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特任准教授︵元国土交通省下水道部下水道事業課長︶︑埼玉県の流域下水道を県

そこで本鼎談では︑東京大学下水道システムイノベーション研究室の加藤裕之

と人員で維持管理を継続しなけれ

線上の出入り口に消毒液を設置︑

スタンスを確保して着座する︑動

スク着用や２㍍のソーシャルディ
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ばなりません︒幸いにも関係者に

打ち合わせはリモートを活用︑出

イカ内臓飼料化

面

感染者は出ていませんが︑通常の

張は必要最低限に自粛など︑具体

下水汚泥乾燥

ＩＣＲＴ技術の活用⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

面

面

面

風邪かもしれないけれど発熱した

的内容を記載しました︒状況変化

に則って粛々と対応できるのです

グリストラップ・汚泥乾燥

面

下水道管渠の損傷検出システム⁝⁝⁝

面 ◇ＡＩを活用した

面

始まった公共下水道コンセッション⁝

◇小規模自治体のモデルに︱︱須崎市で

面 ◇管路管理におけるロボットの活用⁝⁝

面

下水処理場内には人力で点検
しなければならない機器がま
だ多い︵荒川水循環センタ

︱︱コロナ禍は地震や洪水など

家族がいる職員には休んでもらう

を見ながら今は第２版へと改定し

ー︒埼玉県下水道公社提供︶

これまで認識されてきたリスクと

ことにしています︒こうした対応

ています︒

が︑コロナリスクは予測できませ

乾燥・炭化・油化
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け︑休業や時短営業が要請される職種もあ

から委託されて維持管理している埼玉県下水道公社の若狭公一市町村支援課主

はまったく異なったリスクマネジ

は︑これまでにはなかったことで

新型コロナの感染拡大が深刻視

ん︒突然災いがやってきます︒し

（臭気・廃水を全く出さない完全無臭・無廃水システムも可能）
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りますが︑下水道は人々が暮らす限り︑止めることはできません︒また︑下水処

幹︑公共施設の運営権を取得して民間企業が運営するコンセッション方式として

メントの必要性を突き付けてきま

す︒いろいろと初めてのことばか

され始めた３月頃は何をどうすれ

かも︑社員の１人が感染したとす

液体・固体・生もの問わず乾燥可

◇下水疫学調査による新型コロナウイルス

理場や管路という現場があるため︑業務の全てをリモート化することもかなわ

した︒まずコロナ禍に一体︑何が

に減らしています︒経営陣の３名

ば良いかの情報も少なく︑県や民

ると︑その他の社員も一部は濃厚

周年
年

感染症の流行検知︱課題と展望⁝⁝⁝
◇ コロナ時代における下水道の危機管理⁝

◇下水道におけるＤＸの推進⁝⁝⁝⁝⁝

◇ ＡＩを活用した処理場の運転操作支援⁝

◇ＩＣＴ／ＡＩ技術を活用した
下水道現場のデジタル化⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ず︑一定数の下水道従事者は感染リスクと背中合わせでの業務が続いています︒

起こり︑どう対応されたのか︑こ

また︑接触機会を減らすために

りです︒

ンに切り替えたり︑職員が執務す

については︑同じ日︑同じ時間に

がらお聞かせください︒

る部屋を分けるなどして﹁密﹂を

名
若狭 埼玉県下水道公社では︑

避けることを徹底し︑リスクを減

職場にいることのないよう︑テレ

名から約

土日の休日を平日に分散し︑１日

県から受託して流域下水道の維持

ワークを併用しながら出勤日をず

の出勤社員数を約

管理を行っています︒業務のう

尾上 豪雨災害なら数日前から

らす取り組みを継続しています︒

コロナ禍以降は会議をオンライ

ち︑日常点検等のメンテナンスは

間事業者など関係者の一人ひとり

接触者となり︑影響が広範囲に及

尾上 そうならないように感染

らす工夫をしています︒

民間の維持管理事業者にお願いし

が情報を集め︑みんなで共有し

んでいきます︒ここに自然災害と

予測し︑ＢＣＰ︵事業継続計画︶

﹁下水道を止めてはいけない﹂と

ています︒

いう思いのもとで工夫を重ねてき

の違いを感じます︒
若狭 確かにコロナに感染して

ました︒危機を少しずつ乗り切

いるいないに関わらず︑職員がど

る︒その積み重ねでこれまで︑下
水道機能を継続してこれたのだと

っと休まざるを得ない状況は厳し

拡大が本格化する前に︑１週間ほ

いですね︒
の違いは︑人的リスクの大きさだ
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鼎談 リスクマネジメントからリデザインするアフターコロナの下水道

