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■趣 旨
現在、県や市町村においては、団塊世代の大量退職や新規職

また、印旛沼流域下水道花見川第二終末処理場において、平

員採用の抑制などによる技術者不足が深刻な問題となっていま

成19年度から実施した３年間の包括的民間委託が終了し、その

す。また、地方の厳しい財政事情から、十分な維持管理費の確

成果等に関して事後評価委員会を組織し、取りまとめを始めて

保が難しくなっています。

います。

一方で、下水処理場は24時間休むことなく稼動する施設であ

これらの取り組みを、千葉県から紹介していただくととも

り、適正な維持管理ができなければ、老朽化した施設の突発故

に、県内各市の方々から、下水処理場の維持管理に関する実態

障による機能不全や放流水質の悪化などのほか、長期的なコス

や課題、対応策をお話いただくことで、現状の課題を明らかに

トの増加も招くことになります。

し、千葉県をはじめ、全国規模で技術支援を行っている日本下

そこで、千葉県におかれましては、平成20年度に創設された

水道事業団や、特に流域下水道の維持管理に長い経験を持つ私

「下水道長寿命化支援制度」に基づく長寿命化計画を作成し、

ども下水道公社を含めて情報交換や意見交換することで、解決

国の同意取得に向けた計画内容の説明と調整を進めています。

に向けた方向性を見出していただければと思います。
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◆県土整備部下水道課
松重課長

