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ベトナム 

カマウ省森林火災跡地コミュニティ開発支援計画 

外部評価者：OPMAC 株式会社 山本 渉 

0. 要旨 

本事業は、大規模な森林火災の被害を受け、酸性土壌条件下で農業が難しいベトナ

ム国内でも最貧困地域の一つとされるカマウ省（Ca Mau Province）ウミンハ（U Minh 

Ha）地区 1において、コミュニティ全体の生活環境の改善、生計向上を目指して、エ

ンバンクメント造成 2による植林、モデル農地開発、道路・橋梁建設、水路建設、農

業排水改善・森林火災対策・学校及び病院の施設拡充・機材整備などのインフラ整備

を実施した。本事業の実施は、開発政策、開発ニーズ、並びに日本の援助政策との整

合性は高いが、事業計画やアプローチの適切さにおいて環境配慮に一部課題があり、

妥当性は中程度といえる。 

エンバンクメントによる植林、道路・橋梁建設、森林火災対策及び学校の施設拡充

については、地域住民の高い所得向上及び生活環境改善効果が発現している。また、

病院施設・機材拡充については医療サービスの改善による生活改善効果は中程度であ

るが、木材加工機材については将来的に所得向上の発現が予想される。一方、モデル

農地開発、水路建設、農業排水改善は十分に目的を達成していない。コンポーネント

ごとの投入額を考慮すると、本事業の有効性・インパクトは、全体として中程度と判

断される。 

本事業は、現地業者の活用により効率的に実施され、事業費、事業期間はそれぞれ

計画どおりであったことから、効率性は高い。しかしながら、維持管理に関して、体

制・技術・財務状況にそれぞれ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 本事業対象地は、ウミン郡全体とチャンバントイ（Tran Van Thoi）郡のカンビンタイバック（Khanh 
Binh Tay Bac）、チャンホイ（Tran Hoi）の 2 コミューンを含む。 
2 本事業におけるエンバンクメント造成とは、メラルーカ（Melaleuca cajuputi 脚注 4 参照）の成長

を阻害する冠水の影響を少なくするため、線上に溝を掘って盛り土を行うことにより植林地全体を

高くする地拵えの方法。「メコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画」（1997 年－2002 年）に

より開発され、「森林火災跡地復旧計画」（2004 年－2007 年）によりカマウ省に導入された。 
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1. 案件の概要 

 

  
案件位置図 建設道路 

（ウミン郡グエンフィッチコミューン） 

 

1.1 事業の背景 

ベトナム政府は、「第 8 次国家社会経済開発 5 カ年計画」（2006-2010 年）におい

て経済成長、生活改善、インフラ整備を主要課題とし、貧困率を 2010 年までに 10～

11％（新貧困ライン基準）にすることを目標としていた。ベトナムの 8 地域の中で最

大の貧困人口を抱えるメコンデルタ（Mekong Delta）地域は、北部山岳地域、中部高

原地域に次ぐ貧困地域であり、同地域の最南端に位置するカマウ省（人口 122 万人

（2005 年当時）では、「第 8 次カマウ省社会経済開発 5 カ年計画」 3（2006-2010 年）

において、貧困世帯の割合を 2010 年までに現状の 19.2％から 10％以下にすることを

目標としていた。 

カマウ省ウミンハ地区は、同省の森林面積の 37％を占める内陸部で唯一の大規模

な森林があり、1990 年代初めに土地なし農民を入植させた地域である。同地区は、

利用可能な土地の 7 割を林地とする土地利用制限、及び農作物の育成に適さない酸性

硫酸塩土壌 4という自然条件のために、酸性土壌に耐性がある樹種であるメラルーカ
5を主体とした林業が重要な生計手段になっていた。また、同地区では、道路・病

院・学校等の基礎インフラの整備が不十分であった。 

また、同地区では 2002 年 3 月に大規模な森林火災が発生し、4,000ha 以上の森林が

焼失した上、泥炭土壌 6の乾燥や農地などへの被害が生じ、地域経済に大きな打撃を

与えた。国際協力機構（JICA）は 2004 年 2 月から 3 年の間、技術協力プロジェクト

「森林火災跡地復旧計画」（以下、技プロという）を実施し、エンバンクメント造成

                                                        
3 前期中等学校を 100％のコミューン、後期中等学校を 20％のコミューンに設置すること、国の保

健スタンダードを 100％のコミューンで達成することなどを目標としていた。 
4 浅海底堆積物中に含まれるパイライト（黄化鉄）と呼ばれる硫黄堆積物が地下に層を形成してい

る土壌。土壌中の硫黄堆積物が地表に露出することで酸化され、硫酸が溶出し、土壌が酸性化する。 
5 フトモモ科メラルーカ属の樹種。熱帯・亜熱帯に繁殖し、酸性・冠水条件に強い。 
6 水位の高い酸性の地下水の影響により、有機物が微生物によって分解されにくく泥炭の状態で堆

積している土壌。 
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による植林、L 字型水路 7による農地開発など農林技術の有用性を確認した。しかし、

同地区には依然として経済的な制約が見られ、このため地域住民の劣悪な生活環境は

改善されず、円滑なコミュニティ開発は妨げられている状況であった。そのため、技

プロで開発された技術のさらなる普及と、道路・病院・学校等の生活・生計関連のイ

ンフラ整備に対する支援が必要であった。 

 

1.2 事業概要 

本事業では、大規模な森林火災の被害を受け、酸性土壌条件下で農業が難しく、ベ

トナム国内でも最貧困地域のひとつとされるカマウ省ウミンハ地区において、コミュ

ニティ全体の生活環境の改善、生計向上を目指し、森林改良（エンバンクメント造成）

による植林地の増加とモデル農地開発、道路・橋梁建設、森林火災対策、学校、及び

病院の施設拡充・機材整備を実施した。 

 

E/N 限度額／供与額 905 百万円／905 百万円 
交換公文締結 2008 年 3 月 
実施機関 カマウ省人民委員会（以下、PPC という）、農業農村開発局 8（以下、

DARD という）、ウミンハ森林会社（以下、森林会社という）、交通局、

教育局、保健局、ウミン郡人民委員会（以下、DPC という） 
事業完了 2011 年 3 月 

案件 
従事者 

本体 

【施工業者】 
Ba Phuc Irrigation Construction Factory, Joint Venture of Tan Phat 
Co. Ltd and Cuu Long Private Enterprise, Hung Loi Co. Ltd, Thien 
Hai Construction Co. Ltd, Dong Nam Construction-Consultant 
Company, Ca Mau Joint Stock Investment and Construction 
Company, Total Building Systems Limited. 

【機材調達】 
伊藤忠商事株式会社, Nam Dien Private Enterprise, Hanoi Fire 
Control and Prevention Equipment Co. Ltd, Komatsu Vietnam Joint 
Stock Company, HCM Branch, Southern Telecommunication 
Electronic Joint Stock Company, Quoc Duy Co. Ltd., Vimedimex 
Medi-Pharma Joint Stock Company, Thoi Binh Trade Construction 
Joint Stock Company, Saigon Technologies Inc. 

コンサル 
タント 

調達代理機関：（財）日本国際協力システム 
施工管理：Minh Phat Consultant, Design Construction Joint Stock 
Company. 

