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公益財団法人 水道技術研究センター
（JWRC）
は、
この度、
今後の JWRC 事業の羅針盤となる
「JWRC
事業プラン」をまとめました。
このプランでは、記載した研究調査事業を積極的に展開することにより、実現を目指す水道の姿とし
て、
・持続可能な新たな水道

・安全で強靭な頼もしい水道

・市民とともにある水道

・国際性豊かな水道

・次世代へ着実に引き継げる水道

の５つの姿を掲げました。
さらに、この５つの目指す水道の姿を実現するためには、JWRC の自己改革が必要となることから、
実現を目指す JWRC の姿として、
・水道技術のハブとなる JWRC
という姿を掲げました。
実現を目指す水道の姿は、いずれも従来から多くのところで掲げられてきた目標だと思います。この
ような目標としたのは、近年、水道を取り巻く環境の変化が大きくなってきているにも拘らず、これらの
目標が十分には達成されていないからであり、そのことに危機感を抱いているからに他なりません。
その変化には、大きな構造的変化と予測の難しい不連続な変化の二種類があります。
大きな構造的変化は、日本における人口増加の終わりと減少の始まりでしょう。また、水道の資産の老
朽化も構造的変化の一つです。効率的で経済的な維持管理が問われています。更新のための投資への社
会の理解も求めなければなりません。世界では、全体として人口増加は続き、未だ安全な飲料水を得られ
ない膨大な人口が存在します。物や人の循環のグローバル化はますます拡大しています。世界のこの構
造的変化に対し、日本の水道界は、国際貢献や海外ビジネスのあり方を考え直さなければなりません。地
球環境保全への配慮も水道事業体や水関連企業にとってますます重要になっています。
予測の難しい不連続な変化としては、言うまでもなく、東日本大震災のような災害があります。巨大災
害が今後も日本列島を襲うおそれも予想されています。また、地球規模での気候変動の影響とも言われ
ている異常気象による渇水や高温あるいは洪水は、水道界にとって大きな脅威です。良い不連続な変化
もあります。新技術や新素材の開発により、飛躍的に水処理効率や運転エネルギー効率が良くなってい
ます。情報通信技術の進展は止まるところがありません。
この構造的変化と不連続な変化の二つは複雑かつ多面的に絡まっています。解くべき課題は分離でき
ず、個別の対応では不十分となります。このような状況下にあっても、大きな変化やその影響に果敢に挑
戦し解を見出し、公益的社会システムとしての水道に対する社会の認識を高め、水道をより高度な信頼
性を持つシステムに強めなければなりません。
このプランには、このような JWRC の強く熱い思いが詰め込まれています。そして、不退転の気持ち
で取り組むことの宣言でもあります。JWRC は、JWRC 事業プランに掲げた研究調査事業の実施に全
力を尽くし、目指す水道の姿の実現に邁進します。
公益財団法人 水道技術研究センター
理事長

