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はじめに 

 

  世界の人口増加と経済活動の増大に伴い、新興国を中心に水需要が増加するとともに水質汚

染も深刻化しており、より安全な水の供給と下水の処理が世界的な課題となっている。 

 そのため、我が国も含めて先進国には、水問題解決への国際貢献が求められている。同時に、

新興国での上下水道事業や水の再利用事業などの水ビジネスが拡大しており、今後の成長産業

の一つとして期待されている。 

 しかし、水ビジネスの分野で最も大きな領域を占める上下水道施設の維持管理や供給サービス

の分野については、建設から運営管理までを一貫して受注できる水メジャーといわれる欧州など

の企業が大きなシェアを占めている。 

 日本企業は水を濾過する膜やプラント建設などの優れた技術を有しているものの、維持管理や

供給サービスの実績がないため大きく出遅れているのが現状である。 

 このような中、国では水ビジネスを通じた国際貢献と経済振興を図るため、関連民間企業の積極

的な対応と管理運営実績などを有する地方自治体の参画による官民一体となった取組を呼びかけ

ている。 

 既に、東京都や北九州市などの政令指定都市が活発な動きを見せている。こうした状況を踏まえ

て、平成２２年８月に庁内の検討組織として「埻玉県水ビジネス海外展開研究会」を設置して、県が

水ビジネスの海外展開を行う場合の方向性、可能性の高い分野・地域などについて検討してき

た。 

 ９月１６日には、水ビジネスの海外展開を行っている企業を講師に招いての研究会を開催した。 

 また、１１月１日には、水ビジネスフォーラムを開催し、水ビジネスの海外展開を行っている企業

や関心を持つ県内企業をはじめ、１０１企業・団体から１９２名という多数の参加者を得た。 

 これらの成果をとりまとめ、本県が推進すべき水ビジネスの海外展開について、報告書を作成し

た。 

なお、この報告書の作成に当たっては、各種の国の報告書を参考にさせていただいたほか、地

方自治体や民間企業の情報については、新聞やホームページで得た情報を利用していることを

お断りしておく。 

今後、県として水ビジネスの海外展開の方向を決定する際に、役立つことを期待している。 
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１  世界の水ビジネスの動向 

 (1)  世界的な環境・水問題の現状 

水は、社会・生活基盤を支える重要な資源であるが、世界で利用可能な淡水源（地下水・河

川水等）は地球上の水約１４億ｋｍ３に対し、わすが０．００１億ｋｍ３である。（全体の０．０１％、家

庭用お風呂一杯に対し大さじ一杯相当） 

この利用可能な水資源に対し、２０００年時点の世界の取水量は約４千ｋｍ３で、今後の人口

増加や生活水準の向上により２０２５年には約５．２千ｋｍ３、率にして約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は、世界の全取水量の約６割を占める。 

この状況を反映した水資源不足指標（水ストレス指標）が科学技術振興機構（ＪＳＴ）から報告

されている。 

   
凡例：赤色(0.4以上)の所が水需給の逼迫地域         出典：科学技術振興機構(JST) 

 

また、国連児童基金（UNICEF)及び世界保健機関（ＷＨＯ）は、「２００６年時点で約９億人が

安全な水道水にアクセスできない」「約２５億人が適切な衛生施設を欠いている」という世界の水

事情を報告している。 

埻玉県水ビジネス海外展開研究会では、各国の水事情を具体的に把握するために、各国の

水道普及率を水道年鑑 2006から整理した。 
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さらに、新興国では、下水処理の対応が遅れている中で、都市化の進展による工場排水の

増加や農業の近代化による肥料の増加などを原因とした水域の富栄養化が進み、水質汚染が

顕在化・深刻化している。 

特に、中国における水質汚染の被害は甚大で、河川水量の過半が飲料に適さない水準まで

汚染されているとも言われている。 

このように世界的な環境・水問題は、「量」と「質」の両面の問題が顕在化している。 

この問題を解決するためには、今後需要が拡大するインフラ整備において、水処理や供給

のロスを尐なくする（水処理効率や管路漏水率の改善）、排水を再利用し水資源を循環させると

いった環境に配慮した取組など「省水型・環境調和型の水循環モデル」の構築が欠かせず、上

水道・下水道・環境の全ての分野でビジネスチャンスが存在する。 

 

 (2) 水ビジネスの現状 

ア  国内企業の現状 

日本企業は、「部材・機器製造」では水処理機器メーカーが、「設計・建設」ではエンジニア

リング企業が、「事業運営・保守管理」では商社等が分野ごとに分かれて、市場に参入してい

る。 

国内の水関連産業の強みは、海水淡水化等に用いる水処理膜の分野をはじめ、ポンプ、

配水管等の分野で有する高い技術力である。 

 

日本企業の膜における世界シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、弱みは、日本の水道事業が公営事業（水道法第６条：市町村経営が原則）として公物

管理が行われてきたため、国内の水関連企業は、海外事業案件の入札に際し必要とされる管

理・運営実績が乏しく、入札参加資格要件を満たさないことが挙げられる。この点から、国内水

関連企業の水ビジネスは、設計・調達・建設までの※ＥＰＣにとどまっているのが現状である。 
※ 設計：Engineering、 調達：Procurement、建設・試運転：Construction 

また、企業は、従来から公共事業を中心に事業を展開してきたため、自治体の発注に合わ

せて製品を開発し、「日本仕様」の製品しか作れなくなったなど、国際的な価格競争力が弱点

となっている。これは、携帯電話の「ガラパゴス化」と揶揄される状況と同様で、世界の人々が

皆、日本と同じレベルの水技術を求めていないことに起因する。 

さらに、水ビジネス国際展開研究会（経済産業省）が取りまとめた報告書「水ビジネスの国

際展開に向けた課題と具体的方策」では、「事業運営・管理の実績が十分ではなく、高コスト構

出典：㈱富士経済報告書「2009年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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造である我が国企業が、単に企業群を形成して海外の水事業に参入しようとする取組は、場

合によってはさらに受注の可能性を低減させるおそれがある」と指摘している。 

 

イ  海外企業の現状 

国際的に企業が参入可能とされる世界の民営化された市場は、給水人口ベースで２００９年

には約８億人に拡大している。 

この民営化市場では、１９８５年に民営化されたフランス・パリ水道事業（２５年間の※アフェル

マージュ契約）等の運営実績からヴェオリアとスエズが圧倒的なシェアを誇り、一社で約１億人

規模の給水を担っている。 
※
公が整備した施設、設備を民間に長期リースして運営を委託する契約 

しかし、欧州企業の占有率は２００１年の７３％をピークに２００９年の３４％と減尐に転じている。

こうした中で、国を挙げて研究開発等に取り組んでいるシンガポール（ハイフレックス社）、韓国

（斗山社）等の新興国企業が台頭してきている。 

 

 (3) 水ビジネスの成長見通し 

 ア  世界の水ビジネス市場 

今後、中国、インドをはじめとした新興国及び東南アジアの国々において、人口の増加や

経済発展・工業化の進展に伴い、市場が急速に拡大すると見込まれている。 

地域別では、南アジア、中東・北アフリカで年間１０％以上の成長が見込まれ、国別では、

中国、サウジアラビア、インドが市場規模及び成長率の両面から注目されている。 

経済産業省では、事業分野別の２００７年と２０２５年の市場規模を下表のとおり算出し、 ２

０２５年には約３６兆円から約８７兆円に成長すると予想している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、国別の成長見通しは、以下のとおり予想されている。 

 

上段：2025年、下段：2007年

国 中国 インドネシア タイ ベトナム マレーシア フィリピン インド

１２．４兆円 １，８３２億円 ９０７億円 ５６１億円 ２，５１６億円 １，１４５億円 １，１兆円

（３．１兆円） （６９０億円） （３６１億円） （１７３億円） （１，２３０億円） （４３７億円） （０．３兆円）
市場規模

上段：2025年、下段2007年

業務分野 素材・部材供給 管理・運営

事業分野 設計・建設 サービス

１９．０兆円 １９．８兆円 ３８．８兆円

（６．６兆円） （１０．６兆円） （１７．２兆円）

１．０兆円 ３．４兆円 ４．４兆円

（０．５兆円） （０．７兆円） （１．２兆円）

５．３兆円 ０．４兆円 ５．７兆円

（２．２兆円） （０．２兆円） （２．４兆円）

２．１兆円 ２．１兆円

（０．１兆円） （０．１兆円）

２１．１兆円 １４．４兆円 ３５．５兆円

（７．５兆円） （７．８兆円） （１５．３兆円）

４８．５兆円 ３８．０兆円 ８６．５兆円

（１６．９兆円） （１９．３兆円） （３６．２兆円）

再利用

下水

合計

合計

上水

海水淡水化

工業用水
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 イ 主要市場の特徴 

 (ア)中国 

中国では、北京を含む中国東北部における水不足が深刻となっており、２０１０年の予測で

は約１，０００億 t が不足し、さらに２０３０年には水不足量が４，５００億 t に拡大すると推計され

ている。 

この状況に対し、中国政府では※南水北調プロジェクト、水の再利用や海水淡水化の割合

を高める取り組みなどにより、加速する水需給逼迫に対応することとしている。 
※
長江の水を北方地区に引水する建設プロジェクト 

こうした点から、中国の水ビジネス市場は、２０２５年に世界の水ビジネス市場の約１５％（１２．

４兆円）を占める世界最大の市場へと成長を遂げる見込みである。 

現在は、沿海部を中心に海水淡水化等の大規模プロジェクトが進められているが、今後は、

規模は小さいが山西省等の内陸部にも水ビジネス市場の波及が見込まれ、日本企業による現

地子会社の設立や現地水道会社の子会社化も進められている。 

また、中国国内の環境問題への関心の高まりとともに、大都市の排水規制が日本の基準よ

り強化されるなど下水・環境分野の投資額の拡大が見込まれる。 

 

