
水に新しい いのちを
良好な水環境の創造、安全なまちづくり、

持続可能な社会の形成に貢献します

Japan Sewage Works Agency

地方共同法人
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人材育成

関係団体等との一層の連携・分担により、地方公共団体の抱える諸課題に対して、
総合的なソリューションを提供してまいります。

・震災からの復旧・復興支援
・地震・津波対策、豪雨対策
支援

・処理場やポンプ場を中心とした
施設の再構築・新増設支援

・共に考え、全体最適
な課題解決策を提案

・海外向け技術確認と
海外プロジェクト支援

・省エネ・創エネ技術
の開発・実用化・地方公共団体職員の研修

JSの事業展開日本下水道事業団（ＪＳ）は
　地方公共団体の代行・支援機関として
　　下水道事業をライフサイクルにわたってサポートします

日本下水道事業団は、地方公共団体の出資により設立された「地方共同法人」
です。下水道技術者をプールし、地方公共団体からの委託を受けて、下水道
事業を行っています。

日本下水道事業団は、地方共同法人として、下水道事業のさまざまな課題の解決
策を、単に技術支援にとどまらず政策形成段階から、地方公共団体の皆様に
ご提案します。

突発的な災害対応にも、全国に展開する組織力を活かして力強くサポートします。

さらに新技術の開発・導入や、各種研修、技術検定などを通じて下水道界全体
の発展に貢献します。日本下水道事業団は、 「第 5 次中期経営計画」に沿って、
すべての役職員が一丸となって取り組んでまいります。

■

■

■
■

ＪＳの職員数

事務職　約180人
技術職　約500人
（平成30年4月現在）

・約1,400箇所の処理場を新築・
  再構築（日本の下水処理場の約7割）

・ポンプ場約800箇所
  （内雨水ポンプ場約300箇所）

・管渠約240箇所
・約100の技術基準類を整備
・特許、実用新案等約120件取得
・研修実績のべ約74,000人

ＪＳの実績

土木、建築、機械、電気、
水質といった技術分野
に加えて経営支援分野
の専門スタッフ等によ
り地方公共団体を支援
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下水道事業のライフサイクルサポート

多様化する市町村のニーズ 政策形成支援（ P.11）

地方公共団体、ＪＳ、下水道関係団体・民間企
業が連携・協力する新たな水平関係のパート
ナーシップ

下水施設の設計・建設

災害復旧・復興支援（p.8）

施設の老朽化 人口減少

多発する浸水被害 熟練職員の減少

災害時の機能確保 厳しい経営状況

「委ねる関係」から
「共に考える」関係へ
持続的な下水道運営に向け
「経営」と「技術」の面から

包括的なサポートを行います

計　画

建　設

設　計維 持
管 理

下水道 事業の
ライフサ イクルを

サポ ート

生産性・効率性の向上（P.9）

下水道界の総力を結集して臨む

下水道事 業全体の
進化・発展 を支える

JS版工事情報共有システム
（JS-INSPIRE）

受発注間の工事書類の処理、決済に必要
な作業の軽減とスムーズな情報共有を
実現します。

新設・拡充の時代から更新・維持管理の時
代に移行したことや、近年の異常気象を踏
まえ、以下の事業に重点的に取り組みます

平時におけるハード・ソフト対策から非常
時の災害支援まで、平時・非常時一体的
に支援します
災害発生時に、迅速・円滑に対応（調査、
応急復旧工事）します

施設を稼働させながらの改築、耐震化を
実現します。さらに、資源・エネルギー利
活用も支援します（p.10）

人口減少やますます厳しさを増す経営環
境なども考慮し、計画から建設まで一体
的に統廃合や改築等を支援

近年頻発する局地的豪雨への備えを支援
浸水シミュレーションによる効果的な浸
水対策、ハード・ソフト一体的な対策

TV会議を用いた
コミュニケーションの強化

TV会議システムを活用することで、
円滑なコミュニケー
ションと意思決定の
迅速化を図り
ます。

ＴＶ会議
システム

地方公共
団体

施工
現場

設計
センター 本社

総合
事務所

技術開発・新技術導入（p.12～13）、人材育成（p. 14）、国際水ビジネス支援・国際貢献（p.15）など

再構築（P.6）

浸水対策（P.7）
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浸水シミュレーションの実施による、効率的な浸水対策の実施

