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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
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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の活用

(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

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WEB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

新たな取組であるPPPや広域化・共同化など含め、
「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。

BIM/CIMや、スマートツール等を活用した遠隔臨場の
定着・利用促進をはかります。

品質・サービス向上と業務効率化に向け、
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進します。

　　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

経営支援・政策形成支援
PPP 導入支援

下水道界の総力を結集して臨む

生産性・効率性の向上

P 6

P 10

P 7

P 8

汚泥処理・資源利用 P 9

　　維持管理を起点としたマネジメントサイクルの確立
　　に向けた支援を実施

維持管理 P 9

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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・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

PPPを導入した場合の業務量イメージ DBO事業の導入例：DB+(O) 方式
[ 滋賀県琵琶湖流域高島浄化センター※]

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ニーズに対し、解決策を提案するとともに、新たな取り組みにも
積極的にサポートを行い、下水道事業の持続と進化に貢献してまいります。

管理運営の時代を迎えた下水道事業においては、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の停滞など、地方公共団体ごとに抱えている課題は千差万別。
それぞれの地域の実情に応じた「技術」と「経営」を起点に、持続可能な事業運営を支援します。

こうした課題の解決策の一つに PPP（Public Private Partnership）があります。PPPとは、Public（官）
と Private（民）の連携のことで、導入事前検討や履行監視など官である地方公共団体に新たな業務が発生
します。ＪＳは業務が増大する地方公共団体の支援者として、要請に基づき「官業代行」の役割を担います。

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

政策形成支援

様々な現場状況に柔軟に対応持続可能な事業運営を支援

効率的な事業実施のための各種計画策定を総合的にサポート

新たな取組である PPP や広域化・共同化など含め
下水道事業の持続と進化に向けサポートします

現状分析結果に基づく課題設定から収支改善に
も繋がる地域の実情に合った政策・施策を提案

経営支援
経営の現状・課題を分析し、最適な収支バランス
を考慮した経営改善方策を提案

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

DO

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）

 

経営支援・政策形成支援

PPP 導入支援

これまでの業務

従前
事業

PPP
事業

地方公共団体

地方公共団体

設計・建設工事請負業者
（単体又はJV）: 落札者

事業者

DB+(O) 方式は、DB を JS と設計・建設工事請負業者、
O を地方公共団体と特別目的会社（SPC) がそれぞれ契約
※https://www.jswa.go.jp/nyusatsu/ppp_pfi.html

設計会社 建設会社 維持管理会社建設会社（代表企業）

維持管理・運営委託者
（SPC出資者）

地方公共団体 JS
支援

新たな業務

　地方公共団体は、
PPP事業の導入に
より、導入事前検討・
　履行監視など
新たな業務が発生

JS

特別目的会社（SPC）

維持管理
運営委託契約

設計委託契約
工事請負契約
設計委託契約
工事請負契約

基
本
協
定

技術面を起点として 経営面を起点として

地域に精通

住民からの信頼

これまでの運営実績

全国での支援実績日本下水道事業団
JS

地方公共団体

下水道事業の情報バンク

技術部門・研修部門を保有
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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。
これからは、「再度災害防止」に加え、計画的に「事前防災」の整備を加速するなど、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。また、河川流域のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う治水対策、「流域治水」への転換が求められています。

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

対策が必要な地域において、気候変動に伴う降雨
量の増加等を勘案した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

計画的な「事前防災」を進めるため、目標外力
に対するリスク評価を行い、その結果を踏まえ、
中長期的な整備の進め方を検討

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

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

下水道事業の持続性を確保し、健全な施設を次世代に引き継ぐためには、維持管理を起点とした マネジメント
サイクルの確立が必要となります。

包括民間委託に対する履行確認等の支援業務を実施するとともに、平成 27 年度からは静岡県磐田市の
磐南浄化センター（処理方式：標準活性汚泥法）にて維持管理業務を受託し、維持管理を起点とした
ライフサイクル支援に取り組んでいます。

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

事業計画の策定

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

維持管理

コンクリート
製に比べ工期
を短縮

磐南浄化センター
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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。

3 次元モデル (BIM/CIM) の活用により、任意の箇所での 2 次元図面作成、数量集計の自動化、干渉箇所の
チェック、機器等搬出入ルートの可視化等により、設計・施工の品質・サービス向上と効率化を実現します。

広域化・共同化の推進に資する
ため、拠点となる施設から複数
の下水処理場やポンプ場等の
下水道施設を監視・制御する
広域監視制御システムの実用化
に向けた取り組みを進めます。

技術評価

BIM/CIM の導入促進

ICTを活用した
事業効率化・
高度化の推進

技術開発

新技術導入制度

標準化

下水道ナショナルセンターとしての
機能発揮 技術開発、実用化、普及、評価等の流れを円滑かつ迅速に回すことで、「技術の善循環」を構築し、

新技術の導入促進を強化します。
●基礎・固有調査研究
●共同研究　等

●受託建設事業（設計・建設）
　における導入

●事後調査、技術評価等
●基準化（標準化等）

●新技術導入制度
●技術評価

鋼板製作と下部コーン構造による底部堆積防止
等により、建設工期の短縮、省エネ化を実現。

●鋼板製作により建設工期を短縮
●底部堆積防止によりメンテナンス負荷軽減
●インペラ式撹拌機採用等により大幅な省エネ化が可能

《期待できる効果》

「 JS技術開発基本計画(4次計画)」(計画期間：2017～2021年度)に掲げる4つの「技術分野」について、
JS独自の財源による基礎・固有調査研究や民間企業等との共同研究等に取り組み、新技術の開発・実用
化を進めています。

