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1. 目的
現在、世界では約 6 億 6 千万人が安全な水を得ていないとされ、アジア地域でも約 1 割前
後の人々が安全な飲料水を継続的に利用できない状況にある。アジアにおいては、このような
現状を打開するため、水道供給の拡大が図られているところであるが、既存の水道の多くは、
高い漏水率、低い料金回収率、安全でない水質、不安定な給水など多くの課題を抱えてお
り、水道施設の整備や水道技術者の育成が急務となっている。
一方、日本は、約 98%という高い水道普及率を実現しており、日本国民が安心して水道を
利用できるという世界のトップランナーたる水道を形成してきた経験及び知見等を豊富に有し
ている。
このような日本の経験及び知見等は、アジア諸国の水道の発展のために最大限に活用され
るべきであり、政府の方針としても、「「日本再興戦略」改訂 2015－未来への投資・生産性革命
―」(平成 27 年 6 月 30 日閣議決定)において、「2020 年までに中堅・中小企業等の輸出額
2010 年比 2 倍を目指す。」、「2020 年に約 30 兆円(2010 年：約 10 兆円)のインフラシステムの
受注を実現する。」等の KPI(Key Performance Indicator)が掲げられ、各種の取組みが進めら
れているところである。
本事業は、日本の水道産業を担う民間企業等がアジア諸国をはじめとする国際市場に展開
していくことを支援するため、厚生労働省からパシフィックコンサルタンツ株式会社への委託事
業により行ったものである。
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2. 概要
厚生労働省は平成19年度から22年度の「水道国際貢献推進調査」において、日本の水道
産業界の国際貢献、国際展開の方向性、それらの実現に向けた課題の検討を行い、平成23
年度から平成27年度の「水道産業国際展開推進事業」では、アジア各国の相手国政府や水
道事業体と本邦民間企業等との関係構築支援を実施してきた。
本事業の6ヵ年目である本年度業務は過年度までの経緯を踏まえ、カンボジアにおいて
水道セミナーと現地調査、インドネシア及びタイにおいて現地調査を実施し、本邦民間企
業等と相手国の水道事業体との関係構築を支援した。また、京都市において国際水道フォ
ーラムを開催した。また、2018年に東京都で開催予定のIWA（国際水協会）世界会議・展
示会に向けて、2016年10月に開催された第10回IWA世界会議・展示会に厚生労働省水道課
として参加し、展示会に出展するとともに、各国の水道関係者が一同に会する
“International Water Regulators Forum”において、日本における水道に係る取組につ
いて講演を行った。
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2.1 日本の水道産業の国際展開支援のための調査
カンボジア王国
訪問日程
カンボジア王国訪問日程を以下に示す。
表 1 カンボジア王国訪問日程
日 付
平成 28 年 10 月 25 日(火)
10 月 26 日(水)
10 月 27 日(木)

行 程
日本-カンボジア水道セミナー
日本-カンボジア水道セミナー
在カンボジア日本国大使館への表敬訪問
シェムリアップ水道公社現地調査
Toekvil 浄水場現場踏査

セミナーの開催
日本の水道産業のカンボジア水道市場への進出を後押しすることを目的に、2016 年
10 月 25 日・26 日に北九州市上下水道局及び独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)
との共催で日本・カンボジア水道セミナーを開催した。本セミナーでは水道事業改善に向
けた日本の取組みや民間企業が有する技術を紹介したほか、展示会も併設した。本セミ
ナーには延べ 274 名(日本側 77 名、カンボジア側 197 名)が参加した。

現地調査の実施
日本企業による水道整備プロジェクトへの参画に向けた足がかりとして、2016 年 10 月
27 日、今後の拡張が見込まれるシェムリアップ水道公社を訪問する現地調査を実施し
た。同公社では、詳細設計が進められているシェムリアップ上水道拡張事業の進捗及び
今後の上水道拡張計画について説明を受け、現在運転されている Toekvil 浄水場の現
場踏査を行った。シェムリアップ水道公社における現地調査には北九州市海外水ビジネ
ス推進協議会を通しての参加者を含め、20 社、27 名が参加した。

図 1 カンボジア王国現地調査地の位置

3

平成 28 年度水道産業国際展開推進事業 報告書

タイ王国
訪問日程
タイ王国訪問日程を以下に示す。
表 2 タイ王国訪問日程
日 付
平成 28 年 12 月 14 日(水)
12 月 15 日(木)
12 月 16 日(金)

行 程
タイ地方水道公社訪問・意見交換
在タイ日本国大使館への表敬訪問
Regional Office 2 訪問・意見交換
Nong Khae 浄水場現場踏査
Bang Sai 浄水場現場踏査

現地調査の実施
昨年度、本事業において初めてタイの地方水道公社(Provincial Waterworks Authority：
以下、PWA)を訪問し、PWA が浄水発生土処理に課題を抱えていることを把握した1。本
年度事業においては、浄水発生土処理や、その他 PWA の浄水場が抱えている課題解
決に向けた技術提案を行うことと、日本企業の技術の活用が期待できる浄水場の課題を
探ることを目的に、現地調査を実施した。昨年度に引き続き、埼玉県企業局2から職員派
遣の協力を得た。12 月 14 日に行った本部との意見交換には 6 社 9 名が参加し、翌 15
日、16 日に実施した浄水場の現場踏査には、5 社 9 名が参加した。

図 2 タイ王国現地調査地の位置

厚生労働省(2016)「平成 27 年度水道産業国際展開推進事業報告書」
埼玉県企業局は 2011 年から 2016 年にわたり、JICA の草の根技術協力を通して PWA の浄水
場運転能力向上を支援していた。
1
2
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インドネシア共和国
訪問日程
インドネシア共和国訪問日程を以下に示す。
表 3 インドネシア共和国訪問日程
日 付
平成 29 年 1 月 30 日(月)

1 月 31 日(火)

2 月 1 日(水)

2 月 2 日(木)

行 程
公共事業・国民住宅省 人間居住総局 水道システム開発
局との意見交換
インドネシア水道協会との意見交換
ジャカルタ水道公社(PAM Jaya)との意見交換
PALYJA によるプレゼンテーション
Cilandak 浄水場現場踏査
AETRA プレゼンテーション
Buaran Ⅰ及びⅡ浄水場現場踏査
DWSSD・PDAM Kota Malang 合同プレゼンテーション
在インドネシア日本国大使館表敬訪問

現地調査の実施
インドネシア現地調査では民間企業による水供給事業への参画に係る最新動向を入
手し、本邦民間企業が今後どのようにインドネシアの水道プロジェクトに参画可能かを探る
ため、同国で水道事業を所管する公共事業・国民住宅省人間居住総局の水道システム
開発局(以下、DWSSD3)を訪問した。また、ジャカルタの水道を管轄しているジャカルタ水
道公社(以下、PAM Jaya)と協議するとともに、PAM Jaya と 2023 年までのコンセッション契
約を締結し、水道事業を運営している PT. AETRA Air Jakarta(以下、AETRA)の Buaran
Ⅰ及びⅡ浄水場、PT. PAM Lyonnaise JAYA (以下、PALYJA)の Cilandak 浄水場を視察
し、ジャカルタ水道における今後の本邦民間企業参画可能性を探った。現地調査には 16
社 20 名が参加した。

図 3 インドネシア共和国現地調査地の位置

3
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現地調査報告会
平成 29 年 3 月 22 日、中央労働委員会講堂において、民間企業 18 社、2 事業体、28 名
の参加のもと、現地調査報告会を開催し、今年度の本事業について報告を行った。さらに厚
生労働省の国際展開に係る取り組みや、来年度の取り組み予定等について発表を行った。

図 4 現地調査報告会

2.2 国際水道フォーラムの開催
国際展開に関心を持ちながらも情報を得る機会の少ない民間企業、水道事業体等を対象と
し、海外水道の課題やニーズに関する情報提供を目的として、昨年度と同様に、平成 28 年度
日本水道協会全国会議のプログラムの一部として「国際水道フォーラム」を日本水道協会等と
共催した。また、同フォーラムの一環として、日本水道協会全国会議に併設開催された京都水
道展(第 50 回水道展)において、出展企業の中で海外でのビジネス展開に関心のある民間企
業に、海外の水道協会関係者とのディスカッションの場を提供した。表 4 に国際水道フォーラ
ムの開催概要を示す。
表 4 国際水道フォーラムの開催概要
日付
場所
開催者
テーマ
参加者

平成 28 年 11 月 10 日(水)～11 日(木)
京都市国際交流会館
厚 生 労 働 省 水 道 課 、 ( 公 社 ) 日 本 水 道 協 会 、 Japan-Young Water
Professionals
持続可能な水道事業に向けて―各国における人材育成の取り組み―
海外水道協会：8 団体

2.3 アジア各国の水道事情の調査
過年度から継続して調査しているアジア各国の水道事業に関する情報(水道行政組織、民
間活用動向等)の更新、及びこれまでに実施した日本企業の案件参画を見込んだ現地調査対
象都市におけるこれまでの経緯、結果の追跡調査を行った。(添付資料編参照)
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3. カンボジア王国における調査と水道セミナー
3.1 概況
カンボジアは 1956 年にカンボジア王国としてフランスから独立したが、1970 年代から 1980
年代にかけてのクメール・ルージュによる実効支配及び内戦を経て、1993 年に立憲君主制の
新生カンボジア王国が誕生した。現在、フン・セン首相が旧プノンペン政権下の 1985 年から
在職している。2013 年に第 3 次「四辺形戦略」に基づき、汚職撲滅、司法制度改革、行政改
革、治安機構改革の 4 点を「良い統治(Good governonce)」のための課題、農業、民間セクタ
ー、インフラ整備、人材育成の 4 点を重点開発分野としている。表 5 カンボジア王国の概況
にカンボジア王国の概要を示す。
表 5 カンボジア王国の概況
一般事情
1.面積
2.人口
3.首都
4.民族
5.言語
6.宗教
経済
1.主要産業

約 18.1 万平方キロメートル
約 1,470 万人(2013 年、政府統計)
プノンペン
カンボジア人約 90%
カンボジア語
仏教、一部少数民族はイスラム教
農業(GDP の 30.5%)、工業(27.1%)、サービス業(42.4%)
(2014 年、ADB 資料)
177 億米ドル(2015 年推定値、IMF 資料)
1,140 米ドル(2015 年推定値、IMF 資料)
5.98%(2014 年、ベトナム統計総局)
1.1%(2015 年推定値、IMF 資料)

2.名目 GDP
3.一人当たり GDP
4.経済成長率
5.物価上昇率
経済協力
1.わが国の援助実績
(1)無償資金協力 1,785 億円(2014 年度までの累計)
(2)有償資金協力 883 億円(2014 年度までの累計)
(3)技術協力
797 億円(2014 年度 2014 年度までの累計)
2.主要援助国(2014 年推計値) (カンボジア投資委員会、カンボジア復興開発評議会)
(1)中:318 百万㌦ (2)日:153 百万㌦ (3)米:86 百万㌦ (4)EU:86 百万㌦ (5)豪:69 百万㌦
出典：外務省ウェブサイト「カンボジア王国基礎データ」(2017 年 2 月時点)
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3.2 上水道の概況
上水道の普及
カンボジア上水道発展と日本による協力
カンボジアは 1970 年代の内戦によって上下水道設備が破壊され、1990 年代から国際
連合、世界銀行等の国際機関によって復旧支援が行われた。1999 年からは北九州市上
下水道局が JICA を通してプノンペン水道公社(Phnom Penh Water Supply Authority:以
下、PPWSA)に技術支援を開始した。こうした日本による支援及びカンボジア側の努力に
より、プノンペンの水道は「プノンペンの奇跡」と呼ばれるまでに発展し、日本によるカンボ
ジアの水道分野への貢献は、JICA の事業などを通じて長年にわたって継続されてきた。
このような日本・カンボジア間の協力関係のなか、2011 年 1 月、厚生労働省は北九州
市からの要請を受け、カンボジアの水道所管省庁であった鉱工業エネルギー省(当時)と
カンボジアにおける水の安全供給を促進するための覚書を交わした。有効期間を迎える
2016 年 1 月、厚生労働省は再び北九州市の要請を受け、新たに工業・手工芸省
(Ministry of Industry and Handicraft: 以下、MIH)と新たな覚書を締結した。

現在の普及状況
カンボジア都市部では高い水道普及率を実現している一方で、地方部における安全な
水道水へのアクセス率はまだ低くとどまっている。
1990 年から 2015 年まで取り組まれてきたミレニアム開発目標(Millennium
Development Goals：以下、MDGs)の報告書によると、「安全な水」にアクセスできる人口
は、1990 年時点では都市部で 34%、地方部で 22%、全体で 23%、2015 年時点では都
市部で 100%、地方部で 69%、全体で 76%となっており、当初の目標であった「安全な水
にアクセスできる人口(全体) 62%」は達成された。一方、「水道水」にアクセスできる人口
は、1990 年時点では都市部で 15%、、地方部で 0%、全体で 2%であり、2015 年時点で
は都市部で 75%、地方部で 7%、全体で 21%となっており、都市部と地方部での差が大き
いという課題を抱えている。

上水道に関する政策・規制
関係する政府機関
カンボジアの都市部における上水供給は MIH の水道総局(General Department of
Potable Water Supply：以下、GDPWS)が管轄している。GDPWS は都市給水に関する政
策・戦略の立案、水道事業権の交付を含む上水供給セクターの監督及び規制について
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責任を負っている。
なお、表 6 に示すように、地方農村部における住民への安全な水供給は農村開発省
(Ministry of Rural Development)が、水源に関しては水資源気象省(Ministry of Water
Resources and Meteorology)がそれぞれ管轄している。
表 6 水道に関係する主要な政府機関
名称
工業手工芸省
(Ministry of Industry and
Handicraft)
水道総局
(General Department of
Potable Water Supply)
農村開発省
(Ministry of Rural
Development)
水資源気象省
(Ministry of Water Resources
and Meteorology)

