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1.調査概要

1.1 エヤワディー管区概況（Ayeyawady）

エヤワディー管区はヤンゴンの西側に位置し、広大な水田を擁するミャンマー最大のデルタ地

域として栄えている。エヤワディー河は全長 2,210km を擁し、支流を含め河川が多くミャンマー

の中でも水が豊富である。但し、雨季には慢性的な洪水被害、また気候変動影響もあり 2008 年に

ハリケーン・ナルギス（Nargis）の直撃による甚大な被害が発生している。

雨水、河川水を住民に供給している地域もあるが、未処理、塩素未注入であり安全で且つ安定

的な水の確保に苦労している。

表-1.1 エヤワディー管区基礎知識

図-1.1 エヤワディー管区位置

1.2 調査背景

エヤワディー管区は豊富な人口とヤンゴンからのアクセスの良さを背景に工業団地開発にも意

欲がある。また、インド洋に面した西海岸はグエサウンビーチ (Ngwe Saung)など自然が残ったビ

ーチが存在し昨年は ASEAN スポーツ大会（SEA Games）のヨ

ット会場として活況を得た。しかし、現状では道路、電力、

上下水道などのインフラ整備が十分とは言えず、今後の開

発に際しネックとなる可能性がある。

特に水道については、未処理で利用されており、浄水場、

パイプラインの敷設だけでなく、安全な水を供給するとい

うマネージメントを含めた包括的な対応が必要とされてい

る。

このことから日本の水道事業者(官)と民間企業（民）が連携し、エヤワディ管区の主要都市の

水道事情、水源の水質を鑑みながら、将来の水ビジネス案件の可能性を検討するために案件発掘

形成調査を行ったものである。

本調査ではエヤワディー管区地方都市における、初めての浄水処理を伴う小規模水道事業の実

施可能性について検討を行う。まず、地方都市で水道システムのモデルを作ることで、将来的に

はその他のエリアでも参考に水道が整備されていくことを目指す。

調査都市の選定に際しては、航空写真等の人口分布を参考に人口集中エリアを選定。エヤワデ

人口： 約 660 万人

州都： パテイン市(Pathein)

面積： 約 35,000km2

年間降雨量： 3,113mm（神戸市 1,216mm）
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ィー管区政府にも相談を行い、優先順位の高かったヤンドゥーン、ヒンタダ、ピャポン、ボガレ

ー各都市について調査を行った。また、管区州都であるパテインとの比較対象調査を行うことと

した。

1.3 調査内容

今回の調査ではエヤワディー管区地方都市における、初めての浄水処理を伴う小規模水道事業

の実施可能性について検討を行うものである。管区における水道管区行政機関責任者と面談し、

以下の項目について調査を実施した。

・ミャンマー/エヤワディー管区の社会経済情勢、開発政策、援助の動向（国際支援、我が国の支

援）、上水道セクターの現状と課題、その他事業実施の背景となる情報の収集

・対象案件の実施可能性を検討するために必要な情報（水管理組織構成、事業計画、維持管理計

画、収支計画、資金調達計画、事業リスク等）の収集

・水源、水質の確認

・外国企業の市場参入や事業リスク管理等の事業実施に関係する法制度の調査

・対象案件に関する主要関係者の把握と関係構築 等

1.4 調査体制

今回の調査は、以下の 4者による連携体制で実施した。

① ㈱神鋼環境ソリューション ・・・ 調査主体

事業計画に係る設計

② 神戸市水道局 ・・・ 政策・技術的アドバイザー

事業計画に係る設計支援

〃 水質分析支援

③ ㈱OKAMURA ・・・ 管渠に関する調査

④ ｱｼﾞｱｱﾌﾘｶ環境協力ｾﾝﾀｰ（ACEC）・・・ エヤワディー管区政府との連絡調整

エヤワディ管区
神戸市

（政策、人材育成）

G to G

神鋼環境ソリューション

（浄水場、事業）

OKAMURA

（管渠）

ビジネス提案

エヤワディー管区

図―1.2 官民連携イメージ
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1.5 現地工程

現地調査に関しては下記の日程で実施。各都市にて地方政府関係者との意見交換、水道事

業の把握、水質分析等の現地踏査を行った。

日程

2 月 11 日（火）～2月 19 日（水）

行程

神戸→ヤンゴン→ヤンドゥーン→ヒンタダ→パテイン→ピャポン→ボガレー

→ヤンゴン→神戸

訪問先

エヤワディー管区政府、各開発委員会、JICA ヤンゴン、JETRO ヤンゴン
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2.調査計画・結果

