
 
ICT「クラウドシステム」 
遠隔監視・管理導入と効果 

 

福島県南会津町環境水道課 

水道係長 星 善介 
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図１ 福島県内の南会津町位置図 

平成18年３月１町３村が合併 

(田島町・南郷村・伊南村・舘岩村） 

 

人口：15,679人 (H31.1.1現在） 

 

面積：886.47k㎡ 

 

人口密度：17人/k㎡ 

（参考:同数面積岩手県盛岡市 

           331人/k㎡） 

 

気候：夏は朝夕しのぎやすい大陸型、 

   冬は厳しい日本海型に属し、 

   南郷・伊南・舘岩地域は 

   特別豪雪地帯に指定されている 

 

 

１．南会津町の概要 



3 

図2 水道事業位置図 

統合前水道種別：1上水道、17簡易水道、2専用水道、2飲料供給施設 

水  源  の  種  別：1ダム水、5表流水、14浅井戸、8湧水 

浄  水  方  法  別：1膜ろ過、2急速ろ過、4緩速ろ過、21塩素のみ 

２．南会津水道事業の概要 



３．町村合併後の課題① 

旧町村単位で異なる中央監視システム 
  ▶町村合併後の、水道事業の一体感が感じられない。 

 

旧舘岩村 
 
〇異常警報がなく、夜間の異常は、 
 宿直担当者の連絡に頼っていた。 
 
〇トレンド記録紙の分析は熟練担当者 
 でなくてはできない。 
 
〇PC画面の移行費用が確保できない。 

旧南郷村 
 
〇文字情報のみデータで構成されト 
 レンドグラフ、フローシートと 
 いった描写情報がない監視画面 
 
〇統計数量等の算出には問題ないが、 
 日々の維持管理には不便であった。 

旧田島町 
 
〇新システム（左）、旧システム（右） 
 のPCが２台並んでいた。 
 
〇新システムは、アップデートに嵩む 
 費用から更新が行えないでいた。 
 旧システムは、メーカーメンテナンス 
 期間が過ぎており、更新時期に達して 
 いた。 

※旧伊南村は、写真なし（旧田島町、旧システム(右)と同じ） 



各水道施設の浄水フロー方法の把握 
  ▶工事修繕等で施設情報が必要な場合に現状把握に時間を要していた。 

 

昭和52年作成 平成10年作成 

３．町村合併後の課題② 

・青焼図面で保存が多い 

・旧町村単位（現在の総合支所単位）で保存していた 

・非常時（台風・豪雨）の緊急体制の構築に苦慮 



３．町村合併後の課題③ 

データ取得を行うセンサー機器、通信盤の有無 
  ▶一部の老朽化した小規模施設ではセンサー機器が無く、中央監視が無い 

  状態であった  

現地データ盤として整備されたが 
修理されないままとなっていた。 

盤と同様にセンサー機器は修 
理されないままとなっていた。 

施 設  名：針生配水池 
原  水：湧水 
浄水方法：滅菌のみ 



施設内端末 施設内端末 施設内端末 施設内端末 

クラウドサービス 

スマートフォン 

ガラケー 

デスクトップPC 
ノートPC 

タブレット 

４．ＩＣＴ「ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ」について 

データセンター（東西1箇所） 

施設内端末に集められた情報は、クラウドサービスを通じて 
維持管理関係者のＰＣ・携帯端末で、いつでもどこでも監視・管理可能 

（定額のICTクラウドシステム利用料金） 
高額な専用線、テレメーター通信とは異なり、 

低額の料金でクラウドシステムを利用することが出来る 

水道施設 



５．ＩＣＴ「ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ」のセキュリティー 

強固なセキュリティー対策 

クラウドサービス 

スマートフォン 

ガラケー 

デスクトップPC 
ノートPC 

タブレット 

インターネットからの侵入不可 

閉域網回線にて、外部から不正アクセス不可能なネットシステム 

閉域網回線にて、外部から不正アクセス不可能なネットシステム 

データセンター 

施設内端末 施設内端末 施設内端末 施設内端末 

（管理者側のセキュリティ） 
個別にID,パスワードを発行し、 

遠隔制御可能権限者、監視・管理のみ担当者など、 
施設管理・運用方法に応じた細やかなセキュリティ設定が可能 
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６．実際の導入事例 

