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第一部
浄化槽法の改正

•汚水処理・人口普及率

•浄化槽法の一部改正

•汚泥処理の広域化

•浄化槽の海外展開
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汚水処理・人口普及率
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下水道：約1億人（78.8％） 浄化槽：１、１７５万人（9.2％）
農集排など：344万人（2.7％）

環境省



浄化槽法の一部改正
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【法改正の背景】
①環境負荷の低い「合併浄化槽への転換」（単独浄化槽４００万基残存）
②浄化槽管理の強化（受検率４０％から向上を目指す）



汚泥処理の広域化例（秋田県）

6国交省下水道部資料（H30.２月）



浄化槽の国内外展開
• 浄化槽は世界に誇る日本独自の技術

• 国連の場でも「JOKASO」と固有名詞化

多くの国では「Septic Tank」（腐敗槽）使用

• 海外出荷実績：約２３，０００基（４２カ国）
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【海外展開の課題】
➢ 各国の汚水処理規制と実情調査
➢ 浄化槽の経済性強化（価格 1/3～1/5へ）
➢ 海外展開の推進力強化（情報発信、国策）
➢ コピー商品対策（中国、韓国製、他）
➢ 付加価値向上（浄化槽+MBR膜処理）
➢ 汚泥の資源化（コンポスト）



合併浄化槽装置+工事費で
貧困国では家が１軒買えた！

（2003年 JICA調べ）

コスト低減努力とIOT（スマホ管理）化



米国の浄化槽行政の特徴

⚫米国の汚水処理率 （人口３．２億人）

下水道７５％、浄化槽２５％

⚫浄化槽行政は州により大きく異なる

NY州：州政府が最低基準、自治体が上乗せ

FL,TN州：州政府が細部まで規制

⚫地域の実情にあった規制

流域、海岸や湿地帯は厳しい

⚫浄化槽は土壌処理（地下浸透）が基本

⚫多くの州では水路や川に処理水放流禁止
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セプテックタンク構造
（嫌気性腐敗槽）



浄化槽の処理水はどこへ？

11



米国・浄化槽システム分布図
（日本が売り込む新市場）
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バーモント州
メーン州

ケンタッキー州
サウス・ノース
カロライナ州

アラバマ州
ミシシッピー州



第２部
日本の

上下水道事業の
現状
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2050年までの無居住化率
：２０％以上 ：２０％以下



◆ 人口減少による収入減
この10年間で2千億円減少

◆ 施設稼働率の低下
平均稼働率 ６０％

◆ 老朽化した施設の増加
配管取り換え １億円/ｋｍ

◆ 職員の削減
8万人ー＞４．５万人へ

・

水道事業の抱える課題
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水道法改正案が国会で可決・成立
平成30年12月6日

参議院本会議
・投票総数：２３７
・賛成票：１６５
・反対票： ７２



水道法の改正案・概要
１．関係者の責務の明確化

２．広域連携の推進

３．適切な資産管理の推進

４．官民連携の推進

水道施設の運営権を民間事業者に設定で

きる仕組みを導入する（水道民営化？）
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解決策・その１
➢給水区域の広域化

現在１３８１水道事業体がバラバラに経営

（自治体は原則として行政区域内に給水）

➢浄水場の統合・集約化

中核都市の場合、浄水場は複数

ある場合が多い

➢1県1水道構想

香川県、宮城県、奈良県他 18



解決策・その２ 官民連携

反対派の主張
民間、水メジャーに日本の水道を売り渡す暴挙だ！



下水道事業の現状と課題
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浄化槽事業と相互乗り入れで地域創生



国交省下水道部/秋田モデル
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“宮城方式”
コンセッション

• 宮城県（村井嘉浩知事）は２１年度 県が水
道事業の許可を受けたままで、運営権を民間
事業者に。 平成３２年１月公募開始

• 民間のノウハウ活用で費用を２０年間で最大
５４６億円を削減できると試算

• 大災害時にも県が責任をもって復旧

９水事業が対象、関心表明は約４７社
ー＞ ５社程度で競争か？



下水道コンセッションで
先行の浜松市は

水道コンセッションを
断念

鈴木康友市長は定例記者会見（1月31日）

• 国民・市民の理解が進んでおらず、
導入は困難

• 理解が得られるまで導入を延期した
い

• 特別委員会の設置は先送りする



コンセッション検討中の自治体

• 広島県：県営水道の運用権活用の検討

• 大阪市：受け皿会社「クリアウォーター大阪」設立

• 奈良市：条例案を議会提出

• 神奈川県三浦市：実施方針案公表予定

• 高知県須崎市：内閣府に支援措置要望（２０１６年）

• 山口県宇部市：同 上

• 石川県小松市：同 上

• 大分県大分市：同 上

• 福岡県大牟田市：同 上
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浄化槽による地域創生は常に
三位一体で考える！