2.1 調査都市の選定

今回の調査にあたり、既にパテイン市における調査を予定している厚生労働省大臣官房国際

課との調整を行った。その結果、エヤワディー管区のパテイン市以外において調査を行うことと

なった。

調査前に調査都市の絞り込みを行うため、各種資料を活用し、都市の絞り込みを行った。

表-2.1 各都市の人口推移

＜第 1次スクリーニング＞

第 1次スクリーニングで注目したのは以下の点である。

① 人口の多い都市

② 人口密度が高いと思われる都市（人口密度の地図、航空写真等）

③ 高台がある等、自然流下方式を採用できそうな都市

④ 工業団地や観光産業等、発展の可能性がある都市

① 人口の多い都市

下記の表を参考に絞り込みを実施した。

② 人口密度が高いと思われる都市

人口密度について、インターネット上のデータより人口密度図では、400～800 人/km2 である

のがヒンタダ周辺、ピャポン東部、200～400 人/km2 が河口付近や北部を除いた中心部の地域

となっていた。また同様にインターネット上の別の人口密度図では、各都市周辺のみで高い

人口密度、その他では街道沿いが比較的高い人口密度となっていた。これら２つの人口密度

図から、ピャポン周辺、ヤンゴンからパテインまでの街道沿い、ヤンゴンに近いエリアに焦

点をあてることとした。更に、航空写真で各都市を確認し、ピャポン、マウービン等、比較

的コンパクトに区画整理が行き届いている都市や、ため池が確認できる都市にも着目した。

③ 高台がある等、自然流下方式を採用できそうな都市

エヤワディー管区中南部については典型的な河口のデルタ地帯であり、高台は期待できない

annual
growth

10 Henzada 82 005 104 660 158 191 2.2 17.65°N 95.47°E Hinthada

43 Pathein 144 096 183 903 277 382 2.19 16.78°N 94.73°E Bassein

36 Moulmeingyun 31 909 40 394 16.38°N 95.26°E

64 Yandoon 32 706 41 403 17.04°N 95.64°E Nyaungdōn

20 Labutta 34 074 43 135 16.16°N 94.70°E Labuttalok

38 Myanaung 34 468 43 633 18.28°N 95.32°E

62 Wakema 34 838 44 102 16.61°N 95.18°E Wageima

27 Maubin 42 047 53 228 16.73°N 95.65°E Ma-ubin

17 Kyaiklat 31 855 40 655 61 553 2.21 16.45°N 95.73°E

65 Ye 27 769 38 838 63 986 2.66 15.25°N 97.86°E

45 Pyapon 39 862 50 874 77 004 2.21 16.29°N 95.68°E

6 Bogale 41 890 53 462 80 915 2.21 16.29°N 95.40°E

longitude name variantsno. name census 1983 estimate 1993 calculation 2012 latitude
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地形であるが、洪水対策として堤防が築かれているとの情報も得られた。しかし、写真等で

は高台の有無について確認できなかったため、現地での確認事項とした。

④ 観光産業、工業団地開発等、発展の可能性がある都市

観光地は管区の西海岸にリゾート地が点在している。この地域では地下水を利用しており、

水に困っているとの情報がなかったため、調査対象からは除外した。工業団地開発について

は、現地での確認事項とした。

＜第 1次スクリーニング結果＞

これらの観点から都市を絞り込んだ結果、第 1次スクリーニングは以下の都市を選定した。

候補地：ヒンタダ、（パテイン、）モールメインジュン、ヤンドゥーン、ラブッタ、ワケマ、

マウービン、チャイクレ、ピャポン、ボガレー

＜第 2次スクリーニング＞

上記都市の中からエヤワディー管区からの要望も加味し４都市（ヤンドゥーン、ヒンタダ、ピ

ャポン、ボガレー）を選定した。 （下地図参照）

図-2.1 候補地選定
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2.2 水質調査計画及び結果

2.1.1 水質調査計画

水ビジネス案件の発掘のためには、現地の水質に対するニーズや実態を把握する必要がある。

また水源候補地は比較的清浄で安定した水質であることが望ましい。各都市の飲料水質の実態を

把握し、水源となり得る河川、ため池などの水質を確認するため、簡易水質検査を実施した。

表-2.1 検査項目及び分析方法 図-2.2 水質サンプリング地点

検査項目 分析機器

・水温・pH 値

・電気伝導率

ポータブル型水質計

（HORIBA D-54）

・ヒ素

簡易試験紙

（Merckoquant®

Arsenic Test）

・フッ素

・硝酸態窒素

・亜硝酸態窒素

・アンモニア態

窒素

・化学的酸素要

求量

水質検査キット（共

立理化学研究所 パ

ックテスト）

・大腸菌群

・大腸菌

簡易検出紙（サン化

学 サンコリ改変大

腸菌群簡易検出紙）

2.1.2 簡易水質検査結果

分析結果抜粋は以下の通り、考察については後述 3.調査結果のまとめに記載。

表-2.2 簡易水質検査結果抜粋

サンプリング
地点

水温
(℃)

電気伝導率
(μS/cm)

pH値
ヒ素

(mg/L)
フッ素
(mg/L)

硝酸態窒
素

(mg/L)

亜硝酸態
窒素

(mg/L)

ｱﾝﾓﾆｱ態
窒素

(mg/L)

化学的酸素
要求量
(mg/L)

大腸菌群/
大腸菌

(cfu/mL)