クラウドサービス 

複数の関連施設を「一枚絵」で表現「見える化」が実現 

担当者パソコン 
（役場） 

担当者スマホ 
（現場） 

配水池 滅菌室 管末残留塩素計 



７． ICT「ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ」導入までの経緯 

・平成25年６月 旧伊南村(伊南総合支所）の中央監視が動作不良に陥る 

・ 〃  ８月 補正予算査定に単独修繕費(９百万)計上→却下！再検討を指示 

 (理由）１箇所当たりの費用が嵩むこと。必要性は理解できるが町全体を考慮した技術 

     はないか確認し報告すること。 

・ 〃  ９月 修繕(９百万）更新（２千万）クラウド（2.5百万）を比較し経済性、施工性、 

        将来性を考慮し、クラウドシステムで補正予算案に再計上 

・ 〃 １２月 本町初のICTクラウド監視を伊南地区水道(浅井戸、滅菌のみ）に導入 

・ 〃 １２月 水道事業統合に関連して簡易水道等施設整備費の補助要望書を提出 

・平成26年度 町内の水道施設の浄水フローシートの整理（電子化） 

       既存監視盤がある施設にICT通信機器２２箇所を導入 

・平成27年度 旧田島町内に導入 

       センサー機器の導入設置し、ICT通信機器付監視盤を導入 

       通信機器に薬品注入量調整機能を搭載し、遠隔操作で調整が行えるようにした。 

       毎日検査仕様の管末残塩濃度監視盤を共同開発し、先行して５箇所に導入 

・平成28年度 旧南郷・伊南・舘岩村に導入 

・平成29年度 管末残塩濃度監視盤を９箇所導入し補助事業完了 

・平成30年度 日本水道協会 水道イノベーション賞【特別賞】 受賞 



８．導入検討時の中央監視とクラウド比較表 
遠方監視装置 【従来】中央監視 ICTクラウド 

監視方法・場所 役場PC(1台)・メール文字通報（携帯電話等） 担当者PC全て・携帯端末アプリ通知（ID・PASS要） 

（評価） ☓ ○ 

通信回線 
専用回線（8,500～13,000円/月/回線） 
一般回線（3,700円/月/回線） 

携帯電話回線網（2,500～6,000円/月/箇所） 
情報量により価格設定【メーカーによる】 

（評価） ☓ ○ 

機器価格 
（初期導入時）テレメータ盤制作 
       オリジナルソフト制作 
       7,000～20,000千円／箇所 

（初期導入時）監視端末費 1,500～3,500千円／箇所 

（評価） ☓ ○ 

ランニングコスト 
・通信費が役所からの距離により決定 
・アップデート費はOS更新時度発生 

・携帯電話網利用で距離等に関係なく一定額 
・アップデート費は基本「0円」 

（評価） ☓ ○ 

工事期間 
8年 

（クラウド実績より算定） 
4年 

（予算配分実績） 

（評価） ☓ 
 

○ 

工 事 費 
土工・ｾﾝｻｰ機器費含 

4.5億円 1.9億円 

（評価） ☓ ○ 

総合評価 ☓ ○ 



９．比較項目（①ランニングコスト）通信費 



(監視画面のお知らせ） 

アップデート通知 

９．比較項目（①ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ）ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ費用 