基本設計調査 2007 年 7 月～2008 年 3 月 
詳細設計調査 2008 年 8 月 

                                                        
7 雨期の初期に発生する酸性水を水田から除外するため、農地全体を L 字に囲む水路。 
8 本事業の形式上の実施機関はカマウ省 PPC であるが、PPC により DARD が実質的な実施機関とし

て任命されている。DARD の調整の下で、交通局、教育局、保健局、計画投資局、財務局、及び

DPC がプロジェクト管理委員会（Project Management Unit：以下 PMU という）を組織し、PMU は、

調達代理機関による詳細設計、施工監理コンサルタントを通じた施工業者・機材調達業者の選定、

及び施設建設・機材供与の実施を支援した。 
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関連事業 

森林火災跡地復旧計画：2004 年 2 月～2007 年 2 月 
個別専門家：カマウ省地域開発アドバイザー 2009 年 9 月～2011
年 9 月 
青年海外協力隊：森林経営 カマウ省ウミンハ森林公社 2011 年 6
月～2013 年 6 月 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

山本 渉（OPMAC 株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価 9にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2013 年 10 月～2014 年 11 月 

現地調査：2013 年 11 月 17 日～12 月 22 日、2014 年 2 月 23 日～3 月 10 日 

 

2.3 評価の制約 

本事業は、農村開発・道路・保健・教育のマルチセクターで構成されており、これ

らのコンポーネントが総合的に効果を発揮することにより、コミュニティの生計の向

上や生活環境の改善が期待されていた。本事業の受益者である地域コミュニティに対

する調査を行うためには、省・郡・コミューン・コミュニティの 4 レベルの調査が必

要であるが、時間的な制約があっため、本事後評価では、道路、小学校、保健センタ

ーなどの事業対象地域 4 カ所を選出し、地域住民からの直接の聞き取り調査（1 調査

地 20 名ずつ（10 名ずつ 2 カ所）、合計 80 名 10）、及びフォーカスグループディスカ

ッション（計 4 セッション）を実施した（表 1 図 1）。 

 

表 1 受益者調査の実施場所 

No. コミューン名 建設道路 地域の特徴 

1 カンラム 
（Khanh Lam） 

建設道路（全長 8.75km）沿い 
橋梁 2 カ所 事業対象小学校近く 

自給のための農業と、米の生

産・販売が中心 

2 カンビンタイバック 
（Khanh Binh Tay Bac） 

建設道路（全長 3.85km、4.16km の 2 カ

所） 橋梁 1 カ所、事業対象小学校、 
保健センター近く 

自給のための農業、米の生

産・販売と漁業による雇用 

3 グエンフィッチ  
（Nguyen Phich） 

建設道路（全長 4.88km）沿い 
橋梁 2 カ所、郡病院近く 

自給のための農業、雇用と一

部の農家によるエビの養殖 

4 カンホア 
（Khanh Hoa） 

道路建設（全長 6.19km）沿い 
橋梁 2 カ所、事業対象保健センター近く 

稲作とエビ養殖の混合農家が

中心 
 
 
                                                        
9
 「森林火災跡地復旧計画」の事後評価を同時に実施した。 

10 サンプルの抽出方法は有意抽出である。コミューンを通じ、村の代表から紹介された住民を集

め聞き取りを行った。 
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図 1 受益者調査の実施場所 

 

3. 評価結果（レーティング：C 11） 

3.1 妥当性（レーティング：② 12） 

3.1.1 開発政策との整合性 

ベトナム政府は、「第 8 次国家社会経済開発 5 カ年計画」（2006-2010）において、

経済成長、生活改善、インフラ整備を主要課題とし、貧困率を 2010 年までに 10～

11％（新貧困ライン基準）にすることを目標としていた。 

事前評価時における「第 8 次カマウ省社会経済開発 5 カ年計画」（2006-2010）では、

貧困率を 2010 年までに現状の 19.2％から 10％以下にすることを目標とし、すべての

コミューンの中心地への道路の整備、初等学校教室数の増加、保健センターの施設改

善を挙げていた。 

一方、事後評価時の「第 9 次国家社会経済開発 5 カ年計画」（2011-2015）では、貧

困率の全体として年平均 2％減少、特に貧困な郡やコミューンにおいては年平均 4％

減少を目標としている。 

また、事後評価時の「第 9 次カマウ省社会経済開発 5 カ年計画」（2010-2015）では、

貧困世帯数について迅速かつ年間平均 2％の比率での減少を目指している。また、農

                                                        
11 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
12 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 

カンアン 

ウミン 

カンビンタ 

イバック 

カンホア 

カンラム 

チャンホイ 

グエンフィッチ 

カンチェン 
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林漁業複合生産による持続的生産、コミューンの中心地への道路など農村道路の整備、

郡・コミューンレベルの病院の建設・施設改善、森林被覆の拡大などを掲げており、

本事業計画時の政策と大きな変化はない。 

したがって、本事業は、事前評価、事後評価時共に、ベトナム政府の開発政策と整

合している。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業対象地のウミンハ地区は 2002 年の森林火災による最大の被害を受けたカマ

ウ省の最貧困地域 13であり、同地区は雨季には冠水し、地中には酸性硫酸塩土壌 14が

存在するため農業活動が難しく、地域住民は、メラルーカによる林業に頼った生活を

している。JICA は、2004 年から 2007 年にかけて技プロにより、エンバンクメント造

成によるメラルーカの植林、木材加工、森林火災対策及び農地開発などを支援し、一

定の成果をあげており、その成果の普及拡大のニーズは高かった。 

また、本事業計画時において、森林火災監視・消火施設、機材が十分でなく、メラ

ルーカ材の需要は主に支柱や粗板、チップ等に限られており、メラルーカの加工が需

要拡大の手段として考えられた。 

同地域の交通は運河が主体であり、本事業計画時において農村道路の多くは舗装さ

れておらず、運河の堤の上に設置された道は、雑草や低木に覆われ橋もかかっていな

かったため利用に限界があった。地域住民は、ボートを交通手段として利用しており、

移動に時間がかかるとともに安全性にも問題があった。 

また、保健センターや郡病院といった第一次医療機関の施設・機材が不足、老朽化

しており､質・量ともに十分な保健医療サービスが提供できていなかった。そして、

教育施設は絶対数の不足及び老朽化により、良好な教育環境が提供できていなかっ

た。 

事後評価時においても、植林技術普及、及び交通、医療、教育にかかる生活環境改

善のニーズは変わっていない。従って、本事業は、事前・事後評価時において、カマ

ウ省ウミンハ地区における開発ニーズと合致していたと判断される。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2004 年の日本の対ベトナム国別援助計画では、貧困対策としての生活環境改善、

特に教育、保健・医療、農業・農村開発を重点分野に挙げており、本事業の協力内容

は、本事業計画時の日本の援助政策と整合性が高い。 

 

3.1.4 事業計画やアプローチの適切さ 

本事業が実施された地区は酸性硫酸塩土壌地域にあり、土壌中に含まれる硫酸塩が

                                                        
13 貧困率は、2010 年 21.2％、2012 年 15.6％。カマウ省 DARD 資料より。 
14 脚注 4 参照。 
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露出し酸素に触れると硫酸を発生するため、その掘り込みは環境に対して負の影響を

及ぼす可能性がある 15。本事業で実施されたエンバンクメント造成、及びモデル農地

開発 16（合計 501ha）は、酸性硫酸塩土壌の地区にあり、土壌を掘り返すことにより

酸性水が発生し、モデル農地に隣接している農家の生産に負の影響を与える可能性が

ある。本事業では、植林地においては、周辺に、幅 1m、高さ 40～60cm の土手を張り

巡らすことにより、また、モデル農地においては、技プロ同様、L 字水路を張り巡ら

し、酸化の影響を抑えた。 

しかし、技プロにおいては、エンバンクメント造成当初 3 年間、農業に対して、酸

性水の悪影響が見られた。また、技プロの終了時評価において、酸性硫酸塩土壌にお

けるエンバンクメントやＬ字型水路の造成を含む新しい植栽技術は環境への悪影響の

リスクは完全には排除しきれないとし、導入されたモデルでは、環境への負のインパ

クトに対する配慮がさらに必要であったとしている。このことから、本事業の概略設

計時点ではさらに環境への影響を配慮した土地開発計画を策定する必要があったと思

われる。 

また、2004 年「JICA 環境社会配慮ガイドライン」によれば、この地域は環境の影

響を受けやすい地域（大規模な塩類集積）であり、本事業は大規模な土地造成 17に当

たると考えられる。このような条件下の事業においては、環境影響評価及びモニタリ

ングが必要であったと判断される。 

 

以上より、本事業の実施は、開発政策、開発ニーズ、ならびに日本の援助政策との

整合性に問題はないが、事業計画やアプローチの適切さに一部課題があり、妥当性は

中程度といえる。 

 

3.2 有効性 18（レーティング：②） 

本事業は、多くの活動が複雑な効果を発現している中、計画時に明確な指標が設定

されていなかった。そこで、本評価における有効性の分析においては、運用指標とし

て施設・機材の活用状況、効果指標として地域住民への直接の所得向上・生活改善効

果をあげて、分析した。 

 

