
ベトナム国クアンニン省における取組

2020.11.17滋賀県琵琶湖環境部下水道課



これまでの経緯

ハロン湾地域のグリーン成長推進プロジェクトへの協力と
協力に係る覚書



クアンニン省ハロン湾地域

ハロン湾



ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
クアンニン省ハロン湾地域におけるグリーン成長推進プロジェクト
発注者：JICA 受注者：日本工営㈱、(公財)国際湖沼環境委員会、(株)国際開発センター

（平成27年度～平成28年度 詳細計画策定）
（平成28年度～平成31年度 計画に基づき以下のパイロット活動を実施）

プロジェクト目標
ハロン湾地域のグリーン成長が促進される

５つのパイロット活動
財政 省エネ

住民啓発 負荷削減観光

周辺の開発に伴う環境悪化

ハロン湾周辺の環境悪化

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E6%A7%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E6%A7%8B
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上位目標

プロジェクト
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。

ハロン湾地域において、重点産業部門での環境的に持続可能な政策の実施、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。

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、プロジェクトの実施を通じ
Post projectフェーズにグリーン成長
を推進するための提言書が作成され
る。

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

WG①環境管理・グリーン成長に係る省
レベルの基金及び財政メカニズム強化

WG②ESCO及び補助金等の省エネ/エ
ネルギー管理に係るインセンティブ促進

WG④湾内直接負荷管理の能力強化

WG⑤ハロン湾地域グリーン成長
白書の作成と公開

WG③ハロン湾地域での持続的な
観光促進
（観光情報の整備と発信、エコ
ツーリズムの促進、観光船グリーン
ラベル制度）

5つのパイロット活動

・Post Projectフェーズ提言書

ベトナム国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（第2フェーズ）
プロジェクト実施期間 2016年11月～2019年12月
受託者：日本工営株式会社、（公財）国際湖沼環境委員会、株式会社国際開発センター

プロジェクトの全体デザイン(JICA資料)



琵琶湖の環境保全

滋賀県とクアンニン省

周辺の開発に伴う環境悪化

グリーン成長の推進

琵琶湖モデル

滋賀県 クアンニン省

経験・知見を共有

琵琶湖 ハロン湾

ハロン湾地域のグリーン
成長推進プロジェクト

周辺の都市化による水質悪化



プロジェクトの全体運営体制(JICA報告書より)

議 長：省人民委員会 筆頭副委員長
副議長：計画投資局 局長
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ベトナム国クアンニン省が抱える問題と滋賀県の協力（滋賀県資料）

