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中華人民共和国 

柳州酸性雨及び環境汚染総合整備事業 

外部評価者：㈱アースアンドヒューマンコーポレーション 金子 眞知 

１．案件の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト位置図  ガス供給事業 

 

1.1 事業の背景 

 中国は、1987 年に改革・開放路線に転換して以来、順調な経済成長を続けており経済面

における発展は目覚ましいものがある。しかし一方で、一次エネルギー消費における石炭

への過度の依存から、発電燃料・工業原料としての石炭使用による大気汚染が深刻化して

いる。近年は酸性雨の被害も多く報告されており、工業化に伴う環境問題は、開発と両立

させつつ配慮していかねばならない重要なテーマである。 

本事業の対象市である柳州市は、中国の西南地区にある広西壮族自治区の工業都市であ

る。石炭燃焼による大気汚染が重要な問題となっており、特に酸性雨汚染は、深刻な状況

である。加えて、近年の急速な経済発展等に伴いゴミ廃棄量が年々増加し、ゴミ処理問題

を解決することも柳州市にとっての急務になっている。 

 こうした状況を受け、柳州市のガス供給事業、ゴミ処分場建設、及び非公共の各種工場

における環境改善事業に取り組むため、本事業を実施することとなった。 

 

1.2 事業の概要 

柳州市においてガス供給の拡大、ゴミ処分場の建設、及び工場の排気処理設備の設置を

行なうことにより、大気汚染と水質の改善、及び都市衛生の向上等を図り、もって同市の

生活環境改善に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 2,300 百万円／2,299 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1996 年 12 月／1996 年 12 月 

借款契約条件 金利 2.1 ％、返済 30 年（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／柳州市人民政府 

貸付完了 2003 年 1 月 

中華人民共和国 
広西チワン族自治区 
柳州市 



I - 2 

本体契約 － 

コンサルタント契約 － 

関連調査 

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 

F/S: JICA 柳州市大気汚染総合対策計画調査 1995 年 12 月

SAPROF: 1995～96 年 

関連事業 JICA 技協：柳州市環境対策（M/P 作成） 

 

 

2．調査の概要 
 

2.1 外部評価者 

金子 眞知 （㈱アースアンドヒューマンコーポレーション） 

 

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：2009 年 12 月～2010 年 10 月 

現地調査：2010 年 2 月 28 日～3月 23 日、2010 年 5 月 6日～5月 29 日 

 

2.3 評価の制約 

 本事業は、全４件のサブプロジェクトから構成されているため事業総体としての有効性

を確認することが困難であった。このため、これら複数のサブプロジェクトが目指したア

ウトプット、及び有効性の運用・効果指標の達成状況をそれぞれ確認するとともに、俯瞰

的な視点から事業総体としての評価を行った。なお、各評価項目にかかり可能な限りサブ

プロジェクト個々についての記載を行なうが、妥当性、インパクト及び持続性については

事業総体としての評価を行った。 

 

 

3．評価結果（レーティング：B） 
 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 本事業の審査時において、中国政府は「国家環境保護 第 9 次 5 カ年計画、及び 2010 年

長期目標」を策定し、「国家５カ年計画（第 9 次 5 カ年計画[1996～2000]）」に環境計画を

組み込む方針を示した。また、同環境計画では、「汚染物質排出の総量規制政策」と「世紀

を跨ぐグリーンプロジェクト」の２つを戦略的プロジェクトとし、これらを実施するため

に環境投資額を増加すること、汚染物の総量規制を実施すること、及び水・大気環境を汚

染対象の重点とすること等が定められた。 

事後評価時においては、前政策の「国家環境保護 第 10 次 5 カ年計画(2001-2005)」の期
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間中に多くの環境問題が進展しなかったとの評価を踏まえ、「第 11 次 5 カ年計画

(2006-2010)」（以下、11.5 計画）の基本原則に、環境保護と経済成長を共に重視する方向

へと転換することを掲げている。また、同 11.5 計画では、2010 年までに、二酸化硫黄排出

量と化学的酸素要求量をそれぞれ 10％削減するという数値目標を掲げ、酸性雨の拡大を食

い止めることも重点分野の一つとしている。なお、柳州市は、同 11.5 計画の中で環境保護

重点都市（全 113 市）の一つに指定されており、大気汚染の総合的な防止・処理を重点に、

大気環境の質的改善に努めるとしている。 

また、市レベルにおいても 「柳州市国民経済と社会発展“十五”計画要綱」と「柳州市

環境保護“十五”計画と 2015 年までの長期目標」にて、工業と環境保護の調和が取れた経

済発展を重視するとした上で、省エネルギー型社会の建設と環境保護の強化に努め、人と

自然との調和的発展を実現する必要があるとの方針を示している。 

以上の点から、本事業の政策面での整合性は審査時、及び事後評価時ともに高いと判断

できる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

(1) 事業審査時の開発ニーズ 

柳州市は、中国の西南地区にある広西チワン族自治区の工業都市であり、工業用・民生

用に石炭を多く利用していたが、同市で一般に使用されていた石炭は低品位(3000kcal/kg)

で、硫黄分(4～7％)及び灰分(50％)が非常に多く含まれたものであった。このため、同市

の大気汚染は深刻な状況にあり、1993 年の年平均 SO2濃度は 0.217mg/Nm3と国家二級環境基

準（0.06mg/Nm3）の 3.6 倍の数値に達していた。また、酸性雨の平均 pH は 4.18～4.761、降

雨頻度は 86～98％と中国国内での酸性雨汚染が も深刻な都市の一つとなっていた。 

さらに、好調な経済成長に伴いゴミ排出量の増加も同市の重要な課題となっていた。1994

年時点の柳州市の人口は 80 万人に達する一方で、既存のゴミ埋め立て処分場は小規模なも

のが１カ所あるのみで、1998 年の半ばには満杯となる試算であった。また、従来の処分場

には浸出液の処理設備等、衛生維持のための施設がなく、環境・衛生面での問題も抱えて

いた。 

 

(2) 事後評価時の開発ニーズ 

 柳州市は、広西チワン族自治区 大の工業基地として発展し、2007 年には国有企業及び

年商 500 万元以上の非国有企業の工業総生産が 550 億元に達している。その一方で同市は

大気汚染による深刻な酸性雨問題や工業廃棄物による河川の汚染問題を改善させるため、

ここ数年、莫大な資金を投入し、企業への汚染物資排気量への取り締まりを強化するとと

もに、河川の汚水処理や都市部のゴミ処理などに力を入れている。この結果、大気質につ

いては、2008 年度の国家大気質環境基準達成日が 360 日となり、大幅に改善している。ま

                                                  
1 全く汚染のない雨でも空気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため、pH は約 5.6 となっていることから、一般的に、

pH が 5.6 以下の雨が酸性雨とされている。 
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た、酸性雨の頻度についても、1995 年には 84.6%（平均 pH4.19）であったが、2008 年には