の変更などが議論となっておりま

複数年契約期間を３年から５年へ

億円の経費節約があった

せたいと考えております。

この結果を次回の委託に反映さ

す。

団、下水道協会などにお願いし

い、約

県では過去に４回包括委託を行

ります。

て、委員会を設置し、実施してお

国との協議をスタートさせてお

ベース化に着手することで予算要

りますがその協議状況について申

求しています。

まで培ってきた技術力に、更に包
し上げますと、千葉県では流域単

県としては、下水道公社がこれ
括委託の履行確認で得た民間技術

しますが、水質面からみると悪化

りとした審査を行う必要がありま

特に技術面においては、きっち

検証しているところです。現在、

て、課題の整理と委託のあり方を

者、また下水道公社にもお願いし

だいております。今年度、外部識

処理してまいります。

に富栄養化対策として全量を高度

末

く変化していますが、平成

の補助制度や社会的な状況も大き

もと技術力を下水道公社へプール

年度

すので、大学の先生、下水道事業

％を目指し整備を進め、さら
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わらないと思います。

をプラスして、その技術力を公社

以上が、県からの報告でござい

それでは、ご出席いただいた３

ます。

市の方々に、終末処理場の維持管

包括的民間委託のメリットとし

と見込んでおります。

て、民間の創意・工夫を活かした

理に関する実態や課題、対応策な

位で全施設を対象に長寿命化計画

効率的な維持管理が期待できます

を作成しております。

が、不安要素もあります。企業は

ど、お話いただければと思いま

直営で管理している江戸川左岸流

は

す。

国からの現在の指摘事項の内容
●千葉県が独自に耐用年数（国の

ユーティリティ費を節約するた

域で発揮するという流れができれ
ばと思っております。
長寿命化計画の策定状況につい
てお話します。

め、要求水準ギリギリの運転管理

を行おうとします。電力使用量を

することになります。他県では水

船橋市は、ＪＲ船橋駅南口が大

て説明させていただきます。

それでは、船橋市の現状につい

◆船橋市建設局下水道部
参事 兼下水道計画課
宇賀課長

倍以上を目

標）を設定しているにもかかわ

定める耐用年数の

らず、その前に更新する設備が

本計画については処理場ポンプ
場の設備と管路施設に分けて策定

●事業費の平準化を３流域合計の

質が悪化し戻せなくなったという

減らすことによる環境対策と主張

３流域一斉に下水道公社へ委託し

事業費で行うべきではないか。

事例もあるようです。千葉県の場

あった。

作業を進めています。流域の処理
年度に

状況等についてお話させていただ
て長寿命化計画の原案を作成し、

致していない。計画の中での不

●策定方針と評価期間の設定が合

場ポンプ場について平成

きます。
国との協議に入っているところで

者指導をきっちりやっております

合は、下水道公社が履行確認や業

す。来年度には承認が得られた計

いては、昭和

整合。

また小修繕では、その企業が調

重要性を再認識したところです。

●施設の修繕履歴を追うことがで
現在、指摘事項の整理を行ってい

していきたいと考えています。
管路施設については、今年度長

る段階です。参考にしていただき

ので、その履行確認や業者指導の

寿命化計画の原案を作成し、来年

きる資料を作成すること。

り、技術の維持継承が困難なこと

度国との協議に入るスケジュール

委託し、県に変わって管理を行う

達しやすい部品で交換してしまい

ます。純正部品を使わないことに

たいと思います。

よる寿命の短命化があるのではな

で進めています。施設の維持修繕

次に包括的民間委託の取り組

体制としたところです。その後、

み状況ですが３ヵ年の複数年契

年度に初めて委託した業務が

のため、会計検査に耐えられる歩

国から「下水処理場の維持管理に

検に加え、電力や薬品などの調達

掛りの整備を、今年度中に行いた

おける包括的民間委託の推進につ

長寿命化計画の基本となるもの

いかと懸念されます。

いと考えています。

約で、処理場の維持管理の保守点

いて」の通知を受け、包括的民間
委託を導入し、県が直接発注し、

きな浸水被害にあったことから、
や二百五十万円未満の補修などで

３年を経過し完了しました。履行

が点検修繕に関する履歴データで

合流式で整備を開始し、昨年度末

指導や履行確認業務は公社が行う

で普及率が

％になりました。国

面では下水道公社がきっちり監視

す。

しておりますので、要求水準及び

す。県の場合紙ベースのデータで

総合評価方式の一般競争入札

しかなかったため、計画をつくる

提案事項は、すべて実施していた

という現在の管理体制が確立され

で、金額と技術力の両面を評価し

たところです。

ために紙から簡易データベース化

ております。
データベース化が必要です。県で

計画策定作業に入る前にまず
は今後のためにも、来年度データ

力の低下について、県では、もと
する考え方でこれまで進めてきま

80

団塊世代の大量退職に伴う技術

する作業から入っています。

19

から、昭和

年に、下水道公社へ

しかし県職員では人事異動があ

でスタートしました。

画に基づき維持補修・改築を実施

年に県の直営管理

まず、現在の千葉県の取り組み

で、進行をさせていただきます。

座長とのご指名がありましたの

31

よろしくお願いいたします。

1.3

まず流域下水道の維持管理につ

21

した。今後も基本的な考え方は変

70
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年が経

当市の西浦下水処理場は、昭和

維持管理委託の仕様、行政責任の

念される中、民間委託の手法や、

していますが、技術力の低下が懸

