
ＡＣＫグループ各社との積極的な人材や技術の交流により、総合的な技術やサービスを提供することが可能となりました。

活動のフィールドを制限することなく、あらゆるニーズに対して、ワンストップサービスでこたえていきます。
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●本　社  〒920-0031 石川県金沢市広岡三丁目3番77号　JR金沢駅西第一NKビル7階
●TEL（076）263-6464（代）　FAX（076）263-6922（代）　●URL　http://www.cser.co.jp/
東京事務所 〒151-0071 東京都渋谷区本町三丁目12番１号 住友不動産西新宿ビル６号館 TEL（03）6311-8551
横浜事務所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通四丁目40番地 商工中金横浜ビル４階 TEL（045）650-4611
埼玉事務所 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目４番２号 TEL（048）851-1011
群馬事務所 〒370-0043 群馬県高崎市高関町306番7号 TEL（027）310-3515
関西事務所 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番18号 住友中之島ビル13階 TEL（06）6479-2117
京都事務所 〒600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町685番地 京都四条烏丸ビル３階 TEL（075）741-6490
南丹事務所 〒622-0051 京都府南丹市園部町横田１号６ リバーサイド翠108号室 TEL（0771）68-1230
滋賀事務所 〒520-0532 滋賀県大津市湖青二丁目22番地４ TEL（077）594-8220
和歌山事務所 〒640-8451 和歌山県和歌山市中194番地１ ルーミング桂1-A号室 TEL（073）480-3475
神戸事務所 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目２番３号 フジ磯辺ビル３階 TEL（078）271-1370
東 海 支 店 〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋三丁目８番３号 江崎ビル１階Ａ号室 TEL（058）276-7020
名古屋事務所 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号 住友生命名古屋ビル７階 TEL（052）571-2267
大垣事務所 〒503-0812 岐阜県大垣市万石１丁目41番地 TEL（0584）77-6267
高山事務所 〒509-3202 岐阜県高山市久々野町小屋名2094番地 TEL（0577）52-1025
下呂事務所 〒509-2202 岐阜県下呂市森1665番地７ TEL（0576）23-3118
飛騨事務所 〒506-1158 岐阜県飛騨市神岡町柏原706番地 TEL（0578）83-1217
三重事務所 〒514-0004 三重県津市栄町三丁目257番地 関権第５ビル８-C TEL（059）229-7113
静岡事務所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町２番20号 ヤマムラビル追手町９階C号室 TEL（054）275-1024
浜松事務所 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町231番地８ プレイスワン田町４階１号室 TEL（053）415-9680
一宮事務所 〒494-0012　　愛知県一宮市明地字寺前44番地 TEL（0586）67-2071
新潟事務所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通二丁目３番26号 マニュライフプレイス新潟４階 TEL（025）255-0612
長岡事務所 〒940-0035 新潟県長岡市東神田三丁目11番13号 アーバン東神田２階 TEL（0258）94-6058 
上越事務所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町二丁目４番19号 TEL（025）527-2367
長野事務所 〒380-0921 長野県長野市大字栗田505番地4 イーストヒルズA棟203号室 TEL（026）217-9107
安曇野事務所 〒399-8101 長野県安曇野市三郷明盛2385番地４ TEL（0263）76-5770
富山事務所 〒939-8195 富山県富山市上野522番地の１ TEL（076）464-3299 
高岡事務所 〒933-0011 富山県高岡市石瀬237番地の５ TEL（0766）28-9571
氷見事務所 〒935-0006 富山県氷見市稲積2433番３号 TEL（0766）73-1670
砺波事務所 〒939-1346 富山県砺波市狐島438番地 TEL（0763）34-6334
黒部事務所 〒938-0054 富山県黒部市岡132番地の２ TEL（0765）54-9770
小矢部事務所 〒932-0106 富山県小矢部市内御堂95番地 TEL（0766）61-8535
南砺事務所 〒932-0256 富山県南砺市今里35番地 TEL（0763）82-2783
白山事務所 〒920-2323 石川県白山市瀬波子19番地５ TEL（076）255-5277
福井事務所 〒918-8239 福井県福井市成和二丁目401番地 西川ビル２階 TEL（0776）25-6157
敦賀事務所 〒914-0122 福井県敦賀市新和町二丁目11番９号 TEL（0770）23-5578
坂井事務所 〒919-0426 福井県坂井市春江町いちい野中央301番地 TEL（0776）51-9560
岡山事務所 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目20番27号 パインシティ306号室 TEL（086）805-6688
倉敷事務所 〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地６ TEL（086）523-4280
広島事務所 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島ＫＳビル11階 TEL（082）502-4805
松江事務所 〒690-0015 島根県松江市上乃木九丁目２番18号 TEL（0852）60-7810
福岡事務所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号 住友生命博多ビル12階 TEL（092）433-9055
北海道事務所 〒065-0018 北海道札幌市東区北18条東17丁目１番６号 アドマック18 ２階 TEL（011）780-6530

