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中華人民共和国 

フフホト市上水道整備事業 

外部評価者：佐野総合企画株式会社 十津川 淳 

１．案件の概要 

     プロジェクト位置図            金河浄水場 

 

1.1 事業の背景 

 中国では 90 年代から都市化が加速度的に進み、内蒙古自治区の省都であるフフホト市で

も、都市の人口比率は 80 年代後半の約 35％から、95 年には 42％、81 万人にまで増加の一

途を辿っていた。 

 当時の予測では、このような都市部の人口増加と並行しながら、個々の住民の生活水準

は向上し、かつ工業地区が増加することによって、同市の水需要はますます増大してゆく

ものと予測されていた。しかしながら、水源をすべて地下水に依存していたフフホト市に

とって、これらの需要増をすべて地下水源で満たしてゆくことは困難であり、地下水以外

の利用を考えなければ、中長期的に深刻な水不足に陥ることが憂慮される事態にあった。 

 こうした状況を受け、フフホト市は市内から約 80km 離れた黄河からの導水施設の建設を

行うことによって、水需要に即した給水能力の拡大ならびに地下水源の長期的・安定的利

用を促進するため、本事業を実施することとなった。 

 

1.2 事業の概要 

 内蒙古自治区フフホト市において、黄河を水源とする上水道施設を建設することにより、

同市の逼迫している水需要の緩和を図り、もって将来の水需要の増大に対応するとともに、

地下水位低下の抑制に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 5,446 百万／5,426 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1996 年 12 月／1996 年 12 月 

借款契約条件 金利 2.1 ％、返済 30 年（据置 10 年）、 

一般アンタイド 
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借入人／実施機関 中華人民共和国（１）（２）対外貿易経済合作部／ 

建設部 

貸付完了 2002 年 9 月 

本体契約 TIANJIN MACHINERY IMPORT & EXPORT CORPORATION（中国）

コンサルタント契約 なし 

関連調査 

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 

内蒙古自治区水利観測設計院、中国市政工程華北設計研究

院、フフホト特市市政設計所(1993 年) 

関連事業 なし 

 

2．調査の概要 
 

2.1 外部評価者 

十津川 淳 （佐野総合企画株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2009 年 12 月～2010 年 10 月 

現地調査：2010 年 2 月 28 日～3月 23 日、2010 年 5 月 6日～5月 29 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：B） 
 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 本事業開始時の中国政府第 9 次 5 カ年計画(1996 年-2000 年)では、国内の急増する水需

要に対応するため、水資源開発と節水運動を強力に推進する方針が掲げられていた。また、

内蒙古自治区政府においても、同自治区第 9次 5カ年計画および内蒙古自治区 15 カ年計画

(1996 年-2010 年)において、フフホト市の長期的な安定給水のために黄河導水を実施する

ことが重要な政策目標として掲げられていた。 

 

事後評価時点の 2010 年においては、上記内蒙古自治区 15 ヵ年計画は 終段階を迎えて

いるが、長期的視野に立脚した安定給水対策は、依然としてフフホト市の重要な政策目標

として位置づけられており、次期計画にも引き続き謳われる予定となっている。また、本

事業はフフホト市の開発計画の根幹となる経済社会発展マスタープラン（1996-2010 年）に

おいて、同市の水分野政策の目標：「水資源の保護、地下水の揚水量抑制、黄河導水の適正
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利用」を実現させるための 重要案件のひとつとして位置づけられている。 

以上の点から、本事業の政策面での整合性は審査時および事後評価時ともに高いと判断

できる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

(1) 事業審査時の開発ニーズ 

水需給にかかるニーズ 

 本事業審査時の 1990 年代半ば、中国全土において給水量の不足に直面していた 260 都

市のうち、フフホト市はとりわけ緊急性が高い 122 都市のひとつに数えられていた。当

時算定されたフフホト市の水需要予測では、何らかの手段を講じない限り、同市は 2010

年に一日当たり 60 万㎥にも及ぶ、深刻な給水量不足に陥ることが指摘されていた。その

ため黄河導水による本上水道整備事業は、当時のフフホト市にとっての喫緊の開発ニー

ズに即したものであった。 

 

過剰揚水の抑制・地下水位の低下抑止にかかるニーズ 

  当時のフフホト市は市中給水の全てを地下水に依存しており、その過剰揚水による地

下水位の低下は拡大傾向を見せていた。水位は 1976 年から 1999 年までの間に累計で 56m

も低下しており、地下水採取量の適切な管理および代替水源の確保が緊急の課題であっ

た。また当時から、既に一部の地域では地盤が沈下する被害も報告されていた。そのた

め、表流水を利用する本事業は地下水位の低下に対して大きな効果をもたらすことが期

待された事業であり、フフホト市のニーズに整合していたものと判断できる。 

 