43.4%（平均 pH5.07）と改善傾向を示している。 

今後も、工業総生産の増加が予想される中、大気汚染対策を徹底し、酸性雨頻度をさら

に軽減していくことは、依然として柳州市の重要課題である。また、急速に都市化と人口

増が進んだことにより、生活ゴミが増大しており、ゴミ処理問題も引き続き重要課題であ

る。 

 以上から、柳州市の環境は改善の方向にあるが、環境保護と経済成長を両立させること

は引き続き重要な開発課題であり、依然として開発ニーズは高いと言える。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

1992 年当時の ODA 大綱において、環境保全は ODA 基本理念のひとつとして掲げられると

ともに、日本は 1992-96 年度の 5 年間に環境 ODA を大幅拡充することを国連などで対外的

に表明している。 

また、当時の対中国援助方針には「有償資金協力を中心に、経済インフラ整備に資する

協力を行うとともに、相対的に開発余地の大きい内陸地域の支援にこれまで以上に配慮す

る。」ことが重点項目として掲げられている。また、重点分野の一つとして環境分野が掲げ

られ、わが国の経験と技術を活かして、省エネルギー、廃棄物リサイクル、煤煙処理、排

煙脱硫等の大気汚染防止及び下水道等の水質汚濁防止対策について、援助を進めるとして

いる。 

以上、本事業は、1990 年代後半より本格的に開始された対中環境協力の柱である環境円

借款事業の一つとして実施されており、審査時の日本の援助政策と整合していたものと判

断できる。 

 

3.1.4 サブプロジェクトの選定 

柳州市政府は、重大な汚染源となっていた中小企業 10 数社（紡績染色工場など）を 2007

年に閉鎖する等、強い姿勢で環境対策に取り組んでいる。また、より確実に石炭使用量や

汚染物質排出量の削減を実現するために、エネルギー消費量の多い大規模企業の環境対策

への取り組みを促進することを目的にモデル企業の育成にも努めている。具体的には、サ

ブプロジェクトの実施機関の一つである柳州鋼鉄所集団株式会社は、柳州市からの要請を

受け、2001 年より環境対策への本格的な投資を始め、現在はモデル企業の一つと位置付け

られている。 

上述のような環境の中、本事業では 4 件のサブプロジェクトを実施したが、柳州市政府

が、企業側に対して国家基準を上回る汚染物質削減目標を求めたことにより、本事業によ

って導入された汚染物質処理設備が、より高度な処理能力を備えた設備に更新された事例

がある。また、生産量の増大や原材料価格の高騰により、導入した設備の仕様ではニーズ

を満たせず、設備更新または計画変更をしている事例もある。 

しかしながら、環境対策の強化や市場ニーズの変化に対応するために取られた措置であ
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ることから、各サブプロジェクトの選定自体に問題点はなかったと判断する。 

 

 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、またサブプロジェクトの選定にも問題点はなかったと判断されるため、妥当性

は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：b） 

3.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットを評価するにあたり、審査時から大きく変更のあった事項を以下

に特記する。 

1) 審査時において「3)柳州化学肥料工場排気対策」、及び「4)柳州鋼鉄所コークス燃焼ガ

ス脱硫」の 2 件のサブプロジェクトは、ツーステップローン方式を導入する予定であ

ったが、以下の要望が中国側より出されたため、ツーステップローン方式は使用しな

いこととした。 

＊ 対象 2 案件は非公共事業としての取扱いであるが、中国ではすべての事業は地方政

府主管とするのが通常であるため、同 2 件の実施機関を中国輸出入銀行から柳州市

政府とする。 

＊ 本事業は一つの環境改善事業として実施されるにも関わらず、公共事業のサブプロ

ジェクトには環境特利を適用し、非公共事業には適用しない（金利等の条件が厳し

くなる）ということにより、本事業を実施する当初の趣旨が薄れてしまうため、ツ

ーステップローン方式による取扱いを改める。 

2) 全 4 件のサブプロジェクトのうち 3 件について、導入された設備と現状ニーズに差異

が生じ、施設の全部または一部が実施機関の資金によって更新されている。 

 

以下の表 1 に示す通り、全 4 件のサブプロジェクトについて、当初予定した施設、資機

材の仕様から変更が生じている。特に、「1)ガス供給事業」は原油価格の高騰や市場ニーズ

の変化を受けて、大幅な計画変更が生じているが、事業を取り巻く環境が変化する中、公

共性の高いガス供給事業を適切に実施すべく、その都度 善策を検討し、実行してきたこ

とから、妥当な対応であったと判断される。また、「2)ゴミ処分場建設事業」についても、

政府の設計基準変更に対応するための措置であり、事業体にとっての不可抗力に類する事

象であったと判断される。 
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表 1 アウトプットにかかる計画・実績の対比表 

1) ガス供給事業（実施機関：柳州中燃都市ガス発展株式会社） 

審査時計画 実績 差異分析、及び変更の経緯 

① 都市ガス供給配管網 110km 

② ガス制圧所 27 カ所 

③ 液化石油ガス用 

貯蔵タンク：400 m3  4 基 

混合機（液体ガスと空気を 

混合する装置） 

④ コークスガス用 

貯蔵タンク：54,000 m3  2 基 

 

① 都市ガス供給配管網 110km 

② ガス制圧所 27 カ所 

③ 液化石油ガス用 

蟠龍山ガス貯蓄ステーション 

貯蔵タンク：100 m3  4 基 

混合機（液体ガスと空気を 

混合する装置） 

充填装置 

板栗園ガス貯蓄ステーション 

貯蔵タンク：2000 m3  2 基 

④ コークスガス用 

柳北ガス貯蓄ステーション 

貯蔵タンク：50,000 m3  2 基

 

仕様・設置箇所につき、大幅な変

更がある。変更の経緯と理由は以

下の通り。 

 

当初計画： 

 液化石油ガス（LPG）とコーク

スガス（柳州鉄鋼からの引き入

れ）の両方を市民に供給する。 

第１回変更：  

ＪＩＣＡの意向によりコークス

ガスは柳州鉄鋼から引き入れる

計画であったが、安定したガス供

給量の確保は困難と判断し、全て

の施設を LPG 用とすべく計画変

更、建設を開始した。 

第２回変更： 

原油価格の高騰を受け、液化石

油ガス（LPG）の価格の高価が続

き、市民の需要は激減した。この

ため、LPG への投入を続ければ、

事業の採算が見込めないと判断

し、後期建設を中断した。 

また、LPG に比べて安価な液化天

然ガス（LNG）の利用を決定し、

一部施設を利用しつつ、住民への

供給販売を開始した。 

第３回変更： 

 柳州鉄鋼所からの安定的なコ

ークスガス供給が可能となった

ため、「柳北コークスガス貯蓄ス

テーション計画」を立案し、2008

年 5 月に正式に建設を始め、2009

年 11 月に完工、住民への都市ガ

ス供給を開始した。 

2) ゴミ処分場建設事業（実施機関：柳州環境衛生管理処） 

審査時計画 実績 差異分析、及び変更の経緯 

① ゴミ処分場の建設 ロックフ

ィルダム式堤体等（排水溝埋

め立て堰き、洪水防止壁の設

置） 

② 付帯設備の建設(浸出水の集

水設備、ガス抜き処理設備等) 