浸水対策

再　構　築

下水道ソリューションパートナーとしての総合的支援
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生産性・効率性向上への取組

JS版工事
情報共有
システム

T V 会 議
システムの
活 用

受託工事の施工に当たり、JS版工事情報共有システム(JS-INSPIRE)の
活用により、受発注者間のコミュニケーションの円滑化を図ることで、工事の
生産性向上と工事目的物の品質確保を実現します。

＜ JS-INSPIRE＞
　JS-INSPIREは国土交通省の土木工
事で活用されている情報共有システム

（Rev4.0）を活用し、JSの工事発注方式、
書類体系、決裁方法等の業務内容に即
するように改良したシステムです。
　本システムでは、工事書類等を電子
化して受発注者間でインターネットを
使ってやり取りします。

＜ JSのTV会議システム＞
　TV会議システムを導入したタ
ブレットを活用することで、関係
者一同が距離に関係なく、いつ
でも顔を合わせて打ち合わせを
行うことができます。TV会議シ
ステムを活用することで、円滑
なコミュニケーションと意思決
定の迅速化が可能となります。

災害支援協定締結
式（村上市）をＴＶ
会議システムで本
社（東京）に中継。
マスメディアとの
質疑もTV会議シス
テムで実施

災害対策、震災復旧・復興支援

東日本大震災　震災復旧・復興支援事業

東日本大震災からの復旧・復興でこれまでに支援要請をいただいている箇所について、
早期かつ確実に復旧・復興事業を実施します。
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政 策 形 成 支 援

※平成28年～29年度の2か年で「共に考える」政策形成支援業
務を全国で８件実施しました。これまでの取り組みを踏まえ、
さらに下水道事業の持続的運営を包括的に支援する事業モデル
の検討も進めていきます。

「共に考える」
政策形成
支援事業

政策形成
支援業務
の 効 果

消化ガスの資源利用

処理水の資源利用

処理水を高度処理することにより資源として利活用します。事業用、消火用水、せせらぎ水などに使われます。

資源・エネルギー利活用

汚泥の資源利用
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  地方公共団体の様々なニーズに応える新技術を選定し、受託事業へ積極
的に導入しています。（平成30年3月末時点で28の新技術が選定済み）

施設機能維持・向上技術

生産性向上・最適化技術

省エネ・低炭素化技術

資源・エネルギー利活用技術

新 技 術
導入制度

技術評価

標 準 化

技 術 開 発・新 技 術 導 入
下水道ナショナルセンターとしての機能発揮

新技術の
開 発 ・
実 用 化

省エネ・低炭素化
技術

資源・エネルギー
利活用技術

施設機能維持・
向上技術

生産性向上・
最適化技術

導入技術の現場課題や進化を踏まえ、維
持管理の効率化や改築更新の最適化等を
支援するとともに、その成果の標準化等に
より受託団体への還元に資する調査研究。
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生産性向上・最適化技術

省エネ・低炭素化技術

資源・エネルギー利活用技術

新 技 術
導入制度

技術評価

標 準 化

技 術 開 発・新 技 術 導 入
下水道ナショナルセンターとしての機能発揮

新技術の
開 発 ・
実 用 化

省エネ・低炭素化
技術

資源・エネルギー
利活用技術

施設機能維持・
向上技術

生産性向上・
最適化技術

導入技術の現場課題や進化を踏まえ、維
持管理の効率化や改築更新の最適化等を
支援するとともに、その成果の標準化等に
より受託団体への還元に資する調査研究。
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国際水ビジネス支援・国際貢献