大垣 眞一郎
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JWRC 事業プランの実施に向けて

第 1 章 JWRC 事業プランの概要
JWRC は、従来から、水道がその時々に抱える問題、課題に対して、JWRC の特長である産官学の
連携、協力の下、それらに対応し、解決するべく、調査、研究、開発に取り組んできました。そして、
その成果の普及や活用、支援により、水道の持続、安全、強靭の確保、実現を目指してきました。
しかし、近年の我が国の社会・経済環境の変化は大きく厳しいものとなってきており、水道を取り巻
く環境に様々な形で複雑かつ多面的に影響を及ぼしてきています。一番の大きな変化は、人口減少社会
の到来です。その影響として、給水量は減少してきており、それとともに料金収入も減少してきていま
す。その結果として、特に中小水道事業体では、経営状況の悪化が顕著となりつつあり、水道事業の存
続に影響を与えかねない状況となっています。また、高度経済成長期に整備された水道は、近年、更新
時期を迎える施設が大幅に増加してきています。しかし、経営状況の悪化も相まって、施設の更新に必
要な投資が行えないなど、さらなる老朽化の進行が懸念されています。水道事業に携わる職員数は、30
年程前に比べて 3 割程度減少し、職員の高齢化も進み、施設や設備の運転管理や維持管理、水質管理等
に関わる問題が生じてきています。技術の維持、継承も課題となっています。これら以外の変化も、水
道の様々な面でその影響が顕在化してきています。
水道に対して複雑かつ多面的に及ぼし合っている影響に対応し、解決していくためには、将来を見据
えた計画的な研究調査事業の実施が必要です。そこで、JWRC は、今後の JWRC 事業の基本となる
「JWRC 事業プラン」を策定することとしました。
図 1 に、JWRC 事業プランとしてまとめた事業の方向性、研究調査事業、目指す水道の姿及び策定
の背景との関係を図示してあります。また、表 1 には、各方向性に則した研究調査事業を、表 2 には、
JWRC の方向性と自己改革の方策を一覧で提示してあります。
JWRC 事業プランでは、５つの事業の方向性を掲げました。
・新しい水道事業経営手法の技術面からの支援
・高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提案
・水道事業の広報活動や CSR＊活動への技術的提案
・水道界における技術継承・人材育成手法の確立
・海外と国内との連携の活性化
＊ CSR(Corporate Social Responsibility)：企業の社会的責任
そして、この５つの方向性に基づく２４の事業を掲げました。
・新たな広域化・官民連携に向けた技術など 6 事業
・水道施設の更新・再構築手法など 8 事業
・市民向け水道 PR・広報手法など 2 事業
・新たな技術継承手法など 3 事業
・海外の水道技術情報の収集と国内への発信など 5 事業
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これらの事業を推進し、次の５つの水道の姿の実現を目指します。
・持続可能な新たな水道
・安全で強靭な頼もしい水道
・市民とともにある水道
・次世代へ着実に引き継げる水道
・国際性豊かな水道
今後、JWRC は、JWRC 事業プランに基づき様々な研究調査事業を推進し、目指す水道の姿を実現
していかなければなりません。そのためには、JWRC が自己改革していくことが必要です。
そこで、JWRC の方向性として、
・ＪＷＲＣの能力向上、機能強化
を掲げました。
そして、次の JWRC の姿の実現を目指します。
・水道技術のハブになるＪＷＲＣ
今回、JWRC が、JWRC 事業プランの策定に至った背景には、近年の我が国の社会・経済環境の大
きな変化と、それらの変化が水道に様々な形で影響を及ぼし、その結果として新たな問題、課題が生じ
ていることにあります。
その我が国の社会・経済環境の変化としては、６つの変化があります。
・人口減少、少子高齢化に起因する社会構造の変動
・社会の成熟化に伴う社会・経済環境の変化
・自然災害の多発や地球規模の気候変動による不確実性の拡大
・社会インフラにおける老朽化施設の増大
・技術の進歩に伴う社会形態の変革
・社会・経済活動におけるグローバル化の進展
また、水道への影響及び問題と課題としては、６つの影響及び問題と課題があります。
・水道使用量の減少を見据えた経営改善
・国内の水道市場の活性化
・自然環境の変化への早急な対応
・進まない水道施設の更新と耐震化
・水道職員の減少と技術継承の困難化
・グローバル化の進展に向けた体制の確立
これらが、JWRC 事業プランの策定の背景としてあり、策定にあたっての前提条件となっています。
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表 １ JWRC 事業プランに掲げた研究調査事業
事業の方向性 （１） 新しい水道事業経営手法の技術面からの支援
1）
新たな広域化・官民連携に向けた技術
2）
多様な給水システム
3）
情報通信技術（ICT、AI、IoT）の活用方法
4）
水道のスマート化
5）
データ管理運用システム
6）
技術評価制度等の拡大と強化
事業の方向性 （２） 高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提案
1）
水道施設の更新・再構築手法
2）
浄水処理技術の改善・向上方策
3）
既存施設の有効利用に向けた手法の充実
4）
水質管理の高度化
5）
新たな維持管理手法
6）
浄水・管路が一体となった研究
7）
新技術・新素材の開発、応用方法
8）
異分野との連携による技術開発、技術応用
事業の方向性 （３） 水道事業の広報活動や CSR 活動への技術的提案
1）
市民向け水道 PR・広報手法
2）
危機管理と市民への周知手法
事業の方向性 （４） 水道界における技術継承・人材育成手法の確立
1）
新たな技術継承手法
2）
新たな人材育成システム
3）
研修会・講習会の拡大と強化
事業の方向性 （５） 海外と国内との連携の活性化
1）
海外の水道技術情報の収集と国内への発信
2）
日本の水道技術情報の海外への発信
3）
海外技術調査の企画、実施
4）
海外研修生の受入れ
5）
海外の水道関係機関との連携
表 ２ JWRC 事業プランを推進するための JWRC の自己改革の方策
JWRC の方向性 （１） JWRC の能力向上、機能強化
1）
研究・技術発表会の開催、参加
2）
技術支援の拡大と強化
3）
災害時の技術応援
4）
水道事業体間の交流制度の確立と仲介
5）
JWRC の人材育成の場としての活用
6）
水道事業体・企業等のニーズ・シーズの収集と発信
7）
JWRC ホームページの充実
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第2章

