
 

 1 

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）クアンニン省ハロン湾地域のグリーン成長推進プロジェクト 

（英名）Project for Green Growth Promotion in Halong Bay Area, 

Quang Ninh Province 
  
２．事業の背景と必要性                                       

（1）クアンニン省における環境管理・省エネルギー及び観光セクター／ハロン

湾地域の現状と課題 
ベトナム北部クアンニン省は、これまで北部の要衝として発展してきたが、

沿岸地域の急激な開発や経済区・工業団地の設置、国内外の投資の積極的誘致

といった施策に伴い、産業排水等による環境負荷影響が顕在化している。省関

連部局等により環境管理に係る諸活動は実施されているものの、依然として排

水処理の不十分な事業所が存在し、沿岸地域では有機汚濁など環境基準値の超

過が確認されている。また、工業活動の振興に伴いエネルギー使用量が増加し

ており、効率的なエネルギー消費に係る潜在ニーズは高まっているが、初期投

資の大きさ等が企業等の省エネ活動実施の阻害要因となっている。クアンニン

省はこれらの課題克服のため、グリーン成長政策を掲げ、環境汚染型産業から

環境負荷低減・低炭素型産業への移行を目指している。 
また、クアンニン省はグリーン成長政策の柱の一つとして、観光業の振興を

掲げている。省内には、自然、文化・歴史、都市観光の多様な観光資源が散在

し、2015 年には 767 万人が訪れている。しかしながら、(a) 世界遺産であるハ

ロン湾の観光は日帰りまたは 1 泊程度の遊覧クルーズが主である、(b) 地域の文

化、自然資源を活用したエコツーリズムが開発されていない、(c) 省が推進する

一村一品運動と観光セクターとの連携が見られないといった課題が見られる。

この影響は、一人当たりの観光収入にも表れており、世界遺産ハロン湾を有し

ながらも、観光客一人あたりの支出は 84 万 VND（約 38USD）と低額に留まっ

ている（ハノイでは約 126USD）。 

（2）クアンニン省における環境管理・省エネルギー及び観光セクター／ハロン

湾地域の開発政策と本事業の位置づけ 
クアンニン省社会経済開発計画（2020 年～2030 年）は、2020 年までに同省

が近代的な社会経済インフラ及び都市インフラを整備すると共に環境を保全し、

技プロ・附帯プロ用
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世界自然遺産地域であるハロン湾と国立公園バイトゥロン湾の保護と持続的利

用促進を実現しつつ経済発展を図る事を目指しており、経済・社会・環境の各

側面に関し具体的な数値目標を設けている（例：2030年までにGDP成長率6.7％、

GDP に占めるサービス部門の割合 51%、2020 年までに全ての工業地区や製造

工場の排水処理システム整備等）。 
同計画では、クアンニン省の経済構造の「ブラウン経済」から「グリーン経

済」への転換を掲げているが、その実現を図る行動計画として、「国家グリーン

成長戦略」に基づいたクアンニン省グリーン成長アクションプラン 2014～2020
が 2014 年に承認された。しかしながら、同アクションプランで掲げる目標達成

のためには、計画や施策の優先度付け、施策の具体化、およびそれらの実践の

ための制度構築などの面で課題がある。 
JICA は本事業に必要な情報収集と分析、詳細計画策定のために詳細計画策定

調査（2015 年～2016 年）を実施した。その結果、グリーン成長推進のために

必要な優先施策を明確にし、さらにその実施のためには、当該施策を実施する

ための制度、組織、メカニズムの構築及び省令等の法文書化が必要となること

をクアンニン省側と合意した。 
なお、本事業は、クアンニン省 2020 年環境管理マスタープランで掲げられて

いる環境保全と持続的な経済発展の両立を図るためのハロン湾及び周辺域の価

値向上や環境負荷の低減による環境配慮型産業への転換（グリーン化）といっ

た基本戦略、クアンニン省 2016-2020 年省エネプログラムで目標とされる省エ

ネ施策の実施体制強化、クアンニン省 2020 年観光開発マスタープランに示され

る観光振興目標等の基本戦略に合致するものである。 

（3）環境管理・省エネルギー及び観光セクター／ハロン湾地域に対する我が国

及び JICA の援助方針と実績 
2012年12月に発表された「対ベトナム社会主義共和国 国別援助方針」では、

重点分野の一つとして「脆弱性への対応」が挙げられており、急速な都市化・

工業化に伴い顕在化している環境悪化や観光地での環境問題への対応力強化、

及び地方開発支援を重点項目としている。また省エネルギー分野については、

重点分野の競争力強化のため、事業展開計画において省エネ政策実施、省エネ

施設導入及び金融支援による省エネルギー利用促進を挙げており、本事業はこ

れらの方針に合致する。 
これまで JICA はハロン湾地域を対象に継続して支援を行っており、主たる援

助実績としては、1998～1999 年に実施した開発調査「ハロン湾環境保全開発調

査」、2009～2012 年に実施した技術協力プロジェクト「ハロン湾環境保全プロ

ジェクト」等を通じ、水環境管理体制強化、持続可能な観光開発戦略策定、環

境啓発教育の実施を支援してきた。本事業は、これらの支援で向上が図られた
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行政能力を基礎とし、グリーン成長促進に寄与する活動実施を通じて制度・組

