「下水道の日」特別企画

みんな

で

下水道広報

GKP（下水道広報プラットホーム）
に入会してみませんか？

下水道広報プラットホーム 企画運営委員会 委員
（横浜市環境創造局下水道事業調整課担当課長）
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広報の目的

～リソースの確保～

本田

康秀

持続可能な下水道事業の実現に向け、資金や人材
といった「リソース」が重要であり、
下水道広報・
広聴の戦略も、これらの「リソース」を確保する

我が国の下水道事業は、昭和 45 年の公害国会

ことを目的とすべきとの議論があった。下水道事

での下水道法改正を契機として、
公衆衛生の確保、

業の経営にとって「資金の確保」は不可欠であり、

公共用水域の水質改善などを目的として、急速に

これまでにも使用料等を負担いただいている市民

普及拡大してきた。その成果として、都市の生活

や事業所のみなさまを対象に財政広報などを展開

環境は大幅に改善し、公共用水域の水質の改善事

しているが、今後は、これらをより一層強化する

例も多く見られるようになった。このため、下水

とともに、PFI 事業など民間からの投資をも視野

道の広報活動は、整備促進に必要な財源確保の重

に入れ、
下水道事業のビジネスの可能性について、

要性を訴えるものや、水質改善等の効果を PR す

関係する経済界・業界をターゲットとした広報も

るものが主流であった。

必要と考えている。特に、本市は、今年４月に、

一方、横浜市では、下水道処理人口普及率が

海外水ビジネス展開のハブ都市として国の認定を

99％を超えるに至っており、都市浸水対策や地震

受けていることも踏まえ、横浜市海外水ビジネス

対策、下水汚泥等のエネルギー再生活用などが重

推進協議会の活動や観光分野などとも連携し、
「横

要施策となっている。１万 1,000㎞を超える管きょ

浜の環境行政」や「横浜の先進的な下水道」を国

など膨大な施設ストックを抱える中、これらの機

内外にブランドとして展開し、市内経済の活性化

能が持続的に適切に発揮され、重要施策に対応し

につなげるセールス活動にも取り組んでいきたい

続けることができるよう、長寿命化対策を採り入

と考えている。先般国土交通省が公表した「
『循

れた予防保全型の改築・維持管理に取り組んでい

環のみち下水道』成熟化に向けた戦略と行動」に

る。下水道使用料収入が減少傾向にある中、財務

もあるように、今後の下水道の広報については、

のより一層の健全化にも取り組んでいる。このた

「持続性の実現のためのリソースを確保」するこ

め、今後の下水道事業のあり方を議論する「横浜

とを目的とした戦略が重要になることが他都市に

市下水道事業経営研究会」
（座長：河野正男横浜

おいても共通になるものと考えている。

国立大学名誉教授）においても、
「持続可能な下
水道事業」のための下水道広報・広聴のあり方が
重点的な審議事項になっている。本研究会では、
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今後の新たな
取組（案）