（イ）ＡＳＥＡＮ５か国（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン） 

ＡＳＥＡＮ５か国の水ビジネス市場が世界に占める割合は中国などと比較して小さいものの、

政府開発援助（ＯＤＡ）等の政策ツールを有効活用することで、日本がより優位な条件で進出

できる可能性がある。 

インドネシアは、マレーシアに次ぐ市場規模を有するが、調停提訴や契約再交渉により投

資家の魅力が減退しており、ビジネスチャンスは不透明となっている。 

タイは、政府のインフラ整備指針が公表されており、海外のＥＰＣ企業にとって最も魅力的

な市場の一つとなっている。上水道の供給サービスはバンコクを担う首都圏水道公社（ＭＷＡ）

と首都以外の全土を担う地方水道公社（ＰＷＡ）の２公社による運営が確立されている。 

しかしながら、下水分野については、工場排水を河川に直接放流している状況となってい

るため、今後、インフラ整備に関するビジネスチャンスの拡大が期待される。 

ベトナムは、人口の急激な増加とともに輸出主導型の経済発展を遂げており、上下水道分

野に対するニーズは大きい。一方で、サービス提供は、地方公共団体関与の下で行われてい

るため、ビジネスにつなげるためには官との信頼関係（パイプ構築）が大きな要素となる。 

マレーシアは、ＡＳＥＡＮ５か国の中で最大規模の市場である。将来的には、水の効率的利

用の観点から政府主体の上下水道統合が考えられているため、ビジネスには国を挙げた取組

が必要と考えられる。 

フィリピンは、マニラ市内の上下水道サービスが東西に二分化され民営化されており、一つ

は三菱商事が資本参加しているマニラウォーター社が運営・管理している。 

 

（ウ）インド 

インドは、産業用水需要の増大や老朽化した水インフラのリハビリ需要、新たなインフラ整

備需要により、水ビジネス市場の高い成長が期待されている。 
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一方、水関連企業の※プライム・コントラクターが脆弱であり、産業集積度も低いといった課

題や、水に関する法的権限が主に州政府に属しているものの役割分担等が不明確なため、

市場の予見性を低くしている。  ※元請け企業、 サブ・コントラクターは下請け 

こうした背景の中で、グローバル化の動きもあり、日本政府提案によるインドの産業インフラ

プロジェクトとして「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想（Delhi Mumbai Industrial Corridor：略称

DMIC）」が進められている。 

この構想は、日本の直接投資とインドの輸出を促進するためニューデリー・ムンバイ間の６

州の工業団地や港湾を鉄道・道路で結びつけ一大産業地域とする計画であり、経済産業省が

４案件の※ＦＳを実施している。  ※フィージビリティ・スタディ、可能性調査 

このＦＳには、大手水処理メーカーや商社が参画し、水ビジネス案件も検討されている。 
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２  国内の動向 

（１） 国における対応 

世界の水問題への関心が高まる中で、この問題をビジネス・チャンスとして捉え、積極的な海

外展開が行われている。 

我が国においては、平成２２年６月１８日に閣議決定された「新成長戦略」では、アジア展開

における国家戦略プロジェクトの中で、「自治体の水道局等の公益事業体の海外展開策を策

定・推進する。これらの体制・制度を整備し、官民連携して海外展開を推進することにより、２０２

０年までに、１９．７ 兆円の市場規模を目指す。」としている。 

この施策の推進に当たり、７月６日には、国土交通省、経済産業省及び厚生労働省が事務

局となり「※海外水インフラＰＰＰ協議会」を設立した。 

※
上下水道など海外の水インフラプロジェクトに関して官民による情報の共有・交換を行うことを目的とした協議会。民間企業の委

員１３９名のほか、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、環境省、外務省、総務省、関係機関、自治体を含め、合計１８６名の

委員により構成。 

 

また、平成２２年１１月に、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、環境省の４省で、「水

分野国際標準化戦略検討委員会」を設置、日本の優れた水関連技術が世界で活用される

よう、水分野の国際標準化に向けた戦略を検討している。 

さらに、２２年９月にはパッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合が開催され、将来性

の高い重点分野として、原子力発電・高速鉄道・水が選定され、１２月には水分野をテーマ

に大臣会合が開催された。 

一方、インドやベトナムで海外展開のトップセールスを推進する動きが見られ、平成２２年１２

月に国土交通省がベトナム建設省と下水道の建設や運営に関する協力についての覚書を締結

している。 

なお、各省庁の水ビジネスの海外展開の取組については、次のとおりである。 

 

ア 経済産業省 

経済産業省では、我が国の水インフラの積極的な国際展開を後押しするため、平成２１年９

月に「水ビジネス・国際インフラシステム推進室」を設置した。 

１０月には「水ビジネス国際展開研究会」（座長：伊丹敬之東京理科大学大学院教授）を設置

し、水ビジネスを国際展開していく上での課題及びその解決のための具体的方策について検

討を重ねてきた。 

平成２２年４月、水ビジネスについて日本が目指すべき方向性や課題を「水ビジネスの国際

展開に向けた課題と具体的方策」としてまとめ、国内企業によるコンソーシアム形成支援、官民

連携の推進、戦略国との水政策対話等、官民一体で取り組むことにより、２０２５年の民営化され

た海外水ビジネスのうち、１．８8兆円（約６%）の獲得を目標としている。 

 

○「水ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方策」の概要 

 

 

日本企業は主として部材・部品・機器の納入や装置設計・組立・建設といった

サブ・コンストラクターにとどまっている。 
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  海外市場において水ビジネスを展開するためには、相手国が求めるニーズを

踏まえた提案力、水源から蛇口までの各プロセスの機器・システムをトータルコー

ディネートし、マネージメントする力が求められているが、我が国は上下水道施設

の運営・管理事業が長らく公営事業として実施されてきたため、その技術やノウハ

ウは地方公共団体に蓄積されている。 

そのため、国内企業は、装置設計・組立・建設から運営・管理までの一貫したサ

ービス提供が求められている海外市場において、プロジェクトの受注を通じた運

営・管理実績の蓄積が進まず、国内企業単独では入札事前資格審査を通過できな

い。 

 国内企業が海外展開するためには、入札事前審査を満たす海外企業又は地方

自治体等と協力する形態を基本として海外市場に参入する必要がある。国内企業

が運営・管理の実績を蓄積する主なアプローチとして、次の３つが想定される。 

①  国内企業と海外企業が共同して、現地に事業会社を設立するケース 

②  国内企業が海外企業を買収するケース 

③  国内企業と地方公共団体等が共同事業会社を設立するケース 

なお、現行法令において、第三セクターが海外で水ビジネスに参画する場合の

制約は存在しないが、第三セクターの海外における事業活動については、事業性

リスクを考慮し、地域住民の理解増進に努めた上で実施する必要がある。 

 

イ 厚生労働省 

厚生労働省では、今までＯＤＡによる国際貢献や水道セミナーの開催により、日本技術の優

位性をアピールするなど、海外諸国との信頼関係の構築に努めてきた。 

今後、東南アジアや中国のニーズに対応した水道システムのモデルづくりを進めていく。当

面５カ年で毎年２～３か国を選定し、各国１事業以上を目標に事業化をする方針である。 

また、地方公共団体と水道関連企業との連携強化や資金調達の支援（※ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡ、ＮＥＤ

Ｏ等の政策金融の活用）を行っていく。 
※JBIC:国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫の国際部門 JICA:独立行政法人 国際協力事業団 

 NEDO: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構  

地方公共団体との連携強化の具体策として、H２２年５月、「国際貢献・水ビジネスに関する水

道事業体情報連絡会」を設立し、海外展開に向けた取り組みを開始した地方自治体との情報共

有、官民連携のコーディネートを図っている。 

 

  ウ 国土交通省 

国土交通省では、産学官が連携して、わが国の優れた下水道技術の海外展開と世界の水と

衛生問題の解決に向けた取組みを推進するために、関係機関と連携して平成２１年４月に下水

道グローバルセンター（GCUS：Japan Global Center of Urban Sanitation 事務局:（社）日本下水

道協会）を設立した。 

また、平成２２年５月には、国土交通省成長戦略において、下水道分野における※日本版ハ



8 

 

ブを創設することとした。日本版ハブには、本県や滋賀県が誘致に名乗りを上げている。 
 

※
既存の下水処理施設(管理棟、会議室、広報スペース)を改良し、研究開発の拠点機能と下水道技術のショーケース機能、ネット

ワーキング機能等を付与することで、日本版ハブとして下水道技術の国際戦略拠点を創設するもの。 

 

GCUSでは、中国、インド、ベトナム、サウジアラビアを重点国として、国別活動グループを設

置し、現地調査や海外政府関係機関とのセミナーの開催など、我が国の下水道技術の海外展

開に向けた取組みを推進している。 

また、我が国の下水道技術の海外展開に向けた戦略分析や国際標準化などの横断的な課

題に対しては、課題別活動グループを設置し、検討を進めている。 

さらに、経済産業省と連携し、産学官共同で「日本版次世代※ＭＢＲ技術展開プロジェクト

（A-JUMP）」を実施し、国内の下水道事業への膜処理技術の普及だけにととまらず、海外にお

ける我が国民間企業の水ビジネスの海外展開を推進している。 ※膜分離活性汚泥法 

 

エ 環境省  

環境省では、平成２２年４月に環境と成長の両立に向けた「環境成長戦略ビジョン～チャレン

ジ 25 を通じた経済成長～」を取りまとめた。水ビジネス関連では、「日本が有する排水処理・し

尿処理システム等の水環境技術のアジア地域等国際的な普及推進」と「海外における水環境ビ

ジネスを担う人材育成」をうたっている。 

 