ヤンドゥーン 河川 26.2 236 8.3 <0.005 0.2 0.2 <0.005 <0.2 ≧8 20/15

河川 27.5 275 8.8 <0.005 0.2 <0.2 <0.005 0.3 4 31/28

※ 井戸 26.9 465 6.9 <0.005 0.2 <0.2 <0.005 0.2 7 4/0

河川 27.8 238 8.4 <0.005 0.2 <0.2 0.02 <0.2 ≧8 26/10

※ 井戸 27.3 461 4.8 <0.005 0.1 <0.2 <0.005 <0.2 6 11/1

マウービン 河川 27.4 228 8.3 <0.005 0.2 <0.2 <0.005 0.2 6 53/27

河川 27.9 243 8.2 <0.005 0.2 <0.2 <0.005 0.2 5 25/8

※ ため池（雨水） 28.2 83.8 8.0 <0.005 0.1 <0.2 <0.005 0.5 ≧8 12/2

河川 27.8 366 8.1 <0.005 0.1 0.2 <0.005 0.2 4 30/8

井戸 28.3 845 7.3 0.005 0.1 <0.2 0.02 7 ≧8 8/3

※ ため池（雨水） 29.5 86.1 6.4 <0.005 0.1 <0.2 <0.005 0.2 ≧8 35/10

※飲用にもっともよく利用している場所

ヒンタダ

ピャポン

ボガレー

場所

パテイン
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2.3 社会経済状況

正確な統計の開示は無かったが、ヒアリングによると人口の多くは 1次産業に従事されている。

米、水産業が主な産業であり、米についてはミャンマーでも有数の生産量を誇り、過去にはフィ

リピンへの輸出も行われていた。また、水産業についてはエビの養殖が盛んであり管区内だけで

無くヤンゴンへも氷漬けトラックで輸送されている。

一般的な世帯は 5-6 人で構成されている。一般住民の月収はヒアリング出来なかったが、飲食

店マネージャークラスへのヒアリングでは 100,000 チャット（約 1 万円）の月収が相場との回答

であった。

豊富な人口、ヤンゴンからのアクセスの良さからエヤワディー管区としては工業団地開発につ

いても意欲があり。但し、電力、水等の基本インフラが未発達であり整備が望まれている。

2.4 エヤワディー管区の上水道方針及び課題

エヤワディー管区における現在の水道事情の確認及び将来のプラン、水道マネジメントについ

て意見交換を行った。

幾つかの都市で雨水貯水、河川水の住民への供給が行われており、末端には水道メーターが設

置され課金が行われているケースもある。しかし、末端のメーター有無に係らず、取水ポンプ圧

送の場所に流量計が無く、実際の送水量、漏水率の把握がされていない。

まずは、水バランスの収支の把握を行い、将来の水需要予想を加味した水道事業検討が必要で

ある。

管区政府地方開発局としては水道に関し、下記３つを優先的に取り組みたい意向。

1. パテイン市の水道整備・・・管区首都として整備を検討

2. ピャポン/ボガレーの水道整備・・・ヤンゴンからの管区入口として交易、発展が期待され、

インフラ整備が必要

3. 地方のため池/井戸の促進・・・低所得者層への対策として整備が必要

ミャンマーでは、ヤンゴン市で開発委員会による水道事業が実施されているが、水道料金が近

隣 ASEAN の都市に比べて非常に安価に設定されている。よって、地方でも水道事業計画が検討さ

れる時にはヤンゴン市水準がベースになっており、事業採算性が非常に悪くなっているとの声が

聞かれた。

一方、未整備地域の住民は、雨水貯水池、河川からの水を未処理で活用しており、配達業者が

仲介し、結果的に非常に高い値段で買っており、このアンバランスの解消が本邦技術、事業者が

参入する鍵となる。本邦技術によりリーズナブルな価格で安全な水の提供が出来ることを政府、

住民へ理解してもらう必要がある。

2.5 管区の開発政策

ピャポンでは地方政府が浄水場整備の計画を立てており、中央政府を通じ支援が要請されてい

る。先方より、提案内容の説明並びに資料提供があった。
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表-2.3 検討中の水道施設整備内容

水源： ピャポン川

配水量： 約 2,500m3/日

配水方法： 高架水槽（8か所）

予算： 約 2億 3千万円

2.6 援助の動向

エヤワディー管区・ピャポンにおいて我が国の「地方開発円借款」への申請が行われている。

その他のドナーとしては 2008 年のハリケーン被害に際し、UNICEF 等が水道の支援を行ったが

既に設備は運転停止している。

ボガレー水道計画は NGO が協力を行い検討はされているが予算措置までは見込みが無い状況であ

る。

2.7 組織・体制

各都市のマスタープラン、計画は各都市の開発委員会が検討を行うことになっている。各開発

委員会から管区政府に計画があげて来られ、計画のチェック、レビュー、指導等については管区

政府地方開発局がサポートを行うこととなっている。

管区政府地方開発局から入手した組織図は下記の通りである。

図-2.3 組織図
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管区政府地方開発局のトップは局長（Director）で、管区知事（chief minister）の下の各省

大臣（minister）の下の組織である。その下は計画担当副局長（総務部）とエンジニア長（技術

部）に分かれている。計画担当副局長（計画部）の組織は日本の官公庁組織の総務部と大きな違

いはなく組織全体の監理を担当しており、さらに計画・会計担当課と法律・税・監査担当課の２

つに分かれている。エンジニア長（技術部）の組織は、各組織の長に Engineer を擁し、管区内の

道路、橋梁、水道、電力等のインフラ全般を管轄している。組織はインフラの分野別で２つに分

かれており、それぞれ建造物・道路・橋梁担当と公園・景観美化担当である。

水道整備計画については、各都市の開発委員会で作成され、この管区政府地方開発局のエンジ

ニア長（技術部）でチェック、レビュー、指導等のサポートが行われるが、管区内で浄水処理し

た水道水の供給は行われていないこともあり、水道施設の計画や建設、維持管理についてガイド

ライン等が定まっていないとのことであった。なお、河川からの水利権等の事務についてはこの

地方開発局とは別の部署が担当しているとのことであった。

水管理制度の整備は立ち遅れており、日本の水道事業体が長年取り組み経験してきた水道事業

運営のノウハウをこの管区地方開発局に対しても提供する必要があると考えられる。

2.8 調査都市の水道事情

a) ヤンドウーン （Nyaung Don）

（面会者）

・U Khin Min Township Administrator 他 6 名

基礎情報

（一般住民の水利用状況）

一般家庭では雨水貯留が積極的に行われており、井戸も併用されている。48ブロック中 3ブロ

ックのみ河川水を洗浄処理無しでディーゼルポンプにて給水されている。1 日当り 1 時間給水さ

れているが、時間は未定、事前通知は無し。99軒、約 600 人のみ給水が行われている。メイン管

人口： 21,622 人

世帯数： 3,922 軒

集落（地区）数： 10

１日当たり需要水量（計画）： 約 4,300m3

１日当たり給水可能量： 約 550m3

現在の給水率： 約 12%

家庭用給水栓数： 99ヶ所

公共給水栓数（蛇口）： 1 か所

公共給水栓数（水槽）： なし
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は PVC 製 6 インチ管（150A）を使用、道路脇に設置されており半露出している。各家庭にはメー