③ 管理用建物の建設 800ｍ2 

④ 環境モニタリング設備の設置 

⑤ ゴミ運搬車両 Rear Loaded 

Compressed 7-8t 級 10 台 

① ゴミ処分場の建設 ロックフ

ィルダム式堤体等（排水溝埋

め立て堰き、洪水防止壁の設

置、浸透水防止シートの設置）

② 付帯設備の建設(浸出水の集

水設備、ガス抜き処理設備等)

③ 管理用建物の建設 800ｍ2 

④ 環境モニタリング設備の設置

⑤ ゴミ運搬車両 Rear Loaded 

Compressed 7-8t 級 10 台 

ゴミ処分場建設にかかる新たな

国家基準に基づき、再設計と建設

許可取得を行う必要が生じた（土

壌への浸透水防止シート等の設

置）。このため、事業期間が遅延

した。なお、設計変更後の建設許

可は 2001 年 1 月に得た。 
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3) 柳州化学肥料工場排気対策（実施機関：柳州化工集団株式会社） 

審査時計画 実績 差異分析、及び変更の経緯 

柳州化学肥料工場排気対策施設の

設置 

(NO.1 硝酸製造プラントの脱硝排

ガス処理設備（18,000 Nm3/h）) 

 

柳州化学肥料工場排気対策施設の

設置 

（NO.1 硝酸製造プラントの脱硝排

ガス処理設備（21,000 Nm3/h）） 

 

詳細設計の結果、当初計画の脱硝

排ガス処理設備（18000Nm3/h）で

は、今後の需要量を満たせないと

判断し、より処理能力の高い設備

（21000 Nm3/h）に変更した。 

4) 柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫（実施機関：柳州鋼鉄所集団株式会社） 

審査時計画 実績 差異分析、及び変更の経緯 

柳州鋼鉄所のコークス燃焼ガスの

脱硫装置の設置 

 

柳州鋼鉄所のコークス燃焼ガスの

脱硫装置の設置 

【仕様】 

1.脱硫装置： 

処理能力 27,000 m3/h  

2.余剰ガス貯蔵用ガスタンク： 

50,000 m3 

3.湿式ナフタリン洗浄装置： 

洗浄処理能力 27,000 m3/h 

（ナフタリン洗浄に使用するディ

ーゼルオイルは、回収・再利用し

ている。 

詳細設計の結果、当初計画の脱硫

装置処理能力では、今後の需要量

を満たせないと判断し、より処理

能力の高い機材に変更した。 

 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

事業全体の事業期間は、1996 年 10 月から 2001 年 12 月の 63 ヶ月間を計画していたが、

実績は、1996 年 10 月から 2009 年 11 月の 158 ヶ月間であり、大幅な遅延となっている。  

また、サブプロジェクト毎の事業期間については、以下の表 2 に示す通り「1)ガス供給

事業」と「2)ゴミ処分場建設事業」の 2件のサブプロジェクトが計画を大幅に上回ったが、

その他 2件は計画を下回っている。 

 

表 2 各サブプロジェクトにおける事業期間の計画・実績 

サブプロジェ

クト名 

計 画 実 績 差異 

（実績／ 

計画） 

評価
開始 終了 

期間 

（カ月）
開始 終了 

期間 

（カ月）

1) ガス供給事

業 

1996 年

10 月 

2000 年

1 月 
40 カ月

1996 年

10 月 

2009 年

11 月 
158 395% ｃ 

2) ゴミ処分場

建設事業 

1996 年

10 月 

1998 年

8 月 
23 カ月

1996 年

10 月 

2004 年

11 月 
98 426% ｃ→a

3) 柳州化学肥

料工場排気対

策 1996 年

10 月 

2001 年

12 月 
63 カ月

1996 年

10 月 

2000 年

10 月 
49 78% a 

4) 柳州鋼鉄所

コークス燃焼

ガス脱硫 

1996 年

10 月 

2000 年

4 月 
43 68% a 

 

上記を踏まえ、事業期間の評価は、各サブプロジェクトの評価を個別に行った上で、事
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業全体の評価を行った。評価方法は、計画と実績の差異から 3段階評価（a：計画値の 100％

以下、b：計画値の 100%超 150%以下、c：計画値の 150％超）を行い、その後 a を 2 点、b

を 1 点、c を 0 点として加算し、総合点が 高点に対して 80％以上の得点を得た場合を総

合(a)、50％超 80％未満を(b)、50％以下を(c)とした。なお、「2)ゴミ処分場建設事業」の

遅延理由は、新設計基準への対応であり、事業体にとっての不可抗力に類する事象と判断

されるため、マイナス評価とはしない（c評価→a評価）。 

この結果、上の表２の通り、事業期間の差異が計画値の 100％以下であったサブプロジェ

クトが 2件、150％超のサブプロジェクトが 2件という結果になった。 

また、評点の集計結果は、下の表 3の通り（b）計画を上回ったと評価できる。 

 

表 3 事業期間にかかる評点 

 

(a)評価 

計画を 

下回った 

[2 点] 

(b)評価 

計画を 

上回った 

[1 点] 

(c)評価 

計画を大幅に

上回った 

[0 点] 

合計 評価結果 

サブプロジェクト数 3 件 0 件 1 件 4 件  

評点[ 高点: 8 点] 6 点 0 点 0 点 6 点 75%= (b) 

 

 

3.2.2.2 事業費 

 事業全体の事業費は、総額 4,168 百万円（うち円借款分 2,300 百万円）を計画していた

が、実績値は総額 11,762 百万円（うち円借款分 2,300 百万円）であった。 

また、サブプロジェクト毎の事業費については、下の表 4 のとおり「1)ガス供給事業」

と「２)ゴミ処分場建設事業」が計画の 150％超、「柳州化学肥料工場排気対策」と「柳州鋼

鉄所コークス燃焼ガス脱硫」が計画の 100％超 150％以下となり、全 4件のサブプロジェク

トについて計画を上回っている。この主因、及び実施機関側の対応は以下のとおりである。 

・ 「1)ガス供給事業」： 

原材料価格の高騰、及び市場ニーズの変化に対応するために、3回の設計変更が生じ、

結果として事業費総額が増額となった。増額分は、実施機関が負担した。 

・ 「2)ゴミ処分場建設事業」： 

ゴミ処分場建設にかかる新たな国家基準に基づき、再設計と建設許可取得を行う必要

が生じた（土壌への浸透水防止シート等の設置）。また、2001 年 1 月に設計変更後の

建設許可を取得した上で、中国側の資金（柳州市政府財政資金、及び中央西部債権資

金）を増額し、工事を実施した。 

・ 「3)柳州化学肥料工場排気対策」、及び「4)柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫」： 

