
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

水に新しい いのちを

Japan Sewage Works Agency

地方共同法人
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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、地方公共団体との協定に基づき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 190人
技術職　約 520人
（2019 年 4月現在）

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

ＪＳの実績

・�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 900箇所
��（内雨水ポンプ場約 350箇所）
・管渠約 250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 77,000 人

▲研修センター（ポンプ解体実習）

▲ポンプ場建設現場
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浸水対策

再構築
新増設

政策形成
支援

国際展開

技術開発・
新技術導入

資源･エネル
ギー利活用人材育成

地震･津波
対策

下水道
ソリューション
パートナー

下水道ナショナル
センター

ＪＳの事業展開
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。

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

地方公共団体職員等の研修

震災からの復旧・復興支援
地震・津波対策、豪雨対策支援

省エネ・創エネ技術の開発・
実用化

9

基準シナリオと最適シナリオとの50年間の費用比較
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維持管理 費
維 持管理 費

利息

利息

0

20 0,00 0

40 0,00 0

60 0,00 0

80 0,00 0

1, 000, 000

1, 200, 000

1, 400, 000

利息 464,742069,682

維持 管理 費 351,462831,952

減価償 却費 676,045175,616

基準 シナリオ 最 適シナリオ

（百 万 円）
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60 0,00 0

80 0,00 0
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（百 万 円）
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下水道事業のライフサイクルサポート

下水道事業の
ライフサイクルを
サポート

JS版工事情報共有システム
（JS-INSPIRE）

多様化する市町村のニーズ

施設の老朽化

多発する浸水被害 熟練職員の減少

災害時の機能確保

人口減少

厳しい経営状況

「委ねる関係」から
「共に考える」関係へ

政策形成支援 （P.9）

建設

計画

設計

再構築

浸水対策






下水施設の設計・建設
★

★

（p.6）

（p.7）

★

★

災害復旧・復興支援 （p.8）

維持
管理

生産性・効率性の向上

TV会議を用いた
コミュニケーションの強化

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

下水道事業全体の
進化・発展を支える

ＴＶ会議
システム

総合
事務所

地方公共
団体

施工
現場

設計
センター

本社

（p.11）

下水道界の総力を結集して臨む

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
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

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

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

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

★受発注者間の工事書類の処理、決裁に必要
な作業の軽減とスムーズな情報共有を実
現します。

★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。
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○より適切な設備能力による
再構築を実施

○より適切な技術を選定し、
建設費・維持管理費とも縮減

円滑な再構築工事を実施

（実現した効果の例）

JS internet 工事現場

設計者､監督職員
現場代理人

狭い敷地での再構築工事の例
（膜分離活性汚泥法(MBR) ）

施工時のICTの活用例
（ウエアラブルカメラによる施工監理）

■設計時にも改めて流入水量予測
を見直し

■新技術の汚泥脱水方式も含めた
最適な汚泥処理手法の検討

■運転停止ができない施設での
再構築

○施工手順等について、詳細に検
討し、適切な仮設設備を設置する
ことで、

▲ ▲

最適な再構築実施時期
事業費平準化 等を考慮

Ｔ

施設全体を俯瞰し優先度
を適切に把握することで、
持続可能な計画を策定

汚泥処理棟 機械棟 管理棟 ポンプ棟

重力濃縮

初沈 反応槽 終沈 消毒槽

時間（年）

コスト縮減・平準化

再　構　築 計画から建設まで一体的に統廃合や改築等を支援

★�下水道施設の再構築の実施にあたっては、全体最適となるよう、施設全体を見据えたストックマネ
ジメント計画の策定から　設計、建設までを一体的に支援します。

★�また、今後の支援にあたっては、ICT の活用、民間技術者のノウハウの活用等生産性向上に向けた
取り組みについても推進します。

全体計画見直し、施設統廃合、経営の健全化の検討など

下水道ソリューションパートナーとしての総合的支援

ストックマネジメント計画策定

実施設計・建設工事

ＪＳが計画から
建設までを一体
的に支援するこ
とで、効率的な
再構築事業の実
施を支援
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★�増大する局地的集中豪雨から住民の生命・財産と都市機能を守るため、これまで実施してきた浸水
対策計画の策定やポンプ場整備の知見を整理・体系化し、効率的な浸水対策事業を実施します。