ターが設置されているが、10,500 チャット/月・軒で料金徴収が行われている。給水が実施され

ていない地域で荷台にポリタンクを積んだ水売りが行われており、500 チャット/50 ガロンで販売

されている。

ヤンドゥーン政府との意見交換 水道計画説明

取水源及び取水ポンプ 水道メーター及び配管

雨水利用状況 開発委員会対応メンバー

（水源、水質状況）

市民は各家庭で貯留した雨水、井戸水、河川水を利用しており、一部の区域には河川水を浄水

処理せずに給水している。河川水は濁っており、大腸菌が検出されるなど衛生的な水ではない。

安全な水道水を供給するためには塩素消毒を備えた浄水処理場の整備が必要であり、乾季におい

ても安定的に水量を確保するためには、雨水のみならず河川水も浄水場原水として併用すること
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が望ましい。

浄水処理によって、濁り成分、大腸菌などの微生物を除去する必要があり、雨季には濁度がさ

らに高くなると考えられる。原水濁度が 10度を超える場合、緩速ろ過では対応できないため、凝

集沈殿・ろ過の組み合わせが有効である。

簡易水質検査では、pH値、アンモニア態窒素濃度は浄水処理、塩素管理上問題ないレベルであ

る。しかしながら、雨季には濁度上昇および雨水による希釈効果によってアルカリ度が減少する

ことが懸念される。このため適正な凝集処理に要するアルカリ度が不足する可能性があり、アル

カリ剤の注入が必要になる可能性がある。

b) ヒンタダ （Hinthada）

（面会者）

・U Tin Aung Min. Township Administrator 他 6名

基礎情報

（一般住民の水利用状況）

本地域はまだ水道整備がなされていない。一般住民は個人で井戸を掘り対応している。井戸水

は鉄分が多く含まれている場合があるが、各家庭で砂ろ過＋炭で処理を行い飲料用に活用してい

る。

水道敷設計画はあり。河川から取水し、5か所の高架水槽から配水。処理方式は、沈殿→ろ過

→塩素消毒が想定されている。但し、工事予算が無く進んでいないとのこと。料金計画としては

500 チャット/200 ガロンで給水予定。

人口：（中心部のみ） 90,141 人

世帯数： 19,838 軒

集落（地区）数： 124

１日当たり需要水量（計画）： 13,500m3

１日当たり給水可能量： 未整備

現在の給水率： -

家庭用給水栓数： -

公共給水栓数（蛇口）： -

公共給水栓数（水槽）： -
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ヒンタダ政府との意見交換 井水利用状況

給水計画説明 貯水池予定地

取水候補地の視察 開発委員会対応メンバー

（水源、水質状況）

市民は井戸水を主に飲用水として利用している。簡易水質分析では大腸菌が検出されず、比較

的良好な水にアクセスできており、他の都市に比べ浄水システムの必要性は低い。

現在、水道は整備されていないが、市では河川から取水する水道計画がある。河川水を原水と

する場合、濁り成分、大腸菌などの微生物を除去する必要があり、雨季には濁度がさらに高くな

ると考えられるため、凝集沈殿・ろ過の組み合わせ有効である。
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簡易水質検査では、pH値、アンモニア態窒素濃度は浄水処理、塩素管理上問題ないレベルであ

る。しかしながら、雨季には濁度上昇および雨水による希釈効果によってアルカリ度が減少する

ことが懸念される。このため適正な凝集処理に要するアルカリ度が不足する可能性があり、アル

カリ剤の注入が必要になる可能性がある。

また、詳細な水質調査が必要ではあるが、井戸水は比較的清浄であり、溶解性物質も河川水よ

り多いことから、井戸水と河川水を組み合わせて水源とすることで雨季の高濁度、低アルカリ度

の問題を回避できる可能性があり、この両者を組み合わせた水源も選択肢と成り得る。

c) ピャポン （Phyar Pon）

（面会者）

・U Khin Maung Soe. Executive Engineer, Township Development Committee 他 5名

基礎情報

（一般住民の水利用状況）

雨季に雨水を貯水池に貯留して飲料用貯水池、生活用貯水池から各々給水されており、二重配

管となっている。飲料用も浄水処理なしでポンプ圧送。1 日に 2-3 時間供給している。飲料用の

貯水池は 30年間使用されており枯れたことは無く、水位を見ながら住民が水を大切に使用してい

る。但し、夏場は慢性的に水が不足する事、将来の水需要増加を見越して河川から取水すること

も検討している。

国境管理省地方開発局が 2013 年 3月に作成した資料では河川からの取水、浄化が検討されてお

り、中央政府へも要請が行われている。

また、2008 年ハリケーン・ナルギス被害 3カ月後には国連児童基金（UNICEF）が浄水設備を支

援。1 年間貯留地を水源に浄化を行い、住民へ無償で配水が実施されていた。その後は使用され

ずに未整備のまま放置されている。

人口： 50,203 人

世帯数： 8,166 軒

集落（地区）数： 19

１日当たり需要水量（計画）： 約 4,500m3

１日当たり給水可能量： 約 680m3

現在の給水率： 約 15%

家庭用給水栓数： 600 ヶ所

公共給水栓数（蛇口）： なし

公共給水栓数（水槽）： 50か所
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表-2.4 ピャポンで検討中の水道施設整備内容

水源： ピャポン川

配水量： 約 2,500m3/日

配水方法： 高架水槽（8か所）

予算： 約 2億 3千万円

ピャポン政府との意見交換 水道計画説明

飲料用貯水池 送水ポンプ

飲料用配水池 生活用配水池
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飲料用公共蛇口 飲料用公共水汲み場