役割
水道行政を管轄する省。2013 年に鉱工業エネルギ
ー省(Ministry of Industry, Mines and Energy)から鉱
業・エネルギー省と分化した。
工業手工芸省内で上水道行政を担う。政策立案、国
内水道事業の監督・規制を行う。
地方村落区域における給水と衛生を管轄する。

水道水、灌漑用水を含む水資源を管理する。

水道関連の法制度
カンボジアの水道に関する法的枠組みの整備は遅れているが、現在、JICA の技術協
力プロジェクトなどを通して、MIH による水道行政の規制力強化に向けた取り組みが行わ
れている。
カンボジアにおいて日本の水道法にあたる法律は、 “The Water Supply Law of the
Kingdom of Cambodia”として素案がつくられたものの、政府の承認が得られていない。水
道水の水質基準については、2004 年に施行されたカンボジア飲料水水質基準(National
Drinking Water Quality Standards)が使用されている。
民営水道に関する法制度として、「給水事業許可の発行、改定、無効化、停止の手続き
についての省令(Prakas on Procedure for Issuing, Revising, Suspending and Revoking
Permit for Water Supply Business)」がある。

水道水供給主体
水道公社
水道公社は独立採算制をとって自律的に事業運営を行う水道事業体であり、カンボジ
アには現在、プノンペン市及びカンダール州においてプノンペン水道公社(Phnom Penh
Water Supply Authority：PPWSA)、シェムリアップ市においてシェムリアップ水道公社
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(Siem Reap Water Supply Authority：SRWSA)が水道事業を運営している。

地方公営水道局
公営水道局は MIH の各地方部局による監理のもと、浄水場運転、水質検査、メーター
検針や顧客管理、会計・財務管理などを行っている。

民営水道
民営水道事業者は MIH が発行するライセンスを取得して水道事業を運営する。2016
年時点で 423 の民営水道事業者が確認されているが、そのうち正式なライセンスを取得し
ている事業者は 260 程度である4。
MIH が 2014 年、水道事業のライセンス取得に関する省令により、ライセンスの有効期
限をそれまでの 3 年間から最長 20 年間に延ばしたことで、民間の水道事業者にとっては
中長期的な事業投資・運営を実施しやすい環境となった。

3.3 日本-カンボジア水道セミナー
開催概容
2016 年 10 月 25 日～26 日、プノンペンにおいて日本カンボジア水道セミナー(展示商
談会)を開催し、日本、カンボジア両国から延べ 274 名が参加した。開催概要及びプログ
ラムは表 7、表 8 のとおり。
表 7 日本-カンボジア水道セミナー概要
日 時

平成 28 年 10 月 25 日(火)8:00～16:30
10 月 26 日(水)9:00～12:30
場 所 Intercontinental Hotel, Ball Rooms, Phnom Penh
参加者 日本側： 77 名
民間企業 25 社 (58 名)
厚生労働省
北九州上下水道局
北九州市海外水ビジネス推進協議会
JICA カンボジア事務所
カンボジア側： 197 名
Ministry of Industry and Handicraft(MIH) (14 名)
Cambodian Water Supply Association(CWA) (110 名)
Cambodia Constructors Association(CCA) (2 名)
Public Institution(71 名)

2016 年 10 月の日本・カンボジア水道セミナーにおけるカンボジア水道事業者協会(Cambodian
Water Supply Association：CWA)による発表
4
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表 8 プログラム
セミナー 1 日目(10 月 25 日)
内容

登壇者

開会宣言

MIH

環境問題を民間企業とともに克服した北九州市の経験

北九州市副市長

カンボジア水道セクターにおける日本企業の取り組み

KOWBA

都市部における給水率 100%への取り組み

MIH エク・ソンチャン長官
民営水道の状況(CWA)
公営水道の状況(JICA)
日本企業 2 社

カンボジアの水道の現状と今後
日本企業による発表
展示会開会挨拶
基調講演
日本のパフォーマンスインディケーター(PI)とその適用
カンボジアにおける PI
人材育成プロジェクトにおける PI への取組み

パネルディスカッション
PI を使った事業目標の組み立てと実践
初日ラップアップ

KOWBA
眞柄泰基
(全国簡易水道協議会相談役)
厚生労働省
MIH
JICA カンボジア水道技術プロ
ジェクトチーフ
パネリスト：
厚生労働省、眞柄泰基、
JICA、MIH、CWA、PPWSA
ファシリテーター：
北九州市上下水道局
MIH エク・ソンチャン長官

セミナー 2 日目(10 月 26 日)
内容

検討結果発表

登壇者
ファシリテーター：
JICA 及び
北九州市上下水道局
各グループ

閉会式

MIH エク・ソンチャン長官

ワークショップ:PI 評価実習
カンボジア水道事業実績について PI 評価
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MIH エク・ソンチャン長官の発表

水道セミナー開催の様子

26 日ワークショップの様子

併設展示商談会の様子

図 5 セミナーの様子

アンケート結果
日本・カンボジア水道セミナーに関して、参加者 274 名に対しアンケートを配布した。カ
ンボジアからの参加者 52 名、日本人からの参加者 3 名、合計 55 名が回答した(回答率
20%)。以下に、アンケート結果を示す。
満足度について
日本-カンボジア水道セミナーの満足度は、「満足している」が 100%に達した。

100

はい[％]

いいえ[％]

図 6 日本-カンボジアセミナーの満足度
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次回セミナーへの期待度について
次回も同様のセミナーを開催する場合、「参加したい」との回答が 98.2%に達した。
1.8

98.2

はい[％]

いいえ[％]

図 7 次回セミナーへの期待度

展示商談会について
展示商談会は「ビジネスのきっかけになった」との回答が 81.6%であった。

18.4

81.6

はい[％]

いいえ[％]

図 8 展示商談会の満足度

51 名から、展示商談会について下記の感想、要望等を得た。









上水道設備にどのような機器があるかを知ることができ、カンボジアの上水道
設備にも導入したいと思った。
ポンプを購入したいので、具体的な能力や価格について知りたい。
十分な圧力でパイプ末端まで給水できるポンプに興味を持った。
自分の浄水場が抱える課題を解決するための機器を発見することができた。
もっと安価なポンプや水道メーターが欲しい。
水道メーターとポンプのモーターに興味を持ったので企業とのコンタクトを続
ける予定。
カンボジアの浄水道施設は小さく簡易的なので、日本企業の持つ製品のような
最新型の機器は導入できない。
無収水対策といった浄水道オペレーションについて良く理解することができた。
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カンボジア水道事業体が抱えている課題について
カンボジアの水道事業体が抱えている課題として、「管路の拡張」が最も多く、次に「水
[％]

道料金」、「水源」、「上水道の整備/建設」との回答が多かった。
0
10
20
30
40
33.3

価格
水源
料金回収
水質
無収水
運転管理
整備/建設
整備/建設
拡張
拡張
整備/建設
整備/建設
運転管理
無収水
水質
料金回収
水源
価格

23.3

20.0
20.0

30.0
28.3
28.3

■水源
■上水道
■管路
■無収水
■水道料金

30.0

43.3
43.3

30.0
20.0

20.0

28.3
28.3

23.3

0

10

20

30.0
33.3
30

50

■水道料金
■無収水
■管路
■上水道
■水源

40

50

[％]

図 9 カンボジア水道事業体が抱えている課題(複数回答可)

本セミナーについて
本セミナーについての要望、感想としては主に以下のようなコメントを得た。






日本の支援について、規模の小さい水道事業体や地方水道についても焦点を当
てて欲しい。民営水道に対して、資金や技術協力といったサポートがほしい。
JICA からの更なる技術支援を期待している。
配水管路の拡張に対して、日本の支援を期待している。
このようなセミナーを今後も継続して開催してほしい。次回同じようなセミナ
ーがあれば必ず参加したい。
カンボジア水道事業体に対して、ポンプのモーターと水道メーター等、技術的な
面についても教育すべき。

3.4 現地調査の実施
在カンボジア日本国大使館における意見交換
10 月 26 日午後に在カンボジア日本国大使館を訪問し、カンボジアの水道市場におけ
る日本が有する水道技術の進出について意見交換を行った。

シェムリアップ州における現地調査
シェムリアップ州について
調査対象地域であるシェムリアップ州はカンボジアの中央に位置するトンレサップ湖の
北西に位置する。人口 822 万人を擁し、世界遺産に登録されているアンコール遺跡を目
的とした観光客が年間を通して多く訪れる。シェムリアップ州における水道事業はシェムリ
アップ水道公社により運営されている。
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シェムリアップ水道公社
シェムリアップ水道公社はシェムリアップ水道局として 1930 年に設立され、内戦と復旧
を経て 2007 年に公社化した。2015 年 12 月、日本企業数社及び北九州市上下水道局の
共同企業体がシェムリアップ水道公社発注の取水設備、浄水場、送配水管網を設計・施
工監理する上水道拡張事業5を受注することが決定した。この事業で拡張される給水区
域、現在の給水区域、フランスとアジア開発銀行による支援で拡張予定の給水区域を合
わせると、シェムリアップ市の 90%が給水区域になる。
シェムリアップ水道公社は安定した事業経営を実施しており、2015 年時点で、浄水量
15,000m3/日、管路延長 131km、24 時間給水、配水圧 0.147Mpa (水頭 15m)、接続数
6584 栓、無収水率 8.3%、料金回収率は 99.75%、営業収支比率 59.25%である。水質は
カンボジアの水質基準である “National Drinking Water Quality Standard”及び WHO に
基づいている。

図 10 シェムリアップ水道公社での意見交換風景
現場踏査
シェムリアップ水道公社との意見交換後、地下水を原水として現在運転中の Toekvil 浄
水場の現場踏査を行った。Toekvil 浄水場は 2006 年に日本の無償資金協力によって設
立され、現在の接続数は 6,584 栓、造水量は 15033.6m3/日である。

浄水場外観

現場踏査の様子

図 11 現場踏査の様子

5

2012 年に調印された円借款事業
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着水井

酸化池

ろ過池

制御監視室

水質検査室

配水ポンプ室

図 12

Toekvil 浄水場内の様子

3.5 現地調査及び水道セミナーのまとめ
日本・カンボジア水道セミナーの開催及び現地調査を実施し、セミナーには延べ 200
人を越える参加者があった。日本側の発表では、厚生労働省水道課から日本における PI
活用、民間企業による技術紹介、全国簡易水道協議会相談役の眞柄氏によるサービス向
上と水道料金回収率向上の好循環実現の重要性についての基調講演をはじめ、北九州
市や JICA からの発表がなされ、日本のカンボジア水道に対する協力姿勢を示すことがで
きた。パネルディスカッションでは、カンボジア政府によって掲げられている「2025 年まで
に全人口の 90%が水道水を享受」する目標達成に向けて伴う課題について、活発な議論
がなされた。
併設された展示商談会では日本企業の製品が持ち込まれ、カンボジア側参加者に対
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して技術紹介が行われた。具体的な商談問い合わせもあり、今後のカンボジア市場にお
けるビジネス展開促進に向けた足ががりとなったと推察される。
現地調査では、円借款による浄水場拡張事業を実施中のシェムリアップ水道公社を訪
問し、同公社が 24 時間給水、無収水率 8.3%、料金回収率は 99.75%を実現するなど安
定した運営を行っていること、などを把握した。また、日本の支援を受けて建設された
Toekvil 浄水場の踏査では、現在の運転状況や施設の状態を把握した。
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4. タイ王国における調査
4.1 概況
タイ王国は ASEAN の盟主として近年発展が目覚しいが、2014 年 2 月のクーデターによっ
て軍を中心とした「国家平和秩序維持評議会(NCPO)」が暫定的に国を統治している。暫定政
権のプラユット首相は民政復帰に向けたロードマップを策定し、暫定内閣及び暫定憲法、憲法
起草委員会などを立ち上げるなど、新憲法の発布に向けて動いてきた。経済成長を促すた
め、2015 年には水資源管理計画などの大型インフラ投資を進めたほか、外国企業を含む投資
を促進・誘致をにらんだ投資奨励制度改正も行った。表 9 に概況を示す。

表 9 タイ王国の概況
一般事情
1.面積
51 万 4,000 平方キロメートル
2.人口
6,593 万人(2010 年タイ国政調査)
3.首都
バンコク
4.民族
タイ族(大多数)、その他華人、マレー族等。
5.言語
タイ語
6.宗教
仏教(94%)、イスラム教(5%)
経済
1.主要産業
農業(GDP の約 12%)，製造業(GDP の約 34%)
2.GDP
3,952 億ドル(名目)(2015 年,国家経済社会開発庁(NESDB))
3.一人当たり GDP
5,878 ドル(2014 年, NESDB)
4.経済成長率
2.8%(2015 年，NESDB)
5.消費者物価指数
‐0.9(2015 年，NESDB)
経済協力
わが国の援助実績
(1)有償資金協力 1,796.72 百万ドル (2013 年度まで累計)
2014 年度以降、有償資金協力なし。
(2)無償資金協力 987.84 百万ドル (2013 年度まで累計)
一般無償資金協力は 1993 年度を以て卒業)
(3)技術協力 2,792.74 百万ドル (2013 年度まで累計)
17.43 億円 (2014 年度 JICA 事業分実績ベース)
出典：外務省ウェブサイト「タイ王国基礎データ」(2017 年 2 月時点)

4.2 上水道の概況
上水道の普及状況
タイにおける安全な水へのアクセス率は図 13 に示すとおり 98%と高く、水道水へのア
クセス率も 50%を超えている。図 14 に示す都市と村落部の比較においては、安全な水へ
のアクセス率という点では、都市部と村落部の間に大きな格差は見られないものの、水道
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水へのアクセス率の格差は大きく、都市部で 76%であるのに対し、村落部では 37%であ
り、2 倍の開きがある。タイでは、バンコク都をはじめとする都市部以外での水道の普及が
課題であると言える。