(2) 事後評価時の開発ニーズ 

  他方、事後評価時点において、本事業が呼応してきたニーズを検証すると、本事業は

上記のうち冒頭「水需給にかかるニーズ」に対応した側面は比較的弱いと考えられる。

これは、審査時に予測したほどの水需要量が実際には生まれず、本事業が当初計画した

取水量の半分しか完成していない 2010 年現在においても、同市の水需要は基本的に満た

されている事実からも判断できる(有効性の項参照)。つまり水需給バランスのギャップ

解消へのニーズは事業審査時には確かに存在したものの、本事業がそのギャップ解消に

呼応してきたとする関係性は、これまでのところやや弱い。 

しかしながら、むしろ強調すべきは、本事業が長期的な視点においてフフホト市の給

水を安定させること、つまり過剰揚水を抑制し、表流水利用と合わせて給水する持続的

な体制を構築することに大きな貢献をした点である（この点においては明らかな成果が

出ている。同じく有効性の項参照）。フフホト市が長年にわたって地下水に過度に依存し

てきたことは事実であり、その視点に立てば本事業は現時点においても、特に「過剰揚

水の抑制にかかるニーズ」に対応してきたものであり、同市の開発ニーズに即応してき

たと評価することが出来る。 
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3.1.3 日本の援助政策との整合性 

1992 年当時の ODA 大綱において、上水道事業を含む環境保全は ODA 基本理念のひとつと

して掲げられるとともに、日本は 1992-96 年度の 5 年間に環境 ODA を大幅拡充することを

国連などの場で対外的に表明している。 

また、当時の対中国援助方針には「有償資金協力を中心として経済インフラ整備に資す

る協力を行う」こと、および「相対的に開発余地の大きい内陸地域の支援にこれまで以上

に配慮する」ことが重点項目として掲げられていた。 

以上のことから、本上水道整備事業はその事業内容、事業地域といった観点からも、日

本の援助政策に合致していたものと判断できる。 

 

 以上より、本事業の実施は中国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：b） 

3.2.1 アウトプット 

 本事業はフフホト市内から約 80km 離れた黄河河岸における取水・導水施設の建設、浄水

場建設および給水に伴う導水管や配水管網の整備等を対象とした上水道整備事業である。 

本事業のアウトプットを検証するにあたり特筆すべき点は、本事業の実施工程が第一期と

第二期に分割された点である。後述の「事業期間」に示したとおり、本事業では第一期に

予定通りの進捗を見せたものの、それ以後の第二期工事からは進捗が遅々としており、事

後評価時点において未完成の施設も散見される。 

 

【計画と実績との差異】 

審査時に予定された事業内容とこれまでの実績との差異は下表のとおりである。 

本事業においては事業進捗こそ遅延しているものの、計画内容の変更や削減/縮小は、下

表内（5）のコンサルティングサービスを除いて、現時点まで為されていない。なお、コン

サルティングサービスについては、中国国内で実績のあるコンサルタント会社（蘭州中国

市政設計院）で技術的な対応が可能であるとの判断を日中双方が行なったため、審査後に

計画変更を行なった(同設計院は調達機材の選定にかかるコンサルティングサービスを実

施した)。 

 

表 1 アウトプットにかかる予定実績の対比 

審査時内容 実績 完成/未完成項目 

(2010 年 5 月時点) 第一期実施分 第二期実施分 

(1) 導水施設建設（取水能力 55 万㎥/日） 

① 取水ポンプ 8 基、導

水ポンプ 8基 

 

取水ポンプ 4 基、導水ポ

ンプ 4基 

 

― 未完成： 

取水ポンプ 4 基、導水ポ

ンプ 4基 
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② 黄河-浄水場：導水管

延長 

 

＞ 黄河-沈澱場： 

導水管2.731km＊2本 

 

＞ 黄河-沈澱場： 

導水管2.731km＊1本

 

＞ 黄河-沈澱場：

導水管 2.3km＊1 本

未完成： 

導水管工事のうち 1 本が

約 400m 未完 

 

＞ 沈澱場-貯水池： 

導水管 63.2km＊1 本

 

＞ 沈澱場-貯水池：

導水管 63.2km＊1 本

 

完成済み 完成 

＞ 貯水池-浄水場： 

導水管16.22km＊2本 

 

＞ 貯水池-浄水場：

導水管16.22km＊1本

導水管13.22km＊1本

＞貯水池-浄水場：

導水管 3km＊1 本 

完成 

(2) 浄水施設建設 

金河浄水場建設 

（処理能力 40 万㎥） 

（急速濾過方式） 

金河浄水場建設 

（処理能力 20 万㎥） 

（急速濾過方式） 

― 未完成： 

現在の金河浄水場の処理

能力は予定値の半分 

(予定通りに急速濾過方

式を採用した金河浄水場

を建設) 

 