ベトナ ム
下水道プロ
ジェクト支援

国 際
標 準 化
の 支 援

海外下水道
プロジェクト
支 援

※第１９６回国会に「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」が提出されました。(平成30年3月)
　この法律案は、海外におけるインフラ事業について、我が国事業者の海外展開を強力に推進するため、国土交通大臣
が基本方針を定めるとともに、独立行政法人等に海外における調査、設計等の業務を行わせるための措置を講じるもの
であり、JSも我が国事業者の円滑な海外事業への参入に資する役割を果たすことが求められています。

例：ベトナムにおける省エネ型
　 水処理技術の確認

●海外向け技術確認

●海外実証技術の推進支援
例：管路更生工法実証事業の
 　推進支援

日本の経験・技術・人材を
海外へ

下 水 道
研 修

下 水 道
技術検定

人材育成

下 水 道
管理技術
認定試験

（平成30年4月現在）
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例：管路更生工法実証事業の
 　推進支援

日本の経験・技術・人材を
海外へ

下 水 道
研 修

下 水 道
技術検定

人材育成

下 水 道
管理技術
認定試験

（平成30年4月現在）
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水に新しい いのちを
良好な水環境の創造、安全なまちづくり、

持続可能な社会の形成に貢献します

Japan Sewage Works Agency

地方共同法人

部　署　名 電話番号

ＪＳの本社、総合事務所等が一体となってサポートします

ＪＳの組織

問合せ先一覧

評 議 員 会

監事役員

本社

上席審議役

審議役
経営企画部 事業統括部 技術戦略部 ソリューション

推進室 監査室 研修センター

東日本
設計センター

西日本
設計センター

北海道
総合事務所

東北
総合事務所

関東・北陸
総合事務所

東海
総合事務所

近畿・中国
総合事務所

四国
総合事務所

九州
総合事務所

5事務所 9事務所 1事務所 9事務所 3事務所 7事務所

復旧・復興
支援室

福島再生
プロジェクト

推進室
情報

システム室
国際

戦略室

本社  
研修センター  
東日本設計センター  
西日本設計センター  
北海道総合事務所  
東北総合事務所 

関東・北陸総合事務所

青森事務所 
岩手事務所 
石巻分室 
秋田事務所 
山形事務所 
福島事務所 

茨城事務所 
栃木事務所 
群馬事務所 
埼玉事務所 
千葉事務所 
神奈川事務所 
新潟事務所 
北陸事務所 
長野事務所
　 松本分室 

03-6361-7800
048-421-2691
03-3818-1448
06-4977-2510
011-222-5531
022-221-1350
0172-31-2215
019-653-3506
0225-21-6234
018-867-1361
023-654-7660
024-962-4277
03-3818-1211
029-827-4722
028-616-1510
027-322-3380
048-235-7865
043-275-9988
044-935-6870
025-243-6891
076-441-0121
026-237-2402
0263-26-5343

部　署　名 電話番号
東海総合事務所

  
近畿・中国総合事務所  

四国総合事務所  

九州総合事務所  

静岡事務所 
磐田分室 
桑名分室 
 
福井事務所 
滋賀事務所
京都分室 
大阪湾事務所 
兵庫事務所 
鳥取事務所 
島根事務所 
岡山事務所 
広島事務所 
山口事務所 

徳島事務所 
香川事務所 
高知事務所 

佐賀事務所 
長崎事務所 
熊本事務所 
大分事務所 
宮崎事務所 
鹿児島事務所 
沖縄事務所 

H30.4 現在

〒113-0034
東京都文京区湯島二丁目31番27号
 湯島台ビル

本 社 所 在 地
ホームページURL https://www.jswa.go.jp/

052-702-3811
054-221-5611
0538-66-7412
0594-37-0333
06-4977-2500
0776-25-9173
077-531-2260
075-954-1787
072-224-8288
078-752-2405
0857-38-2820
0852-28-4195
086-244-7331
082-542-1680
083-995-2650
089-915-6226
088-653-2502
四国総合事務所へ
088-882-4161
093-583-3191
0942-81-5320
0957-28-5840
096-365-0555
097-567-1147
0985-35-1780
099-219-5155
098-857-3522