図 13 水源別飲料水へのアクセス率(タイ全体)
出典： WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation (2015 年 1 月更新)

図 14 水源別飲料水へのアクセス率(都市部・村落部比較)
出典： WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation (2015 年 1 月更新)

水道水供給主体
タイの水道水供給主体は次の 3 機関に大別される。バンコク都及び周辺 2 県(ノンタブ
リー県、サムットプラカーン県)における水道事業を運営する MWA、その他 74 県における
水道事業を運営する PWA、そして、MWA 及び PWA の給水が行われていない区域にお
ける給水を担う地方自治体である。
2016 年 12 月現在、タイにおける水道普及率は 83%(16%が PWA、9%が MWA、58%
が地方自治体による給水)、水道水接続数は全土で 2,475 万栓であり、17%の家庭には水
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道未普及である。内務省(Ministry of Interior)が、国営企業である PWA 及び MWA を監
督している。
PWA 及び MWA の給水区域外では内務省の地方行政部(Department of Local
Administration)の監督下にある地方行政内が給水を行っている。内務省内に PWA 及び
MWA 両水道公社と地方自治体の給水部門とを統括する部局はなく、交流もほとんどな
い。ただし、地方自治体の給水部門の職員は給水の技術を有しないことが多いため、
PWA 及び MWA が地方自治体職員に対して研修を実施する場合がある。

表 10 水道事業に関する主要な機関
名称
内務省
(Ministry of Interior)

役割
タイ首都圏水道公社、タイ地方水道公社を管轄。
地方自治体における給水に関する計画に責任を持
つ地方自治体や自治体振興局も管轄する。

国家経済開発委員会
首相府傘下の委員会。
(National Economic and Social
水道公社がプロジェクトを実施する際にプロジェクト
Development Board Office ：
への投資許可を与える。
NESDB)
国営企業政策事務局
財務省における PPP の担当部署。
(State Enterprise Policy Office：
水道公社のモニタリング機関。
SEPO)
水資源を所管する機関の 1 つ。
天然資源・環境省
水資源局、地下水資源局、天然資源環境政策局な
(Ministry of Natural Resource
どを持ち、水資源に関する政策立案や計画策定を行
and Environment)
う。
農業、エネルギー、産業、家庭等で使用する水の集
農業省王室灌漑局
(Royal Irrigation Department, 水、管理に関わる水道事業の水源であるダム、水路
Ministry of Agriculture)
を管理。
工業省
(Ministry of Industry)

工業用水の管理機関。
工業用水事業を運営するタイ工業団地公社(IEAT)を
管轄。

出典：「平成 27 年度水道産業国際展開推進事業報告書」及び PWA

タイにおける水資源
タイにおいて水資源には、王室灌漑局(Royal Irrigation Department)、天然資源環境省
(Ministry of Natural Resources and Environment)の水資源局(Water Resource
Department)、地下水資源局(Ground Water Resource Department)、天然資源環境政策計
画室(Natural Resource and Environment Policy and Planning Office)など、約 30 部局が関
わっているとされる。水資源となるダムは王室灌漑局が所有しており、水道事業体である
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PWA 及び MWA、その他民間企業等は王室灌漑局から原水を購入している。

水道事業における PPP
MWA は PPP 事業を実施していないが、PWA は現在、11 箇所での PPP 事業を実施し
ている。契約形態は BOO、BOOT、BTO など様々だが、いずれもバルク供給のみであり、
水道利用者への給配水は全て PWA が実施している。民間事業者から PWA に供給され
るバルクの価格は消費者物価指数に連動して上下するが、PWA の水道料金体系6は改
定に内閣からの承認が必要なために変動しない。これにより、PWA が民間事業から購入
したバルクの価格よりも低価格で顧客に給水することが問題として顕在化している。そのた
め、今後 PWA において新たな PPP 事業の実施見込みはない。

PWA について
PWA の概況
PWA は前項での説明のとおり、バンコク都及び周辺 2 県を除いた 74 県における水道
事業を行う水道公社である。各地での給水及び浄水場の運転は各地の水道局が実施し、
バンコク都の本部が全ての水道局を統括している。図 15 に組織図を示すとおり、各水道
局は 10 箇所の Regional Office で統括され、2 箇所の Regional Office ごとに 5 箇所のエ
リア・オフィスが統括している。5 箇所のエリアは図 16 に示すとおりである。
図 17 に示すとおり、接続数は約 400 万栓、従業員数は 9,108 名である。半数以上の
水道局は接続数 15,000 栓以下と小規模である。接続数の増加に伴い浄水場の拡張に注
力しており、浄水量は年々増加しているが、無収水量の削減が追いついていない。

図 15 組織図

6

PWA の水道料金改定には内閣の承認が必要である。
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エリア 2

エリア 1

エリア 4

エリア 3

エリア 5

図 16 PWA のエリア(Area)
出典：PWA 提供資料

図 17 接続数別水道局数の割合
出典：PWA 提供資料

図 18 接続数
出典：「第 6 回 P2P フォーラム」7の PWA 発表資料より抜粋
7 JICA 主催、2017 年 1 月 19 日、カンボジア・プノンペンにおいて開催
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図 19 浄水量及び無収水
出典：「第 6 回 P2P フォーラム」の PWA 発表資料より抜粋

PWA の課題
2016 年 9 月に行った事前調査において、PWA は浄水発生土の処理及び浄水場の省
エネ化を課題として挙げた。PWA の浄水場では浄水発生土を隣接するラグーンに貯留
し、年に 1～2 回程度引き抜き、トラック等で搬出している。しかし、浄水場に脱水機が導
入されていない、あるいは適切に運転されていないため、浄水発生土の含水率が高く、ラ
グーンから汚水が溢れて周辺環境に悪影響を及ぼす可能性が問題となっている。また、
浄水場の省エネにもニーズがあることが分かった。

4.3 現地調査の実施
PWA 本部との意見交換
12 月 14 日、バンコク都に所在する PWA の本部において調査団と PWA 本部との意見
交換を実施した。参加企業 6 社と事務局合わせて 14 名が出席した。意見交換では、
PWA 側から概況について説明を受けた後、調査団からのプレゼンテーションを行った。
埼玉県企業局は、浄水場の運転・管理の視点から、2011 年から 2016 年にかけて実施し
た JICA 草の根技術協力を通して認識した課題と対応策を提示し、埼玉県で実施してい
る浄水発生土処理方法を紹介した。その後、参加企業数社から、自社技術及び製品の
PR や、浄水発生土処理に関する具体的な提案を行った。意見交換の終盤には総裁も臨
席した。
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PWA 本部外観

意見交換風景

図 20 PWA 本部概観と意見交換風景

在タイ日本国大使館表敬訪問
12 月 14 日午前、参加企業 4 社と事務局合わせて 10 名が参加し、政策、組織等の面
から見たタイにおける水管理、水道公社に関する情報提供を受けた。

Regional Office 2 との意見交換
12 月 15 日午前、参加企業 4 社と事務局合わせて 12 名が参加し、Regional Office28を
訪問した。Nong Khae 水道局及び Phra Nakhon Si Ayutthaya 水道局の概況について説
明を受け、意見交換を行った。浄水場の抱える問題として Nong Khae 水道局では浄水発
生土の処理、Phra Nakhon Si Ayutthaya 水道局では無収水削減が挙げられた。

Regional Office2 外観

意見交換風景

図 21 Regional Office2 概観と意見交換風景

現場踏査
Nong Khae 浄水場
12 月 15 日午後、Saraburi 県の Nong Khae 浄水場を訪問・視察した。Nong Khae 浄水

8

Regional Office2 は Nong Khae 水道局及び Phra Nakhon Si Ayutthaya 水道局を管轄する
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場の接続数は 27,042 栓、造水量は 34,560 m3/日である。浄水発生土を貯留するラグーン
の容量が小さく、脱水機の導入などの改善策が必要と見られる。また、取水ポンプには漏
水が見られた。

取水ポンプ

う流式フロック形成池

砂ろ過池

沈殿槽

ガス塩素

浄水発生土のラグーン

図 22 Nong Khae 浄水場視察
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Bang Sai 浄水場
12 月 16 日、Phra Nakhon Si Ayutthaya 県の Bang Sai 浄水場を訪問・視察した。Bang
Sai 浄水場の接続数は 59,962 栓、造水量は 24,019.2m3/日である。本浄水場では原水濁
度が比較的低いため、浄水発生土の処理については特に問題ではないが、浄水場内で
漏水が随所に見られた。増加する水需要に応えるため、隣接する土地に浄水施設を新設
予定である。

場内漏水

水質計測器

新設プラント予定地(隣接)

SCADA

浄水発生土のラグーン

取水場沈砂池

図 23 Bang Sai 浄水場視察
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現地調査のまとめ
本事業ではタイを対象とした現地調査を昨年度に初めて実施し、PWA が浄水発生土
の処理に関する課題を抱えていることが判明していた。今年度はこうした昨年度の調査結
果と、タイ側からの強い要望を受け、PWA 本部において埼玉県企業局及び有志の参加
企業から浄水発生土処理に関する技術提案を行い、日本の水道技術を PR することがで
きた。民間企業及び事業体による技術提案は歓迎され、意見交換の終盤には総裁より、
今後の日本企業及び日本の事業体による積極的な提案等を期待するメッセージを受け取
った。埼玉県は PWA の創立記念日のイベントへ正式に招待され、本現地調査が埼玉県
と PWA との良好な協力関係の継続を後押しするものとなった。
現場踏査では浄水場を視察することで場内漏水や浄水発生土の実態を確認した。ま
た、PWA からの要望で、踏査の結果を参加企業及び埼玉県企業局からのコメント、助言
を含む現地調査のフィードバック・レポートとしてまとめ、提出した。
参加企業 6 社のうち、4 社は昨年度調査への参加や独自の営業活動を通して既に
PWA とのつながりを持っており、本調査によって PWA との関係強化を後押しすることがで
きた。他 2 社については本調査が PWA との初めてのコンタクトとなり、今後の関係構築の
一助となった。
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5. インドネシア共和国における調査
5.1 概況
1945 年のオランダからの独立以降、初代大統領スカルノ、第 2 代大統領スハルトによる長
期政権を経て、2014 年 10 月に前ジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドドが第 7 代大統領に
就任した。ジョコ政権における最優先課題は経済・社会政策であり、インフラ整備の充実が目
標として掲げられている。表 11 にインドネシア共和国の概況を示す。
表 11 概況
一般事情
1.面積
2.人口
3.首都
4.民族
5.言語
6.宗教

経済
1.主要産業

約 189 万平方キロメートル
約 2 億 5,500 万人(2015 年、インドネシア政府推計)
ジャカルタ
大半がマレー系(ジャワ、スンダ等約 300 種族)
インドネシア語
イスラム教 88.1%、キリスト教 9.3%(プロテスタント 6.1%、カトリッ
ク 3.2%)、ヒンズー教 1.8%、仏教 0.6%、儒教 0.1%、その他
0.1%(2010 年、宗教省統計)
製造業(23.7１%)：輸送機器(二輪車など)，飲食品など
農林水産業(14.33%)：パーム油、ゴム、米、ココア、キャッサバ、コ
ーヒー豆など
商業・ホテル・飲食業(14.60%)
鉱業(10.49%)：LNG，石炭，ニッケル，錫，石油など
建設(10.05%)
運輸・通信(7.39%)
金融・不動産・企業サービス(7.65%)
サービス(10.98%)
(カッコ内は 201４年における実質 GDP 構成比)(インドネシア政府
統計)
8,885 億ドル(2014 年、世界銀行統計)
3,377.1 ドル(2015 年、インドネシア政府統計)
4.8%(2015 年、インドネシア政府統計)
3.4%(2015 年、インドネシア政府統計)

2.GDP(名目)
3.一人当たり GDP
4.経済成長率(実質)
5.物価上昇率
経済協力
1.わが国の援助実績
(1)無償資金協力 3.19 億円(2014 年度)
(2)技術協力 54.08 億円(2014 年度 JICA 実施分のみ)
2.主要援助国 （2015 年 OECD/DAC（グロス），％は二国間援助に占める割合）
(1)日 25.9% (2)独 20.6% (3)豪 20.2% (4)仏 11.6% (5)米 10.7%

出典：外務省ウェブサイト「インドネシア共和国基礎データ」 (2017 年 2 月時点)
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5.2 上水道の概況
上水道の普及状況
1990 年から 2015 年まで取り組まれてきたミレニアム開発目標(Millennium
Development Goals：以下、MDGs)について、インドネシアでは安全な水へのアクセス率の
目標値を 68.87%と設定していた。世界保健機関(World Health Organization：以下、
WHO)と国際連合児童基金(United Nations Children’s Fund：以下、UNICEF)の共同モニ
タリングの結果によれば、図 24 に示すとおり、2015 年時点でインドネシアの国民の 87%
は安全な水を利用でき、その約 4 分の 1 にあたる国民の 22%は水道水を利用できる9。た
だし、図 25 に示すように都市部と村落部の格差は大きく、都市部での水道水へのアクセ
ス率は 33%であるのに対し、村落部では 9%にとどまっている。

出典: WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation (2015 年 1 月更新)

図 24 水源別飲料水へのアクセス率(インドネシア全体)

出典： WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation (2015 年 1 月更新)

