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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



政策形成
支援

汚泥処理
（資源･エネルギー

利活用等）

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

国際展開

再構築
新増設

浸水対策

人材育成

技術開発・
新技術導入

災害対策

計画・設計・建設・維持管理に至るまで、

下水道事業全体のライフサイクルをサポートしています。

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 ＪＳの実績事務職　約200人
技術職　約540人（2020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

・処理場を新築・再構築

・ポンプ場

・管渠 ・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80,000人

新技術の開発・実用化・導入を推進

近年頻発する
局地的豪雨への備えを支援

平時におけるハード・ソフト
対策から非常時の災害対策
まで一体的な支援、被災地の

復旧・復興を支援

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

地方公共団体と JS が共に考え、
知恵を出し合う新たな支援モデル

日本の経験・技術・人材を
海外へ

全国の下水道担当職員を
養成するための研修

統廃合や改築等について、
計画から建設まで一体的に支援

約 1,500箇所

約920箇所
約100約 260箇所

（日本の下水処理場の約7割）

（内雨水ポンプ場約 360 箇所）
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下水道事業のライフ サイクルサポート

計画

維持
管理 設計

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

ICTによるコミュニケーションの強化

(JS-INSPIRE)

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

再構築

浸水対策

　　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。

　　汚泥処理においては資源・エネルギー利活用等を
　　視野に入れた最適なシステムを提案

　　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

　　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、調査、応急復旧工事など、迅速・円滑
　　に対応します。

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

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

持続的な下水道サービスの提供に向け、「計画的整備」
に加え、「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会議システムやウェアラブルカメラ等を活用することで、
円滑なコミュニケーションと意思決定の迅速化をはかります。

　　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

多様化する
地方公共団体のニーズ

下水道施設の設計・建設

災害対策、
震災復旧・復興支援

政策形成支援

下水道界の総力を結集して臨む

生産性・効率性の向上

P 8

P 7

P 9

P 10

汚泥処理・資源利用 P 11

人材育成 P 14技術開発・新技術導入 P 12 P 13～

国際ビジネス支援・国際貢献　　などP15

建設
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さまざまな災害で被災された地域の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、
JSは被災地の一日も早い復旧・復興を目指し支援を実施しています。

写真
【上中段】令和元年東日本台風　（上段左）長野県千曲川流域下水道下流処理区終末処理場（クリーンピア千曲）送風機室の被災状況
                                    （上段右）同電気室の二次調査状況　（中段）同処理場周辺の浸水被害状況
【下段】東日本大震災　（左）仙台市南蒲生浄化センターの復旧状況　（右）釜石市鵜住居下水処理場の復旧状況

JS では、災害によって下水道施設が被災した際に、全国７つの総合事務所を拠点とした緊急支援を速やかに実施
します。JS が非常時に迅速かつ効果的な対応を行うためには、平時から地方公共団体とともに防災・減災の取り
組みを行うことが重要です。平時・非常時の支援を一体的に実施することにより、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。

平時支援

非常時支援

施設の耐震化や近年多発する浸水への対策などのハード面での対策、BCP 策定や防災訓練の
実施などのソフト面での対策を一体的に実施することにより、非常時における被害の最小化や
早期の機能復旧につながります。JS は、地方公共団体と連携し、これら非常時に備えた
防災対策の支援を実施します。

＜ハード対策＞
重要施設の耐震設計や
耐水対策工事など

＜ソフト対策＞
浸水シミュレーションや
BCP 策定支援など

耐震工事（耐震鉄骨ブレース補強） 地方公共団体との合同防災訓練

JS では、地方公共団体と災害支援協定を締結して非常時の支援を実施しています。
これまでの災害支援の経験によって培ったさまざまなノウハウを活用し、被災時の
各段階に応じた災害支援を実施します。

災害発生後一次調査状況 関係機関協議実施状況
※ 応援（有償による支援）については、人件費・旅費等緊急措置の実費を精算します。
※ 応急工事及び本復旧工事については、別途協定の締結により実施します。