植物油インキを
使用しています

■プライバシーマーク■ISO9001・14001・55001

MSA-QS-654
MSA-ES-53
MSA-AS-2

さらなる下水道事業への貢献
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　我が国の下水道事業は、少子高齢化社会の進展に伴う職員の減少、老朽化施設の増大、

財政の縮小等、様々な課題への対応が求められています。また、国民ニーズの多様化、高度

化に対応し、持続的な発展が可能な社会の構築、循環型社会の構築、強靭な社会の構築に

貢献するため、新時代の下水道に向けた発展を遂げることが望まれます。

　弊社は「今後の下水道事業にどのように貢献するのか？」をテーマに、時代のニーズを

踏まえ、経営、維持・運営、環境、防災等の技術開発を推進しています。そして、それらを総

合的にマネジメントするアセットマネジメントへの取り組みを提案しています。

　さらなる下水道事業への貢献のために、お客様が何を求め、私たちが何を提供できる

のかを常に考え、昭和22年の創業以来、70年の永きにわたる経験と豊富な実績に基づく

技術とサービスで、新たなニーズに応えます。

さらなる下水道事業への貢献

経  営
Sustainable Development

持続的発展が
可能な下水道

事業経営の確立

アセットマネジメント
Asset Management

下水道事業
マネジメントの

最適化

維持・運営
Maintenance ＆ Management

効率的かつ効果的な
維持・運営

防  災
Disaster Management

安全・安心な市民生活に
向けたクライシス

マネジメント

環  境
Contribute to Nexus Society

循環型社会の構築への
貢献に向けた

環境配慮
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●アセットマネジメント支援システムを活用したＡＭ基盤整備

Asset Management

アセットマネジメント

下水道事業マネジメントの最適化に向けた
アセットマネジメントの導入を目指して

「ISO55001」の認証企業として顧客のアセットマネジメントを支援

アセットマネジメントの基盤整備を支援

「ISO55001」の認証企業として、下水道事業のアセットマネジメントを支援。

アセットマネジメント支援システムを活用したアセットマネジメントの基盤整備

施設整備主体の時代から、施設整備と併せて維持管理、改築・更新が
必要な時代への移行に加え、循環型社会への貢献、強靭な社会への貢
献、新たな価値の創造など、下水道事業のニーズは多様化してきていま
す。また、少子高齢化による職員数減少、財政縮小等の課題を乗り越え、
これらのニーズに対応していく必要があります。これら下水道事業の課
題を解決すべく、アセットマネジメントへの取り組みを提案しています。
弊社は、アセットマネジメントの国際規格である「ISO55001」の
認証企業として、顧客のアセットマネジメントを支援する取り組み
を実施しています。弊社のアセットマネジメントシステムの活動は、

「ISO55001」の規格を以下の事業活動に変換し、アセットマネジメン
トを実現するための役割を担っています。具体的なプロジェクト活動

は、「ISO55001」の規格に準じて策定した「アセットマネジメント実施
要領」により実施しています。

①顧客の要求に応じたライフサイクルコスト提案、コスト削減活動
②快適な水環境の維持のための施設能力、設備保全、予防等の改

善提案
③ストックマネジメントを踏まえた事業経営戦略の立案、財政懸念

への支援活動　等
プロジェクト活動における下水道のアセットマネジメントへの貢献の
みならず、自治体、団体における「ISO55001」認証取得も支援いたし
ます。

アセットマネジメントの仕組みを構築するためには、下水道の事業経
営、ストックマネジメント、防災などの事業戦略を有機的に結び付け、一
体的に取り組むための基盤を構築する必要があります。弊社は、経営戦
略、ストックマネジメント等の包括的な整理によるアセットマネジメン
トの目標設定、アセットマネジメント計画、アセットマネジメントを実現

するためのデータベース整備の提案など、アセットマネジメントの基盤
整備を支援します。また、弊社の「アセットマネジメント支援システム」
を活用することで、より効率的な運用が可能となるアセットマネジメン
ト基盤の整備を提案します。

