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中国 

江蘇蘇北通楡河灌漑開発事業（Ⅰ）（Ⅱ） 

外部評価者：有限会社ネフカ 

大迫 正弘 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プロジェクト位置図               通楡河 

 

1.1 事業の背景 

中国の農業生産は 1980 年代前半に、農業生産責任制18の実施、国家の農産物買

い付け価格の引き上げなどの施策の導入により大きな発展を遂げ、1978 年には約

３億トンであった食糧生産が、1984 年には４億トンを超えた。しかしその後、耕

作面積や生産性の伸び悩みなどから、1989 年までは停滞傾向にあった。 

一方、人口は 2000 年には 12.5 億人に達し、これに対応するには 5 億トンの食糧

生産が必要とされていた。しかし、上記の停滞状況からこの目標達成が困難とな

ってきたため、第 8 次 5 カ年計画（1991～1995 年）において、1995 年に食糧生産

高 4 億 5,500 万トンという高い目標を設定し、その実現のために、農業生産責任制

の定着、主要農産物作付面積・灌漑面積の増大、化学肥料の増産等を計画した。 

江蘇省は 1990 年当時、穀物が全国第 4 位、綿花が全国第 6 位の生産高を誇って

いた。淮河、長江等の大河川流域に位置し大規模な灌漑が可能なことから、上記

の政策目標の中で同省は全国の灌漑地区の中でも重点開発地域の一つに指定され、

中国の重要な穀物倉庫として他省へ食糧を輸出することが期待された。 

 

                                                  
18 1980 年初頭に始まった制度。農家が家族単位で国家から農業用地を借り受け、農業生産に従事

する。収穫物のうちの一定量は国に納めるが、超過分は農家の自由にできる。それまでの集団農

業（人民公社制度）に代わって、農家の個人裁量が増したことにより、農民の生産意欲が高まり、

農業生産力が大きく向上した。 

  

プロジェクト・サイト 
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1.2 事業概要 

江蘇省蘇北地域において、通楡河を拡張・建設することにより、農業用水供給

の改善による農業生産性の向上ならびに水上交通の拡充を図り、もって同地域の

経済発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 115 億 3,500 万円（第 1 期：40 億 1,800 万円、第

2 期：75 億 1,700 万円）／115 億 3,200 万円（第

1 期：40 億 1,600 万円、第 2 期：75 億 1,500 万

円） 

交換公文締結／借款契約調印 1991 年 9 月（第 1 期）、1995 年 1 月（第 2 期）

／1991 年 10 月（第 1 期）、1995 年 1 月（第 2

期） 

借款契約条件 金利 2.6％、返済 30 年（うち据置 10 年）、一般

アンタイド 

借入人／実施機関 中華人民共和国政府対外経済貿易部 

／中華人民共和国水利部 

貸付完了 1997 年 12 月（第 1 期）、2000 年 2 月（第 2 期）

本体契約 Ranken Enterprises Limited 

コンサルタント契約 なし 

事業化調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀ

ﾃﾞｨ：F/S)等 

1990 年 江蘇省水利勘測設計院 

関連事業 「黄淮海地区加強灌漑農業事業」（1991 年～

1995 年、世銀） 

「泰州引江河事業」（1998 年～2003 年、中国政府）

「泰東河事業」（2010 年、世銀） 

 

２．調査の概要 

2.1 外部評価者 

大迫 正弘（有限会社ネフカ） 

 

2.2 調査期間 

今回の調査にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2009 年 9 月～2010 年 6 月 

現地調査：2009 年 12 月 10 日～12 月 24 日、2010 年 3 月 12 日～3 月 26 日 

 

2.3 評価の制約 
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本事業の開始当初想定した全体期間は 6 年 3 カ月であったが、実際には竣工検

収までに 16 年かかっている。竣工完了後 2 年の時点で事後評価が行われたため、

事前事後比較は 20 年近く前の状態と現在を比較することになった。20 年の間に担

当者は異動・退職し、データは散逸して評価に困難を生じた。また、20 年の間の

社会状況の変化には多大なものがあり、20 年前の計画が現在では妥当性を有して

いない状況も見られた。例えば、本事業は主に農業プロジェクトとして計画され

たが、20 年の間に工業や流通を含む総合プロジェクト的な側面が強くなっている。

本事業は現在、江蘇省沿岸地域の総合開発の上で広範な役割を担っているが、本

事後評価にあたっては、事業従来の目的であった農業生産性の向上および水上交

通の拡充を評価の対象とした。 

 

