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第5章 無償資金協力 中国「長春中日友好浄水場制御設備改善計画」 
 
本章では、中国に対して実施された無償資金協力「長春中日友好浄水場制御設備改善計画」に

かかる事後評価を行う。本計画の E/N 年月日および完了日・竣工日は以下のとおりである。実施

機関は長春市自来公司27であった。 

 

5−1 「目的」の評価 

 本計画の基本設計28段階における目的は、以下の３点である。 
❑ 中日友好浄水場の効率的な運転を実現し、効率的な水運用をはかり、市民生活・経済活動に

不可欠な安定給水を確保する。 
❑ 中日友好浄水場の技術先進性を維持し、日中友好のシンボルとして機能させるとともに、そ

の波及効果により中国水道技術レベルの向上を図る。 
❑ 将来の設備更新に備え、自立的な水道事業体経営を支援する。 
本項では、これらの目的に基づき、中国側の開発政策および我が国の援助方針との整合性の観

点から、評価を行う。 
 

5−1−1 中国側の政策との整合性 
(1) 中国「第 10 次５カ年計画」との整合性 

中国における本計画策定当時の上位政策は、「国民経済と社会発展に関する“第 10 次５カ年計

画”(2001-2005)29」であった。同計画には、「水資源の不足はわが国の経済と社会発展をきびしく

制約する要因である」との認識が明確に示されており、水資源不足への対策として、節水型社会

の形成や水資源の持続可能な利用を原則として掲げている。こうした観点から、中国の主要地方

                                                  
27 長春市の上下水事業は「長春水務集団有限責任公司」が主管しており、長春市自来水公司は、その下部組織に

あたる。また、長春水務集団有限責任公司には、長春市自来水公司の他、長春水務集団城市排水有限責任公司、

長春市二次供水有限責任公司、長春水務集団源水有限責任公司という 3 つの組織が属している。 
28「中国長春中日友好浄水場制御設備改善計画」基本設計調査報告書, 平成 14 年 3 月国際協力事業団/㈱日水コン 
29「中国共産党第 15 回代表大会第５次中央全体会議（2000 年 10 月開催）」にて採択された。 

（１） 調査等実施段階 
1） 基本設計調査実施：2001 年 10 月 21 日～2002 年 3 月 29 日 
2） 詳細設計調査実施：2002 年  9 月 25 日～2003 年 3 月 15 日 

（２） 施工段階 

完了日（機材調達） ：2003 年 11 月 20 日 
竣工日（施設建設） ：2003 年 11 月 20 日 
無償品質保証期間 ：2003 年 11 月 20 日～2004 年 11 月 19 日 
確認検査日 ：2004 年 10 月 13 日 

（３） E/N 締結日  ：2002 年 9 月 6 日 

E/N 供与期限：2003 年 3 月 31 日（E/N 延長期限：2004 年 3 月 31 日） 
（４） 責任機関：吉林省 長春市人民政府／実施期間：長春市自来水公司 
（５） E/N 限度額 9.99 億円 

*参考：１中国元＝15.38 円 (2002 年 3 月時点) 14.50(2008 年 3 月)

KAKUZEN adobe
タイプライターテキスト
（注）本案件は外務省評価案件であり、外部の専門家によるプロジェクト・レベル事後評価を実施したものです。　　　（本評価結果は外務省のホームページにて公開されている2007年度の無償資金協力におけるプロジェクト・　　　レベル事後評価報告書（水セクター（上水／浄水施設））に掲載されています。）
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都市の一つである吉林省長春市に対し、安定的かつ安全な水資源の開発に寄与する本計画が実施

されたことは妥当であったと言える。 
 

(2) 吉林省長春市の政策および経済発展との整合性 
本計画の対象となった長春市は、総人口約 740 万人(2007 年)を抱える吉林省の省都であり、主

要な食糧生産・流通基地となっている。また、計画経済体制の時代から重工業を中心とした工業

都市としても発展してきた歴史を持ち、現在は“長春経済技術開発区”ならびに“長春高新技術

産業開発区”の 2 つの国家級開発区が配置されている。その一方で、農業地帯だった郊外にも大

規模な工業団地が建設されるようになり、長春市としては、産業用水の確保に加え、人口が急増

する長春市街区の生活用水を、いかに安定的かつ計画的に供給し続けていくかが経済成長を支え

る重要課題の一つとなっている。 
こうした背景を踏まえると、本計画は長春市の経済発展を水セクター分野から下支えしてきた

といえる。また、前述した第 10 次５カ年計画において、中国政府は「水資源の不足はわが国の経

済と社会発展をきびしく制約する要因である」としているが、この点からも、本計画の実施は中

国側の開発政策および現地ニーズとも合致しており、妥当であったと判断できる。 
なお、長春市においては、今後も増え続けるであろう水需要を踏まえ、アジア開発銀行の資金

を活用し「第五浄水場（規模は、第二（中日友好）浄水場と同じく 300,000 ㎥／日）」の建設を進

めており、2012 年の完成を目指している。現在も引き続き水資源開発を必要がある長春市の現状

を踏まえても、2003 年の時点で、本計画によって第二（中日友好）浄水場の施設および機材の改

善を行ったことは意義が高いといえる。 

 
 

5−1−2 我が国の援助方針との整合性 
(1) 旧 ODA 大綱および旧中期政策との整合性 
 本計画の基本設計調査が実施された当時（2002 年）の我が国の ODA 基本方針は、1992 年に

出された政府開発援助大綱（以下、旧 ODA 大綱）と 1999 年に出された「政府開発援助に関する

中期政策（以下、旧中期政策）」である。 
まず、旧 ODA 大綱の基本理念には、開発途上国の自助努力を基礎とした「経済社会基盤及び

基礎生活分野の整備等、最終的には健全な経済発展を実現すること」が掲げられている。また、

BOX：発展を続ける都市長春市と水へのニーズの高まり 

 中国の重工業都市として発展を続ける長春市は、そのなかでもとりわけ自動車産業を主とする機械工

業と石油化学工業が占める割合が高い。特に市の南部に本拠地を構える“中国第一汽車グループ”（「汽

車」は日本語の「自動車」の意）は、計画経済体制時代からの中国を代表する大型国有企業であるが、近

年はフォルクスワーゲン、アウディ、トヨタといった世界的な自動車メーカーと合弁関係を築き、順調な発

展を遂げながら中国の自動車産業を牽引している。また、同市が抱える２カ所の開発区は、第一汽車とい

う巨大自動車産業の裾野を担う形で、自動車部品等の関連工場をうまく吸収してきているといえる。 

工業化の推進は、急激な人口増加を伴い、産業用水だけでなく生活用水への需要を高めたといえる。

これらの需要にいかに応えていくかは、今後も同市にとっての課題である。 
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重点項目として、地球的規模の問題への取り組み、やインフラストラクチャー整備等が挙げられ、

“水資源の持続的な利用”および“経済社会開発の重要な基礎条件であるインフラストラクチャ

ーの整備支援”を重視する方針が盛り込まれている。加えて、重点地域としては、歴史的、地理

的、政治的及び経済的に密接な関係にある東アジア地域および ASEAN 諸国が挙げられ、“その経

済発展を維持・拡大することが世界経済の発展のために重要である”としている。 
 以上から、水資源の持続的な利用に資する本計画を、中国を対象として実施したことは妥当で

あったといえる。また、中国国内において、現在好調な経済発展を進めている吉林省長春市を対

象として、人々の生活および産業の振興において重要な水資源にかかる支援を行ったことも、我

が国の政策と整合していたといえる。 
旧中期政策においては、当時の世界的な援助動向を受け、貧困削減や社会開発に重点を置く協

力方針が明確に示され、経済成長の基礎となる経済・社会インフラの整備への支援は重要課題と

していた。特に、アジア地域を中心に経済成長の基盤整備に大きな役割を果たしてきた、という

成果を取り上げ、開発途上国の実情に応じて、“都市・農村の生活環境などの経済・社会インフラ

の整備を引き続き支援していく”としている。本計画は旧中期政策が重要課題としていた経済成

長の下支えとなる“経済・社会インフラの整備”とも整合しており、都市部の生活環境の向上に

も寄与する案件であったことから、妥当性は高いといえる。 
 
(2) 「対中国経済協力計画（2001 年 10 月）」との整合性 
我が国の中国に対する具体的な国別援助指針としては、日本政府が 2001 年 10 月に発表した「対