尾上 ＢＰＲで業務そのものを見直し
少人数だからこそ業務を研ぎ澄ます
若狭

少な過ぎてとんでもないと思った
川水循環センター。埼玉県下水道公社提供）

現場作業時にはマスク、手袋をして感染対策（荒

いなくなる。コロナがもたらす甚

感染者が出たらもっと一気に人が

を減らさざるを得ない。あるいは

――感染予防のために出勤人数

にお約束しましたが、人員が不足

のＩＳＯ５５００１取得などを市

す。例えばアセットマネジメント

して、付帯事業を提案していま

に民間企業ならではの取り組みと

また、コンセッションの契約時

りかねません。

合、事業運営自体に黄色信号が灯

目標だったのですが、コロナ禍で

もともとＢＰＲは今年度の社内

効果も得られるはずです。

ＰＲをセットにすることで、相乗

だと思います。業務の効率化とＢ

再構築すること︶の考え方が重要

グ。業務・組織・戦略を根本的に

スプロセス・リエンジニアリン

ません。いわゆるＢＰＲ︵ビジネ

当に必要かどうかの精査も欠かせ

た。効率化、圧縮化は喫緊の課題

いうことが徐々に分かってきまし

ボリューム感が想定より大きいと

も未知数のところもあり、業務の

ッション事業ということで我々に

国内の上下水道では初のコンセ

見直しました。

化があった時のみ報告する形式に

つも同じ内容の項目は削除し、変

した。また市への報告書では、い

その場で入力する方式に変更しま

をタブレットを現場に持ち込んで

無駄というわけではありません

んなが使い始める。集まることが

とが経験して分かってくると、み

らなくてもできるんだ、というこ

た。でも実際にやってみて、集ま

ミーティングも最初はそうでし

ではありません︵苦笑︶。ウェブ

ギーが必要で、私の職場でも簡単

います。

務を研ぎ澄ますきっかけになって

当に必要な仕事は何かを考え、業

間」は、３分の１の人員で乗り切

での「命を守るステイホーム週

尾上 確かに日本初のコンセッ

るかが重要になります。これに対

いかに組織的に復旧を迅速に進め

が大きく出る災害で、人を集め、

れますか。

災などとの違いをどう感じておら

になってこられたわけですが、震

回は少し外側からコロナ禍をご覧

復旧などのご経験があります。今

ーシップをとるべきか？ という

や職員の人権のために誰がリーダ

超えて日本の下水道界のブランド

考えています。それぞれの職務を

業界全体で考える好機でもあると

が、知恵を出し合い、助け合い、

業同士はライバルであるわけです

方策が必要です。通常であれば企

そして下水道従事者の人権を守る

ませんが、下水道界のブランド、

どうすべきかの答えは持ってい

かを検討しています。下水道は動

意義をいかに市民にアピールする

れ合う機会がない今、そのことの

粛々と業務を行う」。市民との触

「下水道機能の維持に集中し、

に休止しました。

は感染拡大防止を最優先するため

教室を開いていたのですが、今年

尾上 毎年、市民向けに下水道

でした。

た。モチベーションの維持は大変

に体調が悪くなることもありまし

っています。

の肩に乗っているという意識は持

れないわけです。その責任が我々

潮流を変えることにもなるかもし

り下げるかもしれない。下水道の

を検討している自治体が計画を取

うし、失敗すれば今コンセション

ンが他の自治体にも広がるでしょ

ここで成功すればコンセッショ

使命感が全員にあります。

けにいかない」というシンプルな

ね。民間企業として「失敗するわ

いていて当たり前と思われる方が

尾上 我々の第一の使命は、安

続けられたのはなぜでしょうか。

――コロナ禍でも使命感を持ち

めるわけにいかないので、最後は

とにかくインフラサービスは止

ンフルエンザへの対応は規定して