JWRC 事業の方向性と目指す姿

2.1 研究調査事業の方向性と目指す水道の姿
JWRC は、水道を取り巻く環境の変化やその影響に対応し、解を見出し、水道をより良いものとす
るべく、様々な研究調査事業を展開していきます。これらの研究調査事業の実施にあたり、５つの方
向性を掲げました。そして、５つの方向性に基づく研究調査事業を推進することで、５つの将来の水
道の姿の実現を目指します。
事業の方向性（１） 新しい水道事業経営手法の技術面からの支援
人口減少による給水量の減少、それに伴う料金収入の減少により、経営が悪化する水道事業体
は増加傾向にあります。また、山間部などでは過疎化の進展により、従来と同様な水道水の提供
が難しくなってきている地区が生じてきています。これらの問題、課題は、水道事業の持続を危
うくしかねない要因となっています。一方で、科学や技術の進展は目覚ましく、特に進歩の著し
い情報通信技術の活用により、新たな運営形態の誕生につながることが期待されます。これら
は、従来の水道という枠組みからの変革、脱却を意味することとなります。
したがって、事業の方向性の１つ目は、
「新しい水道事業経営手法の技術面からの支援」とし
ました。
JWRC は、この方向性に則した事業を推進し、水道の新たな経営モデルを構築し、
「持続可能
な新たな水道」の実現を目指します。
事業の方向性（２） 高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提案
我が国の高度経済成長期に整備された水道施設は、その多くが更新時期を迎えています。ま
た、施設整備が進んだ水道では、適切な維持管理が求められとぃます。しかし、経営状況の悪化
も相まって、更新も維持管理も滞っている状況にあります。また、近年の地球規模の気候変動に
起因する豪雨や渇水の深刻化、地震などの自然災害の頻発化や被害の甚大化への対応は、待った
なしの状況となっています。このような状況にも拘らず、水道普及率が 97％を超えるまでに成
熟した我が国の水道は、新たな投資や技術開発などへの意欲が低下してきています。緩速ろ過か
ら始まった浄水処理技術に急速ろ過が開発、導入され、近年では膜ろ過や紫外線照射処理が新た
に加わったように、水道事業の発展や問題解決には、新技術、新素材の開発、導入は欠かすこと
ができません。また、新技術や新素材の芽は、異分野の中に存在する場合が多々あります。
したがって、事業の方向性の２つ目は、
「高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提
案」としました。
JWRC は、この方向性に則した事業を推進し、新たな発想を吹き込み、
「安全で強靭な頼もし
い水道」の実現を目指します。
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事業の方向性（３） 水道事業の広報活動や CSR 活動への技術的提案
水道は、市民や企業など水道使用者からの料金収入で成り立っています。また、水道は、災害
時や事故時の断水など人々の生活や社会活動に大きな影響を与えることがあります。社会の成
熟とともに社会を構成する人々の意識も変化してきています。今日の社会は、水道に対して、説
明責任と情報公開を求めてきています。今後、災害時や事故時、さらには、水道料金の値上げや
水道工事の実施などの際には、社会への状況説明や必要性の説明などが欠かせなくなるものと
想定されます。すなわち、社会と水道との双方向のコミュニケーションが重要となります。
したがって、事業の方向性の３つ目は、
「水道事業の広報活動や CSR 活動への技術的提案」と
しました。
JWRC は、この方向性に則した事業を推進し、水道に対する市民からの信頼を高め、
「市民と
ともにある水道」の実現を目指します。
事業の方向性（４） 水道界における技術継承・人材育成手法の確立
水道事業に限らず、全ての事業が成り立ち、存続していくための根本の 1 つは、
「人・人材」
です。水道事業は、サービス産業であり、装置産業でもあります。したがって、人による部分、
経験による部分が大きい事業です。我が国の高度経済成長から低成長への大きな変化に対応し
て、官民各組織の職員・社員の採用は、大量採用から少数精鋭へと変化してきています。その結
果、事業運営において経験による部分が大きい水道事業では、従来の技術継承や人材育成方法が
機能不全に陥っている状況がみられます。これらの問題は、水道事業の中での世代交代を進める
にあたり、足枷となりかねません。
したがって、事業の方向性の 4 つ目は、
「水道界における技術継承・人材育成手法の確立」と
しました。
JWRC は、この方向性に則した事業を推進し、水道関係者の専門知識や経験の蓄積と向上を
促し、
「次世代へ着実に引き継げる水道」の実現を目指します。
事業の方向性（５） 海外と国内との連携の活性化
近年、水道事業体による国際貢献や水関連企業による海外ビジネスに関する話題に事欠くこ
とがありません。我が国における水道の高度な発展、成熟に伴い、水道事業体にとっては経験や
ノウハウを活かした国際貢献の場として、水関連企業にとっては培ってきた技術力や資機材の
ビジネスの場として、海外進出は不可欠な状況になりつつあります。また、開発途上国を中心に
水道の整備を進めている国々にとって、我が国の水道が有する高い技術力や資機材、システム、
そして経験に対する需要は年々増加してきています。
一方、我が国の近代水道の創生は海外の水道技術なしには語れません。水道が高度に発展した
今日でも、海外の進んだ水道技術、経営方法等の中に、我が国の水道が抱える問題の解決策を見
出せる可能性は益々高まってきています。
したがって、事業の方向性の 5 つ目は、
「海外と国内との連携の活性化」としました。
JWRC は、この方向性に則した事業を推進し、世界における日本の水道の存在価値を高め、
「国際性豊かな水道」の実現を目指します。
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2.2 JWRC の方向性と目指す JWRC の姿
JWRC は、今後、上記５つの事業の方向性に基づく様々な研究調査事業を推進していくことで、５
つの目指す水道の姿を実現していかなければなりません。
そのためには、JWRC の自己改革が必要です。そこで、JWRC の方向性及び目指す JWRC の姿を
設定しました。
JWRC の方向性（１） ＪＷＲＣの能力向上、機能強化
JWRC は、今後、JWRC 事業プランに掲げた様々な研究調査事業を推進し、持続可能な新た
な水道、安全で強靭な頼もしい水道、市民とともにある水道、次世代へ着実に引き継げる水道、
そして、国際性豊かな水道の実現を目指していくこととなります。
そのためには、JWRC 自体の能力を向上させ、機能を強化していかなければなりません。そ
して、産官学の連携、協力のもと、事業を適切かつ確実に運営、実施していかなければなりませ
ん。
したがって、JWRC の方向性は、
「ＪＷＲＣの能力向上、機能強化」としました。
JWRC は、この方向性に則した取り組みを進め、JWRC が水道技術の研究、調査、開発、
普及、活用、相談、支援の場、水道の技術継承・人材育成の場、そして、国内外の水道技術情報
の受発信の場となるべく、JWRC の自己改革を進め、
「水道技術のハブとなるＪＷＲＣ」の実現
を目指します。
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第3章

