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ベトナム 

中部高原地域地下水開発計画 

外部評価者：株式会社国際開発センター 

高杉 真奈 

０．要旨 
 本事業は、ベトナム中部高原地域 3 省内 5 コミューンにおいて地下水を利用した給

水施設の建設を行うと共に井戸掘削関連機材を供与することにより、地元住民の安全

で衛生的な水へのアクセスを可能にすることを目的に実施され、ベトナムの開発政策、

開発ニーズ、日本の援助政策と整合性が高い。事業全体として全 5 施設で計 26,000 人

以上に安全な水が提供されており、3 省全体の給水普及率の 0.7 ポイントの増加に貢

献するなど一定の効果発現が見られる。他方、1）施設（コミューン）によって給水人

口・普及率、給水量の目標達成度にばらつきがあること、2）供与した井戸掘削機材の

対象地域における活用が限定的であること、の 2 点により全体の目標達成率は限定的

であり、有効性は中程度である。事業費、事業期間、アウトプットはほぼ計画どおり

であったが、所期の目標を達成するために先方政府の追加費用負担が必要だったこと、

一部の先方政府（省）負担事項の遅れが成果発現の遅れにつながったことから、効率

性は中程度である。給水施設の赤字や一施設の料金徴収が行われていないなど給水施

設の財務面の問題、および配水管など一部設備の耐久性や水質モニタリング体制など

運営維持管理状況の一部に軽度な問題があり、本事業によって発現した効果の持続性

は中程度である。以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要 

     

      案件位置図         ザーライ省ニョンホア浄水施設 

 

1.1 事業の背景 

ラオス、カンボジアと国境を接し少数民族が多く暮らす中部高原地域は、開発が遅
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れた地域であり、水道普及率が全国で も低いレベルにとどまっている。また、従来

から湧き水や浅井戸等を利用しているため、雨季の汚水浸透による水質の悪化や、乾

季の水量不足等の問題を抱えている。こうした問題に対応すべく、ベトナム政府は衛

生的な飲料水を安定供給するために、深井戸を活用した中央給水システムの導入に取

り組んでいる。しかし、水源の深い中部高原地域において中央給水システムを整備す

るためには、資金力・技術力不足が問題となっていた。 

ベトナム政府の要請に基づき、日本政府は、2001 年～2002 年にかけて、中部高原地

域の 3 省（コントゥム省、ザーライ省及びダックラック省）を対象に、開発調査「中

部高原地方地下水開発調査」を実施し、1）本事業対象地域を含む 20 コミューンの地

下水資源の開発可能性調査、2）2020 年を目標年次とする地下水開発計画及び給水計

画に係るマスタープラン策定、3）優先プロジェクトに対するフィ－ジビリティ調査、

を行った。ベトナム政府は、同調査で優先度が高いとされた 14 システムの整備と機

材供与のための無償資金協力の要請を、2002 年 7 月に日本政府に行った。なお日本は、

本事業の実施前にベトナムの北部地域において無償資金協力「北部地下水開発計画」

（北部案件）（2002～2006 年）を実施しており、同事業は本事業を計画する際に類似

案件として参考とされた。 

 

1.2 事業概要 

本事業は、ベトナム中部高原地域 3 省内 5 コミューン（コントゥム省ダックウイコ

ミューン、ザーライ省コンタンコミューン及びニョンホアコミューン、ダックラック

省エアドランコミューン及びエアドロンコミューン）において地下水を利用した給水

施設の建設を行うと共に井戸掘削関連機材を供与することにより、地元住民の安全で

衛生的な水へのアクセスを可能にすることを図ることを目的に実施された。 

 

E/N 限度額／供与額 2,012 百万円 ／ 2,001 百万円 

交換公文締結 2007 年 6 月 

実施機関 農業農村開発省（MARD）全国地方給水・環境衛生セ

ンター（N-CERWASS） 

事業完了 2010 年 1 月 

案件従事者 本体 施工：株式会社間組、 

機材調達：株式会社東京設計事務所 

コンサルタント 株式会社東京設計事務所 

基本設計調査 2005 年 9 月～2006 年 3 月 

関連事業 技術協力「中部高原地方地下水開発調査」（2001～2002

年） 

無償資金協力「北部地下水開発計画」（2002～2006 年） 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 高杉 真奈 株式会社国際開発センター 

 

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：2012 年 12 月～2013 年 12 月 

 現地調査：2013 年 3 月 24 日～4 月 6 日、2013 年 6 月 17 日～6 月 21 日 

 

2.3 評価の制約 

 本事業の目標年次である 2010 年の実績データが入手できなかったため、2012 年お

よび 新のデータを用いて評価を行った。 

 

3．評価結果（レーティング：C1） 
3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

計画時、ベトナム政府は 2000 年策定の「国家村落給水・衛生改善計画 2020（NRWSS）」

の下、2010 年までに地方農村住民の 85％が、2020 年までにはすべての地方農村住民

が安全で清浄な水を一人一日当たり 60 リットル利用できることを目指していた。中部

高原地域は、NRWSS で水源に問題のある 3 つの地域の 1 つとされている山岳地域に

属している。また全国地方給水・環境衛生センター（N-CERWASS）等の関係機関は、

従来の小規模給水システム（浅井戸、手掘り井戸利用）よりも、深井戸や表流水を利

用した中央給水システムの導入を推奨していた。 

NRWSS は事後評価時点でも堅持されており、中部高原地域を優先地域のひとつと

した位置づけも変わっていない。また、中央給水システムが推進されている状況も変

わっていない。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 計画時、対象地域は経済開発の遅れた地域であり、水道普及率（手掘り井戸、浅井

戸による小規模・廉価なシステムを含む）は 50%強（2005 年）と、全国（73％）、地

方全体（67％）と比較して低かった3。対象 3 省における中央給水システムの数は非常

に限られ（対象コミューンでは皆無）、多くの住民が浅井戸や表流水に依存し、乾期の

水不足、雨期の水質悪化、近接するトイレの汚水や肥料などによる水質汚染が問題と

なっていた。事後評価時においても、対象地域は、計画時よりも開発が進んでいるも

                                                   
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」 
3 基本設計調査報告書（2006 年）。 
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のの未だに貧困層の多い地域である。経済発展の恩恵で個人による手掘り井戸建設や

政府などの他事業により水へのアクセスが改善している地域・世帯もあるが、本事業

対象地域を除き、多くの住民は未だに浅井戸や表流水に依存している状況である。 

 また、対象地域の実施機関は小規模水道施設の整備・運営実績はあるが、より高い

技術力を必要とする大規模水道施設を整備した経験・能力がなく、井戸掘削に必要な

機材も不足していた。特に機材については、中部高原地域の地形条件から日本製の高

機能の掘削機材が必要とされていたこと、およびOJTを通じた技術移転の必要性から、

先方政府の強い要望に基づき実施された。 

事後評価時のヒアリングによると、水不足の影響で中部高原地域における地下水の

開発ポテンシャルが下がり開発の優先度が下がっているものの、本事業の計画・実施

時における事業内容の妥当性は高かったと先方政府は認識している。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 計画時、日本の「対ベトナム国別援助計画」（2004 年）の 3 重点分野のうち、水道

整備は「生活・社会面の改善」に含まれ、同重点分野の下の重点事項のひとつである

「農業・農村開発／地方開発」において「生活・生産インフラ（上水道、村落道路、

電化、農業水利、治水など）の整備・管理に係る支援に重点的に取り組む」と明記さ

れていた。また、本事業は国際協力機構（JICA）の「国別事業実施計画」（2006 年 3

月）とも整合していた。 

 

以上より、本事業の実施はベトナムの開発政策、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 有効性4（レーティング：②） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

3.2.1.1 水道施設 

本事業では、5 つのコミューンに 1 つずつ、計 5 つの浄水施設を建設した。以下で

はまず、各施設における給水人口・水道普及率・給水量・施設利用率の目標達成度を

確認し、その要因を分析する。この際、上述のとおり、本調査の目標年である 2010

年の実績データが入手できなかったため、2012 年および 新のデータを用いる。さら

に、各施設の給水時間、無収水率を確認する。 後に、本事業の目標に掲げられてい

る「対象 3 省全体の給水普及率を 1.4%（ポイント）増加させる」という目標の達成度

を確認する。 

 

（1）対象施設の給水人口・普及率、給水量、施設利用率 

各施設の給水人口・普及率および給水量はいずれも計画値を下回っている。給水人

                                                   
4 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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口の目標達成率は 59%、水道普及率は 85％の目標値に対し全体で 43%（達成度 51%）