詳細設計の結果、当初計画の排気処理設備では、今後の需要量を満たせないと判断し、

より処理能力の高い設備に変更した。同変更に伴い、事業費が増額となったが、その

分は実施機関側が負担した。 
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          表 4 事業費にかかる予定実績の対比    （単位：百万円） 

サブプロジェクト名 
計画 実績 差異 

（実績／ 

計画） 

評価 
事業総額 うち円借款分 事業総額 うち円借款分

1) ガス供給事業 2,416 1,116 4,033 1,350 167% ｃ 

2) ゴミ処分場建

設事業 
1,045 477 6,945 456 665% ｃ→a 

3) 柳州化学肥料

工場排気対策 

707 707

785

(214)

(571)

494

(111)

(383)

111% 

b 

4) 柳州鋼鉄所コ

ークス燃焼ガス脱

硫 

b 

合 計 4,168 2,300 11,762 2,300    

 

 

上記を踏まえ、事業費の評価についても、事業期間同様に、各サブプロジェクトの評価

を個別に行った上で、事業全体の評価を行った。評価方法は、計画と実績の差異から 3 段

階評価（a：計画値の 100％以下、b：計画値の 100%超 150%以下、c：計画値の 150％超）を

行い、その後 aを 2点、bを 1点、cを 0点として加算し、総合点が 高点に対して 80％以

上の得点を得た場合を総合(a)、50％超 80％未満を(b)、50％以下を(c)とした。なお、「2)

ゴミ処分場建設事業」については、増額理由が政府基準の変更であり、事業体にとっての

不可抗力に類する事象と判断されるため、マイナス評価とはしない（c評価→a評価）。 

この結果、上の表 4の通り、事業費の差異が計画値の 100％以下であったサブプロジェク

トが 1 件、計画値の 100％超 150％以下であったサブプロジェクトが 2 件、150％超のサブ

プロジェクトが 1件という結果になった。 

また、評点の集計結果は、下の表 5の通り（b）計画を上回ったと評価できる。 

 

表 5 事業費にかかる評価結果 

 

(a)評価 

計画を 

下回った 

[2 点] 

(b)評価 

計画を 

上回った 

[1 点] 

(c)評価 

計画を大幅

に上回った

[0 点] 

合計 評価結果 

サブプロジェクト数 1 件 2 件 1 件 4 件  

評点[ 高点: 8 点] 2 点 2 点 0 点 4 点 50% = (b) 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を上回ったため、効率性は中程度である。 
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3.3 有効性（レーティング：b） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.3.1 運用効果指標 

各サブプロジェクトの運用効果指標にかかる達成状況は下表のとおりである。また、表

中の右欄には、各サブプロジェクトの計画値に対して、達成度が 80％以上の場合を a、達

成度が 50％超 79％以下を b、50％以下もしくは設備撤去のため目標値を確認できないもの

を c と評点した。なお、各サブプロジェクトを取り巻く環境の変化についても、表中に記

載した。 

表 6 運用効果指標にかかる目標値と実績値 

フェーズ 1 

サブ 

プロジェクト名 
計画目標値（目標年の設定なし） 実績値（事後評価時） 

達

成

度

1) ガス供給

事業 

・既存ガスプラント（柳州鋼鉄所）のコ

ークス炉供給量 15.6 万 m³/日増 

・液化石油ガス（LPG）の供給量 7,000 

m³/年増（400m³/日） 

・ガス利用世帯数 12 万世帯 

・汚染物質の削減量 

   SO2 6,220t/年 

   TSP 7,700t/年 

 

・コークスガスの供給量 

（コークスガスは柳州鋼鉄所からパイ

プラインを設置） 

6.2 万 m³/日 

(日 大供給能力 10 万 m³) 

・液化天然ガス（LNG）の供給量 

3.8 万 m³/日 

・ガス利用世帯数 10 万 世帯 

  (液化天然ガス) (5.6 万 世帯) 

  (コークスガス) (4.4 万 世帯) 

・汚染物質の削減量 

    ・SO2 7,680 t/年 

    ・TSP 9,507t/年 

a

≪サブプロジ

ェクトを取り

巻く環境の変

化≫ 

原油価格の高騰により、市民への液化石油ガス（LPG）の供給販売事業を停止せざ

るをなくなったが、その後液化天然ガス（LNG）の供給に切り替え、販売事業を開

始した。また、柳州鉄鋼からのコークスガスが安定的に確保することが可能となっ

たため、より安価なコークスガスを市民に供給するため、事業計画を再検討し、企

業側の資金を投入した上で、2009 年 11 月よりコークスガス供給を開始した。 

2) ゴミ処分

場建設事業 

・処分場の残余年数： 36 年分 

 

・埋立容量：800 万 m³/ 

・浸出液の集水設備：600 m³/年 

・汚水処理能力： 大 1059 m³/日 

・処分場の残余年数：17 年分(2004 年か

ら利用) 

・埋立容量：800 万 m³ 

・浸出液の集水設備：600 m³/日 

・汚水処理能力： 大 1059 m³/日 

・柳州市生活ごみ： 

１日 33.95 万トン 

・利用人口 

2008 年：101.84 万人 

a

≪サブプロジ

ェクトを取り

巻く環境の変

化≫ 

当初の目標値としては設定されていないが、新基準に従った設計変更により、土壌

の汚染防止効果が高まったと想定される。また、都市化と人口増により、生活ゴミ

の増加率が想定を超えており、処分場残余年数が当初計画の 36 年から 17 年に減少

しているが、柳州市では、現在のゴミ処分場の上部に新たな処分場の建設工事を実

施しており、将来的なゴミ処理対策を進めている。 

3) 柳州化工

肥料工場排気

対策 

NOx 排出濃度：905mg/N m3 

NOx 削減量：181.2t/年 

2003 年時点 

・NOx 排出濃度：360 mg/N m3 

・NOx 削減量：47.6 t/年 

(排出量、削減量ともに、国家に級基

準を達成、2002 年 7 月) 

