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ベトナム 

ゲアン省ナムダン県農村生活環境改善計画 
外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一 

０．要旨 

本事業は、ベトナム北中部地域ゲアン省ナムダン県のナムナム地区において、灌漑面積

の回復、交通アクセスの改善、電力供給の安定化を目的に、灌漑施設の改修・道路の改修・

農村電化施設の拡張等を行った。事後評価時において、本事業は「社会経済開発5カ年計画」

等の政策及び農業インフラ施設整備、道路改修延長、配電網整備を中心とする更なる開発

ニーズとの整合性が認められ、妥当性は高い。事業費及び事業期間は当初の計画内であり、

効率性は高い。本事業のポンプ場及び灌漑用水路の改修によりナムナム地区では灌漑面積

の回復及び農民の労力・労働時間の削減を実現し、安定的に灌漑用水を配水している。国

道15号A線及び県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路）の改修により円滑な交通と

共に、走行時間の短縮を実現し、他の地域への交通アクセスも改善している。変電所及び

配電網の改修により、電力供給は安定し、全世帯が電力サービスに加入している。受益者

調査結果のとおり、本事業に対する満足度及び生活環境の改善等も確認できることも踏ま

えると、有効性・インパクトは高い。加えて、本事業で整備された各施設の組織・運営・

維持管理の体制面・技術面・財務面に特に大きな問題は見受けられないことから、持続性

は高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

1．事業の概要 

 

 

  

 

 

 

 

 

     事業位置図           改修後の国道 15 号 A 線 
 

1.1 事業の背景 

ベトナム北中部ゲアン省南部に位置するナムダン県は、痩せた土地、熱風を伴う季節風

（ラオス風）、台風の襲来や洪水被害など、厳しい自然条件に直面している。ナムダン県南
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端部に位置するナムナム地区1では、特に事業開始前においては道路未整備による市場や都

市部へのアクセスの困難、雨期における洪水による孤立化及び農地の水没、荒廃した農業

インフラ施設による乾期における旱魃発生及び不安定な電力供給状況等により、農民・住

民は厳しい生活を強いられていた。したがって、道路整備によるアクセス改善、老朽化し

た灌漑排水施設の更新による農民の労力・労働時間の削減、電力の安定的供給を進め、住

民の生活環境改善を行うことは喫緊の課題であり、ベトナム政府は我が国に無償資金協力

による支援を要請するに至った。 

 

1.2 事業の概要 

ベトナム北中部地域ゲアン省ナムダン県ナムナム地区において、灌漑施設の改修・道路

の改修・農村電化施設の拡張等を行い、灌漑面積の回復、交通アクセスの改善、電力供給

の安定化を図り、もって同地域の農業生産性の向上・安定化（農業経営の安定化）や農業

所得向上による農村生活環境改善に寄与する。 

 

E/N 限度額/供与額 総額 1,227 百万円 

（第 1 期事業：472 百万円、第 2 期事業：755 百万円） 

／総額 1,181 百万円 

（第 1 期事業：463 百万円、第 2 期事業：718 百円） 

交換公文締結 第 1 期事業：2003 年 7 月 

第 2 期事業：2004 年 5 月 

実施機関 第 1 期事業：農業農村開発省国際協力局 

第 2 期事業：ゲアン省人民委員会 

事業完了 第 1 期事業：2004 年 11 月 

第 2 期事業：2006 年 2 月 

案件従事者 

 

本体 西松建設株式会社 

コンサルタント 太陽コンサルタンツ株式会社・株式会社パシフィックコ

ンサルタンツインターナショナル（JV） 

基本設計調査 2002 年 7 月～2003 年 2 月 

詳細設計調査 N/A 

                                                   
1 事後評価時におけるナムナム地区は、5 つのコミューン（カンソン・ナムチュン・ナムフック・ナムクォ

ン・ナムキム）、84 の集落（コミューンの下位の行政組織）で構成される。総面積は約 7,200ha、総人口は

約 3 万 5 千人、総戸数は約 9,100 戸、総戸数のうち、農家は 8,376 世帯である（全戸数の約 92%が農家）。

農家のほとんどは、1 戸当たりの平均耕作面積は約 0.3ha と小規模零細農家である（2013 年末の状況）。 
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関連事業 【技術協力】 

・「ゲアン省ナムダン県モデル農村開発計画」（1996～1998

年）（開発調査） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社） 

 

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：2014 年 8 月～2015 年 12 月 

 現地調査：2014 年 10 月 6 日～10 月 18 日、2015 年 1 月 12 日～18 日 

 

3. 評価結果（レーティング：A2） 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

事業開始前において、ベトナム政府は「第 6 次 5 カ年計画」（1996 年～2000 年）を策定

し、その中で農業･農村経済の発展を重点分野のひとつと認識していた。また主要目標とし

て、「貧困撲滅と食糧安全保障の確保」、「農村地域における所得、社会基盤、文化、保

健衛生、教育の向上」、「地域間格差の是正と農村部における都市化」、「森林割合の増

大と自然環境の保全」等を掲げていた。 

事後評価時において、ベトナム政府は「社会経済開発 5 カ年計画」（2011 年～2015 年）

を策定し、その中で経済格差是正、貧困削減、地方インフラ整備の重要性を提唱している。

農業農村開発省（MARD）は、「農業農村開発 5 カ年計画」（2011 年～2015 年）を策定し、

その中で農業生産性向上・社会基盤整備等を中心とする具体的な目標を定めている。加え

て、ゲアン省傘下のナムダン県人民委員会（本事業の実質上の実施機関）では、農業の近

代化や持続可能な貧困削減への取り組みを計画している4。 

以上により、ベトナムでは貧困削減政策や農業・農村開発は事前評価時及び事後評価時

ともに国家計画、セクター計画等それぞれにおいて政策・施策との整合性が認められる。 

 

                                                   
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 目標年次は 2020 年 
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