持続的な成長が促進されない

経済活動に伴い環境が悪化している
持続可能な観
光産業でない

汚濁物による公共用水域の
汚染

環境改善に必
要な予算がない

環境保全意識が低い
観光地がハロン
湾に限定

・負荷が多い
・ハロン湾の環境管理ができて
いない。

・省エネ促進予
算がない
・財政メカニズム
がない

・教育制度がない
・啓発活動が不足

・他の観光地が
認知されていな
い

琵琶湖環境科
学研究センター
設立・運用経験
に基づく協力

ハロン湾研究
センター設立

産官学民が連携しながら琵琶湖の環境保全に取り組んできた経験（琵琶湖モデル）に基づく協力

Ｗ
Ｇ
４

琵琶湖の環境保全を
通して培った技術に
基づく協力

長年にわたり、
高度処理を実
施してきた経
験に基づく協
力

企業技術の紹介する
ためのセミナーや技
術交流会の開催

環境啓発・市民
連携に係る経験
に基づく協力

環境白書の作成

ＷＧ５
下水道に関す
る技術交流

Ｗ
Ｇ
１

Ｗ
Ｇ
２

Ｗ
Ｇ
３



２０１９年１月 政策対話
４つの重点分野で協力を進めていくことを両県省で合意

環境と経済分野の協力に関する覚書

2017年10月 滋賀県-クアンニン省 覚書

１．環境保全と経済発展の両立

２．環境保全に係る財政制度の構築

３．環境保全に係る市民との連携

４．琵琶湖環境科学研究センターをモデルとした研究機関の設立

５．双方の大学・研究機関の連携

６．クアンニン省の環境改善に最適な、滋賀の企業が有する先進技術の活用

７．地域資源を活用し、保全に配慮した観光開発

８．環境に配慮した農業の導入

９．汚水処理施設の整備による汚濁負荷削減

協力関係の発展ＧＧＰＪの推進

クアンニン省における

グリーン成長の推進

ハウ副委員長と西嶋副知事

政策対話
ハロン湾研究センター 技術交流 下水道環境白書



活動と成果

ハロン湾研究センターの設置に貢献

琵琶湖環境科学研究センター視察
(2017.10)

センターの取組紹介
（2018.4） 技術ワークショップの開催

(2019.11)

グリーン成長白書の発行に貢献

ワーキンググループ会議
（上2019.1 下2018.4）

滋賀県の取組を寄稿
（写真は県の取組を発表した際のもの）

（2019.11）



活動と成果

ビジネスセミナーの開催
（2017.10メッセ）

技術セミナーの開催
（2017.11）

技術交流会の開催
（2018.8訪日研修時）

技術交流セミナーの開催
（2019.1）

汚水処理分野の意見交換会
（2019.11）

ハロン湾地域の環境改善に貢献できる技術を紹介



プロジェクト最終セミナー

（2019.11）

プロジェクトを通して、琵琶湖モ
デルの本質である「多様な主
体の協働」を促進させることの
重要さが理解できたことは教訓。

今後は協働を促進させる「仕掛
け」を作っていくことが重要だ。

プロジェクト関係者

⇒今回の取組の中で、
クアンニン省側の人材育成へも貢
献することができた。
これにより、今後も同省内で、琵琶
湖モデルの考え方に基づく取組が
推進されることが期待できる。

セミナーの様子



プロジェクトの継続（２０２０．８現地紙より）

 

 

Mr. Dang Huy Hau, Standing Vice Chairman of the Provincial People's Committee spoke at 

the meeting.  

 

 

Review of Provincial Green Growth Promotion Project Progress in 2020 – 2025

省人民委員会の常任副委員長ダン・ホイ・ハウ氏は、各部局に対し、コミュニティ観光の発展、環境
衛生、ハロン湾のブルーセイルエコラベル、白書の迅速な発行、学校への導入計画、ベトナム環境保
護基金への資金提供、より良い廃棄物分別の実施、過去に効果的に実施されたモデルの維持、省内
のグリーン成長を促進する活動の成功に向けて努力するように要請した。

クアンニン省グリーン成長促進プロジェクト（2020年～2025年）に関する省人民委員会の会議が開催
されたとの記事



今後の方針

１．琵琶湖モデルを他地域へ発信

２．覚書に基づくクアンニン省との協力関係の継続

３．ハロン市水環境改善事業への協力



① 現状の把握と課題の抽出
（行政×研究機関）

② 住民啓発と環境学習
（行政）

③ 環境保全活動の展開（行政×住民）

④ 条例の制定
制度設計
施策展開（行政）

⑤ 水環境分野における技術開発・研究
（企業・研究機関）

⑥ 家庭や工場からの負荷削減
（住民や企業[工場]）

課題解決までのアプローチ

1.琵琶湖モデルの発信
培った経験・ノウハウ

・環境教育
・普及啓発 …等

・モニタリング技術
・環境調査
・解析手法 …等

・住民との連携手法
…等

・施策形成、制度設計、
計画策定

・排水源への規制・監視
…等

住民へ
共有

世論へ
反映

世論に基づく
施策の展開

・技術・知識・情報の集積

●琵琶湖環境科学研究センター

●環境学習船うみのこ

●ヨシ群の保全活動
●せっけん運動

●富栄養化防止条例●滋賀県公害防止条例
●各認証制度（環境こだわり農業等）
●保全活動や保全施設への財政支援制度
●琵琶湖総合保全整備計画
●エコツーリズムの推進…等