c
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事後評価時 

施設を更新したため、データなし 

≪サブプロジ

ェクトを取り

巻く環境の変

化≫ 

柳州市政府主導により、重点汚染企業が取り組むべき汚染物質削減量が大幅に引き

上げられた。また、本事業で導入した排気ガス NOx 整備装置は、国家排出基準を満

たしていたが、住民からの要望2もあり、更なる環境対策の強化を求められ、本事

業で導入した施設を 2003 年に停止し、2005 年に新たな装置を設置する工事を完了

させた。 

4) 柳州鋼鉄

所コークス燃

焼ガス脱硫 

SO2排出濃度：60mg/N m3 

SO2削減量：1,849t/年 

2001 年～2005 年時点 

・SO2 排出濃度：0.084 mg/ m3（工場

内年間平均濃度） 

・SO2削減量：年平均 1,817.8t 

・H2S(硫化水素)濃度：11.53ｍｇ／m3

（脱硫装置排出口年間平均濃度、除去率

99.74％） 

・コークスガス供給量累計： 

  工業用：1312 百万ｔ 

  民間用：108 百万ｔ 

事後評価時 

・ナフタリン洗浄量：280 t（2009 年） 

・ディーゼルオイル回収・再利用量： 

301,435 升（2009 年） 

c

≪サブプロジ

ェクトを取り

巻く環境の変

化≫ 

柳州鉄鋼集団株式会社は、柳州市からの要請を受け、2001 年より環境対策への本

格的な投資を始め、現在は循環型経済に向けたモデル企業の一つとなっている。他

方、同社のコークスガス生産量は好調な経営を背景に大幅増となり、本事業で設置

したコークスガス脱硫システム（処理能力 2.7 万 m3/h）では需要を満たせなくなっ

た。このため、本事業で導入した脱硫システムのうちの一部（脱硫装置）を撤去し、

2004 年末に新たなコークスガス脱硫システム（処理能力 10 万 m3/h）に移行させた。 

なお、本事業で導入した脱硫システムのうち、余剰ガス貯蔵用ガスタンクと湿式ナ

フタリン洗浄装置は現在も利用されている。 

 

上表の通り、サブプロジェクト毎の評価は、「1)ガス供給事業」、及び「2)ゴミ処分場建

設計画」は、目標値を達成しているため評価 aとした。但し、「2)ゴミ処分場建設計画」に

ついては、処分場の残余年数が当初計画の 36 年から 17 年へと大幅に減少しており、今後

は家庭から出されるゴミ削減に向け、ゴミ処理料金の徴収や環境教育の実施等を検討して

いく必要がある。また、「3)柳州化学肥料工場排気対策」、及び「4)柳州鋼鉄所コークス燃

焼ガス脱硫」については、表中に記載した通り、環境対策の強化や需要量の急増に対応し

ていく必要から本事業で導入した設備を撤去し、現在は中国側の独自資金により建設され

た設備を利用している。このため、指標の達成度については円借款にて設置された機材と

の関係性が薄く、現時点では効果は低いと判断せざるを得ないため、評価ｃとした。 

また、事業全体の有効性の評価においては、サブプロジェクトそれぞれの評点を総計し

て評価を行った。総計において、各サブプロジェクトの評価 aを 2点、bを 1点、cを 0点

として加算し、総合点が 高点に対して 80％以上の得点を得た場合を(a)、50％超 80％未

満を(b)、50％以下を(c)とした。以上の考え方に基づいた結果は下表のとおりであり、総

合点は 高点に対して 50％を示したことにより、事業全体の有効性を(b)と評価した。 

                                                  
2 本事業で導入した排気ガス NOx 整備装置は、国家排出基準である 200ppm 以下を満たしたものの、排気ガスが

黄色に着色しており、周辺住民からはその煙が「黄竜」と呼ばれていた。 
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表 7 運用効果指標にかかる評価結果 

 (a)評価 

指標達成率 

80％以上 

(b)評価 

指標達成率 

50％超 80％未満 

(c)評価 

指標達成率 50％以下

もしくは非稼働につ

きデータ入手不可 

合計 

サブ 

プロジェクト数 
2 件 0 件 2 件 4 件 

評点[ 高点 8 点] 4 点 0 点 0 点 
4 点 

50%= (b) 

 

 本事業の有効性にかかる特徴として、公共性の高い「1)ガス供給事業」、及び「2)ゴミ処

分場建設計画」については、事業効果が高い一方で、企業を対象とした「3)柳州化学肥料

工場排気対策」、及び「4)柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫」については、企業を取り巻く

環境の変化に対応した結果、事後評価時にはその効果を確認することができなかった。し

かしながら、本事業により当初発現した効果が呼び水となり、更なる環境対策の強化につ

ながったと判断されるため、この点についてはインパクトとして評価する。 

 

3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

審査時点においては、サブプロジェクトのうち、「1)ガス供給事業」、及び「2)ゴミ処分

場建設計画」について FIRR 値が算出されていた。しかしながら、「1)ガス供給事業」につ

いては、事業開始までに３回にわたる大幅な計画変更が生じており、FIRR の算出根拠が完

全に異なっている。 

また、「2)ゴミ処分場建設計画」については、当初はゴミ処理料を収入として計上し FIRR

値が算出されていたが、事後評価時に確認したところ、ゴミ処理は無料であり、ゴミ処分

場にかかる経費はすべて市政府が賄っているとのことであった。 

このため、本評価では FIRR 値については算出を行わない。 

EIRR については、便益として大気質改善による健康改善や公共サービスの改善による支

払意思額を指標として想定できるが、プロジェクト審査時に EIRR の算定がなされておらず、

同様の便益指標を用いた比較を行なうことができない。また、当時のデータを入手するこ

とも困難である。このため、本評価では EIRR の算出を行なわない。 

  

3.3.2 定性的効果 

 本事業がもたらした定性的な効果として、大気汚染物質の削減、及びゴミ処分場の拡大

により、市民が大気質改善や放置廃棄物の減少を認識することが第一義として挙げられる。 

以下の表の通り、受益者調査の結果によると、調査対象の 9割以上が 10 年前と比較して

柳州市の大気質が改善したことを認識している。また、改善の主要因として、本事業に関

連する「先進技術による工場の排煙濃度の減少」や「家庭でのガスの利用」を挙げる住民

が約 6割を占めた。 
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表 8 大気質改善に対する住民認識（受益者調査結果） 

10 年前と比較した大気質の変化 

（酸性雨やスモッグの日数） 

計 

(％)

 (「改善・どちらかと言えば改善」の回答のうち) 

改善につながった主要因【複数回答】 

計 

(％)