UNICEF 支援設備外観 UNICEF 支援設備活性炭槽

（水源、水質状況）

市民は各家庭で貯留した雨水やため池（雨水）の水を主に飲用水として利用しており、ため池

の水は比較的清浄であった。ため池の水を浄水場原水とする場合、浄水処理上問題とならない水

質であるが、水源水量の不足が懸念される。安定的に水量を確保するためには河川水に頼らざる

を得ないが、水は濁っており、大腸菌が検出されるなど清澄な水ではない。安全な水道水を供給

するためには塩素消毒を備えた浄水処理場の整備が必要である。

河川を水源とする場合、乾季には塩水遡上の影響があるため時間を限定した取水になり、既存

のため池は塩水影響のない河川水を貯留する池として利用できる。河川水を浄水場原水とする場

合、濁り成分、大腸菌などの微生物を除去する必要があり、雨季には濁度がさらに高くなると考

えられるため、凝集沈殿・ろ過を組み合わせた処理システムが有効である。

河川水の簡易水質検査では、pH値、アンモニア態窒素濃度は浄水処理、塩素管理上問題ないレ

ベルである。しかしながら、雨季には濁度上昇および雨水による希釈効果によってアルカリ度が

減少することが懸念される。このため適正な凝集処理に要するアルカリ度が不足する可能性があ

り、アルカリ剤の注入が必要になる可能性がある。

d) ボガレー （Bo Galay）

（面会者）

・U Maung Maung Tar. Chairman, Township Development Committee 他 4名
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基礎情報

（一般住民の水利用状況）

河川水及び雨水を貯水池に貯留し、塩素注入などの浄水処理なしでポンプ圧送にて配水されて

いる。1日当り 2時間供給で輪番供給。公共水汲み場は 24 時間利用可能となっている。

各家庭でのメーター設置は無く、4,000 チャット/月を徴収している。公共用水汲み場において

は 50チャット/50 ガロンを政府が徴収、徴収業者は毎年入札で決定。水運搬人は 300 チャット/50

ガロンで販売している。

国境管理省地方開発局が 2011 年 9月に作成した資料では、ボガレー市街地全地区への給水拡張

が計画されている。

市内には 1 か所飲料用ボトリング工場あり。近郊ではここにしか無く、後はヤンゴンから運ば

れてくる。

ボガレー政府との意見交換 公共水汲み場（50ガロン/回）

人口： 47,000 人

世帯数： 7,800 軒

集落（地区）数： 4

１日当たり需要水量（計画）： 約 3,200m3

１日当たり給水可能量： 約 680m3

現在の給水率： 約 20%

家庭用給水栓数： 146 ヶ所

公共給水栓数（蛇口）： なし

公共給水栓数（水槽）： 1 か所
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飲料用貯水池 河川水取水設備

井戸水質調査 開発委員会対応メンバー

（ボトリング工場視察）

会社名： Shwe Ling Eaing

生産能力： 20L×100 本/日 （原水：井水）

従業員： 9 人

販売価格： 250 チャット/20L ボトル

浄水設備 販売製品
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（水源、水質状況）

市民は各家庭で貯留した雨水やため池（雨水）の水を主に飲用水として利用しており、ため池

の水は比較的清浄であった。ため池の水を浄水場原水とする場合、浄水処理上問題とならない水

質であるが、水源水量の不足が懸念される。

安定的に水量を確保するためには河川水を取水せざるを得ないが、水は濁っており、大腸菌が

検出されるなど清澄な水ではない。安全な水道水を供給するためには塩素消毒を備えた浄水処理

場の整備が必要である。河川水を浄水場原水とする場合、濁り成分、大腸菌などの微生物を除去

する必要があり、雨季には濁度がさらに高くなると考えられるため、凝集沈殿・ろ過を組み合わ

せた処理システムが有効である。

簡易水質検査では、pH値、アンモニア態窒素濃度は浄水処理、塩素管理上問題ないレベルであ

る。しかしながら、雨季には濁度上昇および雨水による希釈効果によってアルカリ度が減少する

ことが懸念される。このため適正な凝集処理に要するアルカリ度が不足する可能性があり、アル

カリ剤の注入が必要になる可能性がある。

また、井戸水はアンモニア態窒素濃度が高く、浄水場原水として利用は難しい。
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3.調査結果のまとめ

3.1 水源水質の現状と課題ならびに改善目標

3.1.1 ミャンマーにおける水道衛生環境改善の必要性

日本における近代水道は、明治期に外来感染症対策として始まった。明治初頭に外国との交易

が始まった際、商船の船員によって感染症が持ち込まれ、適切な衛生施設等が整備不十分であっ

たため多くの都市でコレラ、赤痢等が蔓延した。水系感染症流行を防止するため、大都市を中心

に外国人技師らの設計による水道整備が始まり、その後水道拡張工事や水源探索が行われ、戦時

中は一時低迷したが、経済の成長や人口増加に伴って水道整備は急速に拡大していった。昭和 32

年に水道法およびその関連法令が施行されてからは、地方においても水道整備が進み水道普及率

が飛躍的に伸び、また塩素消毒が義務付けられたことによって水道衛生環境が改善され、日本に

おける水系伝染病発生は劇的に減少した。

不衛生な飲用水に起因する感染症を防止するためには、清浄な飲用水質を確保するとともに、

公衆衛生を発達させることが極めて重要である。ミャンマーの飲用水質については国内で基準値

を策定しているが、人員や水質関連機材等が不足しており、十分な水質のモニタリングが実施さ

れていない状況である。多くの都市・町村において飲用水は煮沸しているが、燃料費は高く必ず

しもすべての人が煮沸してから飲用するとは限らず、水系感染症の予防の観点から水道衛生環境

の改善は喫緊の課題となっている。また、ミャンマーにおける乳児死亡率、5 歳未満児死亡率は

日本と比較にならないほど高く、今後水道衛星環境改善の必要性がクローズアップされると思わ

れる。

＜乳児、5歳未満児死亡率＞

乳児死亡率

（1000 人あたり）

5 歳未満児死亡率

（1000 人あたり）

1990 年 2011 年 1990 年 2011 年

ミャンマー 77 48 107 62

日本 5 2 6 3

（出典：UNICEF 世界子供白書 2013）

3.1.2 ミャンマーにおける要求水質

ミャンマーで要求されている飲料用水は WHO に準拠した水質が求められている。浄水処理を行

う場合は下記の水質を目標として管理を行う。
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表-3.1 ミャンマーにおける水質パラメータ例