図 25 水源別飲料水へのアクセス率(都市部・村落部比較)
9

ただし、「第 6 回 P2P フォーラム」 (2017 年 1 月 19 日 カンボジア・プノンペン開催) における公共事
業・国民住宅省の発表資料によれば 17%である。
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国家開発計画における上水道セクターの目標
インドネシア共和国の長期的な開発計画として、国家開発計画庁が作成した 20 ヵ年の
国家長期開発計画(RPJPN2005～2025)があり、20 年間にわたる開発ビジョンとミッション、
戦略等の政策の方向性を示している10。
国家長期開発計画の下位計画として 5 ヵ年ごとに国家中期開発計画が作成される。現
在は第 3 次国家中期開発計画(RPJMN2015～2019)が実行されている。本計画における
水に関する目標として①流域保護、②新たな 118 m3/秒の利用可能な水の確保、③国民
の飲料水へのアクセス率 100%の 3 点が設定されている。公共事業・国民住宅省の発表
によれば、水道水の普及率においては 2015 年時点で 17%であるところを 2019 年までに
60%引き上げることを目標としている。

国家中期開発計画の達成に向けた課題
前項のとおり、第三次国家中期開発計画(RPJMN2015～2019)において 2019 年までの
目標は、安全な飲料水へのアクセス率 100%、水道水へのアクセス率 60%である。安全な
飲料水へのアクセス率については 2015 年時点で 71%であり、年間約 6%の改善が必要と
なる。なお、2010 年から 2015 年までの 5 年間では年間 4%の向上にとどまっており、目標
達成への道のりは厳しいと言える。また、水道水へのアクセス率については 2015 年時点
において 17%であるため、年間 10%以上向上させる必要があり、目標達成は容易ではな
い。
こうしたなかで、インドネシア政府は目標達成のために必要な投資を合計 195 億 3,000
万 US ドルと試算している。しかし、中央政府が上水道整備に配分可能な予算は限られて
おり、必要な投資の 20%しかカバーすることができない。政府が目標達成に向けて想定し
ている投資予算財源の内訳を図 26 に示すとおり、地方政府や水道公社(以下、PDAM)
による資金調達も期待されているが、20%は PPP 案件や BtoB 案件、CSR などの形で、民
間資金から調達する必要があるとされている。

出典：「第 6 回 P2P フォーラム」のインドネシア公共事業・国民住宅省の発表資料より抜粋

図 26 国家中期開発計画 2015-2019 における投資予算の財源

10

JICA(2013)「インドネシア共和国上水道セクターに係る情報収集・確認調査報告書」
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水道事業関係機関
インドネシアにおける水道事業を所管する関係機関は表 12 のとおりである。公共事業・
国民住宅省(Ministry of Public Works and Housing)の人間居住総局(Directorate General
of Human Settlements)において水道行政を所管する水道システム開発局(Directorate of
Water Supply System Development)がインドネシア国内の上水道に関する法制度や政策
を策定している。また、全国の水道公社の経営状態を監督する機関として、全国上水道シ
ステム開発援助庁(BPP-SPAM)がある。
表 12 水道及び水源に関する主要な政府機関
名称

役割

人間居住総局
(Directorate General of Human
Settlements)

公共事業・国民住宅省において、上下水道政策を
所管する。

水道システム開発局
(Directorate of Water
System Development)

公共事業・国民住宅省の人間居住総局において
上水道行政を所管する。

Supply

水資源総局
(Directorate General of Water
Resource ： Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air)
全国上水道システム開発援助庁
(Badan Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum ：
BPPSPAM)
保健省
(Ministry of Health)

公共事業・国民住宅省において、水資源に関する
政策を所管する。
公共事業・国民住宅省の傘下で、水道公社の経営
状態を監督し、資金調達に関する政府への助言を
行う。
保健及び公衆衛生を所管する省であり、水につい
ては飲料水の水質基準を規定している。
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図 27 公共事業・国民住宅省の組織図と水道所管部局

出典：厚生労働省「平成 27 年度水道産業国際展開推進事業報告書」
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水道水供給主体
水道公社(PDAM)
水道事業は一般に、県(Kabupaten)または政令市(Kotamadya)のレベルで
PDAM(Perusahaan Daerah Air Minum：PDAM)と呼ばれる水道公社が運営しており、自治
体の首長が PDAM 局長の任命や水道料金設定について権限を持つ。PDAM が水道水
を供給していない地域では、市や県で公共事業を所管する部署が上水道整備を行い、村
落自治体が運営する。

水道協会(PERPAMSI)
インドネシアには国内の水道事業体を包括する組織として、PERPAMSI と呼ばれる水
道協会が設立されている。現在、387 の PDAM 及び 26 の民間水道事業者、15 の地方
自治体水道事業部が加盟している。PERPAMSI 内では PDAM の基礎情報整理や
PDAM の経営改善、技術向上に関る取組みを行っている。海外に対してインドネシアの
水道事業体を代表する役割も担っており、民間企業や事業体が個別の PDAM と接点を
持つ際の窓口となる。

民間企業の水道事業参画について
民間企業の水道事業参画の方法
インドネシアの水道整備事業において民間企業が参画可能な案件は大きく 2 種類あ
る。1 つは BtoB 案件と呼ばれ、PDAM の局長が契約権を持ち、民間企業と PDAM との
間で直接契約を行うものである。もう 1 つは PPP 案件と呼ばれ、給水区域が複数の
PDAM の管轄地域にわたる案件であり、契約権者は州政府や中央政府など案件によっ
て異なる。

関連法令
2004 年に制定され、水道事業や PPP に関する法制度の根幹であった水資源法が
2015 年に無効化し、同年、水供給システムに関する新法令が施行された。飲料水の給水
システムについて定めた 2015 年政府規則第 122 号では、民間企業によるバルク供給は
可能だが、末端への給配水は政府の責任としており、これにより、民間企業によるフル・コ
ンセッションでの水道事業参画ができなくなった。
水資源について定めた同年政府規則第 121 号では、水資源が政府に帰属することが
定められ、民間事業者の取水には政府からの許可が必要であることが明確に示された。
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2016 年公共事業・国民住宅省令第 19 号では、政府による PPP の支援について定め
ている。これによれば、民間企業は取水から配水場までのバルク供給を PPP 事業によっ
て実施することができ、採算が合わない場合は資金面または非資金面で、政府による支
援を受けることができる。ただし、B to B 案件では適用されず、案件において発生するリス
クは企業側が取る。

民間企業による水道事業
インドネシアにおける民営水道事業の形態は工業団地での給配水事業、バルク給水、
フルコンセッションの 3 つに大別される。現在、フルコンセッションを行っている事業者は
PT.Batam(バタム島)、AETRA(ジャカルタ)、PALYJA(ジャカルタ)、PT.Biak (パプア)、
PT.Mercule(パプア)、PT.Sorong(パプア)、PT.Manado(スラウェシ)の７社である。なお、バタ
ムでは 2020 年、ジャカルタでは 2023 年を以ってコンセッション契約終了の予定である。

5.3 インドネシアの水道プロジェクトを考える会
インドネシアの水道プロジェクトを考える会は 2016 年 8 月、インドネシアにおける水道整備
プロジェクトの案件形成及びそれに係る情報収集等を目的として、有志の個人により発足した
任意団体である。PERPAMSI と情報交換に係る覚書締結、インドネシアの水道関係者来日時
の意見交換、本事業の現地調査への参加、関連する基礎情報収集等を行った。

5.4 現地調査の実施
在インドネシア日本国大使館における意見交換
2 月 2 日午前に在インドネシア日本国大使館を訪問し、現場踏査を行った Cilandak 浄
水場も被害を受けたジャカルタ市内の洪水、インドネシアから日本に対して協力要請の挙
がっている離島開発振興、2016 年 12 月に発生したアチェ州北部地震などについて、我
が国の水道分野に関連した支援の可能性に関する意見交換を行った。

公共事業・国民住宅省人間住居総局水道システム開発局との意見交換
意見交換概要
2017 年 1 月 30 日午前、公共事業・国民住宅省の人間住居総局において、水道システ
ム開発局と協議を行い、参加企業 13 社と事務局合わせて 24 名が出席した。水道システ
ム開発局から、2019 年までの目標達成に向けた資金調達計画等（前述の 3.2.1～3.2.3 及
び 3.2.6 1）2)）、水源のない自治体への水供給を促進する目的で形成された広域水道案
件(SPAM Regional)の概要と個別案件の進捗状況、政府による PPP 支援について説明が
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あった。

図 28 公共事業・国民住宅省人間住居総局水道システム開発局との意見交換風景

インドネシア水道協会(PERPAMSI)との意見交換
2017 年 1 月 30 日午後、公共事業・国民住宅省の人間住居総局水道システム開発局
との意見交換と同時に、PERPAMSI との意見交換が行われ、無収水改善のための
Solidarity Partnership、日本から支援を受けたい課題等について説明がなされた。

図 29 PERPAMSI との意見交換風景

ジャカルタ水道公社(PAM Jaya)との意見交換
PAM Jaya について
PAM Jaya は 1968 年にジャカルタ首都特別州(DKI Jakarta)の公営上水道事業体として
設立された。日本は 1985 年のジャカルタ市水道整備マスタープラン策定など、長年にわ
たって支援・協力を行ってきた。
1998 年に民間事業者と 25 年間の水道コンセッション事業を締結し、現在は事業管理
等の機能が中心である。現在は図 30 に示すとおり、ジャカルタ西部で PALYJA、東部で
AETRA が浄水及び給配水の運転、維持管理を行っている。2023 年でコンセッション契
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約が終了し、PAM Jaya に水道事業権が戻る形となる。

(PALYJA)

図 30 ジャカルタ市内の給水事業区域
PAM Jaya との意見交換
2017 年 1 月 31 日午前、PAM Jaya において意見交換が行われた。参加企業 11 社と
事務局合わせて 20 名が出席した。PAM Jaya の総裁である Mr. Erlan Hidayat から、PAM
Jaya の歴史、コンセッショネアーである PT.AETRA 及び PT.PALYJA の概要、現在進行
中の新規プロジェクトについて説明があった。その後、今後のジャカルタの水道整備に関
して意見交換を行った。

現場踏査
Cilandak 浄水場
1 月 31 日午後、PALYJA の Cilandak 浄水場敷地内で PALYJA の水道サービス概要
について説明を受けた後、浄水場の現場踏査を行った。参加企業 13 社と事務局合わせ
て 23 名が参加した。
Cilandak 浄水場は PALYJA が運転する 4 箇所の浄水場の 1 つであり、1997 年に建設
された。メーター口径の大きな顧客に給水しており、現在の接続数は 9,804 栓、造水量は
34,560m3/日である。河川から取水している原水の濁度やアンモニア濃度が極めて高く、
通常は下水処理場で用いられる生物処理を用いて浄水を行っている。
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意見交換風景

原水河川

急速ろ過式浄水場エリア

担体式生物処理法の設備

急速ろ過式のフロック形成池

Unit Compact Degremont の浄水プラント

図 31 Cilandak 浄水場視察
Buaran Ⅰ及びⅡ 浄水場
2 月 1 日午前、PT.AETRA が運転する BuaranⅠ及びⅡ浄水場事務所において水道サ
ービス概要について説明を受けた後、浄水場の現場踏査を行った。参加企業 13 社と事
務局合わせて 23 名が出席した。
Buaran Ⅰ及びⅡ 浄水場は PAM Jaya のコンセッション開始以前の 1985 年から 1994
年にかけて日本の支援によって建設された浄水場であり、現在の接続数は 435,777 栓、
造水量は 518,400m3/日である。
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除塵機

ろ過池(逆洗中)

脱水機

沈砂池

図 32 Buaran Ⅰ及びⅡ 浄水場視察

DWSSD・PDAM Kota Malang 合同プレゼンテーション
2 月 1 日午後、公共事業・国民住宅省人間居住総局において、PDAM Kota Malang と
水道システム開発局の合同プレゼンテーションが行われ、参加企業 9 社と事務局合わせ
て 16 名が出席した。水道システム開発局から、現在実施している COE(Center of
Excellence)と呼ばれる水道関係者の能力開発の取組みが紹介され、PDAM Kota Malang
からは、これまで取り組んできた無収水削減方法等について紹介された。
PDAM Kota Malang は接続数 152,798 栓とインドネシア国内でも特に大規模な PDAM
の一つである。無収水率を 17%にとどめ、最も良いパフォーマンスを発揮している。残塩
や水圧の状況などをウェブサイトで一般公開するなど、事業改善の取組みを行っている。
質疑応答では、漏水削減方法のソフト面・ハード面の両面について活発な議論がなされ
た。
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図 33 DWSSD・PDAM Kota Makang 合同プレゼンテーション

現地調査のまとめ
インドネシアは過年度から調査を継続してきた対象国だが、一昨年の民間ボトル水製造
事業に対する憲法裁判所の違憲判決を契機に、水資源法をはじめとして関連法制度の
再整理が進み、状況が変化してきている。今回の現地調査を通して、新たに定められた公
共と民間との責任・役割区分や仕組み、政府保証の内容が明らかとなった。今後インドネ
シアの水道関連案件への参加を検討する企業にとって、これらは貴重な情報であった。
また、PERPAMSI や PDAM Kota Malang との意見交換を通じて、民間企業が参画可
能な案件とは異なる視点で、個別 PDAM への PR 方法についても具体の意見交換がで
きた。インドネシアでは既に現地法人を設置している水関連企業も多く、現実的には、これ
らの水道事業体との密な協力・支援活動を足がかりにして BtoB などのプロジェクト受注に
つなげていくような営業アプローチも有効と考えられる。今後も政府間の対話をベースにし
て、このような個別 PDAM との連携についても促進されることが期待される。
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6. 国際水道フォーラムの開催
6.1 概要
2016 年 11 月 10 日、京都市において、国際展開に関心があるものの知見を得る機会のな
い水道事業者及び民間企業等に海外の水道事業における課題、ニーズ等を知る機会を提供
することを目的に、国際水道フォーラムを開催した。本フォーラムは(公社)日本水道協会及び
IWA Japan-YWP との共催で開催し、延べ約 100 名が参加した。なお、本フォーラムの開催に
合わせ、来日する関係者を併設の水道展に案内し、国際展開に関心を持つ水道関係企業に
交流の機会を提供した。本フォーラム及び関連するイベントの概要は表 13 のとおり。

