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1 长江大保护工作进展
長江大保護事業の進展



1 中央有指示 部委有部署 中央の指示により 部委が配置を行う

习总书记关怀与指示：九次批示指示
習総書記によるご配慮とご指示：9つのご意見とご指示

2020年6月28日，习近平总书记对金沙江乌东德水电站首批机组投产
发电作出重要指示。“要坚持生态优先、绿色发展，科学有序推进金
沙江水能资源开发，推动金沙江流域在保护中发展、在发展中保护，
更好造福人民。”
2020年6月28日、習近平総書記は、金沙江烏東德水力発電所における第1弾の発電機の稼働
開始について重要な指示を出した。「生態優先とグリーン発展を堅持し、金沙江水力資源の開発を
科学的かつ秩序立てて推進し、金沙江流域の開発と保護の両立を図り、人民により良い利益をもた
らすようにしなければならない。」

2021年6月28日，习近平总书记致金沙江白鹤滩水电站首批机组投产
发电的贺信中指出：社会主义是干出来的，新时代是奋斗出来的。希望
你们统筹推进白鹤滩水电站后续各项工作，为实现碳达峰、碳中和目标，
促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献
2021年6月28日、習近平総書記は金沙江の白鶴灘水力発電所における第1弾の発電機の稼働
開始への祝電で、「社会主義は実行によるもの、新時代は奮闘によるものだ。カーボンピークアウト・
カーボンニュートラルの目標を達成し、経済・社会発展の全面的なグリーン転換の促進により大きな
貢献を果たすよう、 これから白鶴灘水力発電所の各作業を全体的に推進することを期待している」と
指摘した。

2018年4月26日，习近平总书记在武汉召开深入推动长江经济带发展
座谈会并发表重要讲话。习近平指出，“三峡集团要发挥好应有作用，
积极参与长江经济带生态修复和环境保护建设。”
2018年4月26日、習近平総書記は武漢で開催された「長江経済ベルトの発展を深く推進するシン
ポジウム」で重要な演説を行った。 習近平は、「三峡グループはなすべき役割を果たし、長江経済ベ
ルトの生態回復と環境保護建設に積極的に参加すべきだ 」と指摘した。



2 三峡集团有担当 长江环保力践行 三峡グループは責任を担い、長江の環境保護を実

行
◆五大平台 五つのプラットフォーム

核心实施
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研究開発PF
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長江生態環境工程研究センター

工程研究中心

三峡集团全面推进五大平台规范化运作，2018年在4个城市
试点先行示范，现在已实现在长江经济带11省市全面铺开；
不断探索健康持续治水的新路子，从厂网河湖岸系统治水向
城市智慧水管家减污降碳协同增效治理模式转变。
三峡グループは、5つのプラットフォームの標準化運営を全面的に推進し、
2018年に4つの都市でパイロット実証を行い、現在では長江経済ベルトにあ
る11の省・市で全面的な展開を実現した。処理場、管網、河・湖・岸辺のシ
ステム的な水ガバナンスから、都市のスマート水執事という汚染と炭素削減の
相乗効果のある管理モデルへと、健全で持続可能な水管理の新たら方法を
絶えず探求している。

宜昌
宜昌

岳阳
岳陽

九江
九 江

芜湖
蕪湖



3 三年明显见成效 三年間で目覚ましい成果

大保护项目试点先行，全面拓展
大規模な環境保護プロジェクトがパイロットから全面的普及へ

三峡集团共抓长江大保护从无到有、从有到实，截至2021年12月底：
三峡グループが一丸となって長江保護に取り組み、０から１まで、１から実在なものにした。2021年12月末まで
に

•实现沿江11省市业务全覆盖，100多个城市实现实质性合作
•事業が長江沿いの11の省・市をカバーし、100以上の都市で実質的な協力を展開した

•共抓长江大保护累计落地投资超过2000亿元
•長江大保護の共同プロジェクトに累積2000億元以上の投資が採択された

•设计污水处理能力1450万吨/日
•下水処理能力創出1,450万トン/日

•设计雨污管网长度超过3万公里
•設計された雨水・下水配水管網の長さが30,000km以上

•设计直接服务城镇面积两万平方公里以上，惠及3000万人
•2万㎢以上の都市部に直接サービスを提供し、3,000万人に恩恵が行き渡される

全面拓展
明显见成效
全面的普及が
顕著な成果

宜昌

宜昌

岳阳

岳陽

形成了以城镇污水处理为切入点的163字科学系统治水方略
都市の下水処理を切り口とした163字の科学的かつ体系的な水管理戦略が策定され、
实现了以点带面，效应扩大和示范引领，为长江水环境质量根本改善发挥了应用作用
点から面まで、効果拡大と示範けん引を実現し、長江の水環境の根本的な改善になすべき役
割を果たした。

