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クローズ・アップ　Close-up

JSの「共に考える」業務　全国６ヵ所で多様な支援展開

政策形成からライフサイクル支援へ続く歩み

　日本下水道事業団（JS）の新たな支援、「共に考える」業務が３年目を迎えている。これまで埼玉県深
谷市、新潟県村上市、群馬県桐生市、秋田県湯沢市・羽後町、岡山県真庭市、富山市の計６ヵ所（図１）
で、各自治体・地域が抱える課題に応じて多様な支援を展開してきた。JSと自治体が双方の強みを活か
しながら課題解決策や今後の事業方針を議論し、政策形成を図っていく点が特長だが、そこで形成され
た政策を実現するため、計画策定など次の段階に移行している自治体もある。各地の状況をダイジェス
トで振り返る（掲載は「共に考える」業務の着手順）。

図１　JS「共に考える」業務の取り組み状況（平成30年９月現在）

 深谷市  汚泥処理・利活用テーマに計画策定

　28年度にモデル都市の１つとして「共に考える」
勉強会を試行した深谷市。29年度は、そこで抽出
した課題の１つ、「汚泥の処理・利活用」を検討
テーマに設定し、事業化に向けた計画策定に取り
組んだ。

　同市が管理する深谷市浄化センターでは、自前
で焼却施設を有しておらず、汚泥の最終処分は民
間業者に委託している。27年度実績で、汚泥処分
量は年間約6900wet-t、汚泥処分費は年間約１億
2600万円にのぼっており、この量・金額は埼玉県
内の公共下水道で最大規模。汚泥処分費をいかに
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図２　深谷市　時間軸で柔軟に変化させていく汚泥処理・利活用フロー

削減するかが目下の課題となっている。
　この解決策として目をつけたのが消化の導入だ。
現行の汚泥処理フロー（重力濃縮→脱水）に、新
たに消化工程を加える（重力濃縮→消化→脱水）
ことで、汚泥の減量化を図り、汚泥処分費の大幅
な削減が実現できないか。また、消化の導入を起
点に汚泥の有効利用につなげ、“地域への還元”と
いう下水道事業の新たな側面を打ち出せないか。
こうした思いから検討が始まった。
　まず28年度に、日平均水量が１万8000m3程度
の深谷市浄化センターで独自に消化を入れた場合、
不経済とならないかコストの比較検討を実施した。
その結果、消化を導入した場合、導入しない場合
と比べ維持管理コストを大幅に削減できることを
確認した。そこで29年度は、消化の導入を含め、
汚泥の処理や利活用の具体的な計画を詰めること
になった。
　計画策定にあたって重視したのが「時間軸」の
考え方だ。初めから汚泥の利活用ありきではなく、
まずは消化を導入して汚泥処分費の削減という効
果を実感してもらう。その後、乾燥などの工程を
加えることで緑農地利用などの次の段階に移行す
る。将来的にはし尿等の地域バイオマスを下水道
に集約するなどして、汚泥利活用のさらなる拡大
をめざす。こうした短期、中期、長期の「時間軸」
で汚泥処理・利活用のフローを柔軟に変化させて
いく道筋をつけた（図２）。

　市では実現性の高い汚泥利活用の選択肢として
肥料化（緑農地利用）を想定しているが、そのた
めの現場視察や講習会の開催も29年度の成果の１
つだ。現場視察では、栃木県鹿沼市を訪れ、脱水
乾燥設備の実機や汚泥肥料を実際に使っている農
地を見学した。講習会では、先進的な取り組みを
行う富山県黒部市から外部講師を招くなどして汚
泥利活用の知見を深めた。
　「共に考える」業務に携わるJSソリューション
推進室の豆谷竜太郎室長は、「汚泥の利活用を行う
上で重要な視点の１つが、長きにわたって使って
もらえるユーザーをいかに見つけるか。これを実
感してもらうためには視察会や講習会が効果的」
と話す。また、これらの会に、市からは下水道の
担当者だけでなく、農集排や浄化槽、ごみ、し尿、
農業、畜産といった関連部署の担当者が出席した
ことも、今後、事業化を円滑に進める上で大きな
意味があるという。
　30年度はまず消化設備導入の基礎となる全体計
画の各諸元見直しを行っている。31年度に事業計
画の見直しを完了し、32年度に消化設備の設置や
脱水機の更新等の設計・工事に着手したい考えだ。
　また、これと平行して、その他の課題である施
設統廃合の事業計画への位置づけ（岡部Tを廃止
して深谷Tへ統合、農集排施設を深谷Tに統廃合）
やストックマネジメント計画策定の検討も進めて
いく。
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 村上市  メリハリをつけたストマネ計画策定へ

