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JICA（国際協力機構）
・技術協力（技術協力プロジェクト、専門家派遣、
機材供与、研修員受入、開発調査）
・有償資金協力（円借款）
・無償資金協力
・ボランティア派遣
（青年海外協力隊、シニアボランティア）
・国際緊急援助
（国際緊急援助隊、国際緊急援助物資供与）

技術協力専門家
・長期専門家（１年以上）
・短期専門家（１年未満）
・官庁（公務員、国の推薦する専門家）及び民間コンサルタント

中国節水型社会構築モデルプロジェクトの枠組み



「技術協力事業は、開発途上国の課題解決能力と主体性
（オーナーシップ）の向上を促進するため、専門家の派遣、必
要な機材の供与、人材の日本での研修などを通じて、開発
途上国の経済・社会の発展に必要な人材育成、研究開発、
技術普及、制度構築を支援する取り組みです。」（JICAホー
ムページより）

技術協力プロジェクトとは・・・

※特に技術協力プロジェクトは、相手国政府の主体的な課題
提起とプロジェクト実施が基本であり、専門家等が現地におい
て相手国の担当公務員に対して「技術移転」を行うこととなる
場合が多い。
この技術移転の対象となる者が「カウンターパート」である。

当プロジェクトでは、中国水利部
（水資源省に相当）



中国水利部正門の様子



中国水利部とJICA専門家チームとの会議風景
(左側が中国水利部）



中国における水資源の現状

長江に建設された三峡ダム。発電と洪水調節を
主目的としている。（2008年10月撮影）
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人口あたりの水資源量

単位： m3

世界人口当たり 中国人口当たり 2030年中国人口
当たり（予測）

2000

1700

中国の水資源総量は2.8万億m3 であり、ブラジル、ロシ
ア、カナダ、インドネシア、アメリカに次いで世界第６位。
しかし、人口あたりの水資源量は世界平均レベルの1/5

に過ぎない。

日本人口当たり

7500



年平均降水量（ミリ）

北部地域（降水量50－800mm）

南部地域（降水量800-2000mm）

中国における水資源の空間的不均衡

・北部地域は国土面積の63.5％、
全人口の47%を占めるが、水資
源量はわずか19%を占めるのみ
である。

・南部地域は国土面積の36.5％、
全人口の53%を占めているが、
水資源量は81%を占めている。

（2010年5月水利部水資源司資料より）



西ルート（構想）

南水北調事業の概念図

中央ルート（2014年12月完成）

東ルート（工事中）



南水北調事業の中央ルートの状況

中央ルート詳細図

河南省鄧州市の分水工。南水北調
中央ルートの出発点である

北京を代表する世界遺産、頤和園において特に有名な「十
七孔橋」。頤和園の昆明湖は、南水北調中央ルートが北京
へ到達し注水する場所である



北京市の過剰揚水

南水北調中央ルート沿線の
地下水過剰揚水

地下水の過剰採取に伴う地下水位の低下



巣湖青藻 新立城ダム青藻

松花江水質汚染 太湖青藻

深刻な水質汚染の発生

経済発展に伴う工業排水、生活排水の河川・湖沼への流
入により、各地で富栄養化が進行するとともに、深刻な水質事
故も発生している。
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地表水水質の現状

Ⅳ類
12%

Ⅴ類
6%

劣Ⅴ類
16%

Ⅰ～Ⅲ類
66%

評価類別河川の割合（年間）

評価対象河川の延長28万kmのうち、水質Ⅳ類より悪い

（BOD値が3mg/l以上）の河川は34％を占めている。

水類别 長さ(km)

Ⅰ類 19717

Ⅱ類 106781

Ⅲ類 61765

Ⅳ類 33304

Ⅴ類 17925

劣Ⅴ類 45552

注）Ⅳ～劣Ⅴ類はBOD値が3mg/l以上であり、水道原水に適さないとされる。
日本の一級河川において、BOD75％値が3mg/lを超える地点の割合は、
約2.4％（2015）



1980～2008年の全国の水供給量の変化

○1980～2008年に全国総

水供給量は4,406億m3から

5,828億m3にまで増加

業 種 1980～1985年 1985～1990年 1990～1995年 1995～2000年 2000～2008年

工 業 4.7 5.7 7.3 3.4 1.8

都市生活 8.5 7.2 6.3 6.9 4.9

工業と都市生活用水の増加率変化
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（2010年5月水利部水資源司資料より）