であった（表 1）。一日平均給水量の目標達成度は、5 施設全体で 79%、一日 大給水

量の達成度は 66%であった。施設利用率は 5 施設平均で 54%（達成度 70%）であった

（表 2）。 

 

表 1 本事業の給水人口・普及率 

省 コミューン 

コミューン人口 本事業による給水人口 水道普及率(%) 

計画時 
推計人口

（2010） 

人口 
(2012 / 
新） 

計画 
(2010) 

実績 
(2012 / 
新） 

達成度 
(%) 

計画 
(2010) 

実績 
(2012 /
新） 

達成度 
(%) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 3,243 3,372 2,757 1,135 41 85 34 40 

ザーライ 
G1 コンタン 7,996 9,278 6,797 1,387 20 85 15 18 
G2 ニョンホア 13,521 13,567 11,493 4,565 40 85 34 40 

ダックラック 
D2 エアドラン 19,759 20,616 16,795 13,023 78 85 63 74 
D4-1 エアドロン 8,391 8,868 7,132 6,232 87 85 70 83 

合計 52,910 55,701 44,974 26,342 59 85 43 51 
出所：基本設計調査報告書、各コミューン人民委員会および施設運営機関からの提供データ。 
注 1：G1、D2 の給水人口は利用世帯数ｘ（総人口／総世帯数）により算出。 
注 2：K3-1 と D4-1 は、コミューン全体ではなく一部のみをカバーする設計。開発調査時点でコミ

ューン内に複数の候補施設が提案された中から、本事業ではこれらの施設が選定された。 
注 3：2010 年の実績値はデータが不十分であったため、2012 年/ 新値を使用した。 
 

表 2 本事業の給水量・施設使用率 

省 コミューン 

日平均給水量 
(Qav:m3/d) 

日 大給水量 
(Qmax:m3/d) 施設使用率 (%) 

計画 
(2010) 

実績 
(2012 / 
新） 

達成度 
(%) 

計画 
(2010) 

実績 
(2012 / 
新） 

達成度 
(%) 計画 実績 達成度 

(%) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 199 140 70 259 170 66 77 54 70 

ザーライ 
G1 コンタン 489 200 41 636 230 36 77 31 40 
G2 ニョンホア 827 325 39 1,075 430 40 77 30 39 

ダックラック 
D2 エアドラン 1,209 1,500 124 1,572 1,500 95 77 95 123 
D4-1 エアドロン 514 380 74 668 460 69 77 57 74 

合計 3,238 2,545 79 4,210 2,790 66 77 54 70 
出所：基本設計調査報告書、各施設運営機関からの提供データ。 
注 1：2010 年の実績値はデータが不十分であったため、2012 年/ 新値を使用した。 
注 2：G1 の日平均給水量と日 大給水量は、2010 年にはそれぞれ 250m3、300m3 であった。 
注 3：施設使用率は日平均給水量／施設能力（＝計画日 大給水量）。 

 

上記の成果指標は 5 施設全体としてみるといずれも目標達成度 50%を超えているも

のの、施設により大きなばらつきがある。特に普及率をみると、コントゥム、ザーラ

イ 2 省 3 施設では達成度が 50%未満であるのに対し、ダックラック省の 2 施設では

70~80%台の達成度である。この理由は、同省の 2 施設の工事が先に完了し、他省の施

設より 1 年早く引渡し、稼働開始したことから、その分運転が軌道に乗り、安全な水
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の重要性が住民により浸透したということが考えられる5。さらに、同省は 2009~2013

年に省および施設運営主体である地方給水・環境衛生センター（P-CERWASS）の予算

計約 120 億 VND（約 5,400 万円）を投入し追加工事（追加井戸 5 本の掘削、60.6km の

追加配管、井戸 7 か所へのスタビライザー設置）を行っているほか、住民への啓発活

動も積極的に実施しており、以下に述べる水量不足、井戸の安定稼働、配管、住民の

意識などの問題に対処できたことの影響が大きかったと考えられる。 

実施機関によると、これらの指標が計画値に満たない理由は、例年にない水不足、

道路改良や人口増加などの対象地域の経済発展の影響、住民の認識不足などが組み合

わさっており、以下の 6 点に整理できる。まず 1 点目として、特に 2012 年雨期の降雨

量が例年に比べ少なく事後評価分析の対象となった 2012～13 年の乾期に井戸の水位

が著しく低下していることがある（全コミューン）。5 施設合計 20 本の井戸のうち、

水不足のため 5 本が稼働していない（涸井戸 2 本、水位低下井戸 3 本）。特にコントゥ

ム省では 1 本しかない井戸が水不足で稼働していないため、事後評価時点で一時的に

施設の稼働が止まっているほか、施設が稼働している時でも一部に水圧が不十分で水

が届かない世帯が生じている。ただしダックラック省では追加井戸を整備したため影

響は他省に比べ少なくなっている。2 点目は、水があっても稼働していない井戸が 3

本あることである。1 本はポンプの故障によるとみられ電気技師に依頼しても修理で

きず対策を検討中である（D2 コミューン）。1 本は電圧が不安定でポンプが稼働でき

ない状況にあり、実施機関がスタビライザーの購入費用が捻出できずにいる（G2 コミ

ューン）。もう 1 本は、井戸ポンプへの電力引き込みのための土地取得問題が解決して

おらず、当初から稼働していない（G2 コミューン）。以上二点の理由から稼働してい

ない井戸が多く、各施設の給水量が少なくなっている。 

3 点目は、施設がカバーする受益者の範囲の問題である。ザーライ省、ダックラッ

ク省では対象地域の道路の舗装・かさ上げが進んだことから、道路の片側に設置され

ている配水管から道路の反対側の各戸への給水管設置工事が困難となり、給水エリア

が計画時より狭くなり場所によっては想定受益者の 67％に給水管が設置できない状

況となった。ただしダックラック省は早期に自己負担で追加配管を行ったため、事後

評価時点ではこの影響は払しょくされている。4 点目は、すべての対象地域で人口が

推計を上回り、人口が急増したコミューンもあるため、分母が大きくなったことで普

及率が下がってしまったことである6。計画時の推計人口と同等の人口推移が実現して

いた場合、G2 を除く 4 コミューンでの普及率は現状より 1~4 ポイント高かったと考え

られ、全体でも 2 ポイント高い 45％（達成度 53%）となったと考えられる。 

5 点目は、人々の安全な水に対する意識の欠如である。蛇口や給水管の破損を放置

                                                   
5 JICA 提供資料によると、同省も当初接続率が低かった。各実施機関によると、対象地域に多い少

数民族は、安全な水に対する理解度が低く、新しいサービスをすぐに利用せず様子を見極めてから

利用するという特性があり、接続率はある程度時間がたってから上昇する傾向がある。 
6 対象 5 コミューンのうち 3 コミューンが、人口集積が進み経済活動が活発になったとして町に格

上げされている（G1、G2、D2 の各コミューン）。うち G1 と D2 は県都に指定されている。 
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し施設管理者に修理依頼を行わない例が、特にコントゥム省で多くみられた。また受

益者調査によると7、受益者の 9 割は本事業による水道導入前に個人井戸を所有してお

り、水道水を唯一の水源として利用しているのは利用者の 18%のみ、多くは他の水源

と併用している（水道水が主要水源：55%、水道水は主要水源でない：25%）。この理

由は、水量が十分でないこと、水道料金の節約、給水時間が短い・不便、であった8。

6 点目は、水量が少ないために給水量や時間を制限した結果、利用者が浅井戸など他

水源に回帰してしまい、利用者数が低迷することでさらに給水時間を短くせざるを得

なくなるなど、利用者低迷と水量不足の悪循環が起こっていることである。 

5、6 点目の理由には、当初の開発調査から本事業完工までに 9 年が経過し便益を享

受できない一方で、対象地域の経済発展が進み、各戸の浅井戸の設置や深さの改善等

が進んだことも影響していると考えられる。受益者調査によると、本事業実施前後で

水不足発生月数は概ね改善しており、さらに受益者と非契約者の比較でも受益者の状

況の方がよい結果となった（図 1）。しかし、本事業完了後の改善度よりも、ベースラ

イン調査（基本設計調査）時から事業前までの改善度がはるかに大きいことから、本

事業による便益が発生する以前に、上記のような理由で各戸の浅井戸等の状況が改善

していたことが窺える。また本事業施設の水量が不足していることも、事業実施後の

水不足発生月数の減りが鈍い要因と考えられる。 

 