将来に向けた JWRC 事業

3.1 水道の将来に向けた研究調査事業
事業の方向性として５つの方向性を設定しました。この方向性に則した事業として、
・新しい水道事業経営手法の技術面からの支援に係る事業として 6 事業
・高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提案に係る事業として 8 事業
・水道事業の広報活動や CSR 活動への技術的提案に係る事業として 2 事業
・水道界における技術継承・人材育成手法の確立に係る事業として 3 事業
・海外と国内との連携の活性化に係る事業として 5 事業
の合計で 24 の研究調査事業を設定しました。
水道の将来に向けた研究調査事業の具体的内容及び項目を以下に示します。
項目うち、
《 》
書きは、
現在実施中の事業名、プロジェクト名です。
（１） 新しい水道事業経営手法の技術面からの支援に係る研究調査事業
１） 新たな広域化・官民連携に向けた技術
広域化・官民連携実施時の様々な技術的課題への対応や、広域化・官民連携の効率的な事業運
営に係る技術やシステムに関する研究、調査、開発に取り組みます。
・広域化・官民連携実施時の技術面における課題と具体的解決策
・広域化・官民連携における効率的な事業運営のための技術的方策
２） 多様な給水システム
人口減少により給水人口密度が低下した地域の小規模水道事業や水道管路の布設が困難な水
道未普及地域への対応など、給水効率の低下に対し、効率的かつ安全な水の確保の手法に関する
研究、調査、開発に取り組みます。
・給水地域縮小・分散時における多様な効率的水供給手法《小規模水道等の事業経営》
・局地的小規模浄水施設、省スペースかつ維持管理の簡易な浄水処理技術《小規模水道等の事
業経営》
３） 情報通信技術（ICT＊１、AI＊２、IoT＊３）の活用方法
進展著しい情報通信技術を活用した運転・監視管理の遠隔化や収集したデータのビックデー
タ解析による維持管理の迅速化等に向けた研究、調査、開発に取り組みます。
・水道施設の効率的、効果的な遠隔自動管理システム《厚生労働科学研究費補助金》
・IoT・ビッグデータ解析・AI 等を活用した水量、水圧、水質管理手法、自動化手法
＊１ ICT(Information and Communications Technology)：情報通信技術
＊２ AI(Artificial Intelligence)：人工知能
＊３ IoT(Internet of Things)：様々な「もの（物）
」がインターネットに接続され、情報交換すること
により相互に制御する仕組み

４） 水道のスマート化
インターネットや高感度センサー等を活用し、運転管理の適正化、維持管理の効率化、サービ
スの向上等につながる水道のスマート化に向けた研究、調査、開発に取り組みます。
・水量、水圧、水質等の見える化によるサービス向上策《水道のスマート化》
・水道スマートメーターによる漏水の検知や配水管水圧の適正化手法
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５） データ管理運用システム
効率的な事業運営や円滑な広域化、迅速な災害応援に向けた、データの有効活用、管理運用方
法に関する研究、調査、開発に取り組みます。
・データ管理運用におけるデータ形式や記録フォーマット等の共通化、標準化《管路情報デー
タベース》
・維持管理の効率化や顧客満足度向上に向けたビッグデータの有効活用
６） 技術評価制度等の拡大と強化
水道事業体が新たな技術や新型の設備の採用・導入に際し、その判断基準として利用されてい
る技術評価制度等の拡大と強化に取り組みます。
・技術評価等の登録製品、機器、設備の拡大
・新たな技術評価制度の創設、運用《公募型実証研究支援制度＊》
＊公募型実証研究支援制度：水道技術の適正かつ迅速な開発を目的に、技術開発企業と実証フィールド提供
水道事業体とのマッチング及び実証研究の指導・助言を行う研究支援制度

（２） 高度で強靭な水道システムの構築に向けた手法の提案に係る研究調査事業
１） 水道施設の更新・再構築手法
今後増大する施設更新、将来の水需要減少下における施設再構築、災害時の施設被害の軽減や
施設更新・再構築の促進に関する研究、調査、開発に取り組みます。
・将来の水需要を考慮した効率的かつ効果的な施設更新・再構築手法《管路技術共同研究》
・被災時の対応力向上を目指した施設再構築手法
・水道の社会的効用の算定
２） 浄水処理技術の改善・向上方策
自然環境の変化に伴い新たに発生してきている浄水処理障害への対策や地球環境保全に向け
た水処理技術の省エネルギー化に関する研究、調査、開発に取り組みます。
・高濁度原水、冬季のカビ臭、ピコプランクトンなどによる浄水処理障害に対する対応策
《A-Batons プロジェクト》
・水処理技術の省エネルギー化
３） 既存施設の有効利用に向けた手法の充実
水道が有する膨大な施設・設備の有効利用や効果的活用に向けた運転管理、施設・設備運用手
法の研究、調査、開発に取り組みます。
・既存の施設・設備の存在価値、資産価値を付加する運用手法、システム
４） 水質管理の高度化
水道使用者のニーズの変化による美味しい水への要求の高まりや人口減少等による水需要減
少に伴う管路内の水質劣化などへの対応に関する調査、研究、開発に取り組みます。
・管路内の残留塩素濃度の低下に対応する水質管理手法《厚生労働科学研究費補助金》
・ICT、IoT を活用した効率化な管路内の水質管理手法《管路技術共同研究》
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５） 新たな維持管理手法
職員の減少や技術継承の困難化等の課題がある中で、将来における現在と同等程度以上の施
設の維持管理水準の確保、実施に関する調査、研究、開発に取り組みます。
・ICT、IoT の活用による施設の効率的維持管理手法《水道のスマート化》
・予防保全型維持管理手法の開発
６） 浄水・管路を一体とした研究
水道の水量、水圧、水質に関する課題等、取水から導水、浄水、送水、配水、給水までを水道
システムとして一体的に捉える必要のある総合的な課題に関する調査、研究、開発に取り組みま
す。
・浄水から送・配水、給水にわたる残留塩素濃度管理手法の研究
・浄水処理及び配水管理に関連する管路内の生物増殖抑制手法に関する研究
７） 新技術・新素材の開発、応用方法
水道の問題、課題の解決につながる新技術・新素材の開発や他分野で開発・導入された新技
術・新素材の応用方法の調査、研究、開発に取り組みます。
・UV-LED 紫外線照射装置＊やスマートメーター等、新技術・新素材の応用方法《技術認定制度》
・水の位置エネルギーを利用した浄水処理方法の開発等、環境に配慮した水道システム
＊

