
事業事前評価表 
 

１．案件名 
国名：ベトナム社会主義共和国 
案件名：クーロン（カントー）橋建設事業（Ⅱ） 
L/A 調印日：2010 年 3 月 18 日 
承諾金額：4,626 百万円 
借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist Republic of 
Viet Nam） 
２．事業の背景と必要性  
(1) 当該国における運輸・道路セクターの開発実績（現状）と課題 
 ベトナムにおける道路交通は、旅客輸送の約 90％、貨物輸送の約 70％を占め依然

として主要な手段でありながら、道路網の総延長約 24 万 km のうち、国道・省道等

の幹線機能総延長は約 4 万 km と全体の 17％にすぎず、選択性の高い都市間道路ネッ

トワークが未構築である。また、戦乱による損傷や予算制約による維持･補修不足に

より運輸交通機能が不十分で、物流/旅客サービス水準は依然低い。舗装率は国道で

98％、省道で 87%まで向上しているが、地域道では 55％、村道では 46％に留まって

いる等、地方生活圏レベルでの道路整備水準が低い（以上、数値はいずれも 2007 年）。

経済発展に伴い登録車両数が急速な増加を続ける中、かかる不十分な道路網の整備状

況はスムーズな交通の障害となっている。また、ベトナムでは高速道路の整備が始ま

ったばかりの段階であり、北端の中国国境から南端のナムカンまで南北を縦断する国

道 1 号線は重要度の高い幹線道路でありながら、カントー市・ビンロン省間の渡河部

は未だフェリー輸送に頼る状態であり、交通のボトルネックとなっているほか、異常

気象時の信頼性も低い状態にある。 
 (2) 当該国における運輸・道路セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ベトナム政府の「第 8 次 5 ヵ年社会経済開発戦略（2006-2010）」にて、道路の改

修及び新規建設に重点が置かれており、ベトナムの主要幹線道路である国道 1 号線を

整備する必要性は高く、第 I 期借款である「クーロン（カントー）橋建設事業」（2000
年 3 月承諾、特別円借款）は、その一環として位置付けられる。 
 (3) 運輸・道路セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 
我が国の対ベトナム国別援助計画（2009 年 7 月）においては、支援の主要 4 本柱

の一つである「経済成長促進・国際競争力強化」の中で、「都市開発・運輸交通・通

信ネットワーク整備」に係る支援に重点的に取り組むとしており、本事業は同計画に

則ったものである。また、同計画を受け、JICA は、「都市開発・運輸交通・通信ネッ

トワーク整備」の一環として、都市周辺バイパス道路等のネットワーク整備に係る支

援にハード・ソフトの両面から取り組むこととしている。本事業は「幹線・交通プロ

グラム」の中に位置付けられており、当初借款を 2000 年度に承諾している（承諾日：

2001 年 3 月 30 日、承諾額：24,847 百万円）。 

 (4) 他の援助機関の対応 
①世界銀行：国道・地方道路、内陸水運、都市交通等で広範な協力を実施中。 

②アジア開発銀行：クンミン-ハイフォン物流促進事業やノイバイ-ラオカイ道路整 

備事業等の大メコン圏経済協力プログラム等に支援を行っている。 

 (5) 事業の必要性 



本事業は、我が国、JICA の援助重点分野とも合致しており、本事業を実施すること

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、ベトナムの国道 1 号線のうち同国最大の経済圏であるホーチミン市から

南に約 170km の区間において、メコン川支流のハウ川を渡河するクーロン（カント

ー）橋を建設することにより、メコン・デルタ地域の物流効率化等を図り、メコン・

デルタ地域の社会経済発展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 
ベトナム社会主義共和国ビンロン省及びカントー市 
(3) 事業概要 
国道 1 号線のハウ川渡河地点において、ビンロン省とカントー市を結ぶ現行フェ

リー航路から 3.2km 下流地点に鋼 PC 複合斜張橋を建設するもの。 
1）土木工事、資材調達・据付等（鋼 PC 複合斜張橋、ビンロン省及びカントー市
側取付橋梁等） 
2）コンサルティング・サービス（詳細設計レビュー、施工監理等。なお、費用は
全て、「国道 1 号線バイパス道路整備事業（Ⅰ）及び（Ⅱ）」に含まれる。） 