 
出所：基本設計調査報告書（2006 年）、受益者調査結果（2013 年 4 月）を基に作成。 

図 1 水不足発生月数の推移 
 

なお、本事業では完工年が目標年として設定され、完工後すぐに施設が本格稼働し、

目標とする水道普及率およびそれを基に計画時に算出された給水人口、給水量を達成

することが想定されていた。しかし実際には、当初想定された受益者による本格的な

                                                   
7 受益者調査は、2013 年 4 月に対象全 5 コミューンで行った（有効回答数 100 件）。また全コミュ

ーンにおいて水道非契約者に対する調査も実施した（有効回答数 31 件）。 
8 水道に契約していない住民 31 名に対するインタビュー調査によると、契約していない理由は、「申

し込んだが順番待ち中」（6 人）、「配水管がない地区に住んでいる」（4 人）、「既存水源に満足してい

る」（2 人）、「初期費用が高い」（2 人）などであった。エアドランコミューンでは水量不足のため事

後評価時点で新規契約を停止し、申請者は順番待ちとしていた。 
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サービス利用がすぐに実現したわけではなかった。これには、上記の 6 つの要因に加

えて、地域住民がサービスの状況を見極めてから契約に踏み切るという特性も影響し

たと考えられ、この点も上述のように先行稼働したダックラック省の成果発現度合い

が高い一因と考えられる。このように、想定された稼働状況に至るまでには住民意識

の醸成などに一定の時間が必要であり、完工年に即目標を達成するとした本事業は、

目標が高すぎた面もあると考えられる9。 

 

（2）給水時間 

2012 年の時点では 3 施設が 20 時間以上の給水を行っていた。その後の例年にない

水不足の影響で各施設の井戸水位が下がったため、乾期の終わりに実施した事後評価

現地調査時点では、G1、D2 コミューンの 2 施設の給水時間が半分に減っており、コ

ントゥム省（K3-1 コミューン）では、1 本しかない井戸の水量が低下しているため、

一時的に施設稼働を停止していた。受益者調査では、利用者が認識している給水時間

の平均は、K3-1 コミューンを除きこ

れより短い時間だった。 

ザーライ省は水不足が理由で一時

的に給水時間が短くなっている他省

と異なり、2012 年の時点で既に給水

時間が短い。この理由は、運転費の

節約、農業用水やバイク洗浄などの

用途外使用を防ぐ狙いなどによる。 

 

（3）無収水率10 

無収水率は、19～34%であり、5 施設平均では 27%であった。無収水の原因は、配

水管の破損（道路建設工事や土壌流出によりむき出しになった配水管の人畜による破

壊）、配水管の接続部分からの漏水、各戸の蛇口やバルブの破損（漏水が起こりやすい

バルブが各戸側でなく給水管側に設置されており漏水しても住民から報告がない）な

どと認識されている。東南アジア地域の都市の平均は 35%11、北部案件は 35~51%12で

あり、他地域や近隣諸国の数値と比較し低いまたは同程度である。 
                                                   
9 JICA では現在、無償案件の目標年次を原則として完工 3 年後に置くことが推奨されている。 
10 無収水とは、施設全体の給水量から料金徴収対象となった水量を引いた水量のことであり、管洗

浄用、メータ不感水量などの料金徴収対象外の水量や、漏水、不法接続などにより料金回収できな

い水量などが含まれる。全体の給水量に占める無収水の割合を無収水率と呼び、一般的に値が少な

いほどよい。無収水率の定義には、料金未回収の水量も含むが、後述のとおりコントゥム省では料

金徴収が行われておらず、ここでは料金未収分の水量は無収水率の計算に含まれていないと考えら

れる。 
11 これらの地域では無収水率 20％以下は成功事例と捉えられている。Rudolf Frauendorfer and Roland 
Liemberger. The Issues and Challenges of Reducing Non-Revenue Water. Asian Development Bank. 2010.   
12三浦順子「北部地下水開発計画 事後評価報告書」JICA（2011 年）。同報告書ではプノンペン 26%、

ビエンチャン 28%、ホーチミン 38%（以上 2001 年）、シェムリアップ 12.1%（2009 年）等の数値が

引用されている。 

表 3 給水時間 

省 コミューン 2012 年 
事後評価時

(2013 年 
3 月) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 20 0 

ザーライ 
G1 コンタン 5 2.5 
G2 ニョンホア 9 9 

ダックラック 
D2 エアドラン 24 12 
D4-1 エアドロン 24 24 

出所：各施設運営機関からの提供データ。 
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表 4 無収水率 
省 コミューン 無収水率 (%) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 33 

ザーライ 
G1 コンタン 34 
G2 ニョンホア 23 

ダックラック 
D2 エアドラン 25 
D4-1 エアドロン 19 

平均 27 
出所：各施設運営機関からの提供データ。 

 

（4）対象 3 省全体の給水普及率への貢献 

本事業は、対象 3 省全体の給水普及率（浅井戸・手掘り井戸を含む）を 1.4%（ポイ

ント）増加13することに貢献すると計画されていた。これに対し、本事業の給水人口

（実績）の 2004 年の 3 省人口に対する割合は 0.8％であり、目標を下回った。上述の

とおり、本事業による給水人口の達成度が計画の 59%にとどまっており、この結果、

対象 3 省全体の給水普及率への貢献度も、計画時に比べ達成度が限定的となった。本

事業の給水人口（実績）は、対 2011 年人口比では 0.7%であり、本事業は 3 省全体で

0.7 ポイントの給水普及率増加に貢献したといえる14。 

 

このように、複数の理由により 5 つの施設の間で目標値の達成度にばらつきがみら

れるものの、給水量・施設使用量の目標達成度は全体で 70%程度となっていること、

給水人口・水道普及率の目標達成度は 50%～60%と低いものの、これまで水道が存在

しなかった地域に水道サービスを提供し 26,000 人以上の住民に裨益していること、例

年にない水不足の影響により事後評価時点で一時的に給水時間が減っているものの施

設自体は機能しており、それまでは 5 施設中 3 施設で 20 時間以上の給水を確保してい

たこと、無収水率に大きな問題が見られないことから、本事業は定量的に見て一定の

効果が発現していると判断される。 

 

3.2.1.2 機材整備 

供与機材を用いた井戸掘削実績は、2007～2010 年に対象地域である中部高原地域で

60 本掘削という基本設計調査時の計画値に対して、2010 年末までに 5 本（成功井戸）

と非常に少ない（表 5）。実際の機材引渡しは 2008 年 1 月であり、当初は本事業の井

戸掘削に用いたため 2009 年まで先方政府による掘削に使えなかったことを考慮し、計

画と同じ約 4 年間（～2012 年）の実績値（表 5 の合計欄）を見ても、成功井戸は 7 本

にとどまった。計画時に対象地域の井戸成功率のデータがなかったことを考慮し掘削

                                                   
13 2004 年の 3 省人口 314.97 万人に対する計画受益者人口 44,974 人の割合。基本設計調査によると、

当時の給水普及率はコントゥム省 51%、ザーライ省 52%、ダックラック省不明、であった。 
14 事後評価時点の各省の給水普及率は、ザーライ省 76.4%、ダックラック省 73.5%（以上各

P-CERWASS）、コントゥム省 60.3%（2009 年センサス）、中部高原地域 5 省合計は 82.8％（2010 年。

統計年報）。 
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本数全体を見ても 14 本（ザーライ省 4 本、ダックラック省 2 本、ダックノン省 3 本、

ラムドン省 5 本）である。 

 

表 5 供与機材で掘削した井戸本数 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 合計 達成率
(%) 

計画 
全国計 15 15 15 15 - - 60 

  
うち中部高原地域 15 15 15 15 - - 60 

実績 
全国計 0 0 6(3) 8(7) 5(2) 14(10) 33(22) 55 (37) 
うち中部高原地域 0 0 4(1) 5(4) 5(2) 0 14(7) 23 (12) 

出所：基本設計調査報告書（2006 年）、N-CERWASS 提供データ。 
注：（ ）内は成功本数。2012 年は 2013 年 3 月までの数字を含む。 

 

