
    

事業事前評価表 

   国際協力機構 地球環境部 環境管理第二チーム 

 

１．案件名                       

国 名： ベトナム社会主義共和国    

案件名： 和名 流域水環境管理能力向上プロジェクト   

   英名 Project for strengthening capacity of water  

environment management in river basin 

     

２．事業の背景と必要性                

（1）当該国における環境管理セクター（水分野）の開発実績（現状）と課題  

 ベトナムでは飛躍的な経済成長に伴う工業化都市化により、汚染排水量が増

加している。例としてドンナイ川流域では、2020 年には 450 万 m3/日、2040 年

には 700万 m3/日に増加することが見込まれている。そのため、適切な施設整備

や維持管理が不十分なこともあり、水環境汚染が深刻になっている。 

こうした背景のもと、ベトナムでは、2003年に定めた「国家環境保全戦略（旧

戦略）」を 2012年に再編し、2020年までの目標として定めた（新戦略）。新戦略

では、旧戦略の総括を行い、天然資源環境省（Ministry of Natural Resources 

and Environment: MONRE）の設立や法整備等、環境保全に向けた制度構築が行

われた一方で、実際の汚染状況は悪化していることを述べ、環境保全に向けた

国家的取り組みが重要とし、4つの重要な戦略の一つとして「汚染源対策及び汚

染管理」を挙げている。また、2006～2007 年にはベトナムにおける三大重点流

域である北経済水域、ヌエダイ川流域、及びドンナイ川流域の開発と管理にか

かる計画が策定・承認されている。 

これらの戦略や計画を踏まえて、MONREは 2014年に環境保護法を改正（Law on 

Environmental Protection No.55/2014/QH13。以下改正環境法）し、同法の中

で流域環境管理を MONRE の役割として規定する等、水環境汚染対策を強化する

ための法律制定や制度設計等の面では大きな進展が図られている。他方で、こ

うした新たな規定及び制度に基づく実際の施策運営については課題を抱えてお

り、更なる検討が必要である。あわせて、ベトナムでは、水資源保全の観点か

ら、水環境管理（水質を主体とする管理）に加えて治水や利水も含めた統合水

資源管理（水量も含めた水資源の総合的な管理）を目指している。このため、

統合水資源管理に向けた段階的な取り組みとして、MONREがベトナムの国内全流

域において地域的な水環境管理を推進することが求められているが、実際には

主要河川での流域管理委員会の設置や、地域レベルでの試行的取り組みにとど



まっている。 

 また、地方省で環境管理を行う役割を担う天然資源環境局（Department of 

Natural Resources and Environment: DONRE）には、人員、人材、予算、適切

な環境管理に必要な経験、技術力が不足しており、水環境管理行政を執行して

いく上での体制強化が求められている。 

 

（2）当該国における水環境管理セクターの開発政策と本事業の位置づけ   

「ベトナム国第 9 次社会経済開発 5 ヶ年計画（2011 年～2015 年）」では、都市

環境管理分野の中でも工業団地・輸出地区における基準を満たす排水処理施設

の設置促進など、水環境管理を開発政策の主要な目標のひとつに掲げている。 

 また、環境セクター政策においては、「国家環境保全戦略」（2012 年）を定め、

汚染源対策及び汚染管理を重要な柱としている。改正環境法では、環境保護に

対する経済措置の章を新設し、省庁間の権限分担を整理するなどの改善を行っ

た。これら戦略/計画においては、MONRE 及び DONRE が優先課題実施の主たる責

任機関として位置づけられており、MONREとDONREの役割の重要性が増している。 

 