3.1.2 水質調査結果及び考察

各都市の水質結果については前述の調査都市毎に記載したが、水道事情、水源毎の状況について

横断的な考察を行い以下の通り取りまとめを行った。

飲用水の実態

調査対象とした都市では、飲用水として主にため池（雨水）と井戸水が利用されており一部に

おいて河川水が利用されていた。ヤンドゥーン、ピャポン、ボガレーではいずれの飲用水も濁り

があり大腸菌が検出されたことから、衛生上のリスクが懸念される状況であった。ヒンタダは、

飲用水用の井戸が整備されており比較的良好な水質であった。パテインは、一部の飲用井戸につ

いて周囲を土足禁止にするなどして管理しており、わずかに大腸菌が検出されたが比較的良好な

水質であった。

水源

浄水システム導入の観点から、すべての水源水質において簡易水質検査では問題の無い値であ

った。最も水量が豊富なのは河川であるが、海に近い都市（ピャポン、ボガレー）では塩水が遡
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上する時間帯があるため、時間を限定した取水などの対策を講じる必要がある。また、水量は限

られるが雨水を貯めたため池（カンロジ）も水源として利用できる。ただし雨水は大気汚染の影

響が大きく健康リスクへの注意が必要である。

簡易検査結果について、河川・ため池（雨水）・井戸の水源別の傾向は、河川とため池では都市

間に大きな差は認められなかった。井戸については地質や管理状況などが影響していると考えら

れ、都市間に差が認められた。現地住民に対して、管理の重要性などの衛生意識の啓発により、

比較的容易に水質を改善できる可能性があると考えられる。

・河川

河川水はヤンドゥーン、ヒンタダ、パテイン、マウービン、ピャポン、ボガレーで簡易検査を

実施した。簡易検査では大きな差は認められず、すべての地点でかなり濁っており、電気伝導率

は 250μS/cm 程度（ボガレー除く※1）、pH 値は 8.5 程度であった。また、ヒ素は検出されず

（<0.005mg/L）、フッ素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、アンモニア態窒素についても大きな差はな

かった。有機物の指標である化学的酸素要求量は 4~6mg/L 程度であり、8mg/L 以上となる地点が

あった。大腸菌は 8~28cfu/mL とすべての地点で検出され、衛生上のリスクが懸念される。

※1 ボガレーは塩水遡上によって電気伝導率が 366μS/cm と他の地点よりやや高い値となった。

・井戸

井戸水はヒンタダ、パテイン、ボガレーで簡易検査を実施した。

ヒンタダとパテインの井戸水は、少し濁っており、電気伝導率は 470μS/cm 程度、pH 値はヒン

タダとパテインは 7付近であった。ヒ素はいずれも検出されず（<0.005mg/L）、フッ素、亜硝酸態

窒素、硝酸態窒素、濃度に大きな差はなかった。アンモニア態窒素についてはボガレーで 1 点高

い場合があったが他は大きな差はなかった。化学的酸素要求量は 6mg/L 以上であった。大腸菌は、

ヒンタダでは不検出、パテインでは 1cfu/mL と河川水に比べ少なかった。（パテインの井戸周囲は

土足禁止であった。）

ボガレーの井戸水は浅井戸で検査を実施した。少し濁っており、電気伝導率は 840μS/cm 程度、

pH 値は 7.3 であった。ボガレーからはヒ素が 0.005mg/L、亜硝酸態窒素が 0.02mg/L、アンモニア

態窒素が 7mg/L 検出された。ボガレーの井戸からは亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素が検出され

たことから、嫌気的な状態であると推察される。大腸菌は河川水に比べ少なく、3cfu/mL であっ

た。

・ため池（雨水）

ため池の水（主に飲用）はピャポンとボガレーで簡易検査を実施した。

雨水由来の水であるため簡易検査では大きな差はなく、少し濁っており、電気伝導率は90μS/cm

程度、pH 値はピャポンで 8.0、ボガレーで 6.4 であった。また、ヒ素は検出されず（<0.005mg/L）、

フッ素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、アンモニア態窒素については大きな差はなかった。化学的

酸素要求量は 6mg/L 以上であった。大腸菌はピャポンで 2cfu/mL と河川水に比べ少なかったが、

ボガレーでは 10cfu/mL とやや多かった。
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図-3.1 水質項目別グラフ；○河川,○井戸,○ため池（雨水）

