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下水道事業における主な課題

・分類ごとに課題を抽出

＜２．中長期的改築・更新＞

・ 適切な改築・更新の計画を策定

＜１．日常的な維持管理（点検・
補修）＞

道 が

＜ ３．経営マネジメント＞

経営マネジメントが有効に機

分類 とに課題を抽出

・ 適切な改築・更新の計画を策定
することができない。

・ 計画を策定しても、計画とおりに
更新・改築を実施できない場合
がある

・ 下水道台帳の活用ができてい
ない。

・ 管理すべき施設が多い。

・ 異常発生の事案ごとの対応が
異なる

・ 経営マネジメントが有効に機
能していない場合がある。

・ 多様な職務形態の確保。

がある。

＜８．広報・広聴＞

異なる。

＜４．下水道資源の有効利用＞

下水道事業管理
（主な課題）

・ 住民の理解が得られない。
・ 批判が多い。

・ 需要と供給のミスマッチ

・ 有効利用のメリットが分からな
い。

＜７．情報共有・情報利用＞

職員間の情報共有ができていな

＜５．災害時の対応＞＜６．人員の育成・確保＞

・ 職員間の情報共有ができていな
い。

・ 他部署の情報を利用できない。

・ 被災状況の即時把握が困難。

・ 住民への・住民からの通報の方
法。

・ バックアップ体制の不足。

・ 職員の技術力の低下。
・ 職員の技術力の格差がある。

・ 言葉で伝達できない経験知・暗
黙知がある。

・ 災害の予測が不十分。
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１．日常的な維持管理（点検・補修）
：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

シーズ凡例：

・カテゴリー

下水道台帳の活用がで
きていない （①②③）

他部署のデータを閲覧で
きない （①）

1.他部署の閲覧をセキュリティ上の理由で制限し
ている （①）

庁 ①

・カテゴリー
（応募番号）

・セキュリティ
（7,40,68）

現地でデータを閲覧でき
ない （①②③） 3.WANに対応していない （①②）

2.庁内ＬＡＮとは独立したシステムとしている（①）
・モバイル・タブレット
・ビッグデータ
（11，12，17，24，31，33，34，

40，41，43，56，57）

5.データ更新が委託業務のため、委託時期まで
更新されない （①）

台帳データが古い（①②）

4.台帳がクラウド対応になっていない （①②③）

・モバイル・タブレット ・ＩＣタグ
・マネジメントシステム
（5，7，27，29，32，40，41，

42 46 56 58 64）
6.システムの変更があり、操作に慣れないため
入力が時期が遅れる （①②）

7.担当者がデータ更新せずに、異動してしまうこ
とがある （①②）

42，46，56，58，64）

・センサー・レーダー探査
（13，30，38，44，54，55，

75）

管理すべき施設が多い
（①②③）

すべての施設を管理でき
ない （②③） 8.人員の不足 （②③）

9.点検が困難な場所がある （①②）

とがある （①②）

・マネジメントシステム
（4，40，47）

・センサーネットワーク
遠隔監視

広域化によるコスト縮減
を図りたい （③） 10.適正な規模・統廃合の検討が難しい （②③）自治体規模別

①：政令市
②：一般市
③：町村

11.効果的な広域監視技術が必要 （③）

・遠隔監視
（1，2，7，13，14，16，19，

28，29，32，33，34，39，
40，41，54，55，56，57，
63，65，73，75，77）

12.首長・議会の理解が得られない （③）

13.維持管理情報の公開 （③）
他自治体の成功事例が
知りたい （③）

・情報公開
（21，43，52，56，57）
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１．日常的な維持管理（点検・補修）
：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

