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１.「しが水環境ビジネス現地見学会」 概要

1-1 見学会概要

来年のフォーラム発足を迎えるにあたって、水環境ビジネスに関わる情報提供や関心を高めると

ともに、関係各社の交流促進を図る目的で開催した。

見学会では各講師による大手水処理メーカーや水環境ビジネスの現状の講演や解説、湖南中部浄

化センター内の処理プラント視察などを実施した。

【しが水環境ビジネス現地見学会】 概要

日 時 平成２４年１１月１６日（金）１３：４０ ～ １７：１５

場 所 湖南中部浄化センター内 滋賀県下水道公社管理棟 2 階会議室 ほか

参加者数 59 名

主 催 滋賀県商工観光労働部商工政策課

湖南中部浄化センター概観
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1-2 見学会の構成

講演・説明 13：45～14：50

◇ 主催者あいさつ

滋賀県 商工観光労働部 商工政策課長 廣脇正機

◇ 講演「水ビジネスの現状と今後の展望について」

株式会社神鋼環境ソリューション

水処理事業部プロジェクト 営業室 課長 梶田均氏

◇ 説明「湖南中部浄化センターについて」

財団法人滋賀県下水道公社 常務理事 村田康弘氏

施設見学 14：50～15：50

◇ 1. 湖南中部浄化センター（下水・汚泥処理施設）

◇ 2. テストベッド用地（民間開放予定の実験用地）

◇ 3. 淡海環境プラザ（旧水環境科学館）

休 憩

解 説 16：00～16：45

◇ 「滋賀県の下水道事件における課題と水ビジネス―淡海環境プラザの開設と今後の展開―」

滋賀県琵琶湖環境部 下水道課長 川嶋幸徳氏

名刺交換会 16：45～17：15
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２．「しが水環境ビジネス現地見学会」講演内容

2-1 講演「水ビジネスの現状と今後の展望について」

株式会社神鋼環境ソリューション

水処理事業部プロジェクト 営業室 課長 梶田均氏

水ビジネスを取り巻く現状

世界の水需要は、人口増加や都市化・工業化の進展とともに増加し

ている。2025 年には、現状と比較すると約 3 割増加すると見込まれ
ている。特に人口増加の著しいアジアでは、世界の全取水量の約 6割
を占めている。水需要の増加は人口増加をはるかに凌駕しており、か

なり逼迫した状況になっている。 
今後、世界が直面する水不足問題は、現状の水へのアクセスを改善

するだけでは解決はできない。水資源の有効利用、下水の再生利用、

海水の淡水化など、各分野のプロセスを省エネルギー化させる革新的

水循環システムの構築が求められている。 
水の需給逼迫の問題は、絶対量としての水の不足、水質の悪化といった、量と質の両面から現実化

している点である。また、これらの課題に対応するため、上水供給、造水、工業用水、再生水、下水

等の各分野において、水ビジネスに対するニーズが今後急速に拡大するということが見込まれる。 

世界の水ビジネスの現状

南アジア、中東、北アフリカ、中東欧、中南米、東アジア、大洋州において水ビジネス市場の成長

が見込まれている。特に中国、サウジアラビア、インド、スペインで市場規模と市場成長率の両面で

注目すべき国である。わが国としてどの地域分野をターゲットにするべきか、競争環境を踏まえて優

先順位を検討していく必要がある。 
2007年現在の水ビジネス市場規模は約 35兆円。そのうち民営企業に開放された市場規模は全体の

10％以下で、約 3 兆円程度である。そのうちヴェオリアとスエズ 2 社による総売上が約 2.5 兆円と、
ほぼ全体を占めている状況である。

水ビジネス新興国としてシンガポールが挙げられる。シンガポールは地理的に保水能力が低く河川

が無いことから、自国での水確保の取組を実施している。年々水の自給率引き上げに成功している。

シンガポール最大の水処理会社であるHyfluxは、近年海外における大規模水道事業の受注に成功し、
シェアを拡大している。 

我が国の水ビジネスの現状

我が国の水ビジネスの「強み」は高度な省水技術と効率的な水循環システムを有することである。

海水淡水化などに用いる水処理膜の分野をはじめ、産業用途向け超純水製造ポンプなどの水処理分野、

さらに耐震・漏水防止技術や下水再生利用などの省水分野においても高度技術を保有している。 
企業形態に目を向けてみると、日本国内の水関連企業は水処理機器企業、エンジニアリング企業、