(4) 総事業費 
35,788 百万円（うち、今次借款対象額：4,626 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 
2002 年 3 月～2012 年 3 月を予定（計 121 ヶ月）。施設供用開始時（2010 年 4 月）

をもって事業完成とする。 
(6) 事業実施体制 

1) 借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist Republic 
of Viet Nam） 

2) 事業実施機関：ベトナム運輸省（MOT : Ministry of Transport） 
3) 操業・運営／維持・管理体制：ベトナム道路局（Vietnam Road Administration）

傘下のカントー橋運営・維持・管理会社 
(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：A 種 
② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「円借款における環境配慮のための JBIC ガイ

ドライン」（1999 年 10 月制定）に掲げる道路セクターに該当するため、A 種

に該当する。 
③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は 1998 年 7 月に科学

技術環境省（現天然資源自然省）により承認済み。 
2) 貧困削減促進：特になし。 
3) 社会開発促進：NGO（ケア・インターナショナル）と連携し、2006 年 2 月から

2008 年 1 月迄の 2 年間、約 800 名の労働者及び事業周辺コミュニティ住民を対象

として HIV/AIDS 予防プログラムを実施、ワークショップ、教育・啓蒙活動等を行

なった。 



(8) 他ドナー等との連携：特になし。 
(9) その他特記事項：特になし。 
4. 事業効果 
(1) 運用・効果指標 

指標名 基準値 
（2008 年実績値） 

目標値（2012 年） 
【事業完成 2 年後】 

年平均日交通量（台/日） 27,110 62,102
輸送時間の短縮（百万円/年）（注

１） 
- 436

乗用車換算台数（PCU/日）（注 2） 20,797 52,393
フェリー運営費の節減（百万円/

年） 
- 342

近隣地価の上昇（%） 165 450
（注 1) 本事業及び国道 1 号線バイパス道路整備事業の実施により輸送時間は 25 分間短縮されると仮定。 
（注 2）乗用車換算台数（Passenger Car Unit）とは様々な車種の交通車両台数を乗用車の台数に換算した単位。 
(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 15.7%となる。 
【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 
便益：走行経費節減効果（含フェリー運営費の節減）、走行時間節減効果、近隣
地価の上昇 
プロジェクトライフ：50 年 

5. 外部条件・リスクコントロール 
特になし。 
6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
本事業における 2006 年 6 月の中間レビューにおいては、①用地取得手続のモニタ

リングの必要性、②周辺住民・フェリー会社従業員等への社会的影響軽減の必要性、

及び③実施機関と運営・維持管理機関との情報共有、維持管理機関への技術トレーニ

ングの実施の重要性についての提言を得ている。本事業の実施にあたっては、①につ

いては、ベトナムの国内法に沿って用地取得、補償に係る手続が進められ、用地取得・

住民移転と右に係る補償が 2007 年に完了している。②については、周辺住民への配

慮として、本事業と国道 1 号線をつなぐバイパス道路建設により分断される地域をつ

なぐアクセス道路及び地下道等の建設が予定されているほか、フェリー会社従業員へ

の配慮として、ハウ河を渡河する現行フェリーの操業停止後、カントー橋の通行料金

所または近隣のフェリー会社での雇用が予定されている。また、③については、ベト

ナム政府自己資金にて施工監理コンサルタントがトレーニングプログラムの策定を

行ない、事業の実施・運営に当たるスタッフ（PMUMT の職員を含む）の能力向上を

図っている。 
7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 

1） 年平均日交通量（台/日） 
2） 輸送時間の短縮（百万円/年） 
3） 乗用車換算台数（PCU/日） 



4） フェリー運営費の節減（百万円/年） 
5） 近隣地価の上昇（%） 
6） 経済的内部収益率（EIRR）（%） 

(2) 今後の評価のタイミング 
事業完成２年後 
 

以 上  


