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中華人民共和国 

蘭州環境整備事業 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 百田 顕児 

 

０．要旨 

甘粛省の省都蘭州市では、石炭消費の増大に伴う大気汚染や、生活・工業排水の未処

理での放出などによる水質汚染が深刻化しており、大気・水質環境の改善が住民の生活

環境上、緊急性の高い課題であった。本事業を通じて大気・水質環境の改善に関わるプ

ロジェクトが実施され、現在もほぼ計画通り、大気・水質汚染物質の削減効果を挙げて

いる。事業実施以降、大気環境の改善、黄河の水質改善や地下水源利用の抑制といった

効果が発現しており、本事業もこの傾向への一定の貢献があると評価できる。ただし汚

水処理場で発生する汚泥処理については、土壌汚染等の危険をなくすためにも、現行の

埋め立て方式から焼却など高度技術への転換が将来的に必要と思われる。事業の持続性

については、財務上課題のあるサブプロジェクトが見られるが、組織・技術など総合的

な運営体制については、市政府や親企業による支援を受けて安定しており、概ね問題な

いと見られる。以上より、本事業の評価は高い。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 事業の背景 

甘粛省の省都、蘭州市は、地理的に中国の最内陸部に位置し、1950 年代から重工業

都市として発展を続けてきた。プロジェクト計画当時も甘粛省の中心都市として、化学

工業、石油精製等の産業が発展を続けていた。一方で、人口増加、生活水準の向上、経

済発展による石炭需要の増大など、大気汚染が深刻化していた。特に冬季には、暖房用

の石炭消費の増加や、無風状態が続く蘭州市の気象条件等もあり、二酸化硫黄の大気中

濃度は国家基準の 3 倍前後の数値を記録していた。 

水質汚染についても問題が生じており、蘭州市の汚水処理率は 1995 年末で 24%にと

どまり、大半の汚水が未処理のまま排出されていた。排出先の黄河は蘭州市の主要水源
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だが、その水質は国家基準を大きく超過していた。また蘭州市は、上水の水源を黄河水

系及び地下水に頼っていたが、人口増加・産業発展とともに、上水道施設の容量不足や、

その結果生じる過度の地下水汲み上げ等が生じた結果、地下水位の低下と、それに伴う

地盤沈下も大きな問題となっていた。 

 

1.2 事業概要 

甘粛省蘭州市において、大気・水質環境改善に係るプロジェクトを実施することによ

り、市内の石炭燃焼による大気汚染の改善、黄河水質の改善及び安全な上水供給確保を

はかり、もって市民の生活・衛生・健康環境の改善に寄与する 

 

円借款承諾額／実行額 7,700 百万円 ／7,690 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（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／国家環境保護局(NEPA)、蘭

州市ガス局、蘭州熱力公司、蘭州市政工程管理処、

蘭州市自来水総公司 

貸付完了 2004 年 1 月 

本体契約 なし 

コンサルタント契約 なし 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 

なし 

関連事業 甘粛省蘭州市大気環境改善事業(円借款／2007 年) 

 

本事業は 4 つのサブプロジェクトで構成される。サブプロジェクトの内容によって、

1)大気汚染環境の改善を目的とした事業と、2) 上下水道など、水環境の改善を目的と

した事業とに大別される。報告書中では、この分類に沿って記述する。以下は実施され

たサブプロジェクトと事業の概要である。 
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プロジェクト名 事業概要 

類型 1：大気環境改善事業 

1-1 都市ガス供給事業 蘭州市郊外の既存ガスプラントをパイプラインで市内と

つなぎ、都市ガス供給を増強、炊事用の石炭消費を削減す

る。 

1-2 熱供給事業 既存熱電プラントに対応する熱供給パイプラインを敷設

し、市内の暖房用の集中熱供給能力を強化することで、暖

房用の石炭消費を削減する。 

類型 2：水環境改善事業 

2-1 汚水処理事業 蘭州市安寧区に汚水処理場を新設するとともに下水管網

を整備し、安寧区及び七里河区の汚水を処理する。 

2-2 上水道拡張事業 黄河を水源とする既存の浄水場を拡張し、蘭州市内の配水

管網の整備を進める。 

 

市中心部

安寧区

七里河区

汚水処理場対象区域

汚水処理場

浄水場 黄河

 

図 1 蘭州市とプロジェクトサイト 

注：ガス供給事業、熱供給事業は対象施設(管網や熱交換所)が市内に点在しているため、地図上には

明記しない。 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 百田 顕児（アイ・シー・ネット株式会社） 

 

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：2010 年 11 月～2011 年 11 月 

 現地調査：2011 年 3 月 10 日～3 月 20 日、2011 年 5 月 29 日～6 月 4 日 

 

2.3 評価の制約 

本事業のサブプロジェクトは、蘭州市の大気環境と市内を流れる黄河の水質改善を目

標としている。事後評価では、サブプロジェクトの対象となる、汚水排出先の水質デー

タの取得を試みた。しかしながら、サブプロジェクトとの明確な関係性を確認しうる市

レベルの詳細なデータについては非開示とされ、入手することができなかった。このた

め、有効性の分析に際しては、黄河全体の水質について、国レベルで採用する水質デー

タを主に用いている。対象となる黄河は広大で、水質に正負の影響を及ぼす甘粛省内外

の様々な要因（例えば、政府によるその他の環境改善事業＝正の要因や、新たに建設さ

れた汚染源となる工場＝負の要因）が存在するが、これらの要因について正確に把握す

ることは困難であった。以上の理由から、本事業の有効性・インパクトの評価は、提供

されたデータを元に、一定の推測を加えて分析したものとなっている。またサブプロジ

ェクトのうち 1-1.都市ガス供給事業については、実施機関から必要なデータの提供等が

十分に得られなかったため、評価の一部について、入手できた情報を元にした推測で分

析を実施した。 

 

3．評価結果（レーティング：B
1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

(1) 審査時の開発政策 

中国では、順調な経済発展を続ける一方で大気・水質汚染が深刻化し、環境問題への

対策は重要なテーマとなっており、第 9 次 5 カ年計画(1996~2000 年)では、最重要課題

として水質・大気汚染源対策と都市環境改善を挙げていた。この国家計画を具体化する

取り組みとして、「環境保全にかかる諸問題に関する国務院決定(1996 年 8 月)」が発表

され、5 カ年計画の目標達成のための取り組みとして、環境目標の明確化や、主要汚染

源(3 大河川、3 大湖沼など)の重点環境抑制区指定や新規汚染源の抑制対策などの具体

                                            
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」。 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」。 
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的な措置が決定された。 

 