水供給

水需要

2010年の水不足量536億m3

（日本の全水利用量の約1/2）

・中国の一人当たり水資源量は2200m3/年で、世界平均7000m3/年の1/3以下
・全国の年水不足量は536億m3で、中国全都市655のうち2/3近くの約400都市は水
不足の状況
・全国の平均年かんばつ災害面積は2.3億ムー（１ムーは667m2）程度

中国の水不足量



2007年
華北・東北
大干ばつ

2006
重慶

大干ばつ

2009年
華北

大干ばつ

2010年
西南

大干ばつ

・中国における干ばつの頻発の要因として、地球温暖化に伴う降水量の変化、チベットの氷
河の融解等の他、開発に伴う森林の減少による保水力の低下等の人為的要因も存在する
とされている。

・河川・湖沼の汚染により水が使えないこと、ダムの安全性の問題により十分な貯水ができ
ないこと、地下水の過剰採取による地下水位の低下等の要因により、干ばつへの対処が困
難なことはもとより、通常の水利用も慢性的な不足状態となっている。

近年の代表的渇水の発生エリア

中国における干ばつの発生状況

近年の代表的渇水
・2006年 重慶において過去50年間で最
大の干ばつで、1000万人の飲料水不足。
・2007年 東北部から華北にかけて過去
20年間で最大の干ばつ。
・2009年 華北の小麦生産基地で歴史的

な干ばつにより小麦の生産に深刻な打撃。
29万人の飲料水不足。
・2010年 西南部において史上最大の干
ばつにより1600万人の飲料水不足。

（Web上の報道資料より作成）



中国における水利用効率の低さ
中国の水資源開発・利用方法は依然として粗放的で、水資源単位ｍ3当たり
のGDP産出量は僅かに世界平均レベルの1/3，先進国の1/4に留まっており
水資源の浪費は深刻

（2010年5月水利部水資源司資料より）

水利用指標 中国 先進国

GDP１万元当たり水利用量 １９３m3 ５５m3

工業増加価値１万元当たり水利用量 １０８m3 １７m3

工業用水の重複利用率 63% 85%

農業灌漑用水有効利用係数 0.48 0.7～0.8

都市水道管路漏水率 20% 5～10％



中国における節水型社会建設の経緯

2000年 「中国共産党中央の国民経済と社会発展の第10次五カ年計画の制定に
関する提案」において、初めて節水型社会への取り組みを提言

2001年 水利部全国節約用水弁公室において「全国節水計画要綱」を作成、節水
のための施策の方向性について提示

2002年 「水法」の改正を行い、「国は、用水の節約を厳格に実施し、節水措置を
大々的に促進し、節水型の工業、農業及びサービス業を発展させ、節水型
社会を建設する」と明確に規定。
甘粛省張掖市など４都市を最初の節水型社会建設モデル都市に指定。

2005年 胡錦涛総書記は中央人口資源環境作業座談会において、「節水型社会
を積極的に建設しなければならない。節水を必ず長期的に維持する戦略
方針とし、節水作業を国民経済の発展と住民の生産生活における全過程
に貫かなければならない。」と指摘。

2007年 水利部・建設部は「節水型社会建設第11次五カ年計画」を策定。2010年
までの節水型社会建設の目標とする主要な指標を設定するとともに、節水
促進のための具体的施策を提示



第11次５ヵ年計画期間における
“節水型社会建設”主要指標

節水指標 2005年 2010年

GDP１万元当たり水利用量 ３０４m3 ＜２４０m3

工業増加価値１万元当たり水利用量 １６９m3 ＜１１５m3

農業灌漑用水有効利用係数 0.45 0.5

都市水道管路漏水率 20% ＜15％

※2010年のGDP１万元当たり水利用量の実績は、１９３m3
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2015年の目標

