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パキスタン国北西辺境州コハット・カラック県上水供給改善計画予備調査 

詳細協議議事録 
 
 

日時:2007 年 2 月 27 日 11 時 00 分~11 時 30 分 
会議名：NWFP 州政府計画・開発局（Planning & Development Dept.）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府計画・開発局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

NWFP 側：Dr. Jamal Yousef: Chief Econnomist of Planning & Development Dept. Mr. 
Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services Department of NWFP, 
Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply & Sanitation Works & 
Services Dept. of Kohat District, Mr. Sadiq Klattak: Assistant District Officer of Water 
Supply & Sanitation Works & Services Dept. of Karak District 
 
 
調査団：調査団より北西辺境州政府開発・計画局の主任経済官の Dr. Jamal Yousef に対し、

Inception Report および質問票に基づき、本予備調査の目的と内容および日本の無償資金

協力について説明がなされた。 
 
Dr. Jamal Yousef：本調査にには全面的に協力するので、困ったことがあれば何でも相談し

て欲しい。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 2 月 27 日 12 時 00 分~12 時 30 分 
会議名：NWFP 州政府公共事業・サービス局（Works and Development Dept.）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

NWFP 側：Mr. Riaz Khan: Secretary （次官）of Works and Development Dept（W & SD） 
 
Mr. Riaz Khan W&SD 次官：Karak 県は水資源量と水質の面でより困窮しており、Kohat
県よりも緊急度が高い。計画の優先度付けは、裨益人口を重要視して行なうべきである。 
 
調査団：このことを参考にして調査を行いたい。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 2 月 27 日 13 時~14 時 
会議名：NWFP 州政府公共事業・サービス局（W & SD）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

NWFP 側：Mr. Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services 
Department (W & SD) of NWFP 
 
調査団：我々コンサルタントチームは、基本的にここに提出する質問票に基づき調査を行う。

まず本計画の背景についてお聞きしたい。 
 
W & SD：本計画は既存給水施設のリハビリと新規給水施設の建設（主に配水管路の延長）
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からなる。 
 
調査団：本計画の目的と裨益人口、Kohat および Karak 県を選んだ理由を教えてほしい。 
 
W & SD：これについては本案件の基となる計画についての報告書（Concept of Clearance 
Paper of Deep Well Drilling Rigs and Tube wells in District Kohat and Karak, March, 
2005）があり、これに全て記載されている。この Concept Paper は NWFP の 2005-2006
の州年次開発計画にしめされた No.343 プロジェクトに基づいて作成されたものであり、州

政府の認可も下りている。 
 
調査団：本計画の上位計画を示して欲しい。 
 
W & SD：本計画の上位計画は無い。強いて言うならば、前述の 2005-2006 の州年次開発

計画が上位計画となろう。 
 
調査団：本計画は当初井戸掘削機材の調達であったが、 終的に給水施設の建設に変わった。

その理由を教えて欲しい。 
 
W & SD：井戸掘削機材を要求するより、実際に給水施設を建設してもらった方がより現実

的で良いとの判断で、要請の内容を変更した。 
 
調査団：JICA パキスタン事務所が実施した Kohat 県の地下水調査（2006 年）によれば、

Kohat 県の給水率は 72.4%としている。この給水率は地方部の給水率としては高い水準で

あり、特に水に困っているようには見えないが。 
 
W & SD：この値は既存給水施設が全て稼動した場合の給水率であり、給水施設の多くが

1980 年代に建設され老朽化が進んでおり、実際の給水率はこれよりもはるかに低い。正確

な給水率は、各県の給水・衛生局から出させる。 
 
調査団：地方給水の給水原単位は定められているのか。 
 
W & SD：北西辺境州では村落給水の原単位の目安として 15 ｶﾞﾛﾝ～20 ｶﾞﾛﾝ/人/日（80lit～
100lit/人/日）を目安として計画を立てている。 
 
調査団：要請書に示されている ADB の “DERA Project” について教えて欲しい。 
 
W & SD：“DERA Project” については州の計画局に聞いたほうが良い。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 2 月 28 日 8 時 30 分~9 時 30 分 
会議名：NWFP 州政府計画・開発局（Planning & Development Dept.）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府計画・開発局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

NWFP 側：Mr. Razuallah: Chief – Foreign Aid of Planning & Development Dept.、Mr. 
Waqar Zaffar: Assistant Chief of DERA Project, Mr. Asif Shahab: Monitoring Engineer 
 
計画・開発局：現在 NWFP で行われているあるいは予定されている日本の援助プロジェク

トは、本計画を含めて 5 件ある。 
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調査団：要請書に示されている ADB の “DERA Project” について教えて欲しい。 
 
計画・開発局：DERA とは“Drought Emergency Relief Assistant”の略称であり、ADB だ

けではなく世銀からの援助も受けている。援助金額は世銀の方が ADB よりも多く、ADB
のプロジェクトとは言えない。 
DERA プロジェクトの内容は、小規模ダム等の建設が主であり、詳しくは提供した冊子に

示したとおりである。 
DERA プロジェクトは 2 つのフェーズから成り、DERA－１は 2003－2005 に実施され金

額は約 20 億 Rs.であった。現在 DERA－2 を計画中であり（2007－2010）その予算は約

38 億 Rs.である。 
 
調査団：DERA－2 は Kohat 県と Karak 県を対象地域に含むのか。 
 
計画・開発局：DERA－2 では Kohat 県と Karak 県を対象地域に含むのが、まだ具体的な

対象地域は絞り込まれていない。DERA プロジェクトと日本のプロジェクトが重複しない

よう、計画・開発局で調整する。 
 
調査団：イギリスの DFID の支援による村落給水プロジェクトが NWFP で実施されている

と聞いているが、その内容はどのようなものか。 
 
計画・開発局：DFID のプロジェクト名は “Rural Water & Sanitation Program” であり、

その内容は NWFP 全域を対象として、ハンドポンプ付き井戸やトイレの建設、住民の啓蒙

活動等を行うものであり、現在このプロジェクトが行われている。全体予算は 10 億 8 千万

Rs.であり、その内の 4 億 8 千 2 百万 Rs.を DFID が出資する。 
DFID プロジェクトの対象地域には、日本のプロジェクトの対象地域である Kohat 県と

Karak 県は含まれていない。 
 
調査団：1994 年に日本が供与した 5 台の井戸掘削機材について調査したいが、どこにコン

タクトすればよいか。 
 
計画・開発局：農業技術局（Agricultural Engineering Dept.）でこれらの 5 台の井戸掘削

リグの維持管理を行なっているので、ここにコンタクトすれば良い。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 2 月 28 日 11 時~12 時 
会議名：Karak 県給水・衛生局打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Karak 県側：Mr. Sadiq Klattak: Assistant District Officer of Water Supply and 
Sanitation Dept. of Karak District, Mr. Clulam Mujfada: Deputy District Officer of 
Water Supply and Sanitation Dept. of Karak District, Mr. Abdur Rahim: Assistant 
District Officer of Water Supply and Sanitation Dept. of Branch Office at B.D. Shah 
Tehsil, Mr. Jnelzaer Gul: Assistant District Officer of Water Supply and Sanitation Dept. 
of Branch Office at T/K Tehsil 
 
Karak 県給水衛生局：Karak 県の地下水は地域によって大きく異なり、県北部の Bunda 
Daud Shah Tehsil 全域と県中央部の Karak Tehsil 北部地域では、地下水の塩分濃度が高い

（TDS で 1,000mg/lit から 2,500mg/lit）問題がある。Karak Tehsil の中央部から南部と県

南部の Takht Nasri Tehsil 全域では、地下水位が非常に深い（80m から 120m）という問
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題を抱えている。 
 
調査団：表流水の状況はどうか。 
 
Karak 県給水衛生局：Karak 県には県中央部に 2 本の川が流れているが、乾季には水が流

れない季節河川である。また、北川の山地には石膏を含む石灰岩が分布するため、地下水お

よび表流水の塩分濃度が高く、ここからの水が河川に流れ込むため、河川の水の塩分濃度も

高い。 
 
調査団：県の人口と給水率はどうか。 
 
Karak 県給水衛生局：Karak 県の人口は約 55 万人である。給水率は県平均で 74%程度で

ある。 
 
調査団：地方部の給水率としては高い水準であり、特に水に困っているようには見えないが。 
 
Karak 県給水衛生局：これは全ての給水施設が稼動した場合の給水率であり、給水施設の

多くが 1980 年代に建設され老朽化が進んでおり、実際の給水率はこの半分にも満たないと

想定される。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 2 月 28 日１３時~１３時 30 分 
会議名：北西辺境州（NWFP）の環境保護の情報について 
会場：NWFP 環境庁 
日本側：大芝団員 
NWFP 環境庁：北西辺境州（NWFP）EPA（環境庁次長）Dr. Amjad Ali Kahn 
 
北西辺境州（NWFP）の EPA の事業説明を受けた。また、環境保護に関する法令（June、
１５、２０００）のコピーを取得。給水関連の事業は金額によって、EIA または IEE を行

なう必要がある旨の説明を受けた。ただし、北西辺境州（NWFP）の公共事業・サービス

局が事業を行なう前に当局に報告する必要があるとのこと。今回はまだ、カラック県の要

望村落が出ていないので、コハット県及びカラック県双方のリストが出た段階でまた打ち

合わせに来る旨伝えた。日本の JICA 技術研修にも参加をしており、JICA の社会環境配慮

ガイドラインについては承知していると説明があった。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 1 日 9 時~10 時 
会議名：Kohat 県給水・衛生局打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Kohat 県側：Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and Sanitation 
Dept. of Kohat District, Mr. Mohammed Azfal: Assistant District Officer of Water 
Supply and Sanitation Dept. of Branch Office at Kohat Tehsil,  
 
Kohat Tehsil：Kohat Tehsil の給水の問題点は； 

－地下水位の低下による既存井戸の枯渇（以前の 30m 程度から現在は 50m から 60m に
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まで低下している地域がある 
－もともとの井戸の深度が 50m 程度と浅いため、地下水位低下の影響を受けやすい 
－既存の給水施設は 1980 年代に建設されたもので、老朽化が激しく、特にテシルの中

心地域では地下埋設した給水パイプが破損しここから汚水が入り込み、水道水の汚染

が発生し健康被害が発生している 
－近年の人口増加に伴い既存給水施設の拡張の必用が生じている 

 
調査団：JICA パキスタン事務所が実施した Kohat 県の地下水調査（2006 年）によれば、

Kohat Tehsil の地下水位は上昇しているとの結論が出されているが。 
 
Kohat Tehsil：JICA 事務所が行った調査は我々が提供したデータに基づいているが、残念

ながらその調査結果には重大な間違いがあり（例えば地下水位のデータは 1980 年代のもの

を使って地下水位が上昇していると結論付けているなど）同意できない。 
 
調査団： 新の地下水位の観測データを示して欲しい。 
 
Kohat Tehsil：あれば提供する。 
 
Lachi Tehsil：Lachi Tehsil の給水の問題点は； 

－山地が多く広く岩盤が露出し、地下水が賦存する砂礫層の分布域が限られる 
－岩盤露出地域では地下水位が 50m 以深のところが多く、ハンドポンプ付き井戸の建

設もできない、Dhadbakhta という村では、地下水が得られないために、インダス川

から３時間から４時間かけて水を運んでいる。 
－岩盤でも砂礫層でもスポット状に塩分濃度が高い地域が分布する 
－既存井戸の深度は 50m 以下と浅く、近年の地下水位低下により何本かの主要井戸が

涸れている 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 1 日 13 時~13 時 30 分 
会議名：NWFP 州政府公共事業・サービス局（W & SD）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

NWFP 側：Mr. Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services 
Department (W & SD) of NWFP 
 
調査団：井戸掘削業者、物理探査業者、測量業者、水質分析機関を教えて欲しい。 
 
W & SD：Kohat 県の Mr. Irfan Rashid が知っているので彼に聞いて欲しい。 
 
調査団：州の W & SD からも、現地調査にカウンターパートを出して欲しい。 
 
W & SD：人員がいないので出せない。 
 

以上 
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日時:2007 年 3 月 2 日 9 時 30 分~10 時 
会議名：Kohat 県地方政府打ち合わせ 
会場：Kohat 県地方政府 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Kohat 県側：Mr. Sahib Ali Shah: District Coordination Officer of Kohat District, Mr. 
Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and Sanitation Dept. of Kohat 
District, 
調査団：調査団から本調査の目的と内容について、Inception Report に基づき説明された。 
 
Kohat 県：プロジェクトの優先付けの基準としては、以下の条件を考慮するべきである； 

－人口が多い地域であること 
－既存給水施設のリハビリであること 

 
以上 

 
 
日時:2007 年 3 月 2 日 10 時 30 分~12 時 
会議名：Kohat 県給水・衛生局打ち合わせ 
会場：Kohat 県給水・衛生局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Kohat 県側：Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and Sanitation 
Dept. of Kohat District  
 
Kohat 県：Kohat 県では 41 のプロジェクトを要請しているが、その内の 9 割以上が既存

給水施設のリハビリである。既存給水施設のリハビリについては、1/2,000 の給水管網図、

1/2,000 管路縦断図、必要なリハビリ施設の詳細、必用なリハビリ箇所の平面図、リハビリ

施設の設計図面、リハビリ資機材および工事の費用積算、管路網の水理計算ができており、

すぐに工事ができる準備は整っている。ただし、新規の給水施設建設については、一部地形

測量などを行う必用があるものもある。 
 
調査団：その計画書のコピーを提供して欲しい。 
 
Kohat 県：全ての計画書をコピーすることはできないが、例として Chichina 村のリハビ

リ計画書のコピーを提供する。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 6 日 10 時~12 時 
会議名：農業技術局（Agricultural Engineering Dept. NWFP）打ち合わせ 
会場：農業技術局 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

農業技術局県側：Mr. Saihullah Khan: Director of Agricultural Engineering Dept.  
 
調査団：1995 年に日本の無償資金協力で供与された 5 台の井戸掘削リグと支援車輌の現況

について教えて欲しい。 
 
農業技術局：これらの井戸掘削機材が実際に納入されたのは 1996 年である。これらの機材

の現況は以下のとおりである。 
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機材 仕様 供与台数 現状（2007 年 3 月現在） 

1. 井戸掘削リグ 

トラック搭載パーカッシ

ョン掘削リグ（掘削口径

18”、掘削深度 200m） 5 台 

稼動中：3 台 
修理中（ブーム故障）：1 台 
廃棄処分（エンジン、ブーム、シャ

ーシ等故障、2004 年に廃棄）：1 台 

2. クレーントラック 車載荷重 10 トン、吊り

下げ荷重 4 トン 3 台 3 台全て稼動中 

3. 給水車（タンカー） タンク容量 6m3 3 台 3 台全て稼動中 
4. ピップアップトラック 乗員 6 名 5 台 4 台稼動中、1 台は交通事故で廃棄 
5. 揚水試験機（水中ポンプ） 吐出量 2m3/分、揚程 90m 2 式 2 式稼動中 
6. 検層器 検層深度 200m 1 台 1 台稼動中 
 
この他に 1986年に 4台のトラック掲載ロータリーテーブル掘削リグが日本から供与された

が、このうちの 2 台は現在も稼動中である。 
 
調査団：これらの 5 台のリグで何本の井戸を掘削したのか。 
 
農業技術局：計画では 250 本の井戸を 5 年間で掘削する計画であったが、258 本の井戸を

掘削している。このため、供与されたリグの目的は達成されている。 
 
調査団：井戸の掘削体制を教えて欲しい。 
 
農業技術局：3 人の主任ドリラー、5 名のドリラー、その他作業員多数で井戸を掘削してい

る。 
 
調査団：井戸掘削機材の修理、保守点検体制を教えて欲しい。 
 
農業技術局：2001 年の地方への権限委譲政策前は農業技術局に 15,000 人の職員がおり、

ワークショップも 12 箇所にあったが、この政策施行後は大幅に人員と施設が削減され、現

在では職員数が 158 名、ワークショップは 2 箇所になっている。また、修理、保守点検用

の旋盤などの機材は民間に売却されてしまい、修理やケーシングのねじ切りなどは市内の

車両修理工場に依頼している状況である。このため、現状では十分な修理、保守点検体制

が確保されているとは言えない。 
しかし、2003 年に州政府より農業技術局のサービスを持続するとの政令が出され、将来職

員数を増やし、閉鎖されたワークショップも再開される予定である。 
 
調査団：農業技術局のサービスの内容を教えて欲しい。 
 
農業技術局：農業技術局は灌漑用の井戸掘削をもっぱら行っており、生活用水用の井戸掘

削は行っていない。農場主から井戸掘削の依頼があった場合、193Rs./feet（約 1,300 円/m）

で井戸掘削を行っている。この作業は、井戸掘削、ケーシング・スクリーン挿入、井戸仕

上げ、揚水試験までであり、水中ポンプ設置、送電線配線、コントロールパネル設置、貯

水槽建設、灌漑用ポンプ設置、灌漑水路建設は農場側で行うが、これに対する技術支援は

行う。また、灌漑給水施設の修理についても農場からの依頼があれば有償で対応している。 
民間業者の井戸建設費用は農業技術局の約 5 倍であり、州政府からの資金援助がなされて