九江

九江

芜湖

蕪湖



4 共抓长江大保护模式不断创新 長江大保護共同建設モデルにおける継続的な革新

2018：九江现场会打响“第一枪”
2018：九江現場会議が「第一弾」を発射

2020：镇江现场会总结形成“163字合作经验”
2020年：鎮江現場会議で「163字協力経験」を総括

2019：芜湖现场会提出“三峡模式”
2019年：蕪湖現場会議で「三峡モデル」 を提案

2021：岳阳现场会推出“城市双管家模式”
2021年:岳陽現場会議で「都市ダブル執事モデル」を提案



2 城市水管家模式介绍
都市水執事モデルの紹介



1 国家要求 国の要求

• 习近平总书记提出，长江经济带是绿色发展、生态优先的 主战场，
畅通国际国内双循环的主动脉，引领高质量发展 的主力军，长江大
保护取得转折性变化。

• 習近平総書記は、長江経済ベルトはグリーン発展・生態優先の主戦場で、国際・国内双
循環をスムーズにする大動脈であり、質の高い発展をリードする主力軍でもある。長江大保
護がターニングポイントを迎えたと指摘している。

• 2020年12月，国家出台《长江保护法》，指出了长江大保 护亟待解
决的问题，从系统规划、资源保护、污染防治、 生态修复、绿色发
展等方面提出了具体要求，全面覆盖了 长江大保护重点领域和任务
。

• 2020年12月、中国は『長江保護法』を公布し、長江大保護に取り組むべき問題を特定
し、システム計画、資源保護、汚染防止、生態回復、グリーン開発などの面において具体
的な要求を提出し、長江大保護の重点分野と任務を全面的にカバーしている。

• 2021年2月，国务院《关于加快建立健全绿色循环发展经 济体系的
指导意见》（国发〔2021〕4号），推行合同能 源管理、合同节水
管理、环境污染第三方治理等模式和以 环境治理效果为导向的环境
托管服务。

• 2021年2月、国務院は『グリーン・循環型発展経済体系の構築と十全化を加速すること
に関する指導意見』（国発［2021］4号）を発表し、契約エネルギー管理、契約節水
管理、環境汚染の第三者管理などのモデルと、環境ガバナンス効果を目指した環境委託
サービスを推進した。

• 2021年3月，国家“十四五”规划纲要对全面提升环境基 础设施水
平，健全生态保护补偿机制，构建集城镇污水、 垃圾、固废等处理于
一体的环境基础设施体系等作出部署。

• 2021年3月、国家第14次5カ年計画綱要は、環境インフラのレベルの全面的向上、生態
系保護の補償メカニズムの十全化、都市の下水、ゴミ、固形廃棄物処理を統合した環境イ
ンフラシステムの構築などを配置した。



2 地方需求 地方のニーズ

城市水管

理难题
都市の水管理課題

多方管水 水管理主体の多様化

城市水系统管理主体多元化、治
水项目碎片化、责任主体难界定
、职能分工不清晰，生态环境点
状、应急式治理，缺乏系统统筹
都市の水システム管理主体の多元化、水
管理プロジェクトの断片化、責任主体の定
義の難しさ、機能分担の不明確さ、生態
環境のピンポイント・緊急時の管理、システ
ム的な管理の不足

水环境治理市场化机制不健全，
市场集中度低，产业及产品结构
不合理，规模化、综合实力强的
龙头企业少
水環境ガバナンスの市場メカニズムが健全
しておらず、市場集中度が低い。産業と製
品の構造が不合理的で、総合力の強い
大手企業が少ない

九龙治水 九龍によるガバナンス

资金匮乏 資金不足

水环境治理投入资金需求巨大，
投融资模式单一，长效发展模式
缺乏，地方财承受限，财政投入
难以持续
水環境ガバナンスには莫大な資金が必要
とされる一方、投融資の形態が単一で、長
期的な開発モデルに欠けている。地方の財
政力には限界があり、持続な資金投入が
難しい。

以管网为核心的环境基础设施短
板弱项突出，排水管网年久失修
， 管网错接漏接混接严重，污水
收集率低，“城市看海”频发
パイプネットワークを核心とする環境インフラ
の欠点が目立ち、排水パイプの老朽修理
が不足し、接続ミス・未接続・接続混乱問
題が厳しく、下水回収率が低い。「都市で
海を見る」問題が頻発している

管网薄弱 配水管網の脆さ



3 智慧水管家目标 スマート水執事の目標

高质量实施区域水环境系统治理、标本兼治、绿色发展，推进目标区域
城市长江大保护、碳中和工作取得突破性进展，成为长江大保护、区域
碳达峰、碳中和典范
地域の水環境システムガバナンス、核心問題の解決、グリーン発展を高品質で実施しする。カーボンニュートラ
ルで飛躍的な成果をとり、長江保護と地域のカーボンピークアウト、カーボンニュートラルのモデルになるよう、対
象地域都市の長江保護を促進する。