GDP１万元当たりの用水量を105m3以下とし、2010

年より30％以上減らす

全国の用水総量を6,350億m3以内に抑える

工業増加価値一万元あたりの用水量を、63m3以下と

し、2010年より30％以上減らす

農業灌漑水有効利用係数を0.53以上にする

都市水道管路の漏水率を18％以下にする

第12次5カ年計画期間の節水型社会建設主要指標



モデルサイト鄭州市の水利局庁舎

水資源管理制度の改善案の作成



鄭州市

淄博市

甘粛省

張掖市 天津市

重慶市

北京市

石家庄市

西安市

衡水市

銀川市

銅梁県

大連市

張家港市

水資源管理の実態把握のため訪問した都市



北京の水ガメ 密雲ダムとダム湖。
約42億m3の貯水容量を誇るが、水質悪化と貯水量

低下により、緊急水源と位置づけられており、水道
水源には使われていない。

北京への導水路 京密引水渠

視察状況（北京市）



官庁ダムに流入する永定河の
浄化実験施設

視察状況（北京市）

北京の水ガメ 官庁ダム湖。
約42億m3の貯水容量を誇るが、水質悪

化と貯水量低下により、緊急水源と位置
づけられており、水道水源には使われて
いない。



甘粛省張掖市の節水型灌漑
モデル農場の全体図

水路のライニングによって漏
水量が大幅に減少

視察状況（甘粛省張掖市）



張掖市の節水灌漑モデル
ビニールハウス

点滴灌漑による野菜栽培

視察状況（甘粛省張掖市）



銀川市を流れる黄河

灌漑用水の転用による
工業用水供給計画図

工業用水の調整池である
鴨子蕩ダム貯水池

視察状況（寧夏回族自治区銀川市）



水路の改良による節水
に取り組んでいる衡水市
の農場と計画図

農民たちが用水路の管理を行う農
民用水者協会と、水管理の規約

視察状況（河北省衡水市）



山東省淄博市
（シャオフー（孝婦）河）

河南省鄭州市
（ジャールー（賈魯）河）

適切なダム運用のためのガイドライン作成
モデルサイト位置図



モデルサイト ～鄭州～

鄭州市は都市用水を黄河に依存してい
る。写真は黄河からの揚水機場。

モデルサイト ～鄭州～



モデルサイト 河南省鄭州市
モデル河川 ジャールー（賈魯）河
（淮河左二次支川、流域面積5,896km2）



取水した黄河の水を市内へ送る水路

母なる黄河を象徴する母子像

伝説上の古代中国皇帝「炎帝」「黄帝」像の前で

鄭州市のCPとの会議



モデルサイト ～淄博～

淄博市の周村は明代の中期から発展し
た商業都市。



凡 例

淄博市
(モデル都市)

淄博市直轄域

流域界

区 境

モデル都市 – 山東省淄博市

モデルサイト 山東省淄博市
モデル河川 シャオフー（孝婦）河
（小清河右一次支川、流域面積
1,733km2）



正常流量

河川維持流量

河
川
の
流
量

新たに取水が可能となる流量

1/10実績流量
(10年間で最も
少ない流量)