その一つであるＢＣＰでは新型イ

にはさまざまな方策があります。

することです。そのために、社内

ループの社員の方には数名お会い

ニーの親会社であるヴェオリアグ

加藤 浜松ウォーターシンフォ

全で安心な下水道サービスを継続

コロナ禍であってもなくても、安

ざけるかを考えていたのですが、

当初はコロナリスクをいかに遠

形でコロナ対応を追記しました。

くて済むようにやり方を工夫した

したことがありますが、みなさん

するという我々の使命には変わり

下水道の仕事は、やり続けなけ
ればならない。感染リスクにさら

りますね。

事者は「エッセンシャルワーカ

ければならない社会インフラの従

下水道と同じようにやり続けな

自分自身も感染することが怖い

ん。

も現場作業をゼロにはできませ

見直しが必要なのですが、それで

だからこそＢＰＲのように業務の

から、下水道は逃げられません。

ッションだからということもそう

か。上下水道では国内初のコンセ

感を持てないのではないでしょう

様発注だったら、そこまでの使命

想像するに、仮に包括委託や仕

織が作られるのですね。

インドを持っているから、強い組

確になっている。日頃からそのマ

加藤 常に立ち返るところが明

地震などとは異なり、住

ー」と呼ばれます。医療従事者も

でしょうし、コンセッションだか

若狭

その１つですが、看護師の子ども

らこそ「ここは自分たちの処理場

コロナ禍で旅館やホテ

なところもあるかと思います。

ただ、市町村単位で見れば大変

減っていません。

ず、県全体の使用水量はそれほど

そういった事態にはなっておら

ば下水量は減りますが、今はまだ

規模事業場の操業停止などがあれ

村から汚水が集まってきます。大

域下水道の処理場には県内の市町

若狭 下水道公社が管理する流

が求められます。

民から理解の得られる対応の検討

る自治体としても、柔軟でかつ市

理者であり、最終的な責任を有す

定外ということですね。今後、管

幅な減少リスクは、今は完全に想

加藤 水使用量と料金収入の大

ません。

す。ですので、今は想定されてい

を考える際に市と協議していきま

り、例えば次の５年間の事業計画

尾上 短期的には固定されてお

か。

た場合は使用料を上げられます

加藤 エネルギー単価が上がっ

して負担せざるを得ません。

しますが、そうでなければ会社と

減免措置が大きい場合は市が負担

置は契約に盛り込まれています。

尾上 水量減少に対する減免措

ょうか。

置がないと厳しいのではないでし

う分担しているのですか。減免措

浜松ではそのリスクを官民でど

いでしょう。

の場合は難しいし、値上げも難し

択もありますが、コンセッション

的には税金から補填するという選

も減ります。自治体であれば最終

いですか。となれば下水道使用料

水の使用量が減っているのではな

ル、工場などの稼働率が下がり、

加藤

官民のリスク分担

のですが、考えてみれば年末年始
などはそれくらいの体制でやって
いたわけですから「できるんじゃ
ないか」と頭を切り替えました。

大な人的リスクは、人的リスクだ

してくれば下水道機能の維持を最

そうせざるを得ない事象に実際に

が、それを当たり前にはせず、効

実際に人数が減少したので、本

けにとどまらず、さまざまなとこ

優先し、付帯事業の履行が難しく

対峙することとなり、優先事項と

率化できるところはいろんなツー

ＢＰＲ

ろにまで影響を及ぼすのではない

なる可能性もあります。改築工事

です。コロナ禍において、否が応

現場で数値を手書きし、事務所に

りました。当初は３分の１なんて

なっています。

ルを使っていこうという雰囲気に

日から５月６日ま

戻ってパソコンに入力していまし

若狭 ４月

ない状況になっています。