とても改善した 45  工場が郊外に移転したため 73 

どちらかと言えば改善した 52  家庭で、ガスが利用されるようになったため 60 

さほど変わらない 3  先進技術により、工場の排煙濃度が減少したた

め 
57 

どちらかと言えば悪化した 0  政府の環境改善事業が推進されたため 43 

とても悪化した 0  市全体の経済力が向上したため 34 

分からない 0  市政府の取り締まりが強化されたため 18 

注：事後評価における受益者調査結果（市内住民の 150 人に対して 2010 年 5 月実施） 

 

 また、放置廃棄物の減少についても、調査対象の 88％が 10 年前に比べて改善したと回答

しており、その主要因として、本事業（ゴミ処分場建設）に関連する「処分場の拡大」や

「ゴミ収集車の台数」を選択する住民が約半数を占めた。その一方で、「住民のゴミ処理に

対する意識向上」と回答した住民は約 30％に留まり、また「市政府の取り締まりの強化」

については約 15％との結果となった。この点から、今後は環境保全局による住民向け環境

教育の推進等の対策が望まれる。 

 

表 9 放置廃棄物の減少に対する住民認識 

10 年前と比較した放置廃棄物の

変化 

計 

(％)

 (「改善・どちらかと言えば改善」の回答者のうち) 

改善につながった主要因【複数回答】 

計 

(％)

とても改善した 37  ゴミ収集車の台数が増えたため 60 

どちらかと言えば改善した 51  政府の環境改善事業が推進されたため 49 

さほど変わらない 11  処分場が拡大したため 48 

どちらかと言えば悪化した 0  市全体の経済力が向上したため 39 

とても悪化した 0  住民のゴミ処理に対する意識が高まったため 32 

分からない 1  市政府の取り締まりが強化されたため 15 

注：事後評価における受益者調査結果（市内住民の 150 人に対して 2010 年 5 月実施） 

 

なお、これら効果は、中国側が独自に取り組んできた環境改善への取り組みと効果的に

連携・補完しあってきたことによって発現してきたものである。そのため、本事業単体で

の効果とは言えないが、その寄与度は総じて大きいと推察できることを付記する。 

 

以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 
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3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

柳州市では同時期に様々な環境対策への積極的な取り組みを行ったため、これらのイン

パクトは必ずしも本事業のみの効果ではないものの、柳州市全体の環境指標、及び受益者

調査から、本事業は市民の生活環境の改善、及び街の美化に対して大きなインパクトを与

えていると推測される。また、柳州市の代表的企業である柳州鋼鉄所集団株式会社や柳州

市化学工業集団株式会社への環境対策を含む本事業は、同市が掲げた環境改善のための数

値目標達成には、大規模企業から率先して環境対策に取り組むことが重要であるとの認識

を深め、この結果市政府による具体的な取り組みが促進されることにつながったものと判

断される。 

 (1) 柳州市における大気質の改善 

柳州市全体の大気質指標は、表 10 に示した通り、2008 年には国家大気質環境基準達成日

が 360 日となる等、事業開始時に比べると改善傾向にある。なお、市環境保全局によると、

表 10 の環境指標は、観測機器の精度向上や測定地点の増等により、過去のデータと一様に

比較することはできないとのことであった。また、同局専門家によると、柳州市の大気質、

及び酸性雨の状況は、環境基準達成に向けて更に環境対策を強化していく必要があるが、

本事業の開始時に比べると大きく改善したとの認識であった。 

表 10 柳州市全体の環境指標（年平均） 

年 

 

指標名 

1996 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

国家大気質

環境基準達

成日（日） 

注 1) 

- - - - - 289 339 313 351 360 - 

TSP/PM10 
注 2)、注 3) 

0.190 0.207 0.194 0.158 0.206 0.101 0.064 0.055 0.040 0.037 0.054

SO2濃度

（mg/m3） 

注 4) 
0.152 0.092 0.073 0.070 0.070 0.104 0.072 0.094 0.071 0.071 0.061

NO2濃度

（mg/m3） 

注 4) 
0.036 0.038 0.030 0.028 0.030 0.036 0.033 0.038 0.030 0.031 - 

COD (t/年) 

注 5) 
51,068 37,737 76,802 47,461 129,334 51,068 103,900 105,800 101,900 97,700 - 

注 1）中国の国家環境大気質基準は 1級～3 級の 3段階に分けられており、都市計画の中で確定された居住

エリア、商業・交通及び住民の混合エリア、文化エリア、一般工業エリア、及び農村地区は「2 級基準」

が適用される。また、2級基準達成日の算定根拠となる濃度制限値は、SO2 (日平均)が 0.15mg/ m2、PM10(日

平均)が 0.15 mg/ m2とされている。 

注 2) TSP とは、総浮遊粒子状物質（Total Suspended Particular, TSP）を指し、大気中に浮遊し、大気

動力学的で直径≦100 ミクロンの粒子状物質のことである。 

注 3) PM10 とは、「吸入可能粒子状物質（Particular matter less than 10 ㎛）」を指し、大気中に浮遊し、

大気動力学的で直径≦10 ミクロンの粒子状物質のことである。柳州市では、2005 年以降は TSP に代わる指

標として PM10 が用いられている。 

注 4)国家大気質 2級基準の濃度制限値は、年平均において SO2が 0.06mg/m2、PM10 が 0.054 mg/m2である。 

注 5）COD の観測値については、2005 年以降に新しい観測方法が導入されたため、2004 年以前と 2005 年以

降の数値との比較は難しい。 

＊出典：柳州市環境状况公報 
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酸性雨頻度は、下表 11 に示す通り、1995 年には年間降雨頻度が 84.6％（平均 pH4.19）

であったが、2008 年には 43.4%（平均 pH5.07）を示しており、事業開始時に比べると大幅

に改善している。 

 

表 11 柳州市の酸性雨指標       

年 

 

指標 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ｐH 

年平均値 
4.19 4.61 4.94 4.97 5.17 5.20 5.17 5.40 5.66 - 4.69 4.95 5.09 5.07

酸性雨 

頻度（％）

84.6 

 

54.4 

 

65.1 

 

44.4 

 

31.0 30.0 27.2 19.4 15.0 47.6 57.1 

 

52.4 

 

42.8 43.4

注）一般的にはｐＨ５．６以下の雨が酸性雨とされている。 

＊出典：柳州市環境状况公報  

 

(2) 市民の生活環境、及び生活レベルの改善 

先の表 8 に示したように、受益者調査の結果から、柳州市の大気質改善及び酸性雨の減

少を 9割以上の市民が認識している。 

また、下表（左側）の通り、大気質改善の効果として「衣類の汚れの軽減」等、日常生

活の改善を挙げる住民が多かった。また、下表（右側）の通り、酸性雨改善の効果として

は「水源の水質の改善」を挙げた市民が約 7割近くで、「身体への刺激の軽減」も過半数を

占めた。 

この他、都市ガスが整備されたことによる、「家事の効率性の向上」を認識する市民は 95％

を占めており、市民の生活環境、及び生活レベルは改善していると判断される。 

 