施設情報の収集・整理

住民及び関係機関等への説明
（アカウンタビリティの向上）

リスク評価 ストックマネジメント
支援システム

事業経営戦略
システム

点検・調査計画の策定Plan

点検・調査の実施Do

修繕・改築計画の策定Plan

修繕・改築の実施Do

評価と見直しCheck Action

施設管理の目標設定 長期的な改善事業の
シナリオ設定

基本操作機能

事業計画総合
マネジメント

事業評価指標

投資・財政
シミュレーション

管路台帳

処理場・
ポンプ場設備
台帳

点検・調査履歴

改築・修繕履歴

震災対応管理

顧客管理（排水設備）

その他有用情報

ストックマネジメント計画

アセットマネジメント支援システム

リスク評価

情報登録

シナリオ分析

記録分析

記録登録

計画策定

計画登録

主題図・帳票出力
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Maintenance ＆ ManagementSustainable Development

ストックマネジメント、事業統廃合、広域化・
共同化による持続可能な維持・運営を目指して

戦略的な事業経営の推進による
持続的・安定的な下水道事業経営を目指して 維持・運営経　営

広域化・共同化計画の策定

事業・処理区の統廃合による事業の効率化

企業会計への移行による経営基盤の強化

●改築シナリオの検討　事例

●管路リスク評価　処理分区別集計　事例

●（ハード）汚泥共同処理 ●（ソフト）ICTによる集中監理

●農業集落排水の公共下水道接続検討例

●官民連携による自治体の課題解決

●使用料改定検討　委員会資料（事例）

●企業会計移行の包括支援

汚水処理の事業運営に係る広域化・共同化計画
ハード（施設統廃合）、ソフト（維持管理の共同化等）、汚泥処理の広域
化・共同化等を検討し、汚水処理の事業運営に係る広域化・共同化計
画の策定を支援します。

施設統廃合による汚水処理の最適化
人口減少や節水機器の普及による対象汚水量の減少等、社会情勢変
化に応じ、公共下水道等の処理区の統廃合、農業集落排水の公共下水
道接続等の計画策定から工事発注までを支援します。

自治体の直面する施設老朽化(物)、予算縮小(金)、職員数削減(人)の
課題を解決する、官民連携を提案します。
下水道事業における設計（D）、建設（B）、維持・運営（O）、マネジメント

（M）について、自治体の特性や事業規模等に応じて、PFI、DB、DBO、
コンセッションより最適な官民連携手法を提案します。
併せて、事業者、プレイヤーとして、自らが資金、人材を投資し、官民連
携事業に参画します。

企業会計移行支援
専門技術を要する地方公営企業法適用のスムーズな実現に向け、企
業会計移行基本計画策定、固定資産整理・評価、移行事務支援、財務
会計システム導入等、企業会計移行を包括的に支援します。また、企
業会計移行と併せて、企業会計移行後の財政健全化、持続可能な事業
経営を実現する中長期経営戦略・経営計画の推進に向けた具体的な
時間軸、マイルストーンを定めたロードマップを策定します。

弊社は、富山県南砺市（日本下水道事業団発注、処理場施設）、石川県小
松市（管路施設）、岐阜県瑞浪市（全施設）等のストックマネジメント実施
方針策定を支援しました。
弊社は、(公財)日本下水道新技術機構との共同研究の一員として、「中小
都市を対象とした下水道管路施設のストックマネジメント運用に関する
手引き」の策定に参画しました。

弊社は、石川県の全県エリアマップ策定支援のほか、河北郡市広域汚泥
処理計画、吉城郡広域汚泥処理計画等、広域化・共同化の計画策定を支
援しました。

弊社は、石川県金沢市、富山県小矢部市等、多数の自治体において農業
集落排水の公共下水道接続の検討を支援しています。
弊社は、石川県津幡町、石川県羽咋市等において、事業統廃合の検討か
ら、廃止事業の財産処分申請、下水道事業計画変更、接続施設の実施設
計まで、事業統廃合に関する一連の事業を支援しました。

弊社は、岐阜県富加町、石川県七尾市等、多数の自治体において、下水道
経営戦略（法非適用版、法適用版）の策定を支援しました。

弊社は、愛知県西尾市、石川県かほく市等において下水道使用料の改定
検討、使用料決定に向けた審議会、委員会の運営支援を行っています。

弊社は、愛知県半田市、富山県滑川市等において、企業会計移行に必要
な移行事務、会計システム導入、固定資産評価を一体的に支援しました。

管路施設ストックマネジメント
道路陥没事故等の未然防止を図るため、管路施設の重要度、影響度等
を指標とした優先度評価、中長期の財政シミュレーションに基づき、
管路施設全体の計画的維持管理が可能なストックマネジメント計画
を提案します。

