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中国における水道事業への民間参入に係る法制度ついて以下の特徴がある。 
・ 水道事業への外資参入は可能 
・ 一定の経営権を伴うコンセッション5も実施可能 
・ 上下水管網の建設・経営は中国政府を大株主とする株式会社方式で実施 
 
既にフランス企業などが参入しているように外国企業が参入することに法規制上の

制約はなく、事業経営も担うコンセッション事業への参画も可能である。但し、配水

管網などの建設、管理は公共の関与が条件となる。 
民間企業へ経営権の付与も行うコンセッション事業については、国務院建設主管部

門が全国のコンセッション事業の指導及び監督の責任を持ち、省、自治区人民政府建

設主管部門は、それぞれの行政区域内でのコンセッション事業の指導及び監督の責任

を持つこととなっている。実際の事業の実施責任は、直轄市、市、県人民政府公共事

業主管部門となっている。 
コンセッション事業について規定した「市政公共事業特許経営管理方法」（建設部令

第 126 号 2004 年 5 月 1 日施行）における中国のコンセッション事業の主な特徴と

しては以下の事項が挙げられる。 
• 事業者選定前に提案内容を公開 
• 公共が価格決定に強い影響力保持 
• 実施主体が契約解除、臨時接収・管理の権限を保有 
• 事業期間は 長 30 年 
 
活況を呈している民活上下水道事業であるが、アジア開発銀行などにより以下の課

題が指摘されている。 
 
・ 事業認可手続きが大きな障壁のひとつとなっている。事業実施に必要な認可が

費用と時間の浪費を招いている。 
・ 関連法規の不整合が混乱の原因となっている。 
・ 国有資産の処分も課題になりつつある。資産の査定方法に問題がある。 
・ 料金設定に問題がある。料金改定が実行されなかった場合の民間企業への補償

について地方政府が合意しても履行されないことがある。 
・ 金融市場が未発達なため資金調達に限りがある。 
・ PPP 事業について規定が漠然としている。 
 

                                                  
5 ｢市政公共事業の市場化過程促進に関する意見｣(建設部 2002 年 12 月 27 日)の中で、「市政公共事業特許

経営制度（コンセッション契約）とは市政公共事業の中で、政府が企業に対して一定期間、一定範囲を限

って市政公共製品又はサービスの経営権を与えるもの」としている。 
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3.3.5 水道事業に係る課題と中国政府の対応方針 