オ 総務省 

総務省では、平成２２年３月、「地方自治体水道事業の海外展開チーム」を設立し、地方自治

体が有する水道の運営・管理ノウハウを活用した海外展開について検討している。 

５月にまとめた「中間とりまとめ」の中で、現状の法規制の基で地方自治体が参画できる方法

について整理し、第三セクターを介して参画する方法、公営企業の附帯事業として参画する方

法の２通りの可能性を示唆している。 

また、企業局から総務省に地方自治体が海外展開する際の費用負担について照会したとこ

ろ、国際貢献に要する費用は公営企業会計の営業費用で支出して差し支えないという見解を

得た。 

 

○「地方自治体水道事業の海外展開検討チーム中間とりまとめ」の概要 

 

地方自治体の水道事業が海外展開するに当たっては、次に示す４つの観点を参考

のうえ、その趣旨・目的を明確にする必要がある。 

①  水道事業のビジネスとしての海外展開と国際貢献 

水道ビジネスの国際展開は、現地の生活水準の向上を通じて開発効果をもたらす

という観点からも国際貢献と考える。 

②  水道事業の持続性確保 

水道事業の海外展開を実施することにより、知識・技能が有効活用され、新たな収

入源ともなることから、水道事業の持続性確保に通じると考える。 
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③  技術の継承と人材育成（レベルアップ） 

水道事業を海外に普及することは、日本の水道職員の技術継承やリスク管理の実

践の場となるとともに、その経験のフィードバックにより人材育成にも通じると考える。 

④  地域産業振興 

水道事業の海外展開を官民連携して実施することは、地域の産業振興にも資する

ことからも有益なことと考える。 

 

また、実施主体については、第三セクター又は自治体が民間と連携することが現実

的である。 

① 第三セクターが民間と連携する場合 

・地方公共団体の職員を第三セクターに派遣する場合、「公益的法人派遣法」第１０

条に拠ることとなる。 

（総務省見解） 

・地方公共団体が出資する第三セクターの主たる業務が国内の水道事業等公益的

寄与業務と認められる場合には、地方公共団体から退職して派遣される職員が従

事する業務に特段の制約はない。 

 

 

② 自治体が民間と連携する場合 

・地方公営企業法の附帯事業に該当するか否かの検討が必要である。 

（総務省見解） 

・「附帯する事業」とは、地方公営企業の経営に相当因果関係を持つもの 

・相当因果関係とは、「本来事業と事業の性格上密接な関係にある場合」、「本来

の事業に係る土地、施設等の資産、知識及び技能を有効活用する関係にある

場合」等 
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（２） 企業における対応 

ア  主な商社の動向 

我が国では、上下水道事業は自治体が担当してきたため、民間企業には運営のノウハウ

や実績が乏しかった。 

そのため、我が国の総合商社は、現地水道会社等の実績のある海外企業と共同で、※Ｂ

ＯＴ、コンセッション案件を受注し、海外水関連事業を展開している。 
 

※
ＢＯＴ（Build Operate Transfer）：ＰＦＩの事業方式の一つ、民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終

了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式 
※
コンセッション：公共施設の建設やサービスの提供について、民間会社が資金を出し、建設や施設整備のための負担を

して、公の許可（事業免許）を受けて事業を行う方式、フランス水道民営化の際とられた契約方式 

 

総合商社各社は、中国、タイ、フィリピン、サウジアラビア、メキシコ、チリ、オーストラリアな

ど全世界で水ビジネスを展開している。 

また、展開している水ビジネスも上下水道事業、工業用水事業、淡水化事業など様々な

事業にわたっている。 

事業内容も、我が国の民間企業が不得意といわれていたフルコンセッション事業まで手

がけている。 

また、ＮＥＤＯ事業等によりビジネス案件形成を目指している商社もある。 

 

イ  主な水処理メーカー、エンジニアリング会社の動向 

今までの海外戦略は、企業の技術を活かしたＥＰＣの受注であったが、近年、海外展開を

目指す企業は、ＮＥＤＯの省水型環境調和型水循環プロジェクトで案件形成に取り組んでい

る。今後の案件事業化の成否が鍵である。 

また、商社と水処理メーカー、エンジニアリング会社が共同で、海外において上下水道事

業を行っている現地企業を買収して、海外企業と組まずに海外展開を行う例もでてきた。 

水処理メーカー、エンジニアリング会社も、商社と同様に世界各地で水ビジネスを展開し
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ている。 

一方、海外展開の足場づくりとして、国内水道事業の官民連携を模索する動きもある。 

 

 ウ 企業側のニーズ 

（ア）企業局アンケート 

本研究会が設立される前に、企業局では水ビジネスのワーキンググループを立ち上げ

（平成２２年４月）、企業から情報収集を行った。 

母数は、国内企業６社と県内企業４社の計１０社と尐ないが、企業側の海外展開の関心度

の高さが判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、官民連携の必要性・形態・方法についてもアンケート調査を行った。 

以下に示すように、全社が官民連携の必要性を回答しており、その形態や方法も民間ノウ

ハウが活用できる包括委託やコンセッション契約による事業運営まで踏み込んだ連携を希望

している。 

 

官民連携に関するアンケート結果 

 

 

さらに、２０１０年１１月に開催した水ビジネスフォーラムでは１０１社の参加があり、水ビジネ

スの関心度の高さがうかがわれた。 

 

（イ）経済産業省アンケート 

経済産業省でも、２００９年１２月に商社５社とメーカー９社にアンケートを実施している。 

海外展開する有望な事業分野に関するアンケートでは、 
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・商社は、価格面を重視し、どの分野にもビジネスチャンスを感じている。 

・メーカーは、自社が保有する技術を中心としたビジネス展開を指向している。 

 

事業分野に関する意見（経済産業省アンケート結果） 

商社５社の意見 メーカー９社の意見 

○上水道（１社） 

  需要が大きい 

○上水道（３社） 

  水質悪化により高度浄水が求められる 

○海水淡水化（２社） 

  省エネ技術が活かせる 

○海水淡水化（７社） 

  膜で競争力が発揮できる 

○工業用水・工業下水（２社） 

  高度処理に技術力が必要 

○工業用水・工業下水（７社） 

  処理の難しい分野でチャンスあり 

○再利用（２社） 

  比較的技術力が必要で参入余地あり 

○再利用（６社） 

  海水淡水化導入地域でチャンスあり 

○下水処理（１社） 

  需要が大きい 

○下水処理（７社） 

  下水汚泥処理技術に強み 

○すべての分野（３社） 

  ニーズに応じてチャンスがある 

○すべての分野（１社） 

  ニーズに応じてチャンスがある 

 

（ウ）水ビジネスフォーラム（埼玉県）アンケート 

県では、平成２１年度から埻玉県環境ビジネスフォーラムを立ち上げ、水ビジネスを含め

た環境ビジネスに関連する企業・団体のネットワークづくりと交流を推進してきた。 

平成２２年１１月１日に、水ビジネスの海外展開に関する気運の醸成と関係企業等との情

報交換を目的として、「水ビジネスフォーラム」を開催した。セミナーには県内外から１０１の企

業・団体が参加し、そのうち県内中小企業は３０社であった。 

セミナーの後に行われた交流会には、６８の企業・団体から１５３人が参加し、その関心の

高さがうかがわれた。 

参加企業・団体の意向等を把握するためにアンケート調査を実施、５９の企業・団体から

回答を得た。 

回答企業・団体の分野は排水処理（回答率 66.1%、以下同様）、下水道（66.1%）、水道

（64.4%）など水ビジネス関係全般にわたっており、偏りは見られなかった。 

興味のある技術分野は、中水・下水道（66.1%）、排水処理（66.1%）、上水道（64.4%）の順

であり、工業用水（47.5%）、流域・水域の環境保全（35.6%）が、これに続いている。 

海外展開に興味を持っている地域としては、東南アジア（ＡＳＥＡＮ  74.6%）、中国

（59.3%）、インド（45.8%）が多かった。 

また、埻玉県に希望する内容としては、大手企業からは「官民連携による海外展開

（61.0%）」を望む意見が多く、県内中小企業からは「ネットワーク（人脈）づくり支援（49.2%）」

や「ビジネスマッチング支援（50.8%）」を望む声が多かった。 

なお、アンケートに回答した県内中小企業の中から４社について、面接等により意向を聴

取した。 
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○Ａ社（排水処理装置の製造・販売等） 

・小規模事業所向け排水処理装置の開発製造及びメンテナンスを実施している。 

・水の排水量が一日あたり５０t未満の中小企業をターゲットとして、コンパクトで低

価格な装置を提供している。 

・現在は国内のみならず中国にも装置を販売している。今後は新興国（インドネシ

ア、タイ等）にも販路を拡大したい。 

・排水処理は様々な汚れを除去する必要があるため、ニッチな技術を集約して企業

間同士で連携を図る必要がある。 

・県からは産業技術総合センターの技術アドバイザー派遣や経営革新計画の承

認、ジェトロを通じた海外展開支援策なども利用している。 

・企業の自助努力だけでは解決できない課題も多い。水ビジネスの展開には県か

ら引き続き支援をお願いしたい。 

 

○Ｂ社（水処理付帯装置製造） 

・水の浄化をはじめ、養殖、水耕栽培などに活用できる気泡発生機器を製造してい

る。 

・今までのところ、国内取引のみであり、海外展開の実績は無い。 

・海外展開については、政治情勢やビジネス習慣など分からないことも多い。単な

るビジネスパートナーの紹介といったマッチング支援では、企業単独で海外へ進

出するのは難しい。 

・第三セクターが事業主体となり、第三セクターと連携して海外展開できるのであれ

ば、是非とも参画したい。 

・養殖や水耕栽培なども「水ビジネス」として考えることができると思う。 

・県には、進出先国の政治情勢やビジネス習慣などの情報収集及び情報提供を望

む。また、展開先でのトラブルやリスクが生じないよう、目利き役としての役割を果

たしてもらい、トラブルやリスクが生じた場合には責任をもった対応をお願いした

い。 

 

