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水・緑・環境－ 「見える化」で水事業を支援します

水・緑・環境－
今日のお話し

水・緑・環境

• 私の自己紹介

• やってきた仕事

私のキャリア形成• 私のキャリア形成

• 水ビジネス

• 建設コンサルタントって？

水コンサルタント（上下水道コンサルタント） て？• 水コンサルタント（上下水道コンサルタント）って？

• 上下水道コンサルタントの今後

• 当社の紹介
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水・緑・環境－
自己紹介

水・緑・環境

• 早稲田大学大学院修士課程修了

• 日本下水道事業団（JS)入社

JS在職中 建設省（現国土交通省）下水道部• JS在職中、建設省（現国土交通省）下水道部
及び

（公財）日本下水道新技術機構 に出向

• 現在 オリジナル設計株式会社
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水・緑・環境－
やってきた仕事 JS

水・緑・環境

• プロジェクトの予算管理

• 委託者（地方公共団体）との協議

• 実施設計（下水処理場、ポンプ場）、積算実施設計（下水処理場、ポンプ場）、積算

【建設コンサルタントとの協議】

工事発注計画 仕様書等の作成 審査・工事発注計画、仕様書等の作成、審査

• 建設工事の施工監理、工事検査

【施工業者（建設会社、機電メーカー等）との協議】

・（地方公共団体の）下水道計画の作成・（地方公共団体の）下水道計画の作成

・会計検査の受検

修・技術者の育成【研修】
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水・緑・環境－

やってきた仕事 行政（国家公務員）
水・緑・環境

• 国土交通省（当時は建設省）下水道部

• 全国の地方自治体（都道府県、政令指定市、

般市町村）の下水道担当部署と接点• 一般市町村）の下水道担当部署と接点

• ・下水道の実施についての通達、事業認可、

• 下水道予算の確保、技術基準等の整備

工事発注（建設業者等） 業務委託（ ンサルタント• ・工事発注（建設業者等）、業務委託（コンサルタント
等）についての意見交換、積算基準整備
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水・緑・環境－

やってきた仕事 （公財）日本下水道新技術機構
水・緑・環境

• 下水道に関する調査、研究、開発、評価をおこなう
公的機関

• 国 地方公共団体 JS 建設コンサルタント 機電• 国、地方公共団体、JS、建設コンサルタント、機電
メーカー、素材メーカー等からの出向者と、プロパー

職員 構成職員で構成

・上記の各団体との人的交流、公的研究機関としての上記の各団体との人的交流、公的研究機関としての

立ち位置がキャリア形成に大いに役立った。

技術 審査 事業 価事業・私は、民間開発技術の審査証明事業（評価事業）、

下水道に関する調査事業等を実施した。下水道に関する調査事業等を実施した。
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水・緑・環境－

やってきた仕事 上下水道コンサルタント
水・緑・環境

• 社内設計審査会

• 社員研修

社内技術論文集 査読• 社内技術論文集 査読

• 会社の広報（会社概要パンフ、ホームページ、他）

• 協会活動（全国上下水道コンサルタント協会）

社内ナレッジマネジメント• 社内ナレッジマネジメント

• 個人情報保護管理者
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水・緑・環境－
わたしのキャリア形成

水・緑・環境

• 実施設計の補助 → 設計業務・設計監理業務

• 工事監理補助 →工事監理 →工事検査等

行政• 行政

• 新技術の調査、審査

• 個別の建設プロジェクトの計画、マネジメント

【予算管理 工程管理 人的管理等】【予算管理、工程管理、人的管理等】

• 設計業務全般のマネジメント

• 組織としてのプロジェクトのマネジメント

組織経営• 組織経営
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水・緑・環境－
水の循環と水ビジネス

水・緑・環境
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水・緑・環境－

水ビジネス【国内の水資源】
～人間が使える水の量は限りがある～ 水・緑・環境人間が使える水の量は限りがある

出典：国土交通省「日本の水資源」
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水・緑・環境－
上下水道関連 水ビジネス（世界）

水・緑・環境
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出所：Global Water Market 2014 （Global Water Intelligence） 等を基に日本総研作成

水・緑・環境－
多様な省庁が水と水ビジネスを管掌

水・緑・環境

• 利水と治水、水質保全をめぐる関係省庁と所管範囲

出典：玉真俊彦「水ビジネスの教科書」 11



水・緑・環境－
水ビジネスのプレーヤー

水・緑・環境

• 「水ビジネス」 多様な形態

・供給目的： 水道、農業用水、工業用水

・施設： 貯水池 取水施設 処理施設 ポンプ施設施設： 貯水池、取水施設、処理施設、ポンプ施設、
給排水・排水管路

処理対象 表流水 地下水 下水 産業排水 下水・処理対象： 表流水、地下水、下水、産業排水、下水
処理水（再生水として利用）、海水（淡水化）

業態別 設計 建設分野 維持管理 運営分野・業態別： 設計・建設分野、維持管理・運営分野

プレイヤー：地方公共団体、コンサルタント・調査会社、
建設会社 メーカー（電機・機械プラント 管材 素材）建設会社、メ カ （電機 機械プラント、管材、素材）、
維持管理会社、商社、建設会社
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水・緑・環境－
建設コンサルタントって