商社というように専門分化されている。一方、ヴェオリア、スエズなどの水メジャーは一貫したサー

ビスを自社で提供でき、日本企業群は遅れた感がある。

消化ガスの有効利用

消化ガスは高カロリー・高品質ガスであり、安定精製が可能。これをバイオ天然ガスとして精製し、

天然ガス自動車燃料や都市ガス原料などでの活用が可能である。バイオ天然ガス化設備は従来のガス

梶田 均氏
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タンクよりもコンパクトであり、また 97％以上の高濃度メタンの精製が可能、硫化水素・シロキサン
等の不純物同時除去が可能、約 97％の高いメタン回収率の実現、シンプルな精製原理・設備構成とい
う点が特長である。

バイオ天然ガスは水処理施設で生じた汚泥を消化タンクへ入れ、そこから発生する消化ガスを精製

して回収する。消化ガスは濃度 59.7％のメタン含有率であるのに対し、バイオ天然ガスは 98.2％とい
う高濃度のメタン含有率になる。

神戸市東灘処理場では、平成 20年 3月から約 4年間、安定したメタン濃度 97％以上の消化ガス精
製運転を達成している。また、消化ガスと水を圧力下で接触させてシロキサンを凝縮して分離する精

製方法は特許取得済みである。シロキサン除去試験結果、品質管理基準で定めた基準値 1mg/m3Nに
対して測定下限値以下となっている。

自動車燃料利用

第三者機関による排ガス出力試験では試験バイオ天然ガス・都市ガスともに、成分規制値以下が確

認できている。また、天然ガス自動車の燃料としての性能調査もしており、基準値はすべてクリアで

きている。

実証実験の知見を踏まえ、平成 18年 11月から平成 20年 3月にかけてこうべバイオガス活用設備
を建設した。平成 20 年 4 月から「こうべバイオガスステーション」として運転開始をしている。こ
こでのバイオ天然ガス化装置の処理能力は 15,840㎥/日、精製ガス製造能力は約 9,500㎥/日、中圧ガ
スタンクの精製ガス貯蔵量は 3,000㎥/日。主要顧客は、神戸市市バス・佐川急便他、約 20社に供給
している。充填ガス量は約 1,300㎥／日、充填台数は平成 22年度の年間実績で約 13,500台である。
当社のバイオ天然ガス設備は高機能脱硫が可能なので、余分な機器を削減できる利点が有る。これ

により機器点数、コスト削減が可能である。CO2 除去によるガス量の減少は 40％となっている。ま
た、精製圧力活用による中圧貯蔵により、低圧貯蔵に比べて貯留容量が 1/10以下になり、従来のガス
タンク容量 2,500㎥から中圧ガスホルダ 188.2㎥へと設置面積削減が行える。
高機能脱硫装置の納入実績先に神戸市東灘処理場があり、ここでは自動車燃料を精製している。

2008年には同じく神戸市東灘処理場へ自動車燃料とガス導管注入を納入した。他には長野県上田市、
神戸市垂水区、茨城県日立市、神戸市 B-DASH、計 6件納品している。
これらの設備は財団法人下水道新技術推進機構の審査証明書を取得している。天然ガス自動車、都

市ガス原料に精製ガスを使用した場合、約 70％の二酸化炭素排出削減効果があると確認した。

日本初のバイオガス都市ガス導管注入事業

平成 20 年 4 月 1 日、大手ガス会社（大阪ガス・東京ガス・東邦ガス・西部ガス）はバイオガスを
都市ガスとして購入する際の条件要領を公表した。公表内容は、受入ガス性状基準、ガス測定監視方