(2) 事後評価時の開発政策 

1) 国家政策(開発計画)との整合性 

第 11 次 5 カ年計画(2006-10 年)では、環境保護に関する取り組みを一層強化する方針

が示されており、10 大重点環境保護事業の実施を打ち出している。水質改善事業はそ

の中でも優先度が高く、都市の汚水処理事業もそのうちの一つとして、全国の汚水処理

率の 70%達成などの目標が掲げられ、依然重要項目と位置付けられている。また大気環

境の改善について、同計画では、蘭州市を含む 113 の環境保護重点都市を指定し、集中

熱・ガス供給の実施等を含む大気汚染対策を掲げている。本事業はこのような政策を背

景に実施されたものであり、現在の開発政策とも整合性が認められる。 

 

2) セクター・地域施策との整合性 

甘粛省の第 11 次 5 カ年計画(2006-10 年)では、水・大気環境の改善を含む 10 大重点

分野を指定しており、それぞれの最重点課題として、水質改善に関しては下水処理場の

整備、大気環境改善に関してはクリーンエネルギー(集中熱供給や公共交通機関のエネ

ルギー転換)の導入を挙げている。同計画の期間中、環境改善対策として約 144 億元(約

1870 億)の投資が予定されていた。うち水・大気環境にはそれぞれ約 37 億元(約 480 億

円)、35 億元(約 455 億円)の投資が計画されていた。大気環境については、都市でのク

リーンエネルギーの導入のため、エネルギー効率が高い熱電供給の推進を掲げており、

本事業の取り組みは、この方向性と合致するものと評価できる。また同計画では水質改

善、大気環境の改善についての目標を設定しており、それぞれ以下の目標を掲げていた。 

・ 水質改善については、黄河を中心とする主要河川における水質を国家水質基準の

II~III 類に改善することを目標としている。 

・ 大気環境の改善については、市街区域の二酸化硫黄、二酸化窒素の通年の 1 日当り

平均値が国家 2 級基準を下回ること、大気質が 2 級基準を上回る日数が 280 日/年前

後となることを目標としている。 

本事業は、これらの目標を達成する上で必要な取り組みであり、セクター・地域施策と

の整合性が認められる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 3.1.2.1 サブプロジェクトのニーズ 

蘭州市は 1950 年代から重工業都市として発展を続けており、化学・石油精製等産業

の発展、人口増加や生活水準の向上による石炭需要の増加などにより、大気汚染が深刻

化していた。上水道に関しては、主要水源の黄河の汚染に加え、既存給水能力の絶対的

不足という問題、過度の地下水依存による地下水位の低下、地盤沈下といった問題が発

生しており、表流水を水源とする上水道の整備が急務であった。 
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水質汚染のうち、汚水処理については、市内の汚水処理率は 1995 年末で 24％、特に

七里河区および安寧区では一次処理のみの小規模汚水処理場しかなかった。このため、

大部分の汚水はそのまま黄河に排出されており、水質は年々悪化していた。 

以上より、蘭州市の大気汚染、水質悪化、地盤沈下という環境問題を改善する上で、

本事業の必要性は高かったといえる。 

本事業実施以降も、蘭州市の都市化、経済発展に伴い、水・大気汚染対策についての

必要性は一層高まっている。例えば汚水処理事業については、その後も汚水需要が増加

したため、現在は汚水処理場の追加を進めている。なお都市ガス供給事業については、

事業完成後まもなく、当時の国家政策3の影響でガス源が変更され、当初予定されてい

た石炭ガス化プラントから、青海省から輸送される天然ガスの輸送へと転換された。サ

ブプロジェクトのニーズそのものには変更はないが、一部設備の廃棄・委譲が発生した

(3.2.1 効率性のアウトプット参照)。 

 

3.1.3 事業目標設定の妥当性 

本事業は、水質改善事業の目的として、“黄河水質の改善”を掲げていたが、この目

標については、事業の規模を踏まえたより詳細な目標設定と、中国側との共有が必要で

あったと考えられる。 

黄河は総長 5000km にものぼる長大な河川で、その水質には、上流域の青海省等の影

響など多様な要因が関わる。また甘粛省、蘭州市内においても、上下流域に位置する工

場等、汚染物質の排出源が存在するため、黄河全体の水質に関して、本事業による取り

組みの効果を直接検証することは困難である。また実施機関関係者への聞き取りでも、

具体的な目標の設定についての検討・共有が行われたということは確認できなかった。 

本事業の目標設定では、投入の規模、水質に影響を及ぼす様々な要因等を考慮し、サ

ブプロジェクトの直接的な効果を目標とする、あるいはより直接的な効果が想定される

近隣水系の断面データを目標として位置づけ、河川・水系の水質改善はより上位の目標

として位置づけるなどの整理をすべきであったと考えられる。 

 

3.1.4 日本の援助政策との整合性 

「国別援助方針（中国）」（審査当時）では、環境対策を重点分野の一つとして掲げ、

煤煙処理、排煙脱硫等の大気汚染防止、下水道等の水質汚濁防止対策について、中国側

のニーズを踏まえつつ援助を進める方針を打ち出していた。本事業は、大気・水環境の

悪化が深刻化していた蘭州市を対象とした環境対策事業であり、国別援助方針の重点分

野に合致し、その具体化においても重要な取り組みと評価できる。 

 

以上より、本事業の実施は、目標設定の妥当性に一部問題があったものの、中国およ

                                            
3 西気東輸プロジェクト：第 10 次 5 カ年計画における天然ガス開発・利用促進の国家事業で、新疆

自治区等で生産される天然ガスを中国東部沿岸地域までパイプラインで輸送する計画。 
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び蘭州市の開発政策、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：①） 

3.2.1 アウトプット 

本事業における計画と実績は下表の通りで、概ね計画通りに実施された。 

アウトプット 計画 実績 

1) 都市ガス供給事業 

1. 長距離高圧管敷設 

2. 市内供給管敷設 

3. ガスプラント安全機器調達 

4. パイプライン維持管理機器 

5. 調圧所建設 

 

2) 熱供給事業 

1. 熱供給管敷設 

2. 熱変換所の建設 

3. 管理用建物建設 

 

3) 汚水処理事業 

1. 汚水処理場建設 

2. ポンプ場建設 

3. 汚水圧送管敷設 

4. 黄河横断汚水管橋建設 

 

4) 上水道拡張事業 

1. 第 1~4 浄水場拡張 

2. ポンプ施設拡充 

 

3. 配水管網建設 

4. 浄水場間の接続パイプ 

 

12.37km 

167.8km 

 

 

 

 

 

31.92km 

69 基 

5,868m
2
 

 

 

 

日処理量 20 万/m
3 

3 ヶ所 

3,400m 

350m 

 

 

45 万 m
3
/日 

場内 3 ヶ所ポンプステ

ーション 4 ヶ所 

約 90km 

約 7km 

ほぼ計画どおり 

34.87km 

計画どおり 

計画どおり 

計画どおり 

計画どおり 

 

ほぼ計画どおり 

計画どおり(現在 42km) 

72 基(現在 92 基) 

計画どおり 

 

 

一部変更あり 

計画どおり(処理方法変更) 