★�降雨履歴や浸水実績の整理・分析、浸水シミュレーションの実施等によって、災害リスクの高い地
区に施設整備を重点化しつつ、ハザードマップの作成などとあわせたハード・ソフト一体的な対策
とすることで雨に強いまちづくりを支援します。

※再度災害防止として、
　「既往最大降雨時
　（局地的集中豪雨等）
　にも床上浸水させない」
　ことを目標とした場合

▲浸水被害の例 ▲浸水対策施設の工事例
（雨水ポンプ場）

浸　水　対　策 近年頻発する局地的集中豪雨への備えを支援

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

豪雨により市街地に
床上等の浸水被害が
発生

浸水シミュレーションに
より適切なポンプ施設更
新を検討し、浸水被害を
軽減

【豪雨時の浸水状況】 【対策後】緊急かつ効率的な浸
水被害の軽減等を
JS が提案

【ハード対策】
既往最大降雨で床上浸
水が発生する地区を重
点的に対策

【ソフト対策】
既往最大降雨で床下浸
水が発生する地区にお
いては、止水板や土の
う設置等での対応を提
案（降雨・避難に関す
る情報提供等も含む）
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災害対策、震災復旧・復興支援
★�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
一体的な支援

★被災地の復旧・復興を支援

災害対策
地震・津波対策事業とあわせて災害支援協定の締結を行うなど、ハード・ソフト、
平時・非常時を一体的に支援することにより効果的な災害対策を実現します。

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。

ハード・ソフト一体的支援
（平時支援）

災害支援
（非常時支援）

＜ハード対策＞ 重要施設の耐震設計・
耐震対策工事支援

＜ソフト対策＞ BCP策定支援�等

＜災害支援＞

災害支援協定締結状況
１９２協定（２０８団体）
（2019 年２月末現在）

災害復旧事業支援　２５団体５８施設
復興事業支援　　　１2団体５２施設

※2019 年２月末現在

▲南郷雨水ポンプ場
（宮城県気仙沼市）

▲南蒲生浄化センター
（宮城県仙台市）

▲平成 30年北海道胆振東部地震
むかわ下水終末処理場の地盤沈下
状況の確認（北海道勇払郡むかわ町）

▲災害支援協定の締結�
広島県知事と JS理事長
（2017 年 6月 16日）

▲平時の支援
＜ハード対策＞

耐震対策工事（壁増打ち）

ポンプ設備据付状況

地
方
公
共
団
体

日
本
下
水
道
事
業
団
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政策形成支援 地方公共団体と共に　～政策形成から実現まで～

¾下水道事業の持続に対して、漠然とした不安を抱えていませんか？
¾課題への対応、何から手をつけてよいかわからないということはありませんか？

JSはこのような地方公共団体に寄り添い、「共に考える」ことで政策形成から
その実現までを支援します

地方公共団体と JSが「共に考える」という取り組み

人口減少の進行が顕著な団体と共に考えた成果のイメージ

現在

㎥ 日

㎥ 日
処
理
場

処
理
場 ㎥ 日

約 年後

㎥ 日
処理場統廃合も視野に

㎥ 日の汚水処
理のあり方を考える

約 年後
億円 億円 億円

将来像︓効率的な下水道事業の持続
事業方針︓人口減少に合致した資産量に削減する

・処理場内の耐震化、改築更
新、施設撤去の手順

・浸入水調査方針の整理、
対策実施後の効果確認

・面整備予定区域の縮小、
浄化槽普及の推進

・浸入水は予定どおり
削減出来ているか

・処理場統廃合の効果検証

目標や手段を明確化することで、 と共に、下水道事業の持続を実現︕

今決めておくべきこと

・統合幹線の施工にあたり
河川横断シールドは可能か

将来に渡って検討すべきこと

資産額

第一段階︓時間軸で実施すべき施策の明確化 次段階︓時代の変化に柔軟に対応する検討体制

①データに基づく客観的分析

双方の若手職員を含め
調査・点検を実地体験

②現場をよく知る
先進都市から講師を招き

講習会を開催

③全国の知見を知る

・将来像の明確化
・段階的な目標設定と施策の具体化
・施策の検証と次段階への反映

⑤目指すべき将来像を決め、
今後の事業方針を明確化
（処方箋のとりまとめ）

下水道事業の現状、
強み・弱みを把握

先進事例の本質を理解する先進事例の本質を理解する
現場環境や施設の状態を確認現場環境や施設の状態を確認

ＴＶ会議を用いた
コミュニケーション強化

④緊密な意見交換

会議での接続先の様子

多くの職員の意思疎通と
迅速な意思決定を実現
多くの職員の意思疎通と
迅速な意思決定を実現



10

資源・エネルギー利活用 低炭素社会の到来を見据えた
バイオマス利活用技術の促進

★�資源・エネルギー利活用にあたっては、経済性に優れた計画、設計、発注、施工に加え、必要に応
じて運転が安定するまで維持管理を支援します。

★�また、広域化・共同化や施設の統廃合等の機会をとらえた資源・エネルギー利活用の提案を行うと
ともに、バイオマス活用による電力創造技術や水素製造技術等の新技術を導入する等により、資源・
エネルギー利活用を促進します。