異常発生等の事案ごと
の対応が異なる （②）

14.マニュアル化・判断基準が必要 （②）委託業者や担当ごとに対応
が異なる （②）

センサー
（2 6 28 39 49 70 71

教育・技術継承
（10）

15.センサーなどの情報の収集が必要 （②）
ポンプ運転や処理場運転
の適正な方法が難しい（②）

16.自動運転の検討が難しい （②）

（2，6，28，39，49，70，71，
72，73，75，76，77）

遠隔操作
（48，60，61，70，71）

点検調査の問題 （②）
点検・判断にばらつきがあ
る （②）

17.マニュアル化・判断基準が必要 （②）

18.点検困難な場所がある （①②）

・センサー・レーダー探査
（13，30，38，44，54，55，

55，75）

維持管理コストが不足
（①②③）

使用エネルギーの削減を図
りたい

（①③）
19.エネルギー削減方法が分からない （③）

20.効果的なエネルギー削減技術が必要（①）
マネジメントシステム
（1 47 56 61 65）

55，75）

広域化によるコスト縮減を
図りたい （③）

21.共通化できる範囲の把握が難しい （③）
自治体規模別

①：政令市
②：一般市
③ 町村

効果 減技術 要（①）

22.効果的な広域化技術が必要 （③）

・マネジメントシステム
・遠隔操作
（7，11，31，40，41，47，73，

）

（1，47，56，61，65）

不明水の流入を減縮したい
（①②）

24.不明水調査の方法が分からない （①②）

25 不明水箇所が特定できない （①②）

23.首長・議会の理解が得られない （③）
③：町村

・不明水解析
（3，37）

77）

下水道使用料を値上げした
い （①②）

26.住民の理解を得ることが難しい （①②）

25.不明水箇所が特定できない （①②）
シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）
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２．中長期的改築・更新
：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

シ ズ 例

適正な改築・更新の計
画を策定することがで
きない （②③）

老朽化施設が膨大
にある （①②）

27.老朽化が集中しており、平準化が難しい （②）

28.情報量が多く、施設情報の台帳システム化が ・ビッグデータ

シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）

施設情報が適正に
管理できていない

（①②）

追いつかない （②）

30.工事・施設設置後、情報入力までのタイムラグ

29.情報の入力抜けが多い （①②）自治体規模別
①：政令市
②：一般市

（19，36）

・ＩＣタグ・ＧＰＳ
・モバイルタブレット
（5，9，11，27，42，64）

が大きい （①）

他事業との連携が
図れていない （②）

31.道路やガス・電気などの他事業と同時に工事

すれば効率的であるが、計画の連携を図るこ
とができていない （②）

③：町村

・ＧＩＳ ・ビッグデータ
（43）

33.劣化予測が困難・劣化メカニズムが不明
適切な機能的耐用
年数の把握が難し

32.他事業とＧＩＳ同一画面上で、施設情報を見るこ
とができない （②）

・ＧＩＳ ・ビッグデータ
（8，12，35，43，59）

セ サ ダ 探査（③）
年数の把握が難し
い （②③）

34.劣化データが不足 （③）

35.劣化メカニズムが不明 （③）

・センサー ・レーダー探査
（2，14，28，30，38，39，44，54，

55）

35.劣化メカ ズムが不明 （③）

36.劣化曲線・傾向が不明 （③）

37.台帳データの集約が必要 （②③）

・センサー ・データ解析・検索
（4，28，38，44，55，57）

・ビッグデータ
ＩＣタグ ＧＰＳ

38.設備機器と維持管理データの統合 （②）

39.全国自治体のデータ集約 （③）

・ＩＣタグ ・ＧＰＳ
（4，9，27，38，42，44，57，64）

・ビッグデータ
（12，24，36，43） 4



２．中長期的改築・更新

計画を策定しても、計画と
おりに実施できない場合が 計画の内容に不備が

40.システム構築が外部委託ため、下水道の

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補
シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）

おりに実施できない場合が
ある （①）

計画の内容に不備が
ある （①）

予算が不足 （①②）

現場の内容が反映されずに構築されたシ
ステムとなっている （①）

41 予算の確保が困難 （①②）自治体規模別 予算が不足 （①②）

42.計画が前倒しや、後倒しになり、適正時期
までの設備の使用ができない （①）

41.予算の確保が困難 （①②）

計画変更が必要
（①）

自治体規模別
①：政令市
②：一般市
③：町村

43.突発的な異常発生による対応が必要 （①）

までの設備の使用ができない （①）（①）
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３．経営マネジメント

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

経営マネジメントが有効
に機能していない場合
がある （①）

44.下水道料金値上げに必要な住民の理解
が得られない （①）財源の不足（①②③）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）

45.自治体の財政不足 （①②③）

計画とおりに事業が
実施できない （①）

46.計画策定時に現場の意見が反映されてい
ない （②③）

・マネジメントシステム
（40）

47.システム構築は外部委託ため、委託先が
下水道の現場を知らない場合がある （①）

効率的・効果的な投
資の判断が難しい 48.マネジメントの高度化が必要 （①）

・マネジメントシステム
（23，36，40，41，45，47，56，57，

58，61，65）
マネジメントシステム

（①）

49.広域的なマネジメントの必要性 （③）

50.施設の統廃合の検討が難しい （②③）

・マネジメントシステム
（4，22，36，40，41，47，56，57，

58，65）

・マネジメントシステム
（23，40，41，47）

51.他自治体の成功事例が知りたい （③）

52.他部署システムとの連携 （①②）

・データ解析・検索
（36，45）

多様な職務形態の確保
（③）

53.主婦などのパート雇用 （③）
業務形態の多様化

（③）

54.自宅での業務遂行 （③）
自治体規模別

①：政令市

・セキュリティ
（68）

①：政令市
②：一般市
③：町村
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４．下水道資源の有効利用