(3) 配水施設建設 

＞ 配水管延長： 

11.951km＊2 本 

＞ 配水管延長： 

11.951km＊1 本 

7.2km＊1 本 

― 未完成： 

配水管延長のうち 1 本が

約 4.75km 未完 

(4) 市内配水管網改善 

 ＞ 市内配水管延長：

延長 56.9km 

 

＞ 市内配水管延長： 

延長 56.9km 

 

完成済み  

 

 

完成 

(5) コンサルティングサービス： 

導入 

(調達機材の選定にかか

るコンサルティングサー

ビス) 

 

蘭州中国市政設計院 

（国内コンサルティング

サービスを利用。サービ

ス内容は計画通り～調達

機材の選定業務） 

― 完成 

 

3.2.2 インプット 

 本事業においては第二期工事が未完であり、アウトプットとインプットの適正な比較が

出来ないため、既に完工している第一期工事分によって効率性を評価する（情報としては、

第二期工事および全体内容を記載する）。 

 

3.2.2.1 事業期間 

 本事業は審査時において計 37 ヶ月の工期（1996 年 12 月～1999 年 12 月）を予定してい

たが、基本設計調査によって全体工期を 2 期に分けることが提案され、結果それぞれ第一

期（1998 年 1 月～2001 年 12 月：計 48 ヶ月）および第二期（2002 年 1 月～2003 年 12 月：

計 24 ヶ月）の工期をもって事業を実施することとされた。 

 工期を二分した主たる理由としては、当時のフフホト市政府の財務状況を勘案したこと

および当面賄うべき水供給量(20 万㎥/日)を確実に担保することを優先させたことの二点

とされている。 
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 しかしながら、本事業の実績は上記のそれぞれの工程から大きく乖離している。第一期

が 1998 年 4 月～2002 年 11 月の計 56 ヶ月、および第二期が 2002 年 12 月～2010 年 5 月（継

続中）で実施されており、第一期については計画を若干上回った(第二期については既に大

幅に上回っている状況)。工期が遅延した原因は様々であるが、主として以下の点が挙げら

れる。 

 

表 2 事業期間の予定と実績 

項目 予定 実績 

第一期 1998 年 1 月-2001 年 12 月 

(48 ヶ月) 

 

1998 年 4 月-2002 年 11 月 

(56 ヶ月) 

(計画比 116％) 

第二期 2002 年 1 月- 2003 年 12 月 

(24 ヶ月) 

2002 年 12 月- 継続中（2010 年 5 月） 

(90 ヶ月～) 

(計画比 375％超～) 

工期全体 1998 年 1 月-2003 年 12 月 

(72 ヶ月) 

1998 年 4 月- 継続中（2010 年 5 月） 

(未完・146 ヶ月～) 

(計画比 203％超～) 

 

【事業期間の予定と実績の差異】 

（設計における遅延） 

 詳細設計調査において、当時見直しが進められてきた都市計画内容との整合性に鑑み、

導水管ルート敷設場所を再調整したことなどで若干の遅延が生じた。 

 

（施設建設における遅延） 

 予定施設のうち、資金不足を原因として導水施設および配水施設建設が第二期工事から

殆ど進捗していない。管轄機関である水務局の保証を以って、公司では追加の資金調達（1.4

億元）も実施してきたが、新たな経済開発区での配水管網の敷設など緊急性の高い分野に

資金が充当されてきたため、本事業には直接充てられてこなかった。 

 また、資金不足に加えて、都市計画の変更に伴う設計変更が生じた点も遅延の一因とし

て挙げられる。とりわけ浄水場から市街地を結ぶ配水管敷設は市内の都市開発事業と整合

させる必要があったため、設計変更および住居地区の撤去作業終了を待つ必要があった点

も工程を遅延させた要因となっている。 

 

3.2.2.2 事業費 

本事業における事業費支出の予定と実績は下表のとおりであり、事業費は計画を若干上

回った(第一期工事分)。 

表 3 事業費支出の予定と実績 

 予定 実績 

第一期 16,968 百万円 

(うち円借款部分 5,446 百万円) 

19,817 百万円 (計画比 117％) 

（うち円借款部分 5,426 百万円） 
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第二期 4,365 百万円 

(うち円借款部分 なし) 

2,896 百万円 

（～2010 年 5 月実績・うち円借款部分なし）

総額 21,324 百万円 

(うち円借款部分 5,446 百万円) 

22,714 百万円（～2010 年 5 月実績） 

＊ 現時点の見積もりでは、未完成部分の建

設のためには更に 5,700 百万円が必要。その

ため、総額では 28,421 百万円（超え）と試

算される（計画比 133％）。 

注 1：1998 年-2009 年の為替レート平均(14.34 円)にて計算 

注 2：表内予定額は審査調書後に工期が二分される事が決定した後の予定額 

 