2007 年 10 月に開催された中国共産党第十七回全国代表大会の報告において、地方

都市の上下水道整備を重視する方針が示された。第 11 次五カ年計画の 16 項目のうち

民生関連は 3 項目のみであり、水汚染対策（飲料水の安全性）がその一つに挙げられ、

国家開発計画においても重要政策として位置付けられた。 
平成 19 年度水道国際貢献推進調査において、中国住宅・都市農村建設部の見解と

して、中国の地方都市の水問題として以下のことが挙げられている。 
 
・ 小都市の急速な発展 

畜産など有機物、工場排水、廃棄物など汚染の原因が複雑化している。 
・ 水道水源汚染の深刻化 

水源の汚染により給水水質の安全性が脅かされつつある。 
・ 建設資金の不足 

特に下水、廃棄物処理が遅れており、伝染病の 80%が飲料水に起因している。 
・ 政策、監理システムの不備 

地方水道に対する管理体制、投融資制度が整っていない。 
・ 技術体系の未整備 

地方水道に適した技術指針が整備されていない。 
 
上記の課題に対し中国住宅・都市農村建設部から今後の対策方針案として以下の事

項が示されている。 
 
・ 政策改善： 

管理体制、水道料金、施設整備への投資及び優遇政策等の研究 
・ 管理強化： 

施設建設・計画技術、水環境対策と安全な給水に係る方策・技術、施設運営管

理の方策と指標等の研究 
・ 新技術開発： 

高効率・省エネ技術の研究・開発 
・ 事業推進：上下水道モデル事業の実施 
 
本章 3.1 において述べたように、農村部における生活向上、環境に配慮したエネル

ギーや資源の効率的利用、地域間、都市・農村間、都市内における経済格差の是正は、

中国が今後とも発展を持続するために対応すべき課題であり、厚生労働省と中国住

宅・都市農村建設部との間にて覚書が締結されたとおり、水道分野において地方都市

の成長に伴う課題や環境配慮、水道サービス水準の格差是正が重要な課題である。 
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3.4 調査対象地域の水道事業における課題と改善ニーズ 

2008 年 5 月に厚生労働省と中国住宅・都市農村建設部が締結した覚書に則り、中

国政府により本年度調査の対象地域として浙江省湖州市長興県が選定され、浙江省建

設庁、長興県建設局、長興県の水道事業体から水道事業における課題及び改善ニーズ

に係るヒアリング調査、現場調査を行った。 
 

3.4.1 浙江省の水道事業における課題と改善ニーズ 

(1) 浙江省の概要 

浙江省は中国南東部沿海地域、

長江デルタ以南に位置する。面積

は 10.18 万 km2（日本：37.78 万
km2）で、人口は 2007 年時点で

5,056 万人（日本：12,729 万人）

である。浙江省は行政地域内に省

都である杭州市、寧波市のほか 9
地級市、22 県級市、68 市轄区／

県、457 郷、754 鎮の自治体を抱

える。省内総生産は 18,640 億元

（約 27 兆円）であり中国国内で 4
番目の経済規模を有している。こ

の他、一人当たり国内総生産は 37,130 元（約 54 万円）、農村住民平均収入は 8,265
元（約 12 万円）、都市住民平均収入 20,547 元（約 30 万円）である。 

浙江省の水資源は、河川では銭塘江、瓯江、霊江、苕渓、甬江、飛雲江、鰲江、京

杭運河（浙江部分）の 8 水系、湖沼では杭州西湖、紹興東湖、嘉興南湖、寧波東銭湖

及び人工湖の千島湖がある。省内の平均水資源賦存量は 937 億 m3／年で、一人当た

りの水資源賦存量は 2,004m3／人・年（日本：3,300 m3／人・年、世界平均：8,600 m3

／人・年）6である。渇水期には、水資源賦存量は 579 億 m3／年で、一人当たり水資

源賦存量は 1,309m3／人・年となる。浙江省の水資源は偏在しており、嘉興、舟山、

寧波、紹興等の地区では一人当たりの水資源量は省の平均を下回る。離島及び経済発

達地区では水不足に悩まされて下り、特に沿海地区の水不足は顕著である。水資源は

浙江省の経済及び社会発展の主要な制約要素の一つとして認識されている。 
 

(2) 浙江省の農村部における給水事情と課題 

浙江省内の 754 鎮における給水の状況は、凡そ 3 つに分類される。（表 3-6） 

                                                  
6出典：「日本の水資源 平成 19 年版 ～安全で安心な水利用に向けて～」 
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図 3-5 中国調査対象地域（浙江省） 
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一つ目は、鎮内に独自の浄水場を整備し、浄水場にて処理した水道水を鎮内の住民

に給水している鎮であり、省内の 153 鎮が該当する。 
二つ目は、鎮内に独自の浄水場を整備していないが、近隣の都市から水道水を受水

し、住民に給水を行っている鎮であり、226 鎮が該当する。これは城鎮給水一体化（都

市と周辺農村部の広域化）と言われているものである。 
三つ目は、近代的な浄水場を整備しておらず、また近隣都市からの受水もなく、独

自に簡易なろ過処理と消毒を行い、住民に給水を行っている鎮である。浙江省内の鎮

の約半数がこれに該当し、給水水質は概して良好ではなく、今後、浄水場の整備や広

域化の推進により給水状況を改善していくことが浙江省の課題と認識されている。 
 

表 3-6 浙江省農村部の給水概況 

類型 給水状況 鎮数 備考 
A 鎮内に浄水場を整備し給水 153 － 
B 近隣都市から水道水を受水し給水 226 都市と農村の広域化 
C 簡易な処理で給水 375 簡易なろ過と消毒のみ 