事業開始前のナムダン県は、農民・住民は痩せた土地、熱風を伴う季節風（ラオス風）、

台風の襲来や洪水被害など厳しい自然条件により、重労働を強いられ、農業所得及び生活

水準も低かった。特に同県南端部に位置するナムナム地区では、道路未整備による市場へ

の交通アクセスは脆弱であった。同地区は、雨期には洪水により孤立し、農地の水没が発

生し、乾期には、荒廃した農業インフラ施設により旱魃が発生していた。加えて、電力供

給も不安定であり、未電化地域も少なからず存在し、住民は厳しい生活を強いられていた。

かかる状況から、農村生活の最も基本となる道路を整備・修復し、交通アクセスの向上、

老朽化した灌漑排水施設の更新による農業生産性の向上・安定化、配電網整備による電力

の安定供給等を通じて住民の生活環境改善を行う必要性は高かった。 

事後評価時において、全国平均の貧困率は9.6%であるものの、ゲアン省の貧困率は15.6%

と、全国平均を上回っている5。ナムダン県人民委員会では、以下に説明するとおり、道路・

灌漑/排水・農村電化に係るインフラ施設整備・改修を通じて、貧困削減に取り組んでいる。 

1）道路：ナムダン県人民委員会は本事業対象地域外の近隣コミューン6に接続する道路の改

修・延長を行い、円滑な交通の実現を企図している。 

2）灌漑/排水：ナムナム地区の低地周辺において豪雨時の排水改善に対処し、農業生産性の

向上を目指す排水施設の整備を進めている。 

3）農村電化：ナムダン県において電力供給サービスを担っているベトナム電力公社（以下

「EVN」という）ナムダン支所が、本事業で導入された10kV配電網に加えて、同県全体で

電力供給体制の強化、より高圧の35kV配電網の導入を企図している。 

以上により、ゲアン省ナムダン県では引き続き農業インフラ施設整備、道路改修延長、

配電網整備を中心としたニーズは重要視されていることから、本事業の目的は事業開始

前・事後評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。 

 
3.1.3  日本の援助政策との整合性 

本事業の開始年（2003 年）の政府開発援助（ODA）大綱では、アジアを支援の重点地域

と位置づけ、とりわけ東アジア地域については ODA を通じた経済連携の強化を掲げていた。

また、2000 年に外務省が策定した「対ベトナム国別援助計画」では、①人造り・制度づく

り（特に市場経済化支援）、②電力・運輸等のインフラ整備、③農業・農村開発、④教育、

保健医療、⑤環境の五分野からなる重点分野を示した。このうち、③農業・農村開発分野

                                                   
5 2012 年データ。出所は労働・傷病兵・社会省（MOLISA）。なお、事後評価時における貧困の定義は、1
ヶ月当たり 40 万 VND（約 2000 円）以下で暮らす世帯とされる。 
6 コミューンとは、地方行政レベルの一単位。県以下の町もしくは村レベルを指すことが多い。 
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については、「灌漑排水等ハード面の整備」や「農業技術の開発・普及」等への支援を重点

的に行うことが必要とされていた。本事業は、ベトナムに対して、上記の重点分野・課題

別援助方針（③農業・農村開発）に沿って支援を行うものであり、日本の援助政策として

の整合性が認められる。 

 
  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 効率性（レーティング：③） 

3.2.1 アウトプット 

表 1 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。本事業では大きく分けて 3 つのコ

ンポーネント（灌漑施設・道路・農村電化）に分けて工事等が実施された。 

 

表 1： 本事業のアウトプット計画及び実績 
計画（事業開始前） 実績（事後評価時） 

【日本側投入予定】 
1）灌漑施設 
・ナムチュン・ポンプ場灌漑システムの改

修：ポンプ場復旧、幹線水路改修 4.9km 
・ホータン溜池灌漑システムの改修：溜池

漏水対策、既存水路改修 2.4km 
2）道路 
・国道 15A 号線（南）の改修：15.7km（ア

スファルト舗装、橋梁 4 ヶ所、ボックスカ

ルバート 1 ヶ所、侵食対策工 3 ヶ所、盛土

工 4 ヶ所） 
・県道の改修（ナムキム～ナムフック～ナ

ムクォン道路）：6.9km（コンクリート舗装

2.6km、アスファルト舗装 4.3km、橋梁 1 ヶ

所、ボックスカルバート 4 ヶ所） 
3）農村電化 
・電化拡張 3 地区（変電所 3 ヶ所、配電網

10kV 5.1km、0.4kV 11.8km） 
 
 
【ベトナム側投入予定】 
1）建設用地の確保 
本事業に係る先方負担工事（灌漑施設、道

路、橋梁、電化施設、仮設事務所及び資機

材置き場等に必要な用地を確保し、整地を

行う） 

【日本側投入実績】 
1）灌漑施設 
→計画どおり 
 
 
 
2）道路 
→計画どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
3）農村電化 
→ほぼ計画どおり（配電網については、10kV
は 4.4km、0.4kV は 11.5km と、若干変更と

なった） 
 
【ベトナム側投入実績】 
1）建設用地の確保 
→計画どおり 
 

出所：JICA 提供資料（計画は基本設計調査報告書、実績は完了届及び質問票回答・現地踏査より） 
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当初計画時の日本側・ベトナム側のアウトプットは概ね計画どおり実施された。なお、

日本側 3）農村電化の配電網整備に関しては、詳細設計時に現地踏査・路線測量が行われた

結果、10kV は 4.4km、0.4kV は 11.5km と若干変更となった。これは詳細設計時において整

備が必要な実態を把握した結果であり、適切な変更であったと判断できる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  インプット 

3.2.2.1  事業費 

当初計画では総事業費1,254百万円（日本側負担は1,227百万円、ベトナム側負担分は約27

百万円）であったのに対し、実績額では約1,197百万円（日本側実績は1,181百万円、ベトナ

ム側実績は約16百万円）と、当初計画内に収まった（計画比約95％）。 

 

3.2.2.2 事業期間 

本事業の期間は 2003 年 7 月～2006 年 9 月までの 3 年 2 ヶ月（38 ヶ月）と計画されてい

た。日本側の実績期間は 2003 年 7 月～2006 年 2 月までの約 2 年 7 ヶ月（30.6 ヶ月）であっ

た。一方、ベトナム側の投入実績は 2006 年 6 月末まで続いたことから7、総事業期間は開始

時から約 2 年 11 ヶ月（35 ヶ月）を要した。したがって、当初計画の事業期間 38 ヶ月と実

績 35 ヶ月を比較すると、計画比約 92%であり、当初計画内に収まった。 

 

以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 

 

 

                                                   
7 本体工事に係る用地の整地・確保（建設現場事務所等の敷地を含む）であったが、仮設工事事務所の撤

去が遅れたため、日本側工事完了後もしばらくは継続して保有していた。 

写真 1：改修後のナムチュン・ポンプ場 
の外観 

 写真 2： ナムチュン･ポンプ場内の 
制御機器（左）及びポンプユニット（右） 
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3.3 有効性8（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