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。
＜2021年3月末時点で36の新技術を選定、うち17技術を93件の受託事業で導入＞

省エネ・低炭素化技術 施設機能維持・向上技術

資源・エネルギー利活用技術 生産性向上・最適化技術

― 下部コーン型鋼板製消化タンク ー

䈜䝕䝆䝍䝹䝖䝷䞁䝇䝣䜷䞊䝯䞊䝅䝵䞁

「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。＜2021年3月末時点で32件の技術評価を実施＞
＜最新の技術評価＞
アンモニア計を利用した送風量制御技術（2020年4月答申）

これまでに、機械設備で約635品目、電気設備で約115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。

DX※の推進

技術開発・新技術導入

新技術導入事例

干渉箇所のチェック

搬出入ルートの可視化数量計算・根拠資料の作成

品質・サービス向上と効率化

任意箇所で2次元図面の切り出し

点群データと３次元モデルの
重ね合わせ

平面図 配管スケルトン図

鋼製加工品断面図

3次元モデルの作成3次元モデルの作成

広域監視制御システムのイメージ図

埼玉県中川流域下水道中川水循環センター

A 市 A 市 B 市 C 町

広域監視サーバ

広域監視拠点

広域ネットワーク

広域管理端末

帳票履歴サーバ

監視制御盤

〇〇下水処理場

I / F 装置

〇〇下水処理場 〇〇下水処理場
〇〇下水処理場

〇〇ポンプ場 〇〇ポンプ場

監視制御盤 I / F 装置監視制御盤 サーバ 監視制御盤 サーバ

I/F 装置

技術の善循環

技術開発

評価等実用化

普 及
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下水道研修

海外下水道プロジェクト支援

AWaP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, 248人
青森県 1,453人

    秋田県  1,216人
山形県  1,250人

新潟県 2,525人
長野県  3,257人
富山県   880人
石川県 1,045人
岐阜県    1,535人

滋賀県    1,135人
福井県      825人
京都府   1,503人
兵庫県   2,547人
鳥取県      864人沖縄県  982 人

大分県 　1,135人
福岡県 　2,997人
佐賀県   1,140人
長崎県     1,341人
熊本県   1,972 人
宮崎県     1,260人
鹿児島県　662 人

岡山県   2, 243人
島根県      675人
広島県   1,927人

岩手県  1,755人

宮城県 1,804人

福島県 1,692人

群馬県 1,166人

栃木県 1,830人

茨城県 1,964人

埼玉県 4,278人

東京都 2,091人

千葉県 3,122 人

神奈川県 2,817人

徳島県 359人

香川県 884人

高知県 353人

大阪府  2,435人

和歌山県  608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。（2021 年4月現在）

奈良県     920人

愛媛県  1,287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

プライバシーに配慮した個室

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： 1,463人
地方公共団体：79,935人

2018年8月に施行された「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」は、JSを
日本の事業者が海外インフラ事業に円滑に参入するために必要な調査などを行う法人として位置付けてい
ます。これにより JS は、民間企業の海外事業展開や地方公共団体の国際貢献を総合的に支援します。

海外の下水道プロジェクトについて、川上から川下まで総てのフェーズをサポートします。

本邦技術の海外での適合性の
確認等により民間企業の海外
でのビジネス展開を支援

技術
シーズ

案件発掘・
形成 
（計画）

事業実施 
（設計・建設）

供用開始
 （維持管理）

案件発掘・
形成
支援

事業
支援

人材育成
支援

維持管理
支援

海外下水道プロジェクトの案件発掘・形成に
関わる調査
例：PTF 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、 本邦技術に関する
設計照査や施行管理の監理指導等
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
例：タイ下水道公社研修（埼玉県）
　　JICA 等研修

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

JS が事務局業務を支援する「アジア汚水管理パートナーシップ」
(AWaP) は、2018 年に日本の提案で設立されました。カンボジア、
インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナムそして日本の６ヶ国
が協働し、2030 年までに『未処理汚水の半減』を目指します。

㻭㼃㼍㻼➨㻝ᅇ⥲

職員の海外派遣
　● JICA 長期専門家として25名を 7ヶ国に派遣
　● JICA 短期専門家・調査団として140名を 32ヶ国に派遣
　（2021年4月現在）

海外下水道技術者研修のサポート
　JS 職員は海外技術者向けの研修で講師として活躍しています
　● JICA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 㻶 㻵㻯㻭㞟ᅋ◊ಟ䠄㻶㻿◊ಟ䝉䞁䝍䞊䛻䛶䠅

総数：81,398 人

山口県  1,536人

山梨県 　 583人

静岡県 　 2,641人
三重県    1,853人
愛知県    4,340人

都道府県別研修生派遣状況
（1972 年度～ 2020 年度）

人材育成 国際水ビジネス支援・国際貢献

海外実証技術の普及支援
例：海外向け技術確認
　　WOW TO JAPAN

施設外観

14 15


	表1表4A低
	2-3低
	4-5低
	6-7低
	8-9低
	10-11低
	12-13低
	14-15低