計画どおり 

9,200m 

350m(地下通水管に変更) 

 

ほぼ計画どおり 

計画どおり 

計画どおり 

 

約 116km(3-4 合計) 

 

主な変更点は以下の通り。 

1) 都市ガス供給事業については、「2.3 評価の制約」で前述したとおり実施機関から

は詳細についての情報提供がなされなかったが、国際協力機構(JICA)提供資料によ

れば、ほぼ計画とおりに事業が完成したことが確認できた。なおアウトプットのう

ち、安全・維持管理機器の一部は、一定期間利用された後、現在は利用されておら

ず、廃棄または他機関に委譲されている4。これは事業完成後にガス源が青海省か

らの天然ガス輸送へ転換されたことにより、当初予定されたガスプラント向けに導

                                            
4 廃棄または委譲された設備は、サブプロジェクトの総事業費の約 6%に相当し、全体に占める割合

は尐ない。 
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入された CO 測定機器や SCADA システム5などの必要性がなくなったことによる。

主要な管網については、引き続き活用されている。 

 

2) 熱供給事業、上水道拡張事業は、ほぼ計画通りに実施された。熱供給事業について

は、追加的な円借款として「甘粛省蘭州市大気環境改善事業(2007 年)」が現在実施

中であり、集中熱供給施設の建設など、供給範囲の拡大が進められている。 

 

3) 汚水処理場では、1.処理方法、3.圧送管の総長や、4.送水管の工法が変更された。 

1.処理方法は、当初実施された実施可能性調査では古い環境基準を元に設計されてい

たため、その後の環境基準の厳格化に伴い、新しい処理方法に変更された。3.圧送管

については、詳細設計に基づくルートの再構成等が生じたため、総長が変更された。

4.送水管については、当初は黄河上に管橋を設置する計画であったが、交通渋滞と水

辺景観への影響、用地の不足等から、黄河の地下を通水管でつなぐ計画に変更された
6
(位置・延長は変更なし)。 

 

 

図 2 汚水処理場の生物処理池 

 

図 3 処理後の放流水 

 

なお現在、市内の汚水処理需要は 60 万㎥/日で、処理能力の 46 万㎥を依然として

上回っている。このため市政府はさらに 15 万㎥の処理能力(汚水処理場)を現在建設中

で、処理能力を超過する汚水処理需要の中、本サブプロジェクトの必要性は一層高ま

っている。 

                                            
5 下水処理やガスパイプライン等、地理的に分散したシステムを集中的に監視制御するシステム。 
6 採用された工法は、中国でも一般的な技術であり、技術上の問題なく、コスト削減にもつながる適

切な変更であったと考えられる。 
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図 4 上水道拡張事業 浄水場内部  

 

図 5 熱供給事業 集中熱供給施設  

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

総事業費は 198 億 8000 万円(うち円借款部分 77 億円)の計画に対して、実際は 254 億

1000 万円(うち円借款部分 76 億 9000 万円)と、計画を上回った。事業費増加の要因と

しては、主に以下の要因が影響した。 

1) 物価の上昇(審査時比 10%程度)。 

2) 熱供給、汚水処理事業について、配管網の敷設距離の増加等が生じた。 

3) 上水道事業については、既往設備の運転との調整のため工事期間が長期化したこ

とも影響した(下記事業期間の項で詳述)。 

 

3.2.2.2 事業期間 

本事業は、複数のサブプロジェクトで構成されるという性質を考慮し7、事業期間の

評価については、サブプロジェクトごとの開始～完了までの期間（月数）を計画・実績

それぞれで積み上げ、計画比率の平均を全体の評価対象とした（詳細は別添 1 を参照）。

その結果、本事業の期間の評価は①となった。 

 

表 1 サブプロジェクトの事業期間計画・実績比 

    計画 実績 差異 

1) 都市ガス 30 36 120% 

2) 熱供給 39 60 154% 

3) 汚水処理 47 120 255% 

4) 上水道 46 83 180% 

      総合  177% 

 

                                            
7 複数のサブプロジェクトで構成される本事業の場合、通常の事業全体の開始～完了をレーティング

の基準とする方法では、1 事業の大幅な遅延が全体のレーティングを左右し、実態と乖離したレーテ

ィングになる可能性があるため。 
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大幅な遅延となったサブプロジェクトの主な遅延理由は、政府内手続きの承認や、内

貨調達の遅れによる着工の遅延などがある。都市ガス供給事業については、実施機関か

ら遅延の経緯について詳細な回答が得られなかったが、大幅な遅延はなく、大きな問題

は生じなかったと考えられる。 

 

1) 熱供給事業 遅延の理由；円借款融資に係る政府内手続きの遅れ、国内資金調達額

の増加による手続きの遅れ等による着工の遅延。 

 

2) 汚水処理事業 遅延の理由； 

1. アウトプットの項でも述べた実施可能性調査の再実施・承認(2000 年までの約 4 年)

と、それに基づく詳細設計等の結果、着工が 2002 年までずれこんだ。 

2. 調達過程で、国際的な調達手続きに不慣れだったため、契約不同意がしばしば発生

した。 

3. 2003 年の重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行により、工事や調達がほぼ 1 年ストッ

プした。 

 

3) 上水道拡張事業 遅延の理由； 

1. 設計変更に伴う遅延：施工時に、当初想定外の変更を要したこと(設置予定地の地下

水の水位が想定より高いため、地下水位を下げて、地盤安定化を図る工事が必要と

なったことなど。 

2. 手続き上の遅延：詳細設計の承認遅延、一部調達の再入札の発生、国際競争入札手

続きに不慣れで、各調達(18 ロット)の実施手続きが遅れたこと。 

3. 既往設備の運転との調整：本サブプロジェクトは既往浄水場の拡張という性格上、

浄水場の運転と同時に工事を行う必要があることや、新旧管の接続時の断水防止な

どの工事に時間を要し、建設工事の工程が長期化した。 

 

以上より、本事業は事業費が計画を若干上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったた

め、効率性は低い。 

 



 

 11 

3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標(各サブプロジェクトの指標については、別添 2 を参照) 

(1) サブプロジェクト全体の成果の達成状況 

本事業のサブプロジェクトは、類型 1：大気環境改善と、類型 2：水環境改善事業と

に分類される。有効性の評価にあたっては、類型別にサブプロジェクトの効果を集計し、

当初計画された効果が発現しているかを確認した上で、全体としての大気・水質改善効

果の達成状況について総合的な評価を実施した。以下の表は、水質改善、大気質改善そ

れぞれのサブプロジェクトの効果の総和を示したものである。 

 

表 2 大気環境改善事業による大気汚染物質の削減量(類型 1) 

(単位：トン/年) 

  計画値 実績 計画比 

SO2
8排出削減 9,360 6,749 72% 

TSP
9排出削減 34,851 25,992 75% 

石炭消費量削減 390,000 290,000 74% 

出所：サブプロジェクト実施機関からの回答、JICA 提供資料を元に編集。 

 