本事業では灌漑施設の改修、国道 15A 線・県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道

路）の改修、農村電化施設の拡張等を行い、灌漑面積の回復・農民の労力・労働時間の削

減、交通アクセスの改善、安定した電力供給の実現を図った。表 2～4 は事業開始前及び完

成後の各コンポーネントの運用効果を測る指標の目標値・実績データである。 

 

1）灌漑/排水事業 

表 2：灌漑/排水事業に係る指標データの比較 

指標 

事業開始前 事業完成後 

2002 年 
（基準値） 

2006 年 
（完成後 2 年） 
（目標値） 

2008 年 
（完成後 2 年） 
（実績値） 

2012 年 
（完成後 6 年） 
（実績値） 

2013 年 
（完成後 7 年） 
（実績値） 

対象施設の灌漑

面積（回復） 
ナムチュン・

ポンプ場灌漑

システムの灌

漑面積：370ha 

470ha 490ha 
（470ha）*注 

490ha 
（470ha） 

490ha 
(470ha) 

ホータン溜池

灌漑システム

の灌漑面積：
40ha 

70ha 50ha 
(70ha) 

50ha 
(70ha) 

50ha 
(70ha) 

労働低減効果

（用水路掃

除・補修） 

回数：年 4 回
（作付時期の前

後 1 日×2 期作） 
年 2 回 N/A 年 2 回 年 2 回 

時間：32 時間
（4×8 時間） 

16 時間 
（2×8 時間） 

N/A 16 時間 
（2×8 時間） 

16 時間 
（2×8 時間） 

人数：240 人/
回 240 人/回 N/A 120 人/回 120 人/回 

時間×人数：

7,680 時間・人 3,840 時間・人 N/A 1,920 時間・

人 
1,920 時間・

人 
出所：JICA 提供資料（事業開始前）、基本設計調査事後状況調査票（2008 年）、質問票回答・ナムダン県人

民委員会へのインタビュー結果（2012/2013 年）（事業完成後） 
注：ナムチュン及びホータンの両灌漑システムにおいて一部重複しているエリア（約 20ha）があり、いず

れかの灌漑システムより配水を受けていることから、括弧書きのような形・数値となる。 

 

表 2 の「対象施設の灌漑面積（回復）」に関して、事業完成以降は当初目標値を達成して

いる。なお、ナムダン県人民委員会、ナムチュン・ポンプ場灌漑システムの運営・維持管

理を担うナムチュン・コミューン、ホータン溜池灌漑システムの運営・維持管理を担うゲ

アン省南部灌漑公社支部のナムダン農業灌漑公社（以下「ナムダン灌漑公社」という）に

よると、ナムチュン及びホータンの両灌漑システムにおいて一部重複しているエリア（約

                                                   
8 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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20ha）があり、いずれかの灌漑システムより配水を受けているとのことである9。指標「労

働低減効果（用水路掃除・補修）」についても、概ね当初目標値を達成している。表 2 内の

投入人数・時間がそれぞれ 120 人・回、1,920 時間・人と目標値の半分となっている点に関

して、ナムダン県人民委員会及びナムチュン･コミューンにインタビューを行ったところ、

「本事業で改修された灌漑用幹線水路は規格サイズが改修前のものより大きく、沈泥やゴ

ミを寄せ付けにくい構造であるため、清掃等に要する時間・回数は減少した。実態として、

投入する人数もさほど必要とせず、120 人程度で適切に対処できる」とのことであった。こ

れは、効率的な労力（回数・時間）の投入により、用水路の掃除等を行っていることを示

唆するものである10。 

 

2）道路事業 
表 3：道路事業に係る指標データの比較 

指標 

事業開始前 事業完成後 

2002 年 
（基準値） 

2006 年 
（完成後 2 年） 
（目標値） 

2008 年 
（完成後 2 年） 

（実績） 

2012 年 
（完成後 6 年） 

（実績） 

2013/14 年 
（完成後 7/8
年）（実績） 

国道 15A 線所要

通行時間 *注 1 

26 分 
（45～60 分） 

*注 2 

19 分 
（30 分） 

18 分 
（18～25 分） 18～25 分 18～25 分 

国道 15A 線年間

通行不能日数 14 日 0 日 N/A 0 日 0 日 

県道所要通行時

間（全区間） 15 分 10 分 N/A 10 分 10 分 

交通量の増加（公

共路線バス） 無し 有り 
（数本/日） 

有り 
（6 本/日） 

無し 無し 

出所：JICA 提供資料（事業開始前）、基本設計調査事後状況調査票（2008 年）、質問票回答・ナムダン県人

民委員会へのインタビュー結果・現地調査時の実測（2012 年～2014 年）（事業完成後） 
注 1：ナムダン橋から県道入り口（約 15.7km）までの通行時間 
注 2：ナムダン県人民委員会によると、事業開始前の同区間は当時の路面状況も考慮して 45～60 分であっ

たとのことである。本事業の基本設計時における時間計測の間違いの可能性が指摘されている。 
 
 表 3 のとおり、指標「国道 15A線の所要通行時間」は、事業完成後 2 年目には目標値を達

成し、事後評価時も同様である11。次に、指標「国道 15A線の年間通行不能日数」は事後評

価時において皆無である。指標「県道所要通行時間（全区間）」は、事後評価時点で目標値

                                                   
9 そのため、表内の括弧書きのような形・数値になる。 
10 なお、灌漑用水路の補修状況に関しては、持続性「3.5.4 運営・維持管理の状況」にて後述するとおり、

完成後～事後評価時において漏水や破損は発生しておらず、補修実績はない。今次現地調査でも特に問題

は見られなかった。 
11 数値下の括弧書き（45～60 分）に関して、事業開始前のナムダン橋から県道入り口迄の区間（15.7km）

は、ナムダン県人民委員会によると、当時の路面状況も考慮して 45～60 分であったとのことである。本事

業の基本設計時における時間計測の間違いの可能性が指摘されている。なお、完成後 2 年目の数値も、18
～25 分であるとの指摘が同人民委員会よりあった。そのため、表 3 内には括弧書きの数値を挿入している。

事業開始前の実績値（基準値）がどのような手法で計測されたかは不明であったものの、通行時の状況（例：

交通量や対向車の影響、牛などの家畜による通行障害等）に影響されることも考えられる。 
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を達成している12。指標「交通量の増加（公共路線バス）」については、事業完成 2 年目に