中国経済協力計画」がある。この計画の背景には、中国に対する ODA が始まってから 20 年以上

が経過する中で、中国国内の急速な経済発展、沿岸部と内陸部の地域格差、環境汚染などの新た

な問題が生じてきたことが挙げられる。一方、日本国内においても援助の効果・効率性の向上に

対する要請や、対中援助に対する厳しい見方の存在など、対中 ODA を取り巻く状況が大きく変

化し、これに対応していくためにも中国に対する経済協力の方針を国内外に提示する必要があっ

たといえる。 
こうした変化を踏まえ、「対中国経済協力計画」の中では、我が国の中国に対する ODA は、こ

の 20 年余における中国の改革・開放政策の推進を支援し、目覚ましい経済発展の実現に貢献して

きたとした上で、今後の重点分野としては、従来型の沿岸部中心のインフラ整備から、環境保全、

内陸部の民生向上や社会開発、人材育成、制度作り等を挙げ、日中間の相互理解に役立つ支援を

行っていくことが提案されている。また、具体的には、以下の 5 つの観点に基づき、より効率性・

透明性の高い協力を実施していくこととされている。 

1. 中国の経済発展を踏まえ、中国自ら実施できることは自ら実施する。貧困や格差の問題も、

我が国は側面から支援していく。 
2. 「ODA 大綱」の「原則」の考え方について、中国側に引き続き提起し、中国側の認識と理

解を深めていく。 
3. 特定地域、特定課題に援助資源を投入するモデル・アプローチの推進など、限られた援助資

源の効果的・効率的活用を図る。  
4. 中国側の広報努力を一層促すとともに広報活動の強化、人と人との交流や我が国が有するノ
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ウハウ・技術の活用を図り、我が国の「顔」が見える援助を実施する。  
5. 本計画に基づき、評価を適時適切に実施し、評価結果を迅速にその後の援助実施に反映する

とともに、国民に対し広く情報を開示し、その理解と支持を得るよう努める。 
  
一方、本計画にて設備改善を行った第二（中日友好）浄水場は、1986 年30と 1990 年の過去二

度に亘り我が国の無償資金協力（39.13 億円）にて、施設・設備・機材の拡張・改良が実施され

てきた。その背景には、長春市の著しい都市化に伴う人口増加がある。当時の長春市は既存水道

施設の配水能力が限界に達し、給水量不足の解消および公衆衛生の向上（水質改善）が中国政府

および吉林省・長春市両政府の重要課題となっていた。また、こうした課題に大きく貢献したと

して、二度の無償資金協力の実施後には、実施機関である長春市自来水公司が、日中の合作によ

り近代的大規模浄水場として整備されたことを記念し、第二浄水場を“中日友好浄水場”と命名

している。 
その後約 13 年が経ち、中日友好浄水場に対する三度目の無償資金協力として本計画が実施され

た。先の「対中国経済協力計画」に照らし合わせると、“中国の経済発展を踏まえ、中国自ら実施

できることは自ら実施する”という点において、本計画が長春市の経済発展に寄与していること、

また日本側のみならず中国側にも実施すべき事業を多く課している点で、我が国の対中国援助指

針に整合していると言える。さらに、特定地域に援助資源を投入するモデル・アプローチという

点においても、最新のシステムを用いた浄水場として中国国内から注目され、多くの国内視察や

研修を受け入れていることからも、モデルとしての役割を果たしており、我が国の援助方針と整

合していると言える。 
この他、「顔」が見える援助という点についても、中日友好浄水場と命名された施設に、日本の

技術を活用した最新のシステムを再導入することで、その効果は大きかったと判断され、妥当で

あったといえる。 
 
(3) 他ドナーとの重複・補完関係 
 長春市街区の水道事業を管轄する長春市自来水公司には、第一から第四まで４つの浄水場があ

る。うち、第一浄水場は中国の資金にて建設、本計画の対象である第二（中日友好）浄水場は、

中国が建設した施設を日本が二度の無償資金協力を通じて更新してきた経緯があり、他ドナーの

資金は導入されていない。また、第三浄水場は世銀の融資を活用、第四浄水場31は日本国際協力

銀行（JBIC）の海外投融資を活用し、建設されている。 
この他、ドナーが関連する水道セクター事業としては、「引松入長分水」事業と呼ばれる松花江

からの導水プロジェクトがある。本事業は、松花江ダムの湖水を下流約 15 km に位置する馬家取

水ポンプ場から石頭口門ダムまで導水するための大規模な導水路を建設するというもので、世界

銀行が総事業費約 22 億元のうち 1/3 の資金を融資し、1999 年に運転を開始した32ものである。

                                                  
301986 年の無償資金協力は、中国に日本の水道技術を移転する初めての機会となった。 
31JBIC の海外投融資を利用した｢第四浄水場｣は、日本民間企業と自来水公司の出資会社の合作公司（“公司”は、

日本語で「会社」の意）により民活事業として実施、1996 年に公称処理能力 250,000 ㎥／日で完成し給水を開始

した。 
32「引松入長分水」事業の導水可能量は 50 万～100 万㎥/日であり、2,500 kw/台、2.75 ㎥/秒のポンプ 5 台（予備

1 台含む）が設置され、ほぼ毎日運転している。 
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また、本事業による導水路の完成は、第二（中日友好）浄水場を含む４つの浄水場に原水を提供

するという重要な役割を果たしており、長春市の最も大きな課題であった水源問題の軽減に貢献

している。 
 以上のように、長春市の水セクターには、日本および世界銀行を中心とするドナーの資金が臨

機応変に活用されており、これによって長春市の経済発展を支える水道システムを段階的に築い

てきたといえる。この点から、ドナー間の補完関係は良好であると判断される。また、現在計画

段階にある第五浄水場も、アジア銀行の融資を活用して近く着工される状況にある。今後も水道

セクターに対する投入は必要ではあるが、吉林省政府および長春市政府の財政力および技術力に

見合ったドナー支援の形式が中国側によって選択されていくと思われる。 
なお、水道セクター以外とはなるが、下水処理プロジェクトでも、世銀33と JBIC34の融資を活

用した汚水処理場の建設が実施されている。 
 

5−2 「プロセス」の評価 －施設／機材の適切性・効率性 

 本計画において実施された施設機材の規模・仕様は以下の表 5-1 のとおりで、日本側の機材調

達の対象の設備としては、急速ろ過池設備、薬品注入ポンプ設備、沈殿池汚泥掻寄機設備、集中

監視分散制御設備および遠方監視設備などである。また、本計画にかかる日本側の事業費は、コ

ンサルタント費用が 89,895,000円、施工業者費用が 908,807,000円で、総額 998,702,000万円（EN
限度額は 9.99 億円）となっている。 
 なお、詳細設計では、浄水場の“長期的視野に立った水処理機能の確保”を保障するための機

材導入に関して再考し、基本設計調査において要請されつつも諸事情によって対象外となってい

た「スペアパーツの供給」を再度供給することに決定している。 
 

表 5-1 : 日本側の無償資金協力の対象となった施設機材の規模・仕様 

（1/2） 

要請時

の番号 要請書による設備名 機材名称・仕様 数量 
備 考 

（基本設計 
調査時の対応）

真空破壊弁（φ25）：流入サイフォン用） 20 個 
真空破壊弁（φ85）：排水サイフォン用） 20 個 
真空作動弁（φ25）：流入サイフォン用） 20 個 
真空作動弁（φ65）：排水サイフォン用） 20 個 
三方電磁弁（φ8）：流入サイフォン用） 20 個 
三方電磁弁（φ8）：排水サイフォン用） 20 個 

2 急速ろ過池設備（第１次：２０池） 

三方電磁弁（φ8）：真空元弁用 2 個 

真空破壊弁、真

空作動弁、三方

電磁弁のみ対象

とする。 

真空破壊弁（φ25）：流入サイフォン用）   18 個 
真空破壊弁（φ65）：排水サイフォン用）   18 個 
真空作動弁（φ25）：流入サイフォン用）   18 個 
真空作動弁（φ50）：排水サイフォン用）   18 個 
三方電磁弁（φ8）：流入サイフォン用）   18 個 
三方電磁弁（φ8）：排水サイフォン用）   18 個 

3 急速ろ過池設備（第２次：１８池） 

三方電磁弁（φ8）：真空元弁用   1 個 

 