表 3 水環境改善事業による水質汚染物質の削減量(類型 2) 

(単位：トン/年) 

  計画値 実績 計画比 

BOD10排出削減 10,950 21,761 199% 

COD11排出削減 29,200 46,794 160% 

SS12排出削減 16,060 46,404 289% 

出所：サブプロジェクト実施機関からの回答を元に編集。 

大気汚染物質の削減については、計画比 70%強の達成率となっている。当初計画比で

7 割にとどまった理由としては、省エネ住宅の整備など、熱供給事業の対象となる家庭

                                            
8 SO2 主要な大気汚染物質の一つで、石炭や重油など、硫黄を含む燃料の燃焼によって発生する気体。

酸性雤の原因となる。 
9 総浮遊粒子状物質 (Total Suspended Particular) すべての粒子状物質の総称。 
10 BOD(Biochemical Oxygen Demand)=生物化学的酸素要求量。 

水の汚濁指標として用いられ、特に工場排水等の規制項目の一つとして重要。微生物が水中の有機物

を分解するときに消費する酸素量として表され、この値が大きいほど、水の汚れの度合いが高い。 
11 COD(Chemical Oxygen Demand)=化学的酸素要求量。 

水の汚れの度合いを表す値として用いられ、水中の有機物を酸化剤で酸化する際に消費される酸素量

を指す。 
12 SS(Suspended Solid)=浮遊物質水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のことで、粘土鉱物に由

来する微粒子や、動植物プランクトンおよびその死骸、下水・工場排水などに由来する有機物や金属

の沈澱などが含まれる。 
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用暖房の熱供給効率が向上し、供給熱量が抑制されたこと13など、省エネルギーの取り

組み等が進んだことが影響したものと考えられる。一方水質汚染物質の削減については、

計画比で 2 倍近い削減量を達成している。これは流入水質の悪化により削減量が増加し

たことが要因と考えられるが、計画以上の成果を達成していると評価できる。総じてサ

ブプロジェクトごとの運用状況は良好で、当初期待された機能を果たしている。 

 

(2) サブプロジェクトの稼働状況(詳細は別添 2 にて記載) 

1) 都市ガス供給事業 

本サブプロジェクトについては、現地調査期間中に十分なデータの提供が得られなか

ったため、一部の効果については、提供されたデータを元に現地専門家の分析を交え、

推定での事業による汚染物質の削減効果を確認する手法を採用した。 

ガス供給事業全体の稼働状況は良好で、現在の供給世帯は 55 万世帯と、計画値の 16

万世帯から大幅に増加している。これは本事業実施後も、実施機関による継続的なパイ

プラインの整備が進んだことによるもので、現在は蘭州市内南北部(黄河両岸)にガスを

供給している。供給面積は、約 180-190 万㎥/日で、うち民生用 25%、工業/産業/公共が

残りを占めている。実施機関関係者への聞き取りによれば、安定供給が実現されており、

事故による搬送停止等は発生していない。これらの取り組みによって、SO2 の削減量は

約 4000 トン／年、石炭の消費を 17 万トン削減したと推測される。 

 

2) 熱供給事業 

本事業によって熱供給のカバー率は大幅に増加し、従来の非効率な小規模ボイラーの

撤去も進み、大きな成果を挙げている。この成果を受け、2007 年より円借款事業(蘭州

市大気環境改善事業)
14を現在実施中で、今後さらにカバー率を拡大する計画である。本

事業実施以降も市の発展に伴い熱供給の需要は増加しており、これに対応するため、熱

供給管の総長、熱交換所の数ともに増加している。現在の供給面積は、すでに計画時の

540 万㎡を超え、市中心部(城関区)の約 700 万㎡、9.8 万世帯(約 30 万人)をカバーしてい

る。実施機関では現在、より高効率の設備への更新を順次進めており、今後 3 年間、年

間 7-8 カ所ずつ、大半の交換所の更新を行う予定である。 

                                            
13 例えば計画時の供給熱量は時間当たり 300Gcal/h とされていたが、2010 年の実績では 206Gcal/h に

とどまる。実施機関によれば、これは供給熱源の不足によるものではなく、暖房効率の高い住宅の整

備等による、世帯当たりの供給熱量を抑えることができたためとしている。 
14第二期円借款事業(西固地域への供給事業)が完成すると、供給面積は約 1820 万㎡になる予定(蘭州市

の面積は約 9000 万㎡) 
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図 6 市内の熱交換所内部 

 

図 7 市内の熱交換所配置図 

本サブプロジェクトにより、SO2、石炭の削減量はそれぞれ年間約 2,800 トン、12 万ト

ン相当の効果があったと推測できる。 

 

3) 汚水処理事業 

現在の汚水処理対象地域は、蘭州市七里区、安寧区の 2 ヶ所で、汚水の処理量は、初

年度(2007 年)の 6 万㎥から漸増し、2011 年には 16 万㎥に達している。汚染物質の削減

率は NH3-N
1516

 を除くと 90%前後で、汚水処理水質の国家基準もほぼ 1級に達しており、

計画以上の成果を挙げていると評価できる。 

 

表 4 汚水処理場の流入／処理後水質の比較 

指標 水質(2011 年 1-2 月) 削減率 国家基準17
 

  流入水質 処理後水質 計画 実績 等級 

BOD 368mg/l 14.2mg/l -83% -97% 1 級 B 

COD 769 mg/l 48.1 mg/l -80% -95% 1 級 A 

SS 697 mg/l 14.14 mg/l -88% -98% 1 級 B 

NH3-N 41.13 mg/l 18.13 mg/l -40% -40% 未達 

出所：蘭州城投環保水務有限公司 

 

4) 上水道拡張事業 

本事業は、既存浄水場の処理能力を拡張することで、増加する水需要に対応すること、

また水源を従来依存してきた地下水(井戸利用)から地表水(黄河)に転換することで、蘭

州市の地盤沈下を抑制することを目的としていた。現在の給水人口は約 207 万人で、水

道普及率は蘭州内で 93%に達している。現在の蘭州市の水供給システムは以下の通りで

ある。 

                                            
15 NH3-N については、流入水質が悪化した影響で、汚染物質の削減率は目標に達しているが、放流

水質自体は目標の 15mg/l にやや達していない。 
16 アンモニア性窒素の略語で、汚水中の尿が解するときに、尿に含まれる尿素やタンパク質が変化し

て生成される。水質汚染の指標として用いられ、湖沼、海域などの富栄養化の原因物質の 1 つとなる。 
17 中国では処理済み汚水の水質基準を等級化しており、1 級 A は最も高い等級にあたる。 



 

 14 

表 5 蘭州市の水供給システムと供給量(表中(  )内の数値は㎥/日) 

第一浄水場
(83万)

第二浄水場(68万)