元化する方向で組織の再編を予定

んが、平成

年度以降を考慮した

して、いまだ策定をしておりませ

の改築更新を優先に考えておりま

施設の改築更新及び汚泥処理施設

に尽きるのかなと考えています。

承を図っていくか、全てこの一言

市担当職員の技術水準の確保・継

ほとんどの部分を任せることで、

年４月の供用開始以来
年度に、指名競争

過していますが、維持管理につい
捕らえ方、技術力の確保などにつ

中で次年度から各施設の調査を行

職員１名、化学の職員１名で施設

担当課の総括以下、専門が電気の

ては、平成
入札による複数年契約の民間発注

の維持管理を担当しております

が、人事異動により職員が変わる

い、長寿命化計画を策定したいと

こともあり、委託者側として、適

考えております。長寿命化対策工
事に対する懸念といたしまして、

いて検討し改良を加えて行きたい

年度か
長寿命化対策については、平成

年度に建設

と考えています。

設の老朽化が著しく平成
ら改築・更新を実施中であり、今
施設そのものが昭和

ただきたいと思います。

務として求められること、燃料や

つ適切な判断・運転が管理者の責

な流入下水量の増加に対し迅速か

昨今のゲリラ豪雨などのため急激

が見込まれること、合流式であり

業中です。この制度の活用を図

の長寿命化制度の実施に向けて作

援をいただいて、平成

に、昨年度から下水道事業団に支

ますが、既存の設備台帳などを基

は、供用開始から約

年経過し

在、機械 電
･ 気設備の改築更新を
実施しています。管路について

か、ポンプ場、マンホールポンプ

津市におきましては、処理場のほ

お話をさせていただきます。木更

次に、維持管理の現状について

うと懸念しています。

か、大きな判断が必要になるだろ

を行い対応年数の延伸を計るべき

行うべきか、主要部品単位の対策

されたものが大半であり、更新を

す。

今後の大きな課題と認識していま

をどう実施していくのかこれらが

レベルを確認するための機能確認

また、委託対象の各施設の劣化

するのか。

ていくかどうかを、どう監視評価

より、適切な維持管理が実施され

切な予定価格の算出・発注はもと

ます。

桜田です。よろしくお願いいたし

東金市建設経済部下水対策課

◆東金市建設経済部
下水対策課 桜田課長

薬剤等のユーティリティー費用が
り、下水道経営の健全化に向けて

後分流地区の汚水を処理するため

気象条件により変動すること、平

年度から

る問題ですが、昭和

年の供用開

処理場関係の維持管理等に関す

成１２年度から特殊な運転を伴う

ら包括的民間委託にて、まとめて

ております。日常の各施設の保守

を参考に指名競争入札で実施をし

験等の有無を含むアンケート調査

に改築更新計画を立てて事業に先

画の策定状況ですが、緊急措置的

しているところです。長寿命化計

より改築更新工事を

腐食等が生じたため、平成

年度

年経過し、老朽化により
維持管理業務を委託しておりま

点検、簡易な維持補修工事等によ

行着手したなかで、Ｈ

始から

す。発注レベルにつきましては、

る機能確認についても、経年劣化

２ヵ年で計画を策定して、Ｈ

発注に関しましては、事前に経

運転管理とユーティリティー管理

レベルまで判断できているか疑問

年度か

を合わせたレベル２に百三十万円

があります。木更津市の発注仕様

施設について平成

等、

事例が少ないことや、そのマニュ
アルがないことなど、多数の要因
があって包括的民間委託にしてお

◆木更津市都市整備部
参事 兼下水道推進課
三澤課長

％の範

以下の小規模な補修工事を年間

20

ヵ年で実施

の

以

降の改築更新を長寿命化計画に基

、Ｈ

づき実施していく考えです。

長寿命化計画を策定するさいの

書では業務範囲における施設の運

課題として、機器の修繕の台帳

転、維持管理上の責任は、請負者

がおうべきものと定めております

や、維持管理のデータベースの作

囲の枠の中での実施を組み入れま

が、こうしたリスク分担について

ております。

も事由ごとに細かく規定しておく

われば、それにリンクした台帳を

このことによって、市の職員が

作成しなくてはいけないため、な

行っていた帳票事務をはじめ、小

まだまだいろいろな部分で、改

かなか先行して台帳整備に入れな

成が問題になっております。公営

善の余地があると考えておりま

企業法の改正で、公営企業法が変

す。経験のある皆様のご指導をい

必要があるのではないかと考えて

包括的民間委託の課題というこ

規模な維持補修工事の設計・監督

とですが、民間業者に維持管理の

います。
長寿命化計画の策定状況でござ

と感じております。
いますが、現在のところは水処理

業務等、多くの事務が軽減された

して３ヵ年の複数年契約で実施し

四百万円プラスマイナス

17

25 24

りません。
年４

木更津市下水道推進課長 三澤

60

10

23

同様な条件での包括的民間委託の

取り組んでまいります。

60

高度処理を行っていることなど、

13
でございます。

19

10

高瀬下水処理場は、平成
月に供用開始していますが、下水
道経営の健全化のため、維持管理
の効率化、費用の縮減が強く求め
年度から包括的民

られている折、下水道事業団の支
援を受けて、

す。総合評価一般競争入札の導入
や長期契約における契約方式が検
討課題と考えています。
市では、技術者不足の問題もあ

13

50
25

の増設工事も続き運転管理の変更

年度に国の承認を得まして、現

（ 仕 様 書 発 注 ）を 行 い ま し た 。 施

25

34
14
11

間委託レベル２にて管理していま

17

り、施設管理を統合的な組織に一
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長寿命化対策工事の実施に関す