表 13 水道産業国展開のためのフォーラム実施概要
開催日時：

平成 28 年 11 月 9 日～10 日

参加団体
( )内参加者数

韓国水道協会(2 名)
台湾水道協会(1 名)
タイ水道協会(2 名)
マレーシア水道協会(2 名)
インドネシア水道協会(3 名)

オーストラリア水協会(2 名)
アメリカ水道協会(1 名)
国際水協会(1 名)
合計：14 名

イベントの実施概要

①

名称：

海外水道事業関係者による水道展視察

日時：
開催場所

2016 年 11 月 9 日(水)13:15～15:00
みやこめっせ

実施体制：

名称：

厚生労働省、(公社)日本水道協会の共催
(協力：日本水道工業団体連合会)
日本水道協会全国会議に併設して開催された第 50 回水道展
(京都水道展)の展示ブースにおいて本邦民間企業が海外水道
協会関係者と意見交換する機会をつくり、海外市場への参入を
後押しする。
国際水道フォーラム

開催日時：

2016 年 11 月 10 日(木) 14:00～17:00

開催場所：

京都市国際国流会館

参加者：

約 100 名

実施体制：

厚生労働省、日本水道協会、Japan-YWP の共催
持続可能な水道事業に向けた厚生労働省の取組紹介、人材育
成をテーマとした各国における取組事例紹介、パネルセッション
を行う。

内容：

②

内容：
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6.2 水道展視察
水道展視察の概要
国際水道フォーラムの前日である 2016 年 11 月 9 日、来日した海外水道事業関係者
を(公社)日本水道協会全国会議と併催されていた京都水道展に案内し、水道展視察を実
施した。本視察は海外市場への参入に関心のある企業を後押しすることを目的としたもの
で、有志の企業が各出展ブースにおいて、海外水道事業関係者と交流した。本視察の実
施にあたっては、(公社)日本水道協会及び日本水道工業団体連合会による協力を得た。
事前の準備として、京都水道展の出展説明会における説明と、出展企業全 123 社に対
するアンケートを行い、海外水道協会関係者による視察の受け入れを希望する企業を募
った。アンケートの結果に基づき、出展企業が関心を持つ国の水道協会関係者と交流で
きるよう配慮して視察のスケジュールを組んだ。
当日は 8 カ国(9 組織)の海外水道協会関係者 14 名を 4 グループに分け、1 グループ
あたり約 7 社、3 グループ合わせて延べ 26 社の出展ブースに案内した。各出展ブースで
は、名刺交換と企業による自社製品や技術についての PR 後、海外参加者との意見交換
が行われた。

出展企業との名刺交換

出展企業による PR

図 34 海外水道事業関係者による水道展視察の様子
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6.3 国際水道フォーラム
テーマとプログラム
本フォーラムのテーマは「持続可能な水道事業に向けて―各国における人材育成の取
り組み―」とした。日本の他に 4 ヶ国からの発表と、9 カ国からの招聘者を登壇者とするパ
ネルディスカッションが行われた。プログラムは表 14 のとおりである。
表 14 プログラム
プログラムタイトル

登壇者

開会の挨拶

日本水道協会
厚生労働省水道課
IWA Japan-YWP

【基調講演】 持続可能な水道事業に向けて

厚生労働省

人材開発に向けた課題：持続可能な水道事業に向けて

タイ水道協会

インドネシアにおける WOPs

インドネシア水道協会

人材開発に向けた課題：持続可能な水道事業に向けて

台湾水道協会

人材の課題

アメリカ水道協会

YWP とキャパシティ・ディベロプメント

IWA Japan-YWP

パネルセッション イントロダクション

日本水道協会

【話題提供】 京都市上下水道局による人材開発

京都市上下水道局

パネリストによる意見交換

タイ水道協会
インドネシア水道協会
台湾水道協会
アメリカ水道協会
IWA Japan-YWP
韓国水道協会
オーストラリア水協会
マレーシア水道協会
国際水協会(IWA)

閉会の挨拶

日本水道協会

各国の発表とパネルディスカッションの内容
日本水道協会理事長挨拶




本協会では、一昨年から全国会議に海外の水道協会の幹部を招待し、情報交換を
行うとともに、国際イベントとして「国際水道フォーラム」を開催しており、各
国水道協会をはじめ、ご参加された皆様から大変ご好評をいただいている。
今年度も、厚生労働省、IWA ジャパン・ヤング・ウォーター・プロフェッショナ
ルズとの共催により、
「国際水道フォーラム」を継続して実施する運びとなり、
今回のフォーラムのテーマは、
「持続可能な水道事業に向けて－各国における人
材育成の取組－」である。
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各国における人材育成がどのように行われているか知り、日本の事例を紹介す
ることで、お互いの課題解決に向け実りある議論が交わされることを期待する。
再来年の平成 30(2018)年には、世界各国から水分野の関係者が集まり、世界の
水問題の解決に向けて議論する IWA 世界会議・展示会が東京で開催される。海
外からの多くの参加者を東京にお迎えすることを大変楽しみにしている。

厚生労働省水道課水道計画指導室長挨拶






各国における持続可能な水道に向けた人材育成等の取組事例等についてご紹介
いただけるものと伺っており、楽しみにしている。
昨年まで取り組んできたミレニアム開発目標(MDGs)については 2010 年に既に
達成されたが、いくつかの課題が残されている。これからは昨年 9 月に、国連総
会で採択された SDGs に取り組んでいかなくてはならない。SDGs は目標の一
つとして、2030 年までに全ての人々が安全で手頃な飲料水に公平にアクセスで
きることを掲げている。
我が国の水道の現状として、普及率は 97.8%に達し、ほぼ全ての国民生活や社会
経済活動の根本を支えているが、その一方で、様々な難しい課題を抱えている。
1 つ目は、人口減少への対応、2 つ目は、災害対応、3 つ目が、本日のテーマに
もなっている人材の確保である。このような状況の中、厚生労働省では、2013
年 3 月に「新水道ビジョン」を公表した。新水道ビジョンに基づき、水道サービ
スの「持続」
、
「安全」な水道、
「強靱」な水道、という 3 つの観点での取組を推
進し、関係者一丸となって挑戦、連携していく。

Japan-YWP





Japan-YWP は 2010 年に設立され、IWA-YWP の中でも古くから活動してい
る組織である。アジアの中では最も古くから活動しており、近年では中国や韓国
などでも新しく IWA-YWP の組織が立ち上がっている。
Japan-YWP の目的として、若手の人材育成が最も重要な役割だ。人材育成で重
要となるのが時間的、空間的な視野の拡大である。
時間的な面では、今後日本は人口減少のフェーズに入り、これまでの拡大路線と
は異なった取り組みが必要。空間的な視野としては、水道は処理だけでなく料金
のことや法律など幅広い知識が必要。活動を積極的に推進すると共に、アジア地
域に広げていきたいと考えている。

厚生労働省水道課基調講演








MDGs の水道分野においては、途上国を対象に、
「安全な飲料水を利用できない
人口の割合を、1990 年を基準として半減する」という目標は 2010 年に達成さ
れたが水道普及率は依然として低く、水質については考慮されていない。SDGs
において水道分野の目標は目標 6 に掲げられており、MDGs と比較してより具
体的に言及されている。
日本では、既に水道普及率はほぼ 100%に達し、漏水率も非常に低いレベルで維
持できるノウハウを有している。水道水質についても普通に飲用できるレベル
を達成しており、ペットボトル水と比べても、非常に安価。
日本は自然災害が多い国である。国土強靱化のため、様々な施策を推進している
が、国土強靱化アクションプランにおいても、諸外国との相互理解を深め、先進
的な取組を活用し、国際社会に貢献していく必要があるとしている。
日本は今後 5 年間で、質の高いインフラの輸出拡大に取り組んでいく。水道分野
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においても、これまで以上にアジアを中心に全世界に向けて、水道に関するイン
フラのみならず、オペレーションやメンテナンスの面においても支援を拡大し
ていく予定。
日本の水道の持続可能性を考えた場合、人口減少、度重なる自然災害、水道施設
の維持管理などといった高いハードルがある。日本では水道の基幹施設の耐震
化を推進しているが水道施設の耐震化がなかなか進まない状況である。
水道事業の経営ノウハウや水道技術の継承についても課題がある。日本では、水
道の職員数がピーク時に比べて、37%減少している。今後、定年退職していくベ
テランが持つノウハウや技術を、いかに若い世代に継承していくかが大きな課
題となっており、特に小規模の事業ほど、技術職員の負担が大きい。
厚生労働省では新水道ビジョンを発表し、具体的な施策を推進している。
「新水道ビジョン」は、東日本大震災の経験や人口減少社会の水道など、水道を
取り巻く環境の大きな変化に対応するため、2004 年に策定した「水道ビジョン」
を全面的に見直したもの。水道の理想像を明示するとともに、取組の目指すべき
方向性やその実現方策、関係者の役割分担を提示している。
「持続」
、
「安全」
、
「強靱」の 3 つのキーワードにおいて、短期的な目標、方向性
を設定している。安全では「協力による安全な水の確保」、強靱では「基幹施設
の耐震化」
、持続では「資産管理を行うこと」としている。具体的な施策として
は水道事業の広域連携の推進、官民連携、IoT の活用など。

ケーススタディ： タイ水道協会 (Thai Waterworks Association:TWA)









タイ水道協会はタイにおける水道関係業務従事者の能力向上を奨励する目的で、
NPO として設立された。水道に関する調査、技術・知識・情報の発信、コンサ
ルティングを行っている。また、水道関係の資機材提供や、水道関係業務従事者
を対象としたトレーニング、ノウハウの共有などを行っている。
タイにおける水供給は 3 つの主体が担っている。87%が政府、13%が民間セクタ
ーである。政府のセクターは首都圏水道公社(MWA)と地方水道公社(PWA)、地方
自治体であり、MWA は全国の 9%、PWA は 20%、地方自治体が 58%をカバー
している。水道の普及率は 87%で、残り 13%の家庭では井戸水や河川水を使わ
ざるを得ない状況にある。
タイでは水道局によってサービスのレベルが異なることが問題になっており、
こうした課題に対応するためにトレーニングが必須である。職員が水道の状況
を把握し、各問題への対応策を理解するため、官民共同で研修を行っている。幹
部から現場職員まで、レベルごとに研修を実施している。
研修の重要なメリットは、知識の共有化・統合、戦略立案、職員個人のスキル向
上や職員同士のネットワーキングによる組織力の強化である。
将来のプログラムに関しては、幹部レベルのプログラム、現場レベルのプログラ
ム、知識のマネジメント、国際的なネットワークなどといった異なるプログラム
を用意していきたいと考えている。これらのトレーニングによって、タイにおい
て変化する環境に対応するため、官民のネットワークを通じて努力していくこ
とができると考える。

ケーススタディ： インドネシア水道協会 (PERPAMSI)


WOPs とは Water Operater Partnerships の略称であり、経験豊富な事業体が
後進の事業体に対して、スキル、ノウハウを移転し、能力向上を促す水道事業体
同士の支援プログラムである。この制度により、財務、技術面でより良い変化を
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起こしていきたい。
PERPAMSI は水道協会であり、タスクは水道事業の改善。2015 年時点で 428
事業者が加盟しており、そのうち 387 事業体は水道公社、26 事業体は民間事業
者、15 は地方政府によって運営・管理されている水道事業部である。
政府が水道事業体の経営状態を評価したところ、47%の事業体は改善を必要とす
る状態にあることが分かった。PERPAMSI はこれを改善するため、経営状態の
良好な事業体がそうでない事業体に対してメンタリングを行うパートナーシッ
プを構築する取組みを行うことに決め、それが WOPs である。WOPs にはイン
ドネシア国内のものと、国際的なものとがある。国際的な WOPs は JICA やア
ジア開発銀行などの協力を得て、国内の WOPs では PERPAMSI が中心的な役
割を果たしている。
国内での WOPs が望ましい点は、言語、経済力、技術などでの大きな違いを感
じなくてもよいことだ。また、国内でも水道事業体によって規模、レベルは様々
で、高レベルな事業体はサポートを必要としている事業体の支援に積極的だ。
PERPAMSI は世界的にも名前が知れ渡った組織であり、国際的なパートナーシ
ップも有している。WOPs を通してガバナンスの改善により、パフォーマンス
の悪い水道事業体には良い水道事業体へ変化してほしい。
WOPs には日本企業も参加してほしい。WOPs に参加する日本側のメリットと
しては、インドネシアの水道事業体と直接パートナー関係を結び、機材のデモン
ストレーションなどを現地で実施できることや、ナショナルセミナーに参加で
きることなどがある。取り組みに賛同いただけるサポーティングパートナーを
募集している。

ケーススタディ： 台湾水道協会 (Chinese Taiwan Water Works Association: CTWWA)