3.1.3 課題ならびに改善目標

今回の調査でヒ素、フッ素などに問題はなかったが、ミャンマーは鉱物資源のポテンシャルが

高く、地質あるいは鉱業由来によって水源に重金属が含まれる可能性があるため、詳細な水質調

査が必要である。また、今回は乾季の調査であったため雨季の水質状況の確認も合わせて必要で

ある。

海に近いピャポン、ボガレーで浄水システムを構築するにあたっては、水源を河川とする場合、

塩水による取水不可となる時間を把握し、また現在の河川水は生活排水による汚染が主たる要因

であるが、今後の経済発展による工場などの汚染源からの影響には注意しなければならない。

ヒンタダの井戸水を除く他の都市では飲用に利用する水に大腸菌が検出されるなど衛生環境が

劣悪であり、これは住民および供給者の衛生意識が低いことによるものと考えられる。パテイン

の一部の井戸では井戸周囲を土足禁止にすることによって、不特定多数の人が水を汲むにもかか

わらず、大腸菌が比較的少なかった。多くの住民には水源水質を保全する意識が根付いておらず、

衛生習慣を啓発・向上させることによって、比較的容易に衛生環境を改善できる可能性がある。

各開発委員会が水源から供給している水のモニタリングは十分になされておらず、これは人員

や水質関連機材等の不足、水質検査所がヤンゴンなどの大都市にしかないといった事情がある。
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今後、浄水設備を設置し水道を管理していく中で、これらが問題となる可能性を秘めており水質

検査員の人材育成、体制強化のニーズが高まるものと思われる。

3.2 候補地の選定結果

本調査はエワヤディ管区地方都市における、初めての小規模水道事業の実施を目指す事を目的

としている。モデル候補地の選定にあたっては以下の条件からピャポン、ボガレーの 2 都市を候

補地として提案を行う。

＜選定基準＞

(ア)水源から供給先までの距離が近い

(イ)水源の水質が比較的清浄で、安定している

(ウ)人口密度が高く、効率的な給水が可能である

(エ)飲み水を買う人口割合が高く、習慣がある

(オ)高架タンクが効率的に配置可能である

(カ)洪水の被害を受けにくい

表-3.2 選定結果

項目 ヤンドゥーン ヒンタダ ピャポン ボガレー

（ア）
△

（河川より）

×

（河川より）

○

（貯水池）

○

（貯水池）

（イ）
△

（雨季濁度懸念あり）

△

（雨季濁度懸念あり）

○

（水質安定）

○

（水質安定）

（ウ）
○

（中心部で計画）

○

（中心部で計画）

○

（中心部で計画）

○

（中心部で計画）

（エ）
○

（未処理水供給済み）

△

（井水中心で対応）

○

（未処理水供給済み）

○

（未処理水供給済み）

（オ）
△

（配水池＋ポンプ圧送）

△

（配水池＋ポンプ圧送）

△

（配水池＋ポンプ圧送）

△

（配水池＋ポンプ圧送）

総合評価 △ △ ○ ○

上記より、ピャポン、ボガレー2都市をモデル都市候補地とした。
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4. 事業形成の可能性

4.1 想定される事業内容

＜全体システム図＞

① 浄水場でボトルに水を入れ、それを販売

② 配水タンクから給水所まで配管し、給水所で販売

○2 ’浄水場でタンク車に充水し、そのタンク車が運搬給水（販売）

③ 配水管を整備して各戸給水

④ 貧困層を対象に、お寺で給水（無料・時間給水）

4.2 事業費について

ベトナム、カンボジアでの実績を踏まえ、総事業費 1.5 億円～2 億円規模を想定。エヤワディ

ー管区、ピャポン、ボガレー両市との将来の需要予測について十分な協議を行い、実施に向けた

協議を行っていく。US$0.3-0.5（約 30 円～50 円）/m3 を目標に供給量、供給範囲について先方と

協議を行う。

4.3 資金調達について

ヒアリングの結果、エヤワディー管区は水道事業実施に際し、十分な予算を持ち得ておらず、

中央政府へ支援を要請することになる。

今回の提案を元に、本格的な水道事業に向けた資金調達については、エヤワディー管区の意向

を取り入れながら現地側、日本側の費用負担について協議を進めることが必要である。

4.4 事業をとりまく環境・リスク検討

参画形態については下記が想定される。

・コンセッション方式による料金徴収までを含めた水道事業実施

・BOO/BOT 方式による浄水場設置によるバルク売り

・地方政府予算による EPC ビジネス *EPC・・設計、調達、建設

・地場銀行、金融機関のリースを活用した EPC ビジネス

・本邦並びに国際機関を活用したファイナンス活用

貯水池

浄水場

配水タンク

① ボトル販売 ② 給水所販売（配管）③ 各戸給水

④ お寺配布（無料）

○2 ’給水所販売（タンク車による運搬給水）
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本邦企業がミャンマーにおける水ビジネスに参画する場合は外国投資法（Foreign Investment

Law）の適応を受けると思われる。水道事業は外国企業には投資が認められていない 21 分野には

入っていない。但し、ビール、ソフトドリンクのボトリング工場については合弁企業に参画が認

められている 42分野に記載されており、水道水のボトル工場が適応になるかは次の段階で中央政

府への確認が必要となる。

また、税率については法人税 25%、個人所得税 max20%、商業税 0-30%等の適応が想定される。

住民へ配布する公共サービスについても上記税制が適応になるのか、次の段階で個別確認が必要

である。

その他の事業リスクについては以下が想定される。

・電力供給の脆弱さによる想定外の停電影響による電気系統の停止

・税制上の不透明さ

・外国人従事者へのビザ、滞在許可取得の長期化、煩雑さ

4.5 実施に向けた詳細確認事項

下記手順で段階的な投資・整備を行う事を前提に詳細データを取っていく。

（Phase-1）

1. 流量計設置による現在の水量を把握

2. 将来の水需要量の予測

3. 配水計画の策定

4. 管路更新計画の策定

5. 分析設備導入計画の検討

6. 事業詳細 F/S 実施

（Phase-2）

7. 人材育成協力計画の策定

8. 浄水システム選定/設置

（Phase-3）

1. 事業マネージメント、O&M 手法のトレーニ

ング

2. 水道料金による経営収支確立

浄水システム例（1,000m3/日）
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5. 提案内容

5.1 ピャポンでの提案内容

先方政府と将来の需要予測を行い浄水場能力を決定。本邦政府、他国ドナーの協力状況につい

て引き続き情報収集を行い、重複が無いように留意を行う。

＜提案抜粋＞

図-5.1 ピャポン対象地域

先方政府の計画地域

提案地域
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5.2 ボガレーでの提案内容

本地域についても同様の提案。先方政府と将来の需要予測を行い浄水場能力を決定。本邦政府、

他国ドナーの協力状況について引き続き情報収集を行い、重複が無いように留意を行う。

＜提案抜粋＞

図-5.2 ボガレー対象地域
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5.3 事業形成へ向けての今後の活動計画