                                                        
15
 環境への負の可能性について言及した論文として、以下を挙げることができる。Naylor, S.D., 

Chapman, G.A., Atkinson, G., Murphy, C.L., Tulau, M.J., Flewin, T.C., Milford, H.B., Morand, D.T. 1998, 
“Guidelines for the Use of Acid Sulfate Soil Risk Maps”, 2nd edition, Department of Land and Water 
Conservation, Sydney. 
16 JICA 提供資料によると、本事業における林地改良（エンバンクメント）、水路の建設時には、掘

削によりパイライト層（黄鉄鉱。酸素に触れると硫酸を生成する）が地表に露出すると、周辺水質・

土壌の酸性化を引き起こすが、掘削されたパイライトを表層土で表面を被覆することにより、その

酸性化を防止するとしている。 
17 100ha 以上の開発が大規模開発に該当する。 
18 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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3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

(1) エンバンクメント造成によるメラルーカ植林、モデル農地開発、農業用排水ポンプ 

メラルーカ植林、モデル農地の開発・機材の利用 

エンバンクメント造成によるメラルーカ植林（5 カ所 451ha）及びモデル農地（5 カ

所 50ha）は計画どおりどおり造成・開発された。 

メラルーカ植林において、良好な生育がみられる一方、モデル農地は、5カ所中 1 カ

所のみ農地として利用されており 19、4 カ所は既に林地に転用されるか、放置されて

いる。その理由は、1) エンバンクメント造成による酸性水の影響を受け農業が難し

いこと、2) モデル農地は遠隔地にあり、農作業を常時営む人がいなかったため、野ネ

ズミの被害にあったこと、があげられている 20。 

事後評価時点におけるエンバンクメント造

成によるメラルーカの植林面積は 4,229ha に

拡大しており、バックホー 21はエンバンクメ

ントの造成に広く利用されている。しかしな

がら、バックホー運搬用の台船 8 台は能力が

小さすぎたため、バックホーを乗せた状態で

掘り込みを行うことができず、利用されてい

ない。また、農業用排水ポンプは、同地域で

は、雨期の初め酸性水の排水に利用する計画

であったが、燃料費がかかりすぎるために地

域住民には使用されず、森林会社が森林火災

対策に利用している 22。 

 

地域住民の所得向上効果 

エンバンクメントによるメラルーカ植林は、植栽 8 年後に伐採されるため、2017 年

ごろに伐採可能となる予定である。森林会社の造成費用規則、及び聞き取りによると、

植栽時、並びに 8 年後伐採時の労働者の雇用による所得向上効果はそれぞれ、約

1,237 万円 23、約 5,526 万円 24（それぞれ約 25,250 人日、約 112,750 人日の雇用に相当）

                                                        
19 残った 1 カ所の農地は、他の開発農地と同様、立地条件は悪いものの、ウミンハ森林会社の職員

に農業従事希望者がいたため、ウミンハ森林会社の職員により農業が営まれている。 
20 VAFS、並びにウミンハ森林会社からに聞き取りによる。 
21 油圧式ショベルによる掘削機。 
22 泥炭地における森林火災は、地中の泥炭も燃えるため、火を消し切るのが難しい。農業用の排

水ポンプは容量が小さいため地上部の消火後、泥炭の残り火の消火のため長時間の給配水に利用さ

れている。消火し切らないと地中で火が広がり大規模な森林火災になる危険がある。 
23 森林会社の造成費用規定によると、エンバンクメント造成による植栽費用 1,900 万ドン/ha のう

ち労働者の人件費（植栽、保育管理、火災対策の 3 種類 労働者一人 10 万ドン/日）は 29％（560
万ドン）を占める。本事業の植林面積 451ha では、560 万ドン x 451ha= 25 億 2,500 万ドン（1,237
万円、25,250 人日）が労働者に支払われる。為替換算レートは 204 ドン/円（2014 年 4 月現在）。 

 
写真 1：アカシアが植えられたモデル 

農地と 4 年生のメラルーカ植林 
（後方右上の高い樹木はアカシア林） 
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であると推測され、職が不足しホーチミンに出稼ぎに行く人の多い地域の貧困状況を

考慮するとその効果は大きいと判断される。 

なお、調達された農業用排水ポンプは、森林火災対策に利用され、農業には利用さ

れていないため、所得向上効果は確認できなかった。 

 

以上より、エンバンクメントによる森林造成は、高い所得向上効果が認められるが、

モデル農地開発並びに農業排水ポンプの投入の効果は低いと判断される。 

 

(2) メラルーカの加工利用の促進 

木材加工用機材の稼働率およびメラルーカ加工材の売り上げ 

森林会社によると、事後評価時において、本

事業による木材加工のための調達機材は、地元

の資源を利用した付加価値を創造する手段とし

て、メラルーカの加工を目的として導入され、

森林会社の製材工場において利用されているが、

その稼働率は 40％程度である。森林会社は全

体で、年 600 億ドンの売り上げがあるが、加工

材の売り上げ（2013 年現在、粗板の製材約 30m3 に対し売上高 2 億 2,600 万ドンを計

上）は、総売上高の 0.4％程度に留まっている（表 2）。その理由として、メラルーカ

は樹皮が厚いため、成長しても加工利用するために十分な太さの丸太にならないこと、

及び材としての外観に人気がないことから、カマウ省では主に原木のまま建築時に支

柱として利用されていることが挙げられる 25。このように、事後評価時点におけるメ

ラルーカの加工品の生産は限定的であり、地域住民の生計向上への貢献は限られてい

る。 

しかし、森林会社は、2013 年 8 月よりアカシア 26の製材を開始し、2014 年には 800

～1,000m3 のアカシアの丸太 27を製材する計画である。アカシアは居住地・道路周辺,

並びに L 字水路の堤上の高くなった場所に植栽されており、アカシア製材が軌道にの

れば、調達された木材加工機材の稼働率は大幅に向上し、住民居住地付近に植栽され

るアカシア材の生産・販売によって、地域住民の所得向上に貢献すると予測される。 

 

                                                                                                                                                                   
24 収穫時エンバンクメントのメラルーカ植林は 100～150m3/ha（平均 125m3/ha）の森林蓄積があり、

伐採には 2 人日/m3（平均 250 人日/ha）の労働を要するため、労働賃金は 2,500 万ドン/ha（労働者

一人 10 万ドン/日）、全体で、2,500 万ドン x 451ha=112 億 7,500 万ドン（5,526 万円（1 年あたりに

すると平均 14 億 900 万ドン/年（約 690 万円/年）、労働量にすると約 14,090 人日/年）の雇用効果

がある。 
25 ウミンハ森林会社からの聞き取りによる。 
26 Acacia mangium と Acacia auriculiformis を交配させた品種であり、アカシアハイブリッドと呼ば

れる。成長が早く家具などに広く利用される。 
27 胸高直径 12cm 以上のものであり、家具などの製材により適している。 

表 2 メラルーカの製材量 

年 製材量（m3） 売上高（百万ドン） 
2011 8.77 253 
2012 4.88 135 
2013 29.95 226 
出所：ウミンハ森林会社 
 



 

 10 

(3) 森林火災監視活動施設建設 

森林火災施設の利用 

森林会社の職員 79 名中、54 名が森林火災を担当し、

66 名の臨時スタッフを 3 カ月（一人当たり給与 210 万ド

ン/月）雇用し監視活動を行っている。森林火災は 1 月末

から 5 月末まで約 4 カ月間監視され、建設された森林火

災監視タワー・ステーションには、この期間 2～4 名が

勤務している。地域住民は森林会社による火災対策訓練

を受け、ボランティアで監視活動に参加する。監視期間

中森林火災監視タワー・ステーションには、消火ポンプ、

無線設備、ボートなどの機材が設置され、火災発生時に

はポンプで運河の水をかけ消火活動を行っている。 

 

森林火災発生件数の減少 

ウミンハ地区の森林火災数、被害面積は、2011 年 2 件 1ha、2012 年 2 件 680m2、2013

年 6 件 15.9ha であり、乾燥の激しかった 2013 年を除いて小さく抑えられている。 

 

以上より、本事業と森林火災件数の減少の直接的な因果関係は確認できなかったが、

森林火災対策施設は有効に利用され、その効果も関係者の多大な努力により現出しつ

つあると考えられるため、効果の発現は一定程度あったと判断される。 

 