法、買取単価、必要となる設備、保安などに関する事項である。

平成 21 年 7 月にエネルギー供給構造高度化法が参議院本会議で可決、成立した。これにより経済
産業省は「平成 21 年度バイオマス等未活用エネルギー実証試験費補助金」を開始し、バイオガスを
精製・供給する実証設備を対象に、建設費用全額の補助を実施した。この目的は、バイオガス-都市ガ
ス導管接続の実績構築による普及促進、安定運転方法の確立、建設・運営コストの検証・低減である。

実証期間は、平成 21年 10月から平成 22年 10月に建設工事、平成 22年 10月から平成 33年 3月末
に設備運営ガス販売事業となっている。

神戸市、大阪ガスと共同実施のための基本協定を締結の上、当社が補助申請し、補助対象事業者と

して交付決定を受領した。 
これは日本初の下水道バイオガス都市ガス導入注入実証事業となった。この事業では神戸市がガス

供給、神鋼環境ソリューションが都市ガス化設備の建設・運営、大阪ガスはバイオガスの買取を、そ
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れぞれ担当している。これにより年間 1200t の CO2 削減につながっている。 
家庭から出下水が下水処理場に集まり、そこから得られた消化ガスをこうべバイオガスステーショ

ンで精製、バイオガスを生産する。それを自動車燃料・場内利用・都市ガスとして活用し、導管注入

で家庭へ供給されるという循環利用を行っている。都市ガス導管注入の実績は、平成 22 年度で 30 万

㎥、平成 23 年度で約 81 万㎥になる。平成 23 年度に関しては目標注入量の 80 万㎥を達成した。

鋼板製消化タンクに関する共同研究

これまで消化タンクは RC 鉄筋コンクリート構造で建設されてきた。この構造は複雑な形状のため

建設工期が長く、また初期投資が高額という課題があった。それに対し、鋼板製消化タンクは約 70
日間と建設工期が短く、建設費は RC 製消化タンクの 50％以下と安価なため、これからの有望な技術

だと考えている。 
今後、鋼板製消化タンクの実証実験を行い、技術的知見を取りまとめていく。自治体が導入検討す

る際の技術マニュアルを作成することが目標である。実証実験は、千葉南部浄化センターにて試験中

で、平成 23 年 11 月に竣工、実験規模は槽容量 750㎥が一槽である。

納入実績としては、先ほど説明した千葉南部浄化センター、大分市のバイオマス資源化センター、

神戸市の B-DASH プロジェクトがある。

また、東日本大震災による電力不足を機会に、ヤンマーエネルギーシステム株式会社のバイオガス

発動ユニットと組み合わせた、発電と鋼板製消化タンクのセット提案も開始している。 

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）

現在、B-DASH プロジェクトという名の再生可能エネルギー生産と革新的技術の実証事業を神戸市東

灘処理場にて実施している。このプロジェクトでは地域バイオマスとの相乗効果による汚泥脱水性の

改善、鋼板製消化槽の普及促進、下水熱の高効率回収と利活用、新型バイオガス精製システムおよび

バイオガス標準規格化を目的に実証実験がされている。

地域バイオマスには剪定枝などの木質系バイオマス“こうべグリーンバイオ”と食品製造系バイオ

マス“こうべスイーツバイオ”に使用して実証している。“こうべスイーツバイオ”については下水汚

泥と比べて約 1.7 倍のガス発生量が見込まれ、非常有効な資源と考えている。 
設備パッケージには、B-DASH プロジェクトと同構成（鋼板製消化タンク、高効率ヒートポンプ、低

動力撹拌機）の低 LCC 型高機能バイオガス回収パッケージとコンテナ一体型により工事費用等を抑え

て効率化を図った新型バイオガス精製・貯留パッケージがある。

神鋼環境ソリューションのベトナム事業展開

神鋼環境ソリューションは神戸製鋼グループの環境事業部門として事業展開しており、2011 年度の

環境部門売上は約 8.8 億ドルである。事業は公共水処理、産業水処理、冷却塔、プロセス機器、廃棄

物処理・リサイクルの 5 つの分野になる。

海外事業所として、欧州・中東・ベトナムを拠点としている。2009 年 4 月にベトナムに事務所を

開設、2010 年 11 月に現地法人 KESV（KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD）を設立した。受注