全国のユーザーの意見が反映される 

費用は、「ゼロ円」 



【経費】既存盤を利用（製造先は問わない） 

監視端末 

９．比較項目（②経費と工期）工事内容 

【工期】コンパクト端末設置後に即監視！！ 



【After】 場所を選ばない 情報の「オープン化」が実現 

担当者PCデータ分析 どこでも携帯端末での打合せ 車内でのデータ分析 

９．比較項目（③監視場所） 
【Before】 中央（役場）のみ情報「1極集中＝4箇所分散」でした 



１０．課題からの問題を解決① 
（問題）把握すべき数量の算出に苦慮 

日報 月報 年報 

(解決）統一された３種類の帳票を、全施設で集計されている。 

▶算出方法は、施設状況（センサー機器の有無）、中央監視盤の精度に 
よって異なり統一されていなかった。 

 



（問題）「漏水量の増加」「機器の異常」の発見が遅延していた 

 

１０．課題からの問題を解決② 

▶トレンドグラフが監視盤の「記録紙」で分析が難しい 

▶中央監視が設置されていない施設は、「住民通報」から対応を開始 

 

 

(解決）比較トレンドを利用し「漏水修理の効果確認」ができる 

黄 

赤 

：漏水修理前 

 
：漏水修理後 

 



（問題）異常事態は、警報でなく住民通報 

１０．課題からの問題を解決③ 

▶警報が有る施設は、現場に到着してからの対応開始 

▶警報が無い施設は、住民通報を受けてからの対応開始 

▶関係機関などへの連絡といった初動対応に遅れが生じていた。 

 

一部施設には、住民通報をお願い
する看板もあった。 

「見える化」された施設フローシート 

(解決）情報オープン化による初動対応の迅速化 

●：起動 ●点滅：異常 ●：停止 



（問題）定期巡回（薬品補充、注入量変更）の職員負担が大きい 

20 １０．課題からの問題を解決④ 

▶施設巡回距離が旧町村合計で、約１３０ｋｍに及ぶ 

▶豪雪地帯でもあり、施設によっては過酷な巡回もしなければならない 

▶「異常がないか、見て安心」の定期巡回を基本としていた 

（解決）警報巡回・遠隔注入量調整への切替、職員負担が軽減化された 

薬液低下警報 

※この機能は、
監視端末のオ
プションで取
り込みました。 

遠隔での注入量変更（ＰＣ画面）調整指標は⑤で 

豪雪地域の水道施設 



（問題）毎日検査は個人（住民）委託。しかし信頼度が低い 

１０．課題からの問題を解決⑤ 

（解 決）２４時間の濃度監視が可能となり、水道水の品質向上が図れた 

▶塩素濃度の問い合わせは、学校・病院などから。住民委託が機能していな
いケースが多く、信頼度が低い。 

▶１日約１００円の低料金で、委託者の後継者不足が生じていた。 

共同開発した管末残留塩素盤 

（色・濁度・水圧・水位・流量も可） 
従来施設より小規模（工事費安価） 

配水系変更に対応した移動式 



１１．クラウドからの費用対効果 

 

