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世界の水道と日本 CXII)

一一ネパールの水道一一

山 下 真 一

1. はじめに

昭和54年2月，ヒマラヤの国ネパールにおける一地方都市タンセン（Tansen）で，

水道工事の竣工式が挙行された。その状況は，国王夫妻の臨席のもと，政府高官，日

本政府を代表して土屋大使，両国水道関係者，それに多数の市民が参加し，共々，通

水の喜びを分かちあったと，現地の報道は伝えている。

1973年にネパール政府よりタンセン市水道について調査の要請が我が固に提出され

てから，以来6年，ょうやくここに竣工の日を迎えるに至った。

その問，様々な問題があったが，両国関係者の熱意，特に水道援助に対する外務省

の理解，国際協力事業団の支援，厚生省の積極的な取組み等，関係機関の確固とした

協力により，その困難も克服され，今日の水道施設の完成をみるに至ったのである。

近年，我が国は発展途上国への援助について，経済，技術，各方面の分野におい

て，それぞれ相当の力を注いでいる。水道関係にあっても同様，これら多くの国々に

技術協力や経済援助を進めている。しかしながら，タンセン市のケースのように調

査，設計，施工まで一貫して政府ベースの協力で実施した事例は極めてまれである。

しかも今回の場合，無償供与に基づく水道施設であり，その意味においては，発展途

上国に建設された初めての日本の水道ともいえる。

タンセン市水道プロジェクトの規模は， 1日給水量が l,OOOffil, 我が固においては

簡易水道程度のものであるが，この国にとっては，経済的にも技術的にも大規模な事

業であり，技術面にあっては，水源から配水池まで約500mの高さをポンプ揚水する

システムは，同国の水道関係者にとって未経験の分野で，不安のともなう計画でもあ

っTこ。
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厚生省の小林氏を中心に，関係者全員がこうした背景をふまえて，タンセンの水道

工事が完了の後は，ネパーノレの技術者が維持管理，運転操作を容易に行なえることを

基本に，計画を樹て実施に移したのである。

筆者は，直接このプロジェクトに参加した 1人であるが，タンセン市水道の通水開

始にあたり，筆者と同じく現地で業務に携わった次の方々に代って，ネパールにおけ

る水道の概要について述べることとする。

なお，本稿は1975年に実施された事前調査の報告書をベースとしたものであるが，

それ以降にネパーノレ政府水道局から提供された資料をも用いている。

この機会に，資料収集に努力された水道局長以下関係各伎の労苦に対し，改めて敬

意を表する次第である。

厚生省水道環境部小林康彦

岐阜県開発企業局平 典 司

神戸市水道局 阪本正明

国際協力事業団 美谷島克彦

浜松市水道部 依田利明

2. ネパール王国の概要

ネパール政府は，現在第5次5ヵ年開発計画（1975～80）を実施しているが，開発

計画の重点項目は丘陵地帯の開発促進にある。元来，ネパールは山岳国家であり， 山

間地，丘陵地帯は水に乏しい。

地域住民の生活水準の向上，農業の振興を図るために水の確保は何よりも優先しな

ければならない対策であり，水が開発計画の成否を左右するとまで，指摘されている。

一方，丘陵地帯を除いた地域にあっても，必ずしも満足される状態でない。こうし

たことから，水の問題，特に生活用水の対策は全国的な課題であるといえる。逐次，

生活用水の実態を述べる前に，まず，ネパール全般の概要を紹介したい。

ネパールは，北はヒマラヤ山脈を隔てて中国のチベットに面し，東西と南はインド

と境を接している内陸国である。その緯度はほぼ沖縄と同じで， 面積は約 14万km',

北海道の約2倍の大きさに相当する。

地勢は，北方にヒマラヤ山系が東西に走り，全体的には細長い長方形である。ヒマ

ラヤは若い造山運動帯であって山地勾配は極めて大きい。同国の南北国境問の最大幅

は160kmにすぎず，一般的に山は険しく，谷は深く急である。 ヒマラヤは連続した単

一山脈ではなく，平行または雁行する多くの山脈群から構成されている大きな山系で

あり，この山系が国土の広い範囲を占めているが，南方にあっては，テライ平野がイ
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ンドとの国境を越えて延々と拡がり，大穀倉地帯を形成している。したがって，総括