(4) 水路建設 

地域住民による交通量、火災対策のための水路の活用状況 

建設された水路は住民が全く居住していないウミンハ国立公園の中にあり、乾季に

は火災対策機材の運搬及び森林火災発生時の水源として利用されている。但し、雨季

には雑草に覆われ、周辺に人が住んでいないため全く使用されず、計画時に想定され

ていた地域住民の生活のための交通手段としての利用は非常に限定的であり、その生

活環境改善効果は限られていると考えられる。 

 

(5) 道路・橋梁建設 

道路・橋梁の利用度 

本事業で建設した道路・橋梁（道路 7 カ所全長 30.7km、橋梁 4 カ所）は、運河沿い

に建設され 28、事業実施以前、船に依存した生活をしていた地域住民に新しく道路へ

のアクセスを提供することになった。事後評価調査時現在、地域住民はオートバイ、

車、徒歩により、道路を活発に利用している。 

 
                                                        
28 冠水地域であるため、運河建設の浚渫により高くなった運河沿いにしか道路は建設できない。 

 

写真 2：建設された 
森林火災監視タワー 
（ウミンハ国立公園） 
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地域住民の所得向上効果 

① 農産物の販売価格の上昇、販売機会の増加 

道路建設により、船が主な移動手段であった地域住民はオートバイを購入し頻繁に

市場に出向くようになり、カンラム（Khanh Lam）では 6 倍以上、カンホア（Khanh Hoa）

では 3 倍近くその頻度が増加している（表 3）。本事業実施前、地域住民は、農産物

を船で買い付けにくる仲買人に彼らの言い値で販売していた。しかし、道路建設によ

り地域住民に市場での農産物価格相場の情報が入るようになると、農産物の仲買人と

価格交渉ができるようになり、農産物販売価格は上昇した。また、仲買人の訪問を待

たずに、市場価格が高いときに少量の農産物をオートバイで市場に直接持ちこむこと

もできるようになったため、農産物販売量・価格が上昇 29し、地域住民の収入は増加

した。品目別にはエビや蜂蜜、バナナなどの販売価格が高くなった。 

一方、米はオートバイでは大量に輸送できないため、道路開通以前と同様、主に船

を利用して訪れる仲買人に対して販売しており、その販売価格に大きな変化は見られ

ない。しかし、道路建設以前、船により乾季にのみ米を買付に来ていた仲買人は、道

路開通後、雨季にも船とオートバイを使って米を買付に来るようになり、農家の米の

販売機会が増加した。 

 

② 船からオートバイへの交通手段の変化による燃料費の低下 

交通手段が、船からオートバイに代わったために、地域住民の燃料費の負担が減少

した。受益者調査によると、燃料費の負担は、遠隔地ではその効果は大きく、カンラ

ムでは、市場の行き来に１回当たり平均 67,000 ドン、カンビンタイバックでは郡病

院への通院に平均 92,000 ドン燃料費の負担が減少した（表 3）。 

 

表 3 道路開発による目的地別、往復回数の変化、移動時間の短縮と燃料節約額 

目的地 調査地 回答数 
往復回数 
（回/週） 

（道路建設前） 

往復回数 
（回/週） 
（2013 年） 

移動時間

の短縮

（分） 

燃料費節約額 
（ドン/往復 1 回） 

市場 

カンラム 20 0.5 3.3 112 67,284 

カンビンタイバック 14 2.9 2.9 42 22,861 

グエンフィッチ 19 0.6 0.9 39 4,842 

カンホア 20 1.2 3.5 65 21,642 

郡病院 

カンラム 17 - - 115 81,000 

カンビンタイバック 13 - - 225 92,750 

グエンフィッチ 19 - - 28 12,500 

カンホア 17 - - 60 4,000 
出所：各調査地 20 世帯、合計 80 世帯からの聞き取り調査結果。 

 

                                                        
29 地域住民からの聞き取りによるとバナナの販売価格は 20％程度の上昇がみられた。 
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地域住民の生活環境改善効果 

① 通学時間の節約 

道路建設以前は船で集団通学、または親がオートバイで送り迎えをしていた 30が、

道路開通後、舗装道を小中学生は自転車、高校生はオートバイを使ってそれぞれ一人

で通学ができるようになった。 

 

② 移動時間の節約 

道路建設により、市場、病院への移動時間が短縮された。カンラムでは、市場・病

院への移動時間が 2 時間程度、カンビンタイバックでは、郡病院の通院が 4 時間程度

短縮されている。 
 
③ 夜間の病院へのアクセスの改善 

道路建設以前、地域住民は、夜間は危険であることから船を利用できず、病院にい

くことはできなかったが、道路開通後、緊急時には夜間でもオートバイで病院に行く

ことができるようになった。 

 

④ 水上事故の減少 

道路建設前は、運河を通行する船の数が多く、船同士の衝突事故が頻繁に起こって

いた。さらに衝突事故発生時には、乗客は運河に落とされ、教科書や筆記用具、カバ

ンなどを買い直さなければならない状況も発生した。受益者に対するインタビュー結

果によれば、道路開通後は、船の数が減り、水上事故数が約 8 割減少した 31。 

 

⑤ 余暇・家庭内作業時間の増加 

地域住民は、オートバイの利用による移動時間短縮のため、家庭での農業などの作

業時間、休養時間を長く持てるようになった。 

 

以上より、道路・橋梁建設は、多様な生計向上・生活環境改善効果が認められ、効

果の発現は高いと判断される。 

 

(6) 学校施設建設・拡充 

学校施設建設・調達機材の利用度 

学校施設の建設 32、機材調達 33は計画どおり実施され、学校施設は、有効に利用さ

れている。建設された 5校において、クラス数は事業前と比較し 10クラス増加し、教

師の数は 25 名増加した（表 4）。しかし、建設された井戸は 3 校中 2 校で、調達した

                                                        
30 道が悪かったためオートバイの運転が難しく親が送り迎えをせざるを得なかった。 
31
 受益者調査フォーカスグループインタビューによる住民の意見による。 

32 JICA 提供資料によると、学校施設の新設は 1 カ所、増設は 4 カ所であった。 
33 生徒用机椅子、教師用机椅子、便所ブース、井戸などを供与した。 
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電動ポンプが故障し、すでに使われてい

なかった。結果、このような学校では、

飲み水は既存の井戸から手動ポンプによ

り水が汲み上げられている。また、井戸

を活用している学校（3 校中 1 校）では、

配電のなかったため、井戸のポンプを稼

働させるため、新たに発電機を購入し井

戸を活用している。しかし、その井戸は

浅すぎるため、酸性水が混入し、飲料に

使うことができていない（飲み水は既存

の井戸から汲み上げている）。よって、

現場の状況に応じた井戸を建設するべき

であったと考えられる。 

 

一クラスあたりの生徒数の推移 

協力された 5 校において、一クラスあ

たりの生徒数は、減少せず逆に増加して

いる（表 4）。教育局からの聞き取りによると、その増加理由として、人口増加によ

る自然増 34、就学率の向上（97-98％から 99％に増加）による生徒数の増加、学校施

設の改善による周辺の学校からの転校などが挙げられている 35。 

 

以上より、学校への施設拡充・機材調達により、一クラスあたりの生徒数は改善さ

れていないものの、施設が有効に利用されていることから、各生徒の受ける教育環境

は改善されたと考えられる。従って、効果

の発現は高いと判断される。 

 

(7) 保健センター・病院施設拡充 

建設施設・調達機材の利用 

本事業により、保健センター 36に対する

建物建設及び機材調達、郡病院に対する機

材調達が実施された。調達機材は保健セン

ターでは以前なかったものが新規に導入さ

れ、郡病院では既存機材に追加された。受

                                                        
34 省全体の一クラスあたりの生徒数も本事業開始時 23.4 人/クラス（2008 年）から、2013 年現在

24.9 人/クラスに増加している。 
35 教育局からの聞き取りによる。 
36 各コミューンに 1 カ所ずつ存在する。 

 

写真 3：建設された小学校校舎 

（ラムグーチュオン I 小学校） 

表 4 本事業対象 5 校におけるクラス数

と生徒数の推移 

年 クラス数 生徒数 先生数 生徒数/クラス 
2008  14 842 39 23.4 
2013  24 1,167 64 27.0 
出所：カマウ省教育局 

 
写真 4：保健センターの建物 

（カンビンタイバック） 
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益者調査 37によると、郡病院・保健センターの施設の利用頻度は、郡病院は 19％（83

