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講師紹介：吉村和就
• 長年、大手エンジニアリング会社にて営業、開発、市場調査、経営企画に携わる。

• 国の要請により国連ニューヨーク本部に勤務、環境審議官として発展途上国の水インフラ
の指導を行う。

• その間多くの講演（英語、日本語）をこなし、また、関連業界紙や専門誌、海外メディアに数
多くの寄稿。さらに、ＮＨＫクローズアップ現代、ＴＢＳ，テレビ東京、フジテレビ等で、水問題
を国民に判りやすく解説、最近は若手の教育に情熱を注いでいる。

【経歴】

１９７２年 荏原インフィルコ㈱ 入社（営業、企画、技術開発）
１９９４年 ㈱荏原製作所本社 経営企画室部長
１９９８年 国連ニューヨーク本部・経済社会局・環境審議官
２００５年 グローバルウォータ・ジャパン設立 現在に至る

【委員等】

・ 国連テクニカルアドバイザー
・ 水の安全保障戦略機構・技術普及委員長
・ 経済産業省「水ビジネス国際展開研究会」委員
・ 環境省「水タスクフォースチーム」委員
・ 千葉県習志野市国際交流協会会長

・ 日本水フォーラム 理事

【保有特許】 水質汚濁防止装置など８件（共願も含む）

【学歴】 秋田大学（化学）、ニューヨーク州立大学 ビジネスコース

Kazunari YOSHIMURA
At United Nations NYHQ2



１．今、日本の
水道が危ない！
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◆ 人口減少による収入減
この10年間で2千億円減少

◆ 施設稼働率の低下
平均稼働率 ６０％

◆ 老朽化した施設の増加
配管取り換え １億円/ｋｍ

◆ 職員の削減
8万人ー＞４．５万人へ

・

水道事業の抱える課題
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【課題】
・人口減少に伴う給水収益の減少。
・施設稼働率の低下。
・職員の削減。
・老朽化した施設の増加。など

水道事業の抱える課題

運営基盤や技術基盤を強化するた
めの様々な課題解決については、１
水道事業者のみで対応できるもの
は限られる。
そのため、新たな広域化や官民連
携等を活用し、水道の再構築を行う
ことが必要。

将  来  像

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

都道府県

コンサルタント

内部プロセスの見直し

事業統合 官民連携

アセットマネジメント

さまざまな
水道の課題

民
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厚労省水道管理者研修資料より



資金難で対策できず！
浄水場の２６％は浸水想定区域

• 全国９８６４浄水場の２６％は浸水想定区域に
存在、その8割は浸水対策が無い

• 主要浄水場（３５２１箇所）の５７８箇所（２２％）

浸水対策なし （防水扉など）

✓電気室の耐水化、高台移動、給電線２重化

✓自家発電設備（3日分給電）

6
台風19号（2019年10月）で
水没したいわき市・平浄水場



２．水道法の改正案・概要
１．関係者の責務の明確化

２．広域連携の推進

３．適切な資産管理の推進

４．官民連携の推進

水道施設の運営権を民間事業者に設定で

きる仕組みを導入する（水道民営化？）
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国会審議 水道法改正案の是非



解決策・その１

➢給水区域の広域化
現在１３８１水道事業体がバラバラに経営
（自治体は原則として行政区域内に給水）

➢浄水場の統合・集約化
中核都市の場合、浄水場は複数
ある場合が多い

➢1県1水道構想
宮城県、香川県、奈良県他
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水道広域化 期待される効果
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水道広域化の類型化



解決策・その２ 官民連携

反対派の主張
民間、水メジャーに日本の水道を売り渡す暴挙だ！ 12



日本の水道・おいしい水ビジネス！

フジテレビ：報道プライムサンデー（2018年12月2日放送）



３.みやぎ方式について

• 事業概要 宮城県が運営する上下水道事業

• コンセッションのメリット・デメリット

• みやぎ方式 入札参加条件

• みやぎ方式 優先交渉権者の選定

• 県民からの不安の声

• みやぎ方式の今後の課題
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“みやぎ方式”
コンセッション