災害対策、震災復旧・復興支援

平時・非常時の一体的支援

東日本大震災　復旧・復興支援事業

災害支援協定による災害復旧支援フロー

初動（無償支援） ※ 応援（有償による支援）

災
害
発
生

一
次
調
査

応
急
工
事※

本
復
旧
工
事※

二
次
調
査

緊
急
処
置

災
害
報
告

資
料
作
成

災
害
査
定

資
料
作
成
・
立
会

施
工
者
等
協
議

資
料
作
成

関
係
機
関
協
議

（
国
交
省・都
道
府
県
等
）
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・処理水質を確保
・消費電力を削減
・統廃合時に施設を
　拡充せずに能力を増強

設計・建設

再構築に活用
できる新技術の例

下水道ソリューションパートナーとしての
総合的支援

ＪＳは、下水道ソリューションパートナーとして、従前から処理場、ポンプ場等の建設改良やそれに必要な
計画・設計等の事業を実施してきました。今後はそれにとどまらず、地方共同法人として地方公共団体の
立場に立って各事業主体が抱えるさまざまな課題を共に考え、解決策を提案し、下水道事業の持続と進化
に貢献してまいります。

施設の老朽化に伴う再構築、人口減少に伴う使用料収入の減少、職員の減少に伴う技術継承など・・・
皆さまはこのような課題を抱えていませんか。地方公共団体ごとに抱えている課題は千差万別で、それぞれ
の地域の実情に応じた政策立案が求められています。
そこでＪＳでは、地方公共団体と事業の現状・課題を共有し、中長期的視点から全体最適な解決策を提案し、
ＪＳがもつ多様な業務メニューを活用して、政策形成からその実現まで支援するような新たな業務
（「共に考える」政策形成支援）に取り組んでいます。

さらに今年度の組織再編により経営支援機能も集約し、より強力に推進してまいります。

データを見てわがまちの「強み」・「弱み」を把握

TV 会議で何でも気軽にコミュニケーション

共に現地確認することで一体感が生まれます！

再構築

近年、施設の老朽化による建て替え、施設の統廃合に伴う水処理施設の再構築や増設が増加して
いますが、地域の状況や人口減少問題など、様々な課題を総合的に考える必要があります。

ＪＳでは新技術の活用や施設の統廃合による下水道施設の効果的な再構築、ストックマネジメントの
考え方を用いた持続可能な事業計画など、計画策定から設計・建設までを一体的に支援しています。

多くの知見に基づき、様々な技術から最適なものを選定し、水処理を止めることなく、段階的な再構築を
実施するなど、さまざまな状況に対応します。

● 日本の下水道施設の 70% 以上にＪＳが関与
●ＩＣＴを活用して効果的に施工

●社会情勢の変化に対応し、地方公共団体のニーズに応えるべく、
　最適なものを様々な技術より選定

 

水流発生装置 ( 回転数制御 )DO 勾配を一定に制御

ブロワ ( 風量制御 )

DO 計1
DO 計2

無酸素ゾーン

好気ゾーン

二点 DO 制御を用いた施設再構築
「共に考える」体験によって

仕事力アップ
地方公共団体において求められる職員像

（日本経営協会：全国市区町村へのアンケート結果より）

JS も経験値を上げサポート力 UP

様々な現場状況に柔軟に対応

全国へさらに還元していきます

目指すべき将来像を決め、今後の事業方針を明確化（政策形成）

ＳＭ計画、事業計画、経営戦略などの見直し時が、下水道事業の
将来像を描く「政策形成」に取り組むチャンスです。

1 位　住民の視点から発想し工夫できる職員
2位　経営感覚やコスト意識のある職員
3位　社会情勢や環境変化に対応できる職員

皆さんと下水道事業の未来を「共に考える」仕事です

近隣市町村の汚水処理原価と使用料収入（円/m3）

維持管理原価 資本費原価 使用料単価

400

200

A市 B市 C市 D市 E市

狭あいな箇所でも
実施可能な施工計画を提案

更新工事中の能力不足に対して
仮設ＭＢＲを活用

DO計1

D
O

DO計2 曝気装置からの
流下距離

流入負荷増による酸素消費増大

望ましい DO 勾配

二点 DO 制御
（曝気量 UP）
（循環流量 UP）

 