                                                  
33世銀の融資を活用した「北部汚水処理場」が 2000 年 12 月に建設されている。処理能力は 39 万㎥/日（ラグーン

処理）、投資額は 3.2 億元（全額 3.2 億元は世銀からの融資）である。 
34JBIC の融資を活用した｢西部汚水処理場｣が 2002 年 8 月に建設されている。処理能力は 15 万㎥/日（生物処理）、

投資額は 3.79 億元（内 1.54 億元は JBIC からの融資）である。 
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（2/2） 

要請時

の番号 要請書による設備名 機材名称・仕様 数量 
備 考 

（基本設計 
調査時の対応）

硫酸バンド注入ポンプ  
 (ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ型定量注入ポンプ , 7.7～23.1 L/min)   3 台  
硫酸バンド注入ポンプ  
 (ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ型定量注入ポンプ ,7.7～30.9 L/min)   2 台  
活性シリカ注入ポンプ   
 (ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ型定量注入ポンプ ,29.2～87.5 L/min)   2 台  
活性シリカ注入ポンプ  
 (ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ型定量注入ポンプ , 26.～104 L/min)   2 台  
背圧弁（φ50A）（硫酸バンド注入用）    3 個  
背圧弁（φ50A）（活性シリカ注入用）    2 個  
背圧弁（φ65A）（活性シリカ注入用）    2 個  
安全弁（φ25A）（硫酸バンド注入ポンプ）    3 個  
安全弁（φ40A）（硫酸バンド注入ポンプ）    2 個  

4 薬品注入ポンプ設備 

安全弁（φ50A）（活性シリカ注入ポンプ）    4 個  

  

8 沈殿池汚泥掻寄機設備（第１次） 駆動装置（減速比 1/1505/2065） 12 台 
駆動装置、リミッ

ト・トルクスイッチ

のみ対象。 
9 沈殿池汚泥掻寄機設備（第２次） 駆動装置（減速比 1/1505/2065） 6 台 ﾘﾐｯﾄ・ﾄﾙｸｽｲｯﾁ含

10 沈殿池排泥設備（第２次） 排泥弁（φ150）：ｴｷｾﾝﾄﾘｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 24 台   
11 沈殿池排泥設備（第１次） 排泥弁（φ150)：ｴｷｾﾝﾄﾘｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 48 台   

PCS（沈澱池用：第一次）  1 台 
PCS（急速ろ過池用：第一次）  1 台 
PCS（沈澱池用：第二次）  1 台 
PCS（薬注用：第二次）  1 台 
PCS（送水ポンプ用：第二次）  1 台 
WS   3 台 
プリンター  2 台 
PC   1 台 
HC   1 台 

17 集中監視分散制御システム 

大型スクリーン（70 インチ） 1 台 

  

無線装置(222MHz / 229MHz)：ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ方式  18 遠方監視設備 
遠方監視装置 4 ｾｯﾄ 

  

凝集センサー 2台 2 台 19 凝集センサー制御設備 
コントローラ 1 台 1 台 

  

取水流量計 (φ1,000mm)  2 台 
取水流量計 (φ1,200mm)   1 台 
送水流量計 (φ1,000mm)  2 台 
送水流量計 (φ1,200mm)   1 台 
沈澱池流入流量計 (φ1,000mm)   2 台 

20 流量計（第１次・第２次） 

沈澱池流入流量計 (φ1,200mm) 1 台 

ろ過・返送流量計

は対象外 

濁度計  2 台 
ｐH 計  2 台 
残留塩素計  1 台 
電気伝導度計  1 台 

24 水質発信器 

アルカリ度計 1 台 1 台 

  

沈殿池フロック監視設備（凝集センサー） 1 台 
汚泥掻寄機駆動装置（変速機・減速機） 2 台 

詳細 
設計 スペアパーツ 

プロセスコントローラー用基板（プリント板） 18 枚 

B/D 後、詳細設

計において追加 

出典： 「中華人民共和国 長春中日友好浄水場制御設備改善計画」 基本設計調査報告書 平成 14 年 3 月 

      

5−2−1 利用状況 
本計画では、第二（中日友好）浄水場の老朽化による非効率的な運転制御等の状況を改善する

ために、急速ろ過池設備、薬品注入ポンプ設備、沈殿池汚泥掻寄機設備、集中監視分散制御設備

および遠方監視設備等の更新工事が行われている。今回の現地調査の結果、更新されたこれらの
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機材設備は、全て現在もなお有効利用されており、浄水場の処理能力を良好な状況に保つのに役

立っている。以下に、利用状況の詳細を示す。 
下の表 5-2、表 5-3 に長春市全体と長春市自来水公司が管轄する市街区35の人口を示す。 
本計画が策定された当時（2002 年）の長春市全体の人口は 710 万人、うち 市街区の人口は 219

万人であったが、2007 年時点での長春市全体の人口は 740 万人、うち市街区の人口は 267 万人

となっている。ここから、長春市全体の人口増加率は過去６年間で約 4%程度となっているのに

対し、市街区の人口増加率は約 18%と、長春市自来水公司が管轄する市街区に人口が集中してい

る現状がうかがえる。 

表 5-2 : 長春市全体の人口動向 

年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

人口　（万人） 677 684 687 691 700 706 710 718 724 731 739 740

増加率 (％/年) 1.034 0.439 0.582 1,013 0.857 0.567 1.127 1,014 0.967 1.094 0.135  
出典：基本設計調査報告書、今回調査結果 
 

表 5-3 : 長春市街区人口動向 

年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

人口　（万人） 164 167 169 174 186 190 194 198 202 208 213 219 225 229 252 257 267

増加率 (％/年) 1.524 1.562 2.957 6.95 2.148 2.156 2.059 1.967 2.868 2.452 2.769 2.603 2.047 9.682 2.028 4.053  
出典：基本設計調査報告書、今回調査結果 
 
次に、表 5-4 には第二（中日友好）浄水場の配水区における給水人口および普及率を示す。こ

れによると、配水区の市街区人口は本計画策定時の 2002 年で 83 万人、最新年の 2007 年では 89
万人と約 6 万人の増となっており、人口増加率は約 7％である。先述した市街区全体の人口増加

率（約 18%）と比較すると、この配水区の人口増加率は低い水準に留まっているが、この要因と

しては、第二（中日友好）浄水場の配水区は古くから人口が集中してきた地域36のため、すでに

土地開発が限界に近づいていたことが挙げられる。 

表 5-4 : 第二（中日友好）浄水場の配水区における給水人口および普及率 
年 

表項目 単位 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

給水戸数 万戸 15.6  16.8  18.5 21.0 24.0 24.0 23.0 26.0  26.0  28.0 
市区人口 万人 65.4  68.3  73.2 81.0 83.0 78.0 77.0 82.0  82.0  89.0 
給水人口 万人 60.1  62.6  67.8 70.0 77.0 76.0 73.0 80.0  81.0  88.0 
普及率 ％ 91.9  91.7  92.6 86.4 92.8 97.4 94.8 97.6  98.8  98.9 
出典：基本設計調査報告書、今回調査結果 
 
一方で、対象配水区の給水人口は、2002 年の 77 万人から 2007 年の 88 万人と約 11 万人増加

し、約 9％の増加率となっている。これに加え、給水普及率も 2002 年の 92.8％から 2007 年の

98.9％へと大きく改善している。長春市自来水公司からの説明では、あと 2、3 年で給水率 100％
が達成できる見込みであるとのことであった。 

                                                  
35長春市の全体面積は 20,571km2。また、長春市自来水公司が管轄する“長春市街区”の面積は約 3,911km2 であ

る。なお、長春市の中心部は「長春市街区」と呼ばれ、その他地区とは区分されている。 
36第二浄水場が受け持つ区域は、市区北部と中央部の長春市でも長春駅などがある重要な地域である。現在の４つ

の浄水場の中で、給水人口と配水量は、全体の 35％と一番多くを占めている。 
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以上から、本評価調査の対象となった第二（中日友好）浄水場は人口増加にも対応し、配水地

区住民の水需要を満たす配水量を生産可能な状況にあり、これらのデータをひとつの裏付けとし

て更新された機材類も十分に利用され、稼動していると判断される。 
 

5−2−2 維持管理状況 
今回の現地視察を通し、対象浄水場の効率的な運転制御等を実現するために導入された機材類

（表 5-5 参照）は良好に維持管理されており、案件実施後も順調な運転が続けられていることが

明らかとなっている。 
表 5-5 : 導入された機材類 

要請時の番号 要請書による設備名 
2 急速ろ過池設備（第１次：２０池） 
3 急速ろ過池設備（第２次：１８池） 
4 薬品注入ポンプ設備 
8 沈殿池汚泥掻寄機設備（第１次） 
9 沈殿池汚泥掻寄機設備（第２次） 