名）が利用している（表 5、6）が、他方、保健センターは調査対象世帯の 6％（27 名）

が利用したにすぎない。また、調達機材の利用頻度も、郡病院の方が保健センターよ

り高い。保健センターの機材の利用回数は 1日 1回程度のものがほとんどであった（表

7）。機材の中では、郡病院の X 線撮影装置と血液分析装置の利用頻度が高い（表 6、

8）。 

 

表 5 コミューン保健センターにおける医療機材注の過去 1 年の利用者数 

年齢層 患者数 一般検診 
のみ 

調達機材の利用者 
超音波 

スキャナー 尿分析器 吸引器 電気吸引装置 心電計 X 線撮影装置 

> 65 2 2 - - - - - - 
18 – 65 19 17 - 1 - - - 1 
6- 18 5 5 - - - - - - 
< 6 1 1 - - - - - - 
合計 27 25 0 1 0 0 0 1 

出所：調査地 4 カ所 80 世帯（家族構成員数の合計は 429 名）からの聞き取り調査結果。 
注：保健センターの医療機材は本事業による新規導入であるため、既存の機材を含まない。 

 

 

表 6 郡病院における医療機材注の過去 1 年の利用者数 

年齢層 患者数 一般検診

のみ 

機材の利用者数 

麻酔 
装置 

X線撮影

装置 
上部消化管

内視鏡 
大腸 

内視鏡 

内視鏡

手術 
システム 

生化学 
分析装置 

血液 
分析 
装置 

> 65 8 3 - 4 - - - 2 4 
18 – 65 67 20 8 38 7 - 2 25 33 
6- 18 4 3 - - - - - 1 - 
< 6 4 3 - - - - - 1 1 
合計 83 29 8 42 7 0 2 29 38 

出所：調査地 4 カ所 80 世帯（家族構成員数の合計は 429 名）からの聞き取り調査結果。 
注：郡病院には、本事業以前にも同様の機材が存在していたため、調達機材と同種の既存の機材を含む。 
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調査地は 4 カ所、合計 80 世帯（家族構成員数の合計は 429 名）を対象とした。 
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表 7 コミューン保健センター調達機材

の利用状況 

調達機材 1 月当り利用

回数 
携帯型超音波診断装置 60 
尿分析装置 30 
吸引器 30 
電気吸引装置 30 
心電計 30 
移動式 X 線撮影装置 30 
出所：カマウ省保健局 

 

表 8 ウミン郡病院における調達機材

の利用状況 

調達機材名 1 月当り利用 
回数 

5 指標ベッドサイトモニター 10 
電気吸引装置 42 
麻酔装置 42 
早産児保育器 30 
超音波測定器 30 
4D ドロッパー超音波測定器 120 
手洗い装置 53 
自動血液分析器 1400 
スペクトル生化学分析器 7000 
尿分析装置 250 
上部消化管内視鏡 10 
手術キット（小）（3 セット） 46 
手術キット（4 セット） 54 
出所：ウミン郡病院 

 

病室数 利用者数 一病室当たりの患者数の推移 

建物建設・機材調達を受けた保健センターでは、病室数が 76％増加し、利用者は

17％増加した（表 9）。また、1 病室あたり患者数は延べ 2,098 人/年/病室から 1,396

人/年/病室に減少していることから、本事業は医療サービスの改善に大きく貢献して

いる（表 9）。 

 

表 9 本事業対象病院・保健センターの病室数と患者数の推移 

施設名 協力内容 
2008 年 2013 年 

病室数注 2   患者数（人/年） 病室数注 2 患者数（人/年） 

カンアン病院注 1 2 建物 7 病室 
322m2 10 26,923 17 29,300 

カンラム 
保健センター 

1 建物 8 病室 
288m2 6 10,794 11 13,490 

カンティエン 
保健センター 

1 建物 5 病室 
170m2 5 15,872 17 17,880 

カンビンタイバック 
保健センター 

1 建物 4 病室 
144m2 9 22,517 16 26,400 

チャンホイ 
保健センター 

1 建物 3 病室 
97m2 11 9,893 11 13,455 

合計   41 85,999 72 100,525 
出所：カマウ省保健局 
注 1：コミューン保健センターであるが、他に比べ規模が大きい。 
注 2：本事業による建設時に古い建物を取り壊した場合や別資金で建設された場合があり、病室数

の合計数の変化は必ずしも本事業による建設病室数には一致しない。 

 

生活環境改善効果 

郡病院・保健センターからの聞き取りによると以下のような効果が見られた。 
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① 病院の医師数の増加 

病院によっては、施設の拡充に伴い医師の数が増加している。カンアン 38病院では

医師が 3 名増加した。 

 

② 近隣の病院・保健センターでの出産機会、妊婦の検診機会の増加 

郡病院の人工保育器の数が増加したことにより、産後ケアに対する安心感が広がり、

近くの郡病院で出産する妊婦の数が増えた。妊婦の定期検診は妊娠期間中 3 回実施す

ることになっている。以前は妊婦の 7 割程度しか検診を受けていなかったが、保健セ

ンターに超音波機器が設置されたため妊婦の検診に対する信頼度が高まり、事後評価

時点では、妊婦のほぼ全員が検診を受けるようになった。 

 

③ 保健センターの医師による緊急患者の移送先判断の改善 

保健センターの施設の拡充により、緊急患者の診断が容易になり、郡病院、または

カマウ中央病院のどちらに送るか、医師による移送先の判断ができるようになった。 

 

④ 健康診断の機会の増加 

保健センターの機材改善により、それまで郡病院まで通院していた地域住民は、保

健センターで手軽に診断を受けられるようになり、健康診断の機会が増加した。 

 

⑤ 近くの郡病院における手術機会の増加 39 

患者の居住地から遠いカマウ中央病院ではなく、居住地の近くの郡病院で手術を受

ける人が増加し、入院時に家族の面会が容易になった。 

 

⑥ カマウ中央病院の混雑の緩和 

本事業前、カマウ中央病院に受診が限定されていた治療では、同病院に患者が殺到

したため、治療を受けるまでの待ち時間が長くなっていた。しかしながら、郡病院で

治療ができるようになってからは、カマウ中央病院の混雑が緩和されるとともに、治

療を早く受診できるようになった。 

 

⑦ 病院職員の技術の向上 

保健センター・病院の職員に対して、機材の操作技術研修がカマウ及びホーチミン

で実施され、技術者が養成された。 

 

以上より、病院・保健センターへの施設拡充・機材調達による効果は広く現れてい

る。病院に調達された機材は有効に活用されているが、保健センターに調達されたほ

                                                        
38 ウミン郡のコミューンの一つ。 
39 特に道路開通に伴い、オートバイでの仕事の行きかえりに面会できるようになった。 
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とんどの機材の利用回数は 1日あたり 1～2回と十分に活用されているとは言い切れず、

効果の発現は中程度と判断される。 

 

3.2.2 定性的効果 

各コンポーネントの定性効果については定量効果の項を参照。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

各コンポーネントのインパクトの発現状況については有効性の項を参照。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 水田稲作のための酸性水の排水機会の減少 

ウミンハ地区の地域住民は、農業用水の酸性度を下げるため雨季の初めに酸性水の

排水を行なっているが、道路建設により農地と運河の間の排水溝が塞がれ排水ができ

なくなった。カンラム地区では、排水を可能にするため、道路建設時に道路の下に排

水パイプを設置した農家が約 30％あった。被害の大きさは明確ではないが、道路の

下に排水パイプを設置していない農家では、酸性水の排水が難しくなり、農業生産に

負の影響をもたらす可能性が懸念される 40。 

 

(2) 酸性硫酸塩土壌の影響 

モデル農地の造成地ではパイライトの露出が広範囲で見られるため、空気に触れた

パイライトにより発生した硫酸が、冠水時に農業用水の酸度を高めたと考えられる 41。

DARD では、灌漑水路を設置して、ウミンハ地区全体の雨期における運河から海への

排水を促すことにより水の酸性度を薄め、農業被害を抑える対策をとっている。 

 