官民連携の取組として、浄水場、管渠については民間主体、人材育成については日本の自治体

との連携を行い包括的な提案を行っていく。

エヤワディ管区
神戸市

（政策、人材育成）

G to G

神鋼環境ソリューション

（浄水場、事業）

OKAMURA

（管渠）

ビジネス提案

エヤワディー管区

図-5.3 官民連携提案イメージ

5.3.1 事業提案に際しての事前必要調査（既存管路の健全度調査について）

送・配水管路は、平常時において適正な水圧で安定的に供給され、大規模な台風や洪水等の異

常時においても、ライフラインとしての機能を維持できるよう整備されている必要がある。また、

管路は管理が容易で、しかも管内の水質保全が図れるような対策が講じられた管網として、整備・

構築されていることが望ましいものとされている。

今後、水道事業を実施する上で、これらの条件を満たしながら、既存の配水管をそのまま使え

るかどうかによって、必要な事業費が大きく異なってくる。そのため、既存管路の状況確認は非

常に重要な要素であることから、その調査方法を検討する。なお、今回の調査で全ての配管を確

認したわけではないが、ヒアリングの結果より基本的には全て PVC の管路であることを想定して

いる。

(1)管路情報の状況調査

① 管体情報：管路の口径、延長、配管材料、継手形式、敷設年度、露出 or埋設部、等

⇒ 敷設年度は記録がなければ、ヒアリングを想定。

② 埋設環境情報（埋設部の場合）：舗装種別、占用道路種別、交通量、土被り、等

③ 事故苦情情報：原因、発生個所、内容、事故の影響、等

⇒ これまでの維持管理状況、漏水履歴 等

④ 社会的情報：給水戸数（人口）、使用水量・水圧、既存配管のルート、市街化状況、重要

施設、等

⇒ 現状の配管ルート図入手 等

(2)既存管路の劣化調査

① サンプリング …（露出部、埋設部）埋設部については掘削・埋戻しが必要

② 紫外線劣化の影響調査
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⇒ 耐圧テストの実施を想定。

③ 管路の劣化要因の分析（pH等）

④ 他

(3)既存管路の漏水調査

① 全般

・漏水があった場合の正確な位置確認方法

・補修方法

② 流量計を使い取水側と供給先での差の確認

・流量計設置位置

・流量計タイプ（配管外側から測れる超音波タイプ）

・ブロック毎に実施可能か

・供給時間が短いため、確認できるか

③ 気密テストで確認

・テスト圧及び保持時間

・ブロック毎に行えるか

・閉止板等の挿入が可能か

(4)健全性診断

① 耐圧調査 … 既存配管と同様の肉厚配管で耐圧テストを行う

・エルボ等 FITTING の接着部健全性確認方法

② 管路の劣化調査結果との比較検討

③ 既存管路の使用可・不可の判断

5.3.2 人材育成・今後の組織/体制について

5.3.2.1 人材育成

管区政府地方開発局、各都市開発委員会、どちらにも組織を設け、人材を確保する必要がある。

まずピャポンでの水道は管区首都のパテインから車で約 3 時間と距離があるため、管区政府地方

開発局とピャポン市開発委員会、両方の人材をいかに育成していくかが課題になる。

国に水道を所管する組織が無く、今後立ち上げられるのであれば、その体制と併せて考える必

要がある。（例えば、都市水道と農村水道の管轄についても別の所管になる等。）

まずはピャポン市開発委員会を中心に人材育成を行い、その中でマスタープラン関係等の研修

に関しては管区政府地方開発局にも参加してもらう等が考えらえる。

5.3.2.2 将来的な組織のイメージ

管区政府地方開発局が県、ピャポン開発委員会が市水道局とすると、ピャポン市開発委員会が

水道事業を実施し、管区開発委員会がその認可を行うイメージ。（ただし、認可制度は無いため、

水道整備計画のチェック、レビュー、指導等、現状の業務をレベルアップして実施する。）
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まとめ

今回のエヤワディー-管区の４都市にまたがる横断的な調査の結果、各地域の特徴、水質の変化

など貴重なデータを得ることが出来き、調査の目的である浄水処理を伴う小規模水道事業の実施

可能性がピャポン、ボガレーにおいて官民連携で水ビジネス提案が出来る可能性あることが確認

された。

浄水場、管渠などのハードは民間、料金徴収、水道事業者育成などのソフトについては日本の自

治体と官民それぞれの経験を活かし包括的なアプローチが可能である。

エヤワディ管区
神戸市

（政策、人材育成）

G to G

神鋼環境ソリューション

（浄水場、事業）

OKAMURA

（管渠）

ビジネス提案

エヤワディー管区

官民連携イメージ図

次のステップとして、雨季でのデータ入手、中長期水需要予測を行い小規模水道事業の包括的

な事業提案を行っていく。

浄水処理を伴う小規模水道事業のイメージ

先方政府の実施タイミング、意向を確認しながらスケジュール、費用措置などを踏まえた適性

な参画形態について協議をすすめる。

以上