○Ｃ社（浴水等浄化機器製造） 

・比較的小規模なろ過装置の開発製造及びメンテナンスを実施している。 

・新しいビジネスチャンスとして、水ビジネスへの参入を検討中である。 

・県が旗振り役となり、中小企業でも参入できる分野があれば、是非参入したい。 

・今後の海外展開で興味のある地域としては、中国、東南アジア(ASEAN)などであ

る。 

 

○Ｄ社（水処理、プラントシステムエンジニアリング） 

・産業用水（純水、超純水）の製造、水処理装置・設備の設計、施工、メンテナンス

等を実施している。 
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・先端分野の純水、超純水の製造設備の製作・メンテナンスにおいて、既に中国

や東南アジアに進出実績がある。 

・技術開発や販路開拓は自社で進めるが、県には、海外取引における現地トラブ

ルの仲介やアドバイス等の支援を望む。 

 

（３） 自治体の対応 

ア 札幌市 

 ・H22. 7 「北海道の水ビジネスを考える会」設立。H23.3までに報告書作成予定 

 

イ さいたま市 

ＪＩＣＡ事業等による研修生の受入、長・短期の専門家派遣等の実績がある。  

・H 4～ 約１８年にわたりラオスと技術交流を継続 

 

ウ 東京都 

東京都は、東京都（５１％）、㈱クボタ、㈱栗本鐵鋼所などが出資する東京水道サービス㈱

による水道事業のビジネス展開を推進している。 

東京水道サービス（株）は、東京都から水道施設の運転管理業務、漏水防止・管

路等の維持管理業務、給水装置（各家庭への引込管等）工事の審査・検査業務など

水道事業運営上重要な業務（準コア業務と呼んでいる。）を受託している。 

・Ｓ62. 2 第三セクター東京水道サービス（株）設立 

・H22. 4 海外事業調査研究会を設立し、官民連合のビジネスモデルを目指している。 

・三菱商事、株式会社産業革新機構を中心とする企業グループがオーストラリアの水道事

業体を買収（H22.5合意）して参画する事業に、東京水道サービス（株）がコンサルティン

グ業務で参画予定 

・H22.8～11 国際貢献ミッション団を、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシア、モルデ

ィブに派遣 

・平成２２年１２月都議会において、「コンソーシアム形成支援プログラム」を立ち上げると答

弁。商社、金融機関、メーカー等の参加を募り、平成２３年４月に制度を開始する方針 

 

エ  横浜市 

横浜市は、水ビジネスの展開を目指して、横浜市が１００％出資する横浜ウォーター（株）

を７月に設立した。 

事業内容として、JICAなどからの調査案件、研修生受入事業、海外水道事業に関するコ

ンサルティング業務などの国際関連事業を掲げている。 

・H21   ベトナムのフエ市、ホーチミン市と技術協力を推進する覚書締結 

・H22. 6  日揮（株）と「新興国インフラビジネスの事業展開に関する包括連携協定」を締結

し、インドの「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」に参画 

・H22. 7 横浜ウォーター（株）設立 
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・H22.10  国際協力銀行と環境・都市インフラ事業に関する相互協力についての協定を締

結。国際協力銀行は、ファイナンス面での支援と海外諸国でのパイプ役を担う。 

 

オ  川崎市 

川崎市では、姉妹都市であるオーストラリアのクィーンズランド州におけるＮＥＤＯプロジ

ェクトについて民間企業から協力要請があったため、地元企業の活動を支援するため、プロ

ジェクトの支援を開始した。 

・H22～H25 JFEエンジニアリング(株)、(株)野村総合研究所がオーストラリアクィーンズラ

ンド州で行う雤水の飲料水化と生活排水の膜浄化・再生利用する NEDOプロジ

ェクトを支援。H26からの事業化を目指す。 

・H22.11～H23.3 使用済み工業用水（溶鉱炉冷却に使った水）を鉱石運搬船のバラスト水

として利用、西オーストラリア州に運び、鉄鉱石採掘の埃を抑える散水や資源類

洗浄などに使えるかの可能性調査を同州政府、関係企業と共同で実施 

 

カ  名古屋市 

・S53～  タイ・アジア・中南米を対象に延べ１１８人の技術者を派遣、１，２６５人の研修生

を受入 

・H21. 3 「水のいのちとものづくり中部フォーラム」を中部経済連合会等とともに設立。水

ビジネスの海外展開について検討 

・H20～H22年度 ＪＩＣＡ「草の根技術協力の二期目をメキシコで実施中 

・H22.12 名古屋市の 86%出資で、名古屋上下水道総合サービス株式会社を設立。 

 

キ  滋賀県 

滋賀県は、下水道分野における国際拠点である日本版ハブの誘致を推進している。誘致

を優位に進めるため、「『水ビジネス』を考えるびわ湖懇話会」の設立を目指している。 

・H22. 8 日本版下水道ハブの誘致について政府への政策提案 

 

ク  大阪市 

大阪市は、水ビジネスの海外展開をさらに進めていくための仕組みとして「（仮称）大阪市

水・環境技術海外展開推進機構」を平成２３年度に設立するため、関西経済連合会、大阪商

工会議所などの関係機関と協議を開始している。 

・H20. 4  大阪市１００％出資で、株式会社大阪水道総合サービスを設立 

・H21.12  ホーチミン水道と技術交流に関する覚書締結 

・H21～H25 ＮＥＤＯの「省水型・環境調和型水環境プロジェクト」を東洋エンジニアリング

（株）、パナソニック環境エンジニアリング（株）と共同で実施。事業内容は、ベト

ナムのホーチミン市における排水コントロールシステムの構築 

 

ケ  神戸市 

・H22.11 神鋼環境ソリューションと「水・インフラ事業の海外展開に関する相互協力協定」

を締結。同企業は、ベトナムを中心としたアジアにおいて水処理関連事業を展開 
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コ  広島県 

・H22.9～H23.3 荏原エンジニアリングサービス（株）など民間企業や受給団体及びシンク

タンクが参加する勉強会を発足。海外水ビジネスの可能性を検討 

 

サ  北九州市 

北九州市は、官民一体で水ビジネスを推進するため、民間企業を公募して北九州市海外

水ビジネス推進協議会を設立し、会員企業とともにベトナムを訪問した。 

また、ウォータープラザを設置し、水処理技術のショーケースとして先行している。 

・H21.12  国際協力銀行(JBIC)と「気候変動対策・水インフラに関する相互協力についての

覚書」を締結。 

・H22.8  北九州市海外水ビジネス推進協議会を設立 

・H22. 8  カンボジア、ベトナムのハイフォン市に市場可能性調査団を派遣 

・H22. 8  メタウォーター（株）と海外水ビジネスに関する基本協定を締結 

・H22.11 ベトナムのハイフォン市の下水道排水公社と下水道分野の技術協力の覚書締結 

・H22.12 先進の水循環システムの開発から、管理・運営ノウハウの蓄積、国内外に情報発

信して技術普及を進めることを目的としたウォータープラザの完成 
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３  本県の取組と特徴 

（１） 県の取組 

ア 上水道及び工業用水道 

（ア）民間活用等の実績 

企業局では、大久保浄水場の排水処理施設の更新に際しＰＦＩ手法を導入し、吉見浄水

場と柿木浄水場において運転管理業務の委託も実施している。 

 

（イ）国際技術協力の実績 

企業局では、技術者の派遣や研修員の受入などの国際技術協力を実施してきた。 

海外への技術者派遣については、昭和６３年～平成１２年にＪＩＣＡを通じて５か国(イエメ

ン・アラブ、イエメン、タイ、フィリピン、バングラデシュ)に延べ８名の水道職員を派遣した。 

派遣期間は１～２年の長期派遣が５回、３～４ヶ月の短期派遣が３回である。 

支援内容は、対象国の水道局における水道整備計画策定指導、施設の維持管理技術、

水質管理技術（地下水ヒ素汚染対応等）の指導のほか、タイでは水道技術訓練センター設

立時に技術者を派遣し、水道技術の向上に貢献した。 

海外からの研修生受入については、国際課を通じた海外技術研修員受入で、昭和６０

年にタイ、平成７年にガーナから研修生を受け入れ、浄水場管理技術、水質検査技術を指

導した。 

平成１７年には、さいたま市が実施したラオス国水道事業体人材育成プロジェクトに協

力し、ラオス研修生２名に浄水場の水処理技術全般を指導した。 

また平成１８年には、自治体職員協力交流による研修生をメキシコから受け入れ、企業

局で約１ヶ月間、経営から事業運営全般について研修を行った。 

平成２２年７月には、環境科学国際センターが中国科学技術協会と共催した中国吉林

省における国際環境技術セミナーに、１１月には環境部、下水道局とともに中国山西省ビ

ジネスニーズ調査に参加した。 

また、平成２２年１１月には、厚生労働省国際課のラオス・地方飲料水供給システム緊急

整備計画調査に技術専門家を派遣し、官民連携による案件形成を模索している。 

さらに、ＪＩＣＡ「草の根技術協力事業」において、タイにおける企業局の技術を活用した

技術支援プログラムを企画提案するといった新たな施策の取組を開始した。 

 

イ 下水道 

（ア）民間活用等の実績 

下水道局では、平成１８年度から３年間、荒川上流流域及び市野川流域の２流域におい

て試行的に包括的民間委託を導入した。その結果を踏まえ、平成２１年度から本格的に導入

することとし、３年間の委託契約を新たに締結した。 

 