　村上市は、深谷市とともに、モデル都市の１つ
として28年度に「共に考える」勉強会に取り組ん
だ。その発展形として29年度からは「共に考える」
ストックマネジメント計画を実施中だ。協定締結
が29年12月末に行われた関係もあり、年度をまた
いで30年度も継続している。
　村上市特有の事情として、20年度の周辺４町村
の合併により、数多くの下水道施設を抱えること
になった点が挙げられる。終末処理場が10ヵ所あ
るほか、汚水中継ポンプ場が７ヵ所、雨水ポンプ
場が１ヵ所、マンホールポンプにいたっては237ヵ
所と膨大な数だ。これに、これまで整備してきた
管路施設（汚水：1695ha、雨水：139ha）も加わ
る。
　ストックマネジメント計画は、従前の長寿命化
計画が部分最適にとどまるケースが多かったこと
を省みて、全体最適を図るため、原則、計画策定
にあたっては全ての施設を対象に調査を行うよう
求めている。
　しかし、全ての施設を同列に扱って調査を行う
ことは、執行体制や経営状況が優れた“体力のあ
る”団体であれば可能かもしれないが、そうでな

い団体では調査費が嵩む上に、現実的なマネジメ
ント計画とならないことが懸念される。村上市の
ように、多くのストックを有する団体であればな
おさらだ。
　そこで村上市とJSが第１期のストマネ計画策定
にあたって重視したのが、「下水道管理者として一
番大切なことは何か」、「起きてはならない事象を
起こさない」、「それ以外の事象は事前に想定して
おくことで迅速な対応を行う」といった視点だ。
　すなわち下水道資産全体を俯瞰して、即時的対
応を要し、かつ重要度の高い施設をまず調査対象
として絞り込む方針としたのだ（図３）。これによ
り調査費用の縮減にもつながっている。
　重要施設の見極めのため、今年２月には全ての
処理施設を対象に市とJSが一緒に現地調査を実施
した。また５月には、コンサルや調査会社と一緒
になって、マンホールの目視点検や管口カメラ、
TVカメラ調査などの管きょの現地調査を市とJS
が共に体験する試みを行った。豆谷氏は、「現場の
肌感覚を養うことがマネジメントの第一歩になる
ことを期待している」と話す。
　ストマネ計画は29～31年度の３ヵ年で作成予
定。30年度には一部先行して村上浄化センター

図３　村上市　ストックマネジメント計画策定のコンセプト
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（処理能力：１万1885m3/d、供用開始：昭和63年
度）についてストマネ実施計画を提出し改築事業
に着手する。その他９ヵ所の終末処理場について
は32年度以降にストマネ計画に基づき設計・工事
を進めていく。
　このほか、村上市との「共に考える」から派生
した取り組みとしてテレビ会議（連絡調整会議）

にも触れておく。市とJSの間の円滑な意思疎通の
ために毎月１回行っているもので、JSはこの中で
市の相談に応じる形で雨水管理総合計画の策定や
泉町ポンプ場（雨水ポンプ場）の更新事業など、
浸水対策への支援にもつなげている。雨水管理総
合計画の策定に30年度から取り組み、泉町ポンプ
場の更新事業は32年度頃には着手したい意向だ。

 桐生市  第２世代のあり方を「共に考える」

　桐生市では、29年度に事前勉強会という形で、
市職員（下水道課業務係、維持係、工務係、水処
理センターの各担当者）とJS職員が情報共有・意
見交換を図った。
　同市は29年度末現在の汚水処理人口普及率が
96.8％と群馬県内トップで、下水道処理人口普及
率も81.9％と全国値（78.8％）を上回る水準となっ
ている。単独公共下水道として境野水処理センター
を持っており、他にも市内には流域下水道の桐生
水質浄化センターがある。
　境野水処理センターは供用開始から50年以上を
経過しているものの、設備も含め大規模な改築更
新を行っておらず、機器の劣化が進んでいる。JS
はこれまでも長寿命化計画策定支援は行ってきた
が、計画を基にした事業の着手には至っていない。
それは人口減少、耐震化、浸入水、合流改善への
影響、流域下水道との連携など多くの課題が改築
更新の実施に干渉してしまうためである。また、
同センターでは水処理施設の上部に陸上トラック
や遊具、プールを設置した公園があり、市民に開
放している。管理が行き届き、市民に愛されてい
る施設のため、市にとっても改築更新の際に安易
な廃止は避けたいとの思いが強い（写真）。
　処理能力の適切な規模設定も課題だ。現有処理
能力は９万2000m3/dの施設だが、人口減少による
流入水量の減少が計画上見込まれているものの、