先実績は工業団地の排水処理、冷却水の排水処理、工業団地の開発などである。当社はグラスライニ

ングのメーカーでもあり、2013 年操業開始予定で海外に製造拠点を建設中である。

水インフラストラクチャー整備事業ではインフラの整備推進と、上水下水ともに循環型の社会を目

指している。また、上水道における PPP 案件の実現を目指し、神戸市で相互協力し、情報収集しなが

ら、コンサルティングの事業を進めているところである。

ベトナム・フーコック島の上下水道で事業展開している。ここではベトナム建設省と国土交通省、

ベトナム・キエンザン省、神戸市と連携をとりながら、現在事業を進めている。
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2-2 説明「湖南中部浄化センターについて」

財団法人滋賀県下水道公社 常務理事 村田康弘氏

流域下水道とは

流域下水道とは河川や湖の流域をひとつの計画区域として下水

道を考える概念である。滋賀県の場合、琵琶湖流域下水道として、

4 つの処理区に分かれている。また、滋賀県には流域下水道に含

まれない、市・町単独で運営している公共下水道が 5 つある。

湖南中部浄化センターは計画処理面積が 28,400ha、計画人口が

約 80 万人、計画水路が 487,000t、琵琶湖流域下水道の一処理区

をまかなう処理施設である。ポンプ場は 7 ヵ所、幹線管渠は

185km で、琵琶湖の東部・南部地方を対象にしている。

処理場の処理能力、および下水道普及率

湖南中部浄化センターの水処理能力は 268,500 ㎥/日である。昭

和 57 年 4 月に供用開始し、ちょうど 30 年が経過した。河川にお

ける水質指標に生物化学的酸素要求量（BOD）があるが、センタ

ーの稼動に伴って、湖南地方の河川における BOD の数値は下が

りつつある。

一方下水道の普及率を見てみると、県全体では上昇しつつあり、平成 23 年度末で 86.4%である。

湖南中部地域だけの数値になると 88.5%までになっている。

水質状況と基準

活性汚泥法という方法があるが、これは泥に含まれる微生物を利用して BOD の数値に影響を与え

る水処理方法である。滋賀県ではこの活性汚泥法に加えて、高度処理の水処理を実施している。高度

処理では琵琶湖の富栄養化につながる栄養物質・窒素とリンに対して、処理を加える手法である。さ

らに滋賀県では高度処理よりも一段進んだ、超高度処理の実験も進めている。

水質状況を示す基準には放流水質基準と排水基準の 2 つがある。下水処理場には二面性があり、環

境を保全する施設であると同時に、下水を収集することにより環境に負荷を与える施設という見方が

できる。そのため 2 つの側面に合わせた基準がある。放流水質基準は、下水道法の見地から、処理場

を環境の保全を実施する施設とみなし、環境保全を目的とした基準である。一方、排出基準は水質汚

濁防止法の見地から、処理場を環境に負荷を与える施設とみなし、制限を超えた配水は扱わせないよ

うにさせる基準である。

現在の放流水質は排出基準の半分以下の値になっており、BOD は 1 mg/ℓ前後、化学的酸素要求量

（COD）は約 5 mg/ℓ、懸濁物質または浮遊物質（SS）は 0.5～0.6 mg/ℓ、総窒素（T-N）は、5～6 mg/
ℓ、総リン（T-P）は 0.06 mg/ℓという数値を示している。

高度処理の二つのしくみ

高度処理の水処理では、まず下水をポンプアップして、沈殿池に通す。ここで下水内に含まれる砂

などを取り除く。次に生物反応槽へ移動するが、ここには活性汚泥というものが入る。これにより BOD
の値を下げ、窒素を除去する。生物反応槽は二段に分かれているが、上段が高度処理部分となってい