  （イ）国際技術協力及びニーズ調査等の実績 

   《国際技術協力》 

      下水道局では、JICAや国土交通省などを通じて来日した研修生や政府要人の研修・視 

察を受け入れている。その多くは、中国やベトナム、インドネシアなど近隣諸国からのもので 
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あり、こうした研修視察を通じた技術提供により相手国における処理場の維持管理技術や処 

理水の再利用技術の向上に大きく貢献している。最近の例では、平成２２年７月に国土交通 

省を通じ、１６名の上海視察団が荒川水循環センターの汚泥焼却施設を視察した。これは、 

上海市の埋め立て処分場が逼迫してきていることから、下水汚泥の効率的処分といった 

課題解決のヒントとするための視察であり、下水道局が有する技術ノウハウ、焼却のプロセス 

や運転管理に関する技術を提供することができた。 

また、国際技術協力の一環として、海外の技術者に対するセミナーや研修への講師の派

遣を行っている。平成２２年度においては、７月に県が中国科学技術協会と共催した中国吉

林省における国際環境技術セミナーに参加し、県の下水道技術についてのプレゼンテーシ

ョンを行った。さらに１０月には、ＪＩＣＡが主催する下水道技術・都市排水コース集団研修に

対して講師を派遣した。アジア、アフリカ、南アメリカ等の下水道技術者１３名に対して、県の

下水道に関する概要を説明し、今後の下水道整備に関する意見交換を行ったものである。 

   《ニーズ調査の実施》 

前述した国際環境技術セミナーに参加した日本企業から水ビジネスについての情報収

集を行うとともに、現地の下水処理場と浄水場を視察し、水ビジネスの可能性について概況

を調査した。 

また、１１月には環境部、企業局とともに中国山西省ビジネスニーズ調査に参加し、同省

環境保護庁や現地企業との意見交換を行った。 

 

ウ 環  境 

埻玉県内における経済活動は、資源やエネルギーの利用などを通して、世界の国々と密

接な関係を持ち、地球環境全体に様々な負荷を及ぼしている。また、諸外国の経済活動も埻

玉県の環境に影響を与えている。 

このことから、環境科学国際センターにおいて、環境問題の解決のため、地域の取組と併

せて国際協力を進めてきた。特に、地理的にも近いアジアの国々に対して県の蓄積してきた

知識・経験・技術を提供し、各国での環境問題の解決を促進する取組を行ってきた。 

国際貢献プロジェクトとしては、中国江蘇省において、太湖の汚染された底泥を無害化・資

源化する技術の開発を支援するとともに、太湖を水源とする地域を含む揚子江デルタの有害

化学物質を調査した。 

山西省においては、土壌汚染地域を農用地として利用可能な状態に修復するため、汚染

物質を吸収する植物を選定し、植栽計画を立案した。 

また、中国やタイをはじめとするアジア地域を中心に環境保全技術研修員を受け入れると

ともに、研究員を海外へ派遣して、 環境技術に関する人材育成や技術の移転を行った。 

さらに、世界気象機関（ＷＭＯ）が実施する二酸化炭素濃度の世界的測定網に参加して、

観測データを提供している。環境科学国際センターの加須市（旧：騎西町）の観測データは、

数尐ない開発された地域のデータとして貴重なものとなっている。 

 

（２） 本県の特徴・優位性 

本県の最大の特徴は、企業局、下水道局、環境部、産業労働部が一体的に水ビジネスの

海外展開に取り組むことが可能で、相手国のニーズに応じて適切な取組体制を組織できること
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にある。 

県の技術力、事業能力、ポテンシャル、課題を整理すると、次のとおりである。 

 

ア 企業局 

企業局では、水関連事業として、「水道用水供給事業」、「工業用水道事業」を行っている。 

「水道用水供給事業」は、河川表流水を水源とし、県内５浄水場で浄化した水道用水を受

水団体に供給している。県から水道用水の供給を受けた受水団体では、独自に確保した水を

合わせて各家庭や事業所に水道水を供給する。つまり、水道用水供給事業は、「水の製造・

卸問屋」（ビジネス用語ではバルク売り）としての役割を果たしている。 

優位性としては、次の６つが挙げられる。 

① 給水人口、施設能力、年間総配水量、１日平均配水量の全てが、全国の用水供給事業の

中で第 1位であり、日本一の用水供給事業の運営能力があること。 

② 国内全浄水場中、第４位の施設能力１３０万ｍ３/日を誇る大久保浄水場、日本一長い荒川

水管橋（口径φ１，１００、長さ１，１０１m）を有し、直営による運転管理を実施している。 

③ ＩＳＯ／ＴＣ２２４の日本版指標（業務指標ＰＩ：Performance Indicator）の内、管路の漏水率を

反映した「有収率」、水処理システム全般の効率性を示す「原水有効利用率」、経営の効率

性を示す「職員一人当たり給水収益」がトップ水準であり、貴重な水資源を効率良く使い、尐

ない人数で水道用水を生産する能力を有している。 

④ 給水面積（約２，８００ｋｍ２）が東京都や大阪市の２倍以上ある中で、圧力コントロールしな

がら効率的に供給している。 

⑤ 浄水発生土をセメント用土、園芸用土、グランド用土等に１００％リサイクルしている。（平成

１０年度～※ゼロ・エミッション達成） 
※自然界への排出ゼロのシステムを構築する。産業の副産物や不要物（廃棄物）を別の産業において有効利用することにより、

社会全体で資源を循環させること。 

⑥ 水質管理センターが、ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムの認証を全国の水道用水供給

事業体で初めて取得し、適正な水質管理を推進している。 

 技術力 事業能力 ポテンシャル 課題 

県全体  

（優位性・ア

ピール性） 

 ・上下水道、環境部門の

連携体制  

・県内中小企業の海外展

開支援体制 

・アジアを中心とする環境関

係技術協力の実績  

・「環境ビジネスフォーラム」

による官民連携体制 

・タイアップ

する県内企

業が尐ない 

水道事業  

（企業局） 

・大久保浄水場、荒川水管

橋などの大規模施設の管

理運用 

・トップ水準の有効利用

率、広範囲への供給等  

・工水事業の運営 

・全国有数の給水卸事業（給

水人口、年間配水量など）

の運営 

・末端給水し

ていない 

下水道事業  

（下水道局） 

・汚泥リサイクル率１００％ 

・下水処理水利活用事業

（新都心、不老川）の実績 

・フィールド提供型共同研

究の実施 

・３０年の下水道公社を中

心とした下水処理場維

持管理技術の蓄積  

・規模の異なる流域下水運用

（多様な人口規模に対応） 

・日本下水道事業団との連携 

・各家庭・事

業所からの

接続サービ

スは行って

いない。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9
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「工業用水道事業」は、同じく河川表流水を水源とし、県内２浄水場より県南東部地域 7 市

の工業用水法に基づく工業用地下水汲み上げ規制区域の工場等に直接給水している。 

優位性としては、日量約５万㎥利用する工場などに対し、２４時間、安定供給を実施してい

ることである。 

 

イ 下水道局 

本県の流域下水道事業は、昭和４１年度に着手して以来、一貫して処理場の建設及び維

持管理を行っている。 

優位性としては、次の６つが挙げられる。 

① 多様な人口規模に対応できる規模の異なる流域下水道を、様々な処理方法により運営・

管理している実績がある。 

② 約４８０万人の県民が利用し、年間約６億 t の下水を処理しており、処理人口及び処理水

量とも全国一の規模である。また、維持管理の技術については、（財）埻玉県下水道公社を

中心として３０年の技術の蓄積がある。 

③ さいたま新都心再生水利用事業や不老川還流事業など下水処理水の再利用事業を展開

してきた実績がある。 

④ 下水処理の過程で発生する汚泥については、多様な活用に向けた研究を行ってきた結

果、汚泥リサイクル率１００％を達成している。 

⑤ 民間事業者が実用化を視野に入れた研究を行いやすいよう「フィールド提供型共同研究」

を実施している。 

⑥本県処理場と隣接している日本下水道事業団技術開発部との連携も可能である。 

 

ウ 環境部 

水関連の研究機関として環境科学国際センターがあり、地方自治体が設立した環境分野

の研究機関としては有数の規模と実績を有しており、学習、試験研究、国際貢献、情報・発信

機能の４つの機能がある。 

環境科学国際センターは、地域社会における環境保全の推進に貢献するとともに、環境分

野での国際貢献を行い、地球規模での環境保全に寄与することを、設立当初からの目的とし

ている。 

そのため、姉妹友好省である中国山西省を始めとして、東南アジア地域で国際貢献活動を

実施してきた実績がある。 

また、海外からの研修員の受入に当たっては、センター内に宿泊施設を有している。 

平成２２年度の水関連の事業では、上海交通大学、上海大学と連携して中国江蘇省で太

湖の汚染底泥の無害化・資源事業や中国科学技術協会と共催で吉林省において 「工場・生

活排水対策及び河川環境保全対策」をテーマに国際環境技術セミナーの開催がある。 

これらの実績により構築した信頼関係に基づき、技術協力した分野を事業化する際には、

県内民間企業が参画できるよう支援していくことができる。 

 

エ 産業労働部 

埻玉国際ビジネスサポートセンターでは、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）と連携して、県内
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中小企業の海外展開を支援している。 

県内中小企業が水ビジネスで海外展開を目指すに当たっては、同センターにおいて海外

情報の提供、投資相談などの支援を実施していく。 

また、水ビジネスにおいて世界最大の市場となることが見込まれる中国には、県内中小企

業の中国ビジネス進出支援を目的として、平成２２年１１月、埻玉県上海ビジネスサポートセン

ターを開設した。埻玉国際ビジネスサポートセンター・埻玉県中小企業振興公社を国内窓口と

し、国内外で一体となって水ビジネスを含めた県内中小企業の中国ビジネス進出を積極的に

支援していく。 
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４  本県における水ビジネス海外展開の可能性 