【事業費支出の予定と実績の差異】 

事業予算の算定時(1993 年)から事業開始までに月日が経過しており、その間の物資調達

コストおよび労賃等の上昇を主因として、事業費は計画を上回る状況となった。 

貯水池および浄水場建設での予算見積もりは、内蒙古自治区水利水電観測設計院で規定

していた 1987 年単価に基づいて計算されていたため、その見積もり額が実態とやや乖離す

る結果となった1。また、総じて第一期の工事期間を通して、セメントや鋼材、配管等の調

達コスト、重機使用料などが急騰したことも支出の増大に影響を与えている。 

 

 以上より、本事業は事業費、事業期間ともに計画を若干上回ったため、効率性は中程度

である。 

 

3.3 有効性（レーティング：b） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 

 本事業による現在までの運用指標にかかる実績値は下表のとおりである。 

 

表 4 運用指標にかかる目標値と実績値 

指標名 指標目標値（2000 年） 実績値（2009 年データ） 

a. 給水人口 

 

(計画値無し) 86 万人 

b. 給水量  

 

400 千㎥/日 

 

200 千㎥/日 

( 大給水能力) 

c. 施設利用率(金河浄水場) 

 

100% 75%（ 大～200 千㎥に対する） 

50％（平均～同上） 

d. 漏水率 

 

5% 30% 

e. 取水量 

 

55 万㎥/日 27.5 万㎥/日 

( 大取水能力) 

                                                  
1 当時は構造物・工事の種類によって、その事業を管轄する官庁が規定する基本単価を採用する規則とな

っていた。貯水池および浄水場以外の土木工事については、内蒙古自治政府による総合定額規定による

1993 年単価を採用している。 
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f. 水質 

 

(衛生基準の達成・項目数の設定

はなし) 
国家生活飲用水基準が示す105項

目を達成 

g. 水道普及率 

 

（計画値無し) 約 80％(推定値) 

供給面積：110Ｋ㎡ 

h. 一人当たりの生活用水量 （計画値無し） 240 リットル/人/日 

 

 運用面においては第二期工事が完工していないため、給水量および取水量などの運用指

標数値は計画の半分となっている。一方で、給水人口は表 5 で示すとおり審査時（90 年代

半ば）の約 56 万人から 86 万人にまで増大しており、市内の水道利用者・水道普及率向上

といった側面で大きな効果を示している。 

 

表 5 給水人口および供給面積の推移 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

給水人口（万人） 55.9 56.1 56.3 62.9 71.6 74.1 77.4 78.9 80.1 80.6 81.4 83.5 84.2 86.4

供給面積（Ｋ㎡） 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 110 110 110 110

出所：フフホト自来水公司 

 

 なお、第一期工事によって設置された金河浄水場にかかる施設利用率については、 大

時 75％（15 万㎥/日）、平均時 50％（10 万㎥/日）となっている。ちなみに平成 20 年度の

東京都や大阪市の平均施設利用率2がそれぞれ 63.2％、51.1％となっていることからも、本

施設の利用率はピーク時対応の面からは、ほぼ妥当なレベルと判断できる。 

 

 また、漏水率については配水管網の改善・更新を逐次進めているものの、新たな開発区

への管網整備のニーズも大きく、全ての管網改善・更新ニーズには応えられない状況が続

いている。そのため漏水率については、これまで期待された数値には達していない3。 

 

表 6 漏水率の変化             （％） 

年 1996 2005 2006 2007 2008 2009 

漏水率 10.3 22.0 26.5 25.6 26.5 30.0 

出所：フフホト自来水公司 

 

 他方、審査時に効果指標として設定された「水需給量」と「地下揚水量」の指標におい

ては下記のことがいえる。 

 

（水需給量） 

水供給量については、本事業による給水が開始された 2005 年からも大きな変化は見られ

                                                  
2 出所：東京都水道局 
3 国内および海外主要都市の漏水率(2008 年)を見ると、北京：16％、香港：26％、ロンドン：26％、メキ

シコシティ：35％、モスクワ：10％、東京：3.6％等となっている。 
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ない。これは下表 7 の水供給量の数値からも明らかなように、本事業による給水分は、こ

れまで供給を担ってきた地下水源からの給水量に取って代わっているためである4。つまり、

表流水を利用できることになったために、その分の地下水利用については抑制できている

ことを示している。 

さらに、下表の水需要量は 1995 年の F/S に基づく予測値であり、そもそも現在の状況を

的確には反映していないこともギャップを示している要因である。フフホト自来水公司と

しては第二期工事の本格実施に向けて、今後改めて水需要量の算出を試みたいとしている。 

 なお、下表に示される、水需要量から供給量を差し引いた水不足分については、1) フ

フホト自来水公司が管轄していない自家水源によって水供給がなされている場所があるこ

と、2)集団共有式メーターから世帯別メーターに変更したことによって住民の節水意識が

高まり、各戸ベースでは需要の伸びが鈍化していること、さらには 3)水消費量の多い大規

模工場において再生水利用が進んでいるため、工場からの水需要が減少したこと―などを

主たる要因として、実際のところ解消されているものと考えられる。 

 