る。ここにアンモニア態になって入ってきた窒素を硝化で除去する。

脱窒槽と硝化槽があり、三段構えにしている。研究の結果、多段にすることで脱窒が進み、除去率

が上昇することがわかった。現在は多段方式による生物反応槽、部分的に超高度処理を導入している。

村田康弘氏
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窒素除去方法にはメタノールによる処理もあるが、

温度によってかなり反応速度や窒素除去率が変わって

くる。温度が高い場合はメタノールを使用せずに脱窒

作業をしている。ただし、冬季の水温低下時には、メ

タノールを使用しているが、計画よりも使用量は少な

くて済んでいる。 
生物反応層で、ポリ塩化アルミニウムを使用してい

る。これは凝集剤として使用しており、加えることで

リンを凝集物にして最終沈殿池で集めている。また最

終沈殿池では余剰汚泥も集める働きがある。 
超高度処理の場合、リンを除去するにはさらに施設を付加しなければいけない。これはオゾン処理

というもので、現在約 5,000㎥/日の水処理施設にて実験を重ねている。

汚泥濃縮の工程と、炭化・溶融

最初と最終の沈殿池からは汚泥が発生するが、これを処理する必要がある。この汚泥には 2種類あ
り、重力によって濃縮された汚泥と機械によって濃縮された汚泥がある。また汚泥処理には、最初と

最終それぞれの沈殿池から発生する汚泥を、混合して処理する場合と別々に処理する場合がある。当

初、湖南中部浄化センターでは両方の沈殿池の汚泥を混合して、重力濃縮で処理していた。現在は効

率面を重視して、別々に機械による濃縮で処理している。しかし、脱水時は混合してから脱水機にか

けている。

脱水に関しては、現在スクリュープレスという回転による脱水を行っている。約 76%の水分を除去
した汚泥にしている。脱水した汚泥は炭化炉で炭状にする方法と焼却して溶融する方法の 2通りの処
理をしている。炭状のものは産業廃棄物処理をしている。

焼却したものは一旦灰にする。その灰を 1,400 度超で溶融している。現在 2 つの炉がありますが、
1つは灰にする炉として使用し、もう 1つの炉は溶融用に使用している。1日に 187tの汚泥が発生す
るが、そのうち約 100tを溶融している。

超高度処理実験と電力

現在、実験段階として超高度処理を行っているが、その電源の一部に太陽光発電から供給をしてい

る。総電力の約 20%、130kwの電力を太陽光発電でまかなっており、ほぼ計画通りの発電状況である。

生物反応槽
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2-3 解説 「滋賀県の下水道事業における課題と水ビジネス」

滋賀県琵琶湖環境部 下水道課長 川嶋 幸徳氏

滋賀県の下水道事業の現状

下水、つまり生活排水処理というものは、下水道法上の下水道

と農業集落排水処理施設・地域し尿処理施設・合併浄化槽などが

含まれている。日本における排水処理の話をする際、この部分を

押さえておかないと全体が見えてこない。海外で話をする際、日

本の下水道普及率が約 80％だと伝えるとずいぶん低い数値だと
いう印象を与える。しかし、集落排水や浄化槽なども含めると約

98％になるという話をすると納得をしてもらえる。
滋賀県の下水道事業は 4つの流域下水道浄化センター（湖南中

部浄化センター・湖西浄化センター・東北部浄化センター・高島

浄化センター）と、５箇所の単独公共下水道で、これ以外に大津

市の一部が京都市の処理場で処理されている。

滋賀県の下水道普及率は、平成 23 年度末の時点で 86.4％となっている。これは下水道だけの数値
である。滋賀県の生活排水処理整備率は平成 23 年度末時点で、農業集落排水施設や地域し尿処理施
設も含めた数値は 98.2％となっており、ほとんどの生活排水の処理は達成されている。平成 32 年度
末にはこの値を 100％にするのが県の目標となっている。なお、平成 23 年度末時点の生活排水処理
率は 92.1％となっている。これは、施設整備は完了となっているが、水洗化されていないことによる。
次に滋賀県における下水道事業の建設事業費であるが、ピーク時は市・町・県、合わせて約 900億