（１） 水ビジネス海外展開の目的 

   水ビジネスの海外展開については、国や民間企業、東京都や横浜市を始めとした地方自治

体で、様々な取組が進められている。 

   本県においても、次の４つを目的として水ビジネスの海外展開を推進すべきと考えられる。 

 ① 水問題解決への国際協力 

戦後、海外から公衆衛生など多くの分野で支援を受け、今日の日本が築かれてきたことを

考えると、上下水道などの分野で蓄積した技術やノウハウを持つ地方自治体には、その技術

等を活用して世界的な水問題解決のために貢献する社会的な責任があるといえる。 

県はこれまで、環境科学国際センターが中国を中心にアジアで水処理を含めて環境分野

の国際貢献を実施しており、企業局と下水道局でもかつて海外から研修員を受け入れていた

実績もある。 

県としては、ＪＩＣＡやＮＥＤＯの資金を活用して技術支援や計画の策定などを積極的に推

進していく。従来の国際技術協力は、技術の普及が中心で継続性のない貢献であったが、県

としては、世界的な環境・水問題に対応した水循環モデルの構築を目指し、継続性のある国

際技術協力を実施していく。 

これによって、海外の現地では生活水準や生活環境の向上と開発効果が生まれ、また、県

としては技術協力を通じて相手国のニーズ・課題を把握することにより事業案件形成が可能と

なり、これをビジネスの形態で行うことにより経済効果が生まれる。これが、新たな国際技術協

力を推進しながらビジネスを展開する「WIN-WINの関係」である。 

② 県の水ビジネスへの参画 

近年、節水指向の高まりなどから家庭や企業の水需要は逓減傾向にあり、将来においても

尐子高齢化により、水需要の拡大は見込めない状況にある。一方、人口急増期に整備した浄

水場や汚水処理場などの施設が今後更新の時期を迎えることから、その財源の確保が課題と

なっている。 

こうした中で、これまで蓄積された知識・技術を活用して海外水ビジネスへ参画し、新たな

収入源を開拓できれば、公営事業の経営の持続性が確保できる。 

③ 県の人材開発・技術継承 

県の水道普及率は９９．７％と、ほぼ県内全域に水道が普及し、大規模な施設整備は一段

落している。この施設整備に携わった職員の多くは団塊世代の人たちであり、今後、１０年間

で約４割の職員が退職していくため、今後の施設の老朽化による更新に向けて、技術継承を

どのように図っていくかが課題となっている。 

これに対し、海外では施設が未整備の地域も多く、職員が施設整備や技術普及の現場を

経験することができる。海外展開は人材開発や技術継承を図るための有意義な戦略ともいえ

る。 

なお、水道法においては、地方公共団体の責務として、水道事業経営の適正かつ能率的

な運営に努めなければならないと規定されているが、リスク等に十分留意して海外展開を行う

のであれば、水道法上、特段の問題はないと総務省から見解が示されている。 

④ 地域産業の振興 

官民連携による水ビジネスの海外展開においては、相手国の信用を得てビジネス案件を



23 

 

形成していく上で、官の役割が重要となる。 

また、日本では水道事業や下水道事業の運営は、これまで地方公共団体が担ってきたこと

から、海外で求められるトータルパッケージとしての水ビジネスに日本企業が参入するために

は、地方自治体の協力が求められている。 

県内企業のビジネスチャンスの拡大を図り、県内産業の振興を図る上でも、県の積極的な

水ビジネスへの対応が必要である。 

 

（２） 海外展開取組の対象 

ア 対象案件 

県は、ＪＩＣＡプロジェクトの実施などを通じて、相手国の信頼や上下水道のニーズなどの情

報を得ることにより、案件の形成を目指していくことが、海外展開の進むべき方向と考えられ

る。 

また、民間企業もＮＥＤＯプロジェクトや独自の事業可能性調査により、海外進出案件を検

討している。 

案件の形成は、県単独で行うことは現実的ではないため、当初から官民で共同して案件を

検討していく場合と民間企業が検討している案件に県が参画する場合の２つが考えられる。 

 

                         

イ 事業分野 

（ア）水道事業及び工業用水道事業 

水道及び工業用水の関係で海外展開が可能な分野としては、主に次の６つが想定される。 

① 水不足に対する新たな供給源を見いだす造水（海水淡水化）の分野 

② 高濁等により利用されていなかった河川水等の浄水処理（高度浄水処理含む）の分野 

③ 施設の老朽化に伴う更新需要の分野 

④ 漏水率等を改善して効率を向上する分野 

⑤ 水インフラ未整備地区のマスタープランから事業運営までのトータルパッケージの分野 

⑥ 経済発展に伴う工業団地の新設、拡張のための工業用水供給の分野 

 

この中で、企業局の技術を活かし展開できる分野は、②河川水等の浄水処理、③施設の

更新需要、⑤トータルパッケージ、⑥工業用水供給である。 

特に、浄水処理やトータルパッケージの中のバルク売り、工業用水供給が可能性の高い分

野である。 
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（イ）下水道 

下水道における海外展開の対象となる事業分野としては、主に次の６つが想定される。 

① 下水道未普及地域のマスタープラン策定から建設・維持管理までのトータルパッケージ 

の分野 

② 下水道事業の継続性を確保する経営計画に関する分野 

③ 汚泥の効率的な処理かつ適正な最終処分の分野 

④ 厳格化する水質基準に対応する放流水質コントロールの分野 

⑤ 健全な水循環系を構築する下水処理水再利用の分野 

⑥ 施設の老朽化に伴う更新需要の分野 

この中で、下水道局のノウハウを活用し展開できる分野は、①のうち公共下水道が担って

いる以外の分野、②のうち料金徴収以外の分野、③汚泥処理、④放流水質、⑤処理水再利

用、⑥施設の更新需要である。さらに、これらの事業分野においては、先端技術だけでなく、

相手国の実情（水質や経済状況など）に最も適したシステムを提供することができる。 

 

（ウ）工場排水処理・農村部における汚水処理 

県内中小企業の技術でも可能性のある水ビジネスの分野として、工場排水処理や下水道

による処理には適さない農村部における汚水処理がある。 

これらの分野については多くの需要があるが、県では民間企業が持っている技術につい

て蓄積がないが、合併浄化槽や工場排水処理の技術をもつ県内企業があることは把握して

いる。 

今後、水ビジネスフォーラムのアンケート結果や今年度実施している環境ビジネス関連企

業調査の結果を活用して技術情報を把握していく必要があるが、海外展開が可能な分野で

あると思われる。 

 

ウ 対象地域 

人口増加と経済発展の著しいアジアは、世界の全取水量の約６割を占めており、可能性の

高い地域である。特に、発展著しい中国、インドや地理的にも日本に近い東南アジアを中心に

アジア地域での海外展開を目指すべきである。 

中でも、姉妹州省の関係や国際貢献の実績などで本県とつながりがある中国、タイ、ラオス

が一番の候補と考えられる。 

なお、これらの地域はＪＩＣＡ事業の対象となる発展途上国であり、JICAの資金を活用して調

査を行うことができるため、海外展開に有利である。 

県内の中小企業が海外展開する場合は、上海ビジネスサポートセンターのサポートを受け

ることができ、工場排水処理の需要が多い中国が、可能性の高い地域だと思われる。 

 

（ア）中 国 

中国は、世界人口の２割（約１３．５億人）を擁する一方で、地球上の６％の水源しか持た

ない。中国の水不足は深刻となっており、水源の水質悪化も懸念されている。 

中国の水ビジネス市場は、中国経済の堅調な伸びに支えられ、２０２５年には世界の水ビ
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ジネス市場の約１５％（１２．４兆円）を占める世界最大の市場へと成長を遂げる見込みであり、

特に上下水分野はこの２０年で約４倍に増加するとされている。 

姉妹友好省である山西省においても、大規模開発が都市部から周辺部へ移行し、都市

周辺部の下水道整備の需要拡大が見込まれる。さらに下水道の普及に伴い、汚泥の減容化

技術、汚泥再利用技術又は省エネルギー技術を中心とした分野でも新たなビジネスチャン

スが生まれる可能性がある。 

なお、同省は、環境科学国際センターによる国際貢献といったチャンネルからも深い結

びつきがあり、更なる展開が期待できる。 

 

（イ）タ イ 

タイは政府のインフラ整備指針が公表されており、海外のＥＰＣ企業にとり最も魅力的な市

場の一つとなっている。 

企業局では、タイの首都水道公社（ＭＷＡ）と地方水道公社（ＰＷＡ）がＪＩＣＡの協力を得

て設立したタイ水道技術訓練センター（ＮＷＴＴＩ）の開設時に職員を派遣した実績があり、２

３年度のＪＩＣＡ「草の根技術協力事業」（地域提案型）でタイ・チョンブリ県における水処理技

術向上支援を提案するなど、ＰＷＡとの協力関係構築に努めている。 

この協力により、相手国のニーズや課題が把握できれば、ビジネス案件の形成に大きく前

進する可能性がある。 

また、下水分野については、工場排水を河川に直接放流している状況となっているため、

今後のインフラ整備に関するビジネスチャンスが期待される。 

環境分野においても、環境科学国際センターが平成１８年度から平成２０年度のＪＩＣＡの

協力事業において、タイ国環境研究研修センター（ＥＲＴＣ）に対して支援を行うなど協力関

係を築いた実績があり、案件形成に寄与するものと思われる。 

 

（ウ）ラオス 

ラオスは水道普及率が約３７％であり、水源を含めた浄水場建設等のインフラ整備案件の

可能性が高い地域である。 

企業局では、平成２２年度に厚生労働省の案件調査に関わっており、ノウハウを活用でき

る可能性がある。 

また、ラオスは、さいたま市が長年に渡り技術協力を行っておりパイプが構築されている

ため、企業局とさいたま市が連携することにより、埻玉のプレゼンスを高められる可能性があ

る。 

ただし、経済的には弱体であるので、国等の公的資金によるインフラ整備を模索する必

要がある。 

 