合計 754  
 
浙江省の水道事業における全体的な課題としては、上記の鎮における給水サービス

の改善の他、漏水低減と水質改善が挙げられている。 
省内の水道事業の漏水の状況は、概して 20%から 30%と推定されているが、深刻な

鎮では 70%にも達するとのことで、漏水対策を重要な課題として挙げている。 
また、水質については、都市部の水質は比較的良好であるが、農村部の水質が良く

ないとのことである。給水水質が良くなく、特に管網内での水質の汚染を問題視して

いる。 
 

(3) 浙江省の対応方針とわが国へのニーズ 

水道事業を所管している浙江省建設庁は、省内の鎮の半数に及ぶ簡易処理で給水を

行っている鎮の給水システムの改善、水質管理体制の強化を優先課題として対応して

いく方針である。 
表 3-6 の類型 C に分類される鎮の給水システムの改善は、類型 A（浄水場整備）ま

たは類型 B（広域化）によって対応する必要があると浙江省建設庁は考えており、当

面は広域化による対応を計画している。浙江省建設庁は、2010 年を目標年次とした整

備計画を策定し、広域化により類型 B の給水人口を 100 万人増加することを計画して

いる。広域化に必要な施設整備は各自治体が主体となって整備資金の調達を含めて実

施するものとし、浙江省としては施設整備に 10%の補助金を交付する方針である。 
水質管理体制の強化については、①水道事業体による水質管理、②水道協会など第
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三者による監視、③行政による監督及び指導の 3 つの柱で推進していく方針である。

また、監視体制の強化策として、自動監視システムの構築を推進したいと考えている。 
 

3.4.2 長興県の水道事業における課題と改善ニーズ 

(1) 長興県の概要 

浙江省湖州市長興県は、面積 1,430 km2

で日本の香川県（1,862 km2）よりやや小

さく、人口は 62 万人と日本の鳥取県（61
万人）と同規模の自治体である。 
太湖の西南岸に接する長興県は、浙江省、

江蘇省、安徽省の省境近くに位置する。長

興県の 200 km 以内に、上海、杭州、南京、

蘇州、無錫、寧波、蕪湖などの主要都市が

あり、7300 万人が集中する揚子江

（長江）デルタの経済圏内に位置

する。揚子江デルタの交通の要衝

となる長興県は、「中国総合実力百

強の県」「中国県域経済基本競争力

百強の県」などにも選定されてお

り、経済発展が著しい。県内には、

紡織、IT、医薬食品、精密機電 機
械、紡織など産業が興り、アメリ

カ、フランス、スウェーデン、日

本、韓国、イギリス、香港、台湾

などの 27 の国と地域から 263 社の企業が進出している。 
(2) 長興県における水道施設の運転管理状況と課題 

本調査では長興県建設局、長興県水務有限公司及び長興永達水務有限公司に対しヒ

アリング調査及び現地視察を行い、長興県における水道施設の運転管理状況と課題に

ついて調査を行った。 
 
1) 長興県水務有限公司について 

○概況 

長興県水務有限公司は、2004 年 4 月、長興県人民政府と深圳市水務投資有限会

社の共同出資により設立された水道事業体である。深圳市水務（グループ）有限会

社に属する深圳市水務投資有限公司が 70％の株を保有し、長興清源市政資産管理セ

ンターが 30％の株を保有している。 

写真 1 長興県人民政府 

杭州

上海

無錫

南京

太湖

長江

長興県

90km

180km

200km

図 3-6 中国調査対象地域（長興県） 