的には山岳地帯，丘陵地帯および平原地帯の三つに大別されている。

気候は，地勢と同じく南部のテライ平原が亜熱帯地域，カトマンズ盆地を含む中部

亜熱帯地域，ヒマラヤ山脈を覆う山岳寒冷地域に大別され，さらに寒冷期（10～2

月〉，暑期（ 3～6月〉およびそンスーン期（ 6～9月〉に区分される。

カトマンズ（標高約 l,300m）における気温は7月で25度位， 1月10度位，平均で

19度位である。 1～2月の寒冷期にも気混はO度以下に下らず，雪も降らない温暖の

地といえる。

丘陵地帯に位置するタンセン市は，南部亜熱帯地域に含まれるが最高気温は6月で

40度，最低は4度位である。

雨量はモンスーンの影響を強く受けてし、ることから，タンセン市にあっては，年間

2,200～2,500mmの降雨がある。

1977年におけるネパールの総人口は， 約 1,340万人と推計されている。これは1971

年に実施された国勢調査時点の人口1,156万人に，年増加率2.5%を乗じて算定された

ものである。同国でも都市への人口集中は著しし、。

ネパールは，アーリア民族系のインドと東洋民族の中国チベット地方との接点に位

置しているため，人種的には古くからイ ンド系とチベット系の住民が混然となり，複

雑でしかも，多くの種族を形成している。いわば典型的な多民族国家であり，これら

の種族は独自の言語，風俗，習慣をもっている。高地に住むシェルパ族は，ヒマラヤ

登山で有名である。

また，宗教もヒンズー教と仏教（ラマ教〉が仲良く同居している。数の上ではヒン

ズー教徒が圧倒的に多いが，宗教上のトラブルはほとんど聞かれていなし、。

ネパールは外国に支配されたことのない古くからの独立国家である。英語による国

名を「TheKingdom of Nepalj，政府名を「HisMajesty’s Government of Nepal」

と呼び，この名称のとおり，政治形態は国王親政による立憲君主制である。昨年，国

王が国賓として我が国を訪問されたことも記憶に新しい。

この国の行政機構は，他の国に見られない独得の制度，つまり，パンチャヤット

(Panchayat〕 制度を用いていることが大きな特色といえる。パンチャヤットとは，

本来インド，パキスタンに昔から伝わる村落会議で5人組の意味である。

ネパ一ノレで

ヤヤツトを，その上に地方パンチャットを，さらに県パンチャヤットを，そして最高

の国会にあたるパンチャヤットを首都カトマンズにつくる積み上げによる民主主義制
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図行政区分上のタンセン市

Development Region Zone District 

East Region 

Central Region (Kathmandu) 

NEPAL－寸 FarWestern (Surkhet) 

Western Region 

(Pokhara) 
Arghakhanchi 

Nawal Paras1 

・-Rupendsh1 

Taulihawa 

Gulmi 

Tansen 

他80villages 

度である。

もちろん，各パンチャヤットの頂点にあたる国家パンチャヤットは国会に相当する

ものであり，行政は中央政府では各省庁が担当しているが，我が国の市町村に相当す

る行政体は都市（Urban）は NagaiPanchayatが，農山村（Rural〕は GramPan 

chayatがそれぞれ行政を受持っている。

また，地域的な行政区分は，国を大きく 4つの DevelopmentRegion に分け，次

いで14の Zone,75の District，さらに20の Urbanと約4,000の Ruralに細分され

ている。

一例として，タンセン市が全国の行政のなかに占める位置を上図に示してみる。な

お， Zoneは日本の県， Districtは郡に相当する。

ネパールの主な産業は，人口の約94%が従事している米，麦， トウモロコシ等の一

次農産物が中心である。インドに接するテライ平原では，日本の農業技術協力などの

結果，米の生産量も増大し一部輸出しているほどである。しかし，国全体では山間地

面積が多く，耕地も限られているため，農作物は豊かとは言い難L、。一方，工業製品

は煙草，マッチ，製糖，ジュート，綿などで，いずれも微々たるものである。

以上のような状況から，国民1人当りのGNP (1975年〉も111ドル（約2万2,000

円〉と低く，開発途上国のなかにあっても，さらに低いレベルにあるといえる。
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したがって，国家財政にあっても，税収入等の自己財源が乏しく，諸外国からの援