いる。 
 
調査団：農業技術局と民間井戸掘削業者との競合は発生していないのか。 
 
農業技術局：民間井戸掘削業者は飲料水、所業用水、工業用水の井戸掘削だけを行い、灌

漑用井戸の掘削は行わないことから、住み分けができている。 
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調査団：農業技術局が民営化される計画は無いのか。 
 
農業技術局：現在のところ、そのような議論はない。 
 
調査団：日本から供与された井戸掘削機材を、本プロジェクトで使用することは可能か。 
 
農業技術局：州政府からの命令があれば可能である。しかし、日本から供与された現在稼

動中の 6 台のリグ（修理中のリグを含む）は現在フル稼働の状況であり、農業技術局の本

来の業務を停止して別のプロジェクトにリグを使用することは、実質的に不可能である。 
 
調査団：日本から供与されたリグを視察させて欲しい。 
 
農業技術局：1986 年に供与されたリグの内、廃棄されたリグと現在修理中のリグがここの

ワークショップにあるので、これは見ることができる。稼動中のリグは全て数百キロ離れ

た現場で井戸掘削しているので、見ることはできない。 
 
調査団：1996 年に供与されたリグの内、廃棄されたリグと修理中のリグに “UN”のマーク

が付けられているが、なぜか。 
 
農業技術局：2000～2001 年の間、軍の要請で供与された 5 台のリグのうちの 3 台を、東チ

モールの支援活動に貸し出したが、その際に“UN”のマークが付けられたものである。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 6 日 1４時~1５時 
会議名：北西辺境州（NWFP）における他の給水・衛生事業プロジェクト 
会場：RWSSP 本部事務局( Rural Water Supply and Sanitation Programme / DFID) 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 
RWSSP 側：Mr.Gandapur（Project Director） 
 
日本の無償資金協力の仕組みと本調査の目的を説明し、プロジェクトの重複がないかを確

認したい旨説明した。これに対し、この Project Director は RWSSP の事業については１）

ハンドポンプ、衛生プログラム、簡易便所などが主な事業であること。２）事業総予算は

Rs.１０億８千万で北西辺境州（NWFP）と Community（TMA など）と DFID が予算を

分担して行なう事業である。DFID はその内の約４５％を分担する。３）保健・衛生プログ

ラムなどの住民の啓蒙運動も取り入れる。などの説明があった。プロジェクトの紹介コピ

ーを受領した。DFID の担当者に会いたい旨伝え、連絡先を訪ねた。これに対し、連絡先を

もらったが ISLAMBAD の事務所であった。再度の訪問を約束して退出した。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月８日 10 時 30 分~11 時 30 分 
会議名：Kohat 県の社会福祉関係事業の説明 
会場：Kohat 県 ACO 事務所(Mr.Muddassir Riaz MALIK) 
日本側：大芝団員 
Kohat 県側：Ms.Shazia Khattak： District Officer / Social Welfare and Women 
Development 
 
今回はコハット県の社会・福祉・教育や保健衛生などのデータを収集したい旨を ACO－
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Mr.Malik に依頼したところ、社会福祉・女性局の課長である Ms.Khattak を紹介された。 
社会福祉・女性局は孤児の福祉事業や道路環境保全及び衛生プログラムを行なっている。

他に同局長による説明は、１）コハット県には 30 あまりの NGO が活動している。２）350
の CCB（Citizen Community Board）が結成され、100 あまりのプロジェクトが行なわれ、

その内の 80 プロジェクトが終了した。この事業費に県から 2003－2007 年の間に Rs.10.5
百万が支出された。UNDP や UNICEF の支援も行われている。データについては次の訪問

時に渡すとのこと。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 9 日 10 時 30 分~11 時 
会議名：Karak 県政府打ち合わせ 
会場：Karak 県 DCO 事務所 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Karak 県側：Mr. Zahir Shah: District Coordination Officer (DCO), Mr. Ghulan 
Mushataba: Deputy District Officer (DDO) of Water Supply and Sanitation Dept.（WS 
＆ SD） of Karak District, Mr. Sadiq Khattak: Assistant District Officer (ADO) of Water 
Supply and Sanitation Dept. of Karak District 
 
調査団：Inception Report に基づき、日本の無償資金協力の仕組みと本調査の目的と内容

を、カラック県の DDO に説明した。 
 
DCO：日本の無償資金協力で実施しているアボタバッドの渓流取水プロジェクトに関係し

ていたので、日本の無償資金協力については知っている。 
 
調査団：パキスタンの制度ではプロジェクトの実施前に PC-1 と呼ばれる書類を政府に提出

し、プロジェクトの承認をとらなければならないことになっているが、その時期は基本設

計調査の前かあるいは基本設計後か教えて欲しい。 
 
DCO：詳しくはカラック県の WS & SD の担当者と協議してほしい。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 9 日 11 時 30 分~13 時 
会議名：Karak 県 WS ＆ SD 打ち合わせ 
会場：Karak 県 WS ＆ SD 事務所 
日本側：佐々木団員、大芝団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

Karak 県側： Mr. Ghulan Mushataba: Deputy District Officer (DDO) of Water Supply 
and Sanitation Dept.（WS ＆ SD） of Karak District, Mr. Sadiq Khattak: Assistant 
District Officer (ADO) of Water Supply and Sanitation Dept. of Karak District 
 
調査団：Karak 県の WS ＆ SD では、Kohat 県の WS ＆ SD が行っているような、要求

プロジェクトの設計と積算を行っているのか。 
 
カラック県 WS ＆ SD：行っていない。 
 
調査団：基本設計調査が行われることになった場合は、この前に要請プロジェクトの設計

と積算を行って欲しい。要請プロジェクト（村）のリストを、コハット県の WS ＆ SD が

作成した表と同じように作成して欲しい。この要請村落リストを協議議事録に添付するの
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で、遅くとも 3 月 19 日までに作成してほしい。 
 
カラック県 WS ＆ SD：了解した。ただ、要請村落が増えて 100 村落以上になりそうであ

る。 
 
調査団：PC-1 についてだが、基本設計調査が行われることになった場合は、この前に PC-1
の書類作成、提出、政府からのプロジェクトの承認を取り付けることは可能か。 
 
カラック県 WS ＆ SD：100 以上ものプロジェクトについて PC-1 を作成するのは大変労力

がかかる。PC-1 書類にはコハット県のカラック県の WS ＆ SD が行ったような詳細な設

計（配水管網の水理計算なども含む）と積算をする必用がある。このため、JICA の基本設

計調査団が村落（プロジェクト）を絞り込んだ後に、絞り込まれたプロジェクトについて

PC-1 の書類をつくるのが効率的である。 
 
調査団：絞り込む以前のプロジェクト（村落）のリストで PC-1 の承認を得ることは可能か。 
 
カラック県 WS ＆ SD：要請リストに絞り込まれたプロジェクトが含まれているので、可

能である。 
 
調査団：カラック県で 100 ものプロジェクトを日本の無償資金協力で行うことは不可能な

ので、要請プロジェクト（村落）を 40 から 60 程度に減らすことは可能か。「パ」政府から

のプロジェクト実施の承認が下りないと基本設計調査に移行できないかもしれないので、

できれば基本設計の開始前に PC-1 の認可を取って欲しい。カラック県で絞り込んだ 40 か

ら 60 のプロジェクトで PC-1 の書類を作成することは可能か。 
 
カラック県 WS ＆ SD：PC-1 用に 40 から 60 にプロジェクトを絞り込み、これについて

コハット県の WS ＆ SD が行ったような詳細設計と積算を行い、コハット県の要請プロジ

ェクトと合わせて PC-1 フォームを作成する。PC-1 の承認は基本設計調査団が来る前に取

得するようにする。これについて、協議議事録に明記して欲しい。この協議議事録を PC-1
に添付する。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 12 日 9 時 30 分~10 時 30 分 
会議名：北西辺境州（NWFP）で給水・衛生プロジェクトを行なっている主な NGO の調

査 
会場：SRSP(Sahid Rural Support Programme)本部事務所 
日本側：大芝団員 
NGO 側：Mr.Masood ul MULK（Chief Executive Officer），Afsar Ali KHAN（Programme 
Manager   Physical Infrastructure/Water & Environmental Sanitation(PI & WES) 
日本の無償資金協力の仕組みと本調査の目的を説明し、貴 NGO のプロジェクトの情報を知

りたいこと、また今回の JICA のプロジェクトとの重複がないかを確認したい旨説明した。

NGO 大手の Sarhad Rural Support Programme(SRSP)は国際機関、各国ドナーやパキス

タン政府の資金援助を受けて村落給水・衛生（主に浅井戸）、社会資本整備、貧困対策、教

育などのプログラムを主に北西辺境州（NWFP）で実施していること。給水・衛生プログ

ラムは現在、RWSSP（Rural Water Supply and Sanitation Programme / DFID）と共同

で活動を行なっており、ハンドポンプの村落給水プロジェクトを担当し、その一環として

衛生プログラムの啓蒙活動も行っているとの説明があった。 
Khan 氏からは SRSP が簡易水質検査を行なえる施設とその資機材・薬品を所有している旨



 11 

の説明があり、支援要請があれば何時でも協力を行なえるとのことであった。 
以上 

日時:2007 年 3 月 12 日 9 時 30 分~10 時 
会議名：パキスタン地質調査所（Geol. Survey of Pakistan, GSP）ペシャワール支局打ち

合わせ 
会場：パキスタン地質調査所ペシャワール支局 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

GSP 側： Mr. Gorah Said: Deputy Director of Peshawar Branch of Geological Survey of 
Pakistan  
 
調査団：JICA ではカラック県およびコハット県で地下水開発を行う予定があるが、この地

域の地質図はあるのか。 
 
GSP：カラック県、コハット県の地質図は無いが、NWFP の 1/1,000,000 地質図はある。 
 
調査団：価格はいかほどか。 
 
GSP：公的な調査団なので無償で 1 枚提供する。 
 
調査団：協力に感謝する。水理地質図はあるのか。また地形図は入手できるのか。 
 
GSP：水理地質に関しては WAPDA（Water and Power Development Authority）が担当

しているので、そこで聞いて欲しい。 
地形図は国防省の Survey of Pakistan の管轄であり、JICA あるいは日本大使館からの公式

レターが無ければ、Survey of Pakistan の職員とは面談することすらできない。1/50,000
スケールの詳細地形図が必用ならばカウンターパートの W $ SD を通じて入手するしかな

いであろう。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 12 日 10 時 10 分~10 時 30 分 
会議名：WAPDA（Water and Power Development Authority）打ち合わせ 
会場：WAPDA ペシャワール支局（WAPDA ハウス） 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

WAPDA 側：土壌調査部 

 
調査団：WAPDA で地下水を担当している部署はどこか。 
 
WAPDA：2001 年の政府組織改変策に伴い、ペシャワール支所にもあった地下水単部署は

統合されラホールの WAPDA に移管された。コハット県とカラック県の水理地質に関する

データが必用ならばラホールの WAPDA に行くしかない。ラホールの WAPDA の水理地質

を担当している職員と電話番号は次のとおりである。 
担当者：MR. Fazali Mabud、役職：Chief Engineer of Planning and Investigation Dept. 
電話番号：０４２－９２０２７５９（代表）、０４２－９２０３２６１（直通） 

（後日上述の電話番号に連絡したが、番号が変わっており連絡が取れなかった） 
 
調査団：協力に感謝する。 
 

以上 
 



 12 

 
日時:2007 年 3 月 12 日 11 時~11 時 30 分 
会議名：ペシャワール気象局（Meteorological Dept. Peshawar）打ち合わせ 
会場：ペシャワール気象局 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

WAPDA 側：Mr. Mushtaq: Deputy Director 
 
調査団：コハット県とカラック県の気象データ、特に降水量のデータはあるか。 
 
気象局：カラック県では空軍が気象観測を行っているが、そのデータを入手することは困

難である。両県の近傍地域の気象局の観測ステーションは、ペシャワールとバヌにある。

ただし、バヌについては 2 年間の観測データしかないがペシャワールについては 30 年間の

気象観測データがある。コハット県とカラック県の山岳部を除く地域の気象条件はぺシャ

ワールとほぼ同じであり、降水量の中・長期変動傾向を見るだけならばぺシャワールのデ

ータで十分であると思われる。ちなみに、NWFP の降水量についてだが、1998-2003 が降

水量が極端に少な渇水年であったが、2004-2006 年は逆に降水量が多い豊水年に転じてい

る。この変化を見るためには 10 年間のデータを取り揃えた方がよい。 
 
調査団：10 年間の月間および年間の降水量データと 10 年間の月間平均気温の観測データを

欲しいが、その価格はいかほどか。 
 
気象局：気温データは無償で提供できるが、降水量のデータについては有料となる。10 年

間の月間および年間の降水量データの提供価格は約 3 万 Rs.である。 
 
調査団：JICA 事務所と相談してデータを購入するか否かを決定したい。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 12 日 11 時 ~ 12 時 

会議名：UNICEF ペシャワール事務所 JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：UNICEF ペシャワール事務所 
日本側：大芝 団員 

UNICEF 側： Mr. Thowal Sha Zai: Project Officer (WES) 

日本人専門家から紹介のあった Dr.Murtaza は不在のため、彼の部下の職員にあった。現在、

UNICEF ペシャワール事務所の話によるとパキスタン国内の WES（Water＆Sanitation）
のプログラムは４州の３１県で行われている。内容は初等学校におけるきれいな水の提供

とトイレ事業が中心である。NGO と協力して学校での衛生教育活動を行なっている。 
他のプログラムとして水質向上と砒素対策も計画中とのこと。これ以上の詳しい情報は上

司の Dr.Murtaza に聞くこととなった。  
                                     以上          

 
 
日時:2007 年 3 月 12 日 12 時 45 分~13 時 20 分 
会議名：PCSIR（パキスタン科学工業研究局 Pakistan Council Scientific Industrial 
Research）ペシャワール支局打ち合わせ 
会場：PCSIR 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

PCSIR 側：Mr. Muntaz Khan: Principle Scientific Officer, Mr. Jehangir Shah: Senior 
Scientific Officer 
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調査団：コハット県とカラック県で地下水開発調査を行うプロジェクトがあるが、このプ

ロジェクトで飲料水用の水質分析を行う必用がある。PCSIR ではどのような分析ができる

のか。 
 
PCSIR：PCSIR は国営の研究機関であり、水質のみならず土壌、大気の全ての項目を分析

できる。水質に関してはヒ素や水銀などの微量従金属を分析する原子吸光分析装置や農薬

などの微量有機物を分析するガスクロマトグラフィーを取り揃えている。 
 
調査団：パキスタンには独自の飲料水の水質基準はあるのか。 
 
PCSIR：パキスタンには独自の飲料水の水質基準は無く、WHO の飲料水水質ガイドライン

を採用している。 
 
調査団：WHO の飲料水水質ガイドラインでは、分析項目が非常に多岐にわたるがそれの内

のどのような分析項目を採用しているのか。 
 
PCSIR：その地域の水質の特性による。大規模農業が行われている地域では殺虫剤や農薬

などの分析項目を加えたり、工業地域ではトリハロメタンやトリクロロエチレンを加えた

りする。コハット・カラック県の地下水は塩分濃度の問題があるだけであり、一般的な分

析項目で良いと考えられるが、念のためにヒ素とフッ素を分析項目に加えた方が良いとお

もわれる。コハット・カラック県で求められる飲料水分析項目は以下のとおりで良い。 
TDS、TSS、電気伝導度、ｐH、硬度（Ca,Mg）、塩素イオン、硫酸イオン、鉄、マン

ガン、アルカリ度、硝酸、亜硝酸、アンモニア、リン、ヒ素、フッ素、ナトリウムイ

オン、カリウムイオン、全大腸菌、全大腸菌コロニー数、糞便性大腸菌数 
 
調査団：以上の分析項目を行った場合の 1 試料あたりの分析費用を教えて欲しい。 
 
PCSIR：Mr,Javaid に Fax で送る。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 14 日 10 時~11 時 
会議名：NWFP 州政府公共事業・サービス局（W & SD）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

W & SD 側：Mr. Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services 
Department (W & SD) of NWFP 
 
調査団：PC-1 はいつの時期に実施するのか。 
 
W & SD：プロジェクトが始まる前に PC-I の承認を取りたい。 
 
調査団：基本設計調査が開始される時点で、プロジェクトは実質的に開始されるものと思

われる。 
 
W & SD：了解した、基本設計調査開始前に PC-I の手続きを行いプロジェクト実施の承認

を「パ」政府から取り付けることとする。このために、日本側から PC-I の承認を基本設計

調査開始前までに取り付けるよう要望するレターを出して欲しい。 
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調査団：この旨を、今回の予備調査で交わされる協議議事録に明記し、双方で署名するこ

とにより、正式に合意されたことになると考えられるが。 
 
W & SD：了解した、そのように処理することにする。本日中にコハット県とカラック県の

WS & SD に早急に PC-I フォームを作成するよう指示する。 
 
調査団：Dhad Bakhtawar (Shakardara)で 35km にも及ぶインダス川右岸からの地下水の

導水計画が示されているが、どのように思うか。 
 
W & SD：建設費用、維持管理費用の面から Feasible ではないと思う。Dhad Bakhtawar
の集水管と集水井戸は自分が建設に係ったが、砂礫層を地下水面以下にまで掘り下げよう