は公共路線バスは運行していたものの、事後評価時は運行していない。その理由として、

ナムダン県人民委員会によると、「完成後 2 年目頃（2008 年）までは、本事業により改修さ

れた国道 15 号A線に、地域社会は歓喜して公共バスを運行させていたが、その後は乗客需

要が低迷し、運休・廃線となった」とのことである。需要低迷の背景には、住民は公共バ

スの利用に比べ待ち時間がなく、気軽に出かけられる原付バイクや自家用車等の利用を好

むようになったことが挙げられる。これは、事業完成後において住民の所得が増加し、係

る車両を購入できることになったことも要因であり、経済状況や交通ニーズに変化があっ

たことが窺える。完成後 2 年目から事後評価時までに交通手段・状況に変化が生じたと言

え、本事業の効果が薄れたことは意味しないものと判断できる。 

 

3）農村電化事業 

表 4：農村電化事業に係る指標データの比較 

指標 

事業開始前 事業完成後 

2002 年 
（基準値） 

2006 年 
（完成後 2 年） 

(目標値) 

2008 年 
（完成後 2 年） 

（実績） 

2012 年 
（完成後 6 年）

（実績） 

2014 年 
（完成後 8 年）

（実績） 
電化率 69％ 96% 100% 100% 100% 

電気料金 1,100VND 
/kWh 

750VND 
/kWh 

700VND 
/kWh N/A 1,660VND 

/kWh 
出所：JICA 提供資料（事業開始前）、基本設計調査事後状況調査票（2008 年）、瑕疵検査報告書（2008 年）、

質問票回答（2012/2014 年）（事業完成後） 

 

表 4 のとおり、電化率に関しては、事業完成 2 年目には、ナムナム地区の全所帯の電化

が確認されていた。完成後 6 年・8 年目においても、運営・維持管理を担う EVN ナムダン

支所及びナムダン県人民委員会によると、全世帯が電化していることが確認できた。電気

料金に関して、事業開始前の同地区内では配電線の質が悪く、給電圧は不安定、配電損失

も多いため停電が頻繁に発生し、同地区の住民は全国平均（500VND/kWh）の 2 倍以上の電

気料金（1,100VND/kWh）を支払っていた。一方、事業完成 2 年目には本事業による配電網

整備も下支えとなり電気料金は 700VND/kWh に下がったが、事後評価時は 1,660VND/kWh

（全国水準の料金）を支払っている。実態として、完成 8 年目の電気料金水準は全国一律

であり、同地区の住民も全国水準にて課金されている一方、完成 2 年目頃までの電気料金

体系は地域により異なっていた。完成後 2 年目までは EVN が各コミューンに売電し、各コ

ミューンは運営・維持管理費も上乗せして傘下の各世帯に売電していたが、事後評価現在

は EVN から直接各所帯に売電している。現在の電気料金水準についてナムナム地区の住民

                                                   
12 今次現地調査時に車両乗車による実測でも左記の実績値を確認した。 
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にインタビューを行ったところ、「特段高い印象はなく、妥当であると感じる。支払える」

とのコメントが多かった。EVN ナムダン支所も「特に住民から電気料金水準について不満

はない」と回答していることから、事業効果が低減しているとは言えない。なお、指標と

しての電気料金は、事業開始前の同地区の電力事情を考えると、配電網整備により維持管

理費用の低減を図り同地域の電力料金を引き下げるという意味で妥当な指標であったかも

しれないが、電気料金体系よりも電力供給の安定化事業という目的に鑑み、より電力供給

面に重きを置いた送電端電力量や送配電損失率等の指標により効果を着実に測ることも有

意義であったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 3：ナムナム地区の様子及び配電線  写真 4：改修後の変電所施設 
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     出所：JICA 提供資料 

図 1：事業サイト位置図 
（黒点線枠内はナムナム地区を示す） 

 
3.3.2  定性的効果（その他の効果） 

1）灌漑/排水事業 

 改修されたナムチュン・ポンプ場は揚水機能を回復し、ポンプ稼働状況も良好である。

同ポンプ場から周辺農地に配水を行っている灌漑用水路では、搬送ロスは発生しておらず、

配水状況に問題はない。今次現地調査時に、同ポンプ場の運営・維持管理を担うスタッフ

にインタビューを行ったところ、「完成後において故障はない。3 つあるポンプユニットの
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稼働状況は良好である。事業開始前、頻繁に停止・故障していた時代に比べると考えられ

ない」といったコメントがあった。ホータン溜池に関して、事業開始前は溜池から漏水が

発生していたが、本事業により漏水防止工事・改修が行われた結果、漏水は皆無となり、

配水に支障はなくなった。今次現地調査時に漏水防止箇を視察したところ、特に破損や漏

水がないことを確認した。同溜池を管理するスタッフによると、「溜池として機能は充分維

持している。近隣農地に問題なく配水している」とコメントがあった。かかるコメントも

踏まえると、ナムチュン・ポンプ場及びホータン溜池からナムナム地区への灌漑用水の配

水は、効率的に実施されていると判断できる。 

 

2）道路事業 

 国道 15 号 A 線及び県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路）の改修工事により、

ナムナム地区から隣接地区やゲアン省内他地域への交通アクセスが飛躍的に改善した。地

域内の住民同士の交流促進に加え、円滑な物資輸送にも寄与している。住民及びナムダン

県人民委員会にインタビューを行ったところ、「事業開始前、大雨時には国道 15 号 A 線で

は泥濘が生じ、車両通行に度々支障が生じていた。他地域へのアクセスも良くなかったた

め、住民間の交流も限られていた。農作物を栽培・収穫してもアクセスの困難さから買い

手が来ずに家庭内のみで消費するか廃棄するケースもあった。道路整備により、車両・人

の往来が容易になり、農作物の販売機会は増えた」といったコメントがあった。かかるコ

メントを踏まえると、本事業の道路改修によりナムナム地区内の交通アクセスは改善して

いることが窺える。 

 

3）農村電化事業 

 変電所及び配電網の整備により、ナムナム地区内の電力供給体制は強化された。同地区

住民にインタビューを行ったところ、「事業開始前に比べて、現在の電力供給は安定してい

る。電力サービスへの信頼は高く、住民は電化製品を購入するようになった」といったコ

メントがあった。また、EVN ナムダン支所によると、停電回数・時間も皆無とのことであ

る。したがって、本事業により同地区内の電力供給体制は強化され、電力供給も安定して

いると判断できる。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 ナムナム地区の農業生産性の向上・安定化に係るインパクト 

表 5 は、ナムナム地区における主要二作物（米とトウモロコシ）の単収の推移である。
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事業開始前に比べて完成後は増加していることが確認できる13。ナムダン県人民委員会及び