Ｈ
＝

％

％

◆県土整備部下水道課
松重課長

道施設の維持管理、公共下水道の

それでは、各市の方々から伺っ

ています。

た維持管理の実情や課題に対する

計画設計や建設工事の受託などを

支援ということについて、お話し

囲を限定した指標が作成できま

行うことを目的に、千葉県と県内

させていただきます。

す。
もうひとつとして、民間活力を

全市町村の出資を受け設立されま

理者、危険物取扱者、特別産業廃

とになりますが、適正な維持管理

が有利なのかをコスト比較するこ

とができなくなってしまいます。

棄物管理責任者などの資格者を有

下水道公社では、長寿命化計画に

がされていることと、国庫補助対

維持管理に関する業務の受託状

基づく長寿命化対策工事や修繕工

応可能な修繕工事の設計積算がで

況ですが、江戸川左岸流域下水道

事の実施について、設計積算や施

しており、維持管理や建設工事の

では、県の代行・補完機関とし

工管理を支援します。ただし、修

きないと、結局は更新となってし

て、県に代わって運転管理業務の

繕工事積算要領の精査と改訂が必

現場の最前線で力を発揮すること

ほか、専門性の高い電気計装設備

要と考えており、流域下水道にお

ができる、技術者集団であると自

などの保守点検業務、有害物質の

いても同様な事情であることか

まい、制度のメリットを活かすこ

の取組などについて、お話いただ

試験分析業務、汚泥の処分業務、

ら、県との協議・調整を始めたと

負しています。

きたいと思います。よろしくお願

庁舎の清掃業務などを民間業者

次に、下水道公社からも、支援

いします。

に発注し、その指導監督を行い、

◆千葉県下水道公社
常務理事 白井

援業務として、修繕工事の設計・

も行っています。さらに、修繕支

き出し、コスト縮減を図るととも

で、民間の技術力と創意工夫を引

年契約と自由裁量を認めること

包括的民間委託の導入は、複数

ころです。

積算、施工管理を直営で行ってい

に、技術職員の不足を補うことが

目的になると思いますが、行政改

革や財政健全化、下水道組織のあ

年

度から、手賀沼流域下水道では平

り方からの要請という側面もある

し、これらの業務を直営で実施し

務や修繕支援業務を県から受託

すので、下水道公社は履行確認業

包括的民間委託が導入されていま

認と、きちんとした形で検証・評

は、受託者の履行状況の監視・確

対する効果を適正に発揮させるに

ように思います。導入した目的に

成

年度から、維持管理における

印旛沼流域下水道では平成

ます。

す。また、工業薬品類の調達など

結果を定期的に県へ報告していま

千葉県下水道公社の白井でござ
います。

下水道公社は平成４年３月に、

て、簡単にご説明いたします。
下水道知識の普及啓発、流域下水

4
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い状況でもあります。
る懸案としては、工事監理を担当