助および借入金で不足分を補っており，外国援助に依存する割合は大きなものとなっ

ている。

3. 一般の生活用水

ネパールの話題にふれる時，最初にヒマラヤが挙げられ，常に万年雪から流れ出る

水資源の豊かさが連想される。事実，インドを流れるガンジス川の上流であり，同国

を横断しているカリガンダキ，スンコシ等の河川は，その豊富な水量をガンジスに注

いでいる。

しかし，こうした大きな河川の水資源と住民の生活用水は，直接には結びついては

いない。これは山間地，丘陵地帯の町や集落のほとんどが，山の中腹から頂上にかけ

て位置しているからである。水は高きから低きに流れる自然の摂理に従えば，高所で

は水を得ることは論をまTこなし、。それにもかかわらず住民が低い谷底の生活を避けて

いる理由は，高湿度により発生する蚊，ハエ等が媒介しての悪疫，加えて，一般的に

表土が風化しているための山崩れ等が挙げられる。このような永年に亘る生活の知恵

からで、た習慣も，ある程度納得できないこともない。確かに山の上の生活は水の問題

を除けば総ての面で恵まれているといえる。

ただ，毎日の生活用水は，迄か彼方の下の方に求めなければならず，人々は水蜜を

抱えて，山を越え谷を昇り，長い道程を運んでいる。毎日使用する僅か少量の水のた

め，1日数時間も費やす水汲みは，まさに連続した休日のない苛酷な労働にたとえる

ことができょう。

山間部の住民が生活用水に困窮している事例として，水道局の Engineerで，タン

セン市水道建設事務所長である BASNET 氏は，ある集落の水にまつわる話を聞か

せてくれた。

「そこは，我々が行けば，山羊の乳を好きなだけ飲め，と言って歓迎してくれるで

しょう。けれども，水はコップ一杯たりとも貰えません。絶対に……」。

一方，平原地帯のテライ地方も山村部と同じようなものである。もともと，テライ

地方は地下水が豊富であるが，井戸の絶対数が少ないため，その地方の住民は水汲み

のために，相当長い距離に足を運ばなければならない。

いずれにせよ，水道の恩恵を享受している住民は，全国で僅かに 8.6%であり，残

り大部分の住民が，毎日の水汲労働に追われているとL、う状態である。

また，水量の面に限らず水質的にも問題が多L、。現在，山村部の渓流水，河川水は

し尿等汚水の流入を防ぐ方法を採っていない。ちなみに，ネパールの一般家庭には，

便所が無く，屋外の適当な場所が，便所となっている。そのため表流水は汚染される

にまかぜているといったケースがほとんどであるといってよい。平原部の井戸も，個
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第1表水道普及状況

1977 Population 

Sector Total Served 

x 1000 うも I~，山 ofI Population I % oπlffiUill- X 1000 
ties 

Urban 610 81. 0 

Rural 12,800 95.5 210 670 5.2 

Total 13,400 100 8.6 

人所有が多いことから管理面でも構造的にも問題があり，ほとんどの井戸は汚染され

ている。

水に起因する病気である赤痢，腸チフスが一般的に存在し，まれにコレラが発生し

ていることを見ても，汚染された水を飲料水に常用していることがうかがえる。

4. 水道の概況

(1) 普及状況

ネパールの水道普及状況（1977年〉を第1表に示す。総人口 1,340万人のうち，水

道を利用している住民は約116万人，水道の普及率は8.6%である。

都市（Urban）は， 20市のうち19市に水道が布設され，残る 1市も現在工事中であ

る。したがって普及率も81.0%と高い。

これに対する農山村（Rural）は， 3,911の地方行政体のうち，水道が布設されてい

るところは僅かに210ヵ所で，農山村の普及率は5.2%と低く，都市と農山村の聞に極

端な格差のあることを示している。このことは，長山村の貧困性と地形的制約の2つ

が，水道普及の障害になっていることを物語っている。

専用栓の使用状況は，都市にあっては給水人口の約30%，決山村は16～18%で，残

りは公共栓である。

(2）給水状況

(a）都市水道

国内都市で完全な給水状況にある水道は，残念ながら 1ヵ所もなく，全部が時間給

水の状態である。特に丘陵地帯の都市にあっては，その程度がさらに甚だしし、。

この原因は，需要の増加に対応する拡張工事が経済的に許されないので，老朽化し

た施設をそのまま使用していること，維持管理が完全に実施されていないこと，加え

て大きな要因の一つに，たれ流しが多いことが挙げられている。また，ポンプ運転の
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動力費を節約するために時間給水を行なっている都市も少くない。