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

シーズ凡例：

・カテゴリー

需要と供給のミスマ
ッチ （①②③）

56 コンポスト化しか有効利用の方法がない （③）

55.有効利用先を効率的に見つける手法 （②）
有効利用先の確保が必要

（②③）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補 ・カテゴリー
（応募番号）

・ビッグデータ
・データ解析・検索 ・ＧＩＳ
（20 22 59）56.コンポスト化しか有効利用の方法がない （③）

57.規模が小さい町村下水道では充分な供給がで
きない （③）

供給量の確保が必要 （③）

（20，22，59）

58.需要予測の方法 （①）需要と供給量のバランスの
確保 （①）

59.需要に応じた製品の製造 （①）

・データ解析・検索 ・ＧＩＳ
（22，47，59，65）

60.メリットが理解しずらい。メリットの算出方法が
分からない （②）

61.有効利用方法は紹介されているが、内容が良

く理解できず 導入のメリットがあるかどうか判

有効利用導入の問
題 （②）

有効利用のメリットが分か
らない （②）

コストがかかる （②） 62.広域化によるコスト削減の検討が難しい
（②③）

く理解できず、導入のメリットがあるかどうか判
断できない （②）自治体規模別

①：政令市
②：一般市
③：町村

（②③）

63.コスト・維持管理の低減技術が欲しい （③）

維持管理が難しくなる （②）
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５．災害時の対応

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補
シーズ凡例：

被災状況の即時把握が
困難 64.通信手段の確保 （①②③）現地との情報連絡ができない

（①②③）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

・センサーネットワーク
・光ファイバー
（16 28 50 72 73 74 76 77

・カテゴリー
（応募番号）

（①②③）

早期把握ができない
（①②③）

65.センサー・カメラ等の災害時対応（①②③）

66.異常通報の自動化 （③）

（①②③） （16，28，50，72，73，74，76，77
，78，79）

・センサー ・光ファイバー
（13，54，75，78，79）

・異常時のメ ルＳＮＳ通知

住民の協力を得ること
が難しい

（①②③）

住民への通報・住民からの情
報提供の方法の確立 （①②）

67.情報伝達方法の確立 （①②）

浸水等 発生 予測手法 確立 （③）

・異常時のメールＳＮＳ通知
（2，7，18，39，66）

・センサーネットワーク
・光ファイバー
（7，16，28，29，50，74，78，79）

69.住民の下水道への理解を得ることが難し
い （①②）被災時に下水道の使用制限を

行うことが難しい （①）

68.浸水等の発生の予測手法の確立 （③）
（ ， ， ， ， ， ， ， ）

・センサー ・シミュレーション
（6，48，49，60，66，67，71）

バックアップ体制の不足
（②）

ＢＣＰ計画はあるが、具体的な
バックアップ体制は確立されて
いない （②）

70.企業や他自治体との協力体制の確立 （②） ・遠隔操作
（7，48，60，71）②

71.広域的な災害対策の必要性 （③）

必要な設備機器当の把握が難 被災 備機 等 把握 ①②③

自治体規模別
①：政令市
②：一般市
③：町村

72.遠隔操作の必要性 （①②③）

・センサーネットワーク
・モバイル・タブレット
・ビッグデータ
（5，7，13，16，25，27，29，42，必要な設備機器当の把握が難

しい （①②）
73.被災した設備機器等の把握 （①②③）

74.復旧に必要な設備機器等の把握 （①②）

③：町村 52，54，64，77，79）

・ＢＣＰ ・マネジメントシステム
（26，47，62）
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６．人員の育成・確保