第三浄水場
(0.87万)

第四浄水場
(3.07万)

発電所(8万)

地表水(黄河)

地下水 一般需要家
(地表水60万)
(地下水3.9万)私設井戸

(不明)

石油精製工場等
(8万)

一次処理

二次処理

予備供給(15万)

 

 

1 人当たりの給水量は 270 リットル/日とほぼ目標の 275 リットル/日を達成しており、

安定的な水供給という目的は達成されている。なお現在の日平均給水量は計画時の約 6

割にとどまるが、これはクリーナープロダクション等の政府政策により、当初想定され

ていた産業・工業用途の水需要が、節水促進により減尐したことが大きな要因となって

いる。 

また水源の地表水への転換という目的についても、現在の地下水源(井戸)の利用量は

約 4 万㎥/日で、審査時の 22 万㎥/日から 2 割弱まで削減が進んでおり、計画値を大きく

上回っている。市政府では、2014 年までにすべての私設井戸を閉鎖する方針を立てて

おり、現在閉鎖を進めている。 

 

3.3.1.2 内部収益率 

本事業の財務的内部収益率(FIRR)は、計画時に採用された以下の前提条件に基づき、

実績値を元に再計算を行った。結果は以下の通りで、汚水処理事業以外はマイナスとな

った。これは、事業実施以降、熱供給事業のように、原材料(石炭等)費用の上昇や、物

価上昇などのコスト増加傾向が続いていることに対して、本サブプロジェクトの場合公

共性が高いことから、料金の値上げを行っていないことが影響しているものと考えられ

る。 
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サブプロジェクト 前提条件 計画 
実績 

(2011 年) 

熱供給事業 プロジェクトライフ：20 年 

便益：売熱収入 

費用：事業建設費、運営・維持管理費 

6.29% マイナス 

汚水処理事業 プロジェクトライフ：20 年 

便益：下水処理料金収入 

費用：事業建設費、運営・維持管理費 

4.1% 2.7% 

上水道拡張事業 プロジェクトライフ：20 年 

便益：水道料収入 

費用：事業建設費、運営・維持管理費 

8.18% マイナス 

注：都市ガス供給事業については、計算に必要な最低限のデータが提供されなかったため、計算を実

施しなかった。 

 

3.3.2 定性的効果 

本事業がもたらす定性的効果としては、大気・水質の改善による生活環境の改善等が

あるが、これらの分析についてはインパクトの項で詳述する。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 
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3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業は大気・水質環境改善に係るプロジェクトの実施により、市内の大気汚染の改

善、黄河水質の改善及び安全な上水供給の確保を目的としていた。本項ではこれらの点

を分析するため、市内の大気・水環境の変化や、蘭州市民の環境についての意識の変化

に関する調査を実施した。 

 

3.4.1.1 蘭州市の大気・水質環境の改善 

(1) 大気汚染環境の改善  

事業実施前後の、主要大気汚染物質の濃度の推移と、目標値、本事業非実施時の汚染

物質濃度の予測等を下記にまとめた。 

 

表 6 蘭州市の大気環境の推移(2002-2009 年) 

(単位：濃度は mg/m3、排出量はトン) 

  SO2 濃度 SO2排出量 NO2 濃度 PM10 濃度 
国家基準達成 

日数(1-2 級) 

審査時(1993 年) 0.530  75,948       

事業非実施時予測値 0.089 88,338     

事業目標値 0.081 81,718        

市の目標値 0.060   n.a        

2002 年実績 0.080  72,700 0.057  0.199  154 

2005 年実績 0.068  71,100  0.037  0.157  238 

2006 年実績 0.057  80,100  0.052  0.193  205 

2007 年実績 0.060  74,200  0.042  0.129  271 

2008 年実績 0.071  82,100  0.055  0.132  268 

2009 年実績 0.059  80,930  0.042  0.150  236 

国家基準 SO2 濃度   NO2 濃度 PM10 濃度  

国家基準 1 級 0.02   0.04  0.04   

国家基準 2 級 0.06   0.08  0.10   

国家基準 3 級 0.10    0.12  0.15   
 

出所：蘭州市環境公報 

 

SO2 濃度、排出量とも事業目標値、または事業非実施時の予測値より低い数値となっ

ており、大気質の改善については、当初目標をほぼ達成している。NO2 や PM10 等の主

要基準についても、以前(2002 年)と比較して改善され、国家基準の 1-3 級をクリアして

いる。年間の大気質基準達成日数も増加しており、大気の改善について一定の成果を達

成している18。蘭州市の環境対策事業は本事業の他にも実施されており、上記の成果に

                                            
18 甘粛省環境保護局の発表によれば、2010 年の省全体の SO2 排出量は 55.18 万トンで、2005 年比で

約 2%を削減、甘粛省「第 11 次 5 カ年計画」期間中の削減目標を達成しているとのことである 
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対する本事業の直接的な貢献度を図ることは困難である。しかしながら、主要な暖房手

段を熱供給・ガスに依存する蘭州市において、これらの目的のために消費される石炭の

消費抑制は重要な役割にあると言える。そのための手段として、本事業が果たす役割は

大きいと評価できる。 

 

(2) 地表水源(黄河)の水質改善 

蘭州市の水源(黄河)の水質改善 

実施機関関係者へのインタビューでは、黄河(蘭州市区間)の水質は、計画時の国家基

準Ⅳ類からⅢ類へと改善された事が確認できており、2010 年の環境公報でも、蘭州市

下流の水域は国家基準の III 類を維持しており、計画時と比べると、水質は改善傾向に

あると考えられる。 

一方、同時期の汚水総量、COD の排出量の推移をみると、いずれも大幅な増加を示

している。これは都市発展に伴う生活汚水の増加や、工業汚水等の発生に伴うものと考

えられる。このような傾向の下、黄河の水質が一定の水準に保たれているという点から、

本事業は、“水質悪化の抑制”という点において一定の役割を果たしているものと考え

られる。 

表 7 蘭州市の汚水等排出量の推移 

 2002 2009 02 年比 

COD 発生量 23,796 47,897 201% 

汚水総量(万トン) 11,492 16,867 147% 

出所：蘭州市環境公報 

 

 

図 8 処理済み汚水の排出口 

 

図 9 黄河(蘭州市内) 

 

3.4.1.2 住民の生活環境改善 

本事業は蘭州市の大気・水質改善を通じて、市民の健康や生活環境を改善することを

目的の一つとしていた。これらの効果について、住民の意識や評価を把握するため、市

民向けの受益者調査を実施した。対象は蘭州市内の複数個所で、約 100 名のサンプルを

回収した。主要な質問への回答結果は以下の通り。 
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図 10 蘭州市の大気質改善の評価 
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図 11 熱供給機能の満足度 