とすると崩壊が発生し、地下水面以下に深く根入れできなかった。このように土木技術的

な制約で涸れたものと想定される。 
 
調査団：日本には崩れやすい砂礫層を地下水面以下でも掘削できる技術があり、施工が可

能である。特殊工法のため多少工事費が高くなると思われるが、インダス川からの導水工

事に較べると比較にならないほど安い工事費である。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 14 日 9 時 30 分 ~ 10 時 15 分 

会議名：WHO 関連の給水事業の情報照会 及び JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：WHO イスラマバッド事務所（National Institute of Health 支所） 
日本側：大芝 団員 

WHO 側： Dr.Yuriko Egami （江上 由里子医師） 

JICA 北西辺境州（NWFP）の“北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善

計画”の事業説明を行なった。このコハット・カラック県の村落給水プロジェクトに関し、

WHO の WES（給水・衛生プログラム）を尋ねた。しかし、江上医師は WES とは関係の

ない結核対策であり、WES 関連の Dr.Magan を紹介される。（しかし、Dr.Magan は１週

間ほど不在であり次回の面会を申し入れた。） 
パキスタンの TB（結核）は世界で６番目の罹患率で北西辺境州（NWFP）を始め、全４州

で結核予防の活動が行なわれているとのこと。これに関連する予算は日本も含めて各ドナ

ーから資金調達を行なっている。WHO のローカルスタッフが各州に派遣されており、WES
（給水・衛生プログラム）との連携は可能とのことであった。 
                                      以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 14 日 12 時 30 分~13 時 
会議名：NWFP 州統計局打ち合わせ 
会場：NWFP 州統計局 
日本側：佐々木団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

W & SD 側：Mr. Sadiq: Director of Census Dept. , NWFP 
 
調査団：コハット県、カラック県の統計データはあるか。 
 
統計局：あるが 1998 年に実施したもので、古い。来年の 2008 年にセンサス調査を行う予

定である。 
 
調査団：1998 年のセンサスデータを購入したいが、在庫はあるか。 
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統計局：図書館に 1 部しかないので、これらを貸与するので必用な部分をコピーして欲し

い。 
 
調査団：統計で使用している行政区分と、これまでに聞いた行政区分とことなるが、その

違いはなにか。 
 
統計局：統計局で使用している行政区分は、税金徴収のための行政区分であり、そちらが

聞いている Union Council などは選挙用の行政区分である。 小区分は Village であり、

Village がいくつか集まったものを PC（Potwar Circle）、PC が幾つか集まったものを QH
（Quanoongo Halqa）、QC が幾つか集まったものを Tehsil、Tehsil が幾つか集まったもの

を District と呼んでいる。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 14 日 12 時 30 分 ~ 14 時 15 分 

会議名：EPA（パキスタン環境庁）の村落給水事業の環境基準やその他の情報照会及び JICA
事業の説明、打ち合わせ 
会場：EPA イスラマバード本部事務所 
日本側：大芝 団員 

EPA パキスタン側：Mr.ZIa ul Islam ( Director - 次長) 

パキスタン環境庁は 近まで日本人専門家がおり、日本（JICA）の“環境社会配慮”の基

準や情報は良く知られている。本人も JICA のカウンターパート研修を受けており JICA 事

業のプログラムも理解しているとのことであった。パキスタン国内でのすべての事業は環

境庁の“IEE 及び EIA に審理に係るパキスタン環境保護局法令（The Review of Initial 

Environment Examination and Environmental Impact Assessment Regulations,2000）に

のっとり EPA が審査を行なう”と説明があった。また、各州にそれぞれの環境保護基準が

あり、北西辺境州（NWFP）には給水・衛生事業に係る“Water Supply Schemes”があると

の説明があった。その上で、Mr.Zia ul Islam の意見として私（大芝）が説明した今回の

JICA“北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”は IEE 及び EIA に

関しては大きな問題がないこと、事業の開始にあたっては事業主体の北西辺境州（NWFP）
の PNDD,PWD（公共事業局）が EPA/NWFP に計画段階で事業説明を行い、情報を早く流

すようにアドバイスを受けた。また、EPA/NWFP の次長（Deputy Director）Dr. Amjad Ali 
Khan に早めに面会するように指示された。ちなみにこの Dr.Khan も JICA 技術研修を受

けている。 
現在、給水・衛生事業でパキスタン村落のおける大きな問題は“地下水取得に係る法令”

（Water Policy）がなく、個人・法人が許可なく地下水を汲み上げていることにあるとの

説明があった。それに対しどのような対策が行われているのかと質問したところ、現在政

府では“WATER POLICY”を策定中であると回答があった。 
 
＊ 同次長のメールアドレス － pakepa@isb.compol.com   

環境庁の WEB サイトは － www.environment.gov.pk  
 

以上 
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日時:2007 年 3 月 14 日 16 時 30 分 ~ 18 時 15 分 

会議名：WB（世会銀行）/ WSP ( Water and Sanitation Programme) プログラムの情報

照会 及び JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：WB（世界銀行）/ WSP ( Water and Sanitation Programme)局 
日本側：大芝 団員 

EPA 側：WB（世界銀行）/ WSP ( Water and Sanitation Programme)局 
Mr.Farhan Sami ( Country Team Leader)  
Mr. Mark Elley ( Water & Sanitation Specialist) 
Mr.Masroor Ahmad ( Water & Sanitation Specialist) 
 
JICA “北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”を説明し、世銀の

パキスタン国内での WES（Water &  Sanitation Programme）プログラムの現状を尋ね

た。 
JICA の村落給水案件に関しては、基本的に理解を示した。しかしながら、この後は“地方

分権化”について１時間近くの説明があった。WB / WES によるとパキスタンでは現在

“Provincial Reform Programme”（地方分権化プログラム）が始まっており、 
１）Health （保健プログラム） 
２）Education （教育プログラム） 
３）WES(Water & Sanitation) （給水・衛生プログラム） 
の３分野は県(District)・Tehsil（郡）そして UC（Union Council）へと権限が委譲されつ

つあるとの説明があった。これに関し、北西辺境州（NWFP）では州・DFID・県/郡（District 
/Tehsil- UC）の連携による、RWSSP（Rural Water Supply & Sanitation Project）が始ま

っており、この DFID ら３者連携のプログラムは“Provincial Reform Programme”（地方

分権化プログラム）に沿って計画されたものである旨の説明があった。しかしながら JICA
プログラムはより規模の大きい村落給水プロジェクトであり、今回の調査での県・Tehsil 
レベルの給水施設維持管理レベルの問題を挙げたところ、理解を示した。しかし、WB（世

界銀行）/ WSP ( Water and Sanitation Programme)局は今後もパキスタン政府・北西辺境

州（NWFP）政府に強く“Provincial Reform Programme”（地方分権化プログラム）を勧

めることを計画している。調査団の帰国前の再訪を約束して退去した。 
ここで、“The NWFP Local Government Ordinance,2001 ( NWFP Ordinance No.XIV of 
2001)の 新版を手に入れた。（2007 年 2 月 校正） 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 15 日 14 時 15 分 ~ 14 時 45 分 

会議名：ADB（アジア開発銀行）の給水・衛生プログラムの情報照会 及び JICA 事業の説

明、打ち合わせ 
会場：ADB（アジア開発銀行）パキスタン事務局本部  
日本側：大芝 団員 

EPA 側：ADB（アジア開発銀行）パキスタン事務局本部 EEAP Unit /Team Leader 
(地震対策ユニット・チーム長)  
Mr.Mian Shaukat Shafi (チーム長) 

ADB（アジア開発銀行）パキスタン事務局の主な WES（給水・衛生プログラム）関連プロ

グラムは、  
１）DERA プログラム 
２）WES プログラム 
３）Community Mobilization プログラム などを実施している。 
DERA プログラムについては既に記載のとおり。これについては既に“Project Completion 
Report”が WEB サイトに出されているとの説明があった。（WEB サイトは開けず。） 
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WES プログラムについては、パキスタン国内の 26 県で実施されているが、北西辺境州

（NWFP）のコハット、カラック県では行なっていない。ADB（アジア開発銀行）は WB
（世会銀行）と連携をしているプログラムがあるところから同銀行における“Provincial 
Reform Programme”（地方分権化プログラム）の考えを聞いたところ、“Local Government
の能力は充分でないと考えている”との回答があった。コハット県の年間予算は、カラッ

ク県の２倍近くであり、プロジェクト計画時にはこの点を考慮されたいとのアドバイスが

あった。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 16 日 10 時 30 分~12 時 
会議名：NWFP 州政府公共事業・サービス局（W & SD）打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府公共事業・サービス局 
日本側：岡本団長、井上団員、佐々木団員、大芝団員、深澤 JICA パキスタン事務所所員、

Mr. Jilani JICA パキスタン事務所現地職員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

W & SD 側：Mr. Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services 
Department (W & SD) of NWFP 
 
団長：本予備調査の目的と内容の説明が団長よりなされた。 
 
W & SD：Islam 主任技師より現場の概略の説明があった。Kohat の問題としては十分な予

算が無いこと、Karak については全体的に水の困窮度が高いことがあげられる。電気代が

高い（各戸給水の場合の WAPDA に支払う電気代は 40Rs.～100Rs./戸）、盗水・漏水（い

わゆる不収水）が多い、などで十分な水道料金徴収が行われていない。ペシャワールなど

の都市部には WASA（Water and Sanitation Authority）が組織され水道事業の運営を行っ

ている。各戸給水の給水管は材料費を各戸が負担し工事費は運営事業体が行う。各県の

W/SD 
は県に所属するが、州の W & SD 技術的指導を受ける。 
Tax ついての説明あり。 
 
団長：対象村落選定や優先順位付けの基準はどうか。 
 
W & SD：安全な水にアクセスできない人口などを考慮している。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 17 日 10 時~11 時 
会議名：カラック県 District Coordination Officer（DCO）打ち合わせ 
会場：カラック県 DCO 事務所 
日本側：岡本団長、井上団員、佐々木団員、大芝団員、深澤 JICA パキスタン事務所所員、

Mr. Javaid（通訳、安全管理） 

カラック県側：Mr. Zahir Shah: District Coordination Officer (DCO) 
 
団長：本予備調査の目的と内容の説明が団長よりなされた。 
 
カラック県 DCO：PC-I の手続きついては、全体の要請リストをもとに事前に通しておくと、

早く認可が取れる。 
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団長：要請村落の選定基準はどのようなものか。 
 
カラック県 DCO：水が不足している村であるが、深い井戸が欲しい。状況は県の W＆SD
が良く把握している。現在の県が規定している給水原単位は 40lcd であるが、これを 80lcd
に引き上げたい。県の給水率は 76%であるが、施設の老朽化により規定の給水量の半分も

給水できていない状況にある。将来水道料金として 100 万 Rs.を徴収できると思う（現在は

ほとんど徴収できていない）。 
 
団長：施設の維持管理は、法律で地方の Tehsil レベルで行うこととなっているが、どうか。 
 
カラック県 DCO：Tehsil レベルでは水道事業の運営、維持管理する能力がないため、県の

W&SD が行っている。町では Town Municipal Association(TMA)が水道事業の運営、維持

管理を行なっている。TMA は独自の予算を持っている町や市があるが、カラック県の TMA
にはそのような予算は無い。施設の維持管理費用に県は年間 2 百万 Rs.を支出している。 
 
団長：その他の給水計画は無いか。 
 
カラック県 DCO：カラック県には 100 の各戸給水プロジェクト、100 の共同水栓給水プロ

ジェクトがある。また、首相プロジェクトの “Clean Water for All”がある。この計画はろ

過装置のついた水源（レベル２）を建設するもので、60 億 Rs.の予算で全国レベルでこの

施設を建設する計画である。カラック県では、Tehsil に 37 箇所、Union Council（幾つか

の村の集合体）に 27 箇所が建設されている。１施設の給水量は 20m3/日から 4m3/日程度

である。 
 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 19 日 10 時~11 時 
会議名：Planning & Development Dept.（P&D Dept.） NWFP 打ち合わせ 
会場：NWFP 州政府会議室 
日本側：岡本団長、井上団員、佐々木団員、大芝団員、深澤 JICA パキスタン事務所所員、

MMr,Javaid（通訳、安全管理） 

コハット県側：Mr. Mohammed Ikram Khan: Special Secretary of P&D, NWFP、Mr. 
Muhammed Islam Khan: Chief Engineer of Works and Services Department (W & SD) 
of NWFP、ADO of Karak District、Mr. Ghulan Mushataba: DDO of WS6S Dept. of Kohat 
District、 
 
団長：本予備調査の目的と内容の説明が団長よりなされた。 
 
P&D： プロジェクトはいつ開始されるのか、詳しく教えてほしい。 
 
団長： 現在は予備調査の段階であるが、今後全ての手続きが順調に進んだと仮定すると、

おおよそ１～2 年後になると考えていてほしい。実施時期についてはプロジェクトの状況に

よるので、今ここで詳しくは返答できない。 
 
コハット ADO：Shakardara にはインダス川からの導水が必要である。 
 
団長：対象プロジェクトについては BD の段階で絞り込む。インダス川からの計画導水路

線の縦断図はあるか。インダス川と Shakardara の標高差は 350m にも及び、途中高い山

並みを越えて導水しなければならないことから、数段のブースターポンプが必要となり、
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この電気代だけでもかなりの額になり、維持管理費用が著しく高くなる。 
 
コハット ADO：縦断図はある。必要なデータは全て出す。 
 
W & SD：数段のブースターポンプは必用ない。1 基の送水ポンプで送水できる（標高差
350m、導水距離 35km を 1 段のポンプで送ることは、不可能ではないが、かなり無理があ
る）。予定取水地点のインダス川の水質は、上流の工場からの廃水で著しく汚染されており、

水処理施設も必要である。このため、インダス川の川沿いの河川敷に井戸を掘りこの地下

水を導水することを考えている。 
 
調査団：河川敷の地下水は、そのほとんどがインダス川から引き込まれるもので、インダ

ス川の水に含まれる濁りは除去されるであろうが、工場廃水に由来する重金属などの有害

物質までは除去されない。このため、地下水についても何らかの処理が必要と思われる。 
 
団長：コハット県には著しい地下水位が発生し、今でも低下し続けている地域があるとの

報告を受けているが、このような地域の地下水開発はできないので、詳しいデータ、たと

えば農業用水の揚水量、地下水位変動記録などを提供して欲しい。 
 
コハット ADO：地下水位の変動記録は無いが、幾つかの測定データはある。また、農業省

が管轄する井戸の揚水量の記録はある。降水量のデータもある。これらを全て提供する。 
 
カラック DDO：村落の要請リストは作成した。しかし具体的な優先順位付けはできない。

このため、リストでは各 Tehsil 毎に優先度の高いプロジェクトの順に並べてある。カラッ

クの県予算は約 17 百万 Rs.であるが、給水事業（維持管理）に費やされる額は約 6 百万 Rs.
で、県予算の 35%を占めている。 
 
P&D： 詳しい優先順位付けは今後の BD でやればよいのではないか。 
 
団長：給水施設の維持管理体制はどのようになっているのか。 
 
W & SD：施設の建設は NWFP の W&SD の PHE Wing(Public Health Engineering Wing) 
が行い、完成した施設は県の Water Supply and Sanitation にハンドオーバーされ、この組

織により水道事業の運営、維持管理がなされる。 
また、必用な水質分析項目などの情報を提供する。 
 
P&D：PC-I についてだが、BD の実施後プロジェクトのコンポーネントが確定したあとに

行ったほうが、変更の手続きをしなくて良いので、良いと思う。2 年前に本プロジェクトの

“Concept Clearance Paper”が承認され、PC-I に必要な手続きがある程度なされていること

から、これを参考に PC-I フォームを作成するのが良い。 
 
P&D：当初本プロジェクトには井戸掘削機材の供与も含まれていたが、これが削除された

理由はなにか。 
 
団長：パキスタン側との協議で削除されたものと理解している。 
 
W & SD：日本側との協議で、井戸掘削機材を供与してもらい「パ」側で井戸を掘削するよ

りも、日本側に井戸掘削を含む全ての給水施設の建設を行ってもらったほうがより効率的

であるとの理由から、井戸掘削機材供与を本プロジェクトの要請項目から除外した経緯が

ある。 
以上 
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日時:2007 年 3 月 20 日 10 時 ~ 11 時 

会議名：UNICEF ペシャワール事務所 JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：UNICEF ペシャワール事務所 
日本側：大芝 団員 

UNICEF 側：Dr.Murtaza Malik ：Project Officer(WES) 

UNICEF は今回で２度目の訪問となるが、Dr.Malik に面会できた。北西辺境州（NWFP）
での給水・衛生プログラムは 2003 年度から 2008 年度までの 5 年間で 7 つの県：District
と 2 ヶ所の FATA 地域で実施中である。しかし、コハット、カラック県ではプログラムは

行なわれていない。UNICEF の通常予算で各年平均おおよそ年約 40 万ドル。 
UNICEF と連携している NGO の紹介をお願いしたところ、IRC / International Rescue 
Committee を紹介された。IRC は特にコハット県やハング県（コハット県の隣県）で給水・