表 12 生活環境の改善にかかる市民の認識 

大気質改善による効果【複数回答】 
計 

(％)

 
酸性雨改善による効果【複数回答】 

計 

(％)

粉塵による衣類の汚れが軽減した 63  水源である柳江の水質が改善した 67 

洗濯物を外に干せるようになった 57  
降雨時に身体（目、皮膚、髪等）への

刺激が軽減した 
53 

防塵のためのマスクやサングラスを使

用しなくなった 
29  

川や湖に生息する生物のための環境

が改善した 
47 

健康が改善した 62  
歴史的建造物や建築物の劣化が改善

した 
36 

その他 0  森林の立ち枯れが改善した 28 

   その他 0 

注：事後評価における受益者調査結果（市内住民の 150 人に対して 2010 年 5 月実施） 

 

(3) 街の美化と衛生環境の改善 

下表の通り、ゴミ処理状況の改善の効果として、「市内の美化」や「悪臭の改善」を挙げ

る市民が 7 割を超えており、街の美化を認識する市民が多数を占めている。また、ゴミ収
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集回数の増加等、ゴミ処理サービスの向上を認識する市民は 95％を占めており、衛生環境

の改善が住民に認識されていると言える。 

 

表 13 ゴミ処理状況の改善にかかる市民の認識（受益者調査結果） 

ゴミ処理状況の改善による効果 

【複数回答】 

計 

(％) 

市内の美化が進んだ 79 

ゴミの放置による悪臭が改善した 75 

街中や河川の不法投棄が改善した 51 

水源である柳江の水質が改善した 43 

市内に発生する外虫が減少した 24 

注：事後評価における受益者調査結果（市内住民の 150 人に対して 2010 年 5 月実施） 

 

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 

EIA については、事業開始前に批准を得ており、また環境保全局への聞き取り結果による

と自然環境へのインパクトは特に見受けられない。 

 

②住民移転・用地取得 

住民移転は行われていない。一方、ゴミ処分場の建設にかかる総面積 64ha の用地取得は、

問題なく実施された。なお、従来のゴミ処分場で問題となっていた悪臭や浸出水等につい

ては受益者調査の結果において確認されなかった。 

 

③柳州市の環境対策への強化 

 柳州市関係機関（財政局、環境保全局、実施機関）へのヒアリングでは、「市政府による

本格的な環境対策が講じられる前に本事業が実施された意義は大きい」との意見が多く聞

かれ、市政府の環境意識の向上に正のインパクトを与えたと評価する。特に、「3)柳州化学

肥料工場排気対策」、及び「4)柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫」については、本事業で導

入された設備が数年間稼働した後撤去される結果となったが、柳州市の代表的企業である

柳州鋼鉄所集団株式会社や柳州市化学工業集団株式会社に対する環境対策を初期段階で進

めたことで、その後の企業に対する環境対策の強化につながっている。 

 

④その他正負のインパクト 

環境保全局への聞き取り結果、及び受益者調査の結果から、騒音、振動についても、特

に問題は見られない。 

  

以上より、本事業は柳州市の環境質を大きく改善させており、また地域住民の日常生活



I - 17 

などに正の影響を与えており、そのインパクトは大きい。 

 

3.5 持続性(レーティング：a) 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

「1) ガス供給事業」並びに「2)ゴミ処分場事業」は、「柳州市国民経済と社会発展“十

五”計画要要綱」及び「柳州市環境保護“十五”計画と 2015 年までの長期目標」において、

“環境都市づくり”のための重要事業に位置付けられているため、円滑な事業運営に向け

て市政府が支援することを明確に打ち出している。このため、「1) ガス供給事業」は、国

有企業から民営化されているが、柳州市内で唯一の都市ガス供給企業として安全な操業が

行われ、また安定した供給が行われるよう、市政府の方針の基づき、適切な運営維持管理

体制が構築されている。「2)ゴミ処分場事業」についても、柳州市の管轄下で運営維持管理

が行われており、組織面、人材面での問題はない。 

また、「3) 柳州化工肥料工場排気対策」は、国有企業が民営化されたため経営環境が大

きく変化しているが、民営化に伴う経営の効率化（生産部門人員の削減、専門技術者の増

員）により、想定以上に、運営維持管理の体制が強化されている。「4) 柳州鋼鉄所コーク

ス燃焼ガス脱硫」についても、柳州鋼鉄所集団株式会社の経営が順調であることを背景に、

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 

「1) ガス供給事業」と「2)ゴミ処分場建設事業」にて導入された機材については、施設・

資機材の操業、維持管理に関する技術面での問題は特段無い。また、「3) 柳州化工肥料工

場排気対策」は本事業で導入された設備が撤去されているため、確認できない。「4) 柳州

鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫」は、稼働中の機材については適切に維持管理されており、

技術面の問題はない。 

詳細は以下の通りである。 

「1) ガス供給事業」：法律で定められた検査基準を順守するとともに、万が一のトラブ

ルが発生した際にも対応できるよう安全対策には力を入れている。このため、職員へ

の安全管理・技術研修は定期的に実施しているとのことである。 

「2)ゴミ処分場建設事業」：ゴミ処分場に勤務する職員からの説明によると、汚水処理装

置の操業には細心の注意を払い、法律で定められた基準値を超えないよう、日々のモ

ニタリングを徹底しているとのことであった。また、日常点検に加え、技術者向けの

研修を定期的に実施し、維持管理のための人材育成を実施している。 

「3) 柳州化工肥料工場排気対策」は本事業で導入された設備が撤去されているため、確

認できない。 

「4) 柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫」：脱硫装置は撤去されているが、操業中のナフ

タリン洗浄装置およびディーゼルオイル回収装置は、担当技術者による適切な維持管

理が行われているとのことであった。 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

「1)ガス供給事業」については、実施機関からの説明によると、中国国内にて都市ガス

事業を展開する香港資本と合併したことで、他類似事業を参考としつつ、事業運営の効率

化と収益力の強化が急速に進められているとのことであった。また、コークスガス供給に

ついては、約 2 万世帯についてはすでにガス契約が完了しており、配管工事が終了した段

階で、供給を開始する予定であり、利用者数の増による収益増も見込まれる。 

「2)ゴミ処分場建設事業」は無償の公共サービスとして実施されているが、職員の説明

によると、市政府の財務状況が良好であることから十分な運営維持管理費が確保されてお

り、交換部品の調達等も適切に行われているとのことであった。 

また、「3) 柳州化工肥料工場排気対策」は本事業で導入された設備が撤去されているが、

柳州市化学工業集団株式会社の経営は好調とのことで、引き続き環境対策への資金投入は

行われている。「4) 柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫事業」についても、柳州鋼鉄の経営