（エ）インド 

インドは全世界の１６％の人口（約１１億人）を擁する一方、地球上の４％の水源しか持た

ない。上水道の普及率は７０％に対し、下水道の普及率は２８～３０％となっている。 

経済産業省は、「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」を提案しており、そのＦＳ調査に企

業局浄水場に機器納入実績のある大手水処理メーカーが参画しており、有力な地域であ
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る。 

インドは高い経済成長率に牽引され、水ビジネス市場の成長も確実視されている。都市

部への急激な人口流入や工業化により、下水処理能力を超過した汚水が排出されており、

地域の衛生、生活環境が脅かされている。下水道事業の運営・維持管理分野においても、

水質、無収水、料金設定等、技術的・財務的な課題を抱えている。 

インドでは主要都市の衛生問題改善のためのマスタープランの策定が進行中であり、今

後、特に都市部において、下水道整備需要が増大する見込みである。 

ビジネス展開として、下水道整備計画の立案、技術者の教育のほか、効率的な下水道技

術（水処理、汚泥処理）、管更生工法（都市開発に関する日印交流会議における情報より）が

考えられる。 

インドについては、国土交通省や下水道グローバルセンターの活動に参加することにより、

県としてのネットワークを形成できる可能性はあると考える。 

 

（３） 海外展開の方向性 

県が水ビジネスの海外展開を行う方法として、公営企業が直接海外に進出することは、現行

法上想定されていない。 

したがって、県関与の方策は間接関与となり、※ＳＰＣ（第三セクター）を設立して参加する方

法とＳＰＣや水ビジネスに携わっている民間企業へのコンサルティングを行う方法の２つが考え

られる。 
※
水ビジネスなど特別の目的のために設立された会社（special purpose company）、県が出資すれば第三セクターとなる。 

 

 収益 課題 スケジュール 

公営企業の直接の海

外進出 

直接進出は困難（三セクによる参画、公営企業の付帯事業としてコンサルティング参画

は可） 

【直接的な関与】 

ＳＰＣ（三セク）の設

立、参加 

三セクは受注に応じて収

益 

・県として損失補償等リスクを負

う可能性 

・三セクの本来業務の経営維持 

三セク設立に相当の検

討期間が必要 

【間接的な関与】 

ＳＰＣ（三セク）・民間

企業へのコンサルテ

ィング 

個別企業の要望に基づく

協力協定やコンサルティン

グ契約により収益を得るこ

とは可能 

・県の実績、取組のアピール  

・官同士の技術協力と民間ビジ

ネスを結びつけるしくみの検討

が必要  

民間側の要請があれ

ば、早期の実施可能 

 

水ビジネスの海外展開を推進するには、庁内での連携はもちろんのこと、海外展開を指向

する企業との「検討・協議の場」を持ち、県が積極的に体制整備を図ることが必要である。 

県の水道事業は、東京水道サービス（株）や横浜ウォーター（株）（横浜市１００％出資）のよ

うな第三セクターを有していない。 

また、第三セクターを設立して水ビジネスに参加することにより、受注に応じて収益を得ら

れる反面、県として損失補償等のリスクを負う可能性がある。 
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そのため、当面は官民連携の体制をつくり、海外技術協力を進めるとともに、ローリスクの

民間へのコンサルティングやアドバイザリー業務、民間企業の海外進出案件での支援を検討

していくべきである。 

今後、国際技術協力を継続することにより、相手国との信頼関係が構築できれば、相手国

のニーズを的確に把握した上で、案件を提案することが可能となる。 

さらに、提案した案件を実現して、ある程度の実績を積み上げた時点では、第三セクター

の設立も選択肢の一つである。 

また、県内中小企業の水ビジネスの海外展開を積極的に支援していく必要がある。 

 

（４） 課 題 

ア 技術協力と参入案件形成との関係 

県は、技術協力を通じて、相手国の信頼や上下水道など水ビジネスに関わる情報を得て、

相手国のニーズに合った整備計画などを提案することにより、提案した計画を実現する水ビジ

ネスに結びつけたいと考えている。 

しかしながら、水ビジネスの実現には、海外での情報収集、相手国の求めるニーズや事業

費の把握、提携して事業を行う民間企業の選定、事業費の調達方法の検討などが必要である。

県にとっては初めての業務であり、事業化までには課題が多い。 

先ずは、民間が主導する案件に県が参画し、水ビジネスを経験して、ノウハウを蓄積してい

くことが求められる。 

 

イ リスク回避の方策 

水ビジネスの海外展開を行う際のリスクとしては、相手国の法改正、異なる商習慣、為替変

動など様々なリスクが考えられる。 

こうしたリスクを回避するために契約は重要であり、考えられるリスクとその場合の対応をす

べて契約書に盛り込む必要がある。 

これまで広く海外展開を行ってきた民間企業には、リスクに対応するノウハウの蓄積がある

ことから、こうしたノウハウを活用していくことが考えられる。 

また、中小企業の海外展開に当たっては、埻玉県上海ビジネスサポートセンターにおいて

各種規制や商慣習などに関する具体的な相談、商談設定・アテンド、取引先発掘・紹介などを

行うとともに、企業信用調査など専門的な知識・スキルを必要とする支援については現地の専

門家を紹介できる。 

（ア）第三セクター・民間企業へのコンサルティングの際のリスク回避策 

浄水場の運転管理指導やマスタープラン作成支援などの技術連携でのリスクは、コンサ

ル契約の相手方の倒産によるコンサル料の未払いや派遣職員がテロ等に巻き込まれるとい

った事態が考えられる。 

コンサル料未払いに関しては、プライム・コントラクターの財務状況とビジネスの事業規模

を見極めること、事業化したビジネスの契約が日本側に不当なものでないことなどにより、あ

る程度回避できる。 

また、テロ等に関しては、相手国とのパイプ構築により種々の情報がリアルタイムで入って

くる環境を整えることで軽減できる。 
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これらのリスクは、確率的にはかなり低いと想定されるが、水ビジネスという新たな領域で

の取組になることから、対策マニュアル等の整備が肝要である。 

（イ）第三セクターを設立して参加する際のリスク回避策 

直接参入によるリスクは、上記のリスクはもちろんのこと、人的投資だけでなく出資という資

金投資も伴うため、事業の資金回収予測のブレが大きなリスクとなる。また、極論ではあるが、

政情不安による事業停止もあり得る。 

前段の資金回収予測は、事業化した際のＦＳの精度が重要となり、情報の精度を向上さ

せるとともに、予測（需要見込みの誤差範囲）の下限値でのシミュレーションでどう影響がある

かなどを事前に把握しておく必要がある。これにより、事業が下降した際の撤退の目安となり

得る。つまり、撤退時の条件を明確にしておくことが必要である。 

また、国で検討している資金調達の方法や保険制度、事業運営契約（コンセッション契約

等）に関して、情報を整理すると共に熟知することがリスク分散につながるものと考える。 

資金調達に関しては、国際協力銀行(JBIC)を日本政策金融公庫から分離し・独立させる

方針が平成２２年１２月に民主党から示された。この新生ＪＢＩＣにより、出資機能が強化される

とともに、政府がＪＢＩＣ出資案件のリスクを負う新たな勘定を創設する予定であり、これが実現

されれば、事業が長期にわたるなどのハイリスク案件への投資リスクが緩和される。 

  



29 

 

５ 海外展開を進めるために必要な取組 

県が水ビジネスの海外展開を進めるためには、民間企業との連携が不可欠であり、官民の体

制づくりが必要である。具体的には、これまで環境ビジネスのネットワークづくりと交流を行ってき

た埻玉県環境ビジネスフォーラム（グリーンサロン）の中に水ビジネス部会（ウォータービジネスメ

ンバーズ埻玉（仮称）、以下「ウォータービジネスメンバーズ埻玉」という。）を設置して、県内の水

ビジネス力を結集していく。 

また、水ビジネスの海外展開に当たっては、相手先との信頼関係の構築が重要である。その

ため、JICAやNEDOなどの外部資金を活用して、技術協力や可能性調査を行い、実績を積み上

げていく。 

これらの官民の連携体制や国際技術協力の実績、さらには県内企業の技術などを情報発信

していくとともに、国土交通省が推進している下水道ハブの誘致を目指していく。 

水ビジネスの具体的な案件については、海外技術協力からビジネスへの発展を模索するとと

もに、ウォータービジネスメンバーズ埻玉の中で、意欲ある民間企業と連携できる具体的な案件

を検討していく。 

 

                      
 

（１） 官民の体制づくり 

現在、海外展開を検討している主な自治体の取組は、東京都が三セクの東京水道サービス

㈱を活用した展開及び企業とのコンソーシアム形成支援、大阪市（機構）・北九州市（協議会）が

上下水道・環境及び地元の経済界が一体となった展開をしている。 

後発の埻玉県としては、政令市を加えたオール埻玉という枠組の中で、環境部・上下水道の

公営企業・産業労働部が一体となって取り組む強みを生かし、全国初の県主体による海外展開

を打ち出していくことが有効である。 

そのためには、県内の水ビジネス力を結集しなければならない。県では、平成２２年１１月１

日に「水ビジネスフォーラム」を開催し、１０１の企業・団体が参加した。大手の商社、水処理機器
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メーカー、プラントメーカーのほか、県内からも６４の企業・団体（支店・営業所等を含む）も参加