水

食料 エネルギー

水力
発電

浄化槽汚泥
の活用

植物工場
農業用水
灌漑・散水

バイオマス燃料
熱のカスケード利用食料生産

水の代替えはない！

浄化槽汚泥
の活用



民設民営による下水汚泥による
ＦＩＴ発電事業が加速

• 下水道分野のＦＩＴ発電が急速な広がり

• 自治体のリスク低減、速やかな事業展開

広域化により、汚泥の集中処理が加速！！

事業者 バイオガス
発電

廃棄物
発電

下水道管理者 ６０カ所 ２９ヶ所

民間主体 ４１カ所 １９カ所

民間比率 ４０．６％ ３９．６％

ＦＩＴ消化ガス発電の発電事業者割合

出展：国交省下水道部 平成３０年調査

国交省認定
８９件に増加!

FIT制度でバイオマス
発電は 39円/ｋW



食と下水道の連携について
～ＢＩＳＴＲＯ下水道推進戦略チーム～

消費者

下水道使用者

生産者

(農業、漁業
等)

下水道資源の提供・再利用

広報、販売促進
魅力ある作物の提供

下水道使用料への還元
下水道への理解

ＢＩＳＴＲＯ下水道推進戦略チームを設置し、下水道資源（処理水、汚泥）の有効利用を既
に行っている事例等の情報の水平展開、商品の広報・魅力向上、イノベーション等により下水道
資源の更なる有効利用を促進。さらに、食・農業を通じて、未来を担う次世代の下水道・環境へ
の理解を深める取り組みも行う。

ジャガイモ （八戸市） サトウキビ （奄美市）アスパラ （佐賀市）

情報の水平展開

商品の魅力向上

○レシピブックの作成

○先進地域の情報共有
（農業利用までのプロセス、ハウツー）

（魅力ある作物カタログ）

イノベーション

○民間企業の最新技術紹介

（コンポスト化等）

○販売戦略

（エコ農業）

下水道管理者
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○佐賀市は、地域資源と下水汚泥を用いて肥料を製造するとともに、海苔が生長す
る冬季に栄養塩を多く含んだ処理水を供給する運転を行い、食と下水道の連携に
よって、地域の資源循環に貢献

アスパラにつ
いて、うま味・
甘み（アミノ
酸）等の成分
が増加傾向

汚泥の活用（肥効特性）

処理水の活用

海苔養殖に
配慮し、成長
期の冬に栄
養塩を多く供
給

うまみ酸味 甘み

佐賀市資料

アスパラのアミノ酸含量
（mg/dl）

ちゃんとした野
菜の味がする、
甘い、調理後も
しっかり形が残
ると、好評（イタ
リア料理店マス
ター）

害虫からの免疫
力が向上した、農
薬の使用量が半
分以下に減った
（農家コメント）

佐賀市の取り組み概要

汚泥

処理水 処理水

堆肥

作物等供
給

生活排水等
下水
処理場

下水汚泥の
堆肥化施設

消費者

生産者
（農家・漁業

等）

地域の食品工場で発
生する副産物を混合
し発酵促進を図ること
で、堆肥の品質が向
上

高温発酵

地域の資源循環
地産地消に貢献

堆
肥

次世代を担う
地域の子供
達と
栽培・収穫

定期的な農業
勉強会の開
催

スッポ
ン

海苔

アスパラ
キャベ
ツ

玉葱

ジャガ
イモ

丸ごとローストした玉ね
ぎは「一回使うと他の食
材が使えないほど甘い」。
イタリアンレストラン “ピッツェ
リアロータス“ （福岡市中央
区）

レストランオーナー

生産者

大きく育って驚いた。
甘くておいしい健康野
菜を食べてみて下さ
い。（佐賀市資料より）

ﾊﾞｲｵｶﾞｽ中のCO2等を
活用したﾐﾄﾞﾘﾑｼの培養
実証

【佐賀市】食と下水道の連携について～ＢＥＳＴプラクティス～
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秋田県大仙市・上野台堆肥生産組合
下水汚泥+家畜糞尿でコンポスト

