可能性は低い実現可能性は低い実現可能性は低い ・・・・Tamchy Airport
5
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Project 8 ビシュケク市の駐車場と街灯の一体化プロジェクトビシュケク市の駐車場と街灯の一体化プロジェクトビシュケク市の駐車場と街灯の一体化プロジェクトビシュケク市の駐車場と街灯の一体化プロジェクト
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ⅡⅡⅡⅡ. 現地現地現地現地調査を踏まえた、東洋大学調査を踏まえた、東洋大学調査を踏まえた、東洋大学調査を踏まえた、東洋大学PPPスクールからのスクールからのスクールからのスクールからの

PPPプロジェクトの提案プロジェクトの提案プロジェクトの提案プロジェクトの提案
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“ “ “ “ ”””” からからからから “ “ “ “ ”””” とはとはとはとは ・・・・ ・・・・ ・・・・

世界中の世界中の世界中の世界中の のプロフェッショナルたちのプロフェッショナルたちのプロフェッショナルたちのプロフェッショナルたち

の間で使われている有名なの間で使われている有名なの間で使われている有名なの間で使われている有名な です。です。です。です。
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Section 1 :  

とととと 美しい景観美しい景観美しい景観美しい景観

““““ ” ” ” ” と、呼ばれていると、呼ばれていると、呼ばれていると、呼ばれている

---- 澄んだ水澄んだ水澄んだ水澄んだ水

---- 山脈に囲まれている山脈に囲まれている山脈に囲まれている山脈に囲まれている

---- カザフスタンの大都市、アルマトイに近いカザフスタンの大都市、アルマトイに近いカザフスタンの大都市、アルマトイに近いカザフスタンの大都市、アルマトイに近い

- 緑 / 公園

- 荘厳な建物

- 灌漑(用水)システム

- 銅像・アートモニュメント
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Section 1 :  

（（（（Business Improvement District)

は現在の荒廃した市街地の環境は現在の荒廃した市街地の環境は現在の荒廃した市街地の環境は現在の荒廃した市街地の環境

を改善したり、特別指定地域の経済開発を改善したり、特別指定地域の経済開発を改善したり、特別指定地域の経済開発を改善したり、特別指定地域の経済開発

をするために、そのエリアの資産家およびをするために、そのエリアの資産家およびをするために、そのエリアの資産家およびをするために、そのエリアの資産家および

ビジネスから税として集められる資金をビジネスから税として集められる資金をビジネスから税として集められる資金をビジネスから税として集められる資金を

使用している使用している使用している使用している

観光関連施設を利用する旅行者に租税観光関連施設を利用する旅行者に租税観光関連施設を利用する旅行者に租税観光関連施設を利用する旅行者に租税

負担、負担、負担、負担、政府や地元住民の負担は無政府や地元住民の負担は無政府や地元住民の負担は無政府や地元住民の負担は無いいいい

ーーーー ホテル、空港、レンタカー、レストランホテル、空港、レンタカー、レストランホテル、空港、レンタカー、レストランホテル、空港、レンタカー、レストラン

（Baltimore, Maryland USA)

（New York City, New York USA)
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スキームの提案スキームの提案スキームの提案スキームの提案

Section 2 : 

ＰＰＰ org

Skilled Personnel

From public sectors

Personnel from

Private sectors

Personnel 

from

Financial 

insitution

ＮＧＯ

○○○○民間的な民間的な民間的な民間的な効率的な効率的な効率的な効率的な経営経営経営経営を行うためを行うためを行うためを行うため

○○○○農業技術の指導、農業施策や制度農業技術の指導、農業施策や制度農業技術の指導、農業施策や制度農業技術の指導、農業施策や制度

設計に活かす設計に活かす設計に活かす設計に活かすためためためため

○○○○官民農業関係等の人材による組織官民農業関係等の人材による組織官民農業関係等の人材による組織官民農業関係等の人材による組織
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手法による手法による手法による手法によるごみの分別ごみの分別ごみの分別ごみの分別とととと再資源化再資源化再資源化再資源化の提案の提案の提案の提案

3Rの促進の促進の促進の促進 (Reduce, Reuse, and Recycle)

少なくとも少なくとも少なくとも少なくとも 30% のごみがのごみがのごみがのごみが再資源化再資源化再資源化再資源化によってによってによってによって減量減量減量減量が可能が可能が可能が可能