(3) 水路建設の自然環境への影響 

ウミンハ国立公園はほぼ全体がメラルーカの天然林と植林地であり、メラルーカの

古い天然林が自然保護に重要なコアゾーンとなっている。本事業で建設された水路は、

国立公園の中の植林地にのみ建設されており、水路建設の天然林への影響はなかった

と考えられる。 

 

(4) 住民移転・用地取得 

カマウ省交通局からの情報によると、51 世帯（ウミン郡 30 世帯、チャンバントイ

                                                        
40 雨季の始め水田の水が少ないときに水の酸性度が高いと、稲の芽は酸性度に敏感であるため枯

れてしまい、植え付けを行うことができない。 
41 JICA 提供資料によると、硫酸塩土壌の露出深度は場所によって異なっている。本事業では、掘

削深度は 1.2m に画一化し、林地周辺に、幅 1m、高さ 40～60cm の土手を張り巡らすことにより水

系ㇸの酸化の影響を抑えた。 
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郡 21 世帯）が運河沿いの道路建設に伴い移転を余儀なくされた。これらの世帯の中に

は、単に母屋を内側に移動させた世帯（50 世帯）とカマウ省中で他の地域に引っ越し

た世帯（1 世帯）があった。 

母屋を敷地内で移動させた世帯には、ベトナムの法律に基づいて、補償金として、

100万ドン/世帯、他の地域に引っ越した世帯に 300万ドン/世帯が支給された。これら

51 世帯については、本事業の実施前に政府及び関係機関により十分な説明がなされ、

各世帯は本事業の実施に合意しており、本事業の実施中・実施後も移転世帯からの苦

情は出されていない。 

 

以上より、コンポーネント別にみると、エンバンクメント造成による植林、道路・

橋梁建設、学校施設拡充、並びに森林火災対策については、地域住民に対して高い生

計向上及び生活改善効果をもたらしている。一方、木材加工機材は将来的な改善が予

測されるものの、現状での活用度は低い。医療施設拡充・機材調達については、保健

センターの機材の利用度が、中程度に留まっている。また、モデル農地は植林地に転

用され、水路は地域住民によって交通手段としては利用されておらず、農業排水改善

用ポンプは火災対策用に転用が確認されている。これらについては十分に本事業の目

的である、コミュニティ全体の生活環境の改善、生計向上を達成していないと判断さ

れる。またコンポーネントごとの投入費用を加味すると、本事業の有効性・インパク

トは、全体として中程度と判断される（表 10 参照）。 

 

表 10 コンポーネントごとの効果別レーティング 

 
注:総合効果は、アウトプット、及びアウトカム（所得向上、生活環境改善効果）の合計をもって判

断した。例えば、森林火災対策においては、高い機材の活用度（アウトプット)に基づいた中程度の

所得向上と高い生活環境改善の両方の効果があったため、総合評価は高いと判断した。しかし、医

療サービスにおいては、高い生活環境効果があったが、アウトプット（機材の活用度）が中程度で

あるため総合評価は「中程度」と判断したものである。 

 

3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

本事業によるインフラ建設は、エンバンクメントによる林地改良・モデル農地開発、

水路建設、道路・橋梁建設、森林火災監視ステーション/タワー建設、保健センター

アウトプットレベル 事業費用

活用度 所得向上 生活環境改善 総合評価 割合 (%)

林地造成 高い 高い なし 高い 25.5

モデル農地 低い 低い なし 低い 2.5

水路建設 低い なし 低い 低い 1.2

道路及び橋梁建設 高い 高い 高い 高い 29.2

森林火災対策 高い 中程度 高い 高い 12.1

農業排水改善 低い なし 低い 低い 0.5

木材加工 中程度 中程度 なし 中程度 9.1

医療サービス 中程度 なし 高い 中程度 13.8

教育施設 高い なし 高い 高い 6.0

合計 中程度 100.0

アウトカムレベル
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建物建設、初等学校/便所などであり、JICA 提供資料によると、エンバンクメントの

幅、橋の高さや場所、水路の場所、道路の長さや場所などが変更されているが、軽微

な変更に留まっており、事業はほぼ計画どおり実施されたと考えられる（表 11）。道

路建設においては、メコンデルタの軟弱な地盤を考慮し、道路規格には特例値を適用

し建設費を削減している 42。 

調達機材は、林地改良用機材、農業用排水ポンプ、森林火災予防機材、木材加工機

材、医療機材などであり、円高の影響で発生した残余金により、森林火災対策用機材、

木材加工機材、医療機材を追加調達している。調達内容の詳細は、価格の変動、為替

レートの変動に対応し、調達機関と PMU のメンバーである担当機関（DARD、森林会

社、省交通局、省教育局、省保健局及び DPC）の間の話し合いにより決定された。 

調達方法は、全体を 27 プロット（施設建設 15 プロット、機材調達 12 プロット）に

分け、事前資格審査書類配布、書類による事前資格審査、入札図書発行、応札（合計

78 社、平均 2.9 社/プロット）、プロポーザルの審査、契約の順に行われ、十分な競争、

適切な価格が確保されていると考えられる。 

 

表 11 本事業のコンポーネント別協力内容 

コンポーネント 協力内容 
施設建設 

林地改良・ 
モデル農地 

エンバンクメント造成、5 カ所 合計面積 451ha 
モデル農地造成、5 カ所各 10ha 

水路建設 2 カ所、全長 12.2km 

道路・橋梁 道路 7 カ所全長 30.7km、橋梁 4 カ所 

森林火災監視ステー

ション/タワー 
監視タワー、監視ステーション、井戸、12 カ所  

保健センター 5 カ所、6 棟、27 室 

初等学校/便所 5 カ所、6 棟、21 教室、生徒用机椅子（315）、教師用机椅子（21）、便所ブース

（9）、井戸（3） 

機材調達 

林地改良用機材 バックホー、バックホー運搬用台船（8 台）、農業用排水ポンプ（12 台） 

森林火災予防機材 消火ポンプ及び付属ホース類（6 セット）、機材運搬用コンポジットボート（11 セッ

ト）、無線中継器、アンテナ、無線子機等 

木材加工機材 木材乾燥機、ベルトサンダー、自動二面鉋盤、フィンガージョイント加工システ

ム、ホゾ取り盤、木材加工機材用ダストコレクターシステム 

医療機材 

a) 保健センター（6 カ所） 
本携帯型超音波診断装置、尿分析装置、ネブライザ（吸引器）、電気吸引

装置、心電計、X 線撮影装置、発電機等 
b) 郡病院（2 カ所） 

手術用手洗装置、麻酔装置、移動式 X 線撮影装置、上部消化管内視鏡、大

腸内視鏡、内視鏡手術システム、生化学分析装置、血液分析装置、発電機

等 
出所：JICA 提供資料 

                                                        
42 ベトナムでは、軟弱な地盤により道路設計基準の適用が適切ではないと認められる場合は、設計

基準より低い特例値が使われている。 
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

本事業の事業費は、総事業費の実績額、交換

公文（以下、E/N という）額とも 905 百万円で

あり、その間に相違はない。内訳は、設計が

24％、建設・機材調達が 75％を占めている（表

12）。機材調達に関して、前述のように円高の

影響で発生した残余金による追加調達を行い、

さらに発生した残余金については、ベトナム政

府の道路開発に対するリインバース 43を実施し

ており、問題はない。 

 

3.4.2.2 事業期間 

本事業の実施期間は、2008 年 3 月 12 日（EN 締結）から 2011 年 3 月 11 日までの

36 カ月であり、計画どおり実施された。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画どおり実施されており、効

率性は高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

(1) エンバンクメント植林・モデル農地・森林火災監視施設・木材加工機材 

本事業が対象としたエンバンクメントによるメラルーカ植林とモデル農地開発、バ

ックホーとその台船、森林火災監視施設 44と機材、木材加工機材の維持管理は、ウミ

ンハ森林会社 45が実施している。森林会社は、会社として統率された意思決定のもと

十分な人員を抱えており、その体制に問題はない。 

 

(2) 水路 

水路は、ウミンハ国立公園内にあり、ウミンハ国立公園局が十分な人員を持ち計画

的に通常業務として維持管理を行っており、体制に問題はない。 
                                                        
43 リインバース方式：相手国政府が自己資金から支払いを行ったものに対して、事後に同額を、

援助実施機関による資金により回収する方式。（出所：JICA。2003.途上国における財政管理と援助 

－新たな援助の潮流と途上国の改革－）本事業では、本事業開始後に対象地域で実施された、本事

業と同等の事業に対して EN 額の 3％までリインバースが認められている。ウミンハ地区の農村道

路建設（事業総額：109,671 ドル）に対してリインバースが（EN 額の 0.8％）実施された。 
44 森林火災監視タワー・ステーションは、10 カ所を森林会社が、残り 2 カ所をウミンハ国立公園