10 沈殿池排泥設備（第２次） 
11 沈殿池排泥設備（第１次） 
17 集中監視分散制御システム 
18 遠方監視設備 
19 凝集センサー制御設備 
20 流量計（第１次・第２次） 
24 水質発信器 

 
なお、上表のうち急速ろ過池設備、薬品注入ポンプ設備、沈殿池汚泥掻寄機設備、および沈殿

池排泥設備については、2004 年 10 月の確認検査37の際に、“急速ろ過池設備”で取り替えた新規

の三方電磁弁の故障率の高さが指摘されているが、その後のメーカー側の対応により改善されて

おり、今回は中国側からの報告は受けていない。 
これ以外の集中監視分散制御システム、遠方監視設備、凝集センサー制御設備、流量計、水質

発信器も問題なく稼動しており、監視制御と計測が順調に実施されているとのことであった。特

に、長春市自来水公司において初の経験となった遠方監視設備や凝集センサー制御設備の運転に

ついては、導入当初は設備を正常に保つのが困難であったものの、現在は設備の有効活用がなさ

れ、維持管理も適切に行われている。但し、遠方監視設備のうち無線装置については、落雷のた

め故障中である。この点については、項目 5-2-4 にて詳細を述べる。 
また、対象浄水場の運転の維持管理は、24 時間を 3 名の職員で管理する 3 交代制で行われてい

るが、施設および機材類にかかる全点検ポイントに管理者名を明記した名札を設置し、計画通り

に確実な点検が行われたかを確認する管理システムが導入されている。加えて、工事期間中の

2003 年 9 月～10 月に実施されたソフトコンポーネント業務および本邦研修（3 名）の成果も、

運転管理ならびに維持管理に活かされており、これら投入も適切であったといえる。 
なお、こうした施設および機材等の維持管理に適切に対応している背景には、過去に実施され

た２度の無償資金協力案件を通じて確立されてきた組織運営体制と技術面での人材育成がある。

特に人材育成については、対象浄水場の運転管理に携わるチーフレベルの要員を JICA による本

                                                  
37無償資金協力案件の完工一年後に実施された確認検査のことで、日本側設計コンサルが実施する。 
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邦研修「運営管理要員の研修コース」に派遣している。また、本計画においてもソフトコンポー

ネント業務を実施し、機材の保守管理にかかる研修を行っている。今回の現地視察では、こうし

たソフトコンポーネント業務や日本での各種研修の実施が、現在の円滑な運転管理に役立ってい

るとの声が、浄水場の職員より多く聞かれた。 
以上のとおり、過去の無償資金協力案件の実施、および本邦研修等による人材育成の成果が、

本計画で導入された最新の機材類を適切に維持管理していく基盤になったと判断される。加えて、

対象浄水場は、1990 年に実施された二度目の無償資金協力以来、中国国内では常に最新の設備を

整えた“モデル浄水場”として注目され、中国国内からの視察や研修も多数受け入れてきた。ま

た、水処理管理に対する高い評価や浄水場職員の高度な技術レベルが評価され、中国政府からも

度々表彰を受けている。この中国国内における“モデル浄水場”としての立場は、本計画で導入

した最新の機材設備の設置により、更に高まることとなった。浄水場職員からは、これらの影響

を受けて組織としては自然に管理面および技術面に対する人材育成に力を入れていくようになり、

確実な作業の実施やマニュアルの遵守に対する意識が個人レベルでも高まったとの発言もあった

（長春自来水公司は設備保守管理、運転管理、水質管理にかかる独自のマニュアルを有している）。 
以上、維持管理の実施状況は非常に良いと判断される。また、各機材に対する良好な維持管理

の推進は、水量面ならびに水質面にかかる順調な測定結果にも反映されている。 
 

5−2−3 施設／資機材選定のプロセス 
本計画では、中国側から出された以下の要請リストに基づき、協力対象設備の選定を行ってい

る。また、選定のプロセスは、①問題点（水量面、水質面、運転・管理面）の把握、②問題の重

要度の判定、③設備関連の問題の抽出、④中国側による自助努力の可能性の検討、の順に行い、

重要度が高く、かつ設備の故障や機能低下等に起因しており、さらに中国側で対応困難な問題を

絞り込み、協力対象とする機材の選定を行った。当初の要請リストおよび選定の結果は以下のと

おりである。 
表 5-6 : 要請リストならびに協力対象選定結果 

 

当時の基本設計調査を担当したコンサルタントに対する聞き取り調査では、中国側から要請さ

No. 要請項目（○：協力対象、×：協力対象外） No. 要請項目（○：協力対象、×：協力対象外） 

1 × 調速電動機  13 × 急速攪拌機設備（第１次）  
2 ○ 急速ろ過池設備（第１次：２０池）  14 × 検水ポンプ設備（第１次）  

3 ○ 急速ろ過池設備（第２次：１８池）  15 × 検水ポンプ設備（第２次）  

4 ○ 薬品注入ポンプ設備  16 × 排水返送ポンプ設備  

5 × 薬品移送設備  17 ○ 集中監視分散制御システム  

6 × 前塩素注入設備  18 ○ 遠方監視設備  

7 × 後塩素注入設備  19 ○ 凝集センサー制御設備 

8 ○ 沈殿池汚泥掻寄機設備（第１次）  20 ○ 流量計（第１次・第２次）  

9 ○ 沈殿池汚泥掻寄機設備（第２次）  21 × 回転数制御設備（第２次）  

10 ○ 沈殿池排泥設備（第２次）  22 × 現場操作盤  

11 ○ 沈殿池排泥設備（第１次）  23 × 水質試験機器  

12 × 急速攪拌機設備（第２次）  24 ○ 水質発信器  
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れた浄水場の機材設備は非常に高度な技術水準にある設備であったため、協力の是非をめぐり日

本国内で多くの議論が行われたとのことであった。特に、凝集剤の注入量を自動算出する凝集セ

ンサーは、高度な薬注制御を可能とするセンサーで、当時は日本国内の浄水場にも導入例は少な

かったとのことである。しかしながら、一つ一つの機材の必要性を十分に精査した上で、中国側

の自助努力を最大限に引き出すことを最重要方針として、中国側で調達可能および修理可能と判

断される設備の更新については協力対象外となった。但し、協力対象外となった機材については、

基本設計調査の結果から現状設備に問題（除く、表中 No.1 と No.21）があることが明らかになっ

たことから、中国側で設備更新することとした。 
また、本計画では、我が国による協力対象以外で必要なものについては中国側に負担を課して

おり、その主となるのが日本の協力対象とした機材設備の据付に係る工事（工事電力、工事用水、

事務所光熱費等を含む）であり、具体的には、資機材の保全倉庫の建設、コンサルタント事務所、

施工業者事務所、事務用品、既存設備の撤去、沈殿池リミットスイッチとろ過池弁の取付け、で

ある。 
この他、中国側は“日中合作”を考慮した上で、要請内容以外にも中国側が実施する設備更新

計画を策定していた。これらの内容は主に以下のとおりである。 

❑ 機械設備工事(場内配管設備、沈澱池傾斜板設備、急速ろ過池設備、薬品注入設備、排水排泥

設備など) 
❑ 電気計装設備工事(電気設備、操作・計装設備設備) 
❑ 土木・建築工事(中央制御室、第一次処理棟、第二次処理棟、薬注棟、変電所、浄水池返送ポ

ンプ棟、共同溝及び石頭口門取水ポンプ棟等の改造、塗装、防火及び防食工事 

以上のような中国側の分担事業の概算事業費を表 5-7 に示す。ここからわかるように、中国に

よる概算事業費は基本設計段階で 65,223,000 中国元と見積もられている。 

表 5-7 : 本無償資金協力の工事に関連する中国側の工事 

項 目 
概算事業費 
（x 1,000 元）

無償資金協力対象設備の据付に係わる工事   1,381  
要請に含まれていた項目であったが、協力対象設備としては取り上げられなかった設備更新工事  23,502  
当初より要請には含まれておらず、中国側が独自で設備更新を予定していた工事 40,340  