政策形成支援
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浸水対策フロー

地域の特性や
ニーズに応じた技術例

近年、気候変動の影響による浸水被害が多発しており、住民生活や経済活動に大きな影響が出ています。
浸水被害を起こさない、起きても被害を最小限にとどめる取り組みが必要です。

ＪＳでは、全国で国や都道府県と調整しながら雨水対策に関する計画を策定しています。また、浸水被害
を受けた下水道施設の調査から復旧まで一連のプロセスを実施しています。地域の状況に応じた様々な
施設の設計・施工や、浸水シミュレーションに基づくソフト・ハードを組み合わせた対策の立案など、
限られた予算で最大限の効果を発揮する浸水対策を支援します。

●被害発生後の分析・検討から雨水に関する計画の策定、
　雨水対策施設の設計・建設まで幅広くサポート

対策が必要な地域目標とする降雨量の設定

様々な降雨状況による被災範囲や施設整備に
よる効果を確認

緊急性の高い地域への優先的対策や段階的な
対策手法を検討

関連する計画との整合性を確認し、
雨に強いまちづくりのための計画を策定

実効性の高い計画とするため必要な費用や
効果を分析

雨水管きょ雨水ポンプ場大型雨水ポンプ

●ポンプ場、貯留施設など多様な施設、大小合わせて
　400件以上の実績より効果的に実施設計・建設

下水道事業の継続性確保のためには、コスト削減はもちろんのこと、エネルギー回収や資源利用などの
技術的課題や、官民連携などの行政的課題について検討する必要があります。

汚泥の処理や資源利用については多種多様な技術が開発されています。これらの技術から地域の状況や
下水道施設の状況を考慮し、地方公共団体に最適な汚泥処理・資源利用技術導入を提案します。必要に
応じて事業実施に向けた検討委員会の運営もサポートします。

●焼却施設、燃料化施設、消化施設など合わせて
　全国約100件の実績より確実な施工管理が可能
●建設工期の短縮、省エネ化などさまざまな新技術を提案

コンクリート製に比べ工期を短縮 消化ガスを有効利用し、年間使用電力量を約 3 割減

全国での実績、
技術開発の経験を
活かしてご提案！

ＪＳの知見を踏まえた
提案・サポート！

小型レシプロエンジン発電機鋼板製消化タンク

最適な汚泥処理の
あり方の検討

●全国での建設実績やさまざまな技術開発を行ってきた経験に基づき、
　地域の状況に即して、最適な汚泥処理を広い技術の中から公平・客観的に選定、提案
●必要に応じて検討委員会も運営、導入技術に合わせて民間活用の検討もサポート

地場産業
都市計画　

浸水被害の発生
地域の状況　

地域の実情やニーズに応じた

汚泥活用の方向性を検討

・最適な技術

・最適な利用方法　

・最適な運転管理方法

下水道施設の状況　

対象降雨、浸水状況の分析

浸水シミュレーションの実施

段階的目標の設定と
対策手法の検討

対策による費用と効果の分析

雨水管理総合計画の策定

ポンプ場・貯留施設の建設

汚泥処理・資源利用施設の建設

浸水対策 汚泥処理・資源利用
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国の直轄事業のない下水道事業において、地方公共団体の技術者プール機関である JS が、個々の
地方公共団体に代わり、技術開発・新技術導入、人材育成、国際水ビジネス支援・国際貢献など
を通じて、下水道事業全体の発展に貢献する「下水道ナショナルセンター」としての機能を発揮します。

「基礎・固有調査研究の中間計画」（計画期間：２０17～２０２０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。