表 7 水需給量の変化           （万㎥/日） 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

需要 

（予測） 

43.5 52.1 56.2 60.7 62.8 65.6 69.7 73.8 75.6 78.4 80.3 82.2 84.5 86.9 88.1

供給 

（実績） 

23.0 22.8 23.6 22.8 21.8 22.1 22.4 22.0 21.6 21.9 21.3 21.1 23.7 25.5 37.9

不足 20.5 19.3 22.6 37.9 41.0 43.5 47.3 51.8 54.0 46.5 49.0 61.1 60.0 61.4 50.2

出所：フフホト自来水公司 

注：表対象地域はフフホト市内 

 

 もうひとつの効果指標である地下揚水量のデータは、近年明らかな改善を示しており、

2008 年からは遂に過剰揚水量がマイナスを示すレベルに達した。この点については、本事

業の実施およびフフホト市が推進している井戸閉鎖の効果が大きいと考えられる。特に

2009 年には市内の井戸が約 100 本閉鎖されたため、同年の地下揚水量は大きく減少し、表

流水による水供給量が急増する結果となった。 

 

表 8 地下揚水量の変化          (万㎥/日) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

揚水量 37.1 37.4 36.6 37.1 35.0 37.6 41.9 38.0 36.1 33.2 30.0 28.2 25.3 23.0

過剰揚水量 11.4 11.7 10.9 11.4 9.3 11.9 16.2 12.3 10.4 7.5 4.3 2.5 -0.4 -2.7

出所：フフホト自来水公司 

注：地下揚水量データは自来水公司による揚水量と自来水公司の管轄外である自家水源からの揚水量の合

計値。そのため、自来水公司からの水供給量（表７）と本データの揚水量は一致していない。 

                                                  
4 補足説明は以下のとおり。表流水の供給が開始された 2005 年と前年の比較において、その供給量はほぼ

同一である（2004 年 21.9 万㎥、2005 年 21.3 万㎥）。表流水の供給が開始されているにもかかわらず両年

の供給量が同一であるということは、表流水以外の水源、すなわち地下水からの供給が減少していること

を示すことにほかならない。 
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3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

 内部収益率（FIRR）について、これまでの完工部分をもとに再計算を行なったところ、

2.51％の収益率が算出された。この数値は審査時の 6.92%と比して低下しているが、これは

第二期工事が未完であるため、期待した水道料金収入が実現されていないことに拠るもの

である。さらに費用の面から言えば、貯水池の造成や導水管の敷設など、取水量の大小に

かかわらず必要な土木工事の部分については事業全体の過半に及ぶ建設コストが生じてお

り、そのため結果的に FIRR 値は審査時想定よりも低下することとなった。 

 

3.3.2 定性的効果 

本評価においては、審査時に定性的効果として示されていた「生活基盤の改善」、「工業

生産増等経済発展への寄与」、「地下水位の低下抑制」の各項目は、アウトカムレベルでは

なくインパクトレベルであるため、次項インパクトにおいて評価を行なう。 

 

 以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業の実施によって、以下のインパクトが発現している。 

 

(1) 地下水位低下の抑制 

 地下水位は下表のとおり、これまで一定の割合で低下を続けてきたが、近年になっ

て逆に上昇した年が見られるようになった（2006 年および 2008 年）。本事業による給

水は 2005 年から開始されており、地下揚水量を減少させたことが地下水位低下を抑制

した大きな要因と考えられる。 

表 9 地下水低下 

年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

低下 

(m/

年) 

1.3 1.2 2.0 1.4 1.4 1.5 2.2 1.7 1.6 1.7 1.6 
2.2 

上昇 
2.3 

3.9

上昇

出所：フフホト自来水公司 

注：数値は前年水位に対する比較 

 

(2) 工業生産等の経済発展への寄与 

   本事業は給水インフラ整備の側面から、フフホト市の工業発展に重大な貢献をして

いる。特に、近年開発された石油コンビナート地区（石油精錬所、金橋発電所および

化学肥料工場が設けられた経済開発区）では、工業地区のみならず、隣接する住居地

域のインフラ発展にも寄与しており、同地区は職住近接の地域環境を提供できる市内

有数の経済開発区として益々の発展を遂げている。 

なお、現在市内にある計 4 箇所の経済開発区に対して、本事業による給水が行なわ
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れているが、近々完成する新たな経済開発区（托ケン清水河開発区）にも追って給水

が開始されることが予定されており、今後も経済インフラ整備の観点から同市の工業

増産に寄与してゆくものと考えられる。 

 