処理場・ポンプ場施設ストックマネジメント
健全度の把握と劣化予測を考慮し、リスク評価による優先順位を踏ま
えた点検・調査、修繕・改築の実施により、処理場・ポンプ場の施設管
理の最適化が行えるストックマネジメント計画を提案します。特に、機
械・電気設備は、技術開発の著しい分野であることを踏まえ、省エネ
ルギー、効率化、監視システムの統合集約等、求められる機能等を勘
案した検討を行います。

中長期経営戦略の策定
中長期の投資・財政シミュレーションによる最適な事業戦略の選定
を踏まえた経営戦略の策定を行います。併せて、経営戦略の総務省様
式へのとりまとめ、議会説明資料の作成を支援します。

下水道使用料金の適正化検討
投資・財政のシミュレーション、経営分析に基づき、下水道使用料の
改定検討を支援します。市民の理解が得られる料金改定となるよう、
審議会、委員会の運営や説明資料の作成を支援します。

ストックマネジメント実施方針・実施計画の策定

経営戦略策定による持続的・安定的な下水道事業の実現

自治体の課題解決に向けた官民連携

企業会計移行基本計画策定

中長期経営戦略・経営計画

固定資産
整理・評価

財務会計
システム導入

移行
事務支援

弊社は、大阪市の大野・中浜・放出・住之江・海老江の５箇所の下水処
理場の消化ガス発電、ガス供給・導管の有効利用方法の検討及び法的課
題、財源措置支援制度の検討に加え、PFI・DBO・PPP等の事業形態の適
用検討や官民連携事業者の選定基準の策定等を行いました。
また、石川県小松市において官民連携における、水道・下水道の事業手
法の検討、手法別VFMの算定、設計、建設、運転及び維持管理を20年間
行うDBO方式を選定し、事業者の募集及び選定について支援しました。

ａ市
処理場

ｃ町
処理場

ｂ市
処理場

ｄ町
処理場

Ａ処理場
〈集中監視センター〉

インターネット
回線

ａ市
処理場

ｃ町
処理場

ｂ市
処理場

ｄ町
処理場

Ａ処理場
〈汚泥処理施設〉

公共下水道

●●処理区

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

農集●●地区

農集●●地区

農集●●地区

・施設老朽化
・予算縮小
・職員数削減

・設計ノウハウ
・資金
・リソース（人員等）

●PFI
●DB
●DBO
●コンセッション
●包括委託等

民間事業主

経費回収の状況【公共下水道】

公共下水道（平成28年度実績）

◯経費回収率●●％、使用料で賭うべき費用が回収できていない。
◯差分（H28年度実績：●億円）を一般会計繰入金で補填している。

資本費
（公費負担分）

資本費
（公費負担分を除く）

維持
管理費

負担区分 収入区分

公費
一般会計繰入金
（基準内）

公費
一般会計繰入金
（基準外）

使用料
収入

汚水処理原価
（公費負担分込）
●円/㎥

合計
●億円

汚水処理費
●億円

汚水処理原価
●円/㎥

●億円

使用料単価
●円/㎥

使用料収入
●億円

●億円

●億円

経費回収率
●％

使
用
料
で
賭
う
べ
き
費
用

公
費
負
担
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Contribute to Nexus Society Disaster Management

循環型社会の構築への貢献に向けた
次世代の環境配慮型下水道を目指して

安全・安心な市民生活の確立に向け
災害に備えた防災・減災対策の強化を目指して環　境 防　災

バイオソリッド利活用

太陽光発電

小水力発電・新エネルギー活用

下水道事業の防災・減災対策

下水道業務継続計画（BCP）

総合治水対策

●石川モデルの全体イメージ

●越前市公共施設屋根貸しによる太陽光発電事業

風力発電 燃料電池

●下水道施設の地震被害

●初動マニュアル（処理場編）事例

●流出解析による雨水対策検討

バイオソリッド利活用
下水汚泥の資源・エネルギー活用をより一層促進するため、下水汚泥
とその他バイオマスの連携・利活用について、可能性調査、利活用計
画の策定を提案します。

下水道総合地震対策計画
重要なライフラインである下水道の防災、減災を計画的に促進する
ため、下水道総合地震対策計画の策定を提案します。

処理場・ポンプ場の耐震診断・耐震化
線形解析、非線形解析による耐震診断、既存施設の運転を確保しつ
つ、実現可能な耐震補強設計の提案を行います。

管路施設の耐震診断・耐震化
非開削での耐震化、人孔浮上防止対策等、幅広い技術を活用した耐震
化を提案します。

下水道ＢＣＰの策定
地震等の災害が発生した場合にも、限られたリソースのもとで速や
かに下水道が果たすべき機能を維持・回復させるための、下水道業
務継続計画（BCP）の策定を支援します。