减污降碳协同增效
汚染と炭素削減のによる相乗効果

给地方政府涉水职能管理提供VIP服务，联合地方政府建
立并完善水管家工作管理机构和工作协调机制，为地方政
府提供涉水问题的解决方案、涉水行业规划、建设、更新
改造等实施方案
地方政府の水関連機能管理におけるVIPサービスの提供、地方政府と連携した水執
事管理機構と事業調整メカニズムの構築と改善、地方政府の水関連問題の解決や
水関連産業の計画、建設、更新などの実施計画の提供。

让地方政府好管水
地方政府が容易に水を管理できるように

进一步优化调蓄供排水系统设施布局，确保人民群众用水量
质有保障，用水更加方便安全，水价占居民可支配收入的比
例保持稳定；提升城市防洪排涝标准，根本解决“城市看海”
问题。
給排水システムのレイアウトをさらに最適化し、人々が使用する水の量と質を確保し、水の
利便性と安全性を高め、住民の可処分所得に占める水の価格の割合を安定させる。都
市の治水・排水の基準を高め、「都市で海を見る」の問題を根本的に解決する。

让人民群众好用水、用好水
人々がいい水を使いやすくなるように

城市水管家
实施目标

都市水執事の実施目標



4 智慧水管家技术支撑 スマート水執事の技術サポート

标准化
標準化

数字化
DX化

信息化
情報化

智慧化
スマート化

资产化
資産化

智慧水务 スマートな水事業

有机固废处理处置与资源化 有機性固体廃棄物の処理・処分と資源回収

——设计专业标准，开发智能管控平台，形成自主知
识产权产品“管线宝”“水务通”。
--専門的な規格を設計し、スマートな管理プラットフォームを開発し、独立し
た知財権製品「管線宝」と「水務通」を開発する。

三峡城市
智慧水管家
三峡都市
スマート水執

事

1

2

3

4

管网检测、修复 配水管網の検査と修理

——智慧化检测软硬件，推广大型管道非开
挖修复等核心技术。
-- スマート化した検査用ソフト・ハードウェア、大型パイプの非開
削復旧などのコア技術の普及。

环境基础设施的低碳运行 環境インフラの低炭素運行
——推动新概念水厂建设，污水厂+分布式光伏，
促进绿色能源利用。
--新概念の水場建設を推進し、下水処理場＋分散型太陽光発電
を建設し、グリーンエネルギーの利用を促進する。

——污泥系统规划与标准，低耗绿色关键技术与装备，
全过程智慧管控……
--汚泥システムの計画と基準、低消費のグリーンキーテクノロジーと機器、全プ
ロセスのスマート管理............



5 智慧水管家模式探索 スマート水執事モデルの考察

• 一个城市一个管家，不改变相关水务资产的现行隶属关系，通过联合运营、
股权合作等方式，实施区域涉水设施的统筹规划、一体调度与优化运营，
实现区域涉水设施整体降本增效。

• 都市ごとに水執事を配置し、関連する水資産の現在の所属を変更することなく、
共同運営、株権協力やその他の手段を通じて、地域の水関連施設の統合計画、
調達と運営の最適化を実現し、地域の水関連施設の全体的なコスト削減と効率
性を実現する

• 轻资产模式与重资产模式结合，协助地方政府推进污染第三方治
理、环境托管服务，确保区域内投资主体的涉水设施按照统一标
准进行规划、投资、建设、管理、运维、移交，确保地方政府十
四五生态环境保护任务圆满完成。

• 軽資産モデルと重資産モデルを組み合わせ、地方政府が第三者によるガバナンス
と環境受託サービスを推進し、地域投資主体の水関連施設が統一基準に基づい
て計画、投資、建設、管理、運営、維持、引き渡しを行い、地方政府の第14次
五カ年計画の生態環境保護任務を成功させることを確保する。

• 项目打包委托经营：通过PPP、特许经营权合作方式，地方政府将水务基础设施规划、投资、建设、运维项目、资产打包委托水管家公司管理，
双方共同持有相关资产

• 以重资产经营为主：水管家公司保证资产保值增值，保证政府年度考核目标、阶段考核任务圆满完成，保证自身服务水平持续提升等。
• 适用类型：大城市较独立的郊区、小型城市、乡镇、农村地区，资产及运维大多在政府手上且易协调的区域。

一体型水管家---建
一体型水執事---建てる

兼容型水管家---买
包括型水執事---買う

明责——权责清晰、形成合力
責任の明確化 - 権限と責任を明確にし、シナジーを形成す
る。

筹资——滚动发展
健康持续

資金調達 - ローリング開発
健康で持続可能

增效——系统治污
固碳增汇

効果向上 システな汚染ムガバナンス
二酸化炭素の吸収と貯蔵を

最適化する

降本——减少治污
边际成本

コスト削減 汚染対策の限界費用の削減

创新可持续治水模式
使政府更有为，市场更有效
持続可能な水ガバナンスモデルを革新
政府を更に有能し、市場をより効果的に

• プロジェクト委託経営：アプリ、コンセッションの協力を通じて、地方政府が、水インフラ計画、投資、建設、運営保守プロジェクト、資産を水執事運営会社に委託し、双方が共同で関連資産を
保有する