UV-LED 紫外線照射装置：紫外線域の LED 光源による紫外線照射装置

８） 異分野との連携による技術開発、技術応用
水道を単独で考えるのではなく、下水道・廃棄物・エネルギーなどとともに公益的社会インフ
ラの全体像の中で捉える必要があります。関連する異分野の新たな視点から、水道の問題や課題
を見つめ、解決策を探ることに関する調査、研究、開発に取り組みます。
・講習会等での異業種に関する講義の実施など異分野との交流の場の提供《ＪＷＲＣ水道技
術セミナー、ＪＷＲＣ地域水道講習会》
・他のライフラインである電気・ガス・通信等との協業の方策《水道のスマート化》
・異分野との共同研究など新たなプラットフォームの構築
（３） 水道事業の広報活動や CSR 活動への技術的提案に係る研究調査事業
１） 市民向け水道 PR・広報手法
水道施設の老朽化、水道料金の値上げ等、水道事業が直面している問題や課題、今後の水道の
理想像について、市民の理解を深めていく手法に関する調査、研究、開発に取り組みます。
・市民への広報手法の確立
・市民向けの PR ビデオの作成
２） 危機管理と市民への周知手法
様々な自然災害に対して、災害時における水道水の確保、市民との情報共有や被害の予防に関
する調査、研究、開発に取り組みます。
・被害の予防策、軽減策や早期復旧策
・災害時の水質の確保、断水時の対応法などの災害時対応マニュアルの作成
・市民への被害関連情報等の周知手法の確立
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（４） 水道界における技術継承・人材育成手法の確立に係る研究調査事業
１） 新たな技術継承手法
浄水設備の運転管理や管路の維持管理等、水道に関する技術やノウハウを円滑かつ確実に継
承する手法に関する調査、研究、開発に取り組みます。
・浄水処理に関する技術やノウハウのデータベースの構築《A-Batons プロジェクト》
・管路の事故対応に関する技術やノウハウのデータベースの構築《管路情報データベース》
・ICT を活用した技術継承手法の開発《A-Batons プロジェクト》
２） 新たな人材育成システム
水道を今後とも持続し、発展させている根本は、人・人材です。この人・人材の育成手法に関
する調査、研究、開発に取り組みます。
・人材育成用の学習教材のデータベースの構築《A-Batons プロジェクト》
・ICT を活用した人材育成手法の開発《A-Batons プロジェクト》
・動画や ICT を活用した疑似体験のできる教材の開発
３） 研修会・講習会の拡大と強化
水道の技術系関係者の能力向上を目的に、特に中小規模事業体職員が参加しやすい研修会・講
習会の拡大と強化に取り組みます。
・研修会・講習会を都道府県庁所在地で開催する等、研修会・講習会の全国展開《ＪＷＲＣ水
道技術講習会、膜ろ過浄水施設研修会、紫外線処理設備研修会》
・地域の近隣水道事業体間の関係強化につながる研修・講習項目の実施、充実《浄水処理ワー
クショップ、ＪＷＲＣ水道講座》
（５） 海外と国内との連携の活性化に係る研究調査事業
１） 海外の水道技術情報の収集と国内への発信
海外の水道技術情報や各国水道関係者による現地レポート等の収集、発信など、先進国、開発
途上国や地域を問わず様々な水道技術情報を俯瞰でき、水道を考えるうえでの新たな検討材料、
異なる視点となる情報の提供に取り組みます。
・海外の水道技術情報の収集と国内への発信《NewTap プロジェクト＊、水道の国際比較》
・国際機関や国外団体の支援等による上水道プロジェクト情報の収集と発信《NewTap プロジ
ェクト》
・世界の水道情報ハブへの展開
＊

NewTap(Network on Water Technology of Asia and Pacific )プロジェクト：JWRC が収集,
発信しているアジア各国の水道技術に関する英語による現地レポート

２） 日本の水道技術情報の海外への発信
海外の水道事業における日本の影響力を高めることを目指して、日本の水道における技術や
事業運営の知見・経験に関する情報の海外への発信に取り組みます。
・日本の水道事業や技術を海外水道関係者へ周知、意見交換《水道技術国際シンポジウム＊》
・日本の水道技術情報の英文による発信《NewTap プロジェクト、水道事業の国際比較》
＊

水道技術国際シンポジウム：JWRC と神戸市、横浜市との共催により開催される、日本における
唯一の水道技術に関する国際会議
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３） 海外技術調査の企画、実施
経営面や技術面でのニーズの変化に対応し、国内の課題解決や将来の政策立案に役立てる新
たな視点として、諸外国の政策や技術について現地調査の企画、実施に取り組みます。
・海外の技術や動向に関する現地調査の企画、立案、実施《水道のスマート化》
４） 海外研修生の受入れ
世界の水道をより良いものへと変え、そこで暮らす人々の生活をより良くすることの一助と
なるべく、各国の水道関係者や研修生の積極的な受入れに取り組みます。
・海外研修生等向けの研修プログラムの立案、作成、提供《海外研修生の受入れ》
・日本の水道事業体、水関連企業等と連携した研修の実施《海外研修生の受入れ》
・海外の水道関係者や研修生を対象とした研修会の開催拡大
５） 海外の水道関係機関との連携
我が国の水道事業体、企業の国際展開が進む中で、国際的かつ共通の課題はもちろんのこと、
国別の個々の課題についても対処することが必要となってきています。そこで、海外の技術、ノ
ウハウに関する情報収集の一環として、海外関係機関との連携の活用、拡大に取り組みます。
・海外関係機関との連携の活用、拡大《Watershare プロジェクト＊、国際会議等への参加》
・海外関係機関から得た情報の発信《Watershare プロジェクト、NewTap プロジェクト》
＊ Watershare プロジェクト：オランダ水循環研究所(KWR)が主催する世界の水関連機関のネットワーク