• 宮城県（村井嘉浩知事）は２１年度 県が水
道事業の許可を受けたままで、運営権を民間
事業者に。 平成３２年１月公募開始

• 民間のノウハウ活用で費用を２０年間で

最大５４６億円を削減できると試算

• 大災害時にも県が責任をもって復旧

９水事業が対象、関心表明は約４７社
ー＞ ５社程度で競争か？ー＞ ３グループ応札



出所：宮城県の公式ホームページ



コンセッションの
メリット・デメリット

メリット デメリット
既存債務の削減、効率化
経費節減、組織のスリム化

利益追求が第一目的、その利潤が再投資
されない。売り上げの１５～４０％が株主配
当、企業の内部留保（海外例）

財政負担のない水道事業の継続性確保、
整備、維持管理コスト削減

水源の保全、ユニバーサルサービスが犠
牲

経済合理性に基づいた経営の効率化
広域化・統合による大規模給水人口

フルコストリカバリー（コスト回収）による値
上げ

リスクの移転（市場動向、災害時） コスト削減で安全、雇用、水質に問題

顧客サービスの向上、教育
民間技術・ノウハウの活用

利潤が上がらなければ事業から撤退し、国
際法廷への提訴

統合的なデータ管理、予測制御による
科学的なコスト削減

多国籍大企業、大企業のみ入札に参加
政治ロビー活動激しくなる（汚職）



みやぎ方式 入札参加条件

１ 県の設定した事業費削減目標

水の9事業を県単独（現行体制モデル）で２０年間実施した場合の総事業費は3314億
円であるが、今回の民間委託の場合は、3067億円と試算され、削減額は約247億円

目標とする。

２ 入札参加要件（第一次審査基準）

① 代表企業の資本金は、５０億円以上

② 運転管理実績を有する企業

・上水道事業 処理能力2.5万ｍ３/日以上で連続して3年以上の実績

・下水道事業 処理能力10万ｍ３/日の下水処理を3年以上の運転管理実績

① 外国為替及び外国貿易法第26条に該当しない企業

つまり国内法人であること。

３ 運営権者の収受額の改定

① 概ね5年に一度（県が行う定期料金改定に併せる）改定を行う

② 需要変動・物価変動・法令変更等、事業環境の変化を反映させる

③ 料金等の改定は県が行う

４ 事業経営モニタリングとペナルティ

① 3段階のモニタリング体制（運営権者、県、第三者機関の委員会）とする

② 運営権者の責めに帰す未達レベルに応じ、違約金（ペナルティ）を課す
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みやぎ方式 優先交渉権者の選定結果

１ みやぎ型管理運営方式・優先交渉権者の選定結果

• 宮城県は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」
（PFI法）に基づき公募者から優先交渉権者を選定し公表（21年3月15日）

２ 優先交渉権者及び次点交渉権者

• 優先交渉権者は

「メタウォーターグループ（代表企業：メタウォーター）」

• 運営権者から提案された「２０年間における予定事業費総額は約2977億
円」で県の予定事業費総額（3314億円）より約337億円の縮減が期待できる。

• 次点交渉権者は「みやぎアクアイノベーション（代表企業：前田建設工業）

• JFEグループは基準条件未達で失格とする。

３ 基本協定書

• 優先交渉権者は、県と基本協定書を締結後、速やかに、特別目的会社（SPC、
資本金８億円以上）を宮城県内に設立すること。
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みやぎ方式

各グループ構成員の出資比率

令和4年度から２０年間の
運営権者収受額：約１５６５億円（税別）

異業種間を飛び回る人脈開発力と粘り強い交渉能力を
持つ人材が、これからの主役！

失格扱い：JFEエンジグループ
（東北電力、三菱商事、明電舎、水ing,他）
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宮城県民から不安の声
①料金の決定方法

②地元企業の仕事が無くなる不安

③海外では水道・再公営化（民から官へ）が主流と聞いたが、逆行ではないか

④実施契約書の改定、県民にとって不利な内容（知的財産権対象技術移転）

⑤事故や災害時の対応が不安

⑥県職員の技術力はどう維持していくのか、

⑦採算が合わなくなった場合、運営会社は撤退しないのか、

⑧なぜコンセッションなのか、民営化と何が違うのか、などである。

＜21年4月２７日、県主催の説明会で参加者からの質問は＞

①競争対話後、県の実施計画書212箇所（県の認識は１１６箇所）が書き直されたのはな

ぜか

②災害時、ICT（情報通信技術）では守れない、最後は人ではないか

③県は情報公開をしっかりやるとしているが、昨年、情報公開請求で開示された文章は

黒塗りが多かった、信頼できない、などであった。

（ 詳細は宮城県公式ウェブサイト「みやぎ型管理運営方式構築に向けて」に掲載、

また説明会の模様は、YouTubeで公開済み）
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みやぎ方式
残された問題点（今後の課題）