円になっている。近年では 200 億円弱と落ち込んでいる。今年の当初予算ベースでは約 60 億円ぐら
いである。実際には国からの交付金は 85％なので、約 50 億円となっている。市・町で約 34 億円と
なっている。また、これまでの滋賀県下における下水道投資額は県と市・町・村、合わせて約 1 兆 5
千億円となっている。

滋賀県の下水道事業維持管理費であるが、湖南中部浄化センターに限って注目してみると、年間で

約 34億円である。4つの流域下水道浄化センターを合わせた平成 24年度当初の下水道維持管理費予
算は約 72億円になっている。先述した下水道事業費予算の 60億円を上回り、維持管理費のほうが大
きくなっているのが現状である。維持管理費の構成内に動力費というものがある。動力費はほとんど

が電気代である。水を送り込み、ポンプを使う際に大量の電気を消費しているため、動力費が大きく

占めている。

先ほど湖南中部浄化センターの維持管理費が 34 億円あると申し上げた。ここ湖南中部センターで
は年間 9000万トンの水を処理している。その処理量で建設事業費を割ると㎥単位あたり約 40円の数
値が出てくる。これに市町の経費が加わり、草津市を例に挙げると、使用料は標準的家庭で毎月 25
㎥の水を使用しており、平均月額 2880円を出費している。
滋賀県下における下水処理の仕組みであるが、汚水をステップ流入させて、微生物の硝化脱窒素反

応による窒素除去、PAC使用によるリン除去という最新の処理方法を採用している。
汚泥処理に関しては、初沈から出てくる泥を回収し、また反応槽で増えた微生物を余剰汚泥として

引き抜いて汚泥処理している。なお、一般的な汚泥処理過程には「消化」という過程があるが、現在

滋賀県ではこの過程は実施していない。濃縮から脱水、そして焼却というプロセスを実施している。 
湖南中部センターでは平成 22 年度に約 9000 万トンの水を処理した。汚泥は 6 万 7000 トン-wet

となる。値に wet とあるが、これは焼却する前の状態を示している。汚泥の含水率は約 76％となっ
ている。その他処理区における平成 22年度の下水処理量は、湖西処理区で約 1500万トン、東北部処

川嶋 幸徳氏
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理区では約 3000万トン、高島処理区で 400万トンとなっている。 
発生した泥は焼却溶融してスラグにし、埋め戻し材やコンクリート 2次製品として有効利用してい

る。なお、スラグの発生量と有効利用された量には誤差がある。これは売れ残りによるもので、平成

22年度でスラグ発生量が約 3000トンで 2000トンが有効利用された。ちなみに 1トンあたり約 200
円で販売している。

下水道事業における課題と展望

滋賀県では下水道事業中期ビジョンを平成 23年 6月に取り決め、平成 22～32年度の間の取り組み
を検討した。現状と課題を分析して将来どのような形にしていくべきか、5 つの項目を柱にして取り
組んでいる。

安全・安心な地域づくりの取り組みとして地震対策がある。東日本大震災ではマンホールの突出、

管路の破損といった問題が発生した。滋賀県には琵琶湖西側に琵琶湖西岸断層があり、これが動いた

際に発生する地震はかなり強いものが予想されている。特に湖西浄化センターと高島浄化センターは

この断層付近にあり、影響は大きいものがあると思われる。各センターにおいて国が定めた耐震基準

に沿った耐震対策を進めているが、昔に建てた施設に関しては地震が発生した際、一定の被害が生じ

ると考えている。そこで滋賀県では BCP（Business Continuity Plan）という減災対策と機能早期回
復の計画を立てることとしている。今年は湖西浄化センターと高島浄化センターにおいて BCP を立
案した。来年度は湖南中部センターと東北部浄化センターの BCPを計画する予定である。
各市町でも下水処理施設や管路を所有しているが、十分な耐震対策は講じられておらず、早急な対