水道は取水、貯水、処理、配水といったフローに様々な仕事があり、台湾では
7,000 人のスタッフが上水道に携わっている。そのうち Taiwan Water Company
では 5,500 人、Taipei Water Department では 1,050 人、他の小規模な水道事
業体では 450 人が働いている。平均年齢は技術系、管理系ともに 40 代であり、
離職率が低いと言える。
人材開発において予算がネックになる場合があるが、組織のダウンサイジング、
アウトソーシング、派遣社員により効率化を図っている。ボランティアのチーム
からの協力も得ている。
持続可能な水供給のため、能力の高い人材を増やし、新しい技術を活用して水道
事業を運営するので、人材管理の目的は適材適所である。そのために計画を立て
て人材配置する。
人材配置においては試験による選抜や推薦から能力の高い人材を採用するほか、
ベテラン人材と若手人材のメンタリングによって、メンター、メンティともに能
力を高めることができる。
職位に応じて必要となる職能を紹介する。一般職員はさまざまな仕事をする必
要があり、積極的なコミュニケーションが求められる。現場のチーフレベルにな
ると、コーチング力、リーダーシップ、問題分析力なども必要になる。ユニット・
チーフのレベルでは、影響力の行使し、戦略的、革新的な考え方ができ、リーダ
ーシップによる実行力を示すことも必要になる。
ジョブ・ローテーションシステムについて紹介する。4 年以上同じ仕事、役職に
つかない仕組みである。
ジョブローテーションのメリットは、
新しい才能を育て、
人間関係の確立ができること。
データを効果的、効率的に収集し整理して情報に変換し、マネジメントに役立て
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るため、ナレッジ管理のシステムを 2008 年に構築した。これは、経験、技術を
個人的なものから組織内全体に共有できるものにするためのツールである。こ
のシステムには、創造、学び、新しい知識、標準業務手順書、プロジェクト、戦
略の 6 つのプラットフォームを設けている。従業員はそれぞれのプラットフォ
ームにアクセスして情報を得ることができる。
人材育成のために、新しいトレーニングパークを台南に設立中であり、2019 年
に完成予定である。将来の持続可能な水供給の実現に向けた計画とその実施に
おいて、人材の確保、教育は何よりも重要だ。人材開発によって確実な水供給シ
ステムを構築し、災害や他の問題に備えなければならない。我々は、職員のナレ
ッジやスキルの強化によって、健全な水道を確保すべく努力している。

ケーススタディ： アメリカ水道協会 (American Water Works Association: AWWA)










我々が持つ最も重要かつ、管理の難しいアセットは人材だと考えている。
技術と対人能力を併せ持つ人材が必要だ。人材を中国、韓国、台湾など海外から
集めなければならなくなっている。
土木技術者の給与が低すぎることについては、プログラマーやコンピュータ・サ
イエンティストと同様の給与にすべきだ。また、インフラの重要性の教育、当た
り前だと思ってしまっているが、その重要性を伝えていってほしい。
若い世代に受け入れられる能力開発、トレーニングメニューをつくることが必
要だ。また、組織構造やコミュニケーションのとり方を変えていかなければなら
ない。なぜなら、重要なナレッジはデータベース化されておらず、ベテラン技術
者個人の知識となっており、共有化されていないためである。
ナレッジの管理として、ベテラン技術者の知識を文書化、蓄積、管理、共有化し
ていく必要がある。例えば、日本では既に行われているかもしれないが、施設の
設立年、施設容量、改修履歴を蓄積するのである。
ナレッジの蓄積に際しては、まず現役のベテラン技術者をリスト化し、部門名、
職位、
退職予定年や専門分野、その重要性を記入しておく。
そのリストに基づき、
ベテラン技術者が退職するまでにインタビューし、日常業務において行ってい
る作業や留意点、施設、ビジネスプロセスについて記録する。この記録により、
例えば、施設の図面の所在、施設改修歴、改修時のコスト、担当技術者などとい
ったナレッジを蓄積することができる。同様のことをビジネス・プロセスについ
ても行うことができる。全ての水道事業従事者がそうした蓄積情報にアクセス
でき、理解できる仕組みにすることが重要だと考えている。

ケーススタディ： IWA Japan-YWP




IWA は 130 箇所の国々における水に関するプロフェッショナルの国際ネットワ
ークを構築している。YWP のプログラムは IWA のプログラムのひとつに位置
づけられ、水に関してグローバルに活躍する若いプロフェッショナルの育成を
支援している。YWP はネットワーキングを通じて、研究、キャリア開発の機会
を提供している。
Japan-YWP は 2010 年 3 月に設立され、日水協、日本水環境学会よるサポート
を受け、学術的研究や実務に関する活動を行っている。Japan-YWP のメンバー
は 390 人、平均年齢は 33.8 歳である。各メンバーは大学、政府機関、水道事業
体、民間企業などに所属している。そのメンバーのうちで将来の水道業界を担う
はずの学生が 50 人、割合にして 37%と少ないことは重大な課題と考えている。
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具体の活動としては、年次総会やワークショップのほか、学生、若手プロフェッ
ショナルなど対象を絞ったセミナー、夜間セミナーなども行っている。こうした
Japan-YWP の活動を紹介するため、ウェブサイトの開設やニュースレターの発
行によって情報発信している。7 年間で 12 のニュースレターを発行した。
最後に、2018 IWAWorld Congress の東京大会に併せて開催する YWP-JAPAN
のシンポジウムについて紹介する。人口減少する中で、2050 年に向けての行動
計画について話し合う。国により状況は異なっているが、将来の計画について持
ち寄り、議論したい。

パネルセッション(イントロダクション)： 日本水道協会







日本では 1970 年から 1980 年にかけて水道普及率が劇的に改善し、職員の数を
増やす必要があり、研修の数も増やした。エンジニアリングに特化した特殊部門
についても研修を実践してきた。
1990 年には、原水の品質、地震発生時の対応、施設の老朽化といった問題が起
こった。国際部門を設けて研修を行うことになった。
水道事業体の給水規模別に研修参加率を見ると、事業の規模が大きくなると参
加率が高くなる傾向にある。研修に参加しない理由としては、トレーニングセン
ターへのアクセスが難しいこと、川口センターは東京付近にあること、研修に参
加できるほどのスタッフが十分いない、参加のための資金がないこと、日水協の
研修内容が十分でないことが挙がっている。
日水協では研修内容の改善を次のとおり検討した。実地体験をもとにしたプロ
グラムへの変更、研修所へのアクセスをよくすること、日水協の地方支部を利用
すること、文書を使うこと、要望を聞いてから研修内容を決めること、トレーナ
ーの養成、トレーニングの素材の改善などである。

パネルセッション(話題提供)： 京都市上下水道局








京都市上下水道局は 2014 年 3 月に人材育成の基本方針として「企業力向上プラ
ン」というプランを策定し、これに基づいて人材育成に努めている。職員一人一
人の能力向上だけでなく組織力、更には公営企業としての役割と使命を果たす
ための企業力の向上に努めているところだ。
全職員が共通して目指す目標として、3 つの職員像を掲げている。１つ目は「経
営感覚を持ち、市民・お客様の期待にこたえ続ける職員」、2 つ目は「京都のラ
イフラインを守る使命感を持ち、チームワークを発揮する職員」
、3 つ目は「向
上心を持ち、高い目標にチャレンジする職員」。
人材育成マネジメントシステムとして職員研修、人事制度、職場環境の 3 つの視
点での取り組みを推進している。また、専門性の高い知識や技術を集約して継承
するため、ナレッジ・マネジメントを推進している。局全体で技術職のみならず
事務職も含めて計画的に Off-JT も行っている。
職員の自己研鑽を奨励するため、受験料などを補助する資格取得支援制度を設
けている。業務と密接に関係する資格の取得を促すことで、職員の技術レベルの
向上を図っている。

登壇者等によるパネルセッション
IWA：

本フォーラムでのプレゼンテーションを聞いて、インフラの老朽化や、知識
の蓄積が高年齢の技術者に集中していることが共通の課題と理解した。水
道事業をより良い形で実施していくには人材開発を行うしかないと思ってい
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るが、その問題のスケールを認識した。日本では既に優れた人材育成のシ
ステムを持っているがそれをさらに改善しようとしている点が素晴らしいと思
う。台湾のケーススタディも有意義だった。我々のやるべきこと、その方法に
ついて、議論することは重要だ。人材開発は多面的に考えなければならな
いものであり、技術だけの話ではない。人材開発システム全体に改善を加
えていくには、技術トレーニングを行うだけでなく各人にやる気を持ってもら
うことや、社会的背景にメスを入れることも必要だと考えている。これは我々
が重要視していることの一つで、難しいと感じている部分だが、人材開発を
考えるうえでは、不平等性についても無視できないと思う。水道事業にはソ
フト面・ハード面があり、技術は確かに重要だが、技術を使うのは人間なの
で、ソフト面も重要だ。まずは男女間の違いをなくすべきだ。JWWA では多
くの女性従業員が働いているということには感激した。
オーストラリア： 多様性のある事業体をつくるために合併した事業体がある。2020 年まで
に、女性の割合を 41%まで伸ばす、女性のマネジメントを増やすとした。そ
れによって大きな改善が行われ、トップレベルの女性も激増し、多くの多様
性を確保できた。また、原住民や身体障害者も採用している。
韓国：

水事業で重要なことは 2 つあり、1 つは学習や教育、もう 1 つは技術的教
育。退職者の再雇用、技術的な教育プログラムの計画など行っている。

マレーシア：

マレーシアでも施設の老朽化や技術者の高齢化といった問題に直面して
いる。10 年前に水道の改革を行い、環境・財政面での効率化を進め、資格
制度を導入し、水道分野を高い職業能力要件を必要とされる厳しい規制分
野にした。資格制度の導入が水道の職業的魅力が向上するのか減じるの
かは分からないが、水道業界をさらに良くしていきたいと考えている。

インドネシア：

PERPAMSI はグローバルアライアンスの一員であり、UN Habitat11のもとで
活動している。日本でも WOPs に関心を持ってもらいたい。

オーストラリア： オーストラリアとしてはベトナムやネパールでの WOPs に関心があり、人材
を派遣しているはずである。将来的にも継続したいと考えており、成功例が
増えれば、WOPs 自体も広がるだろう。
アメリカ：

WOPs は国際的な会議でよく挙がる話題だがアメリカには馴染まない取組
かと思う。外部の人々に対して閉鎖的になりがちであるという文化的背景、
誰がコストを支払うのか、取組における責任の所在など問題がある。

インドネシア：

オーストラリアにも WOPs に参加してもらっておりアジアでの存在感も大き
い。インドネシアでは金銭面の課題はあるが、水道事業のレベルを底上げ
すべく連帯感を持って取り組んでいることを皆さんに伝えたい。

日本水道協会： 日本では大きな事業体と小さな事業体で人材交流を行っており、これは内
部的な WOPs と言えるだろう。
マレーシア：

11

技術者の態度、情熱は変わってきたか。過去には問題解決に向けた工夫
があった。

国際連合人間居住計画(United Nations Human Settlements Programme)の略称
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アメリカ：

我々幹部が変化をもたらさなければならない。若い世代とコミュニケーション
のプラットフォームに我々が降りていく必要があるかもしれない。

インドネシア：

水道の仕事を魅力的にするためには給与面で解決できるだろう。

アメリカ：

サービスのレベルとその提供コストのバランスが重要だ。若い人はエネルギ
ーを持っているので、自分たちの仕事の尊さを理解すればサラリーが低くて
も働くだろう。

オーストラリア： 公衆衛生などは過渡期を迎えている。ビジョンを広げれば、若い世代に関
心を持ってもらえるだろう。
アメリカ：

アメリカでは「水道は無料」という考えから始まった。どんな裕福なエリアでも
水道料金の値上げには猛烈な反対がある。インフラ業界はコスト面が忘れ
られているが、インフラサービスは無料ではない、ということを伝えなければ
ならない。

ラップアップセッション： 日本水道協会










持続可能な水道事業は何かと考えた場合、適切な投資が必要だと考える。水道シ
ステムがしっかりと動いていなければ、安全な水が供給できない。従って、適切
な投資を行って、しっかりと水道事業を経営していかなければならない。適切な
料金を徴収し、水道事業を運営していくことが非常に重要である。根本的な課題
は適切な投資・経営をする技術者、事務職の人材育成である。
水道事業は魅力ある、誇りを持てる仕事だということを若い人々に実感される
ことが重要である。水道は蛇口をひねれば出てくるものであり、なにげなく使っ
ているため、仕事として水道事業を選ぶということが少ないかもしれないが、日
本の場合、水道システムが老朽化しており、いかに再構築していくかという魅力
ある仕事だと思う。
水は生命にかかわり極めて重要なものだということを市民に理解してもらうべ
きだろう。水道事業を知ってもらうためには水道の大切さを我々が積極的に PR
することが重要だろう。学校教育の場でさまざまな取組みを行うことが重要だ。
人材育成のためには何が必要かと考えたところ、業務に関する指針や手引きの
充実化が必要だろう。詳細な業務マニュアルの充実も必要だ。事業運営に必要な
知見のデータベース化も必要だ。
研修の充実も大きな課題である。体験型の研修を増やすことや、研修の利便性向
上、事業体間における相互補完的な人材交流、民間事業も含めた公民の連携、広
域化による経営基盤強化なども重要だと考える。

49

平成 28 年度水道産業国際展開推進事業 報告書

図 35 フォーラムの様子

6.4 国際水道フォーラムの総括
国際水道フォーラムでは、各国から持続可能な水道事業のための人材育成に関する取組
が紹介された。水道事業の発展した日本、アメリカや台湾による発表では、熟練した水道事業
従事者から次世代への技術継承や、災害への対応の課題などが挙げられ、水道の持続可能
性確保に向けた発表であった一方、水道普及率や質のさらなる向上を目指す段階にあるイン
ドネシア、タイによる発表では、健全な事業運営や確実な水供給システム確立に向けた職員育
成の重要性が強調された。
日本を含む 10 カ国によるパネルセッションでは、水道事業の職業的魅力向上について各
国が共通の課題意識を持っていた。事業の重要性を利用者に伝えることや熟練者と若手とが
歩み寄ることの必要性などが提案され、特に活発な議論がなされた。
フォーラムの来場者に対するアンケートでは、参加目的は「海外の水道が抱える課題やニー
ズを調査するため」との回答が最も多かった。タイ水道協会やインドネシア水道協会による発表
では、今後取り組む予定のプログラムについて具体的な説明があり、来場者の目的に沿った
開催内容であった。フォーラムへの参加のきっかけとしては「(公社)日本水道協会全国会議の
当日資料」との回答が最も多く、日本水道協会との協調による集客効果があったと言える。
海外からの参加者による水道展視察においては、日本企業側が訪問を希望する国の海外
水道協会関係者を各企業のブースに案内する形をとったが、展示内容の多くが海外水道事業
関係者側の関心を引くものであった。海外の水道事業関係者が来日する機会を有効に活用
することができたと言える。
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7. 本年度事業の総括
7.1 本年度事業自己評価
指標に基づく自己評価
本年度事業の実施について、表 15 のとおり自己評価を行った。
表 15 本年度事業の自己評価
観点
①