機材の活用が限定的である理由は以下のとおりである。 

 計画では機材は本事業による井戸掘削終了後、対象地域内に設置され、

P-CERWASS による同地域の井戸掘削に用いられる想定だったが、実際には本

事業の掘削終了後 2008 年から機材がハノイに置かれていることから、対象地域

で使用する場合ハノイから現地までの輸送費を建設費に含める必要がある。（機

材設置場所については持続性の欄で詳述する。） 

 対象地域の新規井戸開発予算が限定的である。 

 供与機材は、既存の機材に比べ短時間で掘削が可能であるものの、運転コスト

が高く（燃料代、オペレーターの人数）、広いスペースも必要である。 

 気候変動の影響で対象地域の地下水ポテンシャルが低下し井戸成功率が下がっ

ているため、政府は同地域の中央給水システムの主な水源を表流水にする方針

変更を行った。 

 これらを踏まえ N-CERWASS は機材を有効活用すべく、対象地域で活用されて

いない際には、国家レベルで見て大規模・緊急性の高い案件に活用している。 

実際に、機材供与を用いて掘削された井戸の半数以上は中部高原地域外で建設され

ており、これらを含む全体の掘削実績は 4 年間で 22 本（成功本数）であるが、これを

含めても計画本数を大きく下回っている。ただし、平均年間掘削実績 8.25 本（涸れ井

戸含む）は、北部案件の供与機材による計画・実績と同程度15であり、本事業の目標

値が高すぎた可能性がある。 

以上から、機材供与については、所期の目標達成度は、特に中部高原地域に限ると

低いものの、対象地域内での活用条件が整わない中、先方政府が機材を有効活用させ

るため他地域で活用した分を合わせるとある程度の掘削実績を残しており、国家レベ

ルでは NRWSS の目標達成に向け貢献していると言えることから、供与機材は一定程

度活用されたと判断される。ただし対象地域を絞った本来の目的に照らした達成度の

                                                   
15 計画値 8 本/年（本事業基本設計調査報告書）、2006~2011 年平均実績 8.3 本/年、（北部案件事後評

価（2011 年）。 
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低さは課題であり、計画時点でより詳細な活用計画を決めておく必要があったと考え

られる（教訓（2）で詳述）。 

 

3.2.2 定性的効果 

（1）水質 

 受益者調査の結果、水量の満足度は、「常に十分」は 34%にとどまり、「常に不足」

が 38%であった。一方、水質の満足度は、すべてのコミューンで基本設計調査時のベ

ースライン調査と比べ改善しており、全体の 75%が「常に良い」と回答した。 

 

表 6 水量・水質満足度 
コミューン K3-1 

ダックウイ 
G1 

コンタン 
G2 

ニョンホア 
D2 

エアドラン 
D4-1 

エアドロン 
現状水量

の満足度 
ベースライン（計画時） B A B B B 

受益者調査（事後評価時） 
（水道水について） 

A:100% A:60% 
B:20% 
C:20% 

A:0% 
B:24% 
C:76% 

A:30% 
B:20% 
C:50% 

A:0% 
B:79% 
C:21% 

現状水質

の満足度 
ベースライン（計画時） A A B A B 

受益者調査（事後評価時） 
（水道水について） 

A:0% 
B:5% 
C:95% 

A:5%  
B:0%  
C:95% 

A:0%  
B:5%  
C:95% 

A:15%  
B:55%  
C:30% 

A:0%  
B:42%  
C:58% 

出所：基本設計調査報告書（2006 年）、受益者調査結果（2013 年 4 月）。 
注：指標の判定基準 

 
 
 
 

 

このように全体として利用者は水質に満足しており、煮沸せずにそのまま飲用に使

用しているとの話が複数の施設で聞かれた。政府による水質検査の結果が、ザーライ

省、コントゥム省の 2 省では実施機関に保管されておらず、具体的な実施の有無・結

果が確認できなかった。水質検査結果が入手できたダックラック省の検査結果に問題

はなく、他省でも大きな問題の指摘がなかったため、おおむね「安全で衛生的な水」

が供給されている状況と判断できる。ただ、塩素臭および硬度の高い水の味について

の苦情が各地で見られ、ザーライ省ではこうした苦情を踏まえ、水源の水質が良好で

あるとして塩素消毒を実施していなかった。移行的な措置としてはやむを得ないが、

将来的な改善が望まれる。 

 

（2）機材の運転維持管理に関する技術移転 

 本事業では、供与機材を用いた井戸掘削を通じ、N-CERWASS 技術者への技術移転

を行うことにより、ベトナム側の掘削技術の向上に資することを目的としていた。

N-CERWASS 関係者へのヒアリングによると、本事業によって、深井戸掘削技術およ

び関連機材の運転維持管理の能力が強化され、以前は外部委託していた業務を自身で

行えるようになった。 

 水量の満足度 水質の満足度 
A 常に不足 常に悪い（濁っている、異臭等） 
B 乾期に不足 時期によって悪い（濁っている、異臭等） 
C 常に十分 常に良い 
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以上より、定量的および定性的な分析を総合すると、「地元住民の安全で衛生的な水

へのアクセスを可能にする」という目標に対して、事業全体として一定の効果発現が

見られるものの、1）施設によって給水人口・普及率、給水量の目標達成度にばらつき

があること、2）対象地域における供与機材の活用が限定的であることから、効果の目

標値の達成率は限定的であり、有効性は中程度である。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

計画時、本事業の間接的効果として、安全な水質の給水が実施されることにより、

水系感染症罹患率が減少すると想定されていた。事後評価では、事業の実施により水

系感染症罹患率が減少したといえるデータは確認できなかった。この要因には、計画

時、事後評価時ともにデータが不十分であること、水道以外の水源が今でも利用され

ていること、そしてベースライン調査時から本事業完成前までの間に私設井戸の新設

や深堀などにより各戸の水質が改善したことで、疾患数が元々多くなかったと考えら

れること（受益者調査回答者の 75%が導入前後とも水因性疾患の発生なしと回答）な

どがある。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

自然環境、ジェンダーや少数民族への配慮の面で、特に問題は生じていない。浄水場建設

地は公有地であり、住民移転は行われていない。用地取得面積の小さな取水地点（井戸掘削

用地）には計画時 16 か所中 9 か所の私有地が含まれており、用地取得が行われた。井戸の

成功率が低く掘削箇所が増えたために用地取得箇所が増えたこと、一部で補償額の合意が得

られずに作業が遅れたことがあったが、ベトナムの法律に則って実施され、大きな問題が発

生したというコメントは聞かれなかった。計画時、本事業がコミューンレベルの中央給水シ

ステムのモデル事業となることが見込まれたが、本事業をモデルとして実施された後続事業

の存在は確認されなかった16。 

受益者調査によると、利用者の 75%が本事業は生活によい変化をもたらしたと認識してお

り、その内容は、水質がよいと安心できる（35%）、水不足を恐れなくなった（28%）、水因

性疾患を恐れなくなった（25%）、水用のフィルター代の節約（8%）、水汲み時間の軽減（3%）

となっており、本事業が安心して水を利用できるという精神的な効果をもたらしたことが窺

える。 
 

                                                   
16 他方、先行類似案件である北部案件は、世銀による類似案件の対象地域から同事業施設を視察

に訪れるなどモデルとしての機能を果たしており、将来的に本事業対象地域近辺で類似の事業が実

施される場合には、モデルとしての効果が期待される。 
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受益者家庭に設置された水栓。以前は浅井戸を

使っていたが現在は水道水のみを生活全般に

使っており、使用水量は以前と比べ倍増した。 

住居兼飲物屋に設置された水栓とメータボックス。

住居部分に井戸があるがトイレに隣接しているため

使用をやめた。住人による使用だけでなく店の食器

を洗ったり、客が手を洗うことができる。 

 

このように、計画時に想定されていた正のインパクトである、水因性疾患の罹患率

の減少は、データが不十分で定量的に確認できなかった。一方、水質に対する安心感

など精神的な効果が発現していることが、定性的に確認された。負のインパクトは確

認されなかった。 

 

以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは

中程度である。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

新設井戸 16 本、既設井戸 4 本（開発調査による試験井を生産井戸として活用）、計

20 本の深井戸を水源とする計 5 つの水道システムを建設する本事業は、ほぼ計画どお

りに実施され、計画どおりの給水能力の施設が完成した。表 7 に示すとおり、日本側

工事における計画からの変更はすべて軽微なものであり、成果の達成、工期および事

業費に大きな影響を与えていない。 

 

   
コンタン浄水場高架水槽    エアドロン浄水場の銘鈑 ニョンホア浄水場配水ポンプ 
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表 7 アウトプット比較表（計画／実績） 
 計画 実績 
日本側 ・取水施設（深井戸、井戸ポンプ、ポンプ上