(3) 安定給水による生活基盤の改善・生活の質向上の認識 

 受益者調査の結果から、本事業の実施によって対象地域の家庭では断水頻度が減少

したり、水圧が安定したりするなど、給水事情一般が改善している傾向が示された。

受益者調査では「断水頻度が減少した」との回答が 49％5、「水圧が安定した」との回

答が 31％を占めた6。また、同結果からは、給水事情の改善によって「生活の質が向上

した」、「家事の効率性が上がった」との認識を示す回答が約 60％を占めるなど、本事

業が住民生活の改善に対して、プラスのインパクトを与えたことが確認できる。 

 

表 10 本給水事業による効果への認識（受益者調査結果から） 

 とてもそう思う 概ねそう思う あまり思わない 思わない 

(基本的な)生活の質が向上した 13％ 46％ 21％ 20％ 

家事の効率が向上した 23％ 37％ 25％ 15％ 

出所：事後評価における受益者調査結果（市内住民の 100 人に対して 2010 年 4 月実施） 

 

(4) 水因性疾患の減少 

 水因性疾患の減少と本事業による効果の因果関係を立証することは困難であるが、

現状として同市における水因性疾患は減少傾向を示している。審査時において、留意

が必要とされたフッ素症およびヒ素中毒の発生は近年になって一切報告されていない7。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

浄水場でろ過された水は沈殿池で適正に処理されている。汚泥については小黒河へ放流

されており、これまでのところ環境面における負のインパクトは生じていない8。なお、汚

泥を利用したレンガの再資源化はコスト面からの折り合いがつかないため、現時点におい

ては断念した状態である。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

排泥場用地(約 300ha)の取得については、農民との間で一旦は売買合意が成立したが、そ

の後の土地価格の高騰を受けて、農民側より合意が撤回された。そのため、現在も排泥場

                                                  
5 「断水頻度は変わらない」の回答は 29％。 
6 「もともと水圧について大きな問題はない」の回答は 30％。 
7 ヒ素に関しては、1990 年にフフホト市郊外の枳棘梁村において報告されたのみであり、以降はヒ素にか

かる報告例は一切無い。 
8 排出箇所の下流約 10 キロの地点に汚水処理場があり、適正な処理がなされている。 
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の全用地については取得が完了しておらず、一部の用地を農民から借用して対応している

状況である。長期的には現在の借用面積で足りなくなるため、早晩、用地取得について双

方で合意に達する必要がある9。 

なお、本事業の実施において住民移転は行なわれていない。 

 

(3) その他 

地下水に長年親しんできたフフホト市民にとって、表流水を水源とした水道水の味覚は

必ずしも評判が高くはない。受益者調査の結果でも、「水がおいしくない・おいしくなくな

った」との回答が約半数(46％)を占めている。2009 年には、一部の市民代表者から水質(味

覚)改善への意見書が内蒙古自治政府に提出されるまでに至っている。この点についてはフ

フホト自来水公司も十分に認識しており、地下水－表流水のバランスを考慮しながらも、

可能な限り生活用途には地下水を割り当て、工業用途には表流水を割り当てられるように

したいとしている。  

 

 以上より、本事業は地域住民の日常生活やフフホト市の経済発展などに正の影響を与え

ており、そのインパクトは多様であり且つ大きい。 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業の運営・維持管理は、1966 年に設立されたフフホト市自来水公司によって実施さ

れている。近年、自来水公司は組織体制の見直しをはかり、給水作業に特化する給水公司

(300 人)を独立させ、また給水管等の維持管理についても給水管網維持管理公司(680 人)を

設置するなど、給水事業にかかる総合的な体制を強化している。また、組織全体としても、

2003 年当時に 1,600 人程度であった職員数は現在約 2,600 人を擁するに至り、これまでに

は無かった顧客サービスを充実させるなど、組織としての総合力が強化されている。また、

今後は個々の職員の能力強化と並行しながら、人員のスリム化も随時進行させることとし

ており、体制面での持続性は高いと判断できる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 表流水を水源とした本給水事業は、自来水公司にとって初の操業実務となるため、操業

開始以前から入念な技術者研修を実施してきた。研修は自社内の研修のみならず、石家荘

上水道会社や北京自来水公司などへの派遣研修を行ない、延べ 350 人に対して技術研修を

実施した。また操業開始後も技術者への年間研修計画に基づき、研修を随時行なうととも

                                                  
9 排泥場の取得については、フフホト自来水公司が交渉の責任機関として当たっており、早晩の解決を図

りたいとしているが、具体的な交渉スケジュールは今のところ立てられていない。なお、現時点の借用面

積は、10 ヘクタール未満である。排泥場対象地は遊休地でもあるため、その借用面積については随時交渉

を基本としており、具体的な境界線引きが行われているわけではない。また、排泥場は取水施設のフル稼

働を以って、50 年間の排泥を処理できるだけの面積(容量)がある（フフホト自来水公司聞き取り結果より）。 
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に、研修成果にかかる試験や技術力評価なども行なっており、技術力維持及び強化への体