策が急がれている。また資金面においても十分ではない。特に震災などで避難生活した際にはトイレ

設備の問題が重要になってくる。この問題に対する対策も早急に計画していくが、良いアイデアがあ

ればご協力いただければ幸いである。

次にエネルギー消費の問題。標準活性汚泥法という高度処理を使用していない全国処理施設と比較

しても、高度処理を行っている滋賀県内の 4処理場は、それほど多くのエネルギーを浪費していない
と思われる。グラフから、滋賀県内の下水処理場において下水 1㎥を処理するのに 0.55～0.7kwhの
エネルギーを消費していることがわかるが、これは全国的なエネルギー消費量と比べると平均レベル

の値となっている。しかし、日本における総電気消費量のうち下水処理場で使用される割合は 0.7％
といわれており、施設の数から考えると、大きなエネルギーを消費している。このため、下水道施設

では電気使用節約に努めている。 
また、下水道処理施設が保有するさまざまな資源を利用して、新たなエネルギー開発をしていかね

ばならないと考えている。ここ湖南中部浄化センターでは超高度処理施設でオゾン処理した水をトイ

レの洗浄水などに利用している。また処理水を利用したヒートポンプで、熱回収を常時実施している。 
汚泥の利用方法については、スラグによる埋め戻しやコンクリート二次製品利用以外に、肥料とし

ての利用を実施している。さらに湖西浄化センターでは汚泥燃料化事業をする予定で、実施業者を今

年決定し、来年から建設事業を開始する予定である。この事業は DBO（Design, Build, Operate）方
式という設計・建設・運営をセットにした発注方式採用し、20年間契約で運営を実施していただく。 
下水汚泥の組成は 75～80％が水分である。残りが固形分になるが、そのうち約 80％が有機分で約

20％が無機分となっている。有機分には多くの窒素とリンを含んでおり、肥料としての利用が可能で
ある。また焼却熱の利用消化ガス等のエネルギー利用が可能である。

先ほど、エネルギーを取り出すという話をしたが、下水汚泥は熱量を発生するが、水分量が 75～80％
では取得できるエネルギーは大した量ではない。石川県・珠洲市で実施している厨芥と混合したバイ

オガス生産を参考に、皆さんのお知恵をお借りしながら、滋賀県でもエネルギー活用が出来ないかと

考えている。 
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焼却溶融で発生する熱のうち、高温の熱は排煙防止などに利用しているが、中温や低温といった低

品質の熱はこれまで利用がされていなかった。これらの利用方法を模索中であるが、この分野でも皆

様のご協力いただければと考えている。

下水道にはさまざまな機械や非常に長い管路が使用されている。今後ますます数が増え、老朽化が

進んでいる状況であり、管路の腐食やそれによる道路陥没などの事故が発生している。 
今後、設備を更新し、新規で工事していくとなると、建設当初と同じぐらいの費用が必要になって