衛生プログラムを多く実施しているとの話であった。 
WES（給水・衛生プログラム）における JICA と UNICEF の連携は可能であるか尋ねたと

ころ、当初より準備を行ない（予算上の問題さえ解決すれば）2009 年以降のプログラムで

可能との回答があった。 
以上 

 
日時:2007 年 3 月 21 日 10 時~11 時 
会議名：給水施設建設業者聞き取り調査 
会場：Shelton Hotel 
日本側：佐々木団員、Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and 
Sanitation Dept. of Kohat District 
業者側：Mr. Fazal Mohammed: Director General of Fazal Mohammed Ltd.、Mr. Mehboob 
Azam: Director General of Peshawar Pipes Ltd. 
州の W&SD から、NFWD の 大手の給水施設建設業者で州発注工事の受注実績が も多

い業者として紹介された、Fazal Mohammed Ltd（高架水槽建設業者）と Peshawar Pipes 
Ltd（送配水管敷設業者）に対し、インタビュー調査を行った結果を以下の表に示す。 

会社概要 Fazal Mohammed Ltd Peshawar Pipes Ltd 
1.住所と連絡先 Village & P.O. Tehkal Payan 

Peshawar 
責任者：Mr. Fazal Mohammed 
電話：091-5854534 
携帯：0321 959 4857、 メール：無し 

4-B,Madni Market, Khyber Bazar, 
Peshawar 
責任者：Mr. Mehboob Azam 
電話：091-2550455 
携帯：0333-9122249、メール：無し 

2.設立年 1997 年 1991 年 
3.従業員数 10 人（必要に応じて作業員を雇用） 19 人（必要に応じて作業員を雇用） 
4.業務内容 貯水槽の建設と一般土木工事 送配水管の敷設工事と管材の販売 
5.実施したプロジェクト数 10 基の貯水槽 300 の送配水管敷設工事 
6.年間契約額 約 1 千万 Rs. 約 1 億 Rs.（管材の売り上げ含む） 
7.ドナーや NGO との契約

実績 
ドナーとの直接契約は無い、ドナーが

州に資金提供し州が発注した工事を請

け負ったことがある 

UNICEF, KfW, WHO, NGO 等多数あ

り、ただし小規模な村落給水の配管工

事であり、大規模な工事はドナーが州

に資金提供し州が発注する工事であ

り、このような工事を請け負ったこと

がある 
8.設計基準 貯水槽建設は旧 PHED の基準に従う 送配水管敷設は旧 PHED の基準に従う 
9.工期 高架水槽 1 基建設に 8 ヶ月を要する プロジェクトの規模による 
10.雨季の工事 全く問題なし 全く問題なし 
11.工事の管理 県の WS&SD が工事管理を直営で行な

っており、工事管理を行なうコンサル

タントは存在しない 

同左 

以上 
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日時:2007 年 3 月 21 日 12 時~13 時 
会議名：北西辺境州工科大学（NWFP University of Engineering and Technology、国立大

学）聞き取り調査 
会場：北西辺境州工科大学 
日本側：佐々木団員、Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and 
Sanitation Dept. of Kohat District 
工科大学側：Eng. Muhammad Sagheer Aslam: PE Testing Officer. 

調査団：NWFP において、高架水槽を設計する際に必用な地盤の支持力をどのような方法

で調査しているのか教えていただきたい。 

工科大学：土質調査ボーリングを行い、標準間入試権を行う方法もあるが、NWFP では高

架水槽の建設予定地に 2m のピットを掘削し、ここから不撹乱資料を採取し、この試料を用

いて一軸圧縮試験あるいは直接せん断試験を行ない、地盤の支持力を求めている。なぜな

らば、土質調査ボーリングをするためにはボーリング機械を現場に持ち込まなければなら

ず、費用と時間がかかるためである。 

調査団：2m のピットを掘る理由は何か。 

工科大学：PHED の高架水槽設計基準によれば、高架水槽の基礎は 2m 掘り下げることに

なっているためである。 

調査団：不撹乱試料はどのように採取するのか。 

工科大学：6”の薄い PVC パイプをピット底面に差し込み、試料を採取している。 

調査団：一軸圧縮試験を行なうか直接せん断試験を行なうかの判断はどのようにしている

のか。 

工科大学：試料が粘土質で整形が容易な場合は一軸圧縮試験を行ない、試料が砂質で整形

が難しい場合は直接せん断試験を行なう。 

調査団：土質試験は行なうのか。 

工科大学：通常の物理特性を把握するため、採取した試料について、比重試験、自然含水

率試験、粒度試験を行なっている。 
 
調査団：工期はどれぐらいかかるのか。 
 
工科大学：試料数によるが、20 試料については、試料採取、力学試験、物理試験、報告書

作成を合わせて、約 1 ヶ月程度あれば十分である。 

調査団：1 試料あたりの試料採取を合わせた試験費用はどれぐらいになるか。 

工科大学：ピット掘削に約 6,000Rs.、試料採取＋力学試験＋物理試験＋報告書取りまとめ

に 9,000Rs.、合計約 15,000Rs./試料程度と想定して欲しい。 

調査団：NWFP にはこのような土質試験を行なう民間の調査会社はあるか。 

工科大学：自分の知っている限り、イスラマバードにそのような調査会社はあるが、NWFP
には無い（Mr. Irfan Rashid、コハット県 DDO も同じ意見）。 

調査団：協力に感謝する。 
 

以上 
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日時:2007 年 3 月 21 日 13 時 ~ 14 時 

会議名：EPA（パキスタン環境庁）/ 北西辺境州（NWFP）ペシャワール事務所 
の村落給水事業の環境基準やその他の情報照会 及び JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：EPA（パキスタン環境庁）/ 北西辺境州（NWFP）ペシャワール事務所 
日本側：大芝 団員 
EPA パキスタン側：（Deputy Director）Dr. Amjad Ali Khan 

EPA（パキスタン環境庁）本部の Mr.Zia ul Islam の紹介で来たことを告げ、１）JICA“北

西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”の説明と２）JICA 環境社会

配慮ガイドライン（英文）の要旨を説明した。同次長は JICA 技術協力研修参加経験があり

JICA 環境社会配慮ガイドラインのことは承知していた。同次長は計画概要が決まり次第早

めに連絡をとるよう勧めた。北西辺境州（NWFP）では、他の給水・衛生プログラムも多

くあり IEE・EIA などは大きな問題となりえないと説明した。要は早くプログラムの情報

を欲しいとのことであった。 
 
＊ 同次長のメールアドレス amjadali682003@yahoo.com  
＊ 携帯電話  03339322510 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 24 日 10 時~11 時 
会議名：コハット県 DDO 打ち合わせ 
会場：コハット県 WS&SD 
日本側：佐々木団員、大芝団員 

コハット県側：Mr. Irfan Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and Sanitation 
Dept. of Kohat District 
 
調査団：“Feasibility Study and Project Preparation of Water supply Scheme Shakardara 
Town”2000 年によれば、Shakardara 地域の既存集水管の洗浄さえも、浅井戸を所有する

少数の農民の反対があったため、当時の PHED がその実施を断念したとの記述があるが、

このような状況であれば Shakardara において本プロジェクトを実施することはできない。

また、コハット県の他の地域でも井戸のリハビリに対しても、このような農民の反対があ

るのであれば、同様にプロジェクトの実施は困難となる。 
 
コハット DDO：Shakardara については集水管が浅いため農民が自分の浅井戸が涸れると

想像し反対したものである。深井戸の掘削については、農民は自分の井戸に影響が無いと

思っているので、これまで深井戸の掘削に対する農民の反対は無い。確かに、Shakardara
では既存集水管と集水井戸の改修が代替案の一つとなると思われるが、農民の反対に対し

ては県の Nazim（県知事）が調整するはずで、本日県の Nazim との会見を用意してある。 
 
調査団：コハット県の当初要請の 43 のプロジェクトについては、実施レベルの詳細設計と

積算がなされているが、今回要請プロジェクト数が 43 から 53 に増えており、この増えた

分については、Shakardara のインダス川導水プロジェクトを除いて、実施レベルの詳細設

計と積算はできているのか。 
 
コハット DDO：できていない。BD 調査団が来る前の今年の 6 月までに、Shakardara の

導水プロジェクトを除く 9 つのプロジェクトの詳細設計と積算を完了しておく。 
 

以上 
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日時:2007 年 3 月 24 日 12 時 30 分~13 時 
会議名：コハット県知事面談 
会場：コハット県知事宅 
日本側：佐々木団員、大芝団員 

コハット県側：Mr. Gohar Saifullah Khan: Nazim of Kohat District（選挙で選ばれた知事）

Mr. Sahib Ali Shah: District Coordination Officer of Kohat District （州から派遣された

行政官の長）、Nazim of Kohat Tehsil（コハット郡の選挙で選ばれた郡長）、Mr. Irfan 
Rashid: Deputy District Officer of Water Supply and Sanitation Dept. of Kohat District、
その他 7 名 
 
コハット県知事：コハット県のプロジェクトサイトの状況はどうか。 
 
調査団：Shakardara 町へのインダス川からの導水プロジェクトと Lachi 町の水源の地下

水位低下問題を除けば、大きな問題はないと思っている。 
 
コハット県知事：どうして Shakardara 町へのインダス川からの導水プロジェクトを外し

たのか。 
 
調査団：Shakardara 町へのインダス川からの導水プロジェクトの建設コストは、コハッ

ト県の WS$SD の積算によれば 5 百万ドルを超える金額となり、このような大規模なプロ

ジェクトを実施すると他のプロジェクトが実施できなくなり、日本の無償資金協力のスキ

ームに合わないために除外した。ただし、Shakardara 町の給水プロジェクト自体を除外

するものではなく、BD の段階で別の給水対策を検討する。 
しかし Shakardara 町では、浅井戸を所有する少数の農民の反対があったため、既存集水

管の洗浄さえも、当時の PHED が断念したとのことであるが、このような状況であれば

Shakardara において他の方策を検討することができない。 
 
コハット県知事：これは県の問題であり、農民が不利にならないような対策、たとえば反

対する農民を水源の管理人として雇うなどの対策を、県として実施する。この問題につい

ては全く心配しなくて良い。 
 
コハット県 DCO：2 万人以上の町民が水に困っている状況に対し、少数の農民が水源開発

に反対することは行政上認められない。町長、郡長、県知事が農民を説得することは十分

可能である。 
以上 

 
 
日時:2007 年 3 月 24 日 16 時 ~ 17 時 

会議名：NGO IRC / International Rescue Committee コハット県事務所 情報照会 及び 

JICA 事業の説明、打ち合わせ 
会場：IRC / International Rescue Committee コハット県事務所 
日本側：大芝 団員、Mr,Javaid（通訳、安全管理） 

パキスタン側：Mr.Mohammad Irwan ( Watsan Manager) 
              Mr.Haji Bahadur     (Shallow Well Supervisor ) 
              Mr.Sayed Rafiq       ( Tube Well Supervisor) 
              Mr.Abdur Rahman    ( Assistant Manager ) 
JICA“北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”の事業説明を行な

った。IRC 側は IRC 北西辺境州（NWFP）の今までの事業をパソコンのパワーポイント

を使い説明した。IRC・コハット県事務所はプログラムがここコハット県とハング県の２県

を中心に行なわれ、同 NGO の事業実績を説明した。本日は時間がなく次回、ペシャワール
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本部で詳細の打ち合わせを行なうことになった。 
＊ Mr.Mohammad Irwan のメールアドレス mirwan@ircphe.org 
＊ Mr.Mohammad Irwan の携帯電話     03008590258 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 26 日 9 時 ~ 11 時 

会議名：NGO IRC / International Rescue Committee ペシャワール事務所  
情報照会 及び JICA 事業の説明、調査内容の打ち合わせ 

会場：IRC / International Rescue Committee ペシャワール事務所 
日本側：大芝 団員 
パキスタン側：Ms.Heng Djin TJIK（Chin Chin）IRC Director Peshawar Office 
              Mr.Mohammad Irwan ( Watsan Manager) 
 
JICA“北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”事業を再度説明し、 
１）IRC の事業実績などを詳しく説明受ける。 
２）基本設計の調査時における村落社会経済調査の実施が可能であるか。IRC の人員、資

機材、車両など確認する。 
他に、 
３）村落優先順位付けのインディケータ、村落調査の方法、期間などの検討を行なう。 

以上 
 
 
日時:2007 年 3 月 27 日 9 時 ~ 9 時 30 分 

会議名：北西辺境州（NWFP）の自然環境・動物保護などに関する  
情報照会 及び JICA 事業の説明、打ち合わせ 

会場：野生動物保護局（Wildlife Department / NWFP）ペシャワール事務所 
日本側：大芝 団員 
パキスタン側：Ph.D Muhammad Mumtaz Malik ( Chief Conservator Wildlife / NWFP) 

JICA“北西辺境州（NWFP）コハット・カラック県上水供給改善計画”と JICA 社会環境

配慮ガイドラインを説明し、事業実施に当たりコハット、カラック県における野生動物・

植物の保全に何か影響が考えられるか、質問を行なった。 
１）パキスタンイスラム共和国はラムサール条約などいろいろな世界的な自然・環境保

護条約に加入している。 
２）コハット県には２ヶ所（Shawaki/Chukhtoo 11,379ha 及び Rakh Topi 17,600ha ） 

にヤマウズラ（Partridge）の鳥類保護区がある。 
との回答があった。JICA プロジェクトの基本設計時に再度訪問し詳しい情報を得るようア

ドバイスを受けた。 
 

以上 
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A. Groundwater Development  

A-1 QUESTIONS (Groundwater Development) 

1. Confirmation of the Contents of the Requested Project  
1-1 Background of the Requested Project 

(1) Please show the purpose of the requested project. 
口頭にて回答、第 4 章 1.1 プロジェクトの目的参照 

(2) Please show the benefit of the requested project such as number of beneficiaries. 
現地調査により推定、第 2 章 3.1.3、3.2.3 参照 

(3) Please show the reasons why Kohat and Karak districts were selected as the 
Project area, despite the rural water supply coverage of Kohat district is 72.4% 
which is regarded higher level. 
口頭にて回答、第 2 章 1.要請の経緯参照 

(4) Please show the reasons why former request (purchasing of drilling rig) has been 
changed to present request (construction of rural water supply system). 
口頭にて回答、第 4章２．１ 適切な協力内容、規模および範囲の検討参照 

(5) Please show the relations between the requested project and the national plans 
such as National Development Plan, PRSP, National Water Policy, development 
plan of NWFP, water resources development plan of NWFP and so on. 
回答として収集資料 A-1 MTDF (ホームページアドレスのみの提示)、 A-7 NWFP 州

政府飲料水・衛生分野の 2006/2007 年度の開発計画受領 

1-2 General Conditions of Water Supply and Future Plans of Rural Water Supply in NWFP  
(1) Please show the general conditions of present rural water supply in NWFP. 

資料の提供無し 

(2) Please show the on-going major activities or projects of water rural water supply in 
NWFP. 
回答として収集資料 A-7 NWFP 州政府飲料水・衛生分野の 2006/2007 年度の開発計画

受領 

(3) Please show the future major rural water supply projects in NWFP. 
回答として収集資料 A-7 NWFP 州政府飲料水・衛生分野の 2006/2007 年度の開発計画

受領 

1-3  Conditions of the Requested Tesils and Villages 
(1) Please show the general conditions of the Kohat and Karak districts: 

a. Administrative Divisions (Tesils, Villages and so on) 
b. Number of Tesils, Villages and so on 
c. Population of each administrative divisions (Tesils, Villages and so on) 
d. Major industries of the two districts 
e. Development plan of the two districts 
f. Conditions of the infrastructures such as road, electricity, telecommunication, 

accommodation, availability of fuel, market and so on of the two districts 
g. Conditions of water supply of the two districts such as coverage ratio, major 

water supply systems, water sources, problems on water supply and so on 
h. Regional plan of water supply and sanitation of the two districts 
i. Safety conditions of the two districts such as unstable political condition 
回答として NWFP Multiple Indicators Cluster Survey (MICS,2001)を受領 
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(2) Please prepare the list of the requested villages in the attached form based on the 
up-dated data: 
a. Please show the criteria for the selection of requested villages. 
b. Please show the locations of the requested villages on the location map. 
c. Please give the priority to the requested villages. 

回答として添付資料 6 要請村落リストと要請村落位置図を受領 

(3) Please show the present water supply conditions of the requested villages 
a. Served population and average coverage ratio 
b. Average water consumption rate and planned consumption rate per capita 
c. Number of existing water supply system (number of shallow well, deep wells, 

public faucet, hand dug well, spring and etc.) 
d. Water sources of the un-served population (population of the users of 

unprotected hand dug wells, river water and so on) 
e. Existence of the water vendor and its price 
f. Supply chain of spare parts and repair systems of water supply facilities 
回答として添付資料 6 要請村落リストと要請村落位置図を受領 
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List of Requested Villages       District Name:  

Tesil Village Popula-
tion 

Present 
Water 

Sources 

Number 
of 

existing 
wells 

Typea of 
supply 
system 

Water 
CMT
and its 

activities

Workingb 
condition
of existing 
system

Served 
ratio
(%) 

Water tariff
(Rp/lit) 

& Afford-
ability 

Tariffd 
collection

system

Accesse 
condition 

to the 
village 

Existence of 
geological 
logs of the 

existing well

Lithology 
of the 

aquifer

Assumedf 
groundwater 
productivity

Per well 

Incidenceg

rate of 
water born 

diseases

Water 
quality

(good or 
not)

Required   
Facilities 

Pri- 
orityh 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

a: Hand pump, Public faucet, House connection, etc.  b: Working, Not working waiting for repair, Abandoned,  c: Good performance, Not working, Not organized,   
d: On the water point, Monthly, Yearly, In case of breakdown,  e: Heavy machine for construction can access easily in any season, accessible in dry season, not accessible even in dry season,  
f, g, h: m3/hour or lit/sec   

回答として添付資料 6 要請村落リストと要請村落位置図を受領 
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2. Activities of other Donors, NGOs  
(1) Please show the list of the completed/on-going/planned rural water supply 

projects by other donors and NGOs in the two districts especially for 
requested villages. 
  