農民にインタビューを行ったところ、その理由として種子･育苗・肥料・農薬の改良、農業

生産者組合・コミューンの管理能力向上等とともに、本事業によるポンプ場改修の効果的・

効率的な配水実現14を挙げる意見が多かった。 

 

表 5：ナムナム地区における主要二作物（米・トウモロコシ）の単収について 
                              （単位：トン/ha） 

作物 事業開始前 
（2003 年以前） 

事業完成後～事後評価時 
（2007 年～2013 年） 

米 5.0～5.5 6.5～6.8 
トウモロコシ 3.5～4.0 4.5～5.0 

出所：ナムダン県人民委員会、農家への聞き取り結果 

 

但し、事業完成後の同地区における米作（2 期作：春・秋）に関しては、農家は春期に作

付する一方で、秋期はあまり行っていない実態が確認された。ナムダン県人民委員会は、

近年、ナムナム地区内でもコミューンによっては熱心に米作の普及に取り組んでいるとこ

ろとそうでないところがあることを挙げている。事後評価時現在、同人民員会は、秋期の

米作が進むよう営農普及活動に力を入れている15。 

表 6 はナムナム地区の主要農作物生産量であるが、米の生産量は停滞しているものの、

野菜全体では総じて増加傾向にあることが窺える16。これは、野菜は相対的に商品価値・換

金性が高く、好ましい収入源と見なしているため、米作から野菜生産への作付転換農家が

徐々に増加していることが挙げられる。加えて、本事業の道路改修により生産及び販売が

安定していることも要因と考えられる。ナムナム地区の農家にインタビューを行ったとこ

ろ、「道路改修前は、野菜を作っても家族や親戚内で消費するか、食べきれない分は廃棄す

ることもあった。道路が良くなって、業者が買い付けに来るようになると、現金収入を得

るようになった」といったコメントがあった。後者に関しては、本事業による道路整備と

野菜生産量の増加には関連性があると判断できる。 

                                                   
13 なお、事業開始前における単収は、米 4.27 トン/ha、トウモロコシ 2.73 トン/ha であった。（出所：JICA
資料（協力準備調査報告書）、2000 年） 
14 ラム川沿いに整備された本事業のポンプ場施設から揚水される水は、灌漑用水として対象地域に安定的

に配水されていることを意味する。 
15 農家向けにワークショップを開催し、米の生産拡大につながる啓発活動に取り組んでいる。 
16 トウモロコシは食用に加えて家畜用肥料としても需要が高まっているため、生産農家・生産量は年々増

加している。但し表 6 のとおり、2012 年の収穫量は低かった。その理由として、ナムナム地区においてト

ウモロコシは通常冬期のみに収穫されるが、年間を通じて雨が多かった場合、収穫量は他の作物に比べて

大きく減少することが考えられる（同年は雨量が比較的多かった）。なお、2012 年は雨量が多かったため、

総じてその他の野菜も収穫量はやや低かった。なお、サツマイモに関しては、事業開始前に比べて現在は

売値相場が下落しているため、作付が進まず生産量は年々減少傾向にある。一方、落花生は事業開始前に

比べて需要が高まっており、生産量は増加傾向にあるといった特徴がある。 
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 以上を踏まえると、本事業はナムナム地区における農業生産性の向上・安定化に寄与し

ていることが窺える。 

 

表 6：ナムナム地区の主要農作物（米・トウモロコシ・サツマイモ・落花生）生産量 
（単位：トン） 

農作物種類 
事業開始前 事業完成後 

2003 年 2011 年 2012 年 2013 年 
米 13,251 14,639 13,279 12,558 

トウモロコシ 2,199 3,380 1,656 3,732 
サツマイモ 1,596 558 454 426 
落花生 798 942 833 1,148 

（上記 3 種を含む野菜全体） N/A 6,952 6,991 8,716 
 出所：JICA 提供資料（事業開始前）、質問票回答・ナムダン県人民委員会・各コミューンへのインタビ 

ュー結果（事業完成後） 

 

3.4.1.2 ナムナム地区農家の所得向上への貢献 

事業開始前において、ナムナム地区の農家 1 人当たりの年間所得は平均で約 170 万VND

（約 150USドル、1996 年データ17）であった。この水準は、当時の世界銀行による調査（1997

年～1998 年）で定められた総合貧困ライン（1 人当たり年間所得 178 万VND）を下回って

いた。一方、事後評価時において、同地区の農家 1 人当たりの年間所得は平均 1,634 万VND18

（約 760USドル）であり、大幅に増加している。1996 年～2013 年の物価指数上昇率は、1996

年末を 100 とする場合、約 350～360%19の増加であり、USドル換算で約 150USドル（1996

年データ）よりこの上昇割合を適用させると、約 525～540USドルと仮算出される。事後評

価時の所得額（約 760USドル）はこの仮算出額を上回っていることから、物価指数の上昇

分を超えた所得が農家にもたらされていると言える。なお、次項目の受益者調査結果が示

すとおり、所得増加を認識している農家は大多数であることも窺えることから、本事業は

農家の所得向上に少なからず貢献しているものと考えられる20。 

 

3.4.1.3 ナムナム地区の農村生活環境改善に係るインパクト（受益者調査結果） 

今次調査では、ナムナム地区の農家・住民に対してアンケート形式で聞き取り調査を行

った21。以下図 2～9 のとおり、その調査結果及びレビューを示す。 

                                                   
17 出所は JICA 提供資料（ゲアン省ナムダン県モデル農村開発計画調査報告書） 
18 出所はナムダン県統計データ（2013 年） 
19 出所は Trading Economics Vietnam Consumer Price Index（CPI）（1996-2013） 
20 なお、ナムナム地区の所得水準との比較参考情報として、ナムダン県全体では平均 2,350 万 VND（約

1,093US ドル。2013 年データ）である。同地区の所得水準はこれを下回っているが、その背景には同地区

がゲアン省内の農産物販売地域（市場等）から距離があり、他地域と比較して輸送コスト面の優位性に劣

ることによる影響が挙げられる。 
21 農家から 60 サンプル、国道・県道沿いの住民から 26 サンプル、農村電化施設周辺の住民より 29 サンプ
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1）灌漑/排水事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 のとおり、灌漑・排水事業に対する満足度は高いことが窺える。図 3 のとおり、農

業生産性が向上していると回答する農家も多い。図 4 はその背景・理由であるが、ポンプ

施設・溜池施設を通じた灌漑用水の効率的な配水に加え、複数の要因（種子･育苗・肥料・

農薬の改良、農業生産者組合・コミューンの管理能力の向上等）も合わせて挙げられてい

る。生産性向上に関しては、本事業のみによるものでないと考えられるが、その一役を担

っているものと推測できる。また、図 5 のとおり所得水準が「かなり向上した」と回答し

た農家は多く、既述の所得増加データとの関連を裏付けるものと言える。 

 