都市水道の 1人1日平均需要量は 50～701とされているが，多量の漏水や損失があ

るので，非有収水量は75%に達していると，政府関係者は考えている。

(b) タンセン市水道

都市の水道が満足に給水されていない事例として，タンセン市の給水状況を述べて

みる。

日本政府が水道施設の無償援助を行なったタンセン市は，カトマンズから自動車で

約10時間，ヒマラヤ観光で有名なポカラ市と，インドとの国境の町パイラワとの中間

点に位置している。

岡市は標高が約 1,300m前後， Hill地借の他の町と同じように，小高い岡の中腹に

はりつくように，町並みを形成している典型的な小都市である。

この市の常住人口は約1万3,500人（1974年〕，農作物の収穫期にはタンセン周辺の

農民が集中するため約2万人にも増加する。したがって，季節によって上水道用水の

使用量が変化しているはずであるが，具体的な数字は一切記録されていなし、。

このような状況の中で，岡市の水道施設は1932年， 1973年に各々建設され，周辺村

落を含めた 1万5,000人に1日260ffilの給水を行なってきた。これを 1人1日給水量に

換算すると，約17lである。実際の 1人当りの使用量は，漏水その他のロスを考える

と，はるかに下回った水量になる。住民は僅かな水を食器洗いや洗濯に何度も繰り返

し使用する訳である。

市当局も少ない水道の水を公平に給水するため，配水区域を3つに区分し，朝，タ

各1時間の時間給水を行なっている。その共同水栓の周囲には，多くの水蜜容器が並

べられ，給水開始と同時に，長い行列ができ上る。住民はこの 1時間の聞に，何とか

生活の水を確保しなければならなL、から，精神的にも肉体的にも相当な負担を感じる

ことであろう。

一般にネパールでも，水汲みは女性が中心であるが，タンセン市にあっては，相当

数の男性が水汲みを行なっており，このことは，水に苦悩するタンセン市のー断面を

現しているともいえる。

ネパール政府が，岡市の水道整備を我が国に要請した背景にはこうした深刻な給水

状態があったからである。

(3) 水道の行政組織

ネパールの水道行政は，次の 3つの部局が担当している。

水電力省（TheMinistry of Water & Power) 

水道局（TheDepartment of Water Supply & Sewerage) 

水道企業庁（TheWater Supply & Sewerage Board) 
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自治省（TheMinistry of Home & Panchayat) 