合 計  65,223  
出典：基本設計調査報告書 

 

以上、施設／資機材選定のプロセスは、その必要性・緊急性にかかる検証、および高性能な技

術を有する機材導入にかかる議論を十分に行った上で、中国側にも相応な負担を課していること

から、施設／資機材選定のプロセスは概ね適切であったと判断する。 
 

5−2−4 スペアパーツの調達および修理状況 

本計画で導入された機材設備にかかるスペアパーツは、一部、基本設計調査で供与対象外とな

りつつも（高価格であったため）、本計画において重点的課題として掲げられている“浄水場の長

期的な水処理機能の保持”を実現するために必要不可欠であるとして、詳細設計時に追加供与が
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決定されたものである。この背景には、浄水場が共用開始（1988 年）してから約 15 年後の本計

画実施時に、その後の技術発展と安全性、信頼性の確保に鑑み導入された「集中監視分散生後シ

ステム」を有効活用し、更には長期の水処理機能の保持を確保することを重要視したことがある。 
現在、中国側は、スペアパーツの調達および修理を日本のメーカーが作成した保守管理計画に

基づき実施しており、定期的なスペアパーツの交換等を行っている（年間約 100 万円）。しかし、

これらのスペアパーツは、日常的に交換が必要な小規模なものにとどまっており、大規模な修理・

交換は迅速には行われていない。例えば、落雷による無線装置（遠方監視設備の一部）の破損の

修理（BOX 参照）、追加で導入されたスペアパーツ（上述）の故障処理（日本において修理可能

であるが、免税処理等の問題で中国側の対応が遅れている）等が挙げられる。 

 
長春市自来水公司の予算計画のなかで、維持管理費全体に占める修理費の割合は削減傾向とな

っているが、実際には修理費用として捻出できる予算が削減されているものと考えられる。この

背景には、老朽化した配水管の更新費用の確保などがあると予想される。先の無線装置の故障は、

浄水場全体の稼動状況には支障はないものの、長期に亘り修理が行われないことは、高度な設備

を活用しきっていないことにもつながり非効率的である。一刻も早くの対応が望まれる。 
なお、対象浄水場側は、日本のメーカーとの保守管理の関係を今後も続けていくことを望んで

いた。現時点では、本計画で導入した設備の老朽化や故障により浄水場設備が停止した事例はな

いとのことであったが、今後、無償案件で導入されたスペアパーツを使い切った場合には、新た

BOX：落雷による浄水施設の機材破損 

対象浄水場では、昨年の 5 月の落雷で無線装置が故障し、現在は電話にて施設間の情報・データ交換

を行っている状況である。この知らせを受けた日本のメーカーは、アフターサービスとして現地に赴き、必

要な機材ならびに修理にかかる調査を行っている。この結果に対し、中国側は無償修理（1000 万円相当）

を要求しているが、自然災害による破損のため無償修理は困難であり、中国側の努力が期待される。 

BOX：スペアパーツの価格と質、および中国国内の部品生産能力 

長春市自来水公司側は、日本製品は欧米製に比べて品質面が優れているものの、交換費用だけでな

くスペアパーツ自体が高価であると感じている。また、スペアパーツの一部はより安価な中国製でも対応

できるのはないか、更には、日本から納入されている日本メーカーのスペアパーツの一部は、実際は中国

で製造されたものではないか、との意見も聞かれた。 

この点について、本計画を担当した日本メーカーに確認したところ、中国で販売を行う欧米メーカーの製

品はその多くが中国国内で組立てを行っており、スペアパーツも中国で製造しているため、日本製品と比

較すれば安価とのことであった。一方で、日本のメーカーのスペアパーツは日本国内の工場で製造されて

いるため、質が確保される分、高価になるとのことであった。 

また、同メーカーの説明では、2010 年より中国に工場を建設する予定はあるが、現在は国内生産のみ

で、長春市自来水公司の一部職員が指摘した“中国で製造されたものではないか”といった指摘は誤解の

ようである。さらに、使用している機材の仕様は 600V であるが、中国国内にて製造できる部品の仕様は

400V が限界であり、その点からも中国国内で調達することを現時点では困難とのことであった。 
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な課題が生じる可能性がある。 
5−3 「結果」の評価 

 「有効性」、「インパクト」、「自立発展性」、「広報効果」、「関係者による評価」の５つの評価項

目によって、「結果」の評価を行う。 
 

5−3−1 有効性 
 有効性では、本計画の基本設計報告書に記されている「期待される効果」に基づき、水量面、

および水質面からの考察を行う。なお、財務面については、自立発展性の項で考察を行う。 
 
(1) 水量面からの考察 
表 5-8 に対象浄水場の年間配水量と人口動向の状況を示す。これによると、配水区における市

外区人口の給水普及率は 2002 年の 92.8％から 2007 年の 98.9％へと大きく改善している。ここ

からは、対象浄水場が配水区の人口増加に対応しつつ、給水普及率を 100%近くまで向上させて

おり、住民の水需要を満たす配水量を生産してきたといえる。 

表 5-8 : 第二（中日友好）浄水場の年間配水量の状況 

表項目 単位 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

配水量 万㎥ 9,095  9,455  9,285 10,342 9,782 8,789 8,726 8,650  8,463  9,015 
無収水量 万㎥ 273  284  279 - 76 107 98 99  108  114 

無効水量 万㎥ 1,952  2,040  2,080 - 2,746
(28%) 

2,341 2,723 2,621  2,476  3,010
(33%) 

給水戸数 万戸 15.6  16.8  18.5 21.0 24.0 24.0 23.0 26.0  26.0  28.0 
市街区人口 万人 65.4  68.3  73.2 81.0 83.0 78.0 77.0 82.0  82.0  89.0 
給水人口 万人 60.1  62.6  67.8 70.0 77.0 76.0 73.0 80.0  81.0  88.0 
普及率 ％ 91.9  91.7  92.6 86.4 92.8 97.4 94.8 97.6  98.8  98.9 
出典：今回現地調査、長春市自来水公司 

 
一方で、上表における配水量の推移をみると、2002 年の配水量が 9,285 万㎥／年なのに対し、

2007 年の配水量は 9,015 万㎥／年と増加しておらず、この数値は当初計画が目指した対象浄水場

の設計水量（10,950 万㎥／年）に達していないことを示す。この要因について、長春市自来水公

司側は浄水場設備の問題ではなく、近年の渇水を受けての節水対策38を反映した結果であると説

明している。現在はダムからの取水量を含め、省・市全体の給水計画に従い、効率的な配水を行

うよう調整しているとのことであった（浄水場別・水源別の取水量の推移は、次々頁の表 5-10 に

示す）。 
続いて、無収水量については、2002 年が 76 万㎥／年（無収水率：約 0.7%）であるのに対し、

2007 年は 114 万㎥／年（無収水率：約 1.2%）であり微増している。この主な原因としては、国

有企業39を中心とする企業による水道料金の未払いが挙げられる。政府による「東北振興政策」

による国有企業化改革が行われる中、吉林省を含む中国東北地方における国有企業の経営は近年

低迷している。なお、住民が水道料金を滞納する割合は非常に低いが、滞納した場合でも水道は

                                                  
38中国では、2/3 の都市が水供給不足という問題を抱え、県以上の行政区では治水、水源確保、水資源供給とその

利用、節水、排水・汚水処理/再利用を関連づけて統括管理し、深刻化する水問題の解決を目指している。 
39例えば、最も滞納しているのが長春市の消防関連の国営企業とのことであった。 
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止めず、料金支払いに対する説得を続けるとのことであった。 
また、無効水量については、配水量に占める割合が 2002 年の 28％と比較すると 2007 年は 33％

と増加しているが、この原因には、送配水管の老朽化に伴う漏水問題が挙げられる。長春市自来

水公司は、この問題について予算を確保し、計画的に送配水管の更新工事を行っていく方針であ

るが、配水区は人口密集地である上に、送配水管の上部に建物が建設されてしまっているなど、

計画通りに更新工事を行うことが非常に難しい現状も指摘された。更に、管路の凍結を防ぐため

には、管路の土被りを深さ 1.6 メートルまで行う必要があり、事前に漏水を発見することも困難

とのことであった。今後、無効水量の軽減は、長春市自来水公司の課題の一つといえる。 
最後に、対象浄水場の配水量と場内用水量比率の推移を以下に示す。表 5-9 の“場内用水量比