評価指標

評価

現地調査参加者全 16 名のうち 14 名が現地
実施計画作成における情 現地調査参加者へのアン
調査で「有益な情報が得られた」と回答し
報収集が適切であったか ケートにおける回答
ており、情報収集は概ね十分であった。

事前説明会に参加した延べ 22 社のうち、
現地調査に参加した企業は 7 社のみであっ
事前説明会が多くの民間
事前説明会への参加者の た。他方、延べ 17 社は事前説明会に出席せ
企業等に現地調査の意義
②
うち、実際に現地調査に参 ず厚生労働省のウェブサイトに掲載された
等をアピールするもので
加した企業数
資料を参考に現地調査に参加しており、説
あったか
明会資料には一定のアピール力を有してい
たと推察できる。
アンケートの結果、参加者の半数以上が調
現地調査は本邦民間企業 現地調査参画企業へのア
査対象に今後も関与していく意欲を有して
③ 等が調査対象への関与に ンケート等における調査
おり、具体のプロジェクトへの関与につな
つながるものであったか 対象に関与していく意欲
がる可能性が見込まれる。
アンケートにおいて、
「最も興味を持ったセ
水道セミナーは日本の水 水道セミナーにおいてカ
ッション」として、回答者の約半数が日本
道産業に対するカンボジ ンボジア側参加者に対し
④
側の発表を選択しており、日本の水道産業
アでの認知度を向上させ 実施したアンケートへの
についてカンボジアでもある程度の理解を
るものであったか
回答
得られた。
水道フォーラムが、民間企
水道フォーラムのアンケートにおいて「や
業へ海外におけるニーズ
や満足」及び「満足」をあわせた回答率は
等の情報を共有し、海外の 水道フォーラム参加者へ
⑤
93%であり、本フォーラムが民間企業に海
水道関係者との交流の機 のアンケートでの満足度
外の水道事情に関する情報共有する機会と
会を提供するものであっ
なったと推察できる。
たか

本年度事業のまとめと今後の改善策
本年度事業では、カンボジアにおける水道セミナー開催と、インドネシア、カンボジア、
及びタイにおける現地調査を実施した。また、京都市において国際水道フォーラムを開催
し、海外の水道事業関係者による発表の機会を設けた。
現地での水道セミナーと現地調査はいずれも本邦民間企業の現地水道市場への進出
を後押しするものであるが、実施対象国別に現地調査等の特色が異なる。カンボジアで
は、北九州市上下水道局によるプノンペン水道公社の支援をはじめとする日本の協力
や、2016 年 1 月の MIH と厚生労働省との覚書更新を背景に、今後の両国の協力関係を
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強化することを確認するものであった。インドネシアにおける現地調査では、水資源法の
無効化と新法令の制定を踏まえ、今後のインドネシアにおける水道プロジェクトへの民間
企業による関わり方を模索した。タイにおける現地調査は過年度調査を踏まえ、浄水発生
土処理に関する技術提案に焦点を当てた。
本事業における今後の現地調査等の特色として、対象国への進出を検討中である企
業や現地での活動が本格化していない企業向けに、カウンターパートとの関係構築のきっ
かけづくりを目的とすることも考えられる。他にも、現地水道事業関係者における日本企業
技術の知名度向上を目的とすることも考えられる。また、それぞれの現地調査等の特色が
参加を検討する企業の目的に沿ったものであるか参加者側で判断できるよう、事前説明
会の開催は必須である。
国内で開催する水道フォーラムは、(公社)日本水道協会の全国会議や水道展など関
係者が多く集まる場に併設して開催することで集客を見込むことができる。また、水道展な
どにおいて海外からのフォーラム参加者と日本企業とをつなぐ取組は、海外の水道事業
関係者の来日機会を効率的に活用することができるため、今後も取り入れることが望まし
い。ただし、視察受け入れ企業側で英語での説明準備が徹底されるよう確認する必要が
ある。
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8. IWA 世界会議・展示会への参加
2016 年 10 月 9 日から 14 日まで、オーストラリア連邦クイーンズランド州ブリスベンで開催さ
れた第 10 回 IWA(国際水協会)世界会議・展示会に参加した。
次回会議(2018 年)の開催地が東京であることを背景に、水道事業体及び民間企業等ととも
に「ジャパン・パビリオン」を出展し、一体となって PR を行った。また、各国の水道規制当局が
一同に会する “International Water Regulators Forum”に参加し、「新水道ビジョン」をテーマと
する講演や各国の参加者との討議を通じて、日本の取組についての発信や海外水道関係者
との意見交換等を行った。

厚生労働省の展示パネル

ジャパン・パビリオン概観

IWA 関係者との意見交換

メディア取材対応

図 36 展示会におけるジャパン・パビリオン出展の様子

International Water Regulators Forumでの講演 Emerging Water Leaders Forum への参加
図 37 発表・講演の様子
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資料 1-1 アジア諸国の水道事情

国名

インドネシア

フィリピン共和国

共和国
Republic of Indonesia
項目

Republic of the
Philippines

ベトナム
社会主義共和国
Socialist Republic of
Viet Nam

カンボジア王国

タイ王国

Kingdom of Cambodia

Kingdom of Thailand

ミャンマー

ラオス

連邦共和国

人民民主共和国

Republic of the Union
of Myanmar

Lao People’s
Democratic Republic

バングラデシュ

インド

人民共和国
People's Republic of
Bangladesh

India

人口 1)(2015 年)
[千人]

257,563

100,699

91,703

15,577

67,959

53,897

6,802

1,311,050

160,995

国内総生産 2)(2015 年)
[米億ドル]

861,933

2,920

1,936

180

3,953

649

123

20,735

1,951

3,347

2,899

2,111

1,159

5,816

1,203

1,812

1,581

1,211

(水供給全体)

87%

92%

98%

76%

98%

81%

76%

94%

87%

都市部

94%

94%

99%

100%

98%

93%

86%

97%

87%

農村部

79%

90%

97%

69%

98%

74%

69%

93%

87%

(水道管による
供給全体)

22%

43%

27%

21%

57%

8%

28%

28%

12%

都市部

33%

59%

61%

75%

76%

19%

64%

54%

32%

農村部

9%

30%

10%

7%

37%

3%

6%

16%

1%

(衛生設備
全体)

61%

74%

78%

42%

93%

80%

71%

40%

61%

都市部

72%

78%

94%

88%

90%

84%

94%

63%

58%

農村部

47%

71%

70%

30%

96%

77%

56%

28%

62%

1 人当たり GDP3)(2014 年)
[米ドル]

水供給衛生
設備の普及
状況 4)
(2015 年)
[人口比%]

World Bank World Development Indicators “Population (Total)” (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) 2016 年 9 月時点
１） World Bank World Development Indicators “GDP (current US$)” (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) 2016 年 9 月時点
２） World Bank World Development Indicators “GDP per capita (current US$)” (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx)
３） WHO/UNICEF Progress on Drinking Water and Sanitation 2015 Update 。「水供給」は水道以外による給水も含む。
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資料 1-2 アジア諸国の将来計画・制度等
１） インドネシア共和国
国家長期開発計画(National Long-Term Development Plan, 2005-2025)：
2007 年に法第 17 号として策定。2019 年までに飲料水へのアクセス率 100%にすること
を目標として掲げている。本計画をもとに国家中期開発計画策定が 5 ヵ年ごとに策定さ
れる。
経 済 開 発 促 進 ・ 拡 大 マ ス タ ー プ ラ ン (Masterplan for Acceleration and Expansion of
Indonesia’s Economic Development 2011-2025)：
2011 年策定。PPP が経済成長に必要な資金調達の重要な要素であるとされている。大
統領イニシアチブ(当時)における 2025 年のビジョンとして、上水の自立的供給を掲げて
いる。
水資源法(Water Resources Law No.7/2004)：
2004 年策定。水供給システムの開発における民間企業の参画を許可していたが、2015
年に事実上無効化。
飲料水供給システムのための国家開発政策及び戦略(National Development Policy and
Strategy of Drinking Water Supply System No.20 /PRT/ M/ 2006)：
2006 年公共事業省(当時)策定。飲料水供給システムの開発に関する指針等は KSNPSPAM が管轄する。ただし、より詳細な規制や運営に関わるガイドラインは関係機関によ
って定められる。

２） フィリピン共和国
中期国家開発計画 2011-2016(Philippine Development Plan 2011-2016)：
2011 年に発表。水不足地域での投資、将来需要に対応するための水資源開発といった
戦略が示され、フィリピン水供給ロードマップとの整合性を持つ。
中期国家開発計画 2011-2016 結果検証マトリクス (2014) (Philippine Development Plan
2011-2016 Revalidated Results Matrices) :
「中期国家開発計画 2011-2016」の達成度合を検証するための指標を定めている。水道
セクターでは、「水需要に対する水供給量が 92%を達成している」、「無収水率が 23%以
下である」等の指標がある。
フィリピン水供給ロードマップ(Philippine Water Supply Sector Roadmap)：
2015 年ミレニアム開発目標達成のため、2008 年に策定、2010 年に一部改定。2025 年
を目標年次とし、地方水道の能力向上、コストリカバリー、小規模施設の拡大を注力すべ
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き課題としている。ミレニアム開発目標は達成。
大統領令第 198(州水関連施設法令)(Presidential Decree No.198)：
水資源の運用管理、地方水道区の設立及びその管理を地方自治体に委ねることを認め
ている。

３） ベトナム社会主義共和国
社会経済開発 10 か年戦略(2011-20 年) (Socio-Economic Development Strategy for The
Period of 2011-2020)：
2011 年の第 11 回共産党大会で採択。2020 年までに近代化、工業化促進を継続するな
ど社会経済開発に関する指針を示した国家戦略。上下水道セクターでは、2020 年まで
に全ての都市部・農村部の住民が清潔で衛生的な水を使用できるようになることを目標と
している。
社 会 経 済 開 発 5 か 年 計 画 (2016-20 年 ) (Vietnam’s 2016-2020 Socio-Economic
Development Plan) :
2020 年までに 1 人当たり GDP3,200 ドルの先進工業国になることを目標とした。12 項目
ある具体策の 1 つである経済改革では、PPP(public private partnerships)を重点分野とし
ている。飲料水に関しては、2020 年までに都市部の住民の 95%、農村部の住民の 90%
が、清潔で衛生的な水を使用できるようになることを目標としている。
「2025 年までのベトナム国の都市と工業団地給水開発動向及び 2050 年までの指針」
(Decision No. 1929/QD-TTg Decision Orientations for Development of Water Supply in
Vietnam's Urban Centers and Industrial Parks Up to 2025, and A Vision Towards 2050)：
2009 年の首相決定。2025 年までに都市人口の 100%、2020 年までに 90%が 120L/日
の安全な水を確保するなどの目標を掲げている。
政令第 117 号「上水の生産、供給、及び消費に関する政令」(Decree No.117/2007/ NDCP Decree on Clean Water Production, Supply and Consumption)：
2007 年制定。浄水の生産、供給、消費に係る活動についての規定。水道の計画、開
発、契約、料金、水道事業体、水供給の安全保障、関係機関の役割等について規定。
無収水に関する 2025 年に向けた国家プログラム(Decision No.2147/2010/ QD-TTg on
National Unaccounted- for water, Non-Revenue Water Program to 2025):
無収水率を、2015 年までに 25%、2020 年までに 18%、2025 年までに 15%に下げるとい
う目標を設定し、水道公社のキャパシティビルディングなど、対策を挙げているほか、各
関係機関の役割を明記している。
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４） カンボジア王国
四辺形戦略フェーズ 3(Rectangular Strategy Phase 3)：
2013 年 9 月策定。「グッド・ガバナンス」を社会正義の達成及び社会経済発展の中心と
し、「農業開発(多様化、価値付加、生産性向上)」「ハード・インフラ開発」「民間セクター
開発と雇用」「能力育成と人材開発」を目標としている。
国家戦略開発計画改訂版(National Strategic Development Plan Update 2014-2018)：
四辺形戦略フェーズ 3 に基づく開発計画。農村地域における水供給サービスの向上、
法制度の整備、分散型水供給の実現、民間投資の促進、地方水道公社への自治権の
委譲に関する記述がある。
上水と衛生に係る国家政策(National Policy on Water Supply and Sanitation 2003)：
(1)都市給水政策、(2)都市衛生政策、(3)農村給水衛生政策の 3 部で構成される。
村落給水及び衛生の国家戦略(National Strategy on Rural Water Supply, Sanitation and
Hygiene 2011-2025)：
2011 年 4 月策定水供給事業のインベントリー作成及び新規事業の必要性の特定、既存
設備の改善、適切な技術の特定、研究開発、僻遠地域における民間サービスの促進、
２)水質基準の適用と遵守、３)地域コミュニティによる O&M 能力の強化、４)WASH 製品
商用流通の促進を戦略として掲げている。
水道法(Law on Water Supply and Sanitation of the Kingdom of Cambodia)：
ドラフト版が策定されたが、2017 年 1 月時点で未だ施行されていない。
５） インド
第 12 次五カ年計画(Twelfth Five Year Plan(2012–2017))：
第 12 次計画では、インフラ資金を 1 兆ドルに増加、民間セクターの参加比率も増大させ
ることが期待されている。第 11 次計画の上下水道セクター総投資額約 1.9 兆円に対し、
第 12 次計画では約 3.0 兆円と提案されている。
国家水政策(National Water Policy)：
2012 年 12 月 28 日に承認。法規制の改善、再生水の促進、上水と下水の枠組み統合
が挙げられている。また、サービス向上を目的とした民間セクターとの連携も掲げられた。
2013 年 6 月時点では、同政策の施行に向けて、ロードマップの策定が検討中であった
が、2017 年 3 月時点でその後の動きは確認できない。
気候変動についての国家行動計画のもとでの水ミッション(National Water Mission under
National Action Plan on Climate Change： Comprehensive Mission Document No1) :
2011 年 4 月策定。水源管理、水供給に関する戦略。給水に関する戦略としては、計測
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器の導入等による都市給水システムの効率性向上、海水の淡水化において PPP を推進
することなどが挙げられている。
国家地方給水プログラム(National Rural Drinking water Programme: NRDWP)：
2009 年、飲料水衛生省により開始された取組。プログラムのガイドライン(2013 年改訂版)
では、2022 年までに全ての村落住民が 1 日 1 人あたり 70 リットルの安全な水へ自宅か
ら 50m 以内で到達できるようにすることを目標とし、戦略計画(Strategic Plan2011-2022)で
は、技術的なサポートなどを通したキャパシティ・ビルディングなど 5 つの戦略目標を示し
ている。また、特設ウェブサイト12で進捗状況等を公表している。