地域開発局（TheLocal Development Department〕

水道局（DWSS）は，カトマンズ首都圏とポカラ市を除く全国の水道に関する調

査，計画，設計，建設，監督について全面的な責任があり，建設完了まで国の仕事と

している。原則として建設完了後は，上，下水道の管理を地方行政体にまかせること

にしているが，移管の協議が整わない時は，政府自らが管理する場合もある。 1978年

にあっては，予算または人材不足から管理が困難な地方行政体にかわって38施設の維

持管理を行なっている。

水道企業庁（WSSB〕は1973年設立された部局で，カトマンズ首都圏（Kathmaudu,

Lalitpur, Bhaktapur〕とポカラ市（Pokhara）の上・下水道を受持ち，日本でいえば

東京，大阪に相当する 2大都市の水道事業を調査から維持管理まで国営で実施してい

る。

地域開発局（LDD）は，地方行政体における開発計画の指導と実施を担当してい

る。開発計画のなかには農業，教育，道路，水道，衛生等が含まれるが，水道に関し

ては， 1,500人以下の農山村を受持っている。

以上の他に，最近，保健局（TheDepartment of Health Services〕に環境衛生部

(Environmental Sanitation Division〕が新設されたが， 開発局等の関係部局の協力

を得ながら，この環境衛生部（ESD）を通じて，指定する医療センター，学校に水

道を設置するよ う指示している。

こうしてみると，水電力省の水道局が中規模水道，同じく企業庁はカトマンズとポ

カラの大規模水道，開発局は1,500人以下の水道をそれぞれ担当していることになる。

また，水道局は4つの DevelopmentRegion に建設局を設け，Engineerを配置

して，地域内の地方行政体における水道の計画，工事の指導にあたらせている。

(4) 財政制度と水道料金

水道財政は，国の業務については国の財政として，また，地方行政体の実施してい

る業務は，当該地方行政体の財政として取扱われている。

第4次5ヵ年計画 (1970～75）における水道業務に対する国の歳出額は 5,000万Rs

であった。第5次5ヵ年開発計画（1975～80）の水道関係予算は，第2表のとおり，

下水道事業も含めて4億 8,800万Rs（約8億2,000万円， 換算率は200円＝ lドル＝

ll.9NEPAL Rのである。

なお，第5次5ヵ年計画には，大規模カトマンズ（第2次〉計画と LD Dの計画が

含まれているが， 1981年まで完成しなし、。しかし，受益人口は1981年まで恩恵を受け

る人口を含んでいる。資金内訳は，政府の一般財源と外部資金とに大別され，企業庁

は，カトマンズ周辺の上水道拡張と下水道工事のため，事業資金の約70%以上を世界
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第2表第5次5ヵ年計画の資金計画

Planned c;;sui~ Outlay 

Po~！~＂ I Agency Rs 1 n Remarks 
Total I Go附 nmentl~~t；~~~： l xlOOO 

DWSS 530 Water Supply 

WSSB 325 93 590 Water Supply 

135 Sewerage 

LDD 54 14 40 355 Water Supply 

488 216 272 

銀行（IDA〕からの融資に仰いでいる。水道局も，第2表の他に，過去3年間 Grant

（無償援助） 2, 100万Rs,Soft Loan （借款） 1,000万Rsの供与を受け事業を実施し

た。開発局にしても同様に UNICEF等からの支援を受けている。

国家予算の財源も外国からの援助，融資が大きな位置を占めており，水道に限らず

この国が発展するためには，今後とも，外国援助が不可欠なものと考えられている。

次に，水道事業の経営といった立場では，カトマンズ市と周辺都市およびポカラ市

を直接管理している企業庁が特別会計制度を採用している。最近は水道料金を改正

し， 請求方法や集金制度を新たにすることにより，運営が軌道にのってきている。地

方の水道を担当する水道局にも，地方から集金された収入は政府に納入されるが，こ

の歳入では維持管理も賄えない状態である。

ネパールで、の給水は，専用栓（Privatetap〕と共用栓（Publictap) とに区分され

る。専用栓は，契約によって個人の住宅，ホテル等に設置しているものであり，料金

徴収の対象とされている。カトマンズ市で料金が課せられるようになったのは約20年

前のことであり，現在，引込管の口径 1/2インチ (13mm）以上のものは，メーターを

設置して，使用水量に応じて料金を徴収する，いわゆるメーター制料金を目指してい

る。

共用栓は無料である。国民は，水は神様がさずけたものと考えており，政府は共用

栓の使用にまで料金を課すことは困難であり，現実的な収入の目標にはなり得ないと

のことであった。ただ，企業庁の所管する地区については，国が共用栓1栓当り月 5

Rs （約84円〕，企業庁へ支出し，独立採算制を目標としている。

(5) 水道技術者

経済的な問題とともに，この国の水道が直面している課題として，水道技術者の不

足が挙げられている。他の開発途上国と同様に，教育普及が遅れており，全体のレベ

ルが低いため，水道関係の人材不足が著しい。技術者の大半はインドで研修を受ける
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第3表水道料金表 (1ヵ月当り〉 （単位 Rs〕

5十 量 制
定額〈非計量）制〔適用……K, L, B, P〕

口 径 従量料金
2個目以上

基本料金
最初の 1個目 の水栓につ

o～附 11offil以上 の水栓につき き
1 fillにつき 1 fillにつき 1個につき

'/2 （叫 KL, B…3 その他…5 3 

Sん（20) 20 30 6 

1 (25) 40 60 12 

1似紛 ｜ 120 0.5 0.8 170 30 

2 (50) 200 340 50 

3 (75) 600 930 100 

4 (100) 1,200 1,900 235 

（注〉 1〕 K=Kathmandu, L=Lalitpur, B=Bhaktapur, P=Pokha問。 とれらは水道企業庁 CB回 d）の

給オJ由区である。
2）地域によっては，乙れとは異なる事栓を課しているところがあり，タンセン市では，専用栓の設置

時に，1,000ノレピー，その後は，月12ルピーと，本表より高料金である。
3) 換算は， 200円＝ 1 usドル＝11.9NEP.Rs(1NEP.Rs=16.81円〉。