既得の水利権量

日本における適切なダム運用の概念

ダムによって補
給される部分

▼
利水基準地点

利水基準地点でリアルタイムに
流量を観測し、不足する場合、
ダムから補給

ダム
ダムからの補給



河川維持流量

河
川
の
流
量

新たに取水が可能となる流量

中国のダム運用の課題と改善の方向

ダムによって補
給される部分

▼ダム
ダム運用が効率的にな
されていない（無効放流
が多く、一方で下流への
通年放流が無い） 河川の流量がリアルタイム

に把握されていない（取水の
管理部局と連携していない）改善の方向（利水計画の策定と的確な管理）

・河川流量のリアルタイム観測を実施

・河川維持流量を設定

・効率的なダム運用により、河川維持流量の確
保、新たな取水可能量の開発

・地下水利用を削減し、河川水へ転換

現況の河川流量

（基準点でリアルタイムに把握）

河川維持流量が
確保されていない

地下水への依存が大きい
（河川水質、コストの問題）



河川維持流量（生態水需要量）の設定に向けての考え方



河川維持流量（生態水需要量）の設定案



河川維持流量（生態水需要量）の設定案



ダム貯水池運用改善案



ダム貯水池運用改善案



河川維持流量の放流実験



河川維持流量の放流実験



水資源管理のために必要な水位流量観測所
（テレメータ方式）を設置



水資源管理のために必要な水位流量観測所
（テレメータ方式）を設置



１．人口、経済と水資源分布の不均衡是正

２．流域単位での水資源管理の確立

３．使える水を増やすための河川や湖沼の水質改善

４．地下水の回復のための採取規制と代替水源の確保

中国の水資源管理における４つの根本課題

これらの課題解決へ向けた、適切な水資源管理の実践



中国における水資源管理制度改善案の骨格

③効率的な水資源管理を実行するための具体的な管理
方法を確立する。具体的には、河川流量の把握、取水
量の把握、適切な取水許可、ダムの適切な運用など。

①流域単位での水資源管理を実現する具体的な実施
内容を明確化する。水質改善や地下水管理も、その
中で一体的に考慮する。

②流域単位での水資源管理を一元的に実施する
組織体制とする。また、水位や流量データを、
組織間で共有できるようにする。

④渇水時の取水制限にかかる意思決定のプロセス
を明確化するため、取水量の削減ルールの策定、関
係者の合意形成の場の設置を行う。

⑤水資源の再配分の手段としての水利権譲渡を、制
度上として確立する。

⑥河川維持流量（生態環境流量）の確保を義務付
け、簡易な設定手法のガイドラインを作成し、実現
可能な目標とする。

⑦環境部局と水資源管理部局の連携により、流域
全体としての水質保全対策を実施する。

⑧節水に対する市民の意識を高めることを節水
推進の柱とする。

⑨行政としての行動計画、普及啓発の仕組みづく
り、節水に対するインセンティブの付与により、節
水普及啓発のプログラム化を図る。

⑩下水の再生水利用が促進される仕組みづくりを
行う。



普及啓発活動のための能力強化

節水技術研修の風景（淄博市）



１．日本の普及啓発手法の紹介
２．日本における節水リーダーの活動の紹介
３．節水教材の作成（小学生を対象とした節水紙芝居）
４．節水リーダーの育成（節水リーダー研修）
５．節水展覧館の整備、節水公園における協力
６．民間企業との協力（スタディツアー、小冊子）
７．節水技術研修（民間講師による講義も含む）
８．節水事例集作成

節水普及啓発活動の展開

自発的な普及啓発活動の展開へ



小学生を対象とした節水紙芝居の作成

①節水教材のコンセプト決定

②小学生の節水知識調査

③教材の内容検討（ワークショップ）

④紙芝居の一次案作成

⑤一次案の試行と改善

⑥紙芝居プロトタイプ完成

教材作成の手順



①節水教材のコンセプト決定
節水教材のコンセプトについて、水利部、鄭州市、湽博市、北京市の節水担当者との
協議の上、小学校高学年を対象としたいわゆる「紙芝居」を作成することとした。

②小学生の節水知識調査
鄭州市、湽博市において小学校高学年の児童にインタビューを行い、節水についてど
のくらいの知識があり、何を知らないかを確認した。



③教材の内容検討（ワークショップ）
鄭州市、湽博市、北京市の節水担当者、特に節水リーダーの候補者による、ワークショ
ップを行い、教材の内容についてアイデアを出し合った。

④紙芝居の一次案作成
ワークショップの中で出されたアイデアにより、紙芝居の骨子を取りまとめ、一次案を作
成した。紙芝居の内容は、中国全体に共通の部分と、各市の有する水資源管理上の課
題について説明する部分から構成することとした。



⑤一次案の試行と改善
作成した紙芝居の一次案を各市の節水担当者、節水リーダーの候補者に提示し、改
善点について検討した。また、節水リーダー候補者が、一次案の紙芝居を実際に使って
講義をしてみる模擬講義を行い、これを踏まえて使用者の観点からさらに意見を出し合
った。

⑥紙芝居プロトタイプ完成
得られた意見をもとに紙芝居の一次案を修正し、紙芝居のプロトタイプを完成した。



節水リーダー研修とその後の活動の広がり

節水リーダー研修のカリキュラム

｢日本における節水リーダーの取り組み｣（講演）
｢水のスマートユースを考える｣（ワークショップ）
北京市内小学校にて水資源の重要性に関する出前講座



橋本淳司さんによる出前講座の実演



鄭州市の小学校



中国で22名の節水リーダーが誕生！



節水リーダーによる自主的な活動の展開

鄭州市においては、小学校の教師約100名を対象として、2011年3月、節水リ
ーダー研修を組織。3月22日の「国連水の日」の活動期間中、この研修を受けた
教師が、各小学校において節水授業を展開。

鄭州市における出前授業と、独
自の節水リーダー研修の実施



民間企業との連携（研修、教材作成等）

TOTOと鄭州市との協力により作成した
小学生向け節水教材（イメージ）

• 郑州市节约用水办公室

• 日本国际协力机构

• 东陶（中国）有限公司

中国TOTOの社員による、
TOTOの節水技術に関する講義

TOTOとの協力による研修と教材作成



TOTO大連工場におけるスタディーツアー

TOTOの節水技術の説明

工場見学

民間企業との連携（研修、教材作成等）



訪日研修におけるサントリーの支援

サントリー社員による「水育」の実演

サントリー武蔵野工場の見学

民間企業との連携（研修、教材作成等）



ありがとう
ございました

谢谢大家