●環境白書
●体験学習

●しが水環境ビジネス
推進フォーラム

●淡海環境プラザ

●ＩＳＯ等による環境管理
●自主検査
●行政-企業-住民のネットワーク
構築による環境改善

・環境管理
・ネットワーク形成



① 現状の把握と課題の抽出
（行政×研究機関）

② 住民啓発と環境学習
（行政）

③ 環境保全活動の展開（行政×住民）

④ 条例の制定
制度設計
施策展開（行政）

⑤ 水環境分野における技術開発・研究
（企業・研究機関）

⑥ 家庭や工場からの負荷削減
（住民や企業[工場]）

課題解決までのアプローチ 培った経験・ノウハウ

・環境教育
・普及啓発 …等

・モニタリング技術
・環境調査
・解析手法 …等

・住民との連携手法
…等

・施策形成、制度設計、
計画策定

・排水源への規制・監視
…等

住民へ
共有

世論へ
反映

世論に基づく
施策の展開

・技術・知識・情報の集積

●琵琶湖環境科学研究センター

●環境学習船うみのこ

●ヨシ群の保全活動
●せっけん運動

●富栄養化防止条例●滋賀県公害防止条例
●各認証制度（こだわり農業等）
●保全活動への補助金制度
●琵琶湖総合保全整備計画…等

●環境白書
●体験学習

●しが水環境ビジネス
推進フォーラム

●淡海環境プラザ

●ＩＳＯ等による環境管理
●自主検査
●行政-企業-住民のネットワーク
構築による環境改善

・環境管理
・ネットワーク形成

本プロジェクトは、「琵琶湖モデル」を
海外へ発信・展開した先駆けとなる事例といえる。

「琵琶湖モデルの発信」をテーマに、
今後もクアンニン省への協力を継続するとともに、

他地域へも普及を図る。

産官学民が連携しながら、
水環境保全に向けて取り組んできた

（下水道も含めた）
課題解決に向けたアプローチモデルを

「琵琶湖モデル」と呼ぶ

今後もクアンニン省と継続的に
協力関係を構築していく。
このようなプロジェクトを

他の地域にも広げていきたい。

※知事会見（2020.1.14）での発言

1.琵琶湖モデルの発信



２．覚書に基づく協力関係の継続

協力分野 協力内容 県の実施体制

グリーン成長白書
（市民との連携）

 白書に滋賀県の取組を寄稿
 白書の利活用に対する助言
 環境教育・普及啓発事業に関する助言

〇環境政策課

ハロン湾研究センター  琵琶湖環境科学研究センターでの研修
受け入れや情報提供等の協力

 ワークショップ等の開催への協力（※）

〇環境政策課
・琵琶湖環境科学研究センター

技術交流  定期的な技術交流セミナーの開催（※） 〇商工政策課
・下水道課 ・環境政策課

下水道整備  施設の維持管理等の課題把握と助言
 下水道の接続率向上に向けた協力
 技術セミナーの開催（※）

〇下水道課
・商工政策課

定期的な連絡会議（※） 〇下水道課

（※）は同時開催を想定。場所は日本-ベトナム交互に開催するというアイデアも有る。

【上位目標】
グリーン成長
の推進

上位目標までのロードマップのイメージ。

GGプロジェクト
パイロット事業

事業成果の
社会実装

効果の検証
事業のスパイラルアップ

今ここ 滋賀県の協力



その他
-ハロン湾とその周辺地域を対象とする、
滋賀県が関与する新しいプロジェクト-

スキーム:  
JICA草の根技術協力事業

プロジェクト名 : 
琵琶湖モデルを活用したハロン湾・カットバ島沿岸水域
の適切な保全に向けた支援

概要:
• リゾート開発が行われるカットバ島において、産官民の連携を

通じて自主的な努力を支援する。
• カットバ島の環境保全の取組をハロン湾を含む周辺地域に普

及する。

対象地域: 
ハイフォン市カットバ島

参加機関:
株式会社環境総合テクノス、株式会社日吉、株式会社エフウォー
ターマネジメント、株式会社長大、滋賀県

相手方:
ハイフォン市天然資源環境局, ハイフォン市財務局、カットハイ人
民委員会

プロジェクト実施期間:
2019年12月 – 2021年12月 (予定)