管理局が維持管理を行う。3 年に 1 度補修を行っている。 
45 2004 年から実施されている機構改革に基づいて、2007 年に 5 つの林業水産公社が統合され、独

立採算の国有企業ウミンハ森林会社となり、2010 年に国有有限会社（One Member Company Limited）
になっている。2013 年現在、従業員 79 名体制で運営を行っている。 

表 12 本事業の事業費の内訳 

費用区分 合計（百万円） ％ 
建設費 416 46.0 
機材費 262 29.0 
設計監理費 34 3.9 
調達代理機関費 182 20.1 
リインバース分 7 0.8 
その他 2 0.3 
合計 905 100.0 

出所：JICA 提供資料 
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(3) 道路・橋梁 

道路・橋梁の維持管理は、DPC 交通部が計画を立て、実施する。本事業の対象郡

はウミン郡（5 カ所）とチャンバントイ郡（2 カ所）の 2 郡である。 

ウミン郡ではウミン郡 DPC が道路の維持管理を行っており体制に問題はない。しか

しながら、チャンバントイ郡 DPC は、事業によって整備された道路がカンビンタイバ

ック・コミューンにのみ存在するため、同道路の維持管理をカンビンタイバック・コ

ミューン人民委員会（以下、CPC という）に任せる方針であるが、当該道路は DPC

管轄の道路（道幅 2.5m）46であるため、チャンバントイ郡 DPC が道路の維持管理を行

う体制をとる必要があるが、その実施の見通しは明確ではない。 

 

(4) 学校施設 

学校施設は、各学校長が毎年各学校の維持管理計画を作成し、作成された計画は、

郡教育部による検査を受けた後、省教育局に申請される。カマウ省教育局は、各郡教

育部の申請を受け、各年の予算に基づいて省全体の維持管理計画を立てる。各学校で

は省レベルで作成された計画に基づいてその年の維持管理が実施されるため、体制に

問題はないと判断される。 

 

(5) 保健施設・医療機材 

保健センター・郡病院の調達機材の通常必要とされる維持管理については、各病

院・保健センターにて維持管理を行い、患者が支払う医療費によりその費用を賄う。

機材自体の修理が必要な場合、または建物の維持管理は、修理の大きさにより DPC

保健部、または省保健局に修理予算を申請する。郡病院では、部署ごとに 3 カ月毎に

医療機材のチェックを行い、修理計画を立てている 47。 

 

以上により、運営・維持管理の体制については、問題は見られない。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

(1) エンバンクメント・モデル農地造成 

植林地及びモデル農地造成に関して、酸性水による汚染対策が十分に行われておら

ず、課題として残っている。バックホーの運転については、調達時に技術研修が行わ

れており問題はない。 

 

(2) 森林火災監視施設・機材 

森林火災監視施設・機材については、森林会社の通常業務でありスタッフが十分な

                                                        
46 道路は省道、郡道、コミューン道に区分され、本事業における整備の対象はコミューン道路（道幅

2.5～3.5m）、通行対象はオートバイである。道幅 2.5m 以上の道路の維持管理は DPC が責任を持つ。 
47 医療機材の減価償却期間は 8 年としている。 
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訓練を受けており技術的な問題はない。 

 

(3) 木材加工機材 

機材調達時、導入業者により森林会社の加工工場の担当者に対し研修が行われてお

り、木材加工機材の運営維持管理に関する技術的な問題はない。 

 

(4) 水路 

水路の維持管理には草刈や溜まった泥土の浚渫などが必要である。草刈は毎年、浚

渫は必要に応じて行われる。これらは、通常行われる簡単な作業であり、運営維持管

理に関する技術的な問題はない。 

 

(5) 道路・橋梁 

海岸が近いカンホアでは、気候変動による海面上昇に対する対応策として、道路建

設にあたり道路面を 40～50cm 高くしている 48。しかし、道路面を高くするために運

河の縁を削ったため、一部で崩落が発生し、修理が必要になっている。2013 年に 1 億ド

ンを費やして、36 カ所修理したが、事後評価時点では、まだ十分な修理ができていな

い状況であった。道路・川堰建設の気候変動対応策の導入には技術的な課題がある。 

 

(6) 保健施設・医療機材 

医療機材の維持管理については、調達時に調達先による研修、及びカマウやホーチ

ミン市（Ho Chi Minh City）の病院において担当者の技術研修を実施した。研修は必要

に応じて実施されており、運営維持管理に関する技術的な問題はない。 

 

(7) 学校施設 

学校施設の運営維持管理責任は、教育局から委託を受けた民間組織の通常業務の中

に含まれており、運営維持管理に関する技術的な問題はない。 

 

技術的持続性について、道路・橋梁に一部課題が見られたが、それ以外の施設・機

材については、技術的な問題はない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

(1) ウミンハ森林会社 

ウミンハ森林会社は、2007 年に 5 つの森林水産公社が合併してできた独立採算性の

国有企業である。合併時に抱えていた債務は既に完済しており、現在政府の補助金は

                                                        
48 2011 年 11 月、ベトナム政府は国家気候変動戦略（首相令 2139/QĐ-TTg）を発表し、その中で河

川の堰のシステムを改善して、気候変動による海面上昇に備えた水資源保全対策を図ることを優先

課題として挙げた。 
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受けていない。森林会社の売り上げは 2013年現在年間約 668億ドンであり、メラルー

カの伐採が好調で売り上げの 90％を占めている。2011年から 3年間の財務状況を見る

と売り上げ、純利益とも倍増しており、財務面で安定している（表 13）。また、2013

年の維持管理予算としてエンバンクメント植林に 77 億 1,300 万ドン/年、バックホー

に 4,000 万ドン/年、台船に 1 億 6,000 万ドン/年、ポンプに 1 億 8,000 万ドン、森林火

災監視タワー及びステーションに 2 億ドンを配分している。よって現状では財務的な

維持管理の問題はないと判断される。 

 

表 13 ウミンハ森林会社の財務状況 
単位：百万ドン 

 
出所：ウミンハ森林会社 

 

(2) 水路 

ウミンハ国立公園局は政府機関の通常業務として乾季においても水路の補修（草刈

年間 145 百万ドンの予算）は継続されており、維持管理予算に問題はない。 

 

(3) 道路・橋梁 

道路・橋梁の維持管理は、CPCによるオートバイの所有者から徴収する自動二輪保

有税 49と政府予算により実施される。CPC は徴収金額の 20％を徴税関連費用に充当

し、残り 80％を DPC に納め、道路の維持管理予算にあてている。ウミン郡には約

8,000 台のバイクが登録されており、徴収金額は約 4 億 5,000 万ドンである 50。ウミン

郡では道路の運営維持管理には年間 7 億ドン程度（事後評価時点）必要とされている

ため、その差額は省政府が充てることになっており、問題はない。 

 

(4) 保健施設・医療機材 

医療機材に通常必要とされる維持管理費用は、各病院・保健センターに患者が支払

う医療費、及び保健局からの予算 51によって賄われており、問題はない。 

 

(5) 学校施設 

学校施設の維持管理について、各 DPC には教育関連予算として少なくとも年間 30

                                                        
49 課税額はオートバイの排気量 100CC 以上が年間 10 万ドン、100CC 以下は年間 5 万ドン。 
50 徴収可能額は 8 億ドン、うち DPC への交付額は 6 億 4,000 万ドンである。本課税額は、3 割程度

未納者がいるため、4 億 5,000 万ドン程度が徴収金額であると推定される。 
51 1 ベッド当たり 4600 万ドン/年の予算が配賦される。ウミン病院には 100 ベッドあるので 46 億ド

ンの年間予算がある。 

年 2011 2012 2013

売上 32,072                      51,669                      66,820                      

費用 28,937                      48,994                      60,851                      

損益 3,135                        2,675                        5,969                        
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億ドンあり、その予算から補修が行われる。不足する場合は DPC 教育部が省教育局