• プロジェクト委託経営：アプリ、コンセッションの協力を通じて、地方政府が、水インフラ計画、投資、建設、運営保守プロジェクト、資産を水執事会社に委託し、双方が共同で関連資産を保有す
ることになります。

• 重資産経営を中心に：水執事会社は、資産の価値を確保し、政府の年間評価目標と段階的な評価タスクが正常に完了し、独自のサービスレベルが向上し続けることを確保する。
• 適用タイプ：大都市のやや独立した郊外、小都市、郷鎮、農村地域、資産や運営補修がほとんど政府にあって、地域の調整がしやすい地域。



6 智慧水管家内涵 スマート水執事の意義

• 水安全、水资源、水环境、水生态、水文化五水协同，

系统治水向立体治水转变；

• 管控雨水，解决城市看海问题；

• 治好污水，根本改善水环境质量；

• 污水资源化利用，实现中水回用，节约原水。

• 地表地下水系互联互通，消除地表地下水力联系阻隔；

• 构建城市立体生态系统格局，提升城市生态服务功能。

• 展现城市特色和区域文化，建设党建、环保、水生态文

明等教育基地。

五水协同的保护新格局
5つの水による新しい保全の枠組み

• 加速推进“生产、生活、生态”的“三生共赢”发展新

模式，推动区域生态产品价值实现，助力区域实施绿色

制造，绿色农业，绿色旅游，支撑区域碳达峰、碳中和。

三生共赢的发展新模式
「三生ウィンウィンウイン」の新しい発展モデ

ル

• 水安全、水資源、水環境、水生態、水文化の5つの水の相乗
効果により、システムから立体的な水ガバナンスへ転換する。

• 雨水を管理し、都市で海を見るする問題を解決する。
• 下水を処理し、水環境の質を根本的に改善する。
• 排水の資源的に利用し、再生水の再利用と原水の節約を実
現する。

• 地表と地下の水系をリンクさせ、地表と地下の水力接続の障壁
をなくす。

• 都市立体生態系システムの枠組みを構築し、都市の生態系
サービス機能を強化する。

• 都市特性や地域文化を展示し、党建設、環境保護、水生態
文明の教育基地を構築する。

「生産・生活・生態」という新しい「三生ウィンウィンウイン」の発展
モデルを加速し、地域のエコロジー製品の価値を高め、地域のグ
リーン製造、グリーン農業、グリーン観光の実施を支援し、地域
のカーボンピークアウト・カーボンニュートラルを支援する。



6 智慧水管家内涵 スマート水執事の意義

• 全面开创“政府、企业、民众”的“三方共治”治理

新局面。

• 建立跨界流域生态补偿机制，强化政府统筹主导；

• 通过资本、技术纽带共同获取特许经营等市场化合作

方式，引入社会资本积极参与城市“水管家”；

• 实行水资源节约、水环境保护、水生态修复奖励制度，

广泛发动公众参与。

三方共治的治理新局面
三方共同ガバナンスの新しい局面

• “源厂网河湖泵蓄闸”协同优化运行。

• 管点向管面转变，平面向立体转变，区域向流域转

变；

• 依托价格机制改革，推进政府采购服务；

• 依托智慧水务平台，推行供排水管控设施的最优化

运行策略。

八位一体的管控新形式
八位一体の新たな管理方式

• 政府、企業、国民による「三方共同ガバナンス」という新し
い局面を切り開く。

• 流域を越えた生態系補償メカニズムを構築し、政府の主導
権を強化する。

• 資本や技術の提携を通して、コンセッションの共同取得など
市場志向の協力手法により、社会資本が都市の「水執
事」に積極的に参画するように取り組む。

• 節水、水環境保護、水生態系回復の奨励制度を実施し、
国民を広く参加させる。

• 「源流、工場、排水管、川、湖、ポンプ、ストレージ、ロック」
が連携し、最適な運営を実現する。

• 点から面へ、平面から立体へ、地域から流域へと管理の転
換を図る。

• 価格メカニズム改革に依拠し、政府調達業務を推進する。
• スマート水務プラットフォームにより、給排水制御設備の最
適な運用戦略を推進する。



7 效益分析効果分析

智慧水管
家效益
スマート水執
事の効果

1. 管网系统提质增效，提高污水进厂COD、
BOD等的浓度；

2. 减污降碳协同增效，实施生态修复工程，提
高涉水工程污染物去除效能，提升涉水工程
固碳增汇能力；

3. 助力水环境治理提质增效，支撑区域“双碳”