(2) Please show the outline of the above projects: 
a. Type of project (water supply, rural development, agriculture and so on) 
b. Outline of the project 

-Purpose 
-Target area (target villages) 
-Budget and its source 
-Duration 
-Beneficiaries 
-Facilities  
-Others 

(3) Are there components of capacity building for governmental staff members in 
the above projects? 

(4) Please show who undertook construction work and its supervision. If local 
contractors and consultants undertook such works, please show contract 
amount, their ability and reliability, problems and so on.  

(5) Please show lessons learned in the above projects.  
(6) Please show the detail of “Dera Programme” assisted by ADB. 

口頭にて回答、第 2章 2.3 他ドナーの援助動向参照 

 
3.  Hydrogeological Conditions of the Project Sites 

(1)  According to the study on Groundwater Development in District Kohat 
conducted in March, 2006 by JICA Office, it is concluded that the 
groundwater will be able to develop further by 23MCM/year and the 
groundwater in the alluvial fill is fresh throughout the Kohat plain. Will same 
condition be applied to Karak district? 

 無いとの回答 

(2) Please show the necessity of exploratory well drilling in the requested villages 
in case the groundwater development project would be implemented. 

必用との回答 

(3) Please show the existence or nonexistence of the geological logs and casing 
program data of the existing wells in the requested villages (see List of 
Requested Villages). 

一部あり、収集資料 C-1 を受領 

(4) Please show the existence or nonexistence of the well inventory data in the 
two districts showing abstraction amount, use purpose, owner, construction 
year, total depth, groundwater level, pumping test results, water quality and so 
on. 

無いとの回答 

(5) Please show the existence or nonexistence of the Hydrogeological study 
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reports in the two districts showing aquifer, water quality, present amount  of 
groundwater abstraction, recharge amount, water balance, groundwater 
potential and so on. 

無いとの回答 

 
4.  Local Contractors and Markets  

(1) Are the local consultants available which are able to conduct the 
Socio-economic survey? Please show their abilities and address. 

(2) Are the local topographic survey companies available which are able to 
conduct the profile land survey? Please show their abilities and address. 

(3) Are the local contractors available which can undertake the construction of the 
water supply facilities? Please show their abilities and address. 

(4)  Are the local drilling companies available which can undertake the drilling 
work of the well? Please show their abilities and address. 

(5) Are the local consultants available who can undertake the supervision of the 
construction work of water supply facilities and production wells? Please 
show their abilities and address. 

(6) What kind of the materials are available in Pakistan which will be used for the 
construction of the water supply facilities? Please show the unit price of local 
materials and name/address of the local venders. 

上記質問に対し、「パ」側は民間業者を紹介、調査団は民間業者に直接聞き取り調査を

行う、第 2 章 3.3 調達・施工事情、第 4 章３．２ 調査工程、要員計画、自然条件調

査/社会条件調査参照 

 
5. Planed Water Consumption Rate 

Please fill the following table: 
Urban  Item Unit Urban Peri-urban 

Rural 
(Villages) 

Rural unprotected dug ells 
 

Lit/Capita/day    

Rural cased dug well with 
hand pump 

Lit/Capita/day    

Rural sallow well with 
hand pump 

Lit/Capita/day    

Rural small water supply 
(public faucet) 

Lit/Capita/day   80lit/人/日 

Rural small water supply 
(house connection) 

Lit/Capita/day   80lit/人/日 

Urban water supply 
(public faucet) 

Lit/Capita/day 80lit/人/日 80lit/人/日  

Urban water supply 
(house connection) 

Lit/Capita/day 80lit/人/日 80lit/人/日  

Factories % of domestic 
demand 

   

Restaurants and hotels % of domestic 
demand 

   

Small businesses % of domestic 
demand 

   

Public institutions % of domestic 
demand 
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Hospitals and clinics Lit/bed    
Hotels Lit/bed    
Schools Lit/Capita/day    
     
     
Daily peak factor Max./Average    

Seasonal peak factor Max./Average    
Please fill above table if the information is available, otherwise, the columns will be left blank. 

回答として上表に示す給水原単位のみ提示される 
 
 
 
 
 
A-2 REQUIRED DATA AND INFORMATION (Groundwater Development) 
 
1. Development Plan 

a. Region level in NWFP (if any) 
b. Development plan in district level in two districts (if any) 
c. Other related development plan (if any) 

回答として収集資料 A-7 NWFP 州政府飲料水・衛生分野の 2006/2007 年度の開発計画受

領 
 
2.  Water point inventory data of Kohat and Karak districts (if any) 

無いとの回答 
 
3.  Data and Information Regarding Groundwater Development 

a. Map of catchments area and river system 
b. Geological maps 
c. Hydrogeological maps 
d. Land use and vegetation maps 
e. Long-term groundwater level fluctuation data (hydrograph) 
f. Meteorological data of the Project sites (Air temperature-monthly mean, 

Precipitation–monthly-annual, Evaporation-monthly)  
g. Well inventory data showing well structure, geological log, annual abstraction 

amount, pumping test and water quality in the Project sites. Please provide us data 
of one typical well in each requested tesils. 

h. Topographic maps of the Project sites in various scales 
i. Aerialphotos of the Project sites in various scale (if any) 
j. Hydrogelogical study reports on two districts 
回答として、収集資料 C-1 を受領 
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B. Operation and Maintenance/Environment and Social Consideration 

B-1 QUESTIONS (Operation and Maintenance / Environment and Social Study) 

1. Operation and Maintenance   
1-1 Agency – Department of Works & Services, NWFP/ Kohat & Karak District 

 
(1)Please show the organization chart, the number of staff/technician, annual 

budgets in last 3(three) years.( Department of Works & Services, NWFP) 
 一 部 書 類 に て 回 答 あ り 。  添 付 資 料 参 照  E-6  Annual Development Programme  

2006-2007 (Book) - PNDD / NFFP  

(2)Please show the organization chart, the number of staff/technician, annual 

budgets in last 3(three) years. (Kohat District) 
 一部書類にて回答あり。E-8 プリント資料（コハット県）－職員数、水道料金徴収等 

(3)Please show the organization chart, the number of staff/technician, annual 

budgets in last 3(three) years. ( Karak District) 
 一部書類にて回答あり。E-9 プリント資料（コハット県）－職員数、水道料金徴収等 

(4)Please show the role of Water Work at the Department of Works & Services, 

NWFP and a demarcation between your Department and Districts. 
 一部書類にて回答あり。 ２章 ２．２．１．北西辺境州（NWFP）の給水・衛生事業実施機関

参照 

1-2Legislation ,System, Institution on Rural Water Supply  

(1) Please show the legislation, system, institution on rural water supply in 

NWFP. 

(2) Please show the legislation, system, institution on rural water supply at 

district level. 

(3) Please show the operation / maintenance system on rural water supply at 

district level. 

(4) Please show the well functioned rural water supply -site in district. 

 
一部のみ口頭にて回答あり。他は資料・聞き取りから確認。２章 ２．２．１．北西辺境州

（NWFP）の給水・衛生事業実施機関の項目等 参照 

 

1-3 Operation and Maintenance in NWFP  

(1)Please show a present maintenance system of rural water supply in NWFP. 
一部書類にて回答あり。口頭にて確認。添付資料 E-8 及び E-9 などを参照  

(2)Please show a spare supply system on rural water supply in NWFP. 
一部書類にて回答あり。口頭にて確認。添付資料 E-8 及び E-9 などを参照  

(3)Do you have a routine maintenance work activity at district level? 
口頭にて確認。現在はそのような活動はない。 
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(4) Do you have a routine staff / technician training system in your department? 
   口頭にて確認。現在はそのような活動はない。 

(5) Please show the regular budgets on maintenance work of rural water supply 

in NWFP. 
一部書類にて回答あり。 添付資料 E-6 Annual Development Programme  2006-2007 

(Book) - PNDD / NFFP 及び 添付資料 E-8 及び E-9 などを参照  

 

1-4  Routine system on Operation and Maintenance in NWFP  

(1)Please show the general conditions on rural water supply, 

a. Administration on rural water supply.   一部書類にて回答あり。 添付資料

E-8 及び E-9 などを参照 

b. Operational chart on rural water supply.  一部書類にて回答あり。 添付資料

E-8 及び E-9 などを参照 

c. Water charging system.  口頭、聞き取りにて確認。添付資料 E-8 及び E-9 

などを参照 

(2)Do you have any training system for beneficiaries?  口頭、聞き取りにて確認。 

現在はそのような制度はない。 

(3)Do you have any private deep-well in NWFP? 口頭、聞き取りにて確認。 多数存

在する。 

  

2. Environment and Social Study  

 2-1 Legislation, Institution on Environmental Impact for Rural Water Supply.  

(1) Please show the any government law / provincial legislation / institution on 

environment. EPA 本部（イスラマバッド）で資料にて確認。添付資料 E-10 Compendium 

of Environment Law ( Whole Copy Book) – Pakistan Environmental Protection Agency  

Ministry of Environment, G of P 

(2) Please show environmental clearance and the procedure on EIA, IEE.  
EPA 本部（イスラマバッド）で資料にて確認。及び EPA/NWFP にて説明を受ける。参照： 

E-10 Compendium of Environment Law ( Whole Copy Book) – Pakistan Environmental 

Protection Agency  Ministry of Environment, G of P 

   

(3) Please show any International treaty / agreement on Environmental matter. 
Wildlife Department / NWFP にて口頭にて確認。ラムサール条約など多数あり。 

(4)Have you ever taken any Environment clearance, EIA/IEE on rural water 

supply?  

Please show project name if any.  口頭、聞き取りにて確認。 RWSSP（DFID, 

NWFP、District Level の共同プログラム）など多数あり。 

 

 2-2 Environment Assessment     

(1) Which agency does act EIA/IEE role and finally approve environmental 
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clearance? EPA 本部にて、口頭及び聞き取り、書類にて確認。NWFP の場合は 

EPA/ NWFP が担当。 

(2) Please show a role, authorization, organization chart on Department of 

Environment in NWFP.  EPA 本部からの資料に記載されている。：E-10 Compendium 

of Environment Law ( Whole Copy Book) – Pakistan Environmental Protection Agency  

Ministry of Environment, G of P 

 

 2-3 Sanctuary area in NWFP 

     (1) Do you have any environmentally protected area under International treaty 

(Ramseur convention, World heritage)? Wildlife Department / NWFP にて確

認。国際協定などでの環境保護区はない。ただし、北西辺境州（NWFP）における鳥類保

護区がコハット県などの一部地域にある。 

     (2) Please show me any National Park / National Reserve in NWFP if any.  
    野生動物保護局（Wildlife Department / NWFP）ペシャワール事務所にて聞き取りにて確認。

鳥類保護区がコハット県の一部にあり。参照：添付資料２ 詳細協議議事録 ３月２７日 

野生動物保護局（Wildlife Department / NWFP）ペシャワール事務所。 

     (3) Please show any cultural, historical, archaeological area/site in NWFP if any. 
    詳細は確認できず。ただし、フィールド調査時 Shapur 地区に“King Shazad Jamoor”の墓所が

確認された。他に岩塩の山がある。 

  

 2-4 Environment Monitoring system 

     (1) Please show present Environment Monitoring system (water quality, water 

supply, underwater level) 聞き取り調査のみ。EPA / NWFP が監督官庁として存在

するが実際のモニタリングシステムは確認できず。最近の JICA 支援による“空気汚染”モ

ニタリング機器の設置が確認された。 

     (2) Please show any critical issue on rural water supply in recent years as, 

       a. conflict/dispute on water supply 

       b. water pollution 

       c. level of underground water 

       d. land dispute on relocation 

       e. health and sanitation. 
一部口頭にて回答あり。地下水位の低下が一部の地域に見られる。これはフィールド調査

時にも確認された。２章 ２．２．３ 水関連法規制等を参照。 

  

  2-5 Social Constraint  

      (1) Please show the social, cultural impact if it makes land acquisition / 

land relocation. 聞き取り調査、フィールド調査時に確認。給水施設建設時の土地   

収用については問題がないと回答。 

      (2) Is there any social impact for water vendor if a deep well is constructed? 
    聞き取り調査、フィールド調査時に確認。“水売り人”への対策は考慮すべきこと。第３章 ３．

３ 環境社会配慮事項 参照 
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B-2 REQUIRED DATA AND INFORMATION (Operation and Maintenance / 

Environment and Social Study) 

 

1. Legislation, System, Institution on Rural Water Supply 

 1-1 Environment Issue 

(1) National Environmental Policy  

(2) Environment Law / Legislation / Ordinance / Act in National level, Provincial 

level 

 District level.  

(3) Environmental Clearance / Monitoring Paper  

(4) EIA guideline / Water Supply 

(5) Environmental standard (water quality, waste water, noise abatement) 
  EPA 本 部 に て 、 口 頭 及 び 聞 き 取 り 、 書 類 に て 確 認 。 一 部 確 認 で き ず 。 E-10 

Compendium of Environment Law ( Whole Copy Book) – Pakistan Environmental Protection 

Agency  Ministry of Environment, G of P 

 

 

 1-2 Operation / Maintenance system on Rural Water Supply 

    (1) Ordinance / Act on Irrigation water supply and Rural Water Supply  
   灌漑用水については確認できず。NWFP 州政府 / Local Government, Election & Rural 

Development / NWFP や世界銀行（WES）にて聞き取り調査。村落給水・衛生プログラムは

現在、“Provincial Reform Programme”（地方分権化プログラム）が進んでいる。詳細は添付

資料４ E-26 Local Government Ordinance NWFP 2001 – CD ROM を参照。 

    (2) Operation / Maintenance Manual on Rural Water Supply  
    現在のところ確認できず。 

 

２．Data and Information (Other)  

2-1 Environment and Social Study 

(1) Maps of National Park / National Reserve in NWFP if any.  野生動物保護局

（Wildlife Department / NWFP）ペシャワール事務所において口頭にて確認。鳥類保護

区がコハット県など一部に存在する。詳細は添付資料４ E-11 Protected Areas of 

NWFP 1998 (Pamphlet) – Wildlife Department / NFWP 

 

(2) A list of endangered species of animals / plants if any 野生動物保護局（Wildlife 

Department / NWFP）ペシャワール事務所に資料請求をするも確認できず。 

(3) Maps of ethnic groups / minority group / religion / linguistic 左記のような特定

の地図は確認できず。 

   
 



添付資料４ 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料収集リスト 
 



添付資料4．収集資料リスト（■収集資料/□専門家作成資料）

番号 資　料　の　名　称
形態(図書、ﾋﾞﾃﾞ
ｵ､地図､写真等)

収集
資料

専門家作
成資料

JICA作
成資料

ﾃｷｽﾄ 発行機関 取扱区分 図書館記入覧

A  統計資料、法令・基準、国家計画

A-1 MTDF第5章　Poverty Reduction Strategy プリント
＊

開発・計画省
JR･CR(   )･SC

A-2 MTDF第10章　Water and Sanitation プリント
＊

開発・計画省
JR･CR(   )･SC

A-3 National Drinking Water Policy プリント
＊

環境省
JR･CR(   )･SC

A-4 Draft National Water Policy プリント
＊

Pakistan Engineering Council JR･CR(   )･SC

A-5 National Environment Policy of Pakistan プリント
＊

環境省
JR･CR(   )･SC

A-6 NWFP州政府の紹介 プリント
＊

NWFP州政府
JR･CR(   )･SC

A-7
NWFP州政府の飲料水供給・衛生分野の2006/2007年度の年次開発計

画 (ADP)
コピー

＊
NWFP州政府公共事業・サービス局

JR･CR(   )･SC

B 飲料水供給・衛生関連資料

B-1
コハット県Chichina村の既存給水施設改修計画の詳細設計図書と積算
図書

コピー
＊

コハット県の給水・衛生局
JR･CR(   )･SC

B-2
F/S & Project Preparation of Water Supply Scheme SHAKARDARA
Town, Cost Estimate and PC-I, June 2000 コピー

＊
コハット県の給水・衛生局

JR･CR(   )･SC

B-3 要請村落リストと要請村落位置図　（オリジナル） オリジナル
＊

NWFP州政府公共事業・サービス局
JR･CR(   )･SC

B-4
Concept Clearance Paper of Deep Drilling Rigs and Tube Wells in
Districts Kohat and Karak, March 2005