（3）水環境管理セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績  

対ベトナム国別援助方針、事業展開計画では、急激な経済成長・都市化に伴

う環境悪化及び観光地での環境問題への対応力強化を重点支援項目としており、

本事業は事業展開計画の「都市環境管理プログラム」に資する案件として位置

づけられる。2014年 3月に策定された JICA国別分析ペーパーにおいても、急速

な経済成長と都市化による河川・運河・湖沼の水質汚濁を課題として挙げ、統

合的水資源管理の考え方に基づく流域単位の水環境管理を進めていくこととし

ている。 

また、関連の援助実績として、環境政策アドバイザー専門家派遣及び技術協

力「河川流域水環境管理調査」（2008～2010）、「全国水環境管理能力向上プロジ

ェクト」（2010～2013）等の実施を通じた水環境管理行政機関の能力向上、なら

びに下水道政策アドバイザー専門家派遣やハノイ、ホーチミン等での円借款事

業を通じた下水処理施設の整備と維持管理能力の強化が挙げられる。 

これら協力を通じ、環境モニタリングや汚染源の監督検査のための基礎的な

能力は強化された。しかし地方省間の連携協力による流域単位での水環境管理

に必要な組織体制や政策実施能力が不足していることから、本事業を通じ技術

支援を行う。 

 

（4）他の援助機関の対応    

水環境管理分野においては、世界銀行が 2007 年～2009 年に MONRE のベトナ



ム環境保護総局（Vietnam Environmental Administration: VEA）を対象に企業

の環境パフォーマンス・レーティングや情報公開システムの開発・試行、実施

細則の実行状況のレビューを行った。また、2013年～2018年の予定で環境政策

の策定・実施・モニタリング強化、工業団地の集中下水処理設置に対し支援を

行っている。カナダの Canadian International Development Agency（CIDA）は

MONRE・DONREに対し、3フェーズ 10年以上にわたり産業公害（廃棄物、土壌汚

染、大気汚染、排水）対策・防止のためのツール開発、及び環境対策基金の計

画・予算化・管理にかかる能力強化を実施している。ドナー相互で活動を補完

し、相乗効果のある活動を計画する。 

  

３．事業概要                       

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業は、モデル流域であるカウ川流域（北経済水域の一部）及びドンナイ

川流域において、①統合流域水環境管理メカニズムの制度化、②MONRE/VEA と対

象 DONRE の流域水環境管理に関する行政執行能力の強化、③流域水環境管理改

善のためのロードマップの作成を行うことにより、流域水環境管理に係る

MONRE/VEA政策策定能力、及びモデル流域の対象省における DONRE の政策実施能

力の向上を図り、もって適切な流域水環境管理の実施に寄与するものである。 

   

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

ハノイ、カウ川流域（タイグエン省、バクザン省、バクニン省）、ドンナイ川流

域（ホーチミン市、ドンナイ省、ビンズオン省、バリア・ブンタウ省。なおバ

リア・ブンタウ省については、ドンナイ川の主流域に隣接するチーバイ川の流

域に該当し、ドンナイ川流域水環境管理メカニズムに参画予定であることから、

同メカニズム構築に関連する活動についてオブザーバーとしての参加を予定） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接的な受益者 

・ 天然資源環境省（MONRE）、ベトナム環境保護総局（VEA）の廃棄物管理環境

改善局（Department of Waste management and Environmental Improvement: 

WENID）職員（5 名程度）、環境科学研究所（Institute of Environment and 

Science：ESI）職員（5名程度） 

・ カウ川流域及びドンナイ川流域内の地方省（6省）の天然資源環境部（DONRE）

の職員 

最終的な受益者 

・ 対象 6省及び対象流域内の地域住民（カウ川流域約 300万人、ドンナイ川流



域約 1000万人） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

  2015年 11月～2018年 10月（36か月）  

   

（5）総事業費（日本側） 

  合計：約 5.1億円  

   

（6）相手国側実施機関  

MONREの関連部局（VEA、WENID、ESI）、DONRE 

 

（7）投入（インプット）    

1）日本側 

長期専門家 2 名 （総括、業務調整） 

業務実施コンサルタント （75M/M） 

 環境政策／流域環境管理計画 

 水質モニタリング／シミュレーションモデル解析 

   汚染源インベントリー調査分析 

   総汚染負荷量解析及び予測 

   水質汚染対策技術  

   水資源管理（水文学） 

   予算財務制度構築 

   データ分析及びマネジメント  

   情報公開制度 

   プロジェクト調整 

   研修員受入 

 2）ベトナム国側 

 カウンターパート配置 

 執務室 

 ローカルコスト負担 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発    

 1）環境に対する影響/用地取得・住民移転    

① カテゴリ分類 C    

② カテゴリ分類の根拠  

本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月



公布）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けや

すい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判

断されるため。 

 2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

 特になし    

 3）その他     

 特になし 

     