目标实现。

1. 建立流域-城市-区域水安全体系，提升城市
水资源保障和水安全防范能力；

2. 地表地下协同，流域区域联动，统筹调度
和保护水资源；

3. 形成“城市看海”系统解决方案，根本解
决城市看海问题。

1. 系统改善水环境质量。开展实施小
区源头治理、存量管网修复、新建
管网填补空白、水厂新建扩建；

2. 消除黑臭水体。开展实施河湖排口
整治、尾水生态补水、河道清淤疏
浚、河湖智慧运维等。

1. 明确城市江、河、湖、库、渠、湿等城市
地表水体的空间保护范围和措施。

2. 改造河湖岸线。
3. 河湖生态系统自然健康演替。开展河湖水

体生态流量保障、消落带保护、生态系统
构建及景观提升工程。1. 污水厂处理厂尾水再生利用；

2. 雨水资源时空调配；
3. 非常规水资源循环利用。

1.碳汇扩增
炭素貯留と吸収

源増加

2.根本解决
城市看海
都市で海を見
るする問題を
根本から解決

3.水环境质
量持续改善
水環境の質の持
続的な改善

4.水生态自然
格局逐步实现
水生態系の自然な
枠組みが徐々に実

現
5.水资源利用效率逐步提升
水資源の利用効率がますます改善

1. 配水管網システムの品質と効率を向上させ、下水取水口の
CODとBODの濃度を高める。

2. 汚染と炭素の削減、生態系回復プロジェクトの実施、水関
連プロジェクトの汚染物質除去効果の向上、水関連プロ
ジェクトの炭素貯留と吸収源増加の能力の向上。

3. 水環境管理ガバナンスの質と効率を向上させ、地域の「ダブ
ルカーボン」目標の達成を支援する。

1. 流域・都市・地域の水安全保障システムを構築し、都市
の水資源保障と水安全問題の予防能力を強化する。

2. 地表と地下、流域と地域をリンクさせ、水資源を統一的に
調整し保護する。

3. 「都市で海を見る」問題へのシステム的なソリューションを
提示し、根本的に問題を解決する。

1. 水環境の質を体系的に向上させる。団地の水源処
理、既存配水管網の修復、空白地域を埋める新規
配水管網の建設、水工場の建設・拡張を展開する。

2. 黒く臭う水域をなくす。 川・湖の出水浄化、排水基
準に満たさない「尾水」の生態系補充、河川浚渫、
川・湖のスマートな運用・保守を実施する。

1. 下水処理場からの排水基準に満たさない排水の
再利用。

2. 雨水資源の空間的・時間的配置。
3. 非在来型水資源のリサイクル。

1. 都市の江、川、湖、貯水池、運河、湿地などの都市
表層水域の空間保護の範囲と措置を明確にする。

2. 川や湖の沿岸線の改造。
3. 川や湖の生態系が自然で健全に遷移できるようにす

る。川・湖の水域の生態流量保障、水辺保護、生
態系構築と景観最適化プロジェクトを展開する。



3 六安智慧水管家案例分享
六安スマート水執事の導入事例



1 六安智慧水管家总体框架六安スマート水執事の全体的枠組み
长江环保集团

智慧水管家公司

六安市政府

综合管理部
（党群纪检

部）

监管委员会

组织人事部

污水厂、污水管网、泵站、污泥处置、黑臭水体、节制闸等

战略投资部
生产运行指
挥部（智慧
调度中心

参股

六安一期项目公司

六安二期项目公司

六安淠河项目公司

六安三峡水务公司

六安建投

监测检
测中心

客服服务中
（收费管理
中心）

董事会

监事会

监管考核

工程管理部

供水厂、供水管网及泵站、污水厂、排水管网及河道

河道综合治理、洪水截蓄、渠系完善、生态修复工程和景观文化工程

统筹厂网河设施的运营管理

其他涉水项目公司 六安市区或县域范围内其他涉水项目

资产财务部

副总经理1 副总经理n 总师总助财务总监

总经理

问题全面诊断：問題総合診断
⚫ 本底调查：供水和水源系统、污水系统、防

洪排涝系统、河道水环境系统、污泥及固废
系统五大系统本底调查

⚫ 运维管理现状分析：水环境运维、管网运维、
厂站运维

整体策划水管家方案
 水執事ソリューションの全体計画

⚫ 合作范围：统筹管理城市涉水基础设施，
从规划、投资到建设、运维等所有涉水
业务由水管家平台公司一个主体牵头完
成。

⚫ 顶层规划：智慧蓝图、分区运维、统筹
调度、内外联动

⚫ 构建“六水共联”模式：收水、治水、
排水、调水、蓄水、节水六水共联，

三峡智慧水管家有限责任公司（筹）组织架构图
三峡スマート水執事有限責任公司の組織図（準備中）

组建水管家公司 水執事会社を設立

⚫ 由长江环保集团牵头，协调各方参与组建
智慧水管家公司，开展与智慧水管家公司
组建相关的股权与资产收购工作，明确水
管家公司的组织职责和管理架构