汚泥の資源利用

消化ガスの資源利用

処理水の資源利用

汚泥を炭化または乾燥させ資源として利活用します。燃料、緑農地などの用途があります。

消化ガスを使って発電し、処理場内の利用や売電をします。ガスそのものを売却する事例もあります。

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。

▲炭化炉 ▲乾燥炉

▲燃料電池発電機 ▲小型レシプロエンジン発電機

▲オゾン処理施設 ▲せせらぎ水（膜分離活性汚泥法）
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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。

期待する効果

★電子決裁による工事書類の処理の迅速化
★工事書類の整理作業の軽減
★情報共有の迅速化

＜�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-INSPIRE のイメージ図

TV会議システムを活用することで、委託団体とのコミュニケーションの向上を図
り、業務の効率化と生産性の向上を目指します。

＜�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。

生産性・効率性向上への取組 ICT 技術の活用を推進

JS監督職員 受注者

電子成果品

出力（一部）

確認・
電子決裁

工事書類
作成・発議

やり取りした
電子データを
フォルダに
体系的に蓄積

立会申請立会調整

工事
打合簿

品質・出
来形関係
書類 など

進捗確認 進捗報告
インターネット

JS-INSPIRE

★コミュニケーションの強化
★意思決定の迅速化

期待する効果

▲�深谷市・村上市・JS意見交換会

＜村上市会場＞

＜ JS会場＞ ＜深谷市会場＞

複数の団体と同時に情報共有も可能
（多元接続）
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技術開発・新技術導入 新技術の開発・実用化・導入を強力に推進

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

『JS技術開発基本計画（4次計画）』（計画期間：2017 ～ 2021 年度）に基づいて、
4つの「技術分野」において、新技術の開発・実用化を進めます。

下水道技術の新たな進化・発展

省エネ・低炭素化技術 施設機能維持・向上技術

開発目標

◆水処理プロセスの省エネ・低炭素化
◆汚泥処理プロセスの省エネ・低炭素化

◆持続可能な下水処理システムの構築
◆総合的な下水道施設腐食対策技術の確立
◆防災技術の充実化

資源・エネルギー利活用技術

◆下水道バイオマス利活用の拡大
◆処理水再利用の促進
◆下水熱利用の普及促進

生産性向上・最適化技術

◆下水道における ICT・IoT 利活用の推進
◆下水道事業の全体最適化の実現

▲バイオマス利活用拡大に関する実証研究※の例
※�国土技術政策総合研究所からの委託研究（H29～ 30年度）で�
実施した実規模実証研究施設

▲下水道 BIM/CIM導入事例

JS 技術開発の基本理念　－技術開発の 2本柱－

地方公共団体のニーズに応える
技術の開発・実用化

下水道事業全体の発展に寄与する
先進的・先導的な技術の開発

開発目標

開発目標 開発目標

４つの技術分野
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★�さらに、基礎・固有調査研究の実施に必要な施設整備と具体的な調査研究事項を定めた「基礎・固
有調査研究の中期計画」�（計画期間：2017 ～ 2021 年度）に基づき、安定的かつ継続的に基礎・固
有調査研究を実施し、地方公共団体にその成果を還元していきます。

固有調査研究

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

基礎調査研究

下水道技術を牽引・進化させ、下水道の発展
に寄与する先導的な調査研究

施設整備

基礎・固有調査研究の実施に必要な施設は、
技術開発実験センター（栃木県真岡市）にお
いて整備

技術開発実験センターの全景�

▲

新 技 術
導入制度

技術評価

標準化

　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。（2019 年 3月末時点で 31の新技術を選定している。）