した。

年程前から包括民間委託の導入

活用した維持管理ということで、

品ごとの修繕を重ねていくことが

ここで 、日 本 下 水 道 事 業 団 か

か、下水道技術検定、電気主任技

ありがとうございました。
の支援をしています。導入のメ

する職員が土木専攻のため、特に

リットや契約図書の作成、履行確

有利なのか、全体を更新したほう

設備機器に対し十分なノウハウを
え ての 支 援 メニュー な どについて 、

ら 、全 国 的 な 状 況 や 、そ れ を 踏 ま

術者、エネルギー管理士、防火管

関東・北陸総合事務所次長

Ｈ

長寿命化計画を策定する際、部

持っていないことから、外部の技
認、評価をご支援しています。

者がある程度参加できる体制をと

％

支援メニューについて簡単に

長寿命化の関係として、下水道施

技術士２名、技術士補３名のほ

術力に頼らざるをえない状況で
お 話いただ き たいと 思いま す 。

す。
維持管理の状況ですが、

るよう指摘され、事業を区分して

兼プロジェクトマネジメント室長

％

＝

年度から低入札

藤本様

平成

＝

＝

（落札率）
Ｈ

％程度

めない状況です。包括的民間委託
ではおおよそ予定価格が
になると想定されるので、財政状
況の厳しい中で、今までより高い

説明させていただきます。維持

ます。

等で理解がもらえないのではない

民間委託の課題としては、職員

設のライフサイクルコストを最小

管理・経営のメニューの中から、

の人事異動や、受託業者の入れ替

化するためのアセットマネジメン
ト手法の導入があります。ＪＳで

わりにより、確実な維持管理体制

ろです。

かと、まだ導入できていないとこ

額で包括をするのはなかなか議会

日本下水道事業団の藤本でござい

発注する体制をとっております。

が、議会等の中で、市内にいる業

から一般競争入札にて実施した

年度

◆日本下水道事業団

19

となっており、長期契約に踏み込

Ｈ

62 53
80

ありがとうございました。

◆県土整備部下水道課
松重課長

10
最初に下水道公社の組織につい

19

22 20

の確保に不安があります。

は「ＡＭＤＢ」を開発しておりま
して、ここに全ての資産をデータ
ベース化してアセットマネジメン
トが簡単にできるようになってい
ます。長寿命化対策についても範

21

68 45

19

21 19
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価を行っておく必要があると思い
ます。

とになろうかと思います。

のほか、物品等調達業務、施設管

転操作・監視業務や保守点検業務

の履行状況確認を支援します。運

持管理について、下水道事業団や

重要になってくると思います。維

られる中で、維持管理がますます

応や事業全体のコスト縮減が求め

これからは、老朽化施設への対

算がはたして妥当なのか非常に判

ています。しかしながら、この積

の実績を元に、独自の積算を行っ

準的な配置人員については、過去

本市では、維持管理における標

◆県土整備部下水道課
松重課長

理業務、環境計測業務、小修繕業
下水道公社に対して、要望や意見

このことから、維持管理受託者

務などの実施状況を確認し、その
などがありましたら、お願いした

三澤課長

評価と改善・指導が必要な事項の
断しかねています。

◆木更津市

提案を行うものです。ただし、各
いと思います。

量など維持管理の方法について、

市で費用を負担してでも指導して

いただければ、自信を持って維持

管理ができるかと思っておりま

す。

◆県土整備部下水道課
松重課長

いろいろ要望や意見をいただき

ありがとうございました。

ましたが、県も広域的な連携につ

そこで、１つ目として適正な積
算をできるような「積算検討会

綻したら」というタイトルのレ

いて検討していかなければと思っ

ポートを読みました。下水道事業

ております。
２つ目は維持管理担当職員の養

議」的な組織を構築していただき

高瀬下水処理場は平成５年から

成で、研修等を実施していただい

たい。各市の状況を踏まえ討議が
日本下水道事業団に委託して建設

宇賀課長

を設置して審議いただく場合に
を進めるとともに、包括的民間委

ていますが、担当職員が減少して

そこで日常直面するような維持

県外でも業者が限定されてきてい

県内でも処理する業者が少なく、

て、複数の市町村において広域的

経営危機となった場合の策とし

しているとのことです。

が入っており、自治体財政を圧迫

の現状で、毎年２兆円弱の繰入金

月間下水道で「下水道経営が破

は、事務局運営支援として、各種

いる中で、参加させたくても思う

管理における課題等について、指

できる場作りを要望します。

資料の作成支援などが想定されま

託の導入や評価についても支援い

ように行かない現状です。

◆船橋市

市の処理場に関する知見がありま
せんので、市の職員の方々と共同
で実施する形が想定されます。
また、包括的民間委託の導入や

桜田課長

ただいています。今後、包括的民

評価の実施も支援します。委員会

◆東金市

すし、また評価委員としての助言

間委託の履行確認および評価は、

最後になりますが、私ども下水

包括的民間委託では、水質の目

非 常に重 要なことと思っていま す 。

発生汚泥の処理方法について、

という形も考えられます。
道公社では、研修生を受け入れて

うことで、知識の習得と経験を積

繕工事の設計積算・施工管理を行

なって維持管理や履行確認、修

すが、下水道公社職員と一緒に

力の維持向上が課題になっていま