受益者調査の結果によると、事業実施前の 1990 年代と比較して、蘭州市の大気環境

の改善を認める意見は 9 割以上に達し、大きく改善されたと評価する意見も 4 割に達す

る。またスモッグの発生日や、大気汚染による体調不良症状の減尐を認める意見も、そ

れぞれ 7 割～8 割に達しており、大気質の改善傾向が市民でも体感できるレベルに達し

ていることが確認された。また集中熱供給網の整備により、以前の小規模ボイラーによ

る暖房機能からの改善を評価する意見が聞かれた。暖房機能や費用等、いずれの項目で

も、8-9 割の回答者が“満足”、または“大いに満足”と回答しており、高い評価を得て

いる。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 汚泥処理の現状と課題 

汚水処理過程で発生する汚泥については、蘭州市郊外の埋め立て場に運搬され、未処

理のまま埋め立て処理されている。処理場は蘭州市中心部から数十キロ離れており、市

内の環境への直接的な影響はないと考えられるが、環境影響の尐ない処理方法の導入が

望まれる。実施機関では、2011 年末より 2 基の卵型嫌気性消化器の稼働を開始する予

定で、導入後は汚泥の脱水・消化処理が進む見通しとなっている。処理後の汚泥は蘭州

市の緑化用堆肥として使用される予定である。 

 

図 12 市郊外の汚泥埋め立て地 

 

図 13 汚泥処理施設  

 

本事業実施機関、蘭州市政府建設局との協議では、蘭州市における汚泥処理システム
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については、今後の都市発展に伴うさらなる需要の増加を踏まえ、資源化や再利用など、

高度技術の導入の必要性を認識しており、どのような技術が経済的、効率的な選択肢と

なるかについて、技術調査や外国からの協力を期待する意見も示された。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

本事業による住民移転はなく、用地取得についても、事業実施前の段階で大半が終了

しており、蘭州市政府の回答でも問題がないことが確認されている。本事業は、基本的

に既存事業の拡張や機能強化が主要な構成要素であること、事業の主要部分である送水

管や熱・ガス供給管網は地下の配管であり、用地取得上の問題が尐なかったと言える。 

 

(3) 自然環境へのインパクト 

本事業は、事業形成段階の環境アセスメントが実施され、環境に配慮した事業の設計

がされていた。一例として、熱供給事業における低硫黄炭の使用や、熱源における電気

集塵機の設置などが実施されたが、現在においてもそれらの対策が計画どおり実施され

た、あるいはその後の環境規制の強化に伴いさらに強化して実施されていることが確認

された。 

 

以上から、本事業の目的である蘭州市の大気・水質環境の改善について、一定の成果

を確認することができており、事業目的の達成状況は良好と評価できる。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

本事業は通常の借款事業と異なり、各サブプロジェクトの実施主体の総体を実施機関

として定義する。持続性の評価は、まず各実施主体の持続性についての個別評価を行い、

それをまとめる形で総合評価を行った19。全体的にみると、水質改善事業については運

営・維持管理上概ね問題は見られず、持続性は確保されていると評価できる。大気環境

改善事業については、いずれも財務上の課題を有しているが、運営上深刻な影響を及ぼ

す問題は生じていない。全体的には、事業の効果は今後も高い持続性を保つものと考え

られる。 

 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

(1) 事業実施体制の変遷 

本事業関連施設の運営・維持管理体制は、以下の通りである。実施主体に大きな変更

はないが、計画時に市政府直轄の部局だったものを国有企業化するなど、組織形態や資

本構成などについては変更が生じている。現在は蘭州市政府財政局が事業の監督機能を

果たしている。 

                                            
19 但し、評価対象となる機関が多数にわたるため、通常の事後評価よりも、評価の手順は簡略化し、

持続性を評価する上で重要な点に絞った調査を行った。 
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 計画時 現在 

監督機関 蘭州市政府 変更なし(市政府財政局) 

サブプロジェクト 

1.都市ガス供給 蘭州市ガス局 蘭州中石油崑崙ガス有限公司 

2.熱供給  蘭州市熱力公司 変更なし 

3.汚水処理 蘭州市政工程管理処 
蘭州城投環保水務有限公司 

(国有企業) 

4.上水道拡張 蘭州市自来水総公司 蘭州威立雅水務有限責任公司 

 

上記のうち、1.都市ガス供給事業、4.上水道拡張事業については民間資本が導入され

ており、行政部門から独立性の高い事業運営体制に移行している。 

都市ガス供給事業については、石油元売り大手のペトロチャイナの子会社である、崑崙

ガスが担当している。崑崙ガスは中国の大都市でのガス供給を実施しており、ハルビン、

昆明などでも実績がある。上水道拡張事業については、フランス資本が導入され20、合

弁企業として独立採算による事業運営を行っている。いずれも親会社から各子会社向け

に人材を派遣しており、母体の大企業の傘下で、安定した体制が整備されている。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

本事業は、既往事業の拡張や強化を主な対象とするプロジェクトで、採用された技術

も概ね普及が進んだ汎用性の高いものであることから、事業運営に支障をきたすような

特段の技術的課題はないと見られる。加えて、都市ガス供給事業のように全国的な大企

業の支援が受けられるサブプロジェクトや、上水道拡張事業のように外国資本が導入さ

れたことで、国際的な技術の導入が進んでいるサブプロジェクトもあり、総じて技術水

準を維持・向上させる環境が整備されていると評価できる。 

実際に現地調査時に各施設を訪問し、現場での運営マニュアルの整備状況、研修の実

施状況や従業員への聞き取り調査等を行った結果、運営体制はよく整備されており、技

術水準も一定の質を確保できていると見られる。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

熱供給事業を除き、詳細な財務諸表は開示されなかったため、詳細な財務分析を行う

ことはできなかったが、実施機関の事業環境や、市政府との関係等に基づき、以下の通

り評価した。熱供給事業と上水道拡張事業については、営業赤字を計上しており、やや

懸念が見られる。ただし実施機関との協議で、今後収支の改善の可能性が確認できたこ

                                            
20 フランスのヴェオリア社(水ビジネスでは世界第 2 位の規模)資本参加による合弁企業で、中国で初

めて公益事業に外資を導入した(蘭州モデル)事例となっている。経営陣の一部はフランスの親会社か

ら派遣されている。 
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と、事業の公共性の高さから、市政府の支援の可能性が高いと見られることから、事業

効果の持続的な発現に影響を及ぼすような、財務上の深刻な問題はないと考えられる。 

 

1) 都市ガス供給事業 問題なし 

直近二年はいずれも安定した利益を計上しており、財務上も健全な状況にある。実施

機関はペトロチャイナの子会社の崑崙ガスの蘭州市支社として、経営・財務基盤は安定

していると考えられる。 

表 8 蘭州市崑崙ガス 営業収支 

(単位：万元) 

  2008 2009 2010 

営業収入 n.a 67,322 88,569 

営業費用 n.a 61,679 83,512 

純利益 n.a 2,714 3,012 

出所：蘭州市崑崙ガス 

 