３．評価結果（レーティング：C） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

中国中央政府は、食糧安全保障の確保、地域所得格差の是正といった問題を解

決するために、本事業審査時の第 8 次 5 カ年計画（1990～1995）から現在の第 11

次 5 カ年計画（2006～2010）に至るまで一貫して、食糧生産の増加、主要農産物

作付面積・灌漑面積の増大、南水北調事業（南方の水を北に引く事業）の一層の

推進などを重要な政策課題としてきた。また、国家戦略「江蘇省沿海地区発展計

画（2009 年 8 月）」は、江蘇省沿海地域の農業、工業、商業に関する総合開発計画

であるが、通楡河は本計画を担う基幹施設の一つと位置づけられている。 

これら中央政府の政策を受けて江蘇省政府は、1990 年当時、省レベルの施策と

して第 8 次 5 ヵ年計画を策定し、10 大基盤プロジェクトを進めたが、本事業はそ

のうちの「黄准海地区の農業総合開発」の一つである。また現在において、上記

「江蘇省沿海地区発展計画」を受けて策定された江蘇省政府の「江蘇省沿海地区

近代的農業発展三年実施方案（2009 年 12 月）」、および塩城市の「塩城市沿海開発

農業発展セクター計画（2007 年）」は、ともに本事業による通楡河水利を前提とし

た、そのさらなる発展と有効活用を計画するものである。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

江蘇省は当時から現在にいたるまで、中国で三指に入る農業生産の高い省であ

るが、江蘇省蘇北に位置する通楡河流域は、1990 年当時、流域耕地面積の 3 分の

1 が 1ha あたり収穫量 3～4.5 トンの中収穫地、2 分の 1 が 3 トン以下の低収穫地で

あった。また、周辺地域には塩化アルカリ地が約 6 万 ha 存在していたが、その多

くは水を大量に供給することによって塩分を取り除いて農地化することが可能な

土地であった。このように、通楡河周辺地域には水利事業による水供給が不可欠

であったが、付近の水資源はもはや限界に近く水質も良くないため、比較的近く
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で良質な水が豊富にある揚子江から引水する大規模な農業用水路が必要とされて

いた。 

また、水上交通に関しては、江蘇蘇北地域には京杭大運河をはじめ、古来から

農業用水確保のため大小の運河が建設されており、交通手段としては小さな船に

よる貨物輸送が主流になっていたこともあり、付近には大規模に整備された幹線

道路や鉄道がなかった。一方、通楡河中部地域の経済発展に伴い、同地域の貨物

輸送需要が高まっていたが、京杭大運河より東側に 1,000 トン級の船が通れる大規

模な運河がないため、水上交通の障害となっていた。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時の旧海外経済協力基金の業務実施方針における重点３分野は(1)環境、(2)

食料･貧困、(3)地域間格差是正のための内陸部重視であり、また、国別実施方針で

は砂漠化防止、環境保全型農業、農村開発や農業生産性改善を通じた貧困緩和事

業、効率的な水資源利用のための水利事業が重点化されている。 

 

以上より、本事業の実施は中国の開発政策、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 効率性（レーティング：c） 

3.2.1 アウトプット 

アウトプットの計画と

実績は本報告書末の表に

示す通り。 

海安（水門）と北六塘河

（水門）のサブプロジェ

クトがふたつ、資金不足

を理由に中止されている。

また、海安サブプロジェ

クトの中止を受けて、本

体工事の一部である海安

－東台間の水路拡張工事

も中止された（図 1）。二

つのサブプロジェクトは

どちらも水上交通目的の

施設であるが、資金不足

の中、本事業の本来目的

である灌漑事業を重視し、比較的優先度の低い水上交通目的の工事を中止したも

図 1 本事業対象地域（江蘇省、塩城市） 
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ので、この判断は妥当なものであったと考えられる。資金不足の原因は建設材料