総合治水対策
河川施設、下水道、雨水流出抑制施設等の整備を組み合わせ、効率的
な治水対策を実現するための総合治水対策を支援します。

内外水の流出解析
最適な総合治水対策施設の整備計画策定に向け、内外水の流出解析
シミュレーションを実施します。

水処理施設における太陽光発電
水処理施設の土地、屋根の面積は広大であり、有効活用のポテンシャ
ルがあります。それらのポテンシャルを活用した太陽光発電事業を提
案します。

下水道施設における小水力発電検討
下水道事業において発生するエネルギーの有効活用に向け、下水処
理水の落差を活用した小水力発電事業を提案します。

新エネルギー活用計画
処理場等の電力供給において、地球環境への負荷の低減、電力料金低
減を図るため、以下のような新エネルギーシステム導入を提案します。

弊社は、石川県･土木研究所･金沢大学･民間企業が小規模下水処理場に
向けて共同研究・開発した、地域バイオマスの集約･混合と高濃度(最大
10％程度)メタン発酵処理を行うという特徴を有する「いしかわモデル」
への取り組みにおいて、研究開発支援や事業性評価等の一連の支援を行
いました。また、同モデルの初めての導入事例となる石川県中能登町に
おいて処理施設の計画・設計を行いました。

弊社は、三重県松阪市、岐阜県中津川市ほか、数多くの自治体で、下水道
総合地震対策計画策定を支援しました。

弊社は、東京都下水道局をはじめ、数多くの自治体で、耐震診断および補
強設計の実績を有しています。

弊社は、福井県越前市の農業集落排水施設において、日本海側初の公共
施設屋根貸し事業による太陽光発電事業を運営しています。

弊社は、大阪府高槻水みらいセンター敷地内の太陽光発電施設を設計し
ました。

弊社は、大阪府の渚水みらいセンター、鴻池水みらいセンター、川俣水
みらいセンター及びポンプ場において、新エネルギーの情報収集整理、
技術活用可能性検討を行い、小水力発電及びヒートポンプ冷暖房等の基
本設計を行いました。
また、金沢市城北水質管理センターにおいて、処理水の落差を活用した
小水力発電の検討を実施しました。

弊社は、大阪市の大野・中浜・放出・住之江・海老江の５箇所の下水処理場の
消化ガス関連設備の更新・運用計画の策定、消化ガス発電、ガス供給・導管の
有効利用方法の検討及び法的課題、財源措置支援制度の検討を行いました。

また、佐賀県武雄市等における処理場施設実施設計において、新エネル
ギー導入に関する提案を行いました。

弊社は、石川県及び県内市町村、(公財)日本下水道新技術機構が行う「下
水道ＢＣＰ作成に関する共同研究」に参画しました。
弊社は、福井県大野市において、限られた人数の下水道担当職員で迅速
な対応を可能とする「初動対応マニュアル」を策定しました。

弊社は、石川県小松市において、総合治水対策の推進に関する条例、開
発行為に伴う雨水流出抑制指導要綱の策定を支援しています。

弊社は、東京都下水道局の複数案件にて、流出解析を活用した雨水対策
業務を実施しています。

太陽光発電 風力発電 燃料電池
太陽光発電

A下水処理場
脱水汚泥

前処理設備
（汚泥改質） 混合設備

（濃度調整）

メタン
発酵機

メタンガス
利用

・発電
・熱利用等

汚泥
有効利用
・肥料化等

小型化
効率化

B下水処理場

集約化

集約化
C下水処理場

集排処理場

し尿

生ゴミなど

汚泥の原料化

主ポンプ棟（1階）
機械室1④ ●水位異常の有無を確認　→　流入ゲートの閉鎖

●現場操作盤の通電の有無確認　→　自家発電に切替

主ポンプ棟（地下2階）
ポンプ機械室③ ●溢水の有無確認　→　流入ゲートの閉鎖

主ポンプ棟（1階）
ゲート操作室② ●現場操作盤の通電の有無確認　→　自家発電に切替

●流入ゲート開閉の可否確認　→　手動にて開閉の可否確認

管理棟東側
汚泥処理棟北側① ●プロパンガス元栓の閉栓

緊急措置⑤
流入ゲートの閉鎖後、15時間以内に対応
●仮沈澱池の設置、塩素剤による消毒
●仮設水路による近傍水路へ放流

流入ゲートの閉鎖

緊急措置の手配

発災