が，帰国しても道路局のような実績のある部局を希望し，地方勤務のある水道局と開

発局には勤務したがらない。とくに，水道局は13人の Engineers,28人の Overseers,

8人の Draughtmenと13人の Accountantsが欠員であり，頭痛の種となっている。

このため，地方のコンサルタントを利用し，事前調査や実施設計にあたらせている。

技術者不足を解消するため，工学研究所（The Institute of Engineering）で，

Overseerの養成を図っている。工学研究所は世界銀行および英国（ODM）の援助を

受け，既設の資格コースの向上を図るとともに，土木技術者の学位コース（Diploma

course）を開設する予定となっており，この 3年就学の土木技術者養成の開校は1979

年となっている。本計画は790万USドルで，財源内訳は， l笠銀570万USドル，英国

120万USドル，ネパール政府100万USドルである。

1980年末まで， Engineerと Overseer の不足問題は， 緩和できる見通しをもって

いるが， 1979～80年における全体計画の検討段階においても，技術力のあるスタッフ

を必要としている。この他に水道局と地域開発局は地方の水道計画促進のため，米国

の平和部隊，西独のボランティア・ワーカーの活用などの検討も進めている。
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5. 力卜マンズ首都圏の水道

首都カトマンズ（Kathmandu）と隣接する 2市（Lalitpur,Bhaktapur), および

その近郊を含めたカトマンズ盆地は，カトマンズ首都圏（TheGreater Kathmandu〕

と呼ばれている。

この地区の水道は，企業庁が直接管理し， 経営も行なっており，ネパールを代表す

る水道施設でもある。

給水人口は約20万人で，給水量は1日約2万7,OOOffil, 3ヵ所の浄水場から， 市内

に配水している。 3ヵ所の浄水場のうち，最大かつ最新の施設は， 1966年にインドの

協力により完成した Sandarija］浄水場で，日量1万7,280ffilの規模である。

本浄水場のプロセスを説明すると，まず，発電に使用した後の河川水を原水貯溜池

に貯水する。その後，噴水をかねたエプレーションを行ない，消石灰および硫酸バン

ドを注入，混和（水平う流〉，上向流式沈殿池，重力式急速ろ過池を経て，液体塩素

による消毒が行なわれ，送水されている。

浄水プロセスのなかで，施設面では，沈殿池の容量の小さいこと，急速ろ過池の洗

浄方法が水による逆洗のみであること等が問題点として指摘することができる。した

がって，沈殿池はキャリオーバーしており，ろ過池も表面を時々，人力でかし、ている

ものの，高濁度の時はろ層の閉そくが著しし、。また，それ以上に問題点と考えられる

のは，管理能力の低さである。

給水された水道水に，雲母片が発見されるとし、う在留邦人の話，水道利用者の一部

がインド製の自家用ろ水器を購入し， 再度ろ過している事実をみても，ろ過池の管理

に問題があると容易に想像される。

給水状況は良くない。朝，タ 2～3時間程度の時間給水である。 1人当りの給水能

力は約 135lとなり， ネパールで、は十分の水量で、あるが，漏水やたれ流しが多いので

時間給水となっている。政府関係者は有効率が40～50%と考えており，この大きなロ

スを防止するため，メーター制度の採用が検討されている。また同時に，給水管の漏

水チェッグ，防止作業にも積極的に取組んでおり，目標である連続給水に向って，第

力している姿勢がうかがわれた。

カトマンズは，国際的にも観光都市として名高L、。外国からの観光客も年々増加の

一途をたどっている。観光産業は外貸獲得の面からも，政府は重点施設に掲げてお

り，ホテルのように水を多量に使用する施設が増えている。もちろん，全体的な生活

水準の向上，地方からの流入人口など，水需要が増加する要因も見逃せない。こう し

た背景から，企業庁は世界銀行の融資を受けて，大規模な拡張工事を進めているの

で，連続給水が可能となる日も遠くないと思われる。
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家 庭用 専 用栓 ｜｜ 上記のない家庭 1人あたり i 65 