の高騰である。1990 年代は中国の急速な高度経済成長期にあたり、物価が急上昇

した。「江蘇統計年鑑 2008」によると、建設材料を含む原材料価格指数は 1990 年

代に毎年 120％前後で推移しており、本事業の資金不足はこの影響を受けたもので

ある。 

また、蘇北排水渠カルバートが、淮河入海水道プロジェクト（江蘇省予算によ

る別プロジェクト）の影響を受け、建設完了後に取り壊されている。淮河入海水

道プロジェクトは、1998 年に起きた大洪水の結果を受けて急遽、新たに計画され

た洪水対策のための水路建設プロジェクトである。西の内陸部から東の黄海に排

水する水路であるため、南北に走る通楡河と交差する。工事による周辺への影響

と工事費を 小に抑えるために種々の検討がなされ、交差地点として蘇北排水渠

カルバートが選ばれた。本事業の計画時に淮河入海水道プロジェクトの実施を予

測することは不可能であり、それによる同カルバートの撤去は不可抗力といわざ

るを得ない。 

一方、水門や橋梁といった小規模関連施設が、当初計画で 320 件程度であった

ものが、 終的に 420 件に増えている。これは、長期にわたる工事期間中に鉄道

や道路の整備などといった周辺の社会状況が変化し、それに対応した措置である。 

以上、本事業は 10 年という長期におよぶものであり、事業実施期間中の社会状

況の変化に起因したアウトプットの拡大・縮小が見られる。個々の拡大・縮小は

状況の変化に適宜対応したものであり、その判断を非とするにはあたらないが、

結果として、計画と実績に差が生じることとなった。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

事業実施期間は、計画では 1991 年 10 月～1997 年 12 月の 6 年 3 ヶ月（75 ヶ月）

であったが、実際は 1991 年 10 月～2002 年 12 月（全工事完了時）の 11 年 3 ヶ月

（135 ヶ月）。計画比 180％となり、計画を大幅に上回った。遅延の主な理由は、

1) 1991 年の江蘇省大洪水のための着工遅れ、2) 難工事（響水水門）にかかる調査・

模型実験・設計変更、3) サブプロジェクト中止（3.2.1 参照）にかかる協議および

手続きなどに時間を要したためである。なお、水路に関する基幹工事は 2000 年 12

月に完了し、灌漑用水供給はそれ以前（1997 年）から工事区間完了ごとに随時、

開始されていた。 

 

3.2.2.2 事業費 

本事業の事業費は、計画では 187 億 8,200 万円であったが、実際は 276 億 9,400

万円と、計画比 147%となった。予算超過の主たる要因は、1990 年代の高度経済

成長期における建材の高騰、および用地取得費の値上がり（計画時は 3 元／㎡、
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実績は 6～7.5 元／㎡）である。（この部分の中文は、もとの宙のままにしてくだ

さい。） 

なお円借款分に関しては、計画が 115 億 3,500 万円であるのに対して貸付実行

総額が 115 億 3,200 万円で、ほぼ計画通りである。 

 

以上より、本事業は事業期間が計画を大幅に上回り、事業費も計画を上回った

ため、効率性は低い。 

 

3.3 有効性（レーティング：b） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用・効果指標 

(1) 農業関係の開発効果 

計画時に期待された本事業による農業関係の開発効果は、受益地域 21 万 9,900ha

における灌漑面積の増大、米・麦・綿花の反収増大、作目の変更であるが、通楡

河の統一管理機関19および農業関係機関20ともに受益地域の特定ができておらず21、

運用効果指標のデータも把握されていないため、計画値と実績値の比較による評

価ができなかった。そこで、代替的な方法として、本事業の直接にして 大の受

益地域である塩城市全体の農業指標をもって評価を行うこととする。なお、以下

1)～3)の農業指標はすべて「塩城統計年鑑 2009」（中国統計出版社、2009）による。 

 

1) 耕地面積 

耕地面積は、回帰分析を行うと、本事業実施前から実施中（1985 年～2002 年）

にかけてはわずかに減少傾向、本事業完成後（2003 年～2008 年）はわずかに増加

傾向にあるが、いずれの傾向も顕著なものではなく、図 2 に見る通り、ほぼ一定

といってよいと思われる。したがって、本事業による耕地面積の拡大効果は確認

できない。なお、2000 年に飛躍的に拡大しているが、この理由は不明である。2000

年以降もそれ以前と同様な横ばい状態にあることから、この拡大は、実際に耕地

面積に変化があったのではなく、統計方法の変更が原因ではないかと思われる。 

 

 

 

 

                                                  
19 施設建設の統一管理機関は江蘇省水利庁、施設運営の統一管理機関は塩城市水利局。 
20 塩城市農業委員会農業局 
21 計画時の受益地域は、渠北地域 192,200ha（低中収穫地および塩化アルカリ地）、斗北地域

19,387ha（塩化アルカリ地）、斗南地域 8,313ha（塩化アルカリ地）であるが、これらの地域が特

定できない。また、本事業による現在の受益地域も特定されていない。なお、渠北地域、斗北地

域、斗南地域は行政区画ではないために、塩城市とは一致していない。 
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2) 米の生産高 