屋、電気設備など）建設 
・浄水場（エアレーション室、沈殿池、濾過

池、配水池、高架水槽、ph 調整設備、消毒

設備、管理棟、ポンプ棟、給水ポンプ、機

械設備、電気設備等）建設 
・導・配水管の布設 
・各戸給水管（サドル分水栓、給水管、家庭

用水道メータ）の調達 
・井戸掘削機械の調達 

1．井戸掘削資機材 

・井戸掘削資機材 

・高圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 

・関連補助機材 

・ｴｱｰﾘﾌﾄ装置 

1台 

1台 

1 式 

1 式 

2．井戸掘削・調査支援機材 

・ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 

・揚水試験機材（水中

ﾎﾟﾝﾌﾟ、発電機、三角堰） 

・孔内検層機器 

1台 

1 式 

 

1 式 
 
・ソフトコンポーネント：各施設の運転セン

ターの設立、規定作成、事業運営・施設維持

管理マニュアルの作成、住民教育・啓蒙（IEC）
の実施、経営体制の構築（顧客台帳および料

金徴収用ソフトウェア作成、水道メータ検

針・料金徴収などにおける OJT 実施） 

ほぼ計画通りに実施された。計画か

らの変更点は以下のとおり。 
・浄水場や新設井戸の位置変更（各 2

施設）とそれに伴う導水管延長（数

十～数百 m）。 
・水質試験の結果、1 か所の井戸で

pH 調整装置が必要なくなり、別の

1 か所の井戸で必要となったこと

から転用した。 
・1 施設で配水管の河川横断の方法

を、道路管理局の方針に従い、当

初予定の橋梁添架方法から伏越方

法に変更した。 
・測量の結果 1 か所の標高に違いが

あったことが判明し、配水管に水

が出ない部分が生じることになる

ため、増圧ポンプを追加した。 

ベトナム側 用地取得、造成・門扉・フェンス等、井戸お

よび浄水場への受電一時側引込（電力の引き

こみ）、水道の各戸接続給水管布設、蛇口調達、

排水溝、不発弾・地雷の探査、PMU 管理費、

ソフトコンポーネント機材（パソコン等）、機

材チーム設立経費。 

ザーライ省 1 施設（ニョンホア）の

井戸 1 本の電力引き込みが完了して

いないこと、ダックラック省 1 施設

（エアドロン）にパソコンが設置さ

れていない点以外は、計画どおり実

施された。 

出所：基本設計調査報告書（2006 年）、本調査ヒアリング結果・質問票回答（2013 年）。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

 本事業の E/N 限度額は 2,012 百万円であるのに対し、実績は 2,001 百万円であり、

計画内に収まった（99%）。相手国負担は計画が 249 百万円であるのに対し、約 235 百

万円であり、計画内に収まった（94％）。 

 ただし、ダックラック省の 2 施設では、2009～2013 年に計約 120 億 VND（約 5,400

万円）を投入し、追加工事（60.6km の追加配管、追加井戸 5 本の掘削、ポンプ 7 基へ

のスタビライザー設置）を行った。このうち特に追加配管は、有効性の欄で述べたよ

うに、本事業の計画受益者のうち道路改良により給水管を布設できなくなった世帯（計

画受益者の約 50％）への給水を可能にするため 2010 年に行われ、成果発現に与えた

影響が大きく、金額も約 85 億 VND（約 3,800 万円）と大きかった。この工事は当初

の計画時には想定されていなかった追加的な内容である。ベトナム側提供資料による
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と、この工事に対しては 2008 年 2 月の時点で本事業コンサルタントも設計面で協力を

依頼されており、比較的早い段階で道路改良の影響が把握できていたと考えられる。

したがって、本来は事業計画時にこのような道路改良の可能性を調査し対策を設計に

含めておくべきであったと言える。また仮に基本設計調査時には把握が困難であった

場合でも、成果への影響がこれほど大きい問題に対しては、把握できた時点で、事業

計画の範囲でも、何らかの対策が取られるべきであったと考えられる。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事業期間は 2007年 6月から 2010年 1月までの 31ヶ月であり、計画どおりであった。

対象地域は岩盤が固く帯水層は深度 200m 程度と深い上、帯水層が地層として広がっ

ているわけではなく岩盤の亀裂にたまっているため、それを掘り当てることは難しい。

このため井戸成功率が計画時の 80~85％を大きく下回る 45%となり、土地取得を含め

井戸掘削に時間を要したものの、工期内に工事が完了した。 

しかし、ザーライ省ニョンホアコミューンでは井戸 1 本の電力引き込みのための土

地取得問題が完了しておらず、同井戸が評価時点において一度も稼働していない状況

であった17。それ以外の井戸についても、ザーライ省 2 施設では 2010 年 2 月の施設引

渡しから電力引き込み完了までにそれぞれ 4 か月と 7 か月がかかり、給水サービスの

開始は引渡しからそれぞれ 5 か月後と 9 か月後の同年 7 月、11 月であった。 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画内に収まったものの、所期の成果

を達成するためのインプットが十分でなく先方政府に追加的な費用負担が発生したこ

と、先方政府負担事項の一部実施が大幅に遅れ、成果発現に影響を与えたことから、

効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

3.5.1.1 水道施設 

ベトナムではこれまで水道施設は完工後コミューンに引き渡され、コミューン人民

委員会の管理下に置かれてきたが、経験・人材不足、その指導に当たる各省の

P-CERWASS とのコミュニケーション・指示系統が確立していないことが課題であっ

た。こうした点を考慮し、本事業では各給水施設の運転センターを P-CERWASS の下

に置く管理方式を計画した。ダックラック省、ザーライ省では計画どおり、P-CERWASS

が運転センター職員を雇用し、P-CERWASS の指揮監督の下それら職員が日常の運転

維持管理・料金徴収を行い、P-CERWASS に報告するという直接管理を行っている。

                                                   
17 ベトナム側の説明によると、ザーライ省 P-CERWASS 等の関係機関の働きかけにも関わらず、

土地所有者が補償基準を大幅に上回る補償金額を要請しているため、土地取得の合意に至っていな

いとのことであった。 
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ダックラック省では、事後評価時点で省内 82 の中央給水システムのうち 16（本事業

の 2 施設を含む）を P-CERWASS が直接管理している。ザーライ省では本事業による

2 施設のみが P-CERWASS の直接管理下にある。N-CERWASS は、専門機関である

P-CERWASS による管理方式を高く評価しており、本事業をこの地域でのモデル案件

と捉えている（後述の BOX 参照）。 

一方、コントゥム省では、施設規模、P-CERWASS の組織規模ともに小さい上、拠

点となる省都が対象コミューンから離れており、コミュニティの既存の施設を本事業

により改良したという背景から、事業実施中から対象コミューンに距離的に近い県人

民委員会（DPC）が事業主体となり現在も DPC の下に給水施設の運転センターが置か

れている。本事業による水道施設は同県が管理する唯一の施設である18。 

各施設の人員は表 8 のとおりであ

る。いずれの施設でも職員数が計画

時より少ないが、この理由は、各施

設でオペレーター4 名とコミューン

規模に応じた数の料金徴収員を雇用

する計画だったところ、コスト削減

のためオペレーターが料金徴収員を

兼ねていることが大きい。職員が 1

名の G1 コミューンでは修理の遅れなどが指摘されているものの、いずれの施設にお

いても当初想定されていた業務は実施されている。 

各運転センターと管理者である P-CERWASS/DPC 間のコミュニケーションとしては、

毎月 1 回の会合（ダックラック省）または報告（ザーライ省、コントゥム省）が定め

られており、問題があったら電話で連絡を取り合っている。P-CERWASS/DPC による

各運転センターへの訪問はダックラック省では月 1~2 回の訪問、ザーライ省・コント

ゥム省では必要に応じて訪問している。 

 

3.5.1.2 供与機材 

中部高原地域には井戸掘削機材を運営維持管理する既存のセンターが存在しないこ

とから、基本設計調査において、N-CERWASS が井戸掘削工事及び機材の維持管理を

担当する「機材チーム」を中部高原地域に新たに設立することが計画された。実際に

は、ハノイにある N-CERWASS 内で機材の運営維持管理を担当しているコンサルティ

ング・技術移転センター（CCTT）に、5 コミューンでの掘削が終了した 2008 年から

機材が置かれ、8 名（マネージャー1 名、オペレーター5 名、維持管理担当者 2 名）の

                                                   
18 水道施設の管理主体の決定権は各省の人民委員会が持つ。なお基本設計時には、本事業による施

設以外にも多くの給水施設が整備された段階で、各省に P-CERWASS を事業主体、各施設の運転セ

ンターを下部組織とした水管理組合（WMU）を設置すると想定されていたが、本事業の中にそのた

めの活動が含まれていたわけではなく、また対象地域において P-CERWASS の下で多くの中央給水

システムが整備されるという状況に至っておらず、WMU は設置されていない。 

表 8 浄水場職員数（人） 

省 コミューン 計画 
(2010 年) 