• 背景調査：上水道・水源
系、下水道系、治水・排水系、
河川水環境系、汚泥・固形廃
棄物系の主要5つのシステムの
背景調査。
• 運用・保守管理の現状分
析：水環境の運用・保守、配
水管網の運用・保守、プラン
ト・ステーションの運用・保守
• 協力範囲：都市部の水関連
インフラの計画から投資、建設、
運営、保守までの水関連事業を、
水執事プラットフォーム会社が主
体となって統一的に管理する。
• トップレベル計画：スマートな
設計図、地域別の運用・保守、
統一的な調達、内部と外部のリン
ク
• 「六水共連」モデルの構築：
集水、水処理、排水、送水、貯
水、節水の六水合同の「六水共
連」モデルの構築。
• 長江環境保護グループが中心
となって、スマート水執事会社の設
立への各方面の参加を協調し、ス
マート水執事会社の設立に関わ
る株式・資産買収を行い、水執
事会社の組織責任と管理構造を
明確にする。



2 管网提质增效 配水管網の質と効果の向上
通过雨污分流改造、新建管网、管网修复改造等措施，全面提升污水收集效率，实现“污水全收集，收集全处理”，
探索开展管网建设、运行节能降耗及碳减排工作，减少温室气体排放量。
雨水と下水の分流改造、新規配水管網建設、配水管網修復改造等の措置を通して、下水収集の効率を全面的に改善し、「下水の完全な収集、
完全な処理 」を実現する。配水管網の建設を展開し、省エネと炭素・温室効果ガスの排出削減作業を模索する。

六安管网改造成效汇总 六安配水管網改造効果のまとめ

项目名称 項目名称 数量数量 单位単位 改造项目改造項目 数量数量 单位単位 改造比例改造比例

存量管网长度既存配水管網の長さ 2253.612 km 排查检测总长度全長を測量 1821.2767 km 81%

合流制小区数量合流式コミュニティの数 31 个個 合流制小区改造 合流式コミュニティの改造 31 个 100%

管网缺陷总数配水管網欠陥数 183826 个個 管网缺陷修复数量 欠陥配水管網修復数 40848 个 22%

管网清淤工程量 配水管網浚渫量 276163 m3

管网点状修复配水管網点状修復 3969 环/个 環・個

原位整体修复原位地盤全体修復 32.9 km

开挖修复 36.6 km

小区新建管网总长
コミュニティ配水管新規布設の長さ

69 km

市政新建管网总长
市政配水管新規布設の長さ

62.26 km

管网密度实施前
配水管網密度実施前

26.51 km/km2
管网密度实施后

配水管網密度実施後
27.25 km/km2 3%

检查井缺陷数
検査欠陥数

21741
个
個

检查井修复数量
検査修復数

889
个
個

4%

混错接点
接続ミス

3008
个
個

混错接点改造销号接続ミスした配水管の改
造・番号撤去

1560
个
個

52%



3 解决城市看海 都市で海を見る問題を解決

把流域防洪理念、理论、方法引入
到城市防涝中；地表地下联动，流
域区域联动。
流域洪水対策の理念、理論、方法論を都市の浸
水対策に活用する。地表と地下、流域と地域をリ
ンクさせる

上游来水精准
预测
上流水の正確な
予測

沿江水闸
联合调度
江沿いの水門を統一的に配置

应急抢险工程
災害緊急対策

水文在线监测
工程
水文オンラインモ
ニタリング・プロジェ
クト 流域

防洪
流域の洪
水対策

气象精准预报工程
的確な気象予報工程

城市
防涝
都市の浸
水対策

气象实时预报
タイムリーに気象予報

应急抢险工程
災害緊急対策

积水在线
监测工程
浸水オンラインモニタリング・
プロジェクト

径流-管网
-河湖联合
调控模型
溢流-配水管網-川・湖の
共同制御モデル

外江闸泵
联合调度
外江ゲート・ポンプを統一
的に配置

突破“城市看海”系统解决方案中
的基础理论和关键技术。
「都市で海を見る」問題へのソリューションにおける
基礎理論とコア技術キーテクノロジーのブレークス
ルー。

基于系统科学、建设系统工程，进行系统调度，形成系统方案。
科学体系に基づき、システム的なプロジェクトを建設し、システム的な配置を行い、システム的なソリューションを提示

する。



4 水环境治理 水环境ガバナンス

六安城区黑臭水体整治工程 六安市街地の「黒臭水」処置プロジェクト

通过对六安市城区9处黑臭水体的详细调查，分析其黑臭原因并
提出整治方案，全面消除六安市黑臭水体。
六安市街地にある9つの「黒臭水」水域に対する詳細な調査を通じて、
黒く臭い原因を分析した上でソリューションを提出し、六安市の「黒臭
水」を全面的に処置した。