米の生産高は、図 3 に見る通り、本事業実施前から実施中（1985 年～2002 年）

にかけて、変動はあるものの、一定の増加傾向にある。本事業完成後（2003 年～

2008 年）、その増加傾向はより顕著になる。通楡河の統一管理機関および農業関係

機関のインタビューによると、本事業以外に大きく生産高に影響を与える事業は

実施されていないところから、本事業は生産高の増加傾向に寄与した一因として

判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 綿花の生産高 

綿花の生産高は、図 4 に見る通り、本事業実施前から完成後にいたるまで（1985

年～2008 年）、ほぼ横ばい状態である。回帰分析を行っても特に有意な傾向は読み

取れない。したがって、本事業による綿花生産高の増大効果は確認できない。 
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(2) 水上交通関係の開発効果 

水上交通関係の開発効果に関しては、

計画時に具体的な運用効果指標が設定

されていなかった。そのため、本評価

にあたっては、響水と大套の２大水門

における通行量および通行料の推移を

もって定量評価を行うこととした。 

響水水門では、通行トン数は 2001 年

の 78 万トンから 2009 年の 626 万トン

まで平均前年比約 134％、通行料収入

は 53 万元から 617 万元まで平均前年比

約 140％、大套水門では、通行トン数は 2004 年の 396 万トンから 2008 年の 486

万トンまで平均前年比約 108％、通行料収入は 308 万元から 472 万元まで平均前年

比約 113％の割合で増加している。本事業前には通楡河に水上交通のための水門は

なく、通行料収入は存在しなかったが、本事業により通行料が新たな塩城市の収

入源となった。 

 

3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

審査時においては、表 1 の通り、経済的内部収益率（EIRR：Economic Internal Rate 

of Return）が算出されており、本事業の経済的収益性は十分との結論を得ている。 

 

表 1 審査時における EIRR 計算の前提と結果 

プロジェクト・ライフ 事業完成後 40 年 

費用 
1. 建設費用 
2. 維持管理費 
3. 設備更新費用 
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図 4 綿花の生産高 

本事業実施前 本事業実施中 本事業完成後 
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便益 

1. 農業生産増大便益（ha 当たりの農業収益） 
2. 水上交通簡便化便益 
   2.1 迂回費用節減便益 
   2.2 川幅拡大による危険防止便益 
   2.3 水門の減少による通行料節減便益 
   2.4 運河距離短縮便益 

EIRR（第 2 期事業審査時） 18.3% 

 

しかしながら、上記 3.3.1.1 (1) の通り、受益地域が特定できないこと、したが

って当該地域の各種便益に関するデータも入手できないことから、事業実施後の

EIRR の再計算は不可能である。 

 

3.3.2 定性的効果 

3.3.2.1 農民へのアンケートおよびインタビュー 

本事業の農業に関する受益効果を定量的・定性的に評価するために、直接の受

益者である塩城市内の農民を対象に、アンケート調査（104 人）およびインタビュ

ー（個別 2 人、グループ 9 人）を行った。事後評価時から 20 年前となる事業前（1991

年）と事業後（2009 年）の比較となるため、アンケートおよびインタビューとも

に信頼度は低いといわざるを得ないが、回答があったものに限って見れば、事業

前と事業後で農業収入（米、麦、綿花など）は約 7 倍、農業支出（種子・苗、肥

料、農薬、農業機械レンタルなど）は 11 倍になっている。 

定性的な回答では、機械化、作物転換、労働力、生活水準といったすべての質

問に対して大いに改善効果があったと答えている。これは、本事業により農業用

水量が増加したことによって農業生産高が増え、農業収入が増え、それによって

トラクターなどの機械の導入や作物転換が可能となり、その結果さらに農業生産

高が増加するという好循環を意味している。 

 

3.3.2.2 水上交通利用企業アンケートおよびインタビュー 

本事業の水上交通に関する受益効果を定量的・定性的に評価するために、直接

の受益者である塩城市内の水上交通利用企業を対象に、アンケート調査（27 社）

およびインタビュー（水上交通利用企業 1 社、水上輸送業者 2 人）を行った。そ

れによると、この 20 年間で年間総水運輸送量が約 11 倍になったのに対して、年

間総水運輸送経費が約 9 倍にとどまっており、水運の費用対効果の高さを示して

いる。定性的な回答でも、輸送コストの安さを指摘する企業が多い（27 社中 20

社）。経済性の他にも、安全性、利便性、迅速性などの改善を指摘する声が多く、

本事業が受益地内の企業に大きな裨益効果を及ぼしていることがわかる。 

 

3.3.3 その他の事業との重複および影響 
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本事業と「黄淮海地区加強灌漑農業事業（1991～1995、世銀）22」は受益地が一