公共絵i
一一一一 一 一

45 

牛などの大動物 1頭あたり 45 

動 物 山羊，豚 1匹あたり 20 

鶏 100羽あたり 20 

病院，医療センターの病床 1床あたり ｜ 500 
医療 施設

入院施設のない医療施設 2,500 

登校生徒 10 
家庭用以 A寸＂： 校

寄宿舎生徒 65 
外の用途

官公 箸i 1ヵ所あたり 1,000 

観光ホテル ！宿泊収容人員 200 

茶店 1店あたり 1,000 

宗 教関係 ｜季節的需要があり，現地資料に推計する

産 業 ｜将来性などを基礎に推計する

衛生設備示ある家庭の計画給水人口
112 

6. 中小規模水道の設計基準

ネパールにおいても，水道計画の適正化を図るため， WHO の技術協力を得なが

ら，水道施設の設計指針等の作成が進められている。 最近，中小規模の設計基準

(Design Criteria）の試案がまとまったので， 主な項目を銃五存してみる。

(1) 施設計画の目標年次

施設規模を大中小に3分類し，それぞれ20年， 15年， 10年後を目標年次とする。

人口が5,000人以下は，中小規模であり，県（Zonal) と群（District）の中心都市

および人口5,000人以上が，大と中規模に該当する。
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(2) 将来人口の推計

推計の算式は，年平均人口増加率をもととする方法を用いる。また，人口増加率は

地域別に定める。例えば，カトマンズ首都圏周辺，テライ平野，丘陵地帯にあっても

標高の低い地域は 3%とし，丘陵地帯 2%，山岳地帯1.5%とする。

(3) 計画給水量

給水量は家庭用，非家庭用の需要を十分満足させるものとする。用途別の 1日需要

量は第4表によるが，この水量に無効水量，漏水分としてそれぞれ15%を加算する。

(4) 給水方式

公衆衛生，経済面から24時間連続給水を前提に設計する。

(5）水圧

どの地点においても，十分な水圧があるよう設計しなければならない。最小動水圧

は公共栓で0.5kg/cm2，配水管にあっては1.5kg/cm2とする。また，最大静水圧は，山

間地域は6.0kg/cがを，平原地帯は4.Okg/cm2を越えてはならない。

(6) 公共栓の設置場所

使用者の便利を図るため，運搬距離は 150m以内， 50m以上の高低差のない場所と

する。 1栓あたりの給水人口は200名を標準＝とする。

(7) 水源と最低限の浄水方法

(a）保護されている湧水：処理施設不要。

(b）保護されており，濁度も基準以下の渓流水：同じく不要。

(c）濁度が1Qppm以上の場合：集水管，簡易ろ過とする。なお水源に汚染防止の措

置がとられている場合は，塩素消毒不用。

(d）濁度変化がある場合。集水管，沈殿池，または簡易ろ過に塩素消毒をプラスす

る。

(e）淘度が高く，変化も激しい場合・通常の浄水場による。また，塩毒消毒を行な

う場合は予備滅菌器を設備する。

(8) 水質基準

水道の水には，病原菌や健康に害を及ぼす化学物質を含まず，さらに味の良いこと

であるo 現在，飲料水の水質基準が確立されていないので， WHOの水質基準を準拠

する。
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(9) その他

(a) 導 ・送水管の管径の決定には，季節変動（テライ平原 25%,山岳，丘陵12.5

？りを考慮する。

(b）公共栓のみの小規模な水道にあっては， 1栓あたりの0.225!/sとする。

(c) 配水池容量は，需要J止の時間変化と流入量の均衡を保ち，経済性を配慮、しなが

ら決定する。

7. 水道整備長期計画

1978年に水道局は，企業庁と開発局との協力を得て，全国の水道長期整備計画を策

定した。この計画は， 1981年から90年までの第7次， 第8次各5ヵ年百十両を，一括

し，具体的に内容を示しているもので，政府関係機関の承認も得ている。

本長期計画の目標年次である1990年の，水道普及予測は，都市部が 100%，度山村

部が66%，全国平均で68%と考えている。 81年以降の5ヵ年単位の普及予測を第5表

に示す。

農山村の普及促進のための基本的な方針は，現状が非常に低率であることを踏ま

え，積極的な推進を図る ことにおかれている。特に，山岳地帯と丘陵地帯で水道施設

のない 2,519の地方行政体に，少くとも 1ヵ所は水道を布設すること，また，効果的

な方法として，開発局が従来実施してきた地元行政体の協力体制Jを，水道局も全面的

に採用するといったことである。例えば，水道を布設する際の地元からの労働力提供

や地元の調整には，地方行政体が事業の重要性を認識し，政府計画に参画することが

強調されている。

テライ平l京の飲料水は，この地方の全部の地方行政体に十分な数の深井戸を掘商IJ,

衛生的に安全な水を供給することとしており，農山村だけの 1990年の普及率は， 一
応，山岳地帯が54%，丘陵地帯は42%，テライ平野は100%と推計されている。