コア技術

開発技術のうち、既に多くの地方公共団体で採用されるなど汎用性が高く、

かつ、人口減少や更なる省エネ・低炭素化等、社会情勢の変化に対応して
進化させていく必要がある技術に係る調査研究を行う。

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

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

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

標準化
技術

先導技術

改築更新時等に受託建設事業を通じて広く地方公共団体に技術還元する。

JSが共同研究等で開発・実用化した技術について、事後評価等フォローアップ
を行い、その成果に基づき仕様化・標準化を実施する。

仕様化・標準化等を通じて、広く地方公共団体に技術還元する。

下水道分野の技術革新に向けて、他分野で開発が進んでいる先端技術の
下水道事業への適用を中心に、JSが先行・先導して調査研究を行う。

将来的に研究成果を民間企業等との応用研究、国・地方公共団体と連携し

た実証研究等へつなげることで、下水道界全体に技術還元する。

下水道技術の新たな進化・発展

4つの技術分野

新技術導入制度

技術評価

新技術の開発・実用化

基礎・固有調査研究

標準化

下水道ナショナルセンターとしての
機能発揮

『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」

省エネ・低炭素化技術 施設機能維持・向上技術

●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

－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

技術開発実験センターの全景

多目的水槽多目的水槽

実験ヤード実験ヤード

研究棟研究棟

実験棟
（建設中）
実験棟
（建設中）

・実験棟(2020年9月完成予定)

・実験棟内に活性汚泥処理実験プラント

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。＜2020年3月末時点で35の新技術を選定＞

「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）

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。

固有調査研究

基礎調査研究

施設整備

技術開発・新技術導入
JS技術開発の基本理念　

活性汚泥処理実験プラント

完成予想図

(2020年12月設置予定)等

において、新技術の開発・実用化を進めます。
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下水道研修

海外下水道プロジェクト支援

国際標準化の支援

海外下水道 技術協力

下水道技術検定

下水道管理技術認定試験

「第一線で活躍できる人材の育成」
を目指す

下水道研修の特徴
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のために
  全国7会場で地方研修も実施

都道府県別研修生数
北海道 3, 214人
青森県 1,431人

    秋田県  1,214人
山形県  1,237人

新潟県 2,510人
長野県  3,237人
富山県   873人
石川県 1,034人
岐阜県    1,516人

滋賀県    1,129人
福井県      822 人
京都府   1,493人
兵庫県   2,501人
鳥取県      867 人沖縄県  978人

大分県 　1,119 人
福岡県 　2,919 人
佐賀県    1,130人
長崎県     1,337人
熊本県   1,957 人
宮崎県     1,250人
鹿児島県　645人

岡山県   2, 238人
島根県      660人
広島県   1,893人

岩手県  1,727人

宮城県 1,755人

福島県 1,677人

群馬県 1,145人

栃木県 1,803人

茨城県 1,921人

埼玉県 4,209人

東京都 2,021人

千葉県 3,046人

神奈川県 2,736人

徳島県 358人

香川県 874 人

高知県 349人

大阪府  2,347人

和歌山県  605人

※事業団の研修は、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。（2020年4月現在）

奈良県     909人

愛媛県  1,269人

施設の再構築

女性研修生の増加に伴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） 

新寮室棟の完成予想図

3 階談話ラウンジ

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

第２種技術検定

第３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

区     分 試験の対象 試験科目

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

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

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

　

    国・公団等： 1,392人
地方公共団体：78,767人

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。

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。

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

技術
シーズ

案件形成 
（計画）

事業実施 
（設計・建設）

供用開始
 （維持管理）

案件形成
支援

技術的
支援

人材育成
支援

維持管理
支援

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・マスタープランの作成
　　F/S のレビューなど

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：設計監理・施工監理支援、入札・契約支援

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（2019年度：5件　47名）

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

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。

ISO/TC  ２７５　WG７の様子
（２０１９年中国　フフホト会議）

JICA 専門家等として職員を海外派遣
　● JICA 長期専門家として、7ヶ国のべ 25名
　● JICA 短期専門家、調査団として、32ヶ国のべ 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
　● JICA 等の集団研修や国別研修
　●海外下水道プロジェクトに付随する人的能力向上研修
　●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。 J ICA集団研修（JS研修センターにて）

総数：80,159 人

山口県  1,527人

山梨県 　 576人

静岡県 　 2,598人
三重県    1,845人

愛知県    4,266人

都道府県別研修生派遣状況
（1972 年度～ 2019 年度）

人材育成 国際水ビジネス支援・国際貢献

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

施設外観
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