部重複している。ただし、本事業が第 1 次水路建設事業であるのに対して、黄淮

海地区加強灌漑農業事業は、本事業を前提とした第 2 次水路以下の施設建設およ

びそれら対象地域における農業技術普及、農業機械化推進を行う事業である。し

たがって、両事業は受益地域は重複しているものの効果発現に関しては相互補完

関係にあり、両者が一体となって 1 次水路から末端水路までの灌漑システムを構

築するものと見るべきである。 

また、「泰州引江河事業（1998～2003、江蘇省）」および「泰東河事業（2010～、

世銀）」は共に、揚子江から通楡河（本事業）に水を供給するための水路であり、

これら 2 事業と本事業をあわせて一つの「通楡河建設工事」であるととらえられ

ている。中国側は本事業を「通楡河“中段”工事」と呼んでおり、上段、下段の

通楡河の開発はいまだ続けられている。 

 

以上、米の生産高および水上交通関係で本事業の実施による一定の効果発現が

見られるものの、計画時に期待された受益地域の開発効果が特定できないこと、

塩城市内の灌漑面積および綿花の反収に関する定量的効果が確認できないことな

どから、有効性は中程度である。なお、農民アンケートの結果は、記憶に頼って

20 年前との比較を行っていることや、農家のサンプリングに多少の偏りが懸念さ

れることなどから、参考情報として評価に加味するにとどめた。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況（事

業目的にあるインパクト） 

3.4.1.1 地域経済へのインパ

クト 

(1) 塩城市の国内総生産（GDP） 

2000 年以前のデータが入手でき

なかったために事業前と事業後の

比較ができないが、2000 年以降の

経済動向を見る限りでは、図 5 に

見る通り、GDP は江蘇省、江蘇省

蘇北地域、塩城市とも順調な伸び

を見せている。ただし、江蘇省および蘇北地域の伸び率と比較して、本事業の影

響を直接受けている塩城市の伸び率が特に大きいとはいえず、したがって本事業

が地域経済全体にまで影響を及ぼしているとはいえない。 

 
                                                  
22 Irrigated Agriculture Intensification Project, Report No. 9290-CHA, The World Bank 

 

出所：江蘇統計年鑑 2008、塩城統計年鑑 2009 

図 5 江蘇省、蘇北地域、塩城市の GDP 
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(2) 農民一人当たり収入増 

農民一人あたりの純収入前年比は、図 6 に見る通り、本事業開始前の 1985 年当

時から常に前年比 110％前後で増加しており、本事業実施中から実施後にかけても

特に大きな変化は見られない。したがって、統計数値からは本事業の農民収入に

対する裨益効果は読み取れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 環境および社会へのインパクト 

(1) 生活用水の改善 

中国政府の環境基準により水質は、飲用可能水源の 1 類～3 類、農業・工業用途

の 4 類、5 類、農業・工業にも使えない劣 5 類に分けられている。通楡河は、本事

業実施前は 4 類および 5 類に分類されていたが、現在は 3 類に分類されており、「清

水通路」と呼ばれている。この水質改善は、汚染水の排水量および清水の引水量

の増加といった河道設計によるものと、水質監視関連法規および取り締まりの強

化といった政策面によっている。通楡河の水質は「通楡河管理実施法」（市の規定）

と「通楡河水質汚染防止決定」（省の規定）の二つの規定に基づいて管理されてお

り、水質観測データは塩城市水利局のウェブサイト上に公表され、毎週アップデ

ートされている。水道会社が沿岸に数社あり通楡河の水を水道水に用いている。

流域の住民は河の水を生活用水として使っている。農民アンケートでも、水質改

善効果およびそれによる労働軽減の指摘が多数見られた。 

 

(2) 自然環境への影響 

流域面積 27.3 ㎢のうち 24.7 ㎢が緑化可能地域で、すべての地域で緑化工事が完

了している。流域の緑化と汚染対策を積極的に推進した結果、中央政府によって
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図 6 農民一人当たり純収入前年比 

本事業実施前 本事業実施中 本事業完成後 

 

出所：塩城統計年鑑 2009 
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社会効果、生態効果、観光効果を認められ、「国家水利風景区」の認定を受けてい

る。 

希少動物の保護に関しては、本事業で 10 を超え

る河川をつなぐことによって、河川間に湿地帯を形

成したり、その位置や形状を調整し、丹頂鶴やしふ

ぞう等の希少動物の生息に適した生態系の改善に

多大な貢献をしている。当該地域は、丹頂鶴に関し

ては中国国内 大の、しふぞうに関しては世界 大

の保護区を形成している。 

 