01

在系统分析城市黑臭水体水质水量特征及污染物来源的基础上，
结合环境条件与控制目标，筛选技术可行、经济合理、效果明显
的技术方法，初步确定黑臭水体整治的技术路线。
都市部の「黒臭水」の水質・水量特性と汚染物質の発生源を体系的に
分析した上で、環境条件と管理目標を合わせて考慮し、技術的に実現
可能で、経済的かつ有効的な技術方法をスクリーニングし、「黒臭水」
処理の技術ルートを初步的に確定した。

02

采用截留和就地处理的方式对城区旱季合流制污水进行处理，对
城区黑臭水体沿线的初期雨水进行弃流处理。共建初期雨水、旱
季合流制污水调蓄池31100m3 ，新建截污干管4300m，就地处
理系统一座，规模为 4800m3 /d。
都市部の乾季の合流式下水に対して遮断処理と原位置処理を行い、
市街地の「黒臭水」水域沿岸の初期雨水を廃棄する。共同建設した
初期雨水・乾季合流式汚水貯留槽は31,100m3、新規設置したイン
ターセプターパイプは4,300m、原位置処理システムは4,800m3 /dで
ある。

03

黑臭水体整治目标 「黒臭水」処置の目標

2017 年底前：九墩塘、蒋家沟和小高堰

三处水系的黑臭水体整治工程完成。

2017年末までに：九敦塘、蒋家沟、小高

燕の「黒臭水」処置プロジェクトを完了黑臭水体整治技术路线 「黒臭水」処置の技術路線

整治工程方案 処置プロジェクト計画

2020 年底前：除城区四条暗渠外，蒋家沟

、均河、九墩塘、安丰明渠和小高堰 5 处黑

臭水体整治工程完成。

2020年末までに：都市部の4つの暗渠に加え、

蒋家沟、均河、九墩塘、安丰明渠、小高堰 の

5ヵ所の「黒臭水」水域の処置工事を完了。

2030 年：城区所有水系的黑臭现象总体得

到消除。

2030年：市街地の全ての「黒臭水」が全体的

に処置完了。



5 水生态修复项目 水生態修復プロジェクト

六安市淠河城南段水环境综合治理项目 六安市淠河城南段の水環境総合処理プロジェクト

拦蓄上游来水
上流からの流入水の滞留

工程措施
プロジェクトの措置

营造生态湿地
生態系湿地の創出

改善河道水质
河川の水質改善

降低河岸水土流失量
水辺の土壌侵食の低減

增加生物多样性
生物多様性の向上

建设一条生态、智
慧的沿淠河多功能
复合型生态走廊，
实现回水段河道防
洪安全、生态良好、
水清、岸绿、景美
的治理目标
生態が豊かなでスマート
な沿淠河多機能複合型
生態回廊を構築し、河
川の背水区間における
洪水対策、豊な生態環
境、澄んだ水、緑の岸辺、
美しい景観の浄化目標
を達成する。



6 水资源利用项目 水資源利用プロジェクト

中水
回用
再生水の
再利用

污水再生利用规
划

下水再生利用計画

污水再生利
用系统规模
下水再生利用シ
ステムの規模

污水再生
利用途径
下水再生利
用ルート

近期 2018~2024 年，污水再生利用率≥35.0%
远期 2025~2030 年，污水再生利用率≥40.0%
短期目標2018~2024年、下水再生利用率≥35.0%。
長期目標2025年～2030年、下水再生利用≧40.0%。

城市杂用水需水
•绿化浇灌需水
•道路广场浇洒需水
•城市公厕冲洗需水
•生活杂用需水

景观环境用水需水
•苏大堰生态补水需水
•大雁河生态补水需水
•凤凰河生态补水需水
•老淠河生态补水需水

工业用水需水
•火力发电
•饮料制造业（啤酒制造）
•纺织服装制造业
•纺织品制造业

序号
番号

六安市污水再生利用供水系统
六安市污水再生利用給水システ

ム

中水处理厂规模（
万m3 /d）

再生水処理場の規
模

污水处理厂规模（万
m3 /d）

汚水処理場の規模

1 城北污水厂城北汚水処理場 8.0 16.0

2
凤凰桥污水厂鳳凰橋汚水処理

場
10.0 9.0+5.0

3 东城污水厂東城汚水処理場 6.5 12.0

4 河西污水厂河西汚水処理場 2.0 12.0

合计合計 26.5 40.0

污水再生利用率
下水再生利用率

42.5%（不含生态补水量）
生態補給水を含めない

六安市污水再生利用系统规模（2030 年）
六安市污水再生利用システム規模（2030 年）

• 都市部の雑用水需要
緑化・灌漑用水
道路や広場の水撒き用水
都市部の公衆トイレの洗浄
用水
生活雑用水
• 景観環境用水
蘇大堰の生態系補給用水
大雁河の生態系補給用水
鳳凰河の生態系補給用水
老淠河の生態系補給用水
• 工業用水
火力発電
飲料製造業（ビール製
造）
繊維・衣料品製造業
紡織品製造業