一部合流式の処理場であるため、雨天日に流入水
量が増加することはもちろん、降雨終了後も数日
間にわたって計画以上に流入することもあり、そ
の要因としては、相当量の地下水の流入が考えら
れる。改築更新にあたっては、こうした実状を踏
まえ、効果的な浸入水対策の実施も検討しつつ、
適切な処理能力を設定しなければならない。
　事前勉強会でこれらの課題の抽出までは行った
が、具体的な対応策についてはこれから本格的な
検討に着手する。桐生市下水道の“第２世代のあ
り方を共に考える”をキーワードに、30年度はス
トックマネジメント計画の策定の中で桐生市下水
道の将来像の議論も進める。ストマネ計画は32年
度までに完了させ、33年度から基本・詳細設計に
着手するスケジュールを描く。

桐生市　境野水処理センターと上部公園

 湯沢市・羽後町 　広域連携モデル構築へ

　隣接する複数市町と県、JSが一緒になって課題
解決策を検討する“広域連携モデル”として、29年
度に計５回の勉強会を開催。“下水道事業の持続的



（6）第1878号　平成30年10月9日（火）発行	 	 第3種郵便物認可
	

�

運営”をテーマに、現状把握のためのデータ分析
や課題解決策の検討、30年間の中長期的な収支見
通しの作成等に取り組んだ。
　モデル構築にあたっては、国から支援を受けて
いる点も特徴だ。国交省から「中小市町村におけ
る下水道事業の持続的運営に向けた検討業務」を
受託し、モデル地区として当該箇所を選定し、初
めて複数の事業主体を対象にした「共に考える」
に取り組んだ。勉強会には同省下水道部の石井宏
幸・事業マネジメント推進室長（当時）も参加し
た。また、成果は同省が取りまとめた「下水道事
業における広域化・共同化の事例集」に反映され
ている。
　対象となる湯沢市と羽後町は県南部に位置し、
人口はそれぞれ約４万7000人、約１万6000人。全
国で最も人口減少の進行が著しい秋田県において
も、特に人口減少の進行が早いと予測されている
自治体だ。流域下水道に属しておらず、単独公共
下水道のみ実施している点も共通しているが、豆
谷氏は、「秋田県内の分析では処理場を持つ単独公
共下水道の団体と、処理場を持たず流域関連のみ
の団体では、前者の方がより汚水処理原価が高い
傾向にあることが顕著。単独公共下水道でもスケー

ルメリットを働かせるような対応策がいかに打て
るかが勉強会のポイントになった」と説明する。
　処理区の統廃合や効率的な面整備などの様々な
対応策を１つずつ検証した結果、羽後町の下水処
理場（特環）を湯沢市の下水処理場（公共）に接
続するといった、行政界を超えた取り組みが最も
効果が大きいことが分かった。ただし事業化に向
けては、今後も引き続き、両者がWIN-WINの施
策になるような条件整理など、より詳細な検討が
必要になる。
　勉強会では、“まちづくりや産業政策との連携”
もテーマの１つに位置づけており、具体的な検討
は30年度に開始した。各市町のまちづくり部局や
産業振興部局に勉強会に参加してもらい、人口減
少等の課題に対し下水道部局に何を求めるかをヒ
アリングするところから始めている。
　勉強会の成果を豆谷氏は、「中小市町村が個々に
検討するより、複数市町村、地域ブロック、全県
などより大きな単位で現状分析、現場確認を一緒
になって行う方が、効果が大きいことを実感した。
また、アイデア出しや調整・取りまとめ役として、
都道府県のリーダーシップが必要不可欠であるこ
とも再認識した」と話している。

 真庭市  共に考え、トップマネジメントを展開

　真庭市は、人口約４万7000人で、岡山県内で最
大の面積を誇る。市内の公共下水道区域は大きく、
蒜山処理区を代表とする北側の特環と、市の中核
である久世勝山処理区、落合処理区という南側の
公共に分けられる。有名な観光地である蒜山処理
区などの整備を優先的に進めてきたことから、市
街地にあたる久世勝山や落合処理区の整備が遅れ
ている状況となっており、この未整備区域の面整
備を経営の観点からも今後どう進めていくか。こ
れが勉強会の大きなテーマとなった。
　今後の整備方針を考える上で、まず「既に事業
計画区域としていても未整備であれば、下水道を
整備することが最適解なのか検証してみる」とい
う観点について市と認識の共有を図った。