 

                                                                                                                                                     
ル（計 115 サンプル）をランダムサンプリングにより取得し、受益者調査を行った。いずれも事後評価時

より 10 年以上、農業に従事している、もしくは、居住している住民である。本事業は事業完成時より時間

が経過しているため、適切に効果・インパクトを測るべく、長期間（10 年以上）同じ場所で農業を行って

いる、もしくは、居住している住民のみを対象として調査を行った。 

図 2：本事業の満足度（サンプル数 60） 図 3：過去 10 年間を通じて農業生産性は向上

しているか（サンプル数 60） 

図 4：図 3 について、その背景・理由は何が

挙げられるか（サンプル計 60、複数回答有り） 
図 5：過去 10 年を通じて農業所得は向上して

いるか（サンプル計 60） 
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2）道路事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 のとおり、道路事業に対する満足度も高い。図 7 は図 6 の背景・理由に関する回答

であるが、運転・通行の快適性に加え、公共施設（学校・病院等）へのアクセス改善を挙

げる回答が多かった。本事業により、農家は農作物の生産及び販売拡大も実現し、住民は

近隣の町への訪問が容易になり地域間の交流も進んでいるものと推察される。 

 

3）農村電化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 のとおり、農村電化事業に対する満足度も高い。図 9 はその背景・理由であるが、

夜間の照明時間が増えたことで家庭内でのコミュニケーション（会話）が増えた、勉学・

図 6：本事業に満足しているか（サンプル計

26） 
図 7：図 6 について、その背景・理由は何が

挙げられるか（サンプル計 26、複数回答有り） 

図 8：本事業に満足しているか（サンプル

計 29） 
図 9：図 8 について、その背景・理由は何が

挙げられるか（サンプル計 29、複数回答有り） 
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自習する環境が改善したとの回答から夜間の治安改善まで様々な理由が挙げられており、

電化による生活の質的改善に本事業が一役買っているものと推察できる。 

 

以上の受益者調査結果を踏まえると、本事業はナムナム地区の農家・住民の生活環境改

善を下支えしているものと判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

ナムダン県人民委員会及びナムナム地区の住民へのインタビューや現場視察を通じて特

段環境に対する負の影響はないことを確認した。事業実施中から完成後においても、同地

区内の環境問題（例：ポンプ場からの騒音、車両通行に伴う粉塵の発生、大気汚染等）に

ついては問題がないことを確認した。 

なお、環境影響評価（EIA）については、本事業は主に既存施設の改修が中心であったこ

とから基本設計調査時において不要と判断された。 

 

3.4.2.2 住民移転・用地取得 

本事業では住民移転は発生しなかった。一方、国道 15A 線及び県道（ナムキム～ナムプ

ック～ナムクォン道路）の改修工事に際して用地取得が発生した。用地取得プロセスに責

任を有していたナムダン県人民委員会によると、取得面積は合計 5.06ha（内訳は農地が

3.32ha、住宅敷地・庭が 1.74ha）、対象世帯数は 659 世帯、ナムダン県が支払った補償金額

合計は 2,082 百万 VND（約 16 百万円）であった。インタビューを通じて、補償金は同県人

民委員会の定める手続きに基づき円滑に進んだことを確認した。 
 

 写真 5：改修後の県道 
 （ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路） 

  
 

 写真 6：ホータン溜池 
（写真中央から右側にかけて漏水対策を実施） 
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以上より、本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

事後評価時のおける本事業各施設の運営･維持管理組織は表 7 のとおりである。 

 

表 7：事後評価時の運営・維持管理体制 
 施設 運営・維持管理組織 

1）灌漑/排水 ナムチュン・ポンプ場 ナムチュン・コミューン 
ナムチュン 幹線用水路 所属区間の各コミューン 
ホータン 溜池及び幹線用水路

（No.2） 
ゲアン省南部灌漑公社支部のナム

ダン農業灌漑公社 *注 
2）道路 国道 15A 号線 ゲアン省運輸局（DOT）傘下の道

路・河川管理会社 
県道（ナムキム～ナムプック～

ナムクォン道路） 
ナムダン県人民委員会（産業・建

設・運輸部）及び各コミューン、民

間企業 
3）農村電化 中・高圧送・配電網及び変電所 EVN ナムダン支所 

0.4kV 配電網 
出所：質問票回答、各組織へのインタビュー 
注: なお、No.1幹線用水路はナムキム・コミューンが維持管理を担っている。 

 

1）灌漑/排水 

ナムチュン･ポンプ場及び幹線用水路と 2 次水路の運営・維持管理体制は、ポンプ場と幹

線用水路でそれぞれ異なる。ナムチュン・ポンプ場はナムチュン・コミューンにより行わ

れている。一方、幹線用水路及び 2 次水路の運営・維持管理は、水路が位置するコミュー

ンによってそれぞれ行われている。各コミューンはナムダン県人民委員会傘下の組織であ

る。具体的な運営・維持管理の内容について、ポンプ場に関してはポンプユニットの運転･

管理、同ユニット稼働毎にグリス塗布、清掃等が行われ、用水路及び 2 次水路に関しては、

沈泥の除去、清掃等が行われている。 

ホータン溜池システムは、ナムダン灌漑公社22内のナムダン・ポンプ部（スタッフ数 15

名）が運営・維持管理を担っており、うち 2 名が常勤としてホータン溜池の水門開閉・溜

池周辺の巡回・監視（例：ゴミ不法投棄の監視）、清掃、雑草除去等をほぼ毎日行っている。 

2）道路 

国道 15A号線の運営・維持管理は、ゲアン省運輸局（DOT）に所属する道路・河川管理

                                                   
22 ナムダン県全体で 5 つの溜池、9 つのポンプ場の運営・維持管理を担っている。 
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会社が担っている。事後評価時の総スタッフ数は 150 名、うち、本事業対象区間を管轄す