くる。全体として事業費の最適化をせねばならず、そのためには設備の延命化といった技術が必要に

なる。安価で丈夫なパイプや施設を作る技術が現在求められている。 
また、経営の効率化や維持管理にかかるコストを抑えることも必要である。現在、日本には約 2000

ヶ所の下水処理施設があるが、うち約 200 ヶ所で包括的民間委託が採用されている。いわゆる性能発

注というもので、任せる部分を多くし、これまでは単年度契約で維持管理業務を民間企業へ委託して

いたものを複数年契約にすることでコストを下げることを狙った委託形式である。これまでは何名の

作業員で、決められた手法で運営することが求められていたが、一定基準の水質と運営が実現できる

ならば、運営手法はお任せするという手法が性能発注である。包括的民間委託を請け負える業者は大

手企業に限られているのが現実であるが、このような取り組みを通じて、対応できる企業を増やしつ

つ、経営の効率化が図れればと考えている。 

下水道分野における水環境ビジネス

国土交通省が提唱水する環境ソリューションハブ（WES ハブ）というものがある。各都市で実施

する水環境ビジネス事業に対して国が支援するというもので、今年に 3 月に福岡・北九州・神戸・大

阪・横浜・東京、6 都市がハブ都市として登録された。北九州ウォータープラザは NEDO と北九州市、

企業グループが中心に運営されている。このように滋賀県でも資金的な協力を得たうえで北九州のよ

うな活動をできればと考えている。 
滋賀県の動きとしては、滋賀県商工観光労働部による「しが水環境ビジネス推進フォーラム」設立

の動きがあり、2013 年設立予定である。これを中心に県内外企業でグループを設立していくことも検

討されている。

淡海環境プラザについて

テストベット用地および旧水環境科学館を見学いただいたが、これらは実証実験を実施していただ

く場所と考えている。ここ以外で処理場内用地を利用していただくことも可能であるので、ご要望が

あればご相談ください。

旧水環境科学館はショーケースや展示スペースとして利用していただくことも可能である。テスト

ベット用地と旧水環境科学館を連携させて、ご利用いただくのがベストではないかと思う。もちろん

旧水環境科学館だけの展示利用でも構わない。

それ以外の淡海環境プラザの機能としては公共技術支援、下水道の現場支援になる。これまで下水

道公社が担当していた普及啓発や環境学習といったものである。

また、対企業向けの業務となるが、技術研究の開発支援としてテストベット用地を利用する。そこ

での共同研究やそれに付随するさまざまな調整や手続きをプラザの機能として担当していく。新技術

普及促進支援ではショーケースを利用した新技術の展示普及を実施していくが、これを支援していく。

その際の手続きや展示物の解説、情報発信をプラザとして担当する予定である。

「しが水環境ビジネス推進フォーラム」ではさまざまな企業や研究機関でチームを構成して分科会

のようなものを設立してもらうことが検討されている。淡海環境プラザの役割は、事業化の検証や実

証実験における手続きなどの支援をすることで連携していくことと考えている。 
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先ほど汚泥処理において「消化」処理を滋賀県では実施していないと述べたが、これは排水処理上

の問題があるためである。汚泥消化をすると非常に高い濃度の窒素、リンを含む排水が生成され、下

水処理に悪影響を与えるためである。この問題を解決する低コスト・低エネルギーの排水処理技術開

発を展開していただきたいと期待している。また、枯渇資源とも言われるリンや発生ガスを効率的に

回収できる技術も求めている。それぞれのさまざまな分野で得意な技術を持つ企業と連携・協力し、

チームを構成していくのがプロジェクト案件形成のイメージである。高いレベルでの製品開発を行い、

競争力をつければ海外展開もありえるのではないかと考えている。あくまでもこちらのイメージであ

るため、皆さんからアイデアがあればお聞かせ願いたいと考えている。 

来年、湖南市は中国・湖南省と友好関係 30 周年を迎える。これはまだ決定の話ではないが、JICA
の協力事業として、下水処理で協力していくことを考えている。湖南省ではいくつかの汚水処理場を

建設しているが、運転処理能力はまだ低い状況である。運転管理能力を高めることや環境学習の面で

支援していきたいと考えている。来年度の事業として採択してもらえるよう JICA に事業申請してい

るが、今年 12 月中旬に結果が出る。採択されれば県内企業と中国企業との経済技術交流実現を考え

ている。この業務はプラザが取り組んでいき、中国側から研修生を迎え、また日本からは技術協力で

技術員を派遣する計画である。その際は県内企業にもご協力をお願いしたいと考えている。 



３．施設見学

3-1 湖南中部浄化センター（下水・汚泥処理施設）

3-2 テ

４．名
最終沈殿池
12 

ストベッド用地（民間開放予定の実験用地） 3-3 淡海環境プラザ（旧水環

刺交換会
太陽光発電設備
境科学館）
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しが水環境ビジネス現地見学会

開催結果 報告書

平成 24 年 11 月

発行 滋賀県商工観光労働部 商工政策課

（株式会社 ダン計画研究所）
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