化学肥料と異なり
成長が良く、栄養分のリッチ
・重金属フリー
・Ｎ，Ｐ，Ｋが豊富

最大生産量：
下水汚泥：４２００トン/年（含水率８５％以下）
家畜糞尿：１８００トン/年（含水率８５％以下）

松井三郎・京都大学名誉教授（左）



富山県の農産物 全国ランク
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富山の魚は なぜ 旨い？
富山湾 伏流水 海洋深層水

日本近海の８００魚種のうち、富山湾には５００種類回遊



【亜臨界水技術とは何か】
・温度200℃・圧力20気圧程度の水蒸気を反応槽に封入

・亜臨界状態の水の強力な「加水分解力」により、有機物を低分子化。

（たんぱく質→ｱﾐﾉ酸，脂肪→低級脂肪酸，ｾﾙﾛｰｽ→糖類）

【長所】
・腐敗菌やウイルスなどの有害物質を分解し、無害化。

・燃焼技術と比べ、装置が簡易で低コスト。（有害ガス発生一切なし）

【多様なバイオマスの資源化】
・生ごみ，家畜糞，水産加工残渣、下水汚泥，し尿汚泥等

・高速堆肥化，飼料化に最適

・機能性物質（アミノ酸、基礎化学品）の抽出も可能。

新技術 亜臨界水処理技術



脂質

蛋白質

【【亜臨界水反応】
・高温高圧（飽和水蒸気条件）で生じる還元反応を利用、有機物を高速加水分解。
・低分子化して、有用微生物が利用しすい有用物質に転換する。
(ヒトや動物が胃の中で常温常圧下で、酸と酵素を活用して行う生体反応と同じ)

亜臨界水技術に基づく資源循環

繊維質
有機物 分解後

繊維質
（炭水化物）

ﾀﾝﾊﾟｸ質

脂 肪

ペプチド・

アミノ酸類

低級脂肪酸

単糖類・

オリゴ糖



亜臨界水技術の優位性と国内・外特許
Characteristics of Innovative Subcritical Water Technology

■亜臨界水領域の高温・高圧水蒸気の活用 （基本反応条件：200℃・20気圧）

バイオマスを「高速加水分解」，資源循環ビジネスを促進します。（機能性堆肥・新木質飼料等）
酸・アルカリ添加・混合反応によるイオン交換で放射性物質のセシウムなどを「高速解離」します。

3. 国内外特許取得／申請状況
特許権者： G8  International Trading ㈱

☛ http://g8inter.co.jp/

日本国内特許 第3089543号
国際出願 第PCT/JP2005/009728号

国際特許取得済国 登録番号 登録日
日本 第4864884号 2011年11月18日
中国 第ZL200580049929.2号 2010年5月12日
香港 第1115836号 2010年9月24日
米国 第8512573号 2013年8月20日
韓国 第10-1313438号 2013年9月24日
ﾏﾚｰｼｱ第PI20072112号 2014年6月13日
出願国 出願番号 申請日
ｲﾝﾄﾞ 第4602/KOLNP/2007号 2007年11月28日
ﾖｰﾛｯﾊﾟ第EP05743794.9号 2007年12月19日

ボイラー
（標準品）

反応槽
（圧力容器）

取出口

投入口

攪拌機制御盤

亜臨界水反応装置(実機)