事後評価時

(2013 年 
3 月) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 6 5 

ザーライ 
G1 コンタン 8 1 
G2 ニョンホア 9 3 

ダックラック 
D2 エアドラン 12 4 
D4-1 エアドロン 8 3 

出所：各施設運営機関からの提供データ。 
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チームがこれを管理している。N-CERWASS によると、機材およびその管理チームの

設置場所が変更された理由は以下のとおり。 

- 対象地域において機材を置く広いスペースが確保できなかった。 

- 日本製の高性能機材の維持管理には能力の高い職員が必要であるが、中部高

原地域ではその確保が難しい。 

- 対象地域での新規井戸掘削予算が限られ、機材が常時活用される状況にない。 

- 各省の P-CERWASS は N-CERWASS ではなく各省人民委員会の管轄下にあり

横の繋がりは乏しく、N-CERWASS の支部・出先事務所など直接的なプレゼ

ンスも対象地域にない。このため N-CERWASS は一つの省や P-CERWASS を

選んで機材を設置できない。 

人員体制はほぼ計画通りの人数が確保されており、機

材の稼働状況も良好であるため、機材利用の観点からは

問題はないと判断できる。ただし設置場所の変更は、本

機材供与の目的である中部高原地域で 60 本の井戸を掘

削するという目標の達成度が非常に限定的であった（実

績 7 本）一因となっており、有効性には課題があると判

断される。また、この変更は機材引渡し前の 2007 年 12

月に N-CERWASS 内部で決定されており、本事業実施中

および瑕疵検査時点でもそのことが確認されていた。それにもかかわらず、関連する

JICA の報告書に一切この旨の記載がなく、本評価においては現地調査準備やヒアリン

グの過程で初めてこの事実が確認された。当初計画とは異なる活用状況についても、

設計変更等と同様これら報告書に記録を残すべきと言える。 

以上のとおり、計画時の想定と比べ変更があるものの、水道施設、供与機材共にそ

れぞれの状況に応じた体制が整えられ、組織間の役割分担は明確である。一部軽微な

問題があるものの、 低限の人員は確保されている。したがって、運営維持管理体制

の持続性は確保されている。なおコントゥム省については DPC の経験が浅いこと、成

果指標の達成度が低いことから、同省または隣接するザーライ省の P-CERWASS、近

隣都市の水道公社、または N-CERWASS などから技術的な助言を得られる体制が取ら

れれば、持続性がさらに増すと考えられる。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

運転・維持管理技術は、ベトナムにおいて従来から用いられている技術（ 低限の

監視設備と手動運転方式）のみで運転可能になるよう計画されており、各実施機関で

のヒアリングによると、日常的な運転維持管理に関し技術面で問題はなかった。これ

までのところ各実施機関で運転維持管理の対応ができており、大きな問題は生じてい

ない。 

 
CCTT で定期メンテナンス中の

コンプレッサー 
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本事業による運営維持管理研修や OJT は計画どおり実施された。各運転センターに

は本事業の研修・OJT を受けた職員が残っており、指導内容は定着している。供与機

材の維持管理についても、本事業の OJT を受けた職員が半分以上残っており、指導内

容は定着し、技術面の問題はない。一方、計画時に想定されていた外部の研修・セミ

ナー派遣や 3 省合同ワークショップ等については、実施主体や時期が明確に記載され

ていないこと、ベトナム側予算も限られていることから、あまり実施されていない。

また本事業のソフトコンポーネントで作成された運営維持管理マニュアルは、現地視

察において、ザーライ省、コントゥム省の各運転センターで保管されていたが、ダッ

クラック省の各運転センターでは所在が不明であった。いずれの施設でも本事業によ

る研修に参加した職員が残っており、マニュアルを参照しなくても内容はすでに熟知

しているとの認識であった。 

以上より、施設および供与機材の運営・維持管理機関には必要な技術レベルが概ね

備わっている。ただし、今後経年劣化や大規模な修理の必要性が生じる可能性を考え

ると、水道施設職員の継続・更新研修機会が限られている点や、高度な技術を要する

修理に技術面で不安が残るという状況を改善することができれば、運営維持管理技術

の持続性はさらに高まると考えられる。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

 3.5.3.1 水道施設  

顧客台帳は完成・更新されており、料金徴収体制も確立している。水道料金および

その徴収率は表 9 のとおりである。水道料金は住民の平均年収、財務省による水道料

金基準、類似事業と比較して適切～低めの価格に設定されており、受益者調査でも、

利用者の 9 割が水道料金に満足している。 

 

表 9 水道料金単価と料金徴収率 

省 コミューン 水道料金単価 
(VND/m3) 徴収率 (%) 

コントゥム K3-1 ダックウイ 3,000 0 

ザーライ 
G1 コンタン 4,000 95 
G2 ニョンホア 4,000 95 

ダックラック 
D2 エアドラン 3,000 98 
D4-1 エアドロン 3,000 100 

出所：各施設運営機関からの提供データ。 

 

料金徴収率は、コントゥム省以外の 4 施設ではいずれも 95%を超えているが、コン

トゥム省ダックウイコミューンでは 0%となっている。このコミューンでは、水道利

用を促進するため初年度の水道料金を無料にしたところ、翌年以降も支払いが行われ

ない状態が続いている。この背景には、貧しくて料金が払えないこと（ただし平均年

収は、本事業の他の対象コミューンより高い）、貧しい少数民族が多くベトナム戦争の
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激戦地でもあったことから政府が様々な補助金を出している地域ということもあり、

初年度を無償にしたことで、支払いが永久に不要という誤解や噂が広まっていること、

浅井戸などの代替水源があること、などが挙げられる。 

各水道施設の収支は表 10 のとおりである。各施設の年間運営・維持管理費の支出額

は、K3-1 と D2 の 2 施設は計画時に想定された運営維持管理費を上回っており、特に

K3-1 は計画値の 2 倍以上になっている。それ以外の施設では想定された運営維持管理

費を下回っている。一方で、想定を下回っている理由は、施設稼働率が計画より低く

職員数も押さえているためと考えられる。5 施設すべてが赤字経営となっており、

DPC/P-CERWASS が赤字を補てんしている。ダックラックおよびザーライ省は、水道

料金の値上げ（それぞれ 3,200VND および 6,000VND）を省人民委員会に申請済みで

あり、ダックラック省では直に承認される見通しである一方、ザーライ省では 1 年以

上承認を待っている状況である。ダックラック省の 2 施設及びザーライ省 G2 コミュ

ーンは赤字額が支出の 1 割程度、P-CERWASS 全体予算の 1%程度に収まっているが、

G1 コミューンは赤字の割合が大きく一部政府の補助を受けており、K3-1 コミューン

は料金徴収ができておらず 100%赤字となっている。 

 

表 10 水道施設の収支（2012 年）（1,000VND） 

省 コミューン 
年間運営・ 
維持管理費 
（計画） 

収入 
（実績） 

支出（実績） 

計 給与 電気代 
修理・ 
その他

経費 
収支 

コントゥム K3-1 ダックウイ 132,458 0 283,570 149,742 63,828 70,000 -283,570 

ザーライ 
G1 コンタン 358,813 78,723 138,786 56,766 64,632 17,388 -60,063 
G2 ニョンホア 608,255 404,826 427,945 195,994 222,914 9,037 -23,119 

ダックラック 
D2 エアドラン 930,705 938,453 955,230 NA NA NA -16,777 
D4-1 エアドロン 412,786 299,212 340,204 NA NA NA -40,992 

出所：基本設計調査報告書、各施設運営機関からの提供データ。 

 

水道料金単価は、計画時の給水単価を上回る額となっており、コントゥム省を除き

徴収率は高い。それにも関わらず運転センターが赤字経営であるのは、給水人口が計

画より少ないこと、年間運営・維持管理費の総額が計画値を下回っているとしても施

設利用率と比較すると計画時より割高となっていること、中でも経費に占める割合の

高い電気代が頻繁に値上がりしていること、等が考えられる。 

 