7 效益分析 効果分析

承担六安供排
水及水环境治
理责任
六安の給排水と
水環境ガバナン
ス責任を負う

• 智慧水管家为六安市民提
供满意用水服务

• 智慧水管家根本解决六安
政府环境考核压力

• 智慧水管家持续防范黑臭
反复及城市内涝

• スマート水執事は六安市民に
満足のいく水サービスを提供する

• スマート水執事は六安市政府
の環境評価プレッシャーを根本
的に解消する

• スマート水執事は「黒臭水」の
反復と都市浸水を防止し続け
る

提升六安绿色
发展硬核实力

六安のグリーン
発展におけるハ
ードコア面の実
力強化

助力六安政府有
效发挥水管理职
责
六安政府が水管
理責任を効果的
に果たすために助
力

• 智慧水管家明确水系统责
任边界，统一管理不同运
营主体

• 推进城市数字化转型，实
现智慧化管理

• スマート水執事は、水システムの
責任分担を明確にし、異なる運
営主体を統一的に管理する

• 都市のデジタルトランスフォーメー
ションを推進し、スマート管理を
実現する

• 减污-节能-降碳形成绿色
动力

• 促进可持续发展，缓解财
政压力

• 汚染削減-エネルギー消費量の
減少-炭素削減によりグリーン原
動力が生まれる

• 持続可能な発展を推進し、財
政負担を軽減する



4 下一步工作推进计划
次の事業推進計画



1 管网价格机制改革 配水管網価格メカニズムの改革
管网是“十四五”期间三峡集团共抓长江大保护的重要投资方向。目前，管网属于“非经营性资产”，
尚未明确投资建设及运营维护收费来源，亟需建立合理价格机制，将地方亿万管网变成“经营性资
产”，从价格机制层面，探索水管家盈利模式，真正支持管网建设、投资、运维长期可持续。
配水管網は、第14次5カ年計画期間における三峡グループの長江大保護事業の重要な投資方向である。 目下、配水管網は「経営外資産」で

あり、投資建設と運営維持費の原資が明確になっていないのため、地方の億万単位の配水管網を「経営資産」にするよう合理的な価格メカニズム

を直ちに確立しなければならない。価格メカニズムの面から水執事の収益モデルを探り、配水管網の建設、投資、運用、保守の長期的かつ持続可

能な発展を確実にサポートしなければならない。

• 针对试点城市特征及主要问题，制定管网价格机制改革方案，推动
价格机制改革快速落地，形成试点城市管网价格机制改革示范案例

• パイロット都市の特徴と主要な問題に対した、配水管網価格メカニズム改革計画を
策定し、価格メカニズム改革の迅速な実施を促進し、パイロット都市における配水管
網価格メカニズム改革のモデルケースを形成する。

• 了解长江经济带核心城市管网建设情况以及存在的主要问题
• 長江経済ベルトの中心都市における配水管網の建設状況と主要課題を把握する

• 推动国家部委制定管网价格机制改革相关政策
• 配水管網価格メカニズム改革に関する国家部委の政策立案を推進

摸清本底
背景調査

顶层设计
トップレベルデザイン

方案制定
計画策定



2 开展新型技术研发 新型技術の研究開発を展開

深入推进水管
家落地做实
水執事の実装を

深く推進

满足城市水系统智
慧管控要求

都市の水システムのス
マート管理要求を満たす

污水系统提质增效
下水システムの質と効果

の向上

河网水环境提升
河川網の水環境改善

污水处理
下水処理

管网
配水管網

水生态
水生態系

智慧水务
スマート水務

➢ 脱氮除磷工艺自动化控制技术
➢ 城市水管家城市供排一体化模型开发
➢ 窒素・リン除去プロセス自動化制御技術
➢ 都市水執事の都市供給・排出一体型モデ
ルを開発

➢ 蓝色水质净化厂打造
➢ 青水浄化場の建設

固废
固体廃棄物

➢ 新型智能截流井
➢ 管网修复改造技术
➢ 新型スマート下水分離井
➢ 配水管網の修復・改修技術

➢ 仿自然生态系统修复技术
➢ 碳汇扩增技术
➢ 近自然生態系修復技術
➢ 二酸化炭素吸収源増強技術

➢ 污泥保氮-除臭好氧发酵技术
➢ 污泥干化制燃料或无机材料技术
➢ 汚泥の窒素保持・脱臭好気性発酵技術
➢ 汚泥固形燃料化または無機材料技術



敬请批评指正！

THANKS

ご清聴ありがとうございました