【 反応槽容量 2m3モデル】

1. 亜臨界水反応装置の特徴

2. 亜臨界水反応装置の標準仕様
装置を徹底簡素化・低コスト化（2m3タイプ）

■ボイラー

（1）圧力：最高 20kg/cm2 （温度205℃）

（2）相当蒸発量: 1,000kg/h

（3）電源: AC200V， （4）軟水装置等付属機器

■反応槽（圧力容器）

（1）内容量:横型, 2.37m3（ドラム缶約10本分）

（2）直径: 小径φ650mm～大径φ1,170mm

（3）缶長: 3,200mm（ステンレス製SUS304）

（4）内部圧力:最高 20kg/cm2

（5）投入口・取出口:電動ボールバルブ300A

■攪拌機 駆動モータ: 10kW（200V）＠ 30rpm

■寸法：W 7.6m＠B 2m＠H 3.7m／重量：8トン

国内外特許取得／申請状況 【特許権者： G8  International Trading ㈱ http://g8inter.co.jp/】
日本国内特許 第3089543号 国際出願 第PCT/JP2005/009728号
国際特許取得済国（登録番号・登録日） 日本（第4864884号・2011年11月）, 中国（第ZL200580049929.2号 ・
2010年5月），香港（第1115836号・2010年9月），米国（第8512573号・2013年8月），韓国（第10-1313438号・2013
年9月），ﾏﾚｰｼｱ（第PI20072112号・ 2014年6月）
出願国 （出願番号・申請日）： ｲﾝﾄ(第4602/KOLNP/2007号 2007年11月), EU（ﾟ第EP05743794.9号・2007年12月）

亜臨界水装置の構成（バッチ式）

http://g8inter.co.jp/】


【黒毛和牛飼養実証実験の成果】
○安全・安心できる木質粗飼料を供給

○輸入粗飼料コストと比べ4割安価

○優れた品質

・セルロースが糖化，牛の好む甘酸っぱい香り

・可消化成分TDN=32%（うち3/4が繊維質）

・PH=3.5＿＿長期保存が可能。

○増体重効果

・従来飼料=0,53kg/日，新木質飼料=0.58kg/日

【北海道新聞】
2016.01.18付け記
事

○事業主体： 地元の廃棄物処理業者・㈱エースクリーン（予定）

○稼働開始： 2014年8月より2015年7月まで実証事業実施。最終評価後、2016年度に本格稼働を見込む。

○事業概要：

・原材料の白樺チップ材を亜臨界水処理（130度・15気圧@処理時間は約15分）

・生成物（新木質飼料）の特徴： 軟らかく繊維質，無菌ゆえ安全，セルロースが一部糖化，甘酸っぱく牛の嗜好性良好

・生産コストは、3-4万円／トン （輸入粗飼料と比べ、4割程度安価）

・品質の検証（牧場経営者，獣医師，畜産学の専門家，精肉店）

（3-2）亜臨界水技術による新木質飼料事業
（北見市における実証実験）

○事業主体： 地元の廃棄物処理業者・㈱エースクリーン（予定）

○稼働開始： 2014年8月より2015年7月まで実証事業実施。最終評価後、2016年度に本格稼働を見込む。

○事業概要：

・原材料の白樺チップ材を亜臨界水処理（130度・15気圧@処理時間は約15分）

・生成物（新木質飼料）の特徴： 軟らかく繊維質，無菌ゆえ安全，セルロースが一部糖化，甘酸っぱく牛の嗜好性良好

・生産コストは、3-4万円／トン （輸入粗飼料と比べ、4割程度安価）

・品質の検証（牧場経営者，獣医師，畜産学の専門家，精肉店）

（3-2）亜臨界水技術による新木質飼料事業
（北見市における実証実験）

放置されたままの
白樺林

新木質飼料
（亜臨界水処理後）

チップ材（有償）

黒毛和牛22頭／給餌・飼養実験

（地元の産業廃棄物会社が事業主体）

実績：白樺チップ飼料生産モデル（カーボン系）
【北海道・北見市/エースクリーン㈱】

【白樺チップ飼料】
亜臨界水処理条件

（190℃・13気圧＠30分）



頑張る・浄化槽関連企業の紹介

◆志摩環境事業協業組合（従業員 約５０名）

本部：三重県志摩市

昭和63年 組合設立（同業5社の協業化）

特徴 浄化槽事業から膜処理事業展開

◆株式会社 日吉 （従業員 ３１９名）

本社：滋賀県近江八幡市

昭和33年 設立

特徴 浄化槽事業から海外展開加速 36



志摩環境事業協業組合

37

組合理事長
宝門孝雄氏
新規事業へ

宝門 豊氏
三重大学で学び
日本エレメント社設立

浄化槽の高度処理
民間の廃水処理
し尿処理へ膜供給



志摩環境事業協業組合

• 所在地：三重県志摩市阿児町鵜方9-44

• 昨年度売上：7億6千万円

• 社員数：50名

• 事業内容

①一般廃棄物収集運搬

②浄化槽維持管理

③下水道・下水処理施設の維持管理

④河川や側溝などの浚渫

⑤給水設備の清掃・点検

⑥浄化槽の設置工事

⑦浸漬型膜分離装置（MBR：Membrane Bioreactor）の製造・販売

資料提供：志摩環境事業協業組合



株式会社 日吉・経営理念
創業 １９５５年
設立 １９５８年（１２月２３日）
従業員数 319名
本社 滋賀県近江八幡市
支店 東京・横浜・大阪
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 湘南分析センター｢横浜｣