3.5.3.2 供与機材 

機材チームのある CCTT は、政府予算に加え、一部独立採算制をとり、民間会社に

対する機材修理サービスによっても十分な活動予算を得ているため、供与機材の維持

管理に必要な予算が確保されている。 

一方、井戸掘削にかかる資材費、建設費はそれぞれの事業主体（各省から予算が振
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り分けられた P-CERWASS および県・コミューン人民委員会）が負担する。例えばダ

ックラック省の P-CERWASS の投資予算は、基本設計時点と比較して減少している。

N-CERWASS 職員によると全国的な傾向として、2013 年度は給水事業の開発予算は少

ない。各省がそれぞれの事業主体に予算措置を行うため一概には言えないものの、井

戸掘削のための予算は不足していると言える。 

 

以上のとおり、P-CERWASS/DPC の補てんにより施設の運営は大きな支障なく行わ

れている。ただし、程度の差はあるものの 5 つの水道施設全ての運営・維持管理費が

赤字であることは、持続性の観点から課題と言える。供与機材については、運転・維

持管理予算は確保されているが、新規掘削にかかる開発予算は限定的である。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

各施設で運転記録が作成されており、5 施設すべての給水システムが機能している

（ただし水位低下の影響で K3-1 コミューンでは一時的に稼働停止している。）。受益

者調査の結果、利用者の 9 割は施設のサービスに満足している。水道施設のスペアパ

ーツの入手が困難だというコメントは、いずれの実施機関からも聞かれなかった。 

各施設の個別の井戸を見ると、合計 20 本中現在も稼働しているのは 12 本で、有効

性の欄で詳述したように 8 本が稼働していない。このうち電圧の問題でポンプが稼働

していない井戸が 1 か所あったが、ダックラック省では自前でスタビライザーを購

入・設置し電圧の問題を解決した一方、設置していないザーライ、コントゥム省でも、

この井戸に限らず全般的に電圧が不安定であるという問題が指摘された。 

配水管はベトナムで調達が可能で、耐圧、耐食性、施工性、経済性の観点から塩ビ

管が採用されたが、予算的な事情により細かいパーツをつなぎ合わせる安価な配水管

が使用されたこと、その接続方法が耐久性の低いものだったことから、完了後 1 年を

過ぎて、多くの漏水が発生した。実施機関からは、当初からこの問題を予見し受注企

業に申し入れを行ったものの事業予算などの理由から対応は取られなかったと指摘さ

れた。このように将来的な維持管理に問題が生じることが予見され、受注企業による

対応が難しい場合には、JICA 事務所が先方政府の訴えを聞き、日本側の事情を説明し

たり、必要に応じ受注企業と改善方法について協議を行うような体制を確保すること

も必要と考えられる。 

一方、供与機材はすべて稼働可能な状態であり、定期的なメンテナンススケジュー

ルに沿って維持管理が行われている。 

水道水の水質のモニタリング体制としては、各地域の保健省事務所が年 2 回定期検

査を行うことになっている。本評価ではダックラック省のみ検査結果を入手した。ザ

ーライ省では、本事業施設にも上記検査が適用されているとの認識だったが、検査結

果をこれまで受領しておらず、保健事務所に問い合わせたところ、本事業完了時の検

査結果が良好であったためその後の検査はしていないとの説明であった。コントゥム
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省では、これまで 1 度だけ検査を受けたことを把握しているものの結果を受領してい

ない。各運転センターでは、検査実施の有無を把握しておらず、ユーザー家庭からサ

ンプルを取り施設には連絡がない場合があるとの認識であった。このように、水道水

の水質は、政府によりモニタリング制度が設けられその認知度も高いが、一部の施設

では実際の検査結果や実施の有無が確認できなかった。 

このように運営・維持管理状況は概ね適切であるが、施設の一部の物理的耐久性や

水質モニタリング体制に課題が見られる。 

 

以上より、給水施設の財務および運営維持管理状況の一部に軽度な問題があり、本

事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

BOX. 持続性に配慮した運営管理体制の試行 

本事業では、従来ベトナムで行われてきたコミューン人民委員会による給水施設管理

ではなく、地方給水の専門機関である P-CERWASS による管理形態を 3 省中 2 省に導入

した19。この背景には、本事業の基本設計時に、通常水道施設の運営維持管理を行う人

民委員会の経験・人材不足や、その指導に当たる P-CERWASS とのコミュニケーショ

ン・指示系統が確立していないこと、P-CERWASS には小規模水道施設の建設・維持運

営実績があり、特にダックラック省では P-CERWASS による管理への移行に向けた動き

が出ていること等が分析されていたことがある。 

実際に、P-CERWASS による管理形態を導入した 2 省では、各施設に対するモニタリ

ングや問題発生時の対応、料金徴収管理などの運営管理面は概ね問題なく機能してい

る。一方、給水事業の経験が浅い県人民委員会により管理されているコントゥム省では、

料金徴収が機能せず、井戸水位低下により一時的に稼働を停止したままになっているな

ど、運営面の課題も多かった。さらに成果の面でも、ダックラック省の P-CERWASS は、

デンマーク国際開発庁（DANIDA）による技術支援（2000～2010 年）を受け、本事業

実施以前より水道施設の管理能力が比較的高かったこともあって、井戸や配水管を追加

設置するなど高いオーナーシップを示しており、成果の発現度合いが他省に比べて高か

った。 

N-CERWASS によると、P-CERWASS による管理方式は同国南部ではすでに例があっ

たものの、北部および中部高原では日本の無償資金協力により初めて導入された。これ

がうまくいったのを見て、ダックラック省や北部案件の対象省では、政府予算等で整備

した他の施設も P-CERWASS に管理を任せるようになっている。例えばダックラック省

                                                   
19 開発調査（2001～2002 年）の時点では人民委員会を中心とした管理体制が提案されていたが、

基本設計調査（2005～2006 年）の段階では後述の分析結果を踏まえ、全省の施設に対して

P-CERWASS による管理形態が提唱された。 
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では、事後評価時点で省内の全 82 施設中本事業の 2 施設を含む 16 施設を P-CERWASS

が直接管理している20。この結果、本事業施設の赤字を他施設の黒字から補てんする等、

複数施設を管理する利点も見られた。世銀による類似案件でも P-CERWASS による管理

方式を採用し、関係者が北部案件を視察するなどモデル効果も表れ始めている。 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

本事業は、ベトナム中部高原地域 3 省内 5 コミューンにおいて地下水を利用した給

水施設の建設を行うと共に井戸掘削関連機材を供与することにより、地元住民の安全

で衛生的な水へのアクセスを可能にすることを目的に実施され、ベトナムの開発政策、

開発ニーズ、日本の援助政策と整合性が高い。事業全体として全 5 施設で計 26,000 人

以上に安全な水が提供されており、3 省全体の給水普及率の 0.7 ポイントの増加に貢

献するなど一定の効果発現が見られる。他方、1）施設（コミューン）によって給水人

口・普及率、給水量の目標達成度にばらつきがあること、2）供与した井戸掘削機材の

対象地域における活用が限定的であること、の 2 点により全体の目標達成率は限定的

であり、有効性は中程度である。事業費、事業期間、アウトプットはほぼ計画どおり

であったが、所期の目標を達成するために先方政府の追加費用負担が必要だったこと、

一部の先方政府（省）負担事項の遅れが成果発現の遅れにつながったことから、効率

性は中程度である。給水施設の赤字や一施設の料金徴収が行われていないなど給水施

設の財務面の問題、および配水管など一部設備の耐久性や水質モニタリング体制など

運営維持管理状況の一部に軽度な問題があり、本事業によって発現した効果の持続性

は中程度である。以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

（1）給水量と給水人口の改善（有効性、財務的持続性） 

給水量および給水人口が計画値を下回り、この 2 つが悪循環に陥っている。またこ

の結果、すべての施設が赤字経営となっている。この状況を改善するため、ザーライ

省 P-CERWASS およびコントゥム省ダックハ県人民委員会は、以下のような比較的軽

微な投資で行える対策を通じて、取水量・給水量・給水時間の増加、利用者数（給水

人口）の増加を図ることが望ましい。これらの多くについては完工 1 年後の瑕疵検査

でも指摘されており、早急に対応が必要である。 

・井戸ポンプへのスタビライザー設置 

                                                   
20 ダックラック省では、本事業の基本設計調査が行われた 2005 年の時点ですでに P-CERWASS が

省内の全水道施設を直接管理する体制への変更が省議会に提案されていたものの、事後評価時点で

は実現していなかった。 
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・速やかな配電用地取得により稼働していない井戸を稼働可能にすること 