3.2 JWRC の自己改革に向けた方策
JWRC は、JWRC の方向性に基づき自己改革を進め、目指す JWRC の姿の実現に努めていきま
す。そして、事業の方向性に則した研究調査事業を全力で推進し、目指す水道の姿の実現に積極的に
取り組んでいきます。
JWRC の自己改革に向けた方策の具体的内容及び項目を以下に示します。
（１） ＪＷＲＣの能力向上、機能強化に係る方策
１） 研究・技術発表会の開催、参加
研究・技術発表会は、最新の水道技術の共有に加え、水道事業体や企業、学識者との交流の場
でもあります。今後もこのような場を提供していくとともに、研究・技術発表会の質を高めてい
きます。また、外部の研究会等に積極的に参加し、専門知識の習得、技術情報の収集に努めます。
・研修会・講習会の開催の拡大、内容の充実《膜ろ過浄水施設研修会、紫外線処理設備研修会、
ＪＷＲＣ地域水道講習会、ＪＷＲＣ水道技術セミナー》
・新技術や異分野と合同のシンポジウム・研究発表会の企画、開催《水道のスマート化》
・国内研究発表会や国際会議等への参加
２） 技術支援の拡大と強化
水道事業体や企業への支援を目的に水道事業の国内外の先進事例の収集や発信、技術的相談
対応の強化等により、水道技術に関する問題解決に役立つ技術支援を拡充します。
・国内外の水道事業に関する先進事例、有効事例等の事例集の作成《管路技術共同研究》
・PI＊による現状分析ツールの提供《PI の分析活用》
・水道技術に関する相談対応の強化《ＪＷＲＣ技術相談室》
＊

PI(Performance Indicator)：業務指標
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３） 災害時の技術応援
災害時の技術応援の円滑な実施に向けて、災害時に必要となる技術や資機材情報の収集、整
理、応援体制の構築に取り組みます。また、災害発生時には迅速な技術応援に努めます。
・ＪＷＲＣの災害時対応体制の構築
・災害への備えとしての簡易浄水装置等の情報の収集と整理
・災害時における迅速な情報収集と的確な情報提供
４） 水道事業体間の交流制度の確立と仲介
水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するためは、広域統合や広域連携が求められていま
す。また、災害時等の非常時には水道事業体間で協力して対応することが重要です。このような
水道事業体間の連携を推進し、水道事業体同士のコミュニケーションの強化を図ります。
・事業体間の交流を深める手助け《ＪＷＲＣ水道技術講習会、浄水処理ワークショップ》
５） JWRC の人材育成の場としての活用
JWRC は、産官学連携の場として、バックグラウンドを異にする若手からベテラン、技術か
ら事務までの多様な人材で組織され、業務を行っています。このような場を有する JWRC 自体
を産官学の人材育成の場として活用します。
・産官学の多様な人材のさらなる受入れ
・現場見学やプレゼン手法研修など研修プログラムの充実
６） 水道事業体・企業等のニーズ・シーズの収集と発信
JWRC は、水道事業体のニーズ（問題、課題）と企業のシーズ（技術、ノウハウ）の両方の
情報を知ることの出来る立場にあります。そこで、JWRC が有する情報を活用し、ニーズとシ
ーズとのミスマッチを解消し、企業の技術開発の迅速化や水道事業体の技術導入の促進を図り
ます。
・水道事業体・企業等のニーズ・シーズの収集と発信
・水道事業体と企業のマッチングシステムの構築《公募型実証研究支援制度》
・水道事業体同士のマッチングシステムの構築
７） JWRC ホームページの充実
ホームページでの研究調査成果の周知、英語ページの拡充、JWRC の広報の増強など、ホー
ムページを充実し、インターネットによる情報発信力を強化します。
・ホームページのユーザビリティ＊１の向上
・研究調査成果や水道トピックス等のコンテンツの充実
・多様な情報媒体（メール配信や SNS＊２）の活用
＊１ ユーザビリティ：ソフトウェアや Web サイトの使いやすさ
＊２ SNS(Social Networking Service)：人同士のつながりを電子化するサービス
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第 4 章 JWRC 事業環境の変化 － JWRC 事業プラン策定の背景 ―
今回、JWRC 事業プランを策定した背景としては、JWRC 事業を取り巻く環境が大きく変化してき
ていることにあります。それは、取りも直さず我が国の社会を取り巻く環境が大きく変化してきている
からです。そして、その大きな変化が水道に複雑かつ多面的に影響し、新たな問題と課題が生じてきて
います。
プラン策定にあたり、
我が国の社会を取り巻く環境の変化として、
６つの主な変化を取り上げました。
・人口減少、少子高齢化に起因する社会構造の変動
・社会の成熟化に伴う社会・経済環境の変化
・自然災害の多発や地球規模の気候変動による不確実性の拡大
・社会インフラにおける老朽化施設の増大
・技術の進歩に伴う社会形態の変革
・社会・経済活動におけるグローバル化の進展
そして、これらの影響による水道の問題と課題として、６つの主な問題と課題を取り上げました。
・水道使用量の減少を見据えた経営改善
・国内の水道市場の活性化
・自然環境の変化への早急な対応
・進まない水道施設の更新と耐震化
・水道職員の減少と技術継承の困難化
・グローバル化の進展に向けた体制の確立
4.1

日本社会を取り巻く環境の変化

（１） 人口減少、少子高齢化に起因する社会構造の変動
我が国は、世界的にも稀な人口減少、少子高齢社会に入ってきています。国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）
」における出生中位・死亡中位推計に
よれば、2010 年時点 1 億 2,806 万人の人口は、2048 年に 1 億人を割り、2060 年には
9,000 万人を下回り 8,674 万人となると予測しています。この 50 年間で約 3 分の 1 の人口
が減少することとなります（図２）
。また、高齢化率（65 歳以上人口の総人口に対する割合）は、
2010 年の 23%から、2013 年には 25%、50 年後の 2060 年には 40%になると見込まれ
ています。
従来の人口増加を前提としてきた事業活動や、税・社会福祉のあり方について、大きな変革が
迫られています。