制は整っているものと判断できる。これまでにも操業上での重大なトラブルを生じさせた

ことが無い点からも、運営・維持管理にかかる技術力については十分な継続性を持ってい

るものと評価できる。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

 フフホト自来水公司の財務状況は、特に 2007 年から 2008 年にかけて燃料などの原材料

コストの急騰を受けて悪化したが、2009 年からは改善が見られるようになっている。 

 財務の安全性を端的に示す流動比率については、2009 年に 137％となっており、一定の

安全性を示している。また、自己資本比率も同様に 2007 年から減少しているものの、なお

36％を維持している。以上の点から、公共サービスを提供するインフラ公企業であること

を考慮すると、財務の安全性を示すレベルとして高いとは言えないまでも、持続性が危ぶ

まれる状況にはなっていないと判断できる。 

 なお水道料金については、公司自らの経営判断によって値上げすることは出来ないため、

収益性を向上させるためには様々なコスト削減などによる努力が求められるものの、総括

原価方式10（事業の採算性を成り立たせるように料金設定を行う方式）に基づく設定がなさ

れており、財務面での持続性はほぼ担保されているといえる。 

 

表 11 フフホト自来水公司の財務状況 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

売上高(元） 136,816,343 121,606,970 158,345,605 183,911,765 188,346,488 269,342,117

経常利益(元) 248,085 295,456 522,879 -49,641,136 8,494,857 32,003,417

売上高経常利益率

(％) 
0.18 0.20 0.33 -26.99 4.51 11.88

売上高利益率(％) 26.61 30.15 23.53 -1.22 27.64 14.99

売上成長率(％) 28.13 -11.12 30.21 -16.15 2.41 43.00

売上原価率(％) 73.39 69.85 76.47 -101.22 72.36 85.01

総資本利益率(％) 0.02 0.02 0.03 -2.30 0.37 1.34

総資本回転率(％) 0.11 0.08 0.10 0.09 0.08 0.11

自己資本比率(％) 63.02 51.58 51.99 38.48 36.67 36.60

流動比率(％) 264.41 293.40 278.06 143.23 129.49 137.51

固定比率(％) 119 125 112 132 131 127

出所：フフホト自来水公司 

 

                                                  
10 市場競争のない地域独占的事業である水道事業においては、主として総括原価方式により料金設定がな

されている。総括原価方式は、必要な費用や事業報酬を積み上げ、それを賄うだけの料金収入をもたらす

水準に料金を設定するものである（出所：「水道事業の適正な比較評価をなしえる経営効率指標」～社団法

人 日本水道協会） 
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表 12 水道料金の推移          （元/㎥） 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

生活用水 0.57 0.63 0.69 0.86 0.9 1.22 1.33 1.93 2.15 2.07 2.68 2.65 2.55 2.51

工業用水 1 1.12 1.22 1 1.28 1.39 1.34 1.65 1.82 2 2.99 2.94 2.85 2.44

その他 0.11 0.27 0.4 0.6 0.6 0.77 0.8 1.12 2.18 1.25 0.78 0.87 0.82 1.59

出所：フフホト自来水公司 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 維持管理については、各浄水場やポンプ機場などの各主要施設に資機材維持管理技術者

をそれぞれ配置することで対応している。また各施設の維持管理を横断的に担当する維持

管理センターを 2005 年に設置し、5 名の専門職員が必要に応じて各施設の維持管理をサポ

ートする体制を取っている。さらに、維持管理にかかる予算計画や維持管理マニュアルも

既に整えられており、維持管理にかかる体制および実際の取組み状況は良好である。これ

までにも同維持管理計画に基づき、必要な資機材や施設の更新が逐次行なわれており、2010

年には新たに自動制御システムの更新が予定されている。以上のことから、運営・維持管

理の状況は良好であるものと判断できる。 

 なお、現地調査時の目視によると、取水ポンプのうち1台が不調であったが(2010年 5月)、

既に代替の取水ポンプ調達を行なっており、7月には新規のポンプが設置される予定である。 

さらに受益者サービスの点においても、新たにカスタマーサービスセンター（22 人）や

給水申請弁交室（7人）が設置されるとともに、水道料金の支払い方法についてもプリペイ

ドカードが導入され始めるなど、サービス実施の体制面についても改善が見られる。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 
 