＜ 4次計画の新規実施施策＞　事後の技術確認制度の創設

　「技術評価委員会」において、JSが開発した新技術の
公正かつ客観的な評価を行っています。

＜最新の技術評価＞�下水汚泥由来繊維利活用システム
（2016 年 12月答申）

＜ 4次計画の新規実施施策＞　技術評価（簡易型）の創設

これまでに、機械設備で約 400 品目、電気設備で約 100 品目の機器を JS 仕様と
して標準化し、施工品質を確保しています。

③審議結果
の報告

②調査審議
の付託

①諮問

JS理事長

技術評価委員会

専門委員会

④答申
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下水道
研　修

人 材 育 成 下水道担当職員を養成するための研修等

下 水 道
技術検定

下 水 道
管理技術
認定試験

下水道管路施設の維持管理業務に従事する技術者の技術力を公平に判定、認証
区　　分 試験の対象 試験科目

管路施設� 管路施設の維持管理を適切に行うため
に必要とされる技術 工場排水、維持管理、安全管理及び法規�

下水道事業を担当する職員に必要とされる実務経験年数を短縮
下水道維持管理業者登録規程により登録する業者の方に必要（第 3種）

区　　分 試験の対象 試験科目

第１種技術検定 下水道の計画設計を行うために必要と
される技術

下水道計画、下水道設計、施工管理法、
下水処理及び法規

第２種技術検定 下水道の実施設計及び工事の監督管理
を行うために必要とされる技術

下水道設計、施工管理法、下水処理及
び法規

第３種技術検定 下水道の維持管理を行うために必要と
される技術

下水処理、工場排水、運転管理、安全
管理及び法規

「第一線で活躍できる人材の育成」を目指します。

①下水道のライフサイクルの各段階を網羅したコース設定
計画設計、経営、実施設計、工事監督管理、維持管理、官民連携・国際展開の６コース
の中に多くの専攻を設定

②演習・実習に重点を置き、実務に即した研修カリキュラムを準備
③下水道法第 22条資格取得のための指定コースを設定
④埼玉県戸田市にある全寮制の施設で実施＊

＊�研修センターまでお越しいた
だくことが困難な方向けに全
国 7会場で地方研修も実施

都道府県別研修生派遣状況
（1972年度～2018年度） 都 道 府 県 別

研 修 生 数総数︓77,040人
国・公団等︓1,322人
地方公共団体︓75,718人

北海道 3, 125人
青森県 1,370人
秋田県 1,178人
山形県 1,196人

沖縄県 941人

新潟県 2,440人
長野県 3,139人
富山県 849人
石川県 1,014人

滋賀県 1,089人
福井県 809人
京都府 1,437人
兵庫県 2,392人
鳥取県 833人

岡山県 2, 141人
島根県 626人
広島県 1,845人

山口県 1,478人
大分県 1,075人

福岡県 2,788人
佐賀県 1,071人

長崎県 1,294人
熊本県 1,895人
宮崎県 1,216人
鹿児島県 589人

岩手県 1,658人
宮城県 1,674人
福島県 1,639人
群馬県 1,111人
栃木県 1,721人
茨城県 1,798人
埼玉県 4,060人
東京都 1,919人
千葉県 2,898人

山梨県 557人
神奈川県 2,601人
静岡県 2,473人
愛知県 4,099人
岐阜県 1,460人
三重県 1,803人

大阪府 2,200人
和歌山県 582人 奈良県 884人愛媛県 1,226人

徳島県 348人
香川県 837人
高知県 340人

※JSの研修は、北海道・青森・岩手・栃木・富山・奈良・和歌山・岡山・広島・山口・徳島・香川・熊本・大分・
宮崎の15の道県の市町村振興協会で助成対象となっています。（2019年4月現在）

下水道研修の特徴

女性研修生の増加にともなう対応や研修生のプライバシーの配慮、安全
性等研修環境の改善・充実を図るため、新寮室棟の建設を進めます。
（2021年度末完成予定）

施設の再構築

新寮室棟の完成予想図（施設外観）
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国 　 際
標 準 化
の 支 援

海外下水道
技　　　術
協　　　力

国際水ビジネス支援・国際貢献 日本の経験・技術・人材を海外へ

海外下水道
プロジェクト
支　　　援

海外下水道プロジェクトを川上から川下まで各フェーズで支援しています。

案件形成
（計画）

事業実施
（設計・建設）

供用開始
（維持管理）

民間企業の
海外下水道プロジェクトの案件
形成を支援
例︓前ろ過散水ろ床法

タイ 技術マッチングセミナー
F/Sのプルーフエンジニアリング など

案件形成
支援

設計・建設段階で、
本邦技術の導入における技術的支援を実施
例︓イラク・ウクライナの下水道施設設計支援

技術的
支援

設計・建設・維持管理の各段階で、
下水道事業者や技術者を対象に
研修を実施
例︓タイ下水道公社研修（埼玉県）
JICA等研修（2018年度︓13件
　　　　　　　　　 113名）