・破損している配水管・給水管・メータの補修 

・コミューン人民委員会などと連携しての啓蒙活動など 

また、時間給水を行う理由として用途外使用を制限する意図を挙げた施設があるが、

先行稼働したダックラック省では給水時間を確保しつつ、ラジオ等も用いた継続的な

啓発活動や目的外使用への罰則の適用などに取り組んでおり、他省でも参考とすべき

である。将来的には、配水管増設、水源（井戸等）の増設を検討するべきである。さ

らにコントゥム省では、県人民委員会の水道施設の運営管理経験が浅いことから、同

省または隣接するザーライ省 P-CERWASS や N-CERWASS 等から水位低下対策などに

ついて適宜助言を受けられる体制を整備することも有効と考えられる。 

 

（2）水道料金徴収の強化（K3-1、G1）と水道料金の段階的引き上げ（財務的持続性） 

上記の提言（1）によって給水量・給水人口が増加すれば、浄水施設の赤字は改善が

期待される。他方、料金徴収を全く行えていないコントゥム省および一部に不払いが

あると指摘のあった G1 コミューンについては、コミューン人民委員会の協力を得て

住民への呼びかけを行うなど、料金徴収の強化についても別途対策を講じる必要があ

る。また、水道料金の引き上げの承認を待っているダックラック省、ザーライ省の 4

施設については、給水人口の増加、徴収率の改善に悪影響を及ぼさないタイミングを

見極めたうえで、水道料金の段階的引き上げを検討すべきである。 

財務状況が改善することによって施設の補修やそれによる無収水率の低下も可能と

なり、それがさらに財務状況の改善につながるという好循環が期待される。また、財

務状況の改善によって DPC/P-CERWASS による補てんの必要がなくなれば、その分研

修の実施や水位低下対策に回すことも可能になると考えられる。 

 

（3）水質モニタリング体制の強化（有効性、持続性） 

各施設の水質には問題が確認されなかったものの、ザーライ省、コントゥム省では、

実施機関が水質検査結果の通知を受けておらず、水道水の水質モニタリング体制が政

府の規定通り実施されているかどうか確認できなかった。P-CERWASS/DPC および運

転センターは、保健事務所と十分に連携し、定期的な水質検査の実施と、検査結果の

書面での受領を徹底すべきである。また、現時点で水質に問題はないものの、ザーラ

イ省で所定の塩素消毒を行っていない状況についても、利用者が塩素臭に慣れるまで

投入量を段階的に増やすなど、今後改善の必要がある。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

特になし。 
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4.3 教訓 

（1）対象地域の特性や将来予測の設計調査への反映 

本評価では、給水人口や給水量の目標達成度が限定的であった要因として、6 点を

挙げた（3.2.1.1 参照）。これらは、計画段階で、対象地域の特性や将来予測を適切に

反映することの重要性を示唆している。具体的には、今後類似案件を実施するにあた

って、以下の事項を検討することで、事業の目標達成度を高めることが可能になると

考えられる。 

・ 水不足については、気候変動の影響などもあり完全な対策をとることは難しい

が、本事業対象地域のように地質条件が厳しい地域では、給水システムの水源

を井戸だけにこだわらず、場所によっては表流水などと組み合わせることを検

討することも一案である21。 

・ 電圧の問題はすべての省で指摘を受けており、スタビライザー設置をあらかじ

め事業の仕様に含めることでポンプ故障などの問題が予防できたと考えられ

る。類似事業を実施する際には、電圧の安定度、対策の要不要等も設計時に確

認することが望ましい。 

・ 経済発展著しいベトナムのような国の、特に本事業の多くの対象コミューンの

ように街道沿いを対象とする事業では、計画時に道路改良計画の有無を確認し

たり、人口増加などの将来予測を確実に行うことで、事業への影響を 小限に

とどめたり、現実的な目標値を設定することができる。例えば、道路改良の可

能性がある地域では、工事時期の調整、道路の両側に配水管を設置する、また

は道路を掘り返して配管工事を行う計画を先方実施機関と確認しておくなど

の調整を事前に行うことが可能であろう。また基本設計調査の時点から詳細計

画調査の間に道路改良計画に変更がないかどうかを確認し、必要に応じ計画を

修正することが望ましい。この際、上記のような調整に加えて、例えば残余金
22が発生している場合はこれを活用して影響箇所の一部だけでも追加工事を行

うことなども、可能な限り検討することが望ましい。 

・ 本事業では当初の開発調査から本事業完工までに 9 年を要し、事業の便益を享

受できない住民が各戸の浅井戸の設置や深さの改善に取り組み、結果として本

事業のサービス利用が伸び悩んだ。当初のニーズ調査から完工により便益が発

生するまでに長期間かかる案件では、このように想定された受益者が代替手段

に流れる可能性がある。これを防ぐためには、調査後も事業の進捗状況・実施

見込み等について、JICA から相手国政府に情報共有を行い、相手国政府から

                                                   
21 本事業形成時点では想定されていなかったものの、水不足を背景にベトナム政府は対象地域の給

水システム整備において、水源を地下水から表流水に切り替えつつあり、本事業対象施設において、

湖の近くに追加の浅井戸を建設して水量不足を補ったケースもあった。 
22 両政府間で合意された供与限度額（EN 限度額）と、コンサルタント契約金額と業者契約額の合

計額の差額。通常は国庫に返納するが、一定条件を満たす場合は、JICA の承認を得て、設計変更に

伴う契約金額の財源として使用することができる。 
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住民に対しても説明を行うよう要請することが考えられる。同時に、このよう

な喫緊の課題に対応する案件については、両政府は調査、要請、採択、設計、

実施等を間断なく行い、早期に効果実現を図るよう尽力することが望ましい。 

・ 基本設計調査および事業実施中に意識調査や住民説明会が行われたものの、少

数民族の多いコミューンでは、住民が契約に踏み切るまでに時間がかかったり、

設備の保守、料金徴収などに問題が見られた。開発調査で特に念入りに住民教

育・啓発を行う必要があると指摘されていたコントゥム省の活動を手厚くする

などのさらなる対応は可能であったと思われる。同様に少数民族が多いなど何

らかの留意が必要な地域を対象とする場合には、事業実施中に複数回の住民啓

発活動を組み込み、完工後の継続的な啓発活動を事前に計画するなど入念な対

策が必要である。本事業において、少数民族の割合が高いコミューンでも目標

達成度が比較的高かったダックラック省では継続的に住民啓発活動を行って

いることからも、こうした取り組みは有効と考えられる。 

 

（2）供与機材の活用計画の明確化とモニタリングの徹底 

本事業では、供与機材とその運転維持管理を担当する機材チームが、基本設計時に

合意されていた対象地域内ではなく首都ハノイに設置された。機材チームをいつ設置

するかは基本設計において明確に示されておらず、設置場所の変更について JICA の

関連報告書にも記載がない。この設置場所変更、開発予算不足、目標設定が現実的で

なかったこと、などにより、供与機材の活用の目標達成度は低い結果となった。以上

から、以下の 2 点を教訓として導くことができる。 

1）計画時に供与機材を用いた先方政府による工事の目標値を現実的に設定すること。

井戸の成功率など設計時点で情報が不足している場合もあるが、事業期間のうち実際

に先方政府が機材を活用できる期間の具体的な割り出し、類似案件の状況、先方実施

機関の財政状況（特に開発予算）や、性能とコストのどちらを優先するかの考え方な

どを現実的に検討したうえで目標を設定することが適当と考えられる。 

2）機材が特定の地域で活用されることを目的に供与され、特に本事業のように設置

予定地域に先方実施機関の支部などがない場合、基本設計調査報告書に記載するだけ

でなく、先方政府に活用計画（設置場所、設置時期、人員、活用案件・スケジュール、

予算手当など）の作成を求め、その計画は事業完了前に実施を始め、事業期間中に日

本側がその設置を確認し関連する報告書に記載できるようにする。また、JICA はその

実施状況を、瑕疵検査の際などにフォローアップすることが望ましい。なお、ベトナ

ムの場合、各省での井戸掘削案件の選定や予算措置を行う権限は、先方実施機関であ

る N-CERWASS や P-CERWASS ではなく省人民委員会が持つ。このため、基本設計の

時点で省人民委員会も巻き込んで計画を策定することが必要と考えられる。 

以上 
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