(3) 住民移転・用地取得 

審査時点では 6,995 世帯、2 万 9,929 人の住民移転

が見込まれていたが、詳細設計時に移転を 小にするよう計画変更を行い、移転

人口 3,884 世帯、8,977 人に留めたことは高く評価できる。しかし一方で、これら

の計画変更が事業期間延長の一因となったことは否めない。 

農民へのアンケートおよびインタビューによると、用地取得補償金の遅配およ

び移転による収入減（104 人中各 1 人）など、一部の事例を除いて、住民移転・用

地取得は順調に行われ、住民移転後・用地取得後の農業生産や農業収入も向上し

ている。 

 

(4) ジェンダー配慮 

農民へのインタビューによると、本事業により農業用水量が増加して農業生産

高が増え、農業収入が増えたことによってトラクターなどの農業機械の購入や共

同レンタルが行われるようになり、その結果、男女ともに労働負荷の軽減や労働

時間の短縮といった効果が現れている。特に女性は、農作業時間が短縮されたこ

とにより、家事や子育てにより多くの時間が割けるようになったことを歓迎して

いる。 

 

(5) 洪水被害軽減 

2000 年、2003 年、2006 年の増水

期に 4 億トンあまりの冠水が通楡

河を通じて排水され、洪水被害が

おおいに軽減された旨、事業完成

報告書で報告されている。 

ただし、統計データを見ると、

必ずしもその事実を裏づけること

ができない。表 2 に見る通り、1991

降水量 冠水面積 被災人口 経済損失

(mm) (万㎡) （万人） （億元）

1991.6 911 49 508 35
2003.6 604 54 453 55
2006.6 411 41 399 29
2007.6 442 14 137 10

年月

 

四不像（しふぞう） 

表 2 1991 年以降の塩城市の洪水被害 

 

出所：塩城市水利局 
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年（事業前）の洪水時の降水量が 911mm で冠水面積が 49 万㎡であるのに対して、

2003 年（事業後）の洪水時の降水量が 604mm で冠水面積が 54 万㎡と、降水量が

少ないにもかかわらず冠水面積が大きくなっている。これは、1991 年当時は上流

西部に 1,000 ㎢の湿原があり、20 億トンの保水力があったのだが、2003 年時点で

この湿原が 50 ㎢に縮小して保水力が大きく落ちたことが影響している。また、降

雨パターンの違いも冠水面積に影響している。すなわち、洪水時の冠水面積には、

土地の保水力や降雨パターンといった本事業以外の要因が大きく影響しているた

め、洪水被害データから直接本事業の貢献を読み取ることは難しい。 

 

以上、事業目的にあるインパクト（江蘇省蘇北地域の経済発展に寄与する）は、

統計数値から確認することが難しいものの、農民へのアンケートではある程度確

認できた。その他のインパクトとしては、生活用水、自然環境保護、住民移転後

の農業収入などで正のインパクトが見られた。負のインパクトは認められない。 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

3.5.1.1 通楡河の運営・維持管理体制 

施設建設の統一管理機関は江蘇省水利庁であり、施設運営維持の統一管理機関

は塩城市水利局である。塩城市水利局内には、主に水路を管理する塩城市河川管

理所（11 カ所）と水門やポンプステーションといった付属施設を管理する塩城市

通楡河疏流工事管理所（6 機関）がある。 

塩城市水利局内の各機関においては、運営維持管理の内容および手順が標準化

されており、実際の管理業務もそれに準拠して適切に行われている。維持管理に

関する記録類も各機関で手順書に従って適切に取られ、月ごとおよび年度ごとに

製本管理されている。例えば、水路の監視に当たる塩都区通楡河河川堤防管理所

では、日々の監視報告書、異常発生時の報告書、経理報告書などが月単位および

年単位でまとめて塩城市河川管理所に提出され、控えは製本されて管理所長室に

保管されている。 

政府の末端管理機関であり農民との直接の接点である水利ステーションの業務

は、水工事水費の徴収、国の農業政策の宣伝・啓蒙、小規模プロジェクトの実施

管理、洪水対策の４つである。その人員、業務、予算、研修などは省によって定

められており、堅実な運営体制にある。 

 

3.5.1.2 灌漑対象農地の運営・維持管理体制 

末端水路および農地の運営・維持管理は各村に任されており、江蘇省水利庁お

よび塩城市水利局は農地運営に関与していない。農地運営の指導・監督は農業庁・

農業委員会が担当部局であるが、水を提供する立場から、水利庁・水利局の関与
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があってしかるべきではないかと思わ