これまでの
事例

ステークホルダー

目的

下水道展での

生

環境学習出前講座

IR 説明会

海外ビジネス
推進協議会

○マスコミとの情報交換会
（下水汚泥の資源・エネルギー活用など）
・先進的な取り組みを行っている現場の
見学会
・幅広い層への情報提供媒体としても活
用

※IR 説明会…投資家
説明会、幅広い投資家
への販 売 促 進のため、
林市長自らが横浜市の
財政状況等を説明。

（財政局 HP より）

経済界・業界

イメージアップ

デザインマンホール
（横浜・Ｆマリノスからのデザイン、
デザインプレートの提供）

下水再生水による
「せせらぎ」の創出
（江川せせらぎ緑道、都筑区）

国内外、経済界

市 行 政、下 水 道 行 政 の
イメージアップを図る。

＜トピック例＞
・雨季に備えた浸水対策
・震災への備えや震災時利用できるトイ
レ情報
・災害時のお願い
・もしも下水道がなかったら……？

民間事業者

共創フロント

課題提出
提案への対応

情報提供
・調整

○水・環境ソリューションハブを拠点とした
国内外への「横浜市の下水道」の PR

※共創フロント：市が民間からの提案や情報交換を行う窓口。
上記マンホール蓋も本制度を通じて実現。

課題提示
提案への対応
成功事例のPR

相談・提案
ニーズ

○全戸配布される広報よこはま（区版） ○民間のコマーシャル商品と連携した
PR 活動の展開（共創フロントの活用）
の活用

QA 川の水を汚さないためにできること
（環境創造局 HP キッズページより）

財政広報のパンフレット
「下水道とお金の話」

市民・事業者

下水道や水環境の持続性につなげ
るべく、適切な環境行動に関する
情報を伝える。

環境行動促進

報告・提案

各区局

○ホームページの充実・SNS や動画の活用
SNS…ソーシャルネットワーキングサービス
の略。
ツイッター、フェイスブックなど

○大学生との情報交換の推進
・水再生センター等の職場案内
（施設見学や、業務に関する情報提供）
・職員がゼミ等に出向き、行政や業務に関す
る情報を提供
・学生が情報源とするホームページとの
リンク推進
・インターンシップの積極的受け入れ