織の構築を図るものである。 
また、クアンニン省或いはハロン湾地域での他の事業実績としては、2011 年

から実施された SATREPS プロジェクト「バイオマスエネルギーの生産システ

ム（植林・製造・利用）構築による多益性気候変動緩和策の研究」、2014 年度

に調印した「ハロン市水環境改善事業（E/S 借款）」、及び 2015 年から実施中の

中小企業海外展開支援事業「バイオトイレと新浄化装置を活用した環境改善技

術の普及・実証事業」等がある。更に省エネルギー分野では、「省エネルギー研

修センター設立支援プロジェクト」（ステージ 1：2011 年～2012 年、ステージ 2：
2013 年～2015 年）、「省エネルギーラベル基準認証制度運用体制強化プロジェ

クト」（2013 年より実施中）等を実施している。 
一方、ハロン湾地域或いはその周辺において、滋賀県がクアンニン省下水道

普及検討業務（国交省事業）や、隣接する観光島カットバの水環境改善に向け

た協力支援事業（JICA 草の根事業）を実施しており、これらの知見が活用でき

る。さらに本事業の詳細計画策定調査の中で実施した本邦招聘の結果、滋賀県

の琵琶湖保全の経験・知見が集積された「琵琶湖モデル」のハロン湾地域への

応用も計画されている。 

（4）他の援助機関の対応 
UNDP は 2012 年～2015 年にかけてクアンニン省グリーン成長アクションプ

ランの策定支援を行った。また、省エネルギー分野において、世界銀行は 2016
年より VEEIEs （Vietnam Energy Efficiency for Industrial Enterprises Project）
で 5 年間にわたり 330 百万 US$の省エネ事業実施の為のツーステップローンを

拠出する計画である。 
また観光セクターでは、EU による ESRT（Environmentally and Socially 

Responsible Tourism Capacity Development Program）（2010～2016 年）が実施

され、クアンニン省に対しても観光産業人材の研修等の支援を行っている。

ESRT で作られた研修用教材は、本事業においてもエコツアーのガイド研修等で

活用することができる。 

 
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、クアンニン省ハロン湾地域において、グリーン成長推進提言書の

作成及び重点産業部門と観光セクターにおけるパイロット活動の実施を行うこ

とにより、グリーン成長の促進に必要な制度、メカニズム、組織の構築を図り、

もってグリーン成長の推進に寄与するものである。 
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（2）プロジェクトサイト／対象地域名 
ベトナム国クアンニン省ハロン湾地域（バイトゥロン湾、ハロン市、カンフ

ァ市、ヴァンドン郡、ホアンボ郡、クアンイェン町、ウオンビ市）。パイロット

活動対象地域は、エコツーリズム振興の適地の一つであるクアンイェン町を除

いて、未定。 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
1) 能力強化の直接的な受益者 
・ カウンターパート機関：クアンニン省人民委員会、同省計画投資局 
・ プロジェクト関係機関：省関連部局（天然資源環境局、財務局、科学技

術局、観光局、商工局、建設局、運輸局、農業農村開発局）、関連団体（ハ

ロン環境保護・教育協会、観光協会、等）、関連自治体（ハロン市及びハ

ロン湾管理局、カンファ市、ヴァンドン郡、ホアンボ郡、クアンイェン

町、ウオンビ市） 
2) 最終的な裨益者：民間セクター（事業者・企業代表等）、ハロン湾地域住

民、市民団体、ハロン湾地域を訪問する観光客等 

（4）事業スケジュール（協力期間） 
2016 年 11 月～2019 年 11 月（計 37 ヵ月） 

（5）総事業費（日本側） 
4.4 億円 

（6）相手国側実施機関 
クアンニン省人民委員会、同省計画投資局 

（7）投入（インプット） 
1）日本側 
業務実施コンサルタント（総計 73.5M/M） 

総括／グリーン成長 
産業環境管理 
省エネルギー／エネルギー管理 
財政メカニズム 
観光振興 
エコツーリズム 
水環境管理／環境政策 
汚染源対策・処理 
業務調整／住民啓発 

  研修員受け入れ 



 

 5 

パイロット活動事業費 
2）ベトナム国側 
カウンターパートの配置 
執務室の提供 
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）