2) 熱供給事業 やや懸念あり 

熱供給事業については、直近 3 年の営業収支は赤字が続いているが、これは熱供給源

の発電所からの購入費用の増加、石炭費用の増加等が影響している。 

 

表 9 蘭州市熱力公司 営業収支(単位：万元) 

  2008 2009 2010 

総収入 14,448 15,154 15,927 

総費用 15,101 15,722 16,653 

総利益 -653.2 -568 -726 

出所：蘭州市熱力公司 

 

実施機関では、費用回収が可能な料金水準は、21.2 元/m
2 と計算しており、今期(2011

年)からはこの水準に価格が改定されたため、営業収支は改善する見込みとしている。  

 

3) 汚水処理事業  問題なし 

詳細な財務諸表は開示されていないものの、実施機関によれば、本組織は市政府から

の財政支出によって運営されており、料金徴収額と予算額とが連動していない。維持管

理費用の記録からは、毎年安定的な金額が支出されており、日常的な運営業務上、問題

ないと考えられる。 

 

4) 上水道拡張事業 やや懸念あり 

詳細な財務諸表は提供されていないが、実施機関とのインタビューで、ここ数年営業

赤字を計上していることが確認された。2009 年度に一時黒字転換したものの、引き続
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き運営・設備投資の負担が大きく、安定的は収益性を確保するには至っておらず、これ

は水道料金の低さが最大の要因となっているものと思われる。一方で、ヴェオリア社の

参入以降は管理コストの削減などの改革が進み、一定の改善が見られるとのことであっ

た。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

現地調査時に、サブプロジェクトの主要設備の視察、現場関係者とのインタビュー等

を行ったところ、概ね施設の状態は良好に保たれていた。なお 1.都市ガス供給事業は現

地視察ができなかったため、目視での確認は取れなかったが、実施機関関係者からは、

設備の状態について問題がない旨の回答を得ており、また有効性の項で述べたこれまで

のガス供給の状況から判断して、大きな問題はないと推測できる。 

サブプロジェクトは、いずれも蘭州市の生活インフラの基幹をなすものであり、その

重要性から、適切な運営・維持管理に関する取り組み・支援が続けられており、大きな

問題は見られなかった。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに概ね問題なく、本事業に

よって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

甘粛省の省都蘭州市では、石炭消費の増大に伴う大気汚染や、生活・工業排水の未処

理での放出などの影響で水質汚染が深刻化しており、大気・水質環境の改善が住民の生

活環境上、緊急性の高い課題であった。本事業の実施期間・費用は計画を大幅に上回っ

たため、効率性は低い。本事業を通じて大気・水質環境の改善に関わるプロジェクトが

実施され、現在もほぼ計画通り、大気・水質汚染物質の削減効果を挙げている。事業実

施以降、大気環境の改善、黄河の水質改善や地下水源利用の抑制といった効果が発現し

ており、本事業もこの傾向への一定の貢献があると評価できる。ただし汚水処理場で発

生する汚泥処理については、土壌汚染等の危険をなくすためにも、現行の埋め立て方式

から焼却など高度技術への転換が将来的に必要と思われる。事業の持続性については、

財務上課題のあるサブプロジェクトが見られるが、組織・技術など総合的な運営体制に

ついては、市政府や親企業による支援を受けて安定しており、概ね問題ないと見られる。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。  

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

事後評価調査に限らず、本事業の効果をモニタリングする上で、市の環境関連データ

の分析は不可欠だが、本事業を実質的に管轄する市政府財政局でも、データについて十
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分なアクセスを有していない。今後環境改善に関わる事業形成を行う上でも、現状の正

確な把握は不可欠であり、組織間の横断的な連携を強化し、モニタリング・監督を行う

体制を整備すべきである。 

 

4.2.2 JICA への提言 

本事業は高い成果を挙げているが、汚泥処理については、今後乾燥・焼却等の高度処

理が必要になると考えられる。実施機関からも継続的な協力への要望・ニーズが確認で

きたことから、JICA として、これまで実施してきた技術交流セミナーの継続的な展開

や、最適な処理技術の選定や実施可能性調査などの技術支援も有効と考えられる。 

 

4.3 教訓 

本事業では、事業目標の設定について、改善の余地があったと考えられる。蘭州市内

の大気質や黄河の水質改善という目標については、事業以外の多くの外部要因が存在し、

事業による水質改善効果を測るのは難しい上、現地実施機関との協議ではこのような目

標設定について十分な共有・認識がされていなかったと考えられる。事業の成果を適切

に評価するため、また相手国からの協力を得る上で、このような目標についてはより上

位の目標として整理するなど、現実的な目標の設定と共有を、案件形成過程において、

強化することで、より適切に事業の効果を測ることができるようになると考える。 

以上 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

1) 都市ガス供給事業 

1. 長距離高圧管敷設 

2. 市内供給管敷設 

3. ガスプラント安全機器 

4. パイプライン維持管理機器 

5. 調圧所建設 

 

2) 熱供給事業 

1. 熱供給管敷設 

2. 熱変換所の建設 

3. 管理用建物建設 

 

3) 汚水処理事業 

1. 汚水処理場建設 

2. ポンプ場建設 

3. 汚水圧送管敷設 

4. 黄河横断汚水管橋建設 

 

4) 上水道拡張事業 

1. 浄水場拡張 

2. ポンプ施設拡充 

 

3. 配水管網建設 

4. 浄水場間の接続パイプ 

 

12.37km 

167.8km 

 

 

 

 

 

31.92km 

69 基 

5,868m
2
 

 

 

 

日処理量 20 万/m
3 

3 ヶ所 

3,400m 

350m 

 

 

45 万 m
3
/日 

場内 3 ヶ所ポンプステーシ

ョン 4 ヶ所 

約 90km 

約 7km 

 

34.87km 

計画どおり 

計画どおり 

計画どおり 

計画どおり 

 

 

計画どおり(現在 42km) 

72 基(現在 92 基) 

計画どおり 

 

 

 

計画どおり 

計画どおり 

9,200m 

350m(地下通水管に変更) 

 

 

計画どおり 

計画どおり 

 

約 116km(3-4 合計) 

②期間  

 

 

1996年10月～ 

   2000年8月 

(47ヶ月) 

1996年12月～ 

   2006年12月 

(120ヶ月) 

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

7,700百万円  

12,180百万円  

（10.15億元）  

19,880百万円  

7,700百万円  

1 元＝12円  

(1996年1月現在) 

 

7,690百万円  

17,720百万円  

（12.65億元）  

25,410百万円  

7,690百万円  

1 元＝14円  

(1997～2006年平均) 
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別添 1 3.2.2.2 事業期間 レーティング詳細(計画・実績は月数で表示) 

    計画 実績 差異 

1) 都市ガス 30 36 120% 

2) 熱供給 39 60 154% 

3) 汚水処理 47 120 255% 

4) 上水道 46 83 180% 

      総合  177% 

 