長期整備計画に要する事業費は，総額18億8,700万Rsと見積られている。農山村に

おける建設費の算出根拠は，山岳．丘陵地帯は 1人当り約240Rs，テライ平野は15Rs

が基礎となっている。

この目標達成のため，政府は外国からの媛助の増額，確保を進める計画である。最

近の公共投資，特に農業生産と地方の環境整備などに対する投資の約60%が外国援助

に依存しており，後者が公共投資に占める割合は今後とも大きいと予想され，農山村

の上 ・下水道，公衆衛生の展望は明るいとされている。

次に，長期麓備計画における都市と農山村の具体的な事業内容を示す。

都市： 20市の上水道拡張と主な6市に下水道を実施する。概算額4億6,600万 Rs。

農山村：山岳地帯，丘陵地帯の830ヵ所に，中規模な水道を， l,433ヵ所に小規模な

水道を布設する。また，テライ平野に約3万5,000の井戸を掘削する。概算額18
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第5表水道整備長期計画
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億8,700万Rs。

事業推進のための，水道関係部局の担当は，都市は企業庁が，地方都市と農山村は

水道局と開発局が受持つが，水道局は中規模以上の水道の建設と，Central, Far 

Western Developmentの各 Regionにおけるテライ平原に1万8,500の井戸を掘削

する。開発局は小規模な水道布設と Eastern, Western Development Region のテ

ライ平原に1万6,500の井戸を掘削する。

以上述べた計画を，円滑な軌道にのせるには，次の対策と，解決しなければならな

い諸問題があると考えている。

{a）地方行政体における水需要最，水源などの評細な調査を実施する。それにより

優先すべき自治体を確認する。

{b）技術的，経済的な課題としては，井戸増設計画に備えて水理地質学者や掘削の

専門家より知識を吸収する。水道資材の生産状況調査，経済性を加味した技術力

の応用，飲料水の監督と水質管理の強化，予備調査，実施設計に必要な設計基準

の作成と施行などが列挙される。

(c）政府，または国際協力基金援助申請のための事前調査として，将来，外国の援

助のもとに実施する予定の100～200ヵ所の農山村水道の実施設計等。

(d）政府部内において，関係機関との調整，協力体制を強化する。また，行政機構

を拡充して，管理部門のスタッフや財政の専門家を配置する。

(e) 水道整備計画に，地方行政体の参加を促し，行政体自身による対応，特に現地

資材の手配，労働者の確保が必要である。施設移管の後の維持管理も考えなけれ

ばならなL、。

(f) 水道関係の技術者，管理者を計画的に養成する。

8. 結び

我が国における都市と農山村との生活格差は，現在ほとんど見受けられない。特に

水道使用による生活環境改善の普遍化は著しいものがある。これは昭和27年度に簡易
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水道補助制度が新設され，全国的に簡易水道の普及促進が図られたことに負うところ

が多い。

ネパールでは，都市も生活用水は不足している。しかし国民の95%の人々が生活を

営む地方の農山村に水道が布設されれば，家庭内における水汲みのエネルギーは他に

転化されて，計り知れない効果をもたらすことはいうまでもない。

ネパール政府も水道の必要性を認識し，開発計画の最優先事業に取り上げる等，積

極的な施策を樹てている。今回のタンセン市水道整備もその一環として施工されたも

のであるが，その目標達成には，資源の無いこの国にとっては，ヒマラヤ登山のよう

に道は険しい。

我が国を含む先進諸国が引続き援助の手を差しのべることが，初めて道を開くこと

になるのではなかろうか。タンセン市民の喜びを，他の地方にもと願うことは，ネパ

ール政府に限らず，現地に赴いた水道技術者の共通の願いでもあった。

タンセン水道に対する日本政府の援助は，ネパール政府から高い評価を受けた。こ

れは水道技術者として，この上もない満足感に溢れる思いがする。

心豊かなネパールの人々が，あらゆる地域で水道を利用し発展されることを祈るや

切である。

終りにあたって，タンセン市水道プロジェクトの中心的役割を果し，取りまとめに

あたった厚生省小林氏に，深く敬意、を表するものである。
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