　集合処理、個別処理を設定する際、通常、集合
処理の管路は耐用年数72年、水洗化率100％で経
済性を計算する。しかし真庭市の場合、既整備区
域の水洗化率が伸びず、経営面で苦慮している実
情がある。もちろん、水洗化率を上げる地道な取
り組みは続けているものの、整備時期が遅くなる
ほど、人口減少や高齢化が進む、浄化槽設置が増
えるなど、ますます水洗化率向上が厳しくなって
くるのも現実だ。そのため、今回の集合・個別の
比較検討では、現実的な水洗化率の伸びを複数想
定し、整備面積と水洗化率を変化させた場合の収
支への影響についてシミュレーションしている。
このように、従来の教科書どおりの検証から、地
域の実情を踏まえた検証に変えることで、面整備
の投資効果が適切に把握できるようになる。



第3種郵便物認可	 	 第1878号　平成30年10月9日（火）発行（7）
	

�

　ただし、経済性の優劣だけでなく、下水道には
都市基盤整備や環境保全という大きな役割がある。
いかにインフラマネジメントと公営企業経営のバ
ランスをとっていくか、市と住民が対話をしなが
ら整備方針を決めていく必要がある。まさに経営
層によるトップマネジメントが求められるところ
だ。そのため、JSとの勉強会には毎回副市長が出
席し、市長にも逐一状況を報告するなど、「共に考
える」勉強会が、下水道政策のあり方を議論する

場となった。
　市は今後、勉強会での成果も踏まえつつ、小規
模集合処理区を個別処理に切り替える検討や、下
水道整備区域の見直しの検討を進めていく考えだ。
JSは、処理場の再構築を支援していく中で、人口
減少を踏まえた再構築のあり方や設計・工事の調
達方式等で柔軟な提案を行っていくなど、下水道
経営の効率化に貢献していきたいとの見解を示し
ている。

 富山市  中核市とのパートナーシップ構築

　人口約42万人の中核市・富山では、上下水道局
の組織体制や事務事業の合理化により、職員数の
削減（17年度：217人→28年度：160人）を進め
てきたが、下水道事業の運営には専門性の高い技
術を必要とするとともに、地震や豪雨などの緊急
時には迅速な対応が求められる。今後５年以内に、
専門的な知識や経験、熟練した技術を持つ多くの
職員が定年定職を迎えることから、事業運営に必
要な人員を確保し、知識や技能を着実に継承して
いくことが富山市の喫緊の課題になっている。
　そこで29年度から始めた同市との「共に考える」
勉強会では、「中核市モデル」として、市・JSの
互いの「強み」を活用し、「技術継承と人材育成」
を双方ともに効果的に行うことを最大の目的に位
置づけ、来年度以降は人事交流も視野に入れ調整
している。
　勉強会の進め方も、他都市の「共に考える」と
は全く違うアプローチで進めていく。富山市が実

施している各種業務の成果として既に中長期的な
事業方針が検討されていることを踏まえ、まず今
後50年間という長期スパンの投資・財政計画を策
定するところから始める。その50年収支の結果を
見て、必要に応じて、事業方針の見直しは必要か、
使用料水準はどうするか、などを議論していくと
いう流れをイメージしている。
　想定される課題の１つが施設の再構築のあり方
だ。市には９ヵ所の処理場があり、供用開始から
約40年を経過する浜黒崎浄化センター（現有処理
能力14万2500m3/d）をはじめ、これから改築更
新需要が高まってくる。また、管きょもこれまで
の布設総延長が2547km（27年度末）と、ストッ
ク量は膨大で、今後、再構築が本格化した際の投
資が経営に与えるインパクトは非常に大きいと懸
念される。そこで、同市が志向しているコンパク
トシティ化も踏まえながら、管きょ資産をどのよ
うにコントロールしていくかがポイントになると
考えられている。

取材を終えて　～事業主体に求められるマネジメント力～
　管理運営の時代を迎え、人・モノ・カネの課題を一体的に捉える必要性が増している。また、これらの課題
に対しては、短期、中期、長期と、時間軸で解決策を考えることが肝要だ。現場で起きていることと管理者の
判断に乖離が生じ、事業運営が円滑にいかない問題もあり、この現場と管理者の乖離をなくし、いかに結びつ
けるかといった視点も重要である。いずれも、事業主体に今後ますます求められる“マネジメント力”と言い換
えることもできる。JSの「共に考える」業務ではこのマネジメント力の大切さや肝を実感として学べ、成長を
促すことも可能だ。一方、そのためには事業主体が意欲的、自発的に参加することが必須条件になる。その仕
組みづくりも含め、今後の動向を注視したい。（大鶴	亮太郎）