HIES(Hiyoshi India Ecological

Services Pvt. Ltd.)｢インド｣
XDSI(Xenobiotic Detection Systems

International)｢米国｣

経営理念 社会立社 技術立社
会社は社会に貢献しなければ存続できない。
またそれを支える技術をもって初めて社会に貢献できる。

近江商人の「三方よし」の考えに

「次世代よし」を加えた「四方よし」の実践

39
資料提供 （株）日吉



株式会社 日吉
創業事業：廃棄物処理業初期の

車両(1950年代)

ごみ収集車両

し尿収集車両

40
資料提供 （株）日吉



「日吉の事業取組はSDGｓ」
持続可能な開発目標（SDGs）とは，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可
能な開発のための2030 アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標です。

“誰一人、取り残さない”世界の実現

41



社会貢献

国際協力

海外研修生受入れ・インターンシップ

国際産官学連携研究

海外事業化

1950年 （現在）1980年 1988年 2000年 2011年

（株）日吉は社会の課題・問題を解決し
社会貢献と海外事業展開を目指す

42

延べ２０００人の有資格者が
幅広い分野（217種）をカバー

“環境問題に国境はない、ベストを尽くす” －村田弘司・代表取締役社長ー



忘れるな！浄化槽の国内外展開
• 浄化槽は世界に誇る日本独自の技術

• 国連の場でも「JOKASO」と固有名詞化

多くの国では「Septic Tank」（腐敗槽）使用

• 海外出荷実績：約２３，０００基（４２カ国）

43

【海外展開の課題】
➢ 各国の汚水処理規制と実情調査
➢ 浄化槽の経済性強化（価格 1/3～1/5へ）
➢ 海外展開の推進力強化（情報発信、国策）
➢ コピー商品対策（中国、韓国製、他）
➢ 付加価値向上（浄化槽+MBR膜処理）
➢ 汚泥の資源化（コンポスト）



“新３K企業”を目指して！

① K 給料を高く

② K 休暇をもっと

③ K 希望の持てる職

44



水ビジネスに関する参考書物
１．水ビジネス１１０兆円水市場の攻防

出版： 角川書店： 角川Oneテーマ２１
著者： 吉村 和就
発行日：２００９年１１月10日 現在第５版刷り発売中
定価：７０５円（税別） １７４頁

２．水ビジネスに挑む
出版： 技術評論社
著者： 沖 大幹、吉村 和就 対談形式
発行日：２００９年１２月５日
定価：１５８０円（税別） ２６１頁

３．水ビジネスの新潮流 （１４回連載のまとめ）
出版： 環境新聞社
著者： 吉村 和就
発行日：２０１１年１月２０日
定価：８００円（税別） ７９頁



４．ニッポンの水戦略

出版： 東洋経済新報社

編集：水の安全保障戦略機構 ２６チーム

監修： 山田正、吉村 和就、竹村公太郎

発行日：２０１１年３月３日

定価：２４００円（税別） ２０２頁

５．水に流せない水の話

出版： 角川書店

著者： 吉村 和就

発行日：２０１２年７月２５日

定価：５１４円（税別） ２０９頁

６．続・水ビジネスの新潮流

出版： 環境新聞社

著者： 吉村 和就

発行日：２０１２年８月１０日

定価：８００円（税別） ７１頁

水ビジネスに関する参考書物



ＰＲ/好評発売中！
水ビジネスの動向とカラクリが
よ～くわかる本（第二版）

著者：吉村和就

発売日：２０１６年１２月２６日

発行所：秀和システム

定 価： １５１２円（税込）

頁 数： ２２３ページ

水と水処理業界に役立つ

情報満載です！

アマゾンでクリックお願いしま
す。



安全な水なくして未来なし
No safe water, No future

御清聴深謝
Thank you for your attention

吉村 和就
Kazunari YOSHIMURA

Questions & Comments are welcome to

http://gwaterjapan.com