れる。 

一部に農民の自主運営による用水者

協会が導入されている（塩城市内 23 カ

所）。しかし、用水者協会導入にはイン

フラ整備等の資本投下が必要とされる

ため、塩城市としては、予算的制約か

ら、現在のところ、すべての農地に用

水者協会を導入する方針は立てていな

い。用水者協会を導入しているところ

では、同協会が調整役となって数カ村

まとめた農地管理・水管理が行われるので、村の間の衝突が少なく、村単位で農

地管理を行っている地域よりも総じて運営管理がうまくいっているように見受け

られる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

インタビューおよび視察を通じて得た

情報によると、塩城市水河川管理所およ

び塩城市通楡河疏流工事管理所の技術力

は十分に高く、運営維持管理に関する技

術上の問題は見当たらない。 

技術能力向上のための研修に関しても、

各レベルで体系的で実践的な取り組みが

見られる。江蘇省水利庁では、品質管理

監督研修や安全監督研修など、マクロな

視点に立った研修を関係職員対象に毎年

実施している。水路管理関係の実務的な

研修は水路管理にあたっている市や県がそれぞれに実施している。例えば、塩城

市河川管理所、塩城市通楡河疏流工事管理所などは、技術系職員を対象とした施

設保守管理研修や小規模工事管理研修、事務系職員を対象とした経理事務研修な

ど、それぞれに必要な各種研修を定期的およびアドホックに実施している。テキ

ストも印刷製本された大部なものが出席者全員に配布され、研修を重視している

姿勢がうかがえる。 

水利ステーション・レベルでも、職員対象の水行政研修、水利プロジェクト管

理研修、ステーション長・副長研修、会計研修などが定期的に実施されており、

事務能力および技術能力の維持・向上に組織全体が前向きに取り組んでいる姿勢

がうかがえる。 

 

 

畑地と末端水路 

 

研修風景（大套水門管理所） 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

水路の管理にあたっている塩城市河川管理所（11 カ所）、塩城市通楡河中枢工事

管理所（6 機関）の予算の大部分は市からの予算であるが、その他に、水門通行料

や小規模工事請負費などといった機関ごとの独自収入を得ているところが多い。

市、省、国による階層的な財務支援体制も整っており、全般的に財務状況に問題

はない。 

水路の浚渫費用（水門管理所）およびライニング補修費用（河川管理所）に関

する維持管理費の不足が一部で指摘されたが、運営に支障をきたすほどではない。

船舶の衝突による大規模な施設破損のような大きな問題が起こった場合は（現実

には起こっていないが）、その規模に応じて市、省あるいは国から予算が措置され

ることになっている。 

本事業で設置した小規模施設（小規模なポンプ、水門等）の運営管理は水利ス

テーションが農民から徴収する水工事水費および県からの補助金でまかなわれて

いる。水工事水費の徴収率は 90％台と高い。ごく一部の貧農の未納があるだけで、

平均的農家の徴収率はほぼ 100％である。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

上記 3.5.1 で述べた通り、水路の運営・維持管理には塩城市水利局がその内容お

よび手順を標準化し、それに従って各管理機関が適切に業務を遂行している。末

端水路および農地の運営・維持管理は村および用水者協会に任されており、水利

庁・水利局はまったく関与していないが、運営・維持管理自体は大きな問題もな

く適切に行われている。 

 

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．結論および教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、中国政府の重要政策課題を受けて、江蘇省および塩城市の施策として

実施されたものであり、妥当性は非常に高い。アウトプットの拡大・縮小、事業

期間の大幅遅延、事業費の超過が見られ、効率性は低い。有効性は、受益地域が

特定できていないために代替的な指標による評価になるが、一定の効果発現が認

められ、正のインパクトも発生しているところから、中程度と判断される。実施

機関の維持管理体制、能力、財務いずれも問題なく、持続性は高い。以上より、

本事業の評価は概ね高いといえる。 
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評価 5 項目による総合評価の結果は上記の通りであるが、特筆すべきは現時点

におけるその妥当性の高さである。本事業は、およそ 20 年前に主に農業プロジェ

クトとして計画された。しかしその後、1990 年代の高度経済成長期を挟んで江蘇

省蘇北地域の状況は大きく変化し、その中で本事業は、農業、工業、商業、流通

を含む総合開発に水利を提供するものとして、その重要性を増してきた。現在の

国家戦略「江蘇省沿海地区発展計画（2009 年）」やそれに基づく省や市の施策は当

該地域の総合開発を目指すものであるが、これらはすべて通楡河水利の存在を前

提としている。すなわち本事業は、計画時にも増して現時点において、より広い

意味で、極めて高い妥当性を有する事業となっている点を特記しておきたい。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 水利部門（江蘇省水利庁、塩城市水利局）と農業部門（江蘇省農業庁、塩城市