率”とは、浄水場の浄水処理の過程で消費される水のことで、本計画によって更新された汚泥掻

き寄せ機や沈殿池排泥弁の効果により、1％程度削減されることが期待されていた。下表によると、

更新前の 1998 年～2002 年は 6%から 9%を推移しており不安定な数値を示しているが、2003 年

以降は 6.7％～7.1%の間で数値が安定しており、1992 年の創設時程度に回復している。 

表 5-9 : 第二（中日友好）浄水場の 1998 年から 2007 年の配水量と場内用水量比率 

水量 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 平均

配水量（万㎥/年） 9,095 9,455 9,285 10,348 9,784 8,777 8,729 8,643 8,455 9,008 9,158
場内用水量比（％） 7% 8% 9% 5.90% 7.00% 7.10% 6.80% 7.00% 7.00% 6.70% 7.20%
処理水量(万㎥/年) 9,780 10,277 10,203 10,991 10,519 9,449 9,365 9,292 8,089 9,653 9,762
 出典：今回現地調査、長春市自来水公司 

 
 以上を総合的に判断すると、対象浄水場は配水地区住民の水需要を満たす配水量を生産してお

り、この状況を長年に亘り維持し続けている背景には、本計画によって導入された機材類が十分

にその効果を発揮していたことが影響したと判断される。また、対象浄水場が受け持つ区域は、

市区北部と中央部の長春市でも長春駅などがある行政面でも商業面でも重要な地域であることを

考えると、その貢献度は高いといえる。但し、本計画によって実施された更新工事は、浄水場の

極一部を対象としていることから、すべての効果が本更新によるものではない点には留意すべき

である。 
 
(2) 水質面からの考察 
次頁の表 5-10 には、第二（中日友好）浄水場の水質結果の推移を示す。これによると、浄水場

の水質処理は中国飲料水水質基準を高い水準でクリアしており、問題はないと判断される。特に、

濁度については、2002 年～2004 年にかけては一時的に 1 NTU を越えているが、2005 年以降は

1 NTU 以下40の浄水を生産し続けている。この“濁度１NTU 以下”は、日本の水質基準も満た

す数値であり、中国国内においては非常に高いレベルの水質である。また、塩素処理の結果とし

て水中に残留する遊離残留塩素は、2002 年～2004 年にかけては一時的に 1mg/l 以上であるが、

2005 年以降は、日本の水質基準（1mg/l 程度以下）を満たす水準である。なお、2001 年～2003
年は中国において渇水問題が深刻となった時期であり、こうした渇水時には、石頭口門ダムから

取水する原水41の水質が悪化するため、水処理後の水質にも影響したものと考えられる。 
                                                  
40 WHO の水質基準では濁度は「平均１NTU」と定められている（NTU は濁度を示す単位） 
41 今回調査にからのデータでは、第二浄水場が取水する石頭口門ダムの貯水量は、2007 年は 29,018k ㎥であるが、
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対象浄水場は、２度の無償資金協力を経て、1992 年には 30 万㎥／日の処理能力を有したが、

処理能力だけでなく、水質面においても４つの浄水場の中で最も高い水準となっている。この高

い水質処理レベルは、1992 年以降、現在に至るまで同水準を維持し続けており、水を利用する市

民からの信頼も厚い。 
以上、本計画による更新工事後も、引き続き高い水質基準を維持することで、行政と商業の中

心が集まる地域で、市民や政府関係者から信頼を獲得し続けていることから、本計画にて更新さ

れた機材は水質面においてもその効果を発揮していると判断できる。 

表 5-10 : 第二（中日友好）浄水場の水質結果 

項  目 単位 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

色度 度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

濁度 ＮＴＵ 0.6 0.25 1.28 1.14 1.15 0.32 0.62 0.4 

嗅味  無 無 無 無 無 無 無 無 

肉眼可見物  無 無 無 無 無 無 無 無 

ｐｈ値  7.95 7.52 7.46 7.82 7.28 7.33 7.99 7.95 

アルカリ度 ㎎/Ｌ 79 / / / / / / / 

硬度 ㎎/Ｌ 102 93 71 78 113 92 100 113 

塩化物 ㎎/Ｌ 15 12 16 14 20 23 17 22 

酸素要求量 ㎎/Ｌ 2.4 / / / / / / / 

アンモニア性窒素 ㎎/Ｌ <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

亜硝酸塩 ㎎/Ｌ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

フッ素 ㎎/Ｌ <0.1 / / / / / / / 

鉄 ㎎/Ｌ 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

マンガン ㎎/Ｌ 0.011 0.008 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 

鉛 ㎎/Ｌ <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

銅 ㎎/Ｌ 0.007 0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 

亜鉛 ㎎/Ｌ 0.005 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

揮発フェノール類 ㎎/Ｌ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

陰イオン活性剤 ㎎/Ｌ <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

溶解性物質 ㎎/Ｌ 117 138 107 146 128 150 166 128 

シアン ㎎/Ｌ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

水銀 ㎎/Ｌ <0.0002 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019

六価クロム ㎎/Ｌ 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

ヒ素 ㎎/Ｌ <0.01 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 

硝酸塩 ㎎/Ｌ 0.51 0.66 0.96 0.78 0.51 0.22 0.83 0.51 

硫酸塩 ㎎/Ｌ 19 21 24 20 23 29 32 24 

カドミウム ㎎/Ｌ <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

セレン ㎎/Ｌ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

銀 ㎎/Ｌ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

クロロフォルム µｇ/Ｌ 10.6 10.9 <10 11.2 <10 <10 31 17.8 

四塩化炭素 µｇ/Ｌ <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

ベンゾａピレン µｇ/Ｌ 0.001 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
ＤＤＴ µｇ/Ｌ <0.079 <0.079 <0.079 <0.079 <0.079 <0.079 <0.079 <0.079 
ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻ

ﾝ µｇ/Ｌ <0.029 <0.029 <0.029 <0.029 <0.029 <0.029 <0.029 <0.029 

一般細菌総数 個/mＬ <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

大腸菌群 個/Ｌ <3.0 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

                                                                                                                                                            
 
 
2001 年は 5,172 k ㎥、2002 年は 7,846 k ㎥まで落ち込んでいた。 
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遊離残留塩素 ｍｇ/Ｌ 0.86 0.99 1.14 1.1 1.2 0.9 0.9 0.93 

全 α 放射能 Ｂｑ/Ｌ 0.00304 0.00342 0.00151 0.00246 0.00443 0.00381 0.0036 0.00413 
全 β 放射能 Ｂｑ/Ｌ 0.0385 0.0306 0.038 0.044 0.044 0.0258 0.0238 0.0566 
出典：今回現地調査、長春市自来水公司 

5−3−2 インパクト 
(1) 対象浄水場の水質面からのインパクト 
 今回の評価調査において、最も多く聞かれた現場からの声は「浄水場の水質」への高い評価で

あった。これは、対象浄水場が長春市街区の他浄水場に比べ水質処理レベルが高いだけでなく、

中国全体からみても、非常に高い処理能力を保有しているためである。また、一時的に水質処理

レベルが高いだけでなく、1992 年の無償資金協力以降 17 年間に亘り質を守り続け、市民からの

信頼を維持し続けていることにもよる。このような評価は浄水場職員の意識向上にもつながり、

日常の運転管理や維持管理の適切な実施へと結びついている。 
 結果の項で述べてきたように、本計画は浄水場設備の一部機材のみの更新であるため、本計画

実施の成果として、水質レベルが実施前（2 回目の無償資金協力時）に比べて大きく向上するこ

とは期待されていない。しかしながら、本計画による更新工事は、高い水質を有する水の生産を

可能とする、高性能な機材を有する“モデル浄水場”および市民から信頼される浄水場としての

立場を更に延長させることに大きく貢献したといえる。 
 

 (2) 給水人口および水量面からのインパクト 
図 5-1 は、長春市街区を管轄する自来水公司の現在の給水人口と将来の計画給水人口を浄水別

に示したものである。これによると、2007 年において第二（中日友好）浄水場が占める割合は

33％で、４つの浄水場の中で最も多くの給水人口を有している。また、2015 年の将来計画におい

ては、第五浄水場の新設により第二浄水場が占める割合は全体の 22％に減少するが、引き続き長

春市街区の市民に生活用水を供給する上で、重要な役割を果たしていくことには変わりない。 
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加えて、第二（中日友好）浄水場は、対象配水区の水需要に応じた水を供給し続けており、普