新しいことを始めるにはエネル

でしょうか。

や工期を遅らせるなどの判断も必

でもＢＰＲは前に進めないといけ

下水道の運営は、人的損

――ＢＰＲの具体例を教えてく

して位置付けて推進しています。

尾上
失の影響が極めて大きな業種だと
要になるかもしれません。

ださい。

――それでも感染防止のために

思います。当社はコンセッション

は、おいそれと人員を増やすこと

方式によって浜松市から下水処理
場の運営権を取得し、西遠浄化セ
尾上

たが、二度手間になります。それ

これまで設備点検では、

もできない。隘路はあるのでしょ
うか。
業務を平準化するととも

ンターを運営しています。業務遂
行は市や市民とのお約束であるわ
尾上
に、これまでやってきた業務が本

けですが、濃厚接触者を自宅待機

業継続のために出勤しないといけ

ションということは大きいです

しコロナは人を狙ってくる災害

ことですね

にして多くの技術者が欠落した場

加藤 下水道従事者の人権を守れ
作業時に白い目で見られたり…
若狭

ない。精神的にきつい時もあっ

ないでしょうか。

ような状況に下水道従事者がさら

て、ストレスのせいか週の始まり

尾上 継続への努力を市民に伝えたい
評判リスク
されることがないように、と強く

で、それに伴って業務履行が難し

願います。

くなったとしても、人が集まって

――実際の現場ではこのあたり

――加藤さんは東日本大震災の

部門別調整でもソーシャルデ

はいけない。それぞれがそれぞれ

多いと思いますが、実は結構大変

地震は主にモノへの被害

ィスタンスをキープ（浜松ウ

の持ち場でいかに安全に効率的に

なんだということをご理解いただ

加藤

ォーターシンフォニー提供）

のことについて感じるところはあ
りましたか。

開けただけで、近所の人から白い

一人ひとりの理念や使命感の醸成

全で安心な下水道サービスを継続

目で見られたという話は聞いてい

により仕事をするしかないと思っ

けるとうれしいです。

また、飲食店など人が集まる職

ます。水質検査をお願いしてる民

いたので、それをリファインする

例えばマンホールの蓋を

種を中心に休業要請が出されてい

間事業者から、マンホール内に入

ています。

若狭

仕事をするかが問われます。これ
までに経験したことがない災害で

ますが、下水道には休業要請は出

りたくないと相談があり、入らな

す。

されません。レストランは夜 時

使命感があって、会社としての結

までの短縮営業にするケースもあ

束感が強いと感じています。それ

はなく、コロナはその障害の一つ

――それはＢＰＲの一環でもあ

民は普通の生活を送っているの

はどこから来るのですか？

りしています。

されながらもやり続けることの辛

で、汚水は流れてきてしまう。だ

されません。

さ、そして難しさがコロナ禍の問

日本で初めて下水処理場の運

ですし、人からどういう目で見ら

だ」という思いがより強いのでは

題だと感じています。

営にコンセッションを導入し

とは遊ぶなといった風評被害のよ

れるのかも怖いです。それでも事

でしかない。そう考え方を切り替

た浜松市の西遠浄化センター

うな状況もあると聞きます。同じ

えました。

（筆者撮影）

大幅な水量減少リスクへの対応を
加藤

25

りますが、それすら下水道には許
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鼎談 リスクマネジメントからリデザインするアフターコロナの下水道

コロナ×自然災害（複合災害）
への備え方
のやり方があってもいい。そうし
た将来像が描ければ、下水道とい
う仕事のブランドも向上するし、
働きたいと思う若い人を増やすこ
とにもつながります。ＤＸの実装
に当たっては、そういう考え方で