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補 シ ズ 例

職員の技術力の低
下 （①②）

75.自治体の財政不足により新規雇用できな
い （①②）

人員不足 （③）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

・教育・技術継承

シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）

職員の年齢構成のアンバ
ランス （①）

76.広域的な維持管理の必要性 （③）

77.新人育成のシステムが無い （①②）
職員の技術力の格差があ
る （①②）

自治体規模別
①：政令市
②：一般市

教育 技術継承
・マネジメントシステム
（10，40，41，57）

技術 ウ ウ 維持 対する方針が確

・教育・技術継承
（7，10，15，41，46，53）る （①②）

③：町村 78.技術・ノウハウの維持に対する方針が確
立してない （②③）

79.異動があることにより経験期間が短い （①）

技術の継承が進んでいない 82 言葉で伝達できない経験知・暗黙知があ

80.包括委託を進めたい （②）

81.包括委託による職員の経験不足 （①）

・教育・技術継承

83.外部委託による経験不足 （①）

技術の継承が進んでいない
（①②③）

82.言葉で伝達できない経験知 暗黙知があ
る （③）

・教育・技術継承
（7，15，41，46，53）

技術と事務の両立が

言われたことしかやらない・
自ら考えて行動しない （①）

84.業務の標準化・マニュアル化 （①②）

85.動機づけの方法 （①）

86 単純作業の広域化による合理化 （③）

・マネジメントシステム
（40，41，46，57，58）技術と事務の両立が

難しい（②③）
単純作業の合理化 （②③）

86.単純作業の広域化による合理化 （③）

87.単純作業のシステム化・外部委託 （②③）

（40，41，46，57，58）

・マネジメントシステム
（27，41，42，58，64）
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７．情報共有・情報利用

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補
シーズ凡例：

職員間の情報共有がで
きていない （①②③）

データを閲覧できない
（③）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

・ビッグデータ
（8，40，41，52，56，57）88.システム化ができていない （③）

・カテゴリー
（応募番号）

情報をシステム入力しない
職員がいる （①）

・ビッグデータ
・モバイル・タブレット
（8，32，33，34，40，41，57）

89.システムがWAN対応やクラウド対応でなく外
部から閲覧できない （①②③）

90.操作マニュアル・操作説明が必要 （①）

他部署・他事業の情報を
利用できない （①②）

他部署のシステムにアクセ
スできない （①②）

員 ①

・マネジメントシステム
（4）

92.他部署の閲覧をセキュリティ上の理由で制限
している （①）

91.各システムごとの入力操作の統一 （①）

利用できない （①②） スできない （①②）

・ビッグデータ

・セキュリティ
（7）

している （①）

93.庁内ＬＡＮとは独立したシステムとしている
（①）

94 システムやデータの共通化ができていない

情報の利用・分析が行わ
れない場合がある （①）

他事業との連携が図れな
い （①②）

・ビッグデータ
・データ解析・検索
（20 22 35 43 45）

・ビッグデ タ
（4，20）

94.システムやデータの共通化ができていない
（①②）

95.他事業とのデータの連携、データ相互利用の
必要性 （①②）

職員ごとの能力に差があ
る （①②）

自治体規模別

（20，22，35，43，45）

96.マニュアル化の必要性 （①②）

97.教育制度の充実 （①②③）

分析の仕方が分からない
場合がある （①）

自治体規模別
①：政令市
②：一般市
③：町村

教育・技術継承
（10，46，53）98.マニュアル化・システム化の必要性 （①②）
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８．広報・広聴

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

住民に対する広報の不足
（③）

99.広報の予算確保が難しい （①）

：ＩＣＴによる課題解決が想定される候補

住民の理解が得られない
（①②③）

住民の満足度が低い シーズ凡例：

・カテゴリー
（応募番号）

住民に対する広報が効果
的でない （①）

100.広報するための広報になっている（広
報の目的が不明確） （①）

101.インターネット広報の必要性 （①）
・情報公開
（18，51）

住民との情報共有の必要性
（②） 103.情報共有の方法の確立 （②）

102.インターネット広報を多用しすぎている （①）

・情報公開
（18，21，43，51，59，69，

79）
104.情報共有のためのコストの確保 （①）

105.情報内容に対する質問に対する対応
部署の設置が困難 （①）

79）

住民からの情報提供が無い
（③）

106.住民に関心を持たせる方法が分から
ない （③）

107.情報提供の手段が不足 （③） ・情報公開
（18，21，43，48，51，60

・情報公開
（18，48，51，60）

・批判が多い （①②） 住民からの苦情が多い（①②）

住民の ズが分からな

108.臭気問題 （②）

109.使用料の内訳が理解されていない （①）
自治体規模別

① 政令市

（ ， ， ， ， ，
，69，72，79）

住民のニーズが分からない
（②）

110.ニーズ調査の手段が不足 （②）

111.住民対応の不備・対応の記録がない
（①）

①：政令市
②：一般市
③：町村
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