4.1 結論 

地下水のみに水源を依存していたフフホト市にとって、黄河からの表流水を利用する本

上水道整備事業は、同市の給水を長期的に安定化させるものであり、その効果は地下揚水

量の減少や給水人口/面積の増大といった形で着実に現れている。現時点では第二期工事が

未完工であるため、第一期工事で設置された一部の施設が遊休状態にあるといった課題が

あるものの、今後は第二期工事の終了を以って事業効果が更に高まることを期待できる。

また、今後の維持管理においてもフフホト自来水公司の組織体制や技術力に特段の問題は

見られない。 

以上より、本事業の評価は（B）高いといえる。 
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4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

近年フフホト市の都市化および経済発展が加速化していることに鑑み、改めて中長期に

亘る水需給を予測することが求められる。この大前提となるデータを以って、長期的な安

定給水を実現させるための第二期工事の早期完工が求められる。そして、現在作成中の第

12 次 5 カ年計画において完工を確約させることが必要である。（なお、フフホト市は市内の

井戸閉鎖をこれからも進める予定であり、二期工事の必要性が覆される可能性は殆どない

と考えられる。本項は二期工事の取り止めを提言するものではない）。 

 

4.2.2 JICA への提言 

第二期工事の完工に向けて、その進捗をモニタリングすることが必要である。現時点に

おいては、特に技術的支援を必要とする作業は見受けられないが、先方とのコミュニケー

ション過程において必要な支援があった場合には適切な助言等の対応が求められる。 

 

4.3 教訓 

本事業の効率性や有効性にかかる評価において、そのマイナス要因を惹起した根本的な

原因は、F/S 調査に基づく水需要予測である。様々な社会経済条件が急速に変化する中で、

その予測が困難であることは自明である。しかしながら、本事業における水需要予測と現

実は結果として大きく乖離した。その乖離した原因を特定することもまた困難ではあるが、

本事業において F/S 内容の精査が(第三者などによって)更に実施されていれば、本事業の

求めたアウトプットやインプットも変更された可能性が高く、その場合は、より効率性お

よび有効性の高い事業実施結果を導くことができたと推察できる。その意味において、F/S

調査の精査の更なる必要性(特に先方国が F/S 調査を実施する場合)を、本事業にかかる事

後評価の挙げる教訓としたい。 
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主要計画／実績比較 

項     目 計     画 実     績 

① アウトプット 

1) 導水施設建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 浄水施設建設 

 

 

 

3) 配水施設建設 

 

 

 

4) 市内配水管網

改善 

 

5) コンサルティ

ングサービス 

 

(1) 取水ポンプ 8基、導水ポンプ 8基 

 

 

(2) 黄河-貯水池：導水管延長 

(2-1) 黄河-沈澱場：導水管 2.731km＊2 本 

 

 

(2-2) 沈澱場-貯水池：導水管 63.2km＊1 本 

 

(2-3) 貯水池-浄水場：導水管 16.22km＊2 本

 

(1) 金河浄水場建設（処理能力 40 万 m3） 

 

 

 

(1)  配水管延長：11.951km＊2 本 

 

 

 

(1) 市内配水管延長：延長 56.9km 

 

 

(1) 導入(調達機材の選定にかかるコンサル

ティングサービス) 

 

未完成： 

取水ポンプ 4 基、導水ポンプ 4

基未設置 

 

未完成： 

導水管工事のうち 1 本が約 400m

未完 

計画通り完成 

 

計画通り完成 

 

未完成： 

20 万㎥処理能力分は建設・稼動

済 

 

未完成： 

配水管延長のうち 1 本が約

4.7km 未完 

 

計画通り完成 

 

 

導入(予定通り) 

②期間 第一期 1998 年 1 月-2001 年 12 月 

(48 ヶ月) 

第二期 2002 年 1 月- 2003 年 12 月 

(24 ヶ月) 

工期全体 1998 年 1 月-2003 年 12 月 

(72 ヶ月) 

1998 年 4 月-2002 年 11 月 

(56 ヶ月)  

2002 年 12 月- 継続中 

(88 ヶ月～)  

1998 年 4 月- 継続中 

(未完・144 ヶ月～) 

③事業費 

 外貨 

 

 

 内貨 

 

 

 

 

 

 

第一期 5,446 百万円 

第二期 なし 

 

第一期 11,522 百万円 

第二期  4,365 百万円 

(現地通貨) 

第一期 1,414 百万元 

第二期   363 百万元 

 

 

第一期 5,426 百万円 

第二期 なし 

 

第一期 14,391 百万円 

第二期  2,896 百万円(未完) 

（現地通貨） 

第一期 1,382 百万元 

第二期   202 百万元 
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 合計 

 

 

 

 うち円借款分 

 換算レート 

第一期 16,968 百万円 

第二期  4,365 百万円 

合計  21,324 百万円 

 

5,446 百万円 

1 元＝12.00 円（1996 年） 

第一期 19,817 百万円 

第二期  2,896 百万円(未完) 

合計  22,714 百万円(未完) 

 

5,426 百万円 

1 元＝14.34 円 

（1998 年－2009 年平均） 

 

 

 