１．契約の変更理由や内容開示なし
➢ 競争的対話により100箇所以上、入札時の契約事項が変更

➢ その具体的な内容開示なし

➢ 知的財産権の所有権と実施権

➢ 突発的な事象発生の際の責任分担と費用負担

２．コスト削減の実効性と災害対策明示なし
◆ コスト削減策337億円でサービス低下の恐れ

◆ 維持管理、補修の先送りで利益確保

◆ 危機管理体制

３．新O＆M会社は隠れ蓑か
◼ 県とSPCは20年契約だが、子会社O＆Mに対する査察権、県には無し

◼ O＆M会社の資本構成ヴェオリア社が５１％

◼ 子会社にはモニタリングが効かない（契約なし）

◼ 経営・運転データはすべてO＆M会社に独占の恐れ（次の入札に優位）



みやぎ型“第１回経営審査委員会”
開催 ２０２２年８月24日

➢ 事業開始（2022年4月1日）から突発的な事故や修繕対応の事例 紹介
⚫ 工業用水、油の流入
⚫ 水道埋設管からの漏水
⚫ 下水事業で落雷による自家発電機の故障
⚫ 消化ガス配管のピンホール修繕

➢ 8月1日時点で、水道事業の物価変動比率105.24％に達
し、収受金額変更をおこなった。

契約書：1年間で物価変動比率が

①水道事業で５％、

②下水道事業で４％があった場合、収受額変更可とする

➢総合評価（委員長：田邊信之・宮城大学教授）
「運営、情報開示、モニタリングが適切に運営されている、
良いスタートを切っている」



今後の官民連携
成功のカギは！

➢運営権者が、創意工夫をフルに発揮できる契約

・ともすれば客先から旧態依然の要求

➢その創意工夫から、見返りが得られる契約

・インセンティブ契約

➢モニタリングの信頼性の保持

・セルフモニタリング、県のモニタリング

経営審査委員会、抜き打ち監査

・モニタリングすべき監視者の能力判定は？
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４．これからの
日本水道 どうなる？
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22年9月9日、政府は厚生労働省が担ってきた水道施設の整備・維持管理
等を、国土交通省に移管すると発表

➢ 2023年の通常国会に関連法案を提出

➢ 2024年4月から新体制に移行



水道行政の主な業務と
移管先省庁の予測

業務内容 移管先 省庁

水道・用水事業の認可
指導、監督

国土交通省

施設基準の策定
専用水道、簡易水道、井戸

国土交通省

水道基盤強化
広域連携推進に関する事

国土交通省

国庫補助 国土交通省

給水装置の基準策定
検査、指定業者に関する事

国土交通省

水質基準の策定 環境省

水質検査の内容策定 環境省



国土交通省による
次世代水道行政への期待
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➢設計・施工能力・積算能力・査定能力

➢現場施工・管理能力

➢工事関係（一体型老朽化対策）

➢危機管理体制（災害発生時対応、復旧作業）

➢地方整備局との連携・支援

➢調査研究体制強化（持続可能な水循環）

➢渇水対策、洪水対策

国土強靭化、社会インフラ（河川、道路、橋、下水道、
水道） などの統合整備
カーボンニュートラル（上流取水、重力配水）



国民の命の水道のあり方

• 明治時代から続く、蛇口から安心して飲める
水づくりのポリシーの貫徹

• 既に整備された水道施設の維持管理
IOT、DX支援策の拡充

• 水循環基本法の考え方に基づいた総合的な
水政策を

災害対応、カーボンニュートラル
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安全な水なくして未来なし
No safe water, No future

御清聴深謝
Thank you for your attention

吉村 和就
Kazunari YOSHIMURA

Questions & Comments are welcome to

http://gwaterjapan.com



好評発売中！
水ビジネスの動向とカラクリが
よ～くわかる本（第二版）

著者：吉村和就

発売日：２０１６年１２月２６日

発行所：秀和システム

定 価： １５１２円（税込）

頁 数： ２２３ページ

水と水処理業界に役立つ

情報満載です！

アマゾンでクリックお願いしま
す。



ＰＲ/好評発売中！
世界と日本の水事情

著者：吉村和就

発売日：２０２０年１０月１５日

発行：水道産業新聞社

定 価： １６５０円（税込）

頁 数： ２０８ページ

世界を駆け巡り、独自取材で
構成、世界と日本の水問題を
語る。

水環境と水処理業界に役立つ

情報満載です！



新刊書「海外水ビジネス戦略」
国際金融の専門家と水の専門家が
集い、海外水ビジネスを活性化するための
方策を語る。

今後の日本の水システムを考える上で
ヒントとなる多彩な情報が盛り込まれている

これから世界に臨む人々の必読の書

日本水道新聞社発行
B5判 362頁
税込み 2750円
著者：専門家12名
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