界中から集まってくる。それは強

の中の組織ですから、データが世
積していくこともまた、大事だと

も困ります。人に技術や情報を蓄

な下水道資源として捉えるプロジ

す。私は現職時代から情報を新た

水の水質情報を見える化できま

加藤 理想は南国ビーチでの下水道管理
尾上 ビジネス・インテリジェンスの時代へ
人への技術・情報の蓄積も
若狭

今後はＩｏＴの時代に入ってい

思います。
ェクトを手掛けてきました。これ

一方、デジタル化が進めば、下

臨むべきだと思います。

くと思います。ＢＩ（ビジネスイ
みです。
ただ、
その成果はオープン

まで下水道管理者は水質だけしか

こで判断することまではある程度

を、ＡＩに押し付けることはでき

管理者です。何かあった時の責任

ただ、最終的な責任を取るのは

いでしょうか。

を、ＤＸなら変えられるのではな

ことも多い。そうした職場環境

り、処理場でも危険な場所に行く

です。例えば管路の中に入った

はないでしょうか。効率性だけで

会とつながるツールにもなるので

ですが、ＤＸはその溝を埋め、社

断絶があったように感じていたの

これまで下水道と社会との間に

特に水質管理に関しては、リー

組みができれば理想です。

ります。そういう時、エリア内か

「密」を避けるため、下水処
理場では住民に人気のあるマ
ンホールカードの配布を中止
に（元荒川水循環センター。
埼玉県下水道公社提供）

道の管路管理もする、といった形
態が出てきても良いと思います。
――業界の枠を超えた連携です

加藤 １社単独で多様なインフ

ね。

ろんな分野の会社や人が集まりＩ

ラを管理できないのであれば、い
――地域内連携について、震災

Ｔでつながった仮想の地域会社の

が、コロナ禍以降、市町村の担当

な課題となっています。

は重要で、その技術者不足は大き

場の有無にかかわらず、水質管理

ーの復興を統合的に推進したと聞

の際、東松島市では水やエネルギ

加藤 東日本大震災からの復興

ん。まずは誰かと組んでやる。仮

うとしても効率的ではありませ

の専門家が地域のリーダーになろ

水質を確認したりしていました。

ですが、当時は出張先から電話で

私は若い時に水質担当だったの

わざるを得なかったのです。

材が不足していたので一体的に行

復興作業を行うと思いますが、人

とエネルギーは縦割りで、個別に

いたことがあります。通例なら水

でしょうか。

に人を融通していけるのではない

想会社ができれば、そこで広域的

のことに視野を広げてもらうため

全体像の把握が必要ですし、相互

ています。やはり下水道の仕事は

などを一体的に管理する地域イン

スクマネジメントのカギになりそ

のシェアリングが、これからのリ

り、連携、そして人や知識、技術

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル TEL 03-6853-7300

ＤＸ
ンテリジェンス。企業が蓄積した
加藤 ＤＸの最初の目的として

――コロナ禍に洪水など自然災

は、効率性アップでしょう。人が

出されています。食生活や病歴な

にしてぜひ日本の下水道の現場に

どの傾向を把握できるかもしれま

広く還元してほしいと思います。

効率性を確保する。その際に、働

せん。そのデータを基に、健康産

大量のデータをもとに経営の意思

害が覆いかぶさり、複合災害が現

うに、今はＩＣＴを使って情報を

く人の安全性や、さらには快適性

決定を行う考え方）を含め、考え

実のものとなっています。これま
ること、意思決定も情報技術の中

集め、自分たちで考えて判断して

を確保することを考えていきたい

見てきませんでしたが、実は水質

で行うことになります。コロナ禍

います。これから広域化や共同化

には汚水を出した人の生活が映し

でのリスクマネジメントは通用し

によって人員を絞らざるを得ない

をもっと進めていくには、離れた

やっていたことをＡＩやＩＣＴで

ません。一つの対策としてＢＰＲ

状況で有効なだけではなく、労働

代替し、人材不足を補い、同時に

の話がありました。それ以外にＤ

人口の減少という社会課題に対す

尾上さんがおっしゃるよ

Ｘ（デジタルトランスフォーメー

業が創出される可能性だってある

若狭

ション）も有効だと思います。Ｉ
です。

できています。今後は判断しなく

ません。ですので第１段階ではＡ