に予算を要請する。建設された学校から、既に補修要請が出されているが、補修に必

要な予算は十分ではなく一部課題がある。 

 

運営・維持管理の財務面については、学校による運営維持管理に一部課題が見られ

たが、その他の組織については問題ないと判断された。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

(1) エンバンクメント造成によるメラルーカ植林 

エンバンクメント上に植栽されたメラルーカは、植栽から 5 年が経過し、順調な生

育がみられる。 

 

(2) モデル農地 

モデル農地 5 カ所のうち 4 カ所で野ネズミによる被害を受け、耕作は行われていな

い。旧農地には、事後評価時点で、アカシアが植栽されていた。残り 1 カ所では、米

やトウモロコシが植えられているが、生育状況は芳しくない。 

 

(3) 水路 

水路は、雨期には草に覆われボートの通行も不可能な状態であり全く利用されてい

ない。乾季には、森林火災発生時、消火活動用水源、火災対策用具の運搬用水路とし

て利用されている。 

 

(4) 森林火災監視施設・機材 

森林火災タワーは、場所によっては錆による施設・機材の損傷が激しく危険である

ために補修が必要である。これらは 3 年に一度修繕することになっており、2014 年が

その 3 年目であるため、今後修理される予定である。ポンプ、無線機などの機材には

問題ない。 

 

(5) 木材加工機材 

木材加工機材は、定期的に油をさすなど十分な運営維持管理がなされていることか

ら、特に問題は見受けられない。 

 

(6) 道路・橋梁 

道路は、場所によりアスファルトの剥げ落ち、陥没など傷みが激しく、補修が必要

である。本事業により建設された道路の地盤は軟弱であるため、政府の予算内で継続

的に修繕を行いつつ維持管理を行うことを念頭に、低い道路設計基準が適用されてい

る。建設された道路の状況を、現地政府予算で建設された他の周辺の道路の状況と比
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較すると大きな違いは見受けられず、特に問題はないと判断された。 

 

(7) 保健施設・医療機材 

病院施設・機材は、問題なく利用されている。唯一ベッドサイドモニターのモニタ

ースクリーン、バッテリー、血圧検査デバイスが故障し、2013 年 10 月に取り換えら

れている。また、機材の維持管理は、スペアパーツがカマウでは入手できないため、

ホーチミン市の業者に注文する必要がある。このため修理に時間がかかり、患者の検

査に支障が出ている。 

 

(8) 学校施設 

学校の校舎には、壁のカビ、窓の劣化、床に割れ目などがみられ、補修が必要であ

る。有効性の項目で上述したように、建設された井戸は 3 校中 2 校で、調達した電動

ポンプが故障し、すでに使われていなかった。また井戸が活用されているケースにお

いても配電がないため、発電機を購入しなければ活用できなかった。よって現場の状

況に応じた井戸を建設するべきであったと考えられる。 

また、教室に設置された扇風機は 3 カ月で故障した。不具合がみられた機材に対し

てはそれぞれの学校で新たな機材を購入し、維持管理している。 

メラルーカ植林は順調な成長を見せ、木材加工機材の使用状況には問題はないが、

モデル農地は林地に転換されている。水路、森林火災監視施設・機材、保健施設・医

療機材、学校施設については、それぞれ現地の通常起こりうる状況の範囲内の軽度な

問題であると判断された。よって、運営・維持管理の状況については一部課題が残る。 

 

以上より、本事業の維持管理は、体制・技術・財務、運営・維持管理の状況におい

てコンポーネント別にそれぞれ軽度な問題があり、本事業により発現した効果の持続

性は中程度である。 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業では、大規模な森林火災の被害を受け、酸性土壌条件下で農業が難しいベト

ナム国内でも最貧困地域の一つとされるカマウ省ウミンハ地区において、コミュニテ

ィ全体の生活環境の改善、生計向上を目指して、エンバンクメント造成による植林、

モデル農地開発、道路・橋梁建設、水路建設、農業排水改善・森林火災対策・学校及

び病院の施設拡充・機材整備などのインフラ整備を実施した。本事業の実施は、開発

政策、開発ニーズ、並びに日本の援助政策との整合性は高いが、事業計画やアプロー

チの適切さにおいて環境配慮に一部課題があり、妥当性は中程度といえる。 

エンバンクメントによる植林、道路・橋梁建設、森林火災対策及び学校の施設拡充

については、地域住民の高い所得向上及び生活環境改善効果が発現している。また、
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病院施設・機材拡充については医療サービスの改善による生活改善効果は中程度であ

るが、木材加工機材については将来的に所得向上の発現が予想される。一方、モデル

農地開発、水路建設 、農業排水改善は十分に目的を達成していない。コンポーネン

トごとの投入額を考慮すると、本事業の有効性・インパクトは、全体として中程度と

判断される。 

本事業は、現地業者の活用により効率的に実施され、事業費、事業期間はそれぞれ

計画どおりであったことから、効率性は高い。しかしながら、維持管理に関して、体

制・技術・財務状況にそれぞれ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) 酸性水の農業生産に対する環境影響評価、及び継続的な水質モニタリングの実施 

本事業で実施された酸性硫酸塩土壌における土地造成による酸性水の発生による環

境への悪影響は完全には排除されていない。メラルーカのエンバンクメント造成はす

でに 4,229ha に達しており、周辺の農業、及び生態系に悪影響を与えている可能性は

否定できない。専門機関による環境影響評価、及び森林会社など関係機関による継続

的な水質のモニタリングが実施されることが望ましい。 

 

(2) 調達建設物の補修のための予算措置及び補修の実施 

道路・橋梁、森林監視タワー、学校校舎など建設物の一部は、建設から数年が経過

し、一部補修が必要である。しかしながら、補修のための予算措置は十分に行われて

いない。維持管理に責任を持つカマウ省交通局、教育局、及び森林会社においては、

適切な予算措置を施し、本事業の建設物の補修・維持管理を実施することが望ましい。

また、チャンバントイ郡は郡内に建設された道路の維持管理を滞りなく実施すること

が望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

(1) 環境社会配慮ガイドラインに基づいた環境影響評価、水質モニタリングの徹底 

本事業で実施された酸性硫酸塩土壌における土地造成は、造成後の酸性水の発生に

よる農業生産への悪影響が完全には排除しきれておらず、周辺の農業、及び生態系に

悪影響を与えている可能性は否定できない。酸性硫酸塩土壌は、環境社会配慮ガイド

ラインにおける環境の影響の可能性があり、本事業の規模は大規模な土地造成に当た
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ると考えられる。このような条件下の事業においては、環境影響評価、及び継続的な

水質モニタリングを徹底させることが望ましい。 

 

(2) ニーズをとらえた短周期の植林事業の貧困対策としての有効性 

本事業で実施されたエンバンクメント造成によるメラルーカ植林事業において、収

穫されたメラルーカは原木として利用され、収穫期間が 8 年と短期間で、かつ収益性

が高い。さらに、植栽・伐採、そして再造林に要する単純労働は、教育水準が低く職

を得るのが難しい遠隔の貧困地域の労働者に対して、持続的な雇用創出、所得向上効

果がある。また、メラルーカは酸性に強い郷土種であるため、酸性土壌に打ち込んで

も一定期間形状を維持し、建設物を支えることができる支え棒として地域のニーズと

合致していた。このように、林業を主な産業とし、短期的な収入が必要とされている

貧困地域において、その地域に適した植林技術を開発し、かつニーズに即した産物を

提供したことは、大変有効であったと考えられる。 

 

(3) 遠隔地における農村道路建設と学校・病院施設機材改善の組み合わせによる生

計向上・生活環境改善の相乗効果の創出 

本事業では、運河による交通の便の悪い地域において、道路建設と学校や病院の施

設拡充をパッケージで提供することにより、単なる道路開発による経済効果、学校や

病院のサービスの質の向上だけでなく、道路整備により改善した学校や病院へのアク

セス向上による受益者数の増加、また、通院・通学の移動時間の短縮による生活環境

改善・生計向上効果など、様々な相乗効果の発現が観察された。このように交通の便

の悪い遠隔地におけるコミュニティ開発事業において、道路開発と学校・病院などの

社会インフラ開発をパッケージで提供することにより、社会的弱者である貧困層の多

様な生計向上・生活改善ニーズに貢献することができる。 
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