水・緑・環境

■私たちの周りには社会インフラがいっぱい！例えば…

上下水道 橋道路 空港 etc…

■その施設は、実は…建設コンサルタントによって設計されています！

国・地方自治体が
建設コンサルタント
に業務を発注

① 国・地方自治体が
建設会社に業務を発注

③

建設 サ タ トが

②

に業務を発注

建設会社が
建

④
国・地方自治体建設コンサルタントが

市民ニーズを満たす
具体的な方法を

建設コンサルタント
の設計を基に施工

国・地方自治体

企画・提案・設計

建設コンサルタント 建設会社

市民ニーズ
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水・緑・環境－

水コンサルタント
（上下水道コンサルタント）って？ 水・緑・環境（上下水道 ンサルタント）って？
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水・緑・環境－
上下水道コンサルタントと、取り巻く関係者

水・緑・環境

15



水・緑・環境－
仕事の流れ

水・緑・環境
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水・緑・環境－
発注者（事業者）の仕事

水・緑・環境

• 政策判断、経営判断、経営計画、業務管理

• 個別事業、施設のプロジェクト

（計画 調査 設計 施工（新設 改築） 維持管理）（計画、調査・設計、施工（新設、改築）、維持管理）

• 計画、調査・設計 →業務範囲設定、仕様書、積算、

業務委託契約の手続き（契約方式の選択、業者の
公募又は指名、入札、契約、設計監理、検査）公募又は指名、入札、契約、設計監理、検査）

• 施工 →工事範囲（区分）の設定、仕様書以降は、
上記とほぼ同じ（「設計監理」は「施工監理」となる）上記とほぼ同じ（「設計監理」は「施工監理」となる）

• 維持管理 →直営管理、委託管理
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水・緑・環境－

建設コンサルタントの仕事
ニーズをくみ取り、最適な解決策を提案 水・緑・環境ズをくみ取り、最適な解決策を提案
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水・緑・環境－
コンサルタントの業務領域の拡大

水・緑・環境
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水・緑・環境－
多様な官民協働

水・緑・環境

出典：AWSCJ Vision 2015‐2025 20

水・緑・環境－
これまでの「上下水道コンサルタント」

水・緑・環境
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水・緑・環境－
これからの「上下水道コンサルタント」

水・緑・環境
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オリジナル設計(株)とは

⇒ Original  Engineering  Consultants

当社は、建設コンサルタント の中の 上下水道コンサルタント です!
”” ” ”

建設

建設コンサルタント
って何？？

上下水道コンサルタント
って何？？って何？？ って何？？
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１．会社紹介

OEC オリジナル設計株式会社

・名 称 オリジナル設計株式会社 東証2部 4642
・本 社 東京都渋谷区元代々木町30番13号本 社 東京都渋谷区元代々木町30番13号
・設 立 1962年1月23日
・代表取締役社長 菅 伸彦
・従業員 321名 資本金 10億9300万円従業員 名 資本 億
・売上高 連結51億3,300万円（2014年1月1日～12月31日）

主な事業内容

• 上下水道、工業用水、農業用水、雨水に関する調査、設計、施工監理
• 治・利水、湖沼、公園に関する調査、設計、施工監理
• 都市・産業廃棄物・し尿処理施設に関する調査、設計、施工監理
• 建築物、構築物、道路の調査、計画、設計、施工監理
• 都市施設情報管理に関する調査、計画、運用並びに、コンピュータソフトウェア・ハード

ウェアの販売及びリ スウェアの販売及びリース
• 測量、地質、海流に関する調査業務
• 水質等の濃度の計測、調査業務 他
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国内事業

水インフラ(既設)水インフラ(新設) 水インフラ(既設)
に関する
診断、
長寿命化計画の策定、

水インフラ(新設)
に関する
調査、
計画・設計 長寿命化計画の策定、

改築設計
計画 設計、
施工監理

風力や太陽光などの
上下水道事業の

風力や太陽光などの
代替エネルギー
事業化に関する
コンサルティング

上下水道事業の
経営の改善に関する
コンサルティング

クラウドを利用した上下水道の維持管理情報
システムの企画・開発・管理・運用支援
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海外事業

衛生状況改善事業準備調査
水質・環境改善計画調査水質 環境改善計画調査
上下水道・廃棄物処理施設設計
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キャリアステップ

新入社員研修

技術士等国家資格取得支援研修技術士等国家資格取得支援研修

技術・営業専門部会

技 修社内技術研修

社内技術論文

ウーマンスタッフカンファレンス（WSC）

ヤングミドルジェネレーションフォーラム（YMGF）ヤングミドルジェネレーションフォーラム（YMGF）

WSC YMGF
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求める人物像

コミ ニケ ション能力コミュニケーション能力
がある

知的好奇心がある責任感がある

協調性がある
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ご清聴ありがとうございました。聴あ う

水・緑・環境－ 「見える化」で水事業を支援します