コピー
＊

NWFP州政府公共事業・サービス局
JR･CR(   )･SC

主管部長 文書管理課長 主管課長 情報管理課長 技術情報課長 図書館受入日

プロジェクトID 調査団番号

地域 西アジア
調査団名又は専門

家氏名
北西辺境州コハット・カラック
県上水供給改善計画予備調査

調査の種類又は指導科目 基本設計調査（予備調査） 担当部課
無償部業務第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ

水資源・環境ﾁｰﾑ

国名 パキスタン国 配属機関名 現地調査期間又は派遣期間 19年2月25日～19年3月29日 担当者氏名 井上　啓
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添付資料4．収集資料リスト（■収集資料/□専門家作成資料）

番号 資　料　の　名　称
形態(図書、ﾋﾞﾃﾞ
ｵ､地図､写真等)

収集
資料

専門家作
成資料

JICA作
成資料

ﾃｷｽﾄ 発行機関 取扱区分 図書館記入覧

主管部長 文書管理課長 主管課長 情報管理課長 技術情報課長 図書館受入日

プロジェクトID 調査団番号

地域 西アジア
調査団名又は専門

家氏名
北西辺境州コハット・カラック
県上水供給改善計画予備調査

調査の種類又は指導科目 基本設計調査（予備調査） 担当部課
無償部業務第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ

水資源・環境ﾁｰﾑ

国名 パキスタン国 配属機関名 現地調査期間又は派遣期間 19年2月25日～19年3月29日 担当者氏名 井上　啓

C 地質、水文地質関連報告書、図面

C-1
NWFP州政府公共事業・サービス局 から提供された、既存井戸の地質柱

状図、既存井戸の水質分析結果などの各種資料
コピー

＊
NWFP州政府公共事業・サービス局

JR･CR(   )･SC

C-2 Groundwater Development in District Kohat, March 2006 コピー
＊

パキスタンJICA事務所
JR･CR(   )･SC

C-3 ペシャワール気象局から購入した気象データ コピー
＊

ペシャワール気象局
JR･CR(   )･SC

C-4
Geological Map of North West Frontier Province PAKISTAN 1/1,000,000,
2006 オリジナル

＊
Geological Survey of Pakistan JR･CR(   )･SC

D 地形図・道路図

D-1 Map of North West Frontier Province　1/823,640 オリジナル
＊

Haqqi Brothers Co., Ltd
JR･CR(   )･SC

D-2 Map of Hangu and Kohat Districts, 1/156,000 オリジナル
＊

Survey of Pakistan
JR･CR(   )･SC

E  環境・社会配慮関連資料

1.  北西辺境州（NWFP）関係資料 ＊ JR･CR(   )･SC

E-1
District Census report of Karak 1998 (Copy) – Population Census
Organization Statistic Division G of P コピー

＊ Statistic Division
Government of Pakistan

JR･CR(   )･SC

E-2
District Census report of Kohat 1998 (Copy) - Population Census
Organization Statistic Division G of P コピー

＊ Statistic Division
Government of Pakistan

JR･CR(   )･SC

E-3
Drought Emergency Relief Assistance Programme　NWFP (Copy) –
PNDD /NWFP コピー

＊
PNDD /NWFP

JR･CR(   )･SC

E-4
 NWFP Development Statistics 2005 (Book) – bureau of Statistics, PNDD /
NFFP オリジナル

＊
PNDD /NWFP

JR･CR(   )･SC
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番号 資　料　の　名　称
形態(図書、ﾋﾞﾃﾞ
ｵ､地図､写真等)

収集
資料

専門家作
成資料

JICA作
成資料

ﾃｷｽﾄ 発行機関 取扱区分 図書館記入覧

主管部長 文書管理課長 主管課長 情報管理課長 技術情報課長 図書館受入日

プロジェクトID 調査団番号

地域 西アジア
調査団名又は専門

家氏名
北西辺境州コハット・カラック
県上水供給改善計画予備調査

調査の種類又は指導科目 基本設計調査（予備調査） 担当部課
無償部業務第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ

水資源・環境ﾁｰﾑ

国名 パキスタン国 配属機関名 現地調査期間又は派遣期間 19年2月25日～19年3月29日 担当者氏名 井上　啓

E-5
Important District Wise Socio Economic Indicators of NWFP 2005 (Book) -
bureau of Statistics, PNDD/ NFFP オリジナル

＊
PNDD /NWFP

JR･CR(   )･SC

E-6 Annual Development Programme  2006-2007 (Book) - PNDD / NFFP オリジナル
＊

PNDD /NWFP
JR･CR(   )･SC

E-7
A District –based Multiple Indicators Cluster Survey, 2001 (Book) - PNDD
/ NWFP and Federal Bureau　of Statistics and UNICEF オリジナル

＊
PNDD /NWFP

JR･CR(   )･SC

E-8 プリント資料（コハット県）－水道料金徴収等 コピー
＊

コハット県の給水・衛生局 JR･CR(   )･SC

E-9 プリント資料（カラック県）－水道料金徴収等 コピー
＊

カラック県の給水・衛生局
JR･CR(   )･SC

2.  パキスタン環境保護局

E-10
Compendium of Environment Law ( Whole Copy Book) – Pakistan
Environmental Protection Agency  Ministry of Environment, G of P オリジナル

＊ Pakistan Environmental Protection Agency
Ministry of Environment, G of P

JR･CR(   )･SC

3.  野生動物保護局（北西辺境州（NWFP）

E-11 Protected Areas of NWFP 1998 (Pamphlet) – Wildlife Department / NFWP オリジナル
＊ Wildlife Department / NFWP JR･CR(   )･SC

4.  RWSSP Project (Rural Water Supply and Sanitation Programme)
DFIDと　NWFP及び District /TMA/UC

E-12 NWFP TMA Profile (Book) – A Baseline Survey オリジナル
＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)

Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC

E-13
A Preliminary Report on The Assessment of Drinking Water Quality &
Availability in NWFP, 2005(Book) オリジナル

＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)
Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC

E-14
Output to Purpose Review (OPR) (Book) , Peshawar
13th- 17th February 2006  - DFID

オリジナル
＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)

Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC

E-15 Training Module on Social Mobilization ( RWSSP ) (Book) – DFID オリジナル

＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)
Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC
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収集
資料

専門家作
成資料

JICA作
成資料

ﾃｷｽﾄ 発行機関 取扱区分 図書館記入覧

主管部長 文書管理課長 主管課長 情報管理課長 技術情報課長 図書館受入日

プロジェクトID 調査団番号

地域 西アジア
調査団名又は専門

家氏名
北西辺境州コハット・カラック
県上水供給改善計画予備調査

調査の種類又は指導科目 基本設計調査（予備調査） 担当部課
無償部業務第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ

水資源・環境ﾁｰﾑ

国名 パキスタン国 配属機関名 現地調査期間又は派遣期間 19年2月25日～19年3月29日 担当者氏名 井上　啓

E-16
A Module on Basic Health Education and Hygiene Promotion ( RWSSP)
(Book)– DFID オリジナル

＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)
Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC

E-17
A Preliminary Report on Drinking Water Supply in NWFP (Book) –
RWSSP オリジナル

＊ Rural Water Supply & Sanitation Project (DFID)
Local Government, Election & Rural Development /
NWFP

JR･CR(   )･SC

E-18 DFID Pakistan & North West Frontier Province (Pamphlet) – DFID オリジナル
＊ DFID JR･CR(   )･SC

5.   UNICEF Pakistan

E-19
The State of the World Children  2007  South Asia Division / Women and
Children (Book) – UNICEF オリジナル

＊
UNICEF

JR･CR(   )･SC

6.   World Bank

E-20
Water Sanitation Programme / Working to Improve Policies, Practices and
Capacities  (Pamphlet)  - WSP WB オリジナル

＊
World Bank　-　WSP

JR･CR(   )･SC

7.   IRC (International Rescue Committee)

E-21 Pakistan Programme  Annual Report 2005 (Book) – IRC オリジナル
＊ IRC / International Rescue Committee JR･CR(   )･SC

E-22
Where Every Drop Counts, IRC Environment Health Programme – An
Overview (Copy) – IRC コピー

＊
IRC / International Rescue Committee

JR･CR(   )･SC

8.   SRSP (Sarhad Rural Support Programme)

E-23
Managing Change and Diversity in NWFP / Four Years Review 2001- 200
– SRSP オリジナル

＊ SRSP / Sarhad Rural Support Programme JR･CR(   )･SC

9.  地方分権法関連

E-24 Local Government Ordinance NWFP 2001 – CD ROM コピー
＊

Government of NWFP
JR･CR(   )･SC

F  その他

F-1 Security Briefing Paper コピー
＊

JICAパキスタン事務所
JR･CR(   )･SC
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成資料
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地域 西アジア
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北西辺境州コハット・カラック
県上水供給改善計画予備調査

調査の種類又は指導科目 基本設計調査（予備調査） 担当部課
無償部業務第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ

水資源・環境ﾁｰﾑ

国名 パキスタン国 配属機関名 現地調査期間又は派遣期間 19年2月25日～19年3月29日 担当者氏名 井上　啓

F-2 PC-Iの手続きの流れ コピー
＊

JICAパキスタン事務所
JR･CR(   )･SC

F-3 PCSIR紹介パンフレット（水質分析関連のみ） コピー
＊

PCSIR
JR･CR(   )･SC
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パキスタン国北西辺境州コハット・カラック県上水供給改善計画予備調査 

現地調査記録 
 
 

実施日：2007 年 3 月 3 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル（コハット町周辺地域） 

村名：Mohhamed Zai 

プロジェクトの種類：既存給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

給水の現況と要望：井戸 1 本、高架水槽 1 基（20,000 ｶﾞﾛﾝ）、配水管網 
給水の現況：1980 年代に建設された給水施設で、水中ポンプ（Vertical pump）の効率が落

ちる、高架水槽が漏水している、配水管（アスベスト管）が壊れ漏水と汚水の流入がある、

人口増加に施設の規模が対応していない、などの問題がある。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 3 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル（コハット町周辺地域） 

村名：Chakkar Kot 

プロジェクトの種類：既存給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：井戸 2 本（この内 1 本が廃棄）、高架水槽 1 基（20,000 ｶﾞﾛﾝ）、配水管網 

給水の現況と要望：1980 年代に建設された給水施設で、1 本の井戸が老朽化して廃棄され

ている、配水管（アスベスト管）が壊れ漏水と汚水の流入があり健康被害が発生している、

人口増加に施設の規模が対応していない、などの問題がある。高架水槽の横には、送水の

過程で汚染された水道水を避けて、住民が水源から直接汚染されていない水を汲めるよう

タップが設置されている。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
 
実施日：2007 年 3 月 3 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Norr Elahi 

プロジェクトの種類：既存給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：井戸 1 本、配水管網 

給水の現況と要望：1980 年代に建設された給水施設で、高架水槽が無いため使用量の日変

化に対応できない、配水管（アスベスト管）が壊れ漏水と汚水の流入があり健康被害が発

生している、人口増加に施設の規模が対応していない、などの問題がある。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
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実施日：2007 年 3 月 3 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Nusrat Khel  

プロジェクトの種類：既存給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：井戸 1 本、配水管網 

給水の現況と要望：1980 年代に建設された給水施設で、高架水槽が無いため使用量の日変

化に対応できない、配水管（アスベスト管）が壊れ漏水と汚水の流入があり健康被害が発

生している、孔内水位の低下で井戸が涸れつつある、人口増加に施設の規模が対応してい

ない、などの問題がある。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 6 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Regi Shino Khel  

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：各家庭の手掘り浅井戸が水源 

給水の現況と要望：給水施設が無く、不衛生な手掘り浅井戸の水に頼っている。手掘り浅

井戸は多くの家庭にあるが、貧しい家庭は他の家の浅井戸を無償で使わせてもらっている。

希望はレベル３の給水施設。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 6 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Ostargi Payan (Sumari Payan) 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：2 本の井戸、高架水槽、配水管網 

給水の現況と要望：1980 年代に建設された給水施設で、配水管（アスベスト管）が壊れ漏

水と汚水の流入があり健康被害が発生している、人口増加に施設の規模が対応していない

などの問題がある（井戸、高架水槽の親切と配水管網の延長が必要）。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
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実施日：2007 年 3 月 6 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Mir Bash Khel 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：手掘り浅井戸 

給水の現況と要望：給水施設が無く、不衛生な手掘り浅井戸の水に頼っている。手掘り浅

井戸は多くの家庭にあるが、貧しい家庭は他の家の浅井戸を無償で使わせてもらっている。

希望はレベル３の給水施設。村はタンダダムの直下流に位置する。 
既存給水施設の改修と新設を要望。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 6 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Hassan Abad 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：手掘り浅井戸 

給水の現況と要望：他の村から送水されこれを自前の配水管で給水していたが、水源とな

っている村が人口増加などの理由で送水を停止してしまったため、現在は手掘り浅井戸に

頼っている。このため、水源井戸、高架水槽の新設が必要となっている。また配水管網も

1980 年代に建設された古いもので漏水の問題がある。また近年の人口増加に伴い配水管網

の延長が必要となっている。 
以上 

 
 
実施日：2007 年 3 月 6 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Shah Poor 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：モスクの下の貯水槽 

給水の現況と要望：村から 3km 離れた地下水集水管（Infiltration Gallery）と集合井戸

（Collecting Well）から村まで送水していたが、これらが涸れてしまったため、村から1.2km
離れた灌漑水路から取水し、これを既存の送水管を通してモスクの下の貯水槽に貯めてい

る。住民はこの不衛生な水を汲んで生活用水としている。このため、新規の水源井戸の建

設、高架水槽の建設、配水管の敷設などが必要とされている。 
以上 
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実施日：2007 年 3 月７日 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

村名：Muslim Abad（幹線道路沿いの村） 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：1 本の井戸、高架水槽、配水管網 

給水の現況と要望：村から 4km離れた 1986年に建設された井戸の地下水位が近年降下し、

しばしば揚水が停止する（動水位が水中ポンプ設置深度まで低下する）。 
水源として深い井戸をもう 1 本掘削すること、古くて漏水が多い配水管(1985 年に敷設され

たアスベスト管)を鉄管に交換すること、人口増加に伴う村の拡大に対応した配水管の延長

が要望されている。 
ラチテシルの給水担当者によると、地下水位低下の原因は、灌漑用井戸の増加とそれに伴

う揚水量の増加によるものとされる。しかし、同担当者は灌漑用の地下水揚水がどの程度

の量かについては把握していない。また、地下水位低下を示す具体的な水位観測データも

無いとのこと。地下水ポテンシャルを超えて地下水の揚水が行なわれている可能性はあり、

もしそうであれば、灌漑用の地下水の揚水を制限する必用がある。ちなみに、パキスタン

国には地下水の揚水に関して、なんらの制限も無く、届出さえも必要ないとのことで、無

秩序に灌漑のための地下水開発が行われている状況にある。 
以上 

 
 
実施日：2007 年 3 月７日 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

村名：Khandar Khel 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２ 

既存水源：1 本の井戸、高架水槽、共同水栓 

給水の現況と要望：村から 6km 離れた 1990 年に建設された 4 本の井戸の地下水位が近年

降下し、4 本の井戸のうち 3 本が揚水不能（動水位がすぐに水中ポンプ設置深度まで低下す

る）となっており、残りの 1 本はかろうじて揚水を行っているが、頻繁に揚水を停止せざ

るをえない状況にある。井戸の深度は 80m 程度であり、水中ポンプの設置深度は 50m か

ら 60m とのこと。 
使えなくなった 3 本の井戸の掘り直し、配水池の新設、古くて漏水が多い配水管(1985 年に

敷設されたアスベスト管)を鉄管に交換すること、人口増加に伴う村の拡大に対応した配水

管の延長が要望されている。 
地下水位低下の原因は、灌漑用井戸の増加とそれに伴う揚水量の増加によるものとされる。

ラチテシルの給水担当者によると、この地域の浅井戸は全て枯れてしまっているとのこと

である。（同担当者によれば地下水位の低下量は 30m にも達するとのことであるが、数年

で広域的に 30m も地下水位が低下するとは考えられない）。同担当者は、灌漑用の地下水

揚水がどの程度の量かについては把握していない。また、地下水位低下を示す具体的な水

位観測データも無いとのこと。いずれにせよ、地下水ポテンシャルを超えて地下水の揚水

が行なわれている可能性はあり、もしそうであれば、灌漑用の地下水の揚水を制限する必

用がある。 
以上 
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実施日：2007 年 3 月７日 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

町名：Lachi Town 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：２本の井戸、高架水槽 4 基、配水管網 

給水の現況と要望：ラチテシルの行政の中心である、人口約 3 万人の Lachi Town の給水施

設。優先順位は非常に高いとされる。 
ラチ町から 4km 離れた 1993 年に建設された 5 本の井戸の地下水位が近年降下し、5 本の

井戸のうち 2 本が揚水不能（動水位がすぐに水中ポンプ設置深度まで低下するとの説明）

となっており、残りの 3 本はかろうじて揚水を行っているが、頻繁に揚水を停止せざるを

えない状況にある。井戸の深度は 80m 程度であり、水中ポンプの設置深度は 50m から 60m
とのこと。 
使えなくなった 3 本の井戸の掘り直し、古くて漏水が多い配水管(1972 年に敷設されたアス