図２ 日本の人口推移（出典: 平成 24 年度版情報通信白書）
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（２） 社会の成熟化に伴う社会・経済環境の変化
技術革新が新商品をつくり、新たな需要を生み出してきた高度経済成長時代の社会構造は、20
世紀の終盤に転換期を迎えました。国内需要の低迷と新興国の旺盛な需要が、企業の海外シフト
に拍車をかけ、国内の雇用を巡る環境は厳しくなってきています。とりわけ地方経済は、雇用機
会が激減し、若年層は大都市圏へ流出（図３）
、税収の落ち込みなど、負の連鎖に陥っています。
競争の激化と地域間格差に加え、右肩上がりの社会構造の終焉、社会保障制度等への不安など
が、特に若年層を中心に不安と歪を感じる要因となっています。

図３ 東京圏及び三大都市圏の人口が総人口に占める割合（出典: 平成 24 年度版情報通信白書）

（３） 自然災害の多発や地球規模の気候変動による不確実性の拡大
阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震をはじめとする巨大地震の頻発（表 3）
、火山活動の
活発化、地球規模の気候変動による異常な豪雨や渇水など、自然災害の頻発や自然環境の大きな変
化により不確実性がますます高まってきています。
自然環境の変化が大きく、また、大規模地震の発生が予測されている今日、自然環境の変化や自
然災害の発生への対応、備えは待ったなしの状況です。
主な地震による被害
地震名等

発生日

最大震度

地震規模(M)

断水戸数

最大断水日数

平成7年1月17日

7

7.3

約1,300,000戸

約3ヶ月

平成16年10月23日

7

6.8

約130,000戸

能登半島地震

平成19年3月25日

6強

6.9

約13,000戸

13日

新潟県中越沖地震

平成19年7月16日

6強

6.8

約59,000戸

20日

岩手・宮城内陸地震

平成20年6月14日

6強

7.2

約5,500戸

（全戸避難地区等を除く）

岩手県沿岸北部を震源とする地震

平成20年7月24日

6弱

6.8

約1,400戸

12日

駿河湾を震源とする地震

平成21年8月11日

6弱

6.5

約75,000戸

阪神・淡路大震災
新潟県中越地震

東日本大震災
長野県神域断層地震
熊本地震

平成23年3月11日

7

9.0

約2,567,000戸

平成26年11月22日

6弱

6.7

約13,000戸

平成28年4月16日

7

7.3

約456,000戸

約1ヶ月
（道路復旧等影響地域を除く）

18日

3日
約5ヶ月
（津波地区等を除く）

24日
40日
（南阿蘇村2戸を除く）

表 3 近年の自然災害による水道の被害状況（出典: 平成 26 年度 厚生労働省水道課/熊本地震を追記）

15

（４） 社会インフラにおける老朽化施設の増大
我が国の高度経済成長期に建設された社会インフラの老朽化が社会問題となってきています。
耐用年数を迎えた施設を同一機能で更新すると仮定した場合、その維持管理・更新費は今後急増
し、2030 年頃には現在と比べ約 2 倍になると予測されています（図４）
。
安全・安心な社会インフラが我が国の社会基盤となり、様々な社会・経済活動の基礎となって
います。その機能を維持するための対応が急務となっています。

図４ 国土基盤ストックの維持管理・更新費の将来見通し（全国）
（出典: 平成 24 年度版情報通信白書）

（５） 技術の進歩に伴う社会形態の変革
1990 年代半ばから人々の生活に浸透しはじめたインターネットやモバイル端末は、世界をボ
ーダレスへと導き、時間や空間に存在した距離を無に変えてしまいました（図５）
。また、製造業
やサービス業における自動化やシステム化は業務形態を激変させました。自動化やシステム化に
より、業務の効率化、遠隔化などが進展した一方で、新た技術の習得や操作手順のブラックボッ
クス化などが生じてきています。
技術の進歩は、従来とは全く別の社会形態を創造しています。それとともに、生活や働き方、
社会のあり方も大きく変わり続けています。

図５ インターネット普及率の推移（出典: 平成 25 年度厚生労働白書）
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（６） 社会・経済活動におけるグローバル化の進展
我が国を含む先進国の高度経済成長が終わりを迎える頃に東西冷戦が終結し、安価で豊富な労
働市場の開放が経済のグローバル化を一気に加速させました。我が国では、バブル景気の崩壊以
降、国内需要が冷え込む中、国内企業も生産・販売の拠点を海外に求めるようになりました（図
６）
。
一方で、国内市場のグローバル化も進んできています。競争相手は国内企業だけではなく、海
外企業をも考慮しなければならないのが現状です。
新興国が台頭し、顧客や競争相手がグローバル化する環境の下、その流れを受け止め自己変革
に成功するか否かが、その企業や事業の存在や意義、価値の明暗を大きく分ける状況となってい
ます。

図 6 海外現地生産比率の推移及び見通し（製造業）
（出典: 平成 25 年度厚生労働白書）

4.2

水道への影響及び問題と課題

（１） 水道使用量の減少を見据えた経営改善
我が国の人口減少に対応して、有収水量は平成 12 年（2000 年）をピークに減少に転じ、約
40 年後にはピーク時の約 60％にまで減少することが推計されています（図 7）
。この人口減少
に伴う料金収入の減少は、水道事業の経営状況をますます厳しいものとしています。特に中小規
模水道事業体では顕著となります。経営状況の悪化により、本来行うべき施設の更新など必要な
投資が行えず、老朽化がさらに進行することが懸念されています。
従来の人口増加を前提とした事業経営から人口減少を前提として事業経営への転換、創造が求
められています。