及率もあと数年で 100％を達成できる見込みである（5-2-1 に既述）。また、対象浄水場の配水区

図 5-1 : 長春市自来水公司における浄水場別給水人口（現況と将来計画） 
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は、長春市駅や行政・商業の中心が集まる重要地域を占めることから、配水区以外に居住する人々

の利用頻度は高く、より多くの人々にインパクトを与えてきたといえる。この他、企業レベルに

おいても、本来の配水区ではなく、対象浄水場の水を利用したいという依頼が寄せられたという

例もある（長春市に本拠地を構える中国第一汽車グループ等）。長春市政府の関係者からも、対象

配水区の生活環境が、特に“水”の面において恵まれていることは、長春市全体の印象を良くす

るのに役立っているとの発言があった。 
以上から、第二（中日友好）浄水場が、十分な水量を生産し続けていることで、間接的には長

春市街区全体の人々にも良い影響を与えており、インパクトは大きいと思われる。 
 
(3) 第二（中日友好）浄水場の先進的な設備によるインパクト 
 結果の項でも述べたが、第二（中日友好）浄水場は、配水区の水需要に応じた水を供給し続け

ており、水量面においても市民および行政から信頼されている。また、水質面においても、前項

の通り、高いレベルを維持し続けている。さらに、“モデル浄水場”との立場から、中国国内から

多くの視察や研修員を受け入れ、長春市の小学生による社会科見学の場としても活用されている。

こうした結果の一部を支えてきたのが、本計画で導入された機材類であるが、これらの機材につ

いて浄水場職員からは「設備全体のシステムが安定しており、故障が少ない」、「国産の機材と比

較し、本体の更新時期が長い」、「制御システムによる正確な水質管理が可能」、「浄水場のシステ

ム全体を合理的にしている」等、評価が高い。最先端の機材が対象浄水場に導入されたことの認

識が高いだけでなく、これらの機材の適切使用に関する職員の技術力への自負と仕事意識の高さ、

向上心に結びついている。 
 また、長春市自来水公司は、対象浄水場の管理技術を他の浄水場にも波及させるために、本計

画を通じて本邦研修を受けた３名の浄水場職員を、全て他の職場に異動させ、より責任ある立場

で活用していた。通常であれば、技術研修を受けた人材の異動は非効果的であると判断されるこ

とが多いが、この人員異動については、浄水場の管理能力や技術能力の低下には結びついていな

い。つまり、日本での研修成果が、まずは対象浄水場における次世代の技術者へと確実に受け継

がれ、更に、他の浄水場に普及されたといえる。 
以上のようなインパクトは、過去に実施された 2 度の無償資金協力案件で整備してきたソフト

面およびハード面の基盤（組織、人員、技術等）を最大限に活用し、本計画にて最先端技術を導

入した結果によるものであるが、本計画の実施による相乗効果は高かったと判断する。 
 

5−3−3 自立発展性・さらなる改善の余地 
(1) 水道料金 
都市部における水道事業で最も重要なことは、浄水原価を明確に把握し、水道料金と浄水原価

との差が大きくならないよう管理することである。図 5-2 に 1990 年以降の水道料金の推移を示す

が、2000 年の値上げを最後にその後 7 年間は値上げが行われていないことが分かる。 
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図 5-2 : 水道料金の推移（単位：元/㎥） 

出所：基本設計報告書、長春市自来水公司からの聞き取りデータ 

 
一方で、長春市自来水公司によると公司の財務状況は、長

春市政府からの補助金に依存する恒常的な赤字状態が続い

ているとのことであった。しかしながら、右表 5-11 に示す

ように、長春市の労働者の平均月間給与は 2000 年から毎年

向上しており、2007 年の平均給与額 1663 元は、2000 年の

平均給与額 812.7 元の倍となっている。こうした点を踏まえ

ると、水道料金の値上げを検討する時期にあると考える。 
  
(2) 維持管理費用 
下の表 5-12 は浄水場の維持管理費の推移を示したものである。本計画では、集中監視分散制御

設備と凝集センサーの更新によって、薬品の適正注入が可能となり「薬品費」の削減が可能にな

ると想定していたが、2002 年と 2007 年の薬品費を比較すると、2007 年は 2002 年の約 4 割まで

抑えられている。但し、この費用減には、薬品代の単価が下がったことも起因している。 

表 5-12 : 2001 年から 2007 年までの第二（中日友好）浄水場の維持管理費（元/年） 

費 目 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
比較 

(07 年

/02 年)

薬品費 8,924,422.43  7,743,027.11  5,141,581.90 5,104,001.75 3,756,158.51 3,851,461.70  3,029,561.84 39%
電力費 40,488,513.59  33,998,964.79  30,209,349.75 30,385,431.11 30,500,144.42 31,558,911.74  34,999,090.69 103%
人件費 6,463,233.61  7,485,757.11  7,349,447.60 7,626,198.63 7,735,845.98 7,807,680.97  8,074,810.60 108%
福利厚生費 904,852.70  1,048,006.01  1,024,849.80 1,063,621.80 1,078,978.19 1,089,182.21  1,126,472.56 107%
生産費用 23,506,341.77  29,963,233.01  21,178,366.19 18,698,817.48 21,493,665.49 22,765,340.11  22,381,902.18 75%

人件費・福利費 1,259,219.20  1,304,961.93  1,043,523.91 1,046,471.38 1,072,476.57 1,110,041.69  1,128,805.00 87%
事務・光熱費 274,481.55  283,735.60  273,864.00 272,914.00 483,161.70 481,424.10  490,726.00 173%
暖房費 802,384.00  878,132.28  833,706.15 1,068,821.65 1,481,314.19 1,586,258.28  1,445,020.29 165%
修理費 3,843,155.03  2,011,510.71  1,519,884.28 1,579,226.42 1,296,769.48 1,703,021.35  1,170,396.70 58%
労働安全費 124,176.70  26,206.88  30,362.81 44,354.84 12,031.19 11,824.20  21,301.21 81%
設計費 45,134.01  73,872.24  54,345.40 88,348.72 67,247.95 73,961.40  74,867.00 101%
原価償却費 16,912,989.72  25,150,121.36  17,258,691.24 14,437,548.12 16,908,642.60 17,842,246.68  17,855,894.88 71%
保険費 244,801.56  234,692.01  163,988.40 161,132.35 172,021.81 163,504.96  194,891.10 83%

原水費 11,152,963.87  17,930,997.20  22,605,875.05 21,938,292.49 21,567,184.87 20,798,286.01  21,283,933.38 119%
合計 91,440,327.97  98,169,985.23  87,509,470.29 84,816,363.26 86,131,977.46 87,870,862.74  90,895,771.25 93%

 
表 5-11 : 労働者平均月間給与 

                 （単位：元） 

年次 労働者平均月間給与 
2000 年 812.7 
2001 年 924.2 
2002 年 1072.4 
2003 年 1155.6 
2004 年 1310.2 
2005 年 1479 
2006 年 1663 

出典：ジェトロ 
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この他、送水ポンプ等の自動化による「電力費」の削減、および中央制御室等の人員削減によ

る「人件費」の削減も見込まれていたが、これらはいずれも費用が増加している。長春市自来水

公司の説明によると、電力費については、電力量は抑制されているが、電力単価が高くなってい

るため結果として増加しているとのことであった。 
また、人件費については、中央制御室の人員が予定通り 6 名削減となったが、技術者は簡単に

解雇することができないので、その他の部署については人員を削減することはできなかったとの

ことであった。しかしながら、表 5-13 に示すように、組織全体としては総務や電話交換室などの

人員を大幅に削減しており、結果として本計画の策定時よりも 22 名が少ない 362 名となってい

る。但し、一人当たりの給与額が年々増加しているため、人員数は減ったものの人件費の削減に

はつながっていない。 
 以上のように、薬品費については大幅な削減、電力費と人件費については増加という状況であ

るが、維持管理費全体としては 2002 年時点の 93％に抑制されており、維持管理費の抑制に対す

る努力はされていると判断できる。また、修理費に対する費用が大幅に削減されていることも望

ましいと思われるが、今回のような自然災害による多額の修理費の支出には対応できておらず、

今後の課題を残しているといえる。加えて、電力費の増加や給与額の増加は今後も予想されるた

め、水道料金の値上げ等による、収入増は検討していくべきだと考える。 

表 5-13 : 第二（中日友好）浄水場の人員配置状況の推移 

担  当 2002 年配置 2008 年 2 月配置 増減 
浄水場 工場長 1 1 0 
副場長 4 3 ▲1 
労働組合主席 1 1 0 
取水 60 72 12 
送配水ポンプ場 75 75 0 
浄水 31 34 3 
電気 29 30 1 
暖房 23 26 3 
経理 14 13 ▲1 
水質分析 9 9 0 
技術室 14 14 0 
中央制御室 27 21 ▲6 
総務 59 29 ▲30 
業務 7 5 ▲2 
電話交換室 10 8 ▲2 
送水 20 21 1 