（9）関連する援助活動    

 1）我が国の援助活動 

2.（3）の通り    

 2）他ドナー等の援助活動 

   2.（4） の通り   

 

４．協力の枠組み                       

（1）協力概要     

 1）上位目標 

MONRE/VEAと DONRE による実施能力が強化され、モデル流域以外に流域水環境管

理システムが導入される準備が整う。 

（指標） 

① MONRE が統合水資源管理を目指す流域水資源管理に向けた法制度整備を行う。 

② モデル流域において、統合水資源管理を目指す新たな流域環境管理委員会が

提案される。 

③ モデル流域の地方省が定める総合的な社会開発計画に流域環境保全の重要

性が記載される。 

④ 地方省間での流域水環境管理システムを導入する流域がモデル流域以外に

も指定される。 

 

2）プロジェクト目標 

流域水環境管理に関する MONRE/VEA の政策策定・実施能力、及びモデル流域内

の対象地方省の DONRE による政策実施能力が向上する。 

（指標） 

① MONRE/VEAと関連機関が流域水環境管理に係る法令文書を作成する。 

② MONRE/VEAが流域水環境管理のメカニズムを整備する。 

③ MONRE/VEAが2020年度を目標とした流域水環境管理に向けた中期目標を定め

る。  



④ 対象地方省において地方省環境保護計画に流域水環境管理の重要性と実施

事項が記載される。                     

⑤ MONRE/VEA がプロジェクトで作成される統合水資源管理に向けたロードマッ

プに基づき活動を開始する。 

 

  3）成果 

成果 1：流域水環境管理に関する法的文書の策定と執行に関する MONRE/VEA と対

象 DONREの能力が強化され、MONRE/VEAによる統合流域水資源管理メカニズムの

制度化の基盤が整備される。 

 

成果 2：パイロットプロジェクトの実施を通じて、MONRE/VEAならびに対象 DONRE

の流域水環境管理に関する行政執行能力が強化される。 

 

成果 3：成果 1と成果 2の成果をベースとして、流域水環境管理改善のためのロ

ードマップが作成され、MONRE/VEAによる統合流域水資源管理導入に向けた体制

案が作成される。  

    

５．前提条件・外部条件                      

（1）前提条件  

    特になし   

（2）外部条件（リスクコントロール） 

  ベトナムの水環境政策に関連する方針に大きな変更が起こらない。  

     

６．評価結果                              

本事業は、ベトナム国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。  

     

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                

（1）類似案件の評価結果 

 「全国水環境管理能力向上プロジェクト」2010年 6月～2013年 6月 

MONREにおいて効率的かつ執行性の高い水環境管理政策・政策手段を立案するた

めの能力強化、及び 5 地方省の DONRE を対象として基本的な水汚染対策を執行

するための能力強化を行った。    

 

（2）本事業への教訓 

上記プロジェクトでは、基本的政策立案能力の強化が図られた一方で、MONRE



とDONREの連携強化、DONREの施策実施能力に向けた支援の必要性が挙げられた。

このうち連携強化については両機関間の情報共有の推進、DONREの実施能力強化

については施策の実効性を上げるための人民委員会の巻き込みが重要との教訓

が得られている。 

このため本プロジェクトでは、詳細計画策定段階において、DONRE を始めとす

る現場レベルの実施機関、及び各地方省の意思決定機関である人民委員会の支

援ニーズを十分に確認すると同時に、プロジェクト目標の妥当性及び重要性に

ついて共通理解を形成するための作業期間を確保し、これにより協力開始後の

関係機関による事業への積極的参加と円滑な情報共有を担保するよう努めてい

る。 

 

８．今後の評価計画                           

（1）今後の評価に用いる主な指標      

４．（１）のとおり。   

 

（2）今後の評価計画 

事業開始３か月  ベースライン調査   

事業終了３年度  事後評価   

 

以上  