はずです。

市町村のデータも収集できるよう

ていいフレームワークを作ってい

Ｉが人をサポートするような形

はなく、下水道を通じて人の暮ら

にしていくべきだと思います。

ると思います。先ほども話したよ

く時代になると考えています。当

しを豊かに、より良くしていける

下水道の仕事は、けっこう大変

る一つの答えにもなるでしょう。

うに、現場にタブレットを持って

社では将来のＡＩ活用も視野に入
快適性については、例えば南国

可能性を感じます。

今は情報を１カ所に集約し、そ

ＣＴなどの導入はどれくらい進ん
でいるのでしょうか。

行ってその場で入力したり、中央

で、ＡＩを使ったとしても補助的
のビーチサイドで潮風に吹かれな

今はＩＣＴの普及期にあ

操作室から現地の設備の数値や情
れ、まずは電子データの蓄積を始

がら管路管理をする。そんな仕事

尾上

報をくみ取って水質処理の判断を
な活用から始まるのではないでし

国内だけではサンプル数
ょうか。

加藤

めたところです。

技術者がまったくいなくなって

するなどの取り組みは実施してい
ます。しかし、最終的に人が判断
が限られますが、御社は世界企業

加藤 人・技術のシェアリング
技術者の広域的勤務を
若狭

しずつ市町村の方々とつながって

まずはそういったところで、少

尾上 同業他社でも技術者融通が理想
連携

ら経験者を派遣してもらえればあ

ダーにしか判断できない事象もあ
また、人材不足に関しては、技

いけたらいいと思います。
災害に１自治体だけ、１社だけ、

術者が広域的に働くことで対処で

りがたいです。

――そもそもコロナを含む複合

１拠点だけで対応するには限界が

きる可能性があると感じます。

復興などでその効果が発揮された

例えば、自治体では技術職員、

あるのではないでしょうか。協働

特に水質技術者の減少が著しい状

や連携も求められると思います。
若狭 広域化や共同化の必要性

況です。とはいえ下水道では処理

者と話をしていると、いよいよ本

ようなものを作ればいい。下水道

は以前から認識されていました

例はありますか。

気で進めなければならないという

今ならセンサーを使えばどこから

思いが伝わってきます。

たちだけで下水道サービスを持続

でもスマホで確認して、指示を出

現実問題として人が減り、自分

することが難しいという現実を認

一体的に取り組んだことで、結果

の仕事内容が分かっていればジョ

に、業務転換の取り組みを推進し

的には事業者間での連携が生ま

ブシェアリングができ、緊急対応

フラ会社があります。今後は日本

した。

市民・自治体

地域企業

メタウォーターグループ

尾上 当社では自分の専門以外
めざるを得ない状況になったとい

せるはずです。
こうした仕組みが構築されれ

れ、効率的に復興を進めることが

しかし、地域のインフラ復興に

うことでしょう。そうした中で、

ば、水質技術者がいろんな事業体

できました。

ウェブ会議やメールのやり取りで
も意思疎通ができることが分か

と契約し広域的に働くことができ

でも、公園と下水道、道路などの

地域や社会とのつなが

るのは、非常にありがたいです。

加藤

にも生かせます。

るようになると思います。

ドイツにはシュタットベルケと

り、決裁だってＰＤＦでできるこ

ですね。

――人材の広域活用という感じ

とが分かってきました。
私の仕事では、市町村の方々と
の「顔の見える関係」をキーワー

基本は自社内で融通することでし

うですね。

いって、水やエネルギー、プール

係を築いてきました。信頼関係が

管理をまとめて１つの民間事業者

技術者の貸し借りができ

あればウェブ会議などでも十分に

ょうが、緊急時であればライバル

が受託し、例えば道路管理をしな

尾上

意思疎通ができ、実質的な距離を

会社であっても技術者を派遣した

がらマンホールの蓋を開けて下水

ドに、足を運んで対面して信頼関

カバーできるので、担当者の居場

り、派遣されたりするといった仕

――本日はありがとうございま
所は関係なくなると思います。

パートナー企業

テーマ2

するところは変わっていません。

鼎談終了後、会場となった東京大学本郷キャンパス内で

（毎週水曜日発行）
（第３種郵便物認可）
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