（廃棄物処理場の延命化）を図る・・・（廃棄物処理場の延命化）を図る・・・（廃棄物処理場の延命化）を図る・・・（廃棄物処理場の延命化）を図る・・・

その他にもその他にもその他にもその他にも

・・・・ 環境に優しい循環型社会の実現環境に優しい循環型社会の実現環境に優しい循環型社会の実現環境に優しい循環型社会の実現

・・・・ リサイクル産業の創出、雇用の確保リサイクル産業の創出、雇用の確保リサイクル産業の創出、雇用の確保リサイクル産業の創出、雇用の確保

・・・・ 資源物の売却による収益資源物の売却による収益資源物の売却による収益資源物の売却による収益

・・・・ リサイクル産業の将来性（国内外への資源供給、外貨獲得）リサイクル産業の将来性（国内外への資源供給、外貨獲得）リサイクル産業の将来性（国内外への資源供給、外貨獲得）リサイクル産業の将来性（国内外への資源供給、外貨獲得）
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の設置の設置の設置の設置（例：ビシュケク市）（例：ビシュケク市）（例：ビシュケク市）（例：ビシュケク市）

○○○○ 市長直属市長直属市長直属市長直属のののの の設置を行う。代表者の任命権限の設置を行う。代表者の任命権限の設置を行う。代表者の任命権限の設置を行う。代表者の任命権限

は市長がは市長がは市長がは市長が持つ持つ持つ持つ

○○○○ プロジェクトの担当者は、プロジェクトの担当者は、プロジェクトの担当者は、プロジェクトの担当者は、 推進に推進に推進に推進に専属専属専属専属で従事出来で従事出来で従事出来で従事出来るるるる

人材を配置人材を配置人材を配置人材を配置するするするする

○○○○ 代表者は、代表者は、代表者は、代表者は、 の法の法の法の法制度や技術に精通制度や技術に精通制度や技術に精通制度や技術に精通した人材。した人材。した人材。した人材。公募公募公募公募によによによによりりりり

人選人選人選人選するするするする

○○○○ において民間企業の経営手法や能力を引き出すため、において民間企業の経営手法や能力を引き出すため、において民間企業の経営手法や能力を引き出すため、において民間企業の経営手法や能力を引き出すため、

民間出身者民間出身者民間出身者民間出身者のののの人材人材人材人材をををを登用登用登用登用するするするする

○○○○ 国際的に経験のある国際的に経験のある国際的に経験のある国際的に経験のある専門家専門家専門家専門家を少数混ぜ、世界でのベストプラを少数混ぜ、世界でのベストプラを少数混ぜ、世界でのベストプラを少数混ぜ、世界でのベストプラクククク

ティスや技術についてティスや技術についてティスや技術についてティスや技術についてアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスさせることさせることさせることさせることがががが必要必要必要必要
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. 

事業を実施するための事業を実施するための事業を実施するための事業を実施するための資金調達資金調達資金調達資金調達

プロジェクトを実施する際の最大の課題プロジェクトを実施する際の最大の課題プロジェクトを実施する際の最大の課題プロジェクトを実施する際の最大の課題がががが資金調達資金調達資金調達資金調達であるであるであるである。。。。

①国際援助機関からの資金提供を活用した①国際援助機関からの資金提供を活用した①国際援助機関からの資金提供を活用した①国際援助機関からの資金提供を活用した プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

②民間ファンドを活用した②民間ファンドを活用した②民間ファンドを活用した②民間ファンドを活用した プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

キルギスでキルギスでキルギスでキルギスで を推進するためのその他の課題を推進するためのその他の課題を推進するためのその他の課題を推進するためのその他の課題

○透明性と政府の安定性の確保○透明性と政府の安定性の確保○透明性と政府の安定性の確保○透明性と政府の安定性の確保

○国内産業の育成○国内産業の育成○国内産業の育成○国内産業の育成((((将来的な国益を考える）将来的な国益を考える）将来的な国益を考える）将来的な国益を考える）

○事業の優先順位○事業の優先順位○事業の優先順位○事業の優先順位（戦略的な事業選定と優先順位付け（戦略的な事業選定と優先順位付け（戦略的な事業選定と優先順位付け（戦略的な事業選定と優先順位付け))))

○利用料金の決め方の明確化○利用料金の決め方の明確化○利用料金の決め方の明確化○利用料金の決め方の明確化（民間側にとっては必要なルール）（民間側にとっては必要なルール）（民間側にとっては必要なルール）（民間側にとっては必要なルール）

○○○○PPPPPPPPPPPP法に係わる課題法に係わる課題法に係わる課題法に係わる課題（ガイドラインの作成等）（ガイドラインの作成等）（ガイドラインの作成等）（ガイドラインの作成等）
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最後に・・・最後に・・・最後に・・・最後に・・・
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