６） バングラデシュ人民共和国
安全な水供給と衛生のための国家政策(National Policy for Safe Water Supply and
Sanitation)：
1998 年策定。従来サービスの転換、地方分権の推進、利用者の参画、地方自治体や地
域団体による運転維持管理の促進などの方針が示された。
国家水政策(National Water Policy)：
1999 年公布。バングラデシュにおける水に関する重要政策。16 の重点項目の 1 つとし
て「水供給と衛生」を挙げ、雨水を含む多様な方法で安全かつ安価な水を供給すること
などを政策として掲げている。
国家水管理計画(National Water Management Plan)：
2001 年策定。水道普及率の政府目標は、都市部で 2025 年までに 90%、地方部で 40%
と定めている。また、水分野への民間参画の目標を 2025 年までに都市部で 25%、地方
部で 95%としている。総投資コストは 12 億タカと計画されている。
国家水法(National Water Act 2013)：
水源の保護、開発、管理等に関して定めた法令。
国家コストシェア戦略(National Cost Sharing Strategy for Water Supply and Sanitation)：
2025 年までに全ての人々が標準化した水と衛生のサービスを享受することを目標に掲
げ、水と衛生に関するサービスにおけるコストリカバリー、自立的経営、サービスの標準
化、持続可能性の確保を目的として料金の設定方法等に関する戦略を示している。

７） タイ王国
第 11 次国家経済開発計画(11th National Economic and Social Development Plan 2012-

12

National Rural Drinking Water Programme 特設サイト http://indiawater.gov.in/IMISReports/
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2016)：
首相府に属す国家経済社会開発委員会及び同事務局(NESDB)が策定し閣議決定され
る民間活動を基本とした開発方針とその支援のためのガイドライン。持続可能実現のた
めの資源と環境の管理等、6 つの開発戦略が掲げられている。水道分野では、給水能力
の拡大、適正な価格での水供給を管理する機関の設立、水利用を管理するための技術
や研究の奨励を挙げている。
水ビジョン及び政策(National Water Vision and Policy)：
国家水資源委員会(National Water Resource Committee)が 2000 年に発表した持続可能
な水資源利用に関する指針。2025 年までの、公平かつ持続可能な水資源利用を可能に
する管理・組織・法的システムの整備と、十分な品質と量の水の確保を掲げている。

８） ミャンマー連邦共和国
ミャンマー国憲法(Constitution of the Republic of the Union of Myanmar2008)：
2008 年公布。第 191 条(自治地区・地域の指導組織)において、給水は、自治地区で所
轄することとされている。
国家包括開発計画(National Comprehensive Development Plan)
2014 年策定。2030 年に向けた長期的な国家開発計画。貧困削減戦略において設定さ
れた 4 つの政策的措置のうち、「基礎的なサービスの提供」として浄水へのアクセスが挙
げられている。
第 5 次国家開発 5 ヵ年計画(2011-2016) (Fifth Five-Year Plan) ：
国民の生活水準向上を目的とした開発計画で、上水道についても住民の安全な飲料水
へのアクセス改善を推進している13。

９） ラオス人民民主共和国
国家成長と貧困撲滅戦略(NGPES：National Growth and Poverty Eradication Strategy)：
2004 年策定。2020 年までに最後発国(LDC)脱却するための成長戦略。2010 年までに
安全な水へのアクセス率を 100%にすることを目標として掲げていた。
第 7 次 5 ヵ年計画(The 7th Five-Year National Socio-Economic Development Plan 20112015)：
2020 年までに最後発国(LDC)から脱却を目指し策定。年 8%以上の経済成長を目標と
し、2015 年までに 1 人あたりが GDP1,700 米ドルになると推定。水道分野では 2015 年ま

13

JICA(2015)マンダレー市上水道整備計画準備調査最終報告書
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でに都市人口の 67%、村落人口の 75%、総人口の 80%に浄水を供給することを目標と
している。
第 8 次 5 ヵ年計画(草案第 5 版) (The 8th Five-Year National Socio-Economic Development
Plan 2016- 2020)：
目標の一つである「健康管理と予防医学」において、清潔な水の供給がいかに大切か、
を人々に認識させる必要があるとし、2020 年までに人口の 90%への水道給水の普及を
目標としている。
水と水資源法(Law on Water and Water Resources 1996)：
2001 年施行。水資源の所有、河川計画や流域管理計画、水資源配分などを規定する。
水と水資源法 改訂版 (草案第 1 版 2012 年) (Law on Water and Water Resources
(Revised) (draft/♯1)) :
2012 年より IFC (International Finance Corporation)協力のもと改訂を進めている。近年、
水資源の利用拡大と水資源の獲得競争の激化が進んでいるため、「より公平に水資源を
利用・管理する」との目的の下、水利権について重点的に改訂する。
首相令第 37 号水道セクターに関する管理と開発(Prime Minister Decision No.37 on
Management and Development of Water Supply Sector)：
1999 年策定。2020 年までに都市人口の 80%に安全な飲料水を 24 時間提供するとし
た。本首相令のもと、ラオス政府は水道にセクターにおける投資計画を作成している14。

14

JICA(2015)ラオス国首都ビエンチャン上水道拡張事業準備調査最終報告書
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資料 2 水道プロジェクトに係る動向
水道プロジェクトの動向調査として、過去に現地調査等を実施対象国における追跡調査及び状
況把握を行った。
以下に、追跡調査より得られた国及び都市ごとの国際展開支援の成果を示す。具体的な案件
につながったものは各案件の概要について、具体的な案件の無いものは、案件形成の進捗を記
述した。
１） 中国
年月

内容

平成 22 年 4 月

某日本企業が凌源市自来水公司から浅井戸改修技術コン
サルティング業務を受注。

平成 22 年 6 月

某日本企業、日水協及び水団連が NEDO から長興県にお
ける「配水コントロールシステムによる水安全供給のモデル
事業」を受託(～23 年)

平成 23 年 2 月

某日本企業が中国某水道事業体から高速生物浄水処理シ
ステム(ケミレス)施設を受注。

平成 23 年 5 月

某日本企業が中国某県から集水埋渠システムを受注。

平成 23 年 8 月

某日本企業が河南省某市から地下水取水設計及び浅井戸
用コレクター取水設備を受注。

平成 24 年 9 月

某日本企業が黒龍江省某市の浄水場において除鉄除マン
ガン処理設備並びに深井戸用取水スクリーンを受注。

平成 25 年 12 月

某日本企業が広西自治区の浄水場に UF 浄水システム納
入。

平成 26 年 4 月

某日本企業が浙江永達(集団)有限公司と「日中小城鎮安全
供水浙江省長興モデル事業に関する覚書」を調印。
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２） カンボジア
年月

内容

シュムリアップ市
平成 23 年 3 月

北九州市上下水道局が JICA から「シェムリアップ市浄水場建
設基本設計補完業務」を受託。

平成 27 年 12 月

北九州市上下水道局及び某日本企業 2 社の JV が「上水道
拡張事業・詳細設計業務」を国際入札で受注。

バッタンバン市
平成 24 年 5 月

某日本企業が JICA から「バッタンバン市、コンポンチャム市
の水道拡張整備の準備調査(基礎設計)」を受託。

平成 25 年 8 月

某日本企業が JICA から「コンポンチャム及びバッタンバン上
水道拡張計画準備調査(実施設計)」を受託。うちコンサルテ
ィング業務を北九州市上下水道局担当。

プレシアヌーク特別市(シアヌークビル)
平成 26 年 5 月

某日本企業が JICA から無償資金協力「カンポット及びシハヌ
ークビル上水道拡張計画」に係る準備調査を受託。

プノンペン特別市
平成 25 年 7 月

平成 26 年 8 月

環境省「カンボジア国プノンペン市におけるＪＣＭ案件形成支
援事業」(上水道の漏水対策等を含むエネルギー削減効果)
に北九州市上下水道局がアドバイザーとして参画。
某日本企業が環境省 CO2 排出削減実現可能性調査「プノン
ペン水道公社における浄水場設備の高効率化によるエネル
ギー削減」を受託。北九州市上下水道局がアドバイザーとし
て参画。

その他
平成 23 年 8 月

北九州市上下水道局が JICA から「セン・モノロム市上水道整
備事業」を受託。

平成 24 年 1 月

某日本企業が JICA から「カンボジア国地方給水に関する本
邦技術適用可能性調査」を受託(うち「カンポット市、ケップ市
の水道事業計画、管路計画に係る基礎調査」を北九州市上
下水道局が再受託。

平成 28 年 1 月

厚生労働省がカンボジア工業手工芸省と水道分野での協力
に関する新たな覚書を締結。
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３） ベトナム
年月

内容

ホーチミン市
平成 24 年 6 月

某日本企業と大阪市水道局が JICA から「ホーチミン市給水
改善計画調査」を受託。

平成 26 年 2 月

某日本企業と大阪市水道局が JICA 協力準備調査(PPP イン
フラ事業)「日本の配水マネジメントを核としたホーチミン市水
道改善事業準備調査」を受託。

平成 26 年

某日本企業がアジア JCM 案件組成調査「ベトナム国浄水施
設における最適要項ポンプ導入に係る省エネルギー案件組
成調査」を提案。

フエ省
平成 25 年 2 月
平成 26 年 3 月

平成 27 年 7 月

某日本企業がトゥア･ティエン･フエ省水道公社から水道施設
維持管理システム構築の業務を受注。
某日本企業がトゥア･ティエン･フエ省水道公社に係る JICA
草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)を受注。
横浜市水道局がフエ水道公社、ダナン水道公社、ホーチミ
ン水道公社、建設省建設第二学校南部水道訓練センター、
建設省都市建設学校中部水道訓練センターと協力覚書を
締結。

ハイフォン市
平成 25 年 5 月

平成 26 年 7 月

某日本企業がハイフォン市水道公社(ビンバオ浄水場)から
高度浄水処理設備 U-BCF を受注。北九州市上下水道局が
アドバイザーとして参画。
某日本企業が JICA 協力準備調査「アンズオン浄水場改善
計画準備調査」を受託。北九州市上下水道局がアドバイザ
ーとして参画。

平成 27 年 3 月

某日本企業が無償資金協力「アンズオン浄水場改善計画」
を受注。

平成 27 年 7 月

某日本企業が北九州上下水道局のサポートのもと、ハイフォ
ン市水道公社が合資会社を設立し、浄水システム販売事業
を開始。

ダナン市
平成 25 年 6 月

某日本企業が JICA 官民連携事業(PPP)「ダナン市上水道整
備事業準備調査」を受託。

その他
平成 23 年 5 月
平成 25 年 12 月
平成 26 年 7 月

某日本企業と神戸市がキエンザン省フーコック島の水インフ
ラ事業に関する調査(国土交通省、JICA)を受託。
某日本企業が JICA「ベトナム国上下水道セクター情報収集・
確認調査」を受注。うち上水道部分を北九州市上下水道局
が担当。
神戸市がキエンザン省と上水道・下水道・環境分野におおけ
る事業協力・促進に係る覚書を更新。
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平成 27 年 12 月

某日本企業が東京都水道局と連携し、JICA 草の根技術協
力事業において「ハノイにおける無収水削減技術研修・能力
向上プロジェクト」の実施を合意。

年月

内容

４） インド

バドラプール、アンバルナス
平成 24 年

某日本企業が外務省ニーズ調査「小規模分散型浄水装置の
普及展開」を受託。

カラド市
平成 25 年 6 月

某日本企業が厚生労働省国際課の水道プロジェクト計画策定
指導事業調査を受託。現在は、24×7 へのモデルプロジェクト

として継続検討中。
その他
平成 25 年 6 月

某日本企業が JICA の有償資金協力付帯プロジェクト「デリー
上水道運営・維持管理能力強化プロジェクト」を受託。

平成 25 年

某日本企業が外務省の案件化調査「バンガロール市における
上水道漏水検知サービスの案件化調査」を受託。

５） インドネシア
年月

内容

その他
平成 27 年 2 月

某日本企業が公共事業・国民住宅省の水道システム開発局
とパートナーシップ契約を締結し教育プログラムを提供。

年月

内容

６） ラオス

ビエンチャン
平成 27 年 11 月

「首都ビエンチャン上水道拡張計画」への円借款供与に関
する事前通報。チナイモ浄水場拡張及び関連施設の改修・
拡張。

平成 28 年 1 月

埼玉県企業局がラオス水道公社の施設運営、浄水の安定供
給を支援開始。

ボリカムサイ県
平成 27 年 6 月

某日本企業が、平成 25 年度及び平成 26 年度事業におい
て開催した「ラオス－日本水道セミナー」での発表をきっかけ
に JICA 普及・実証事業を受託。
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