技術職員の不足とともに、技術

どのように設定すればよいのか、

ているかどうかを評価する基準を

いのか、施設が効率的に運転され

様書・契約書の中で規定すればよ

注者側がどのようにきめ細かく仕

施設の延命化等を図るために、発

下水道事業団や下水道公社には、

標値を設定しているところです。

て、直面する課題をそれぞれ討議

持管理検討会」的な各市が集まっ

量が少ないと感じています。「維

県内の横のつながりがなく、情報

維持管理については、余りにも

ます。

制を構築していただきたいと思い

導・用務・手助けできるような体

います。

理のルールや方針ができればと思

います。そのような県内の汚泥処

きれば一番良いのではないかと思

どの大きな処理施設で一括処理で

委託している中で、下水道公社な

ます。各市・県でも個別で処理を

といっております。経営危機にな

託を広域的に進めることしかない

ことを前提とした包括的な民間委

単位での一体的な経営を実現する

る経営の効率化を図るか、市町村

マネジメントを実現することによ

な連携を進めることで、一体的な

います。

んでいただければと思います。実

できる場を構築していただけれ

困難な、生きた技術、明日使える

等への対処と併せて、長期契約す

導していくにはどうすれがよいか

限られた人員で効率的に監視・指

結果になると考えています。

ば、それが、職員の資質を高める

ていただいて、電気代や薬品使用

のような下水道プロ集団の方に見

ところです。定期的に下水道公社

理できているのか不安な点が多い

固形燃料化を来年度発注しようと

その一つとして手賀沼で汚泥の

物化に取り組んでいます。

現在、県としては、汚泥の有価

技術の獲得に、貴重な機会になる

るための支援もお願いしていくこ

必要ではないかと思います。

と思いますので、ご一考いただけ

当に自分の処理場がうまく運転管

る前に市町村間で連携する検討も

際に現場で手足を動かしての経験

発注者側がリスクを回避しながら

また、運転管理をしていて、本

は、講習会や研修では得ることが

ればと思います。
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しております。既に東京都では東

◆千葉県下水道公社
常務理事 白井

は、どこに対しても決して見劣り

携わってきたことから、この分野

から整備内容を最終決定せざるを

す。また、工場へ搬出し分解して

判断や機動性が求められます。流

経験に裏付けされた迅速で的確な

得ない面がありますので、豊富な

１つは老朽化しつつある施設の

しないものだと思います。

改築更新や適切な修繕による施設
の延命化ということであり、もう

次に、具体的な支援メニューの
説明です。

品単位の交換を行うかについて、

は、設備全体の更新を行うか、部

包括的民間委託や指定管理者制度

考えます。

ウハウの蓄積が活きてくるものと

１つは効果的、効率的な維持管理

連携のテーマは、施設の改築更

ライフサイクルコストの比較を

手法の導入ということだと考えて

新や修繕による延命化という観点

行って、改築更新工事か長寿命化

下水道公社から、処理場の維持

千葉県から、市町村の処理場の

から、長寿命化計画の策定と改築

管理に関する支援について、ご説

維持管理に関する支援について、

更新、長寿命化対策工事の実施と

の導入支援は、主に日本下水道事

これらが確実なものとなれば、
容などには、それぞれに特色があ

機関ですが、組織の規模や業務内

行・支援を目的として設立された

は、ともに、地方公共団体の代

日本下水道事業団と下水道公社

日 本 下 水 道 事 業 団 は、根 幹 的 な

項を、白丸内に記載しています。

組織の特色について整理した事

した項目です。

制度の導入というピンク色で着色

ら、包括的民間委託、指定管理者

持管理手法の導入という観点か

２つ目は、効果的、効率的な維

一方、長寿命化対策工事や修繕

となどから、主に日本下水道事業

て検討することが効果的であるこ

です。また、機能の向上も合わせ

どを総合的に検討することが必要

器相互の関連性や水質への影響な

理場全体のシステムを把握し、機

ながらの工事となることから、処

改築更新工事は、施設を供用し

いますが、下水道管理者として

に一定の自由裁量が認められて

る包括的民間委託では、受託者

います。

国で約百八十業務の実績を有して

的民間委託関連業務について、全

などの契約手続き業務など、包括

評価案の提案、契約図書作成支援

件等の提案や技術提案書の審査と

予測などの導入事前検討、公募条

業団が担います。現状分析や効果

道に乗せたいと思います。

更 新 計 画の策 定から工事の実 施 ま

特記仕様書による規定が必要で

の積上げ積算と個々の整備内容の

体が負うことになりますので、

の責務は、あくまで地方公共団

な管渠の建設を受託してきまし

一方、下水道公社は、主に主要

千葉県から受託していますが、こ

３終末処理場での履行確認業務を

と関わる現道上の工事が多いこと

地域に精通しており、常に公衆

業務実施計画書の確認から始ま

公社では、受託者から提出される

に下水道公社が担います。下水道

下水道公社では、２流域下水道

巻く環境が大きく変化していま

から機動力を持った組織です。

り、実施体制、運転操作、保守点

6
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京電力に汚泥を炭化にして売却し
ています。千葉県も実施していく
もう一つとしては、リンについ