合計 384 362 ▲22 
 

5−3−4 広報効果（ビジビリティー） 
今回の評価調査でインタビューを行った吉林省政府関係者、長春市政府関係者、長春市自来水

公司職員、および対象浄水場職員からは、長春市に対する日本の代表的な協力として本計画を含

む浄水場への協力が挙げられた。また、対象浄水場は、1986 年の無償資金協力案件の実施以降、

「中日友好浄水場」と呼ばれ、浄水場の正門には“ひらがな”で浄水場名が掲げられ、場内の中

央棟の横には中日友好を示すモニュメントも建設されている。このため、対象浄水場を訪問する

中国国内の視察団や研修員などには、第二（中日友好）浄水場が日本の協力によるものであるこ
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とを認識させる結果となっている。 
加えて、本計画によって最先端設備を有するモデル浄水場としての立場を更に延長することに

なったため、これにかかる広報効果も高かったものと判断する。なお、本計画の完工時には、新

聞や TV にも報道されている。 
 
5−4 教訓・提言 

5−4−1 教訓・提言 

(1) 水料金の改定について 
項目 5-3-3 の自立発展性でも述べたが、個人の平均給与額はこの７年間で２倍となっているに

も関わらず、水道料金については 7 年間改定が行われていない。長春市の水道事業および第二浄

水場の財務状況が問題ないのであれば、現状維持でも構わないが、実際には補助金に依存する赤

字経営となっており、今回発生したような突発的な故障に対応する予備資金もない。このため、

水道料金の改定を含め、何らかの収入増は不可欠である。 
但し、長春市の最低賃金（2007 年）は、市区で月給（正社員）650 元、県市で月給（正社員） 

550 元となっており、2007 年の平均月給 1600 元と比較すると、大きな格差がある。このため、

例えば現在の単一従量料金制（使った水の量の多少に関わらず 1 ㎥当たりの料金は同額）から、

使った水の量が多くなるほど 1 ㎥当たりの料金が段階的に高くなる逓増従量料金制（消費抑制型）

への移行など、貧困層への配慮を行った上で、水道料金の増額を検討していく必要があると思わ

れる。 

(2) 評価に必要なデータの蓄積について 
今回評価調査においては、評価に必要となるデータを長春市自来水公司から入手するのに多く

の時間と労力を要した。この理由には、評価に必要なデータが、各部署に散在しており、一箇所

に整理されていなかったことがあげられる。このため、長春市自来水公司側は、今回評価にかか

り依頼されたデータを作成するために、各部署に指示を出し、そのデータを総務部が一つにまと

めるという作業が必要となった。 
今回のような浄水場の評価調査時に必要となるデータは限られており、またこれらデータは浄

水場側でも把握しておくべきものも多く含まれている。このため、設備・施設の引渡し時には、

評価に必要となるデータを常に蓄積し、これを分析・フィードバックしていくことの大切さを指

導していくことが大切である。また、こうしたデータは、今回のような外部からの評価に使用す

るだけでなく、定期的に実施すべき内部評価の際にも役立つと考える。長春市自来水公司および

第二（中日友好）浄水場の維持管理体制は、すでに非常に高いレベルにあるので、更にこれを向

上させていくためにも、データの管理と運用を徹底していくことで、より効率的な事業運営に役

立てていくことが重要である。 
 
5−4−2 今後の対応 

(1) 第二（中日友好）浄水場に対する今後の協力 
第二（中日友好）浄水場への今後の協力については、中国側からの要請を踏まえ、その都度検

討していく必要があると考える。また、第１回目の無償資金協力（1988 年完成）以降、“中日友



66 

好浄水場”との名称で親しまれ、日本の水道技術がはじめて中国に移転された案件であったとい

う背景を踏まえると、今後も何らかの形で交流の機会が継続されることが望ましい。 
また、本計画で導入された遠方監視設備や凝集センサー（日本国内でも導入している浄水場は

少ない）等の機材設備により、第二（中日友好）浄水場は中国国内のモデル浄水場としての役割

と機能を現在も担い続けている。このため、浄水場には中国国内からの視察団や研修員も多く訪

問している。この点からも、水道技術にかかる日本側と中国側との交流関係を継続して行ってい

くことの意義は高いと考える。長春市自来水公司側からも､ソフト面においては日本からの技術移

転がまだまだ必要であり、例えば水質分析等について今後も多くのことを学びたいとの要望があ

った。ソフト面の支援に重点に置いた、協力プログラムが効果的に導入されていくことが期待さ

れる。 

 

(2) 無線装置の修理とスペアパーツの調達について 
先の 5.2 項でも述べたとおり、長春市自来水公司から、本計画で機材を納入したメーカー42に対

する要望として、スペアパーツの調達費用および修理費用の負担を少しでも軽減して欲しいとの

意見が出された。この背景には、日本製のスペアパーツが高価であるだけでなく、長春市自来水

公司側の厳しい財政事情が反映されたものである。このため、本計画で導入されたスペアパーツ

を使い切った場合や今回のように落雷などの突発的な事故により故障が生じた際には、その対応

を長春市自来水公司自身の資金で行うことが困難な状況が予想される。また、長春市人民政府と

しては、すでに第五浄水場の建設に着手し始めており、修理予算を第二（中日友好）浄水場に振

り分けることも容易ではないと思われる。 
今回の落雷による無線装置の修理費は、日本のメーカーによる見積では約 1000 万円とのこと

である。一方で、第二（中日友好）浄水場の修理費として 2007 年度に支出されたのは 117 万元

                                                  
42 本計画にかかる機材の納入は、富士電機㈱が実施した。また、完工後のスペアパーツの調達や保守管理に関し

ても、引き続き富士電機㈱が担当している。 

BOX：長春市第二次浄水場に対する過去２回の無償資金協力について 

長春市第二（中日友好）浄水場は当初設計で日浄水量 10 万㎥/日の規模で 1979 年に建設された

が、実際には 7 万㎥/日の運転しか出来なかった。その後、1986 年日本政府に最初の無償資金協力の

要請があり、初めて日本の水道技術の移転が始まった。  

本浄水場の建設においては、建築・土木関連は中国が、基幹処理設備は日本が担当し、日中合作

で、1988 年に公称 18 万㎥/日の拡張分が完成、「中日友好浄水場」と命名された。本浄水場は当時の中

国では数少ない表流水を急速ろ過法により浄水する近代的大規模浄水場であり、数多くの国内の自来

水公司、他国からの視察を受け、中国国内のモデル浄水場として先進的役割を果した。また、浄水場の

維持管理のための JICA の研修プログラムに職員が参加し、札幌や仙台市の水道局にて 3 ヶ月に亘る

研修を受けた。この交流の中から「中国水道協会」も生まれ、日本の水道界でも良く知られている。 

 続いて、中国側の要請を受けて 1989 年に第2 回目の無償資金協力として、12 万㎥/日の拡張が当初

建設部分を活用して行われた。第 1 回無償資金協力と同様に日中合作で、1992 年に現在の 30 万㎥/

日の主力浄水場として機能を開始した。建設後13 年間、本計画による第3回目の無償資金協力が実施

されるまで、中国飲料水水質基準をクリアし、濁度 1 度以下の浄水を生産し続けていた。 
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（約 1697 万円43）であり、この支出額の大半を占め、その他の維持費用にも影響を与えることに

なる。 
このため、中国政府および長春市人民政府側には、計画的に修理費を捻出するための予算枠を

確保し、少しでも早く修理を行う努力が求められる。また、日本側としても、財務管理システム

（含む、水道料金システムの設計等）にかかるソフト面での協力を視野に置き、何らかの枠組み

を使って今回修理を支援する方法を検討しても良いと考える。 

                                                  
43 2008 年 2 月末レート、１元＝14.50 円にて換算した。 