農業委員会）は、一定のコミュニケーション・チャンネルを有してはいるが、水

利部門が本事業の農業に関する裨益効果をまったく把握していなかったり、村レ

ベルの農地運営にほとんど関与していないなどといった、行政上の偏りが見られ

る。水利部門が自らの事業を効果的・効率的に実施するためには、末端受益者に

及ぼす裨益効果を把握して事業を計画・実施・評価する全体的な視点が必要であ

り、そのためには、水利庁・水利局の農業部門への一層の関与、および農業部門

とのより緊密なコミュニケーションと協力が望まれる。 

 

(2) 他省（甘粛省など）と比較して、江蘇省では用水者協会の普及が比較的遅れて

いるように思われる。塩城市に導入された用水者協会の例を見ると、村単位での

営農に比較して、複数の村を取りまとめた大きな単位で農民主体で営農にあたる

ことから、村と村の連帯が強まり、施設管理や水管理がより効果的・効率的に行

われている。成功例も地域内にあり、用水者協会の一層の拡大普及が望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

JICA には過去の多くのプロジェクトを通して、水利組合等の農民組織化のノウ

ハウが蓄積されているところから、上記(2)の用水者協会の拡大普及に対する効率

的・効果的な支援が可能であろう。 

 

4.3 教訓 

(1) 本事業のような大規模施設工事を行う場合、実施機関は、施設建設のみにとら

われることなく、事業が及ぼす末端の裨益効果を常に視野に入れて、計画・実施・

評価を行うべきである。特に、建設期間中から事業実施後に至る長期的・継続的

な裨益効果モニタリングの実施が望まれる。それによって、インパクトやアウト
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カムといった高いレベルの目標を含む計画の見直しや、事業実施方法の軌道修正、

さらには爾後の類似案件に向けた知識・経験のフィードバックも可能になる。 

 

(2) 2.3 および 4.1 で特記した通り、本事後評価は 20 年前の計画と現在を比較する

ものであり、社会状況の変化による事業目的の妥当性の変化やデータの散逸など、

評価の制約が大きかった。このように事業が長期にわたることが予想される場合

は、適宜、適切な中間時点で、当初計画の見直しも含めた中間評価を行うことが

必要と思われる。 

 

以 上 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

(1) 運河拡張・建設  
①新設：阜寧－響水間57㎞  
②拡張：海安－東台－阜寧間

158㎞  
 

(1) 運河拡張・建設  
①計画どおり  
②海安－東台間中止、東台－

阜寧間 120㎞計画どおり、泰

東河接続区間7.6㎞追加  
(2) サブプロジェクト  
①海安ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（水門１個）  
②響水ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（水門１個）  
③北六塘河ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（水門１

個）  
④蘇北灌漑総渠ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（灌漑

総渠ｶﾙﾊﾞｰﾄ：流量 800㎥ /S、排

水渠ｶﾙﾊﾞｰﾄ：流量110㎥ /S）  
⑤廃黄河ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（廃黄河ｶﾙﾊﾞ

ｰﾄ：流量 500㎥ /S、水門１個、

ポンプ場：揚水量50㎥ /S）  
⑥18の橋梁建設  
 

(2) サブプロジェクト  
①中止  
②計画どおり  
③中止  
④蘇北灌漑総渠ｶﾙﾊﾞｰﾄ：計画

どおり  
④蘇北排水渠ｶﾙﾊﾞｰﾄ：建設

後、取り壊し  
⑤廃黄河ｶﾙﾊﾞｰﾄ：計画どおり

⑤水門１個：計画どおり  
水門付帯施設（5ヶ所）追

加  
⑤ポンプ場：計画どおり  
⑥ 27の橋梁建設（道路橋 23
基、耕作機用橋4基）  

(3) その他関連施設  
通信設備、変電設備、小型水門、

ポンプ場等建設物  

(3) その他関連施設  
渡し（27カ所）、小型施設（421
基 ）、 江 都 市 西 水 門 上 流 導

水・砂州切断整備事業、通楡

河洪水予防指揮システム事

業、水文施設建設事業  

①アウトプット  
 
 
 

 (4)追加事業  
大套電力揚水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ事

業  

②期間  1991年10月～1997年12月  1991年10月～2002年12月  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
115億3,500万円  

72億4,700万円  
（6億900万元）  

187億8,200万円  
115億3,500万円  

1元＝11.9円  
（1994年12月現在）  

 
115億3,200万円  
161億6,200万円  
（8億7,600万元）  
276億9,400万円  
115億3,200万円  

1元＝18.45円  
（ JICA 貸付実行総額（円）

と実質建設資金（元）から

計算）  

 

 

 