 
・既設設備を最大限に利用 ⇒ 小さな監視端末を付けるのみ 

・役場建物内の占用はなし ⇒ 既存のＰＣ，携帯端末で利用 

・アップデート費用は０円 ⇒ 携帯アプリと同様、最新型 

・基礎ＣＯを要しない盤  ⇒ 移動型残留塩素計の開発 

◇従来型（中央監視）との価格差要因 

①導入経費の大幅削減 

②職員数減少に対応 

◇水道担当者 合併前 １５名 ⇒ 合併後８名に縮小 

クラウドサービス利用者 

現担当職員８名 施設管理委託先８名 

経験職員３名 

漏水調査業者３名 

水道コンサル２名 

施設建設会社３名 

下水道職員２名 

◇アプリ所有者３０名で対応 

【 情報のオープン化 】 

ＯＢ職員１名 



１１．クラウドからの費用対効果 

【Before】定期巡回「見て安心」 

③業務効率アップ 

※上記表は、本庁（旧田島町）所有車で比較しています 

【After】警報巡回「目的を持て、現場に行く」 

【効果証明】公用車の燃料費削減 

給油量 約20％カット 

遠隔管理導入「薬品注入量は遠隔操作で」 



塩素注入量調整の仕組み 

遠隔調整画面 

警 報 

スマートフォン 

遠隔操作 

場所を選ばす 

濃度校正も遠隔で！ 



１１．クラウドからの費用対効果 

【Before】専用線・一般回線用 280万/年 11箇所 

④安価な通信費 

【After】 ICT活用  250万/年 56箇所  

「場所は増えても、お金は増えない」 

1箇所当たり 25.4万/箇所 

1箇所当たり  4.4万/箇所  

1箇所約83％の価格差 



12 職員意識改革が実現 

【導入前】「見えない水道管」「見えない情報」 

「安定供給＝現状維持」「増え続ける維持管理費＝どこに原因が？いつか分かる！」 

【導入後】「見える情報」「容易な情報共有」 

「安定供給＝現状維持+持続可能な水道」「見える情報＝原因が明確に」 

 ◇機器稼働率と電気使用量を照合し、迅速な原因究明 



①修繕から改善への意識改革 

71.6％ 

141.8％ 

H29.11.4 H26.11.4 

※3年後の同月同日における機器稼働率を比較 (施設機器名：田島第1水源ポンプ） 

町全体 

改善結果の指標 

△70.2％ 



②改善結果はICTが見せてくれる！ 

◇「結果が見やすい」「情報オープン化＝漏水調査会社も共有」 

★夜間０～５時の 
流量変動が見える化 

赤：修理前 
緑：修理後 

【図】修理工事前後の比較できるグラフ 

★積極的★ 
対処療法的漏水工事の実施： 
地下漏水調査 ⇒ 発見 ⇒ 修理 ⇒ グラフ比較 ⇒ 電気使用量削減 

★ＩＣＴが見せてくれることで、「継続的な改善意識が定着」 

★「改善結果をタブレットで説明できる」⇒上司への説明が分かりやすい 



◇初めて水道業務を担当した職員に対し、クラウド画面を 
利用する事で分かりやすい技術継承ができる。 

◇管理アプリの継続利用により、人事異動した職員への 
緊急時協力体制の確立、復職後の変更継承が可能となる。 

◇連絡管などの地理的条件で不可能な広域化ではなく、Ｉ
CTクラウドを活用した管理システムを統一する事で、施
設維持管理の共同発注といった、ソフト面での広域連携化
が模索できる。 

◇官民連携の検討は、情報のオープン化は不可欠で、これ
を実現可能なＩＣＴ「クラウド」は、民間の技術活用、参
入効果に大きな影響を考える。 

13. ICT「クラウド」を利用した今後の展開 



最近の取り組み① 
漏水調査ブロック流量計 

30 

A地区 

B地区 

M 

M 

分水栓式流量計 

クラウド搭載監視盤 

【特徴】 
・外部センサー機器（流量計、水位計、水圧な
ど）の監視盤として、コンパクトに納めるとこ
ができる。 

M 

配水池 

既設流量計 



最近の取り組み② 

31 

無人浄水場の遠隔での原水放流操作 

取水堰（表流水） 

【改良前】原水異常時の取水放流を自動化していた。 

【改良後】浄水濁度異常(0.1以上)警報・気象警報（台風・
豪雨など）発令時に、遠隔操作で「強制放流」を可能に改
良した。 

 現場への移動時間中の水質悪化防止ができた 
 凝集剤等の薬品量を減らす効果ができた 
 施設管理する職員等の安全を確保できた 

効
果 
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最近の取り組み③ 
クラウド利用の無線化 

（クラウドテレメーターの導入） 

 

配水池 

ポンプ場 

P 

クラウド 

運転指示：起動・停止 水位情報：起動・停止 

有線(ﾃﾚﾒｰﾀｰ等)廃止 

遠隔操作：強制起動・停止 

テレメーター機器の老朽による不具合を解消できた 
施設間のケーブル埋設工事を行わずに連携を可能にした 
倒木・雪害等によるケーブル切断被害を回避できた 
災害時に施設への連絡道が被災した場合の影響がなく、復旧スピードが迅速化できる 

効
果 