＜レーティング算出の方法＞ 

1. サブプロジェクトごとに計画、実績を比較、サブレーティングを行う（キャンセル、

確認不能分を除く）。 

2. 上記サブレーティングの平均値を総合レーティングとする。 

③: 100％以下、②: 計画の 100%超 150％以下、①: 計画の 150％超 

本事業の場合、平均値は 177%となったため、事業期間のレーティングは①とした。 

 

 

別添 2 3.3.1 定量的効果 サブプロジェクトの個別運用指標 計画／実績表 

(1) 類型 1：大気環境改善事業の主要運用・効果指標 計画／実績一覧 

1-1 都市ガス供給事業 

 計画(設計)値 実績(2010 年)* 

1.運用指標 

 供給量 

 供給戸数 

 ガス生産量 

 ガス生産・搬送の停止時間 

 

54 万㎥/日 

16 万戸 

n.a 

n.a 

 

182 万㎥/日 

55 万戸 

n.a 

0 

2.効果指標 

 販売量 

 普及率 

 

 SO2 削減量 

 TSP 削減量 

 石炭消費削減 

 

n.a 

n.a 

 

 4,080t/年 

 15,192t/年 

 170,000t/年 

(    )内計画比 

n.a 

n.a 

(2002 年実績) 

3,917t/年(96%) 

15,192t/年(100%) 

170,000t/年 

(100%) 

*運用指標の実績はいずれも本プロジェクトを含む実施機関全体の実績。 
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1-2 熱供給事業 

 計画値 実績(2010 年) 

1.運用指標 

 供給面積 

 供給戸数  

 供給熱量 

 SO2 排出量 

 TSP 排出量 

 

540 万㎥/日 

9.8 万戸 

300Gcal/h 

n.a 

n.a 

(    )内計画比 

670 万㎡/日 

9.8 万 

206Gcal/h 

n.a 

n.a 

2.効果指標 

 SO2 削減量 

 TSP 削減量 

 石炭消費削減 

 

5,280t/年 

19,659 t/年 

220,000t/年 

 

2,832t/年(53%) 

10,800t/年(55%) 

120,000 t/年(60%) 

 

(2) 類型 2：水質改善事業の主要運用・効果指標 計画／実績一覧 

2-1 汚水処理事業 

 計画値 実績(2010 年) 

1.運用指標 

 汚水処理人口 

 二次処理量 

 総下水量  

 二次処理率 

 下水道普及率(%) 

 施設利用率(%) 

(蘭州市全体) 

n.a 

36 万㎥/日 

88.2 万㎥/日 

40.8% 

n.a 

n.a 

 

53.6 万人 

36 万㎥/日 

55 万㎥/日 

65.45% 

n.a 

80.15% 

 実績(2010 年*) 

2.効果指標 

 BOD 濃度 

 COD 濃度 

 SS 濃度 

 NH3-N 濃度 

 

 BOD 排出量削減 

 

 COD 排出量削減 

 

 SS 排出量削減 

流入水質 

368 mg/l 

769 mg/l 

697 mg/l 

 41.13mg/l 

(以下計画値) 

10,950t/年 

 

29,200 t/年 

 

16,060 t/年 

放流水質 

14.2mg/l 

48.1mg/l 

14.14 mg/l 

18.13 mg/l 

( )内計画比 

21,761t/年(198%) 

 

46,794 t/年(160%) 

 

46,404 t/年(288%) 
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*効果指標のうち、汚染物質の濃度については、2011 年 1-2 月のデータを採用した。 

 

2-2 上水道拡張事業 

 計画値 実績(~2010 年 

1.運用指標 

 給水人口 

 給水率(普及率) 

 給水能力(or 量) 

 日平均給水量 

 無収率(%) 

 漏水率(%) 

 施設利用率(%) 

(蘭州市全体) 

122.6 万人 

97.0% 

155.6 万㎥/日 

143 万㎥/日 

n.a 

n.a 

n.a 

 

207 万人 

93% 

128 万㎥/日 

83 万㎥* 

n.a 

n.a 

59.95% 

2.効果指標 

  給水量/1 人 

  地下水利用量 

 

275l/日 

12.6 万㎥/日 

(43%削減) 

 

270l/日 

3.9 万㎥/日 

(83%削減) 

 

別添 3 3.5 持続性 サブプロジェクト別レーティング結果 

(1) レーティングの評価基準 

監督機関 評価基準 

体制 

・ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの監督のための体制、人員の配置が適切に行われているか？ 

・ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関係機関と常時連絡が取れる関係を築けているか？ 

・環境関連条例、規定等に基づくﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制が整備されているか？ 

技術 ・環境保護庁の人員配置、技術能力は事業監督を適切に行える水準に達しているか？ 

財務 ・上記活動を行う上で必要な財政確保はなされているか？ 

ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 評価基準 

体制 
・運営管理(の意思決定)の組織系統が整備されているか？ 

・民営化の可能性があるか？ある場合、事業存続に影響が出る可能性はあるか？ 

技術 

・維持管理のための要員数は適切な水準にあるか？ 

・専門技術者等、設備の運営上の技術要件を満たす人員が配置されているか？ 

・運営管理のための研修制度は整備されているか？また実際の研修実施状況はどうか？ 

・運営ﾏﾆｭｱﾙは整備され、実際に活用されているか？ 

・点検整備の記録は適切に記録、管理されているか？ 

財務 

・収支のﾊﾞﾗﾝｽが取れているか？ 

・ｺｽﾄﾘｶﾊﾞﾘｰを考慮した料金徴収、体系が整備されているか？ 

・赤字等が続いている場合、政府補助金等が適切に拠出され、適切な財務運営が実質的

に確保されているか？ 

維持管理状

況 

・設備の状態は計画された機能を発揮できる状態に保たれているか？ 

・ｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂ等、ﾒﾝﾃﾅﾝｽのための環境が整備されているか？ 

・定期的なﾒﾝﾃﾅﾝｽ活動は必要は活動をｶﾊﾞｰできているか？ 

・ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時の対応は適切に行われてきたか？ 
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(2) レーティング結果 

    組織 財務 技術 レーティング 

1) 都市ガス 3 3 3 3 

2) 熱供給 3 2 3 2.7  

3) 汚水処理 3 3 3 3 

4) 上水道 3 2 3 2.7  

        総合 2.8  

＜レーティング算出の方法＞ 

1. サブプロジェクトごとに計画、実績を比較、サブレーティングを行う。 

2. 上記サブレーティングの平均値を総合レーティングとする。 

3. その際、小数点以下は以下の原則で採点する。 

③: 80％(2.4)以上、②: 50％以上 80％未満（1.5 以上 2.4 未満）、①: 50％未満（1.5 未満） 

本事業の場合、平均値は 2.8 点となったため、持続性のレーティングは③とした。 