上、環境への望ましくない影響は最小限と判断されるため。 

③環境許認可 

環境影響評価（EIA）報告書は、ベトナム国内法上義務付けられていない。 
④汚染対策、自然環境面、社会環境面 

本事業実施に伴う環境汚染、自然環境面及び社会環境面への影響は特段予

想されない。 
⑤その他・モニタリング 

半年ごとに業務実施コンサルタントによるプロジェクト活動モニタリング

を行う。 
2)ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減 

特になし。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 
2.1 (3)に示すハロン湾環境保全開発調査を踏まえ設立されたハロン環境保

護・教育協会の本事業への参画、中小企業海外展開支援事業、SATREPS プロジ

ェクトによる BDF 実証事業の成果との連携が想定される。また、クアンニン省

と滋賀県による自治体連携も本事業を通じて計画されており、滋賀県庁やしが

水環境ビジネス推進フォーラムとの連携も期待できる。 

2）他ドナー等の援助活動 
2.1 (4)に示す VEEIEs のツーステップローン活用検討に係るトレーニングや

ESRT で作られた研修用教材の活用といった内容が想定される。 
 
４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 



 

 6 

1）上位目標と指標： 
（上位目標） 
クアンニン省において、環境汚染型産業から低炭素・環境負荷低減型産業へ

の移行を通じ、グリーン成長が推進される。 
（指標） 
・ グリーン成長白書が継続して発行される。 
・ プロジェクトで確立された重点産業分野の環境管理活動に係る制度及び組

織を通じ、クアンニン省内で合計 10 件以上の省レベルの基金／財政メカ

ニズム活動、省エネ活動、直接負荷軽減活動が実施される。 
・ プロジェクトで確立された観光分野の制度及び組織を通じ、クアンニン省

内で 2 件以上のエコツアープログラムとその観光情報が開発・整備され、

提供される。 

2）プロジェクト目標と指標： 
（プロジェクト目標） 

ハロン湾地域において、重点産業部門での環境的に持続的な政策の実施、及

び観光セクターの開発政策の実施を通じ、グリーン成長が促進される。 
（指標） 
・グリーン成長の促進に必要な以下の制度及び組織がクアンニン省によって

承認される。 
- グリーン成長白書を継続して発行する制度及び組織 

- 環境管理活動及び省エネ活動を進めるための金融、資金メカニズム及

び組織 

- 観光情報の発信、更新及びマーケティングを行うための制度及び組織 

- クアンイェン町でエコツーリズムを振興するための制度及び組織 

- 省エネ及び持続的な観光活動を進めるためのラべリング制度及び組織 

・Post Project フェーズ提言書がクアンニン省に提出される。 

3）成果 
成果 1：成果 2 と成果 3 の活動に関するグリーン成長啓発活動が実施されると

ともに、グリーン成長を推進するための Post project フェーズ提言書が作成さ

れる。 
成果 2：選定された重点産業部門において、持続可能な環境管理活動を促進す

る施策がパイロット活動として実施される。 
成果 3：持続的な観光セクターの成長を促進する開発施策がパイロット活動と

して実施される。 
 
なお、各成果の達成により得られる経験に基づき、グリーン成長の推進に必要

な制度及び組織に関する行政文書が作成され、クアンニン省による承認プロセ
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スが開始される。 
 
５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件 
・本事業を開始し、グリーン成長を推進する施策を試行するために必要な制

度がクアンニン省により構築され、行政文書が合意される。 

（2）外部条件 
・ クアンニン省のグリーン成長戦略推進の方針が変更されない。 
・経済危機等の民間セクターの活動を阻害するような社会情勢の変化が無い。 
・観光資源に打撃を与える自然災害が発生しない。 
・ 観光振興を阻害する世界情勢の変化や伝染病リスクが増加しない。 

 
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 
「ハロン湾環境保全プロジェクト」（2010 年～2013 年）では、省人民委員会

の強いコミットメントとリーダーシップ、プロジェクト管理委員会（PMB）と

各ワーキンググループ（WG）による積極的な活動が相乗効果として発揮された。 

(2) 本事業への教訓 
本事業はプロジェクトフェーズで 5 つのパイロット活動を行うが、各パイロ

ット活動には複数の関連部局及び機関が参加することから、関係機関の調整メ

カニズムをプロジェクトフェーズ開始時から担保するため、主要カウンターパ

ートである人民委員会及び開発投資局主導の下、「ハロン湾環境保全プロジェク

ト」と同様の運営体制の整備が望ましい。また同プロジェクトで策定された「持

続可能な観光のための環境保全戦略」をグリーン成長戦略に組み込み、人民委

員会主導の下で実施することが勧告されているが、本事業では同戦略のうち観

光船へのグリーンラベル制度運用及びエコツアー振興を図り、JICA 協力の継続

性と発展性を目指す。 
 
８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 



 

 8 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

プロジェクト開始後終了まで 6 ヶ月毎に進捗モニタリングを実施 
事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