ポスターセッション

学

下水道事業の運営に必要な資金を確保する
ため、使用料等の負担についての理解を促
進し、下水道事業の投資価値を伝える。

優秀な人材を確保するため、学生
に対し水道事業の仕事としての魅
力を伝える。

実施

下水道各課
資金確保

調整・提案・依頼

下水道事業広報・広聴担当部署
広報・広聴目的やツールの整理・企画・効果測定

横浜市下水道経営研究会資料（平成 24 年５月 30 日の資料の抜粋）

人材確保

㈳日本下水道協会
主催

戦略の体系（例）

図－１
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た広報は、下水道とは全く異なる業界（下水道と

ステークホルダーの広がり

いうキャラクターを活用した商品を販売する事業
者など）との連携で大きな効果が期待される。下

前述の研究会では、広報目的に応じたステーク

水道が、
「循環のみち」
「成熟化」を目指すにあた

ホルダーを明確にし、適切な広報手段を選択す

り、これまでにはない多様なステークホルダーと

ることの重要性が指摘されている（図－１参照）
。

の関わりが重要なポイントとなってくる。

例えば、環境教育は「人材」というリソースを確
保するという意味でも重要な広報であるが、小学

下水道の価値を高め持続性に
つなげる広報プラットホーム、
それが GKP

3

生を対象とする場合は、理科や社会科といった教
科として如何に扱えるようにするかといった題材
の提供がポイントになるが、大学生を対象とする

下水道界では、事業主体である地方公共団体、

場合は、仕事としての魅力を訴えるいわば「リク

技術・ノウハウを提供する民間事業者、研究開発

ルート」的な広報活動がポイントになる。
「資金」

を進める学術機関など産学官が多様な活動を展開

というリソースの確保についても、使用料を負担

している。GKP は、広報の観点から魅力的なネ

する市民・事業者に対する広報と、PFI 事業のよ

タ・リソースを集約するとともに、下水道界以外

うに投資を期待する経済界・業界に対する事業の

のステークホルダーの興味・関心にマッチしたネ

投資価値の PR を目的とした広報は内容も手段も

タの提供やコラボ企画を行うためのパイプづくり

異なる。イメージアップ・ブランド化を目的とし

を行うプラットホームとして今年６月に発足した

図－２

GKP の活動イメージ
これまでは、

《下水道界》それぞれの立場・視点で広報活動を実施。
国

自治体

協会

NPO

民間企業

有効な
広報（情報発信）
の
（現状） どう広報してよいか 広報活動事例が
必要性の
埋もれている
分からない
認識が低い

単独では
難しい。
予算がない

その他

下水道は見えないため
価値の伝え方が困難

情報発信の必要性の
認識が低い

そこで…
GKP は…
・提案／参加型のプラットホーム
・ 広報 をキーワードに人や情報が集まる場
・「やってもらう」→「自らやる（やれる）」

具体的には…
①ネタ・リソースの発掘・深掘→外部への露出
②外部との情報交換を行う場の提供
③産学官を超えた新たな広報活動の展開

《下水道業界》
メディア

国・都道府県・
市区町村
民間企業

GKP による
リンク
大学／
学識経験者

NPO 等

下水道に理解
のある個人

メディア

パイプ作り
コラボ企画

企業

ビジネスマン

下水道に関する露出が増える
下水道の価値が伝わる（伝わる機会が増える）
共感が生まれる

下水道のプレゼンス向上
（ブランド化）



学校／
教育関係者

活力・元気
︵ヒト・カネの循環︶

オピニオンリーダーによる
イベント
講演会
発信
ホームページ
ブログ等

他業界

協会／団体
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図－３

GKP の機能

これまで下水道界で展開されてきた広報活動を外部につなぐとともに、
産学官の垣根を超えた広報活動を展開する下水道界のプラットホームとして機能。

①
発掘・深掘・露出

②
場の創出（提供）

③
特別企画の実施

▶全国各地に埋もれているネタ・
リソースの発掘・深掘。
▶適切なターゲット（マスコミ・
首 長・教 育 界・婦 人 会 等）へ
の情報発信。

▶下水道界の各プレイヤーがつ
ながりたいと考える対象（人・
情報・組織等）とつながる場
の提供。

▶産学官の垣根を超えた GKP な
らではの新しい企画の実施。

【例】
広報事例の収集・共有化
付加価値を付けたマスコミへの発
信
→GKP 広報大賞の実施（３月頃）
広報事例を集め、表彰、下展や
エコプロで紹介

【例】
自治体・企業と学生をつなぐリク
ルート的な情報交換会の開催
→下水道展学生ツアー（７月）
マスコミ、オピニオンリーダー等
の講演会・情報交換会の開催
→全国各地での広報サロンの開催

【例】
「下 水 道の日」中 央 行 事の企 画・
実施
「下水道女子会（仮）」の設立
下水道展等の改善提案
「水の天使」活用行事の企画・実
施
他業界とのコラボ企画
→下水道ゲームの開発（ゲーム業
界コラボ）
→下水道に優しいレシピ開発（料理
業界コラボ）

リソース（人・資金）の確保＆下水道のイメージ UP

（図－２、３）
。GKP 広報大賞（仮称）の実施を

を行う会議の開催を検討中である（ブロックごと

通じたネタ・リソースの発掘、
下水道界の各プレー

の開催を想定）
。会費は、
個人会員が１口 1,000 円、

ヤーがつながりたいと考える業界等とのマッチン

団体会員が１口３万円であり、会員になると、人

グの場の設置、産学官の垣根を超えた新たな広報

的ネットワークの構築、情報提供・収集、共同企

活動を進めていく予定である。まずは定期的な行

画への主体的参画などのメリットが享受できる。

事として、著名人によるトークや懇親を目的とし

活動の詳細は GKP ホームページ（http://www.

たサロンの開催、地方公共団体等の広報担当者ど

gk-p.jp/）を参照されたい。

うしの広報の成功事例や悩み等の情報・意見交換

ご意見・ご感想

E-mail でも待ってるよ !!
本誌に対するご意見・ご感想をお寄せ下さい。
本誌で取り上げてほしい企画や情報、本誌の好

〒 160 － 0004 東京都新宿区四谷３－１－３
（第１富澤ビル）

きなコーナー・嫌いなところ、下水道事業に関わ

環境新聞社「月刊下水道」編集部

るご要望などご意見・ご感想をお気軽に。E メー

TEL. 03－3357－2301 ／ FAX. 03－3351－1939

ルでもお待ちしています。

E-mail：gesui-hensyu ＠ kankyo-news.co.jp
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