ベスト管)を鉄管に交換すること、人口増加に伴う村の拡大に対応した配水管の延長が要望

されている。ちなみに、ラチ町の給水システムは 2 系統からなり、一つは Payan 系統（2
基の高架水槽から配水）、もう一つは Bala 系統（岡の上の 2 基の貯水槽から配水）である。 
地下水位低下の原因は、灌漑用井戸の増加とそれに伴う揚水量の増加によるものとされる。

ラチテシルの給水担当者によると、地下水位の低下量は 15m にも達するとのことであるが、

数年で広域的に 15m も地下水位が低下するとは考えられない。同担当者は、灌漑用の地下

水揚水がどの程度の量かについては把握していない。また、地下水位低下を示す具体的な

水位観測データも無いとのこと。いずれにせよ、地下水ポテンシャルを超えて地下水の揚

水が行なわれている可能性はあり、もしそうであれば、灌漑用の地下水の揚水を制限する

必用がある。 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月７日 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

村名：Shawaki 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２ 

既存水源：Infiltration Gallery（集水管）、貯水槽、共同水槽 

給水の現況と要望：村から 6km 離れた 1990 年に建設された 1 本の Infiltration Gallery（集

水管）から取水した水を岡の上の貯水槽のためここから重力で村の共同水槽に配水してい

る。近年この集水管の水位が下がり涸れてしまい、送水できなくなっている。 
涸れた集水管に替わる新規の水源建設が要望されている。 
地下水位低下の原因は、近年の降水量の減少によるものとの説明であったが、年降水量の

変化を示すデータは無いとのこと。この地域では灌漑用の地下水の揚水は行われていない。 
村は狭い谷の底に位置している。村の直上流には灌漑用の“Takht Dam”があるが、漏水が

激しくほとんど貯水されないとのこと。水源が無い場合はハンドポンプ付き深井戸（レベ

ル１）でも良いとのこと。漏水が激しいダムの下流ならば地下水開発が可能か？ 
以上 
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実施日：2007 年 3 月７日 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

町名：Dhand Shakardara 町（Shakardara 町） 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：Infiltration Gallery（集水管）、Collecting Well（集水井戸、集水管から出る地

下水を貯留する井戸）、配水管網 

給水の現況と要望：人口約 4 万人のラチテシルの主要な町の一つ。近年石油とガスが発見

され、採掘が行われている。優先順位は非常に高いとされる。 
町の南側の小高い段丘に 1970年代に建設された Infiltration Gallery（集水管）とCollecting 
Well（集水井戸）から取水し、ここから重力で町の配水管網に配水していた。近年この集

水管と集水井戸の水位が下がり涸れてしまい、送水できなくなっている。 
現在町民は手掘り浅井戸や水売り人から購入して水を得ている。ちなみに水売り人の水料

金は５Rs.（10 円）/20lit である。地下水位は 1m から 3m 程度であったものが、ここ数年

で 5m から 6m 程度に低下したとのこと。水の不足する乾季には、隣のパンジャブ州から水

売り人が来るとのことである。 
地下水位低下の原因は、近年の降水量の減少によるものとの説明であったが、年降水量の

変化を示すデータは手元に無いとのこと。また、この地域では灌漑用の地下水の揚水は行

われていない。このように、地下水低下の原因は不明である。 
涸れた集水管に替わる新規の水源建設、1980 年代に敷設された古い配水管の交換、人口増

加による町の拡大に伴う配水管網の延長が要望されている。 
喫緊の課題は涸れた集水管に替わる新規の水源建設であり、この対策としては既存の集水

管のより深い深度への埋設、既存の集水井戸の堀り足し（井戸をもっと深く掘る）が も

現実的であると思われる。ちなみに集水管の埋設深度は 5m であり、近傍の大口径手掘り井

戸の地下水位も 5m 程度であった。砂礫層の厚さが薄いなどの理由で、この対策を行っても

十分な水が得られない場合は、次善の案として深井戸による地下水開発が想定されるが、

この地域の砂礫層の厚さが全体に薄いことから（10m から 40m 程度）、砂礫層を対象とせ

ずに岩盤中（砂岩）の地下水開発を行うことが考えられる。過去に 40 本以上の井戸を岩盤

中に掘ったが地下水が得られなかったというが、断層調査を行わずに闇雲に井戸の位置を

選定したことが失敗の理由である。 
Kohat 県の地方政府は、インダス川の左岸に井戸を建設し、ここから Dhad Bathtawar 町

まで、山岳地域を越えて約 30km の導水管（複数の送水ポンプが必要）を建設する案を強

く希望している。導水管は、既に建設されているガスの輸送管路沿いに建設することが想

定されており、管路沿いの整地や管理道路の建設を行わなくてもよいという利点がある。

ただし、この計画については、他の既設給水施設の改修のように具体的な設計や積算がな

されてはおらず、 初から調査設計を行う必用がある。この計画では、建設コストと運転

維持管理コストが極めて高くなるのは自明であり、基本設計調査の段階でパキスタン側と

議論する必用がある。 

備考：既存の集水管から 300m 程度はなれたところにある、個人所有の灌漑用手掘り浅い

井戸の視察結果（3 月 18 日実施） 
地下水位：約 10m 程度 
帯水層： 砂礫・粘土層 
用途：  灌漑用のほかに水売りタンカーに水を販売している、灌漑用の使用量より

も販売する水量がかなり多いと思われる 
揚水量： 30～40 タンカー/日 ｘ 3m3/タンカー = 90m3～120m3/日 
水位変動：乾季でも水は涸れないという 



 7 

備考：  日量 100m3 程度の揚水は、この規模の手掘り浅井戸の揚水量としてはほと

んど 大値であり、水の販売のほかに灌漑に使用できる量は極めてわずか

であると推察される 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 8 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Kohati Dhoke 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２（公共水栓の設置基準は 3 戸～4 戸/基） 

既存水源：１本の井戸、直接送水、配水管網 

給水の現況と要望：村は幾つかの集落に分散している。人口約 2,500 人。1980 年代に建設

された井戸の水位が低下傾向にあり揚水効率が落ちており、人口の増加で送水量を増やす

必用もあるため追加の 1 本の井戸が欲しい。PVC の送配水管が古く漏水が多いため、部分

的な交換が必要である。人口の増加による村の拡大に伴う送水管網の延長が必用である。

井戸からの直接配水のため水需要の時間変化に対応できないため、高架水槽を 1 基欲しい。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 8 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Gumbat 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：４本の井戸、6km から 7km の 3 本の送水管、高架水槽 3 基、配水管網 

給水の現況と要望：村は人口 1 万人以上と規模が大きく、コハット－ラワルピンディを結

ぶ幹線道路沿いに位置する交通の要衝。村の近傍に井戸を 4 本掘ったが全てカラ井戸であ

り（ほとんど粘土層とのこと）、村から 6km から 7km 離れた地点に井戸を掘削せざるを得

なかったという。 
1980 年に建設された井戸と水中ポンプが古く効率が落ちているため、既存の水中ポンプ 4
台の交換と、人口増加による水需要量に対応するため 3 本の新規井戸の建設を要望。人口

増加による水需要量に対応するため 1 基の高架水槽の新設を要望。1980 年に建設された 3
本のアスベスト製送水管の漏水が激しいため交換を要望。人口増加による村の拡大に対応

するため配水管網の延長を希望。 

以上 

 

実施日：2007 年 3 月 8 日 

県名、テシル名：コハット県コハットテシル 

村名：Gandiary 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 
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既存水源：２本の井戸、２本の送水管、高架水槽２基、配水管網 

給水の現況と要望：村は人口 1,000 人。Gendiary ダムの直下流に位置する。ダムからの漏

水のため地下水位は 1m から 2m 程度と非常に浅い。 
村の配水システムは左岸と右岸の２系統に分かれている。1985 年に建設された井戸と水中

ポンプが古く効率が落ちているため、既存の水中ポンプ 2 台の交換と、人口増加による水

需要量に対応するため 2 本の新規井戸の建設を要望。人口増加による水需要量に対応する

ため 2 基の高架水槽の新設を要望。1985 年に建設された 2 本のアスベスト製送水管の漏水

が激しいため交換を要望。1985 年に建設されたアスベスト製配水管の漏水が激しく口径も

小さいことから全面的な交換を要望。人口増加による村の拡大に対応するため配水管網の

延長を希望。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 9 日 

県名、テシル名：カラック県カラックテシル 

村名：Rahmatabad 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２（Community Tank（500gallon）、公共水槽で給水） 

既存水源：１本の井戸（深度 120m、水位 70m、揚水量 20m3/時、水位の低下傾向は無い、

2000 年建設、順調に稼動中）、１本の送水管（7km）、配水管網、公共水槽 

給水の現況と要望：村は人口約 15,000 人。村の近傍で 100m の井戸を掘ったが塩分濃度が

高く、7km はなれた地域に井戸を掘ってここから送水している。村の近傍でもっと深く

（200m程度）井戸を掘れば塩分濃度の低い地下水が得られるかもしれないので、深度 200m
の調査井を掘って確認してほしい。現在の水源地の地下水は塩分濃度が低いが、淡水が流

れる小川をはさんで村側の地域の地下水は塩分濃度が高くなるという。 

村の近傍の深井戸で塩分濃度の低い地下水が得られた場合 
2 本程度の深井戸の新設（本数は揚水量による）、丘の上に 10 万ガロンの貯水槽の建設、将

来的にレベル 3 の配水管網にしたいので既存配水管の延長 

村の近傍の深井戸で塩分濃度の低い地下水が得られなかった場合 
現在の水源地に 2 本の井戸の追加新設、7km の送水管の交換（盗水と漏水が多い）、丘の上

に 10 万ガロンの貯水槽の建設 
以上 

 
 

実施日：2007 年 3 月 9 日 

県名、テシル名：カラック県カラックテシル 

町名：Karak 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：4 本の井戸（深度 70m、水位 30m、揚水量 20m3/時程度、水位の低下傾向は無

い、9 本の水源井戸があったが 2 本の井戸で塩水の引き込みで水質が悪化し廃棄、3 本が動

水位が低下し廃棄されたとの説明）、１本の送水管（4km）、2 基の高架水槽、配水管網 

給水の現況と要望：町は人口約 40,000 人で県の中心町。町の近傍で井戸を掘ったが全て塩
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分濃度が高く、4km はなれた地域に井戸を掘ってここから送水している。町の近傍でもっ

と深く（200m 程度）井戸を掘れば低い塩分濃度の低い地下水が得られるかもしれないので、

深度 200m の調査井を掘って確認してほしい。塩分濃度が上昇し廃棄された 2 本の井戸は、

町の方面あるいは深層から塩分濃度の高い地下水を引き込んだためと考えられている。 
町の北部に広がる山地に岩塩層を挟む地層が分布し、これが表流水と地下水の塩分濃度上

昇の原因となっている。広域的な地下水位低下はないとのこと。 

村の近傍の深井戸で塩分濃度の低い地下水が得られた場合 
6 本程度の深井戸の新設（本数は揚水量による）、20 万ガロンの地下貯水槽、既存配水管の

部分的交換と延長 

村の近傍の深井戸で塩分濃度の低い地下水が得られなかった場合 
現在の水源地に 6 本の井戸の追加新設、7km の送水管の交換（1995 年敷設）、20 万ガロン

の地下貯水槽、既存配水管の部分的交換と延長 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

村名：Teri 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：2 本の大口径浅井戸井戸（深度 5m 程度、水位 3m 程度、揚水量 15m3/時/本程度、

運転時間は 8 時間程度、村の上流の Teri 川左岸の低位段丘上に建設されている、水位の低

下傾向は無い、村の下流の Teri 川左岸の低位段丘上に 2 本の大口径浅井戸が 2 本あったが

1998 年に涸れたため廃棄、2 本の送水管、1 基の高架水槽、配水管網は 2 系統あり 1 系統

高架水槽でもう 1 系等は井戸からの直接給水、2004 年に上流に Sharqi ダムが建設されこ

のため乾季でも放水により Teri 川に水が流れるようになり地下水位も安定したとのこと、

Sharqi ダムは灌漑用のダムであるがブンダダウドシャーテシルでの生活用水不足解消のた

め浄水場を建設し生活用水用にも利用されることになった。Sharqi ダムを視察したが、小

規模なアースダムで貯水容量の少なく（数十万 m3 程度と推察される）、乾季にはわずかな

水が流入するだけで貯水量が極端に減少するとのことであった（具体的な数値は示されず）。 

給水の現況と要望：村は人口約 8,000 人。近年の村の人口増加に伴い給水量の増大と 1984
年に建設された老朽化した給水施設の改善を要望している。 
具体的な要望内容は、2 本の大口径浅井戸井戸の追加新設、2 台の送水ポンプ、2 本の送水

管の新設、2 基の高架水槽の新設、配水管の交換と延長 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

町村名：ブンダダウドシャー町（テシルの中心地）＋13 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３（ブンダダウドシャー町）、他の 13 村落はレベル２ 

既存水源：2 本の深井戸（3 本あったが 1 本はスクリーンの目詰まりで廃棄、深度 30m 程

度、水位 3m～5m、揚水量 15m3/時/本程度、運転時間は 8 時間程度）、全体の給水人口は約
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26,000 人、ブンダダウドシャー町から 15km 離れた山裾の Isak Khomari 村に水源地が建

設されている、水位の低下傾向は無い、水質（塩分濃度）もぎりぎりだがクリアーしてい

る）、１本の送水管（15km）、1 基の丘の上の貯水槽（20 万ガロン） 

給水の現況と要望：1 町 13 村の人口約 26,000 人に送水しているが、町の人口は約 10,000
人で 13 村の人口は約 16,000 人である。町には十分な給水がなされているが 13 の村には十

分な給水がなされていないのが問題である。 
具体的な要望内容は、Isak Khomari 村の水源地に 2 本の深井戸の追加新設、2km の既存送

水管（1994 年建設）の交換、もう 1 系統の 15km の送水管の新設、既設の配水管（1994
年建設）の交換と延長 

備考：上述の Teri 村は水資源が豊富であり、ブンダダウドシャー町から 7km 程度と近いこ

とから、Teri 村で新規地下水開発を行い、ここからブンダダウドシャー町へ送水し、残っ

た水源を 13 村で分け合う案も有望と思われる。 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

村名： Isak Khomari 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：1 本の深井戸（3 本あったが 2 本はスクリーンの目詰まりなどのメカニカルな問

題で廃棄、1982 から 1983 に建設、深度 30m 程度、水位 15m～16m、揚水量 19m3/時/本
程度、運転時間は 8 時間程度、Isak Khomari 村から約 4km 離れた地点に水源地が建設さ

れている、水位の低下傾向は無い、水質の問題も無い）、１本の送水管（15km）、1 基の丘

の上の貯水槽（3 万ガロン） 

給水の現況と要望：Isak Khomari 村の人口は約 10,000 人。村の給水システムは 2 系統か

らなっている。人口増加と給水施設の老朽化のため、十分な給水がなされていないのが問

題である。 
具体的な要望内容は、2 本の深井戸の追加新設、新規井戸のための送水管新設、３万ｶﾞﾛﾝ

の高架水槽の新設、既設の配水管（1993 年建設）の交換と延長 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

村名：Totaki 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：ハンドポンプ、手掘り浅井戸 

給水の現況と要望：Totaki 村の人口約 4,000 人、山地の中の分水嶺付近の比較的開けたと

ころに位置している。岩盤（砂岩）が広く分布し被り層はほとんど無い。 
具体的な要望内容は、深井戸による給水施設である。 

備考：岩盤が露出し集水面積の狭い尾根近くに位置していることから、レベル 2 以上の給
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水施設を対象とした地下水源の開発は極めて困難である。ハンドポンプ付き井戸による給

水しかありえないであろう。 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

村名：Khurram Mohammedzai 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：ハンドポンプ、手掘り浅井戸 

給水の現況と要望：Khurram Mohammedzai 村の人口約 3,500 人、Totaki 村と同じように

山地の中の分水嶺付近の比較的開けたところに位置し、岩盤（砂岩）が広く分布し被り層

はほとんど無い。 
具体的な要望内容は、村の横を流れる小さな沢（洪水時にしか水が流れない）に少規模ダ

ムと浄水施設（緩速砂ろ過）を建設し村に給水したいとのこと。 

備考：岩盤が露出し集水面積の狭い尾根近くに位置していることから、レベル 2 以上の給

水施設を対象とした地下水源の開発は極めて困難である。また、沢の流量も極めて不安定

であり、もっとも大きな問題は人口 4,500 人程度の人口に対して浄水場を建設することは

初期費用、維持管理費用の面から不可能と判断される。Khurram Mohammedzai 村につい

ても、Totaki 村と同様にハンドポンプ付き井戸による給水しかありえないであろう。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 10 日 

県名、テシル名：カラック県ブンダダウドシャーテシル 

村名： Bhadar Khel 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：Bhadar Khel 村の周辺では地下水および表流水の塩分濃度が高いため地下水の

塩分が低い小河川（常流河川で淡水）の対岸に集水管（100m）と集水井戸を 1996 年に建

設しここから村まで 2km 送水している、１本の送水管（2km）、1 基の高架水槽（3 万ガロ

ン）、配水管網 

給水の現況と要望：1996 年に建設された集水管と集水井戸から日量約 48,000 ｶﾞﾛﾝ（180m3）

を送水していたが近年水量が 2,000 ｶﾞﾛﾝ/日まで落ち、乾季（6 月から 7 月にかけて）涸れ

てしまう状況にある（理由不明）。 
具体的な要望内容は、1 本の集水管と 1 本の集水井戸の追加新設、新規水源のための送水管

新設（2km）、３万ｶﾞﾛﾝの高架水槽の新設、既設の配水管（1993 年建設）の交換（延長は

不要） 
以上 
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実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名： Tukhut Nasriti 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル３ 