人材育成
支援

本邦技術を導入した施設において、
維持管理段階での技術的アドバイス等を実施

維持管理
支援

海外向け技術確認
例：ベトナムにおける省エネ型

水処理技術の確認

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

技術シーズ

JS は、ISO/TC275（汚泥の回収・再生利用・
処理及び廃棄）の国内審議団体（日本下水道
施設業協会と共同）として活動しています。

¾日本はWG5（熱操作技術）、
　　WG7（無機物及び栄養塩類の回収技術）
　　の規格案作成に積極参加中 ▲ ISO/TC275　総会の様子

（2018年　オーストリア　ウィーン会議）

★ JICA 専門家等として職員を海外派遣
¾�JICA長期専門家として、6ヶ国24名
¾��JICA 短期専門家、調査団として、
32ヶ国 115名

の JS職員を今までに派遣しています。
★�海外下水道技術者研修に職員を講師とし
て派遣
¾�JICA等の集団研修や国別研修
¾��海外下水道プロジェクトに付随する
人的能力向上研修

¾��地方公共団体が実施する「草の根技
術協力事業」の研修

　�などに講師として JS 職員を派遣してい
ます。

▲ JICA 集団研修（JS研修センターにて）

JS は、下水道分野の国際貢献・国際展開の支援を行っています。
2018 年 8月 31日に施行された「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」
に基づき、民間企業の海外水ビジネス市場獲得を支援しています。



評　議　員　会

理事 監事

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

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 監査室 研修センター

九州
総合事務所

中国・四国
総合事務所

近畿
総合事務所

東海
総合事務所

関東・北陸
総合事務所

東北
総合事務所

北海道
総合事務所

西日本
設計センター

東日本
設計センター

復旧・復興
支援室

5事務所 9事務所 1事務所 4事務所 8事務所 7事務所

部　署　名 電話番号
本社 03-6361-7800

研修センター 048-421-2691

東日本設計センター 03-3818-1448

西日本設計センター 06-4977-2510

北海道総合事務所 011-222-5531

東北総合事務所 022-221-1350

青森事務所 0172-31-2215

岩手事務所 019-653-3506

石巻分室 0225-21-6234

秋田事務所 018-867-1361

山形事務所 023-654-7660

福島事務所 024-962-4277

関東・北陸総合事務所 03-3818-1211

茨城事務所 029-827-4722

栃木事務所 028-614-6100

群馬事務所 027-322-3380

埼玉事務所 048-235-7865

千葉事務所 043-275-9988

神奈川事務所 044-935-6870

新潟事務所 025-243-6891

北陸事務所 076-441-0121

長野事務所 026-237-2402

松本分室 0263-26-5343

部　署　名 電話番号
東海総合事務所 052-977-3811

静岡事務所 054-221-5611

磐田分室 0538-66-7412

桑名分室 0594-37-0333

近畿総合事務所 06-4977-2500

福井事務所 0776-25-9173

滋賀事務所 077-531-2260

京都分室 075-954-1787

大阪湾事務所 072-224-8288

兵庫事務所 078-752-2405

中国・四国総合事務所 086-244-7331

鳥取事務所 0857-38-2820

島根事務所 0852-28-4195

広島事務所 082-542-1680

山口事務所 083-995-2650

徳島事務所 088-653-2502

香川事務所 0877-21-8011

愛媛事務所 089-915-6226

高知事務所 088-885-4161

九州総合事務所 093-583-3191

佐賀事務所 0942-81-5320

長崎事務所 0957-28-5840

熊本事務所 096-387-0555

大分事務所 097-567-1147

宮崎事務所 0985-35-1780

鹿児島事務所 099-219-5155

沖縄事務所 098-857-3522

ホームページ URL https://www.jswa.go.jp/
本 社 所 在 地	 〒 113-0034
	 東京都⽂京区湯島⼆丁⽬31番 27号
	 湯島台ビル

問合せ先一覧

ＪＳの組織

2019 年 5月現在

ＪＳの本社、 総合事務所等が⼀体となってサポートします