るスタッフ数は 15 名である。具体的な業務内容は、サイト周辺の巡回、交通量の計測、雑

草除去、清掃、標識・路面・橋梁の補修等であり、定期的（業務内容により、毎日・毎月

等）に行っている23。 

県道（ナムキム～ナムフック～ナムクォン道路）の運営・維持管理は、ナムダン県人民

委員会内の産業・建設・運輸部が責任を有している。但し、現場の運営・維持管理は対象

区間の各コミューンが責任を有し、同委員会内の産業・建設・運輸部が監督する体制であ

る。しかし実態として、各コミューンは民間企業に運営・維持管理を委託し、現場監督を

行っている。つまり、委託された民間企業が現場の維持管理を担っている24。 

3）農村電化 

本事業の変電所及び配電網施設に係る運営・維持管理は、EVNナムダン支所が担ってい

る25。ナムダン支所の総スタッフ数は 60 名である26。具体的な運営・維持管理内容は、変圧

器の点検・オイル交換、配電網周辺の雑草除去、電気料金の徴収等である。 

 

今次現地調査時における本事業の灌漑/排水・道路・農村電化施設の視察でも、特に人員

不足による維持管理不足といった事象や体制上の問題は見られず、実態に即した維持管理

体制が構築されていると見受けられた。本事業の運営・維持管理の体制面については大き

な懸念はないと考えられる。 

 

3.5.2  運営・維持管理の技術 

本事業で整備された灌漑施設の運営・維持管理を担うナムダン県人民委員会傘下の各コ

ミューン、ナムダン灌漑公社、国道 15A 号線の運営・維持管理を担う道路・河川管理会社、

県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路）の運営・維持管理を担うナムダン県人民

委員会（産業・建設・運輸部）及び各コミューン、民間企業、電化施設の運営・維持管理

を担う EVN ナムダン支所には、それぞれ経験豊富なスタッフが配属されている。今次現地

                                                   
23 国道を管理するゲアン省運輸局（DOT）に所属する道路・河川管理会社及び実際に業務を行っているス

タッフにインタビューを行ったところ、「業務内容に照らしてスタッフ数は充分である。路面のクラック・

くぼみ等の補修作業も滞りなく行っている」といったコメントがあった。 
24 県道を管理するナムダン県人民委員会の産業･建設・運輸部及び各コミューンの幹部にインタビューを行

ったところ、「整備された道路の品質が高い。事業完成後、路面にクラック・くぼみ等が生じたことはなく

路面状況は良い。民間企業に本事業対象区間の維持管理を委託しているが、実際に行っているのは清掃・

道路沿いの雑草除去であり、国道 15 号 A 線のような維持管理は必要ない状況である。但し、仮に大がかり

な補修や修繕が必要となる場合、ゲアン省及びナムダン県人民委員会から支援を受けることになっており、

懸念はない」といったコメントがあった。 
25 2008 年末より同公社が全送配電施設の運営・維持管理を担っている。 
26 EVN ナムダン支所にインタビューを行ったところ、「本事業対象施設の運営・維持管理に従事するスタ

ッフ数は充分である。かかるスタッフ数で定期的に巡回し、配電施設の点検から清掃、電気料金徴収まで

充分対応できる」といったコメントがあった。 
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調査時のインタビューを通じて、EVN スタッフは運営・維持管理業務の重要性を十分認識

していることを確認した。新人職員のための職務実施研修（OJT 研修）も適時実施されてい

る。機材・施設の運用について熟知していることも確認できた。また、必要に応じて研修

やトレーニングも概ね行われており、維持管理技術・技能の情報共有も図られている。し

たがって、運営・維持管理の技術面には特段大きな問題はないと考えられる。 

 

3.5.3  運営・維持管理の財務 

 表 8 は本事業で整備された各施設に係る運営・維持管理費（直近数年）に関するデータ

である。 
 

表8：本事業の各施設に係る運営・維持管理費 
 施設 運営・維持管理予算 

1）灌漑/排水 ナムチュン・ポンプ場 直近数年の年平均予算は500百万VND 
（*但しナムチュン･コミューンのみの金額） ナムチュン幹線用水路 

ホータン溜池及びNo.2幹線

用水路 
2013年は200百万VND。 
（*他の年は入手できず） 

2）道路 国道15A号線 2011年は525百万VND、2012年は675百万

VND、2013年は850百万VND 
（*但しナムダン県全体の予算） 

県道（ナムキム～ナムプック

～ナムクォン道路） 
直近数年の年平均予算承認額は200～300百
万VND 

3）農村電化 中・高圧送・配電網及び変電

所 
2011年は11億VND、2012年は12億VND、

2013年は14億VND 
（*但し、ナムダン県全体の運営・維持管理予算） 0.4kV配電網 

出所：質問票回答及びインタビュー結果 
 

 
表8の各施設の運営・維持管理を担う組織へのインタビュー結果及びレビューは以下のと

おりである。 

１）灌漑/排水 

ナムダン県人民委員会が支出し、傘下のナムチュン・コミューンが扱う運営・維持管理

費の直近の年平均支給額は500百万VNDである。同コミューン及びポンプ場スタッフにイン

タビューしたところ、妥当な金額であるとのコメントがあった。 

ナムダン農業灌漑公社が支出するホータン溜池及びNo.2幹線用水路の運営・維持管理予算

は、2013年データのみであるが、200百万VNDである。同公社によれば、必要充分な金額で

あり、特段予算不足による維持管理不足はないとのことであった。 

なお、事業開始前においては灌漑/排水施設の維持管理費用の徴収を目的に水利費が徴収

されていたが、2008年に中央政府が発令した法令（Decree115）により、徴収は廃止されて

いる。実態として、ナムダン県では、ポンプ場・溜池・幹線水路の維持管理費用に関して
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は同法令に基づき中央政府より補助金としてナムダン県人民委員会やナムダン農業灌漑公

社に配賦されている27。ナムダン県人民委員会及び各コミューンへのインタビューによると、

補助金は必ずしも潤沢ではないが、ほぼ必要とされる金額が交付されているとのことであ

った。 

 

2）道路 

国道15号A線の運営・維持管理予算は表8のとおり、年々増加傾向にある。ゲアン省運輸

局（DOT）傘下の道路・河川管理会社にインタビューを行ったところ、「省予算より必要十

分な金額が配賦されている」とコメントがあった。また、県道（ナムキム～ナムプック～

ナムクォン道路）の運営・維持管理予算に関して、事業開始前は地元住民からの寄付金に

より維持管理費を賄っていたが、事後評価時は本対象区間に関しては寄付金の納付はなく、

ゲアン省からの予算が配賦されて維持管理が行われている。運営・維持管理を総括する立

場にあるナムダン県人民委員会（産業・建設・運輸部）によれば、「配賦される金額は必要

十分」とのことであった。 

3）農村電化 

 EVNナムダン支所が支出する農村電化施設の運営・維持管理費に関して、同支所による

と、「運営・維持管理費は年々増加傾向にあり、充分かつ安心して業務に取り組める」との

ことであった。 

 