が好調であり、財務面の問題はないとのことである。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

受益者調査において、ガス供給及びゴミ処理にかかるサービスについて質問したところ、

現在の状況に満足する市民が多数を占めており、運営状況に問題はないと考える。 

「1) ガス供給事業」：視察時において、点検日時、点検者の氏名が各設備に明記されて

おり、維持管理担当者による日常点検が適切に実施されていると推察できる。また、

環境保全局からの聞き取りにおいても、事業の開始以降、故障やトラブルは発生して

おらず、安全な操業が続けられるとのことである。 

「2)ゴミ処分場建設事業」：視察時において、近隣居住地における悪臭や騒音等はなかっ

た。また、維持管理予算が十分にあることから、故障への対応や汚水処理に用いる薬

剤やスペアパーツの購入も問題ないとのことである。 

「3) 柳州化工肥料工場排気対策」は本事業で導入された設備が撤去されているが、視察

時において、近隣住民からの苦情の原因であった黄色の煙は発生しておらず、環境基

準も高いレベルで達成しているとのことである。 

「4) 柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫事業」：視察時において、脱硫装置は撤去されて

いたが、付属設備であったナフタリン洗浄装置およびディーゼルオイル回収装置は稼

働していた。特に、ナフタリン洗浄装置は、更新された脱硫装置の操業には不可欠で

あることから、日々のメンテナンスには重点を置いているとのことである。 

 

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。 
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4．結論及び教訓・提言                                         

4.1 結論 

本事業は妥当性が高いが、サブプロジェクトを取り巻く環境の変化から、本事業によっ

て導入された汚染物質処理設備の一部または全部が撤去されているため有効性と効率性に

ついては中程度となった。持続性については特に問題ない。以上より、本事業の評価は（Ｂ）

高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

1) 工場に対する規制やゴミ処理サービスの充実が進められる一方で、住民に対する環境教

育は十分ではない。柳州市の都市化、人口増は今後も続くことが予想されることから、

特にゴミの排出量については、広報活動や環境教育等、住民の環境意識向上に向けたア

プローチを強化していく必要がある。また、増え続けるゴミ処理に対応するために、将

来的にはゴミ処理料を住民から徴収するための制度作りも必要である。 

 

2) 柳州市の環境汚染対策事業では、工場の生産工程に末端汚染処理施設を設置する等、簡

単に実施可能な汚染物質対策はすでに講じられており、更に汚染物質の排出量を削減す

るには、汚染企業を市外に移転させる、石炭依存型の大規模企業のエネルギー源を環境

負荷が低いものへ転換させる等、踏み込んだ対策が必要である。 

 

4.3 教訓 

環境対策は、地域全体で取り組む必要があるが、本事業は、柳州市を代表する大規模企

業体である「柳州鋼鉄集団株式会社」並びに「柳州市化学工業集団株式会社」を環境対策

に取り組む企業の先駆けとしたことで、その後の市全体の環境対策を促進させていくこと

につながっている。また、両社は柳州市の環境重点企業に指定されているため、環境保護

局が発行する「年次環境状況公報」や「柳州市環境保全“十五”計画（2001-2005 年）」に

て、本事業の進捗状況が報告されるなど、結果として円借款事業の成果を関係者に広く知

らしめることにもつながっている。 

以上から、環境汚染が深刻な地域は、製造業企業や発電所等が密集する傾向があること

から、先方政府と協議の上で、地域の環境対策で先導的な役割を果たせるような事業体を

優先的に選定することが重要である。また、地域全体の環境指標（数値目標）の達成状況

を定期的に関係省庁や企業関係者に広報することで、事業体の努力を更に促していくこと

も大切である。 
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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 

1) ガス供給事業 

 

・都市ガス供給配管網 110km 

・ガス制圧所 27 カ所 

・液化石油ガス用タンク(400ｍ3) 2 基

・コークスガス用ガスタンク(5.4 万 m3)

3 基 

・都市ガス供給配管網 110km 

・ガス制圧所 27 カ所 

・液化石油ガス用 

貯蔵タンク：100 m3  4 基 

貯蔵タンク：2000 m3  2 基 

混合機（液体ガスと空気を混合 

する装置） 

充填装置 

・コークスガス用 

貯蔵タンク：50,000 m3  2 基 

2) ゴミ処分場建

設事業 

・ゴミ処分場の建設 ロックフィルダム

式堤体等（排水溝埋め立て堰き、洪水

防止壁の設置） 

・付帯設備の建設(浸出水の集水設備、

ガス抜き処理設備等) 

・管理用建物の建設 800m2 

・環境モニタリング設備の設置 

・ゴミ運搬車両 Rear Loaded 

Compressed 7-8t 級 10 台 

・ゴミ処分場の建設 ロックフィルダム

式堤体等（排水溝埋め立て堰き、洪水防

止壁の設置） 

・付帯設備の建設(浸出水の集水設備、ガ

ス抜き処理設備等) 

・管理用建物の建設 800m2 

・環境モニタリング設備の設置 

・ ゴ ミ 運 搬 車 両  Rear Loaded 

Compressed 7-8t 級 10 台 

3) 柳州化工肥料

工場排気対策 

柳州化学肥料工場排気対策施設の設置 

(NO.1 硝酸製造プラントの脱硝排ガス

処理設備（18,000 Nm3/h）) 

柳州化学肥料工場排気対策施設の設置 

(NO.1 硝酸製造プラントの脱硝排ガス処

理設備（21,000 Nm3/h）) 

4) 柳州鋼鉄所コ

ークス燃焼ガ

ス脱硫 

柳州鋼鉄所のコークス燃焼ガスの脱硫

装置の設置 

柳州鋼鉄所のコークス燃焼ガスの脱硫装

置の設置 

②期間 1996 年 10 月～2001 年 12 月（63 ヶ月） 1996 年 10 月～2009 年 11 月（158 ヶ月）

③事業費 

 外貨 

 内貨 

 合計 

 うち円借款分 

 換算レート 

 

外貨：2,300 百万円 

内貨：1,868 百万円 

合計：4,168 百万円 

うち円借款分：2,300 百万円 

換算レート：1 元＝12（1996 年 1 月）

 

外貨：2,300 百万円 

内貨：9,462 百万円 

合計：11,762 百万円 

うち円借款分：2,300 百万円 

換算レート： 

1)ガス供給事業： 

 1 元＝14.27（1996 年～2009 年平均）

2)ゴミ処分場建設事業： 

 1 元＝14.24（1997 年～2004 年平均）

3)柳州化学肥料工場排気対策： 

 1 元＝13.36（1999 年～2000 年平均） 

4)柳州鋼鉄所コークス燃焼ガス脱硫： 

1 元＝13.36（1999 年～2000 年平均） 

 