既存水源：集水管（約 100m）、約 5km の送水管（重力で送水）、配水管（重力で配水） 

給水の現況と要望：Tukhut Nasriti 村（人口約 15,000 人）の周辺では岩盤が浅いため十分

な地下水が得られず、1997 年に村から約 5km 離れた LougharAlgad 川（洪水時にしか水

が流れない季節河川）の河床に集水管（約 100m）を建設しここから村まで送水している。

しかし、当初 12,000 ｶﾞﾛﾝ/時あった取水量が目詰まりのため 4,000 ｶﾞﾛﾝ/時にまで低下して

おり、洪水のたびに集水管が洗掘され修理しなければならない。 
このため、村から約 3km 離れた既存井戸のある地域から送水する計画を立てている。3本の

新設井戸（深度：250m、地下水位 125m、期待される揚水量 6,000～7,000 ｶﾞﾛﾝ/時/本）、送

水管 3km、既設配水管の交換と延長（高架水槽を介さない井戸からの直接送水）。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Mianki Banda 村および Hassankilla 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２ 

既存水源：2 本の井戸（深度 200m、地下水位 120m、揚水量 8,000 ｶﾞﾛﾝ/時/本、水中ポンプ

の状態は良好、地下水位低下の傾向は無い）、2 本の送水管、配水管網、Community Tank
による給水 

給水の現況と要望：Mianki Banda村およびHassankilla村の合計人口は約3,000人であり、

1992 年に建設された上述の給水施設により給水されている。しかし、近年の人口増加に伴

い、給水量が需要量に追いつかず、各村にそれぞれに独立した給水施設の追加を要望して

いる。2 本の新設井戸、2 本の新設送水管、２系統の直接送水によるレベル３の配水管網の

新設。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Shah Salim Banda 村および Dabbari Banda 村、トゥクットナスリティテシルの

優先プロジェクト対象地域 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル１（井戸から揚水した水を地下タンクに貯水しここに各村から

村人が水を汲みにきている） 

既存水源：1 本の井戸（深度 250m、地下水位 120m、揚水量 3,000 ｶﾞﾛﾝ/時/本、水中ポンプ

の状態は良好、地下水位低下の傾向は無い）、1 本の送水管、1 万ｶﾞﾛﾝの地下貯水槽（シス
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ターン） 

給水の現況と要望：Shah Salim Banda 村および Dabbari Banda 村の合計人口は約 3,000
人であり、1982 年に建設された上述の給水施設により給水されている。しかし、村人が長

距離水を汲みにこなければならず、地下貯水槽の水が水汲みのロバやラクダの糞便で汚染

されることから、Public Tank によるレベル２の給水施設の建設を要望している。なお、新

しい給水施設が完成した後は、現在の給水施設は干ばつ時の非常事態に備え、使用せずに

そのまま残しておくという。2 本の新設井戸、2 本の新設送水管、2 系統配の配水管網の新

設、Public Tank の新設。トゥクットナスリティテシルの 優先プロジェクト。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Khan Miri Banda 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：上述の Shah Salim Banda 村の地下貯水槽から水を汲み、ロバやラクダで運搬

している 

給水の現況と要望：Khan Miri Banda 村の人口は約 1,000 人であり、上述のように Shah 
Salim Banda 村の地下貯水槽から不衛生な水を汲み、長距離運搬している。このため、村

独自の給水施設の新設を要望。1 本の新設井戸（深さ 250m）、1 本の新設送水管、配水管網

の新設、Public Tank の新設。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Gudikhel 地域の Shaheen Banda 村 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：レベル１ 

既存水源：3km 離れた他の村から水を汲み、ロバやラクダで運搬している 

給水の現況と要望：Shaheen Banda 村の人口は約 1,000 人であり、村に給水施設は無い。

このため、給水施設の新設を要望。1 本の新設井戸（深さ 250m）、1 本の新設送水管（一箇

所涸れ川を横断する箇所あり）、配水管網の新設、Public Tank の新設。 
以上 

 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Pakki Gudi Khel 村 

プロジェクトの種類：給水施設の新設 

現在の給水レベル：安全な水源なし 
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既存水源：雨水、池のたまり水など 

給水の現況と要望：Pakki Gudi Khel 村の人口は約 1,700 人であり、山裾に位置し近傍に

地下水が存在せず、当然村に給水施設は無い。このため、数ｋｍ離れた地下水の存在する

地域から送水し、村に給水する施設の新設を要望。1 本の新設井戸（深さ 250m）、1 本の新

設送水管、配水管網の新設、Public Tank の新設。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Azad Banda 村および Banjakh 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル１（井戸から揚水した水を Banjakh 村の地下タンクに貯水しこ

こに 2 村の村人がラバやラクダを使い水を汲みにきている） 

既存水源：1 本の井戸（1982 年掘削、深度 200m、地下水位 150m、揚水量 3,000 ｶﾞﾛﾝ/時/
本、水中ポンプの状態は良好、地下水位低下の傾向は無い）、1 本の送水管、1 万ｶﾞﾛﾝの地

下貯水槽（シスターン） 

給水の現況と要望：Azad Banda 村および Banjakh 村の合計人口は約 2,000 人であり、1982
年に建設された上述の給水施設により給水されている。しかし、村人が長距離水を汲みに

こなければならず、地下貯水槽の水が水汲みのロバやラクダの糞便で汚染されることから、

Public Tank によるレベル２の給水施設の建設を要望している。なお、新しい給水施設が完

成した後は、現在の給水施設は干ばつ時の非常事態に備え、使用せずにそのまま残してお

くという。2 本の新設井戸、2 本の新設送水管、2 系統配の配水管網の新設、Public Tank
の新設。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 13 日 

県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Shobi Banda 地域の Shobili Gudikhel 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２ 

既存水源： 1 井戸（深度 200m、揚水量 5,000 ｶﾞﾛﾝ/時）から揚水した水を分散した 8 つの

集落にある貯水槽に送水し、各集落の村人がここから水を汲んでいる 

給水の現況と要望：Shobili Gudikhel 村の人口は約 1,500 人であり、1980 年に建設された

上述の給水施設により 8 つの集落に給水されている。しかし、近年の人口増加に伴い既設

の給水施設では需要に供給が追いつかず、既設の給水施設と同じシステムの新しい給水施

設（レベル２）の建設を要望している。なお、新しい給水施設が完成した後は、現在の給

水施設も使用する。1 本の井戸の新設、8 本の送水管の新設、8 基の貯水槽の新設。 

以上 
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実施日：2007 年 3 月 13 日 
県名、テシル名：カラック県トゥクットナスリティテシル 

村名：Lora Banda 村および Banzani 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２（Community Tank による給水） 

既存水源：1 本の井戸（1980 年掘削、深度 150m、地下水位 60m、揚水量 8,000 ｶﾞﾛﾝ/時/
本、水中ポンプの状態は良好、地下水位低下の傾向は無い）、2 本の送水管、2 系統の配水

管網、Community Tank 

給水の現況と要望：Loora Banda村および Banzani村の合計人口は約 2,000人であり、1980
年に建設された上述の給水施設により給水されている。しかし、近年の人口増加に伴い既

設の給水施設では需要に供給が追いつかず、既設の給水施設と同じシステムの新しい給水

施設（レベル１）の建設を要望している。なお、新しい給水施設が完成した後は、既存の

給水施設は干ばつ時の非常事態に備え、使用せずにそのまま残しておくという。2 本の新設

井戸、2 本の新設送水管、2 系統配の配水管網の新設、Public Tank の新設。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 22 日 

県名、テシル名：カラック県カラックテシル 

村名：Tarkhatoi 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２（Community Tank による給水） 

既存水源：2 本の井戸（1980 年代に掘削、地下水位低下の傾向は無い）、2 本の送水管、1
基の貯水槽（30,000 ｶﾞﾛﾝ）、3 系統の配水管、3 基の Community Tank 

給水の現況と要望：Tarkhatoi村の合計人口は約 8,000人であり、村は 4つの集落からなる。

村は塩水地域に位置しているため、西方 5km の地点の 2 本の井戸から 1 基の貯水槽に送水

し、ここから 3 集落の Community Tank（共同水槽）に給水している。4 つの集落の村人

はこれらの共同水槽に水を汲みに来る。 
近年の人口増加に伴い既設の給水施設では需要に供給が追いつかず、共同水槽には週 4 日

の給水しかできない状況にある。このため、現在の水源地に 2 本の井戸の新設、新設され

た 2 本の井戸からの 2 本の送水管の新設、新設された 2 本の井戸からの送水を貯留する 1
基の高架水槽（50,000 ｶﾞﾛﾝ）の新設、既設貯水槽から新設高架水槽への送水パイプとポン

プの新設、新設高架水槽から 4 つの集落への送水管の新設、4 つの集落での配水管網（レベ

ル 3）の新設を要望している。 

備考：現在村の近傍で灌漑用の井戸が掘られているが、地下水の塩分濃度は高いものの小

麦の栽培には問題が無いと言っている。土壌の塩分集積の傾向が認められる。 

以上 
 

 

実施日：2007 年 3 月 22 日 （計画されている表流水開発計画の視察） 

県名、テシル名：カラック県カラックテシル 

村名：Zaibi 村（ダムサイトの村名） 

プロジェクトの種類：表流水を水源とする給水計画（「パ」側の実施中の計画で今回の要請
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には含まれていない） 

現在の給水レベル：まだ給水は開始されていない 

既存水源：Zabi Dam、貯水容量 1,875acre/feet（約 230 万 m3） 

給水計画の概要：Zaibi ダムを水源として 30 村、約 45,000 人に給水する計画、余剰が出れ

ばカラック町への送水も検討されている。 
Zabi ダムから日量 20,000 ｶﾞﾛﾝ取水し、原水を緩速ろ過で浄水し、浄水された水を岡の上の

貯水槽にため、ここから 23km の距離を重力で送水し、途中 30 の村に給水する計画が立て

られている。現在はダムだけが完成している状況。 
降水時にのみ水が流れる川のため、貯水量の計画を立てることが困難である。ダムが渇水

した場合は、貯水池の周辺に井戸を建設しここから貯水槽に送水する案を検討している。 

備考：砂ろ過の処理だけではなく、塩素滅菌が必要であることを提言。 

以上 
 
 
実施日：2007 年 3 月 22 日 

県名、テシル名：カラック県カラックテシル 

村名：Tabi Khowa 村、Saheedan Banda 村、Spina Banda 村 

プロジェクトの種類：給水施設のリハビリ 

現在の給水レベル：レベル２（Community Tank による給水） 

既存水源：1 本の井戸（1980 年代に掘削、4,000 ｶﾞﾛﾝ/時、5 時間運転、地下水位低下の傾

向は無い） 

給水の現況と要望：給水されている 3 村の合計人口は約 12,000 人、1 本の井戸から直列に

つながる 3 基の貯水槽に送水、井戸と 1 番目の貯水槽の距離は 5km、1 番目 2 番目の貯水

槽の距離は 2km、2 番目と 3 番目の貯水槽の距離は 3km、1 番目の貯水槽の容量は 20,000
ｶﾞﾛﾝでTabi Khowa村に給水、2番目の貯水槽の容量は 10,000 ｶﾞﾛﾝで Saheedan村に給水、

3 番目の貯水槽の容量は 5,000 ｶﾞﾛﾝで Spina Banda 村に給水、各貯水槽間はブースターポ

ンプ（水中ポンプを使用）で送水、水源井戸からはこれらの 3 村の他の 1 村に 5 時間の送

水を行っている。 
3 村での近年の人口増加に伴い既設の給水施設では需要に供給が追いつかないため、追加の

施設の建設が必用となっている。現在の水源地に 2 本の井戸の新設、新設された 2 本の井

戸と 1 番目の貯水槽を結ぶ送水管の新設、2 台の送水ポンプの交換、2 番目の貯水槽の修理・

改修、3 番目の貯水槽の横に 20,000 ｶﾞﾛﾝの貯水槽の新設、各貯水槽間を結ぶ送水管の交換、

3 村での配水管網（レベル 3）の新説を要望している。 
以上 

 
 
実施日：2007 年 3 月 24 日、ラチ町の水源地周辺の水位変動調査 

県名、テシル名：コハット県ラチテシル 

町名：Lachi 町北方の同町の水源地 

既存水源：3 本の井戸 

水源地周辺の手掘り浅井戸の状況： 
手掘り浅井戸１ 

建設年：      1977 年 
用途：  灌漑用 
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井戸の枯渇年：   1997 年 
井戸深度：     35m 
建設当時の地下水位：20m 
井戸掘削履歴：   井戸が涸れるまで 2 回掘り足ししている 
地下水位低下状況： 1997 年までに 20 年間で約 15m 地下水位が下がり、2007 年時

点でも回復していない 

手掘り浅井戸 2-1 
建設年：      1982 年 
用途：  灌漑用 
井戸の枯渇年：   1991 年 
井戸深度：     約 20m 
建設当時の地下水位：10m 程度 
井戸掘削履歴：   井戸が涸れるまで数回掘り足している 
地下水位低下状況： 1991 年までに 9 年間で約 10m 地下水位が下がり、2007 年時点

でも回復していない 

手掘り浅井戸 2-2 
建設年：      1984 年 
用途：  灌漑用 
井戸の枯渇年：   現在でも水が底にあり、わずかではあるが揚水している 
井戸深度：     約 28m 
建設当時の地下水位：11m 程度 
在の地下水位： 27m 程度 
地下水位低下状況： 2007 年までに 23 年間で約 16m 地下水位が下がり、2007 年時

点でも回復していない 

手掘り浅井戸 3（Banda Fateh Khan 村の Awal Khan Open Well、山すその井戸） 
建設年：      1995 年 
用途：  灌漑用 
井戸の枯渇年：   現在でも水が底にあり、揚水している（揚水量不明） 
井戸深度：     完成時約 28m、2007 年現在 47m 
建設当時の地下水位：21m 程度 
現在の地下水位： 46m（動水位）、今後より深く掘り足す予定があり 
井戸掘削履歴：   これまで数回掘り足している 
地下水位低下状況： 1995 年から 2007 年までの 12 年間で約 25m 地下水位が下がっ

たというが、現在の地下水位は動水位であり静水位はそれより

も浅い、2007 年時点でも回復傾向は無い 
備考： この井戸の南側（上流側）に個人の 6 本の灌漑用井戸が 1994 年

に掘削されているが、現在までに著しい水位低下（動水位）の

低下はなく、揚水量も落ちていないとの情報があった。 

手掘り浅井戸 4-1（Hindki Banda 村の小さな季節河川である Khwaga Algad のそば） 
建設年：      2000 年 
用途：  灌漑用 
井戸の枯渇年：   現在でも十分に水があり、揚水している（揚水量不明） 
井戸深度：     33m 
建設当時の地下水位：33m 程度 
現在の地下水位： 33m 程度、地下水位は建設時からほとんど変化無し 
井戸掘削履歴：   これまでに掘り足しは行っていない 
地下水位低下状況： 2000 年から 2007 年まで地下水位の低下はほとんど無い。揚水

量は多少下がったという。 
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手掘り浅井戸 4-2（Hindki Banda 村の山すその井戸） 
建設年：      1970 年 
用途：  村の生活用水 
井戸の枯渇年：   現在でも十分に水があり、村人が水を汲んでいる（揚水量不明） 
井戸深度：     30m～40m 
建設当時の地下水位：18m 程度 
現在の地下水位： 20m 程度、地下水位は建設時からわずかに下がったという 
井戸掘削履歴：   これまでに掘り足しは行っていない 
地下水位低下状況： 1970 年から 2007 年までの約 37 年間で、井戸の地下水位は 2m

程度しか下がっていないという。揚水量には変化が無いという。 

以上 
 



添付資料６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

要請村落リストと要請村落位置図 



 

1

コハット県 (1/3) 



コハット県 (2/3) 

2



コハット県 (3/3) 

3



カラック県 Banda Daud Shah テシル (1/1) 

4



カラック県 Karak テシル (1/3) 

5



カラック県 Karak テシル (2/3) 

6



カラック県 Karak テシル (3/3) 

7



カラック県 Takht Nasrati テシル (1/4) 

8



カラック県 Takht Nasrati テシル (2/4) 

9



カラック県 Takht Nasrati テシル (3/4) 

10



カラック県 Takht Nasrati テシル (4/4) 

11



 

12

コハット県要請村位置図 

注：サイトの位置番号は要請村落リストの番号（S:♯）とは対応せず、本
文の表 2.4.1 の優先順位の番号に対応している 

出典：コハット県給水・衛生局が作成した要請村落位置図 



 

13

カラック県要請村位置図 

Banda Daud Shah テシル 

Karak テシル 

Takht Nasrati テシル 
注：サイトの位置番号は要請村落リ

ストの各テシルの番号（S.No.、
優先順位番号）と対応している 

出典：カラック県給水・衛生局が作
成した要請村落位置図 
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