以上より、本事業の各施設に係る運営・維持管理予算の不足等は特に生じていないと判

断され、財務面における運営・維持管理に支障はないと考えられる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業で整備された施設・機材は概ね良好に維持管理が行われている。以下は事後評価

時における各施設の運営・維持管理状況である。 
                                                   
27 ナムダン県人民委員会から 1ha 当たり 1.3 百万 VND が各コミューンに支出されており、表 8 本事業対象

施設の維持管理費に充当されている。一方、二次水路以下（本事業対象外施設）は、引き続き農民が水利

費を支払っており、二次水路以下の維持管理費用に充当されている。1ha 当たり、540,000VND（もしくは

物納：米 90kg）を各コミューン傘下の農協組織に支払うことになっている。農民が支払う二次水路以下の

水利費に関しては、同人民委員会によると、十分支払える水準と認識している。なお、Decree115 が施行さ

れる前の状況に関して、同人民委員会によると、農民は水利費が払えないことが多く、各コミューン傘下

の農協からお金を借りて支払うケースが恒常化していたとのことである。返済が滞り、農協にとっては累

積債務が増え、破綻する農協もあったとのことである。つまり、徴収率は低く、十分な維持管理費が確保

できず、財務面に問題が生じていたと言える。したがって、同県現場レベルでは Decree115 施行後の水利

費免除の方が安定した維持管理費を確保できている。但し同法令による水利費免除は、各コミューンや農

民の維持管理負担へのコミットメントが薄れる、国の財政負担が大きいといった問題点を含有している。

灌漑施設の維持管理を、農民の参加をより深めて持続的に行うという観点において、同法令は今後改善の

余地はあると考えられる。 
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1）灌漑/排水 

ナムチュン・ポンプ場及び幹線用水路の維持管理に関して、ポンプユニットは事業完成

後、故障･不具合はなく、大がかりな部品交換・補修も発生していない。改修された灌漑用

水路及び漏水工事実施後のホータン溜池及び No.2 幹線用水路についても、本事業完成後は

破損・漏水等は発生していない。 

2）道路 

本事業で改修された国道及び県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路）は良好に

維持管理が行われている。国道では、クラックやくぼみ等が発生した場合、直ちに補修工

事が行われている。今次現地調査でも補修が滞りなく行われていることを確認した。県道

（ナムキム～ナムプック～ナムクォン道路）についても、完成後の路面状況は良好である

ことを確認した。なお、国道 15A線に関しては、クラックやくぼみ等の補修は迅速に行われ

ているものの、発生頻度は年々増加傾向にある。その要因としては、大型トラックなど積

載量が大きい車両の通行量が増えているためである28。積載量は法例等により制限されてお

り、また、運営･維持管理を担っているゲアン省運輸局（DOT）傘下の道路・河川管理会社

は、通行車両の積載量の点検29を行い取り締まっているものの、点検をすり抜けるため夜間

に通行する車両等が増えている。同社による取り締まり対応には限界が生じているため、

若干憂慮される状況である。 

 

3）農村電化 

 変電所及び配電網は、大きな故障はなく稼働している。EVN ナムダン支所に自然災害発

生や施設の状況についてインタビューを行ったところ、事業完成後、大きな自然災害によ

る影響は特になく、故障・不具合はないことを確認した。 

 

その他、本事業各施設に必要なスペアパーツの調達･保管状況も特に問題はなく、迅速に

調達できる体制が整備されていることも確認した。また、メンテナンス・運転マニュアル

も各施設に備わっており、各スタッフもマニュアルを必要に応じて参照して維持管理を行

っていることを確認した。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 

                                                   
28 大型車両通行増加の要因のひとつには、本事業対象区間上にガソリンスタンドが建設され、給油目的に

通行する大型車両が増えているとコメントがあった。 
29 携帯計測機器を使用して積載量を点検している。 
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4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、ベトナム北中部地域ゲアン省ナムダン県のナムナム地区において、灌漑面積

の回復・農民の労力・労働時間の削減、交通アクセスの改善、電力供給の安定化を目的に、

灌漑施設の改修・道路の改修・農村電化施設の拡張等を行った。事後評価時において、本

事業は「社会経済開発5カ年計画」等の政策及び農業インフラ施設整備、道路改修延長、配

電網整備を中心とする更なる開発ニーズとの整合性が認められ、妥当性は高い。事業費及

び事業期間は当初の計画内であり、効率性は高い。本事業のポンプ場及び灌漑用水路の改

修によりナムナム地区では灌漑面積の回復及び農民の労力・労働時間の低減を実現し、安

定的に灌漑用水を配水している。国道15号A線及び県道（ナムキム～ナムプック～ナムクォ

ン道路）の改修により円滑な交通と共に、走行時間の短縮を実現し、他の地域への交通ア

クセスも改善している。変電所及び配電網の改修により、電力供給は安定し、全世帯が電

気サービスに加入している。受益者調査結果のとおり、本事業に対する満足度及び生活環

境の改善等も確認できることも踏まえると、有効性・インパクトは高い。加えて、本事業

で整備された各施設の組織・運営・維持管理の体制面・技術面・財務面に特に大きな問題

は見受けられないことから、持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

本事業で整備された国道 15A 号線上でクラック・くぼみ等に係る補修業務が年々増加傾

向にあるが、ゲアン省運輸局（DOT）及び実際の運営・維持管理を担う道路・河川管理会

社は、積載超過車両の検査及び取り締まりを一層強化させることが望ましい。 

 

4.2.2  JICA への提言 

 なし 

 

4.3 教訓 

（適切な有効性・定量的効果指標の設定の必要性） 

農村電化の事業効果・定量的指標の設定に関して、電気料金の減少を効果指標と設定す

るのは完成後 2 年目までは（当時のナムナム地区の電力事情を考えると短期的には）妥当

であったかもしれない。しかし、完成より時間が経過した事後評価時において、経済成長
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が著しいベトナムにおいて電力を取り巻く状況にも変化が生じることも想像できる。電力

料金の減少は、他の要因に影響を受け易く間接的な指標であることを考慮すると、当初よ

り送電端電力量や送配電損失率といったアウトプットの直接的な効果を着実に測ることが

可能な指標の設定30も検討に値したと考えられる。 

 

以 上   

                                                   
30 仮に外的要因に大きく影響を受けて電力料金の減少が達成できなかった場合、事業効果は発現していな

いと言い切れないことも予想される。電力供給面に重きを置いたこれら 2 つの指標の設定も有意義と考え

られる。 