図 7 人口減少社会の水道事業（出典：厚生労働省水道課）
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（２） 国内の水道市場の活性化
水道は整備・拡張の時代から維持・更新の時代へ、すなわち、成熟した社会インフラへと移っ
てきています。施設の更新は、財政や人材の確保が困難なことなどから進捗が上がりません。ま
た、維持・更新にあたっては、現在や将来の問題、課題に対応するために新技術や新素材を必要
としますが、現状維持・確保で手一杯で、新技術や新素材の導入にまでいたらない場合もみられ
ます。このようなことから、国内の水道市場への投資は水道事業体、水関連企業とも減少傾向に
あります。
全ての社会・経済活動の基盤となる水道を健全に維持・向上させ、水道サービスを高水準に持
続していくためには、水道事業体はもとより水関連企業が継続して投資できる市場環境を構築し
ていくことが必要です。
（３） 自然環境の変化への早急な対応
地球規模の気候変動に起因するといわれる降雨や降雪の減少、その一方で豪雨の多発化などが
生じています。その結果として、渇水や原水濁度の急激な上昇などが起きています。また、気温
上昇は、河川や湖沼の水質に変化をきたしています。自然の恵みである水とともにある水道は、
これらの変化に対応していかなければなりません。
また、我が国は自然災害多発国です。その災害の原因も、地震、豪雨、地滑り、火山噴火やその
二次的災害である津波、土石流など多々あります。これらにより、水道は、様々な形の被害を受
けるおそれがあります。自然災害に対しては、その発生を前提に、ハード・ソフトの両面で防災
及び減災に係る対策を進める必要性があります。
（４） 進まない水道施設の更新と耐震化
我が国の高度経済成長期に整備された水道施設、とりわけ老朽化が進行する水道管路は、更新
事業費の確保が追いつかず、経年化率は上昇の一途を辿っています（図８）
。現状の更新率のまま
推移するとした場合、全ての管路の更新に約 130 年かかる計算となっています。また、大規模地
震の発生が予測されている中、配水池や浄水施設の耐震化率、基幹管路の耐震適合率は思うよう
な上昇には至っていません。
ライフラインとしての水道の重要性が増すなか、水道施設の更新や耐震化は喫緊の課題となっ
ています。

図 8 法定耐用年数の 1.25 倍による更新費用の試算（出典：厚生労働省水道課）
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（５） 水道職員の減少と技術継承の困難化
水道事業に携わる職員数は約 30 年前に比べて 3 割程度減少し、職員の高齢化も進んできてい
ます（図 9）
。特に小規模の水道事業体ほど職員数が少なく、単独で事業の基盤強化を図ることが
困難になりつつあります。
また、施設・設備の運転制御の自動化やシステム化は、業務の効率化や省力化を推進しました
が、一方で、職員の現場経験や技術習熟の機会の減少を引き起こしています。その結果、職員の
減少もあり、技術の維持、継承が課題となっています。

図 9 水道職員の減少と技術継承の困難化（出典：水道統計（H24））

（６） グローバル化の進展に向けた体制の確立
水道の整備に取り組む開発途上国を中心に、我が国の水道に関する優れた技術や事業経営に対
する期待が高まるってきています。それを受けて、我が国の多くの水道事業体や水関連企業が、
国際貢献や海外ビジネスの一環として海外へ進出しています。しかし、進出先の国や地域の実情
は様々であり、我が国の技術やノウハウがそのまま使える状況にはありません。現地の水道の現
状やニーズなど海外の水道に関する技術情報を必要としています。一方で、我が国の水道の問題
や課題への対応や解決のためには、海外の水道先進国の技術情報等を必要としています。
グローバル化が進展する中で、国内の課題だけでなく、各国ごとの課題、さらには、国際的か
つ共通の課題についても対処でき、将来の水道を考えるうえでの新たな検討材料、異なる視点な
ど国際的な視野を持つことの出来る仕組みが必要となってきています。
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第5章

JWRC 事業プランの実施に向けて

JWRC は、日本社会を取り巻く環境の大きな変化により水道が受ける様々な影響に対応し、解を見出
すために、JWRC 事業プランに掲げた事業を積極的に推進していきます。
そのためには、事業に取り組む体制として、JWRC の特長の１つである産官学の連携、協力を強化し、
協働へと拡大していくことが必要となります。さらに、従来の産官学の連携、協力に加え、JWRC を媒
介とする産と官、官と官などの協働も必要となります。そして、水道事業体や水関連企業とだけでなく
異分野の企業や海外の水道関係機関、水関連企業と協働する体制も構築していかなければなりません。
また、事業に取り組む方法として、JWRC 独自の研究調査は勿論のこと、産官学による共同研究や厚
生労働省科学研究費補助金による研究、さらには、水道事業体や水関連企業の研究・技術開発に対する
支援など様々な方法を駆使していかなければなりません。そして、それらの研究成果を報告書やマニュ
アル、ガイドラインなどの技術図書としての発刊やホームページでの研究成果の公開、さらには、全国
各地で開催する研修会や講習会などを通じて広く普及、活用していかなければなりません。
そのためにも、JWRC は、自己改革を進めなければなりません。そして、水道技術の拠り所として、
頼りになる水道技術の支援者として、産官学の協働の強力な媒介として、適切、適正な水道技術情報の
発信源として、信頼される存在になっていかなければなりません。
このように、事業に取り組む体制を確立し、事業に取り組むさまざまな方法を駆使し、産官学の協働
事業に JWRC が能動的に関わり自己改革を成していくことで、JWRC 事業プランに掲げた諸事業は展
開されていくものと考えます。そして、目指すべき水道の姿が実現されることとなり、その先には、水
道の輝かしい未来に繋がる道が開かれるものと確信しています。
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