予定です。

う会社がリン鉱石を輸入し、リン
日本下水道事業団と下水道公社が

対策工事かを選定します。

域下水道における長年の経験とノ

を抽出して肥料の原料として販売
連携して取り組むことによって、

いうオレンジ色で着色した項目が

長寿命化計画の策定に関して

しています。印旛の汚泥を使って
支援の範囲や内容、質の一層の充
１つ目です。

います。

室内試験、工場での実証試験を
実と強化を図ってはどうか、との

明いたします。

行ったところ、リン鉱石の代替資
投げかけをいただきました。

てです。袖ヶ浦市の日本燐酸とい

源として利用可能との判断を戴い

流域のプラントを中心として市町

ります。これらの整理と合わせ、

工事は、主に下水道公社が担いま

次に、ピンク色の部分ですが、

ており、購入のオファーがありま

村さんとの連携もありうると考え

日本下水道事業団と下水道公社と

施 設の 建 設 を 担って き ま し た 。全

す。これらの工事では、部品単位

す。是非、このことについても軌

ております。是非、今後、市町村

国 展 開 してお り 、先 進 的 な 技 術の

重 複 する業 務 範 囲について、
これ

でを 行ってお り 、充 実 した 基 準やマ

下水処理場の維持管理におけ

の皆さんと話し合う機会を持ちた

の連携について、ご説明いたしま

開 発 、処 理 場 建 設 とともに、改 築・

は日 本 下 水 道 事 業 団で、
これは 下

ニュアル類 を所 有していま す 。

団が担うこととなります。

いと考えておりますのでよろしく
す。

水道公社で、というような仕分けを

では、その他に事業団や公社か
ら、なにか組織としてお考えに

しようとするものではありません。

お願いします。

なっていることや、今後の展望な

いずれにするかは、公明正大

た。処理場に関しては、芝山町の

の実績を踏まえて、履行確認は主

要になります。
に、委託側の方に、ご検討いただ

芝山クリーンセンターの建設を受

履行状況の監視や確認が大変重

ども含めて、お話いただければと
思います。

くべきものだと思います。

託しています。

今まで、いろいろな方がお話し

す。従来の建設主体、普及拡大の

年にわたり流域下水

されましたとおり、下水道を取り

事業運営から、維持管理を重視し

また、約

道の維持管理や施設設備の修繕に

検などの履行状況を確認します。

た経営が求められるようになって
います。
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として参画いただき、その検証と

すが、日本下水道事業団には委員

関して評価委員会を組織していま

ける包括的民間委託の事後評価に

ます。花見川第二終末処理場にお

に向かっていかざるを得ないと

す。現状としては包括的民間委託

務縮減がメリットとなっていま

ですが、コスト縮減・発注者の業

試行錯誤しながら行っている状況

ました。

まして、どうもありがとうござい

受託している場合は、事務局の運

直営で管理し人材育成の場にして

です。複数施設があれば、１つは

いうものが見つかっていない状況

ただ、これが一番いい方法だと

思っています。

営を下水道公社が支援することも

また、下水道公社が履行確認を

できます。包括的民間委託の実施

いく方法もあるのではと思ってい

村で抱えている問題点や疑問

今 回 の 座 談 会 で は、 各 市 町

座談会を終えて

評価が進められています。

状況の整理や、受託者の実施結果

ます。

点 が 明 ら か に な り、 と て も 有

意 義 な も の に な り ま し た。 下

水 道 公 社 と し て、 そ れ ら を 支

下水道事業団と下水道公社か

思います。

とでもご相談いただければと

し て 行 き ま す の で、 ど ん な こ

援できる体制をより一層強化

ら、両者の連携ということで、説

支援するもの、というように受け

共下水道の維持管理をきめ細かく

の特色をうまく組み合わせて、公

明がありました。それぞれの組織

◆県土整備部下水道課
松重課長

の検証と評価、委員会への資料作
成などを支援します。
日本下水道事業団と下水道公社
は、市町村の下水処理場の維持管
理に関する課題に対して、連携を
取って、より効果的・効率的に支
援を行う用意がありますのでご一
考いただければと思います。

◆日本下水道事業団
藤本様

本日お話があったことは、ご出

取りました。

席いただいた３市だけの問題・課

下水道公社とは、ここ半年でい
ろいろと協議をして、お互いのメ

今後も、千葉県内の各処理場の

題ではなく、県内全体に言えるこ

維持管理が円滑に進められるよ

とだと思います。
いただきました。改築更新は従来

う、下水道事業団と下水道公社に

リットを市町村の方に活かしてい

通りＪＳで支援させていただきま

ただけるかという観点で作らせて

すが、仮に長寿命化対策工事で部

いただき、充実した支援をお願い

おいては、連携の取組みを進めて
したいと思います。
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品交換のみの工事があるとすれ
ば、ＪＳでは歩掛を持っていない