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

スキーム:
環境省アジア水環境改善事業

プロジェクト名 : 
繊維担体を用いた多段式生物処理によるベトナム国ハロン湾水質
改善事業

概要:
• 繊維担体を用いた多段式生物処理の導入による排水処理ビ

ジネスの実現可能性調査を実施する。
• 水産・食品加工工場での排水の状況を調査する。
• 実証試験計画を作成する。

対象地域: 
クアンニン省ハロン湾

参加機関:
公益財団法人地球環境センター、帝人フロンティア株式会社、立
命館大学、滋賀県

相手方:
ベトナム科学技術アカデミー環境技術研究所

プロジェクト実施期間:
2019年11月 – 2020年3月

環 境 省



３．ハロン市水環境改善事業への協力

【（提供） JICA専門家・ベトナム建設省下水道政策アドバイザー 茨木 誠氏 （元・滋賀県琵琶湖環境部下水道課長）】



処理場 地域 処理能力(m3/日) 運用開始

Bai Chay WWTP Bai Chay 3,500 2006

Ha Khanh WWTP Hong Gai 7,000 2010

CIENCO5 WWTP Hong Gai (民間開発) 2,000 2011

LICOGI-1 WWTP Hong Gai (民間開発) 1,200 2011

LICOGI-2 WWTP Hong Gai (民間開発) 1,200 2014

ハロン市の汚水処理施設状況

2006年以降、５つの小規模な下水処理施
設が建設されているが、需要を満たして
いない。

３．ハロン市水環境改善事業への協力

Bai chay 処理場Ha Khanh 処理場LICOGI-1 処理場



Ha Khau 処理場(新設)

19,000 m3/日

Bai Chay 処理場(廃止)

3,500 m3/日

Ha Khanh処理場(拡張)

17,500 m3/日

Ha Phong 処理場（新設）
9,300 m3/日

既存処理場の対象地域

既存処理場の対象地域 (拡大)

新設処理場の対象地域

① ② ③

④

⑤ ⑥ ⑦

① - ⑦ 民間投資地域

プロジェクトの対象地域と事業概要

Ha Khanh処理場(既設)

7,000 m3/日

３．ハロン市水環境改善事業への協力



管路施設の建設

３．ハロン市水環境改善事業への協力

滋賀県に求められているもの（案）

●滋賀県の下水道専門家（制度強化・能力強化の専門家）の派遣
（年２回程度 それぞれ2週間程度）

●現地のO＆Mマネジメント能力の強化（予算計画も含め）

●O＆M計画の策定 …等

事業概要

３処理場の
建設
（PTF）

Ha Khau
処理区

Ha Phong
処理区

Ha Khanh
処理区

施工管理

コンサルが応札
⇒この業務計画の中に、
滋賀県の専門家派遣が位置付けられる可能性施工業者が応札



2020.1.6書簡の交換（外務省記事）

３．ハロン市水環境改善事業への協力

●今後のスケジュール（見込み）
（かなり計画より遅れている）

・2020年内 ローン契約の締結
↓

・施工管理入札
↓

・工事入札

今後の流れ

対象案件の概要
（1）円借款 ハロン市下水排水処理計画（118億9,100万円）
この計画は，産業排水及び生活排水が増大しているベトナム北部クアンニン省ハロン市において，
下水道システムの整備を行うものです。これにより，約25万人分の下水処理環境が向上し，同市
の公衆衛生環境の改善と世界自然遺産であるハロン湾海域の水質保全に貢献することが期待され
ます。