重な情報提供やご意見をいただき

また、各市の課長様方には、貴

ので実情として辛いのかなと思っ
包括民間委託も始
まったばかりで色々なリスク等を

ています。

などを私ども下水道公社で行いま
評価委員による助言について

す。
は、主に日本下水道事業団が担い

このほかにも、水質や臭気・騒
が設定した要求水準の遵守状況の

音、エネルギー使用量など委託者
確認、技術提案の実施状況の確認

この座談会についてはホームページでもご覧いただけます
▶http://www.chiba-gesui.or.jp/

公益事業 「下水道普及啓発」 の支援強化について

～ 県内市町村への支援について ～
千葉県下水道公社はこれまでも、下水道への関心を高め普及率・水洗化率の向上に資するべく、下水道に関連する啓発品の無料配布や、
インターネット・新聞・フリーペーパー・テレビ・ラジオ等を媒体とした広報活動などを展開してきました。
下水道は、地下に埋設されることから、完成してしまうとその有難さや必要性を忘れ去られてしまいます。まして、整備完了後に出
生した子供たちは、その存在すら気にも留めていないかもしれません。後世にこの偉大な資産をきちんと引き継ぐためにも、
『下水道の
重要性・必要性』をしっかり・正確に啓発していく必要があります。
しかしながら、県や市町村において、団塊の世代の大量退職や新規職員採用の抑制などにより、下水道の普及啓発に人員を確保する
ことが難しくなっています。
こうした中で、下水道公社では市町村の普及啓発について代行・支援を率先して行います。

●出張下水道教室

小学校に出向き、水質浄化実験を通して下水道の役割や水環境への関心向上を促す『下
水道教室』は、即時的な啓発効果のみならず、子供から親へと拡散的な啓発が期待でき
る非常に効果的な事業です。今年度は、約 1,500 人の児童に授業ができました。リピー
ターの学校も多く、先生からも「実験を通して楽しく理解が深められた。」「とてもわか
りやすい。」「子供たちが下水道に興味と関心をもって取組んでいた。」「来年もお願いし
ます。」との感想が寄せられています。
もちろん無料にて、学校との打ち合わせから準備・後片付けまで、公社で行いますの
で、希望される市町村がありましたら、是非公社までご連絡をお願いします。

●大型スクリーンによる啓発

下水道啓発動画を作成し、「千葉駅前」「海浜幕張駅前」「千葉市中央公園」「マリンス
タジアム」「市町村行政サービスセンター」「ショッピングセンター」等の大型スクリー
ンや大型ビジョンにて放映しています。9 月 10 日の「下水道の日」のみではなく、通
年で放映でき、不特定多数の方に下水道の啓発ができます。
放映のための打ち合わせや手続き等、公社で行えます。市役所内等公共施設の大型テ
レビや、市内に大型スクリーンを所有している市町村がありましたら、是非公社までご
連絡をお願いします。

●県内のイベント参画

市町村で行われる各種イベントやお祭り等で、下水道啓発ブースを出展しています。
パネル等を利用した「下水道クイズ」を実施し、参加者に景品や啓発品を無料配布して
います。市民の方に正しい下水道の知識を啓発できます。
今年度は「印旛沼環境フェア」「千葉国体おもてなしゾーン」「花と緑のフェスティバ
ル」等に参画し、1,100 人以上の方に啓発できました。もちろんパネルの貸出しもし
ております。
準備・後片付けまで、公社で行いますので、希望される市町村がありましたら、是非
公社までご連絡をお願いします。

編集後記
千葉ロッテマリーンズの日本一は千葉県民に大き
な感動を与えてくれた。あきらめない「和の野球」
で頂点へ駆け上がった選手達を、誇らしくも羨ま
しく思う自分がいた。チームのために、和の心で
戦った彼らに西村監督は「全員で１つになった」
と、和が結実した瞬間だった。我々も「和」の心で、
県民に大きな感動を与えられるよう尽くしたいと
感じた。

下水道公社は県内全市町村からの基金をもとに設立されており、身近で、
地域性、機動性を持った組織です。上記メニュー以外にも、市町村の代行と
して下水道に関する普及啓発事業を支援いたしますのでご相談ください。

下水道事業相談窓口

下水道施設の維持管理など、下水道事業についての疑問・質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
千葉県下水道公社
管理課
普及啓発担当●酒井

☎043（278）1631
Eメール

soumu@chiba-gesui.or.jp
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