した。これらの企業・団体には金融機関なども含まれており、関心の高さが伺えた。 

平成２３年度は、県内の環境ビジネス企業の集まりである埻玉県環境ビジネスフォーラムの

中で、水ビジネスの海外展開に関心がある企業・団体に広く参加してもらう水ビジネスフォーラ

ムを開催し、県内の水ビジネス力を結集していく。 

また、水ビジネスフォーラムの中に、県とともに水ビジネスの海外展開を行う意欲がある企業・

団体間で構成するウォータービジネスメンバーズ埻玉を設置する。 

 

 

（２） 国際技術協力 

海外展開にあたって埻玉県に一番欠けているものは、海外諸国とのパイプであり、信頼性の

確保が今後海外展開を行っていく上での重要な戦略となる。 

中国とのパイプは、環境科学国際センターが構築してきた中国環境技術協会とのパイプを活

用し、さらに上海ビジネスサポートセンターと連携を図りながら足場固めを進める。 

具体的には、「環境技術セミナー」を通じた技術協力を展開し、技術協力からビジネス案件に

つなげていく。 

また、山西省は、環境技術交流の協定が結ばれているなど環境側のパイプはある程度構築

が進んでいるが、上下水道分野は協定の領域ではないため環境を通じてパイプを構築してい

く。 

具体的には、平成２２年度実施した山西省ビジネスニーズ調査の成果からを糸口としてパイプ

を構築し、ビジネスにつなげていく。 

一方、案件形成において実現性の高い取組としては、ＪＩＣＡ等のプログラムを活用した「海外

技術協力」を主要戦略として展開し、相手国との信頼関係の中から得たニーズや課題の情報を

基に、ビジネス案件を形成していくことがビジネスの事業化への近道であり、県及び連携企業に

とって有効な施策である。 

具体的には、ＪＩＣＡの「草の根技術協力事業」（地域提案型）［事業期間３年間、経費負担額上

限３千万円］を手始めに進め、ＪＩＣＡのフル事業（経費総額億単位のプロジェクト）に移行してい

く。 

 

（３） 埼玉県のアピール 

水ビジネスの海外展開は、県単独では不可能であり、民間企業との提携が不可欠である。そ

のため、県の海外展開に対する考え方や推進体制・能力など民間企業が県をビジネスパートナ

ーとして検討する材料を情報発信していかなければならない。 
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そのため、下水道技術のショーケースとして情報を発信できるよう国際戦略拠点（下水道ハ

ブ）の誘致を推進することとする。 

また、発注側である相手国の水ビジネス関係者に対しても、同様の情報発信が欠かせない

ため、ウォータービジネスメンバーズ埻玉を活用して情報発信とＰＲを行うとともに、水ビジネス

のポータルサイトを作成して、情報発信を行うこととする。 

ポータルサイトには、ウォータービジネスメンバーズ埻玉のメンバーから技術情報を得て、そ

の情報を整理して掲載していくこととする。ポータルサイトには、海外企業等にも情報発信をす

るため英語版を作成することとし、中国語版の作成も検討する。 

さらに、国や他の地方自治体などが主催する研究会や展示会への出展、国際会議への参

加などにより、積極的に情報発信とＰＲを行うこととする。 

 

（４） 具体的案件の検討 

県が参画する具体的案件については、ウォータービジネスメンバーズ埻玉の中で、県ととも

に水ビジネスの海外展開を行う意欲がある民間企業と連携できるビジネス案件を検討していくこ

ととする。 

具体的には、ウォータービジネスメンバーズ埻玉のメンバーのうち実際にビジネス案件に参

画する意向のある企業・団体が、案件ごとに検討を行い、県が参画する案件や参画の条件など

を詰めていくこととする。 

 

（５） 関係部局の役割分担 

水ビジネスの海外展開には、全庁な取組が必要であることから、関係部局で役割を分担して

推進していくこととする。 

企業局及び下水道局は、国際技術協力から具体的な案件形成を行う。環境部は、官民のネッ

トワークづくり、県のアピール、国際技術協力を行い、産業労働部は、民間企業の海外展開を支

援する。 

また、国際課と連携して、外務省や大使館などで行われる行事などに参加し、外国の政府、

自治体、企業とのネットワークづくりを行っていく必要がある。 

 

（６） 関係部局の連携 

平成２２年８月に、埻玉県水ビジネス海外展開研究会を設置し、今後の水ビジネスの海外展

開について検討を重ねてきた。 

平成２３年度は、研究会を発展的に解散し、水ビジネス海外展開推進の連絡会議を設置して、

庁内調整を図りながら、県として一体的に水ビジネスの海外展開を推進していく必要がある。 

 

（７） 展開スケジュールの想定 

今後の水ビジネスの海外展開は、平成２３年度の早期にウォータービジネスメンバーズ埻玉

を設置し、案件の検討を進め、国際技術協力や県内企業の海外展開支援は継続して実施して

いく。 

次期５か年計画（平成２４年度～２８年度）の期間内に案件を形成し、海外展開を進める企業

との技術提携、アドバイザリー契約の締結を目指すこととする。 
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（参  考） 

 

１ 本県の水道事業の概要 

本県では、「水道用水供給事業」及び「南部工業用水道事業」を管理・運営している。 

「水道用水供給事業」は、人口増加と生活水準の向上による水需要に対応するとともに、地下

水の過剰汲み上げによる地盤沈下の防止対策として、昭和４３年に給水開始した。平成２２年３月

現在、県内５浄水場より茨城県五霞町を含む５６団体(５９市町)に、日量約１８０万ｍ３の水道用水

を供給している。 

  

 
 「南部工業用水道事業」は、産業基盤の整備と地盤沈下の防止を図るため、昭和 39 年に営

業給水を開始した。県内 2 浄水場より県内東部地域 7 市の工業用水法に基づく工業用地下水

汲み上げ規制区域の工場等に給水している。平成22年3月現在の給水事業所数は165、契約

水量は約 7,600万m3(年)である。 

水道用水供給事業概要 

浄水場 大久保 
浄水場 

庄和 
浄水場 

新三郷 
浄水場 

行田 
浄水場 

吉見 
浄水場 計 

給水開始 
年月日 昭和 43.4.2 昭和 49.4.20 平成 2.7.1 昭和 59.7.1 平成 17.7.1 － 

計画施設能力 
（ m3 ／日） 1,300,000 350,000 365,000 500,000 300,000 2,815,000 

現在施設能力 
（ m3 ／日） 1,300,000 350,000 365,000 500,000 150,000 2,665,000 

送水管路延長 ７６４.1 km 

水源 
下久保ダム、利根川河口堰、農業用水合理化、霞ヶ浦導水、渡良瀬遊水池、 
草木ダム、北千葉導水路、有間ダム、奈良俣ダム、浦山ダム、荒川調節池、 

八 ッ 場ダム、滝沢ダム、合角ダム、権現堂調節池、その他 
給水団体数 ５６ 団体 （ ３４市 １９町 ３企業団 ） 

現在 給水 人口 ７ , １１４ （千人） 

給水原価 ６１ . ７８ 円 

県営水道シェア 約７８％ 
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埻玉県南部工業用水道事業区域図 

 

 
 

《参考》  民間活用等の実績 

 ○大久保浄水場排水処理施設 PFI事業について 

大久保浄水場排水処理施設の更新に際し、ＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式）を導入した。事業の概

要は、排水処理施設等の設計・建設、運転管理、維持管理及び浄水発生土の有効利用で

ある。 

事業期間は平成１６年１２月２４日から平成４０年３月３１日までで、平成２０年度から施設供

用を開始している。事業者は、三機工業㈱(５０%)、㈱大林組（２０%)、㈱明電舎(１５%)、前澤

工業(１５%)の共同出資による㈱ＰＦＩ大久保テクノリソース株式会社で、事業費は、約２４２億

円である。 

なお、水道事業におけるＰＦＩ・※DBOの導入事例は国内で 9例である。 
※ 設計：Design、 建設：Build、管理・運転：Operate 

 

埼 玉 県 南 部 工 業 用 水 道 事 業 

浄 水 場 大久保浄水場 柿木浄水場 

給水開始 昭和 43. 4. 1 昭和 39.11. 1 

現在施設能力（ｍ３／日） 93,000 160,000 

送水管路延長 190 .7 km 

水 源 3.01 （ m3/ 秒） [ 下久保 ダム、中川 ( 自流 ) ] 

給水 事業所数 165 

契約 水量 7 6 , 412 , 052  m 3 / 年 ( 204,650  m 3 / 日 ) 

料金単価（円／ｍ３） 
基本料金 22 円 53 銭 
特別料金 29 円 29 銭 
超過料金 45 円 5 銭 
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○吉見浄水場運転管理等業務委託について 

吉見浄水場は、供用開始の平成１７年７月より運転管理を委託している。主要業務は、吉

見浄水場及び場外施設の運転監視のほか電気・機械設備の保全、水質関係の日常業務、

守衛業務、機械警備業務、沈でん池清掃業務、発生土場内運搬業務、潤滑油管理委託等

である。 

現在の契約は期間５年（Ｈ２１～２５）の長期継続契約で、現在の事業者は、クボタ環境サ

ービス(株)、メタウォーターサービス(株)、日本環境クリア(株)、武田エンジニアリング(株)の

共同企業体であり、事業費は約９億円である。 

 

○柿木浄水場管理運営包括委託について 

柿木浄水場の管理運営包括委託を平成１７年３月より実施している。この委託事業は性能

発注であるため民間事業者の経営ノウハウや技術的能力を活用でき、コスト削減等の効果

が期待できる。主要業務は、浄水、排水、水質の運転管理のほか薬品、電力の調達や施設

の維持管理である。 

契約期間は５年で、現在の事業者は、 日立プラントサービス(株)、メタウォーターサービ

ス(株)、初雁興業(株)の共同企業体であり、事業費は約２０億円である。近隣の新三郷浄水

場が運営全般を統括し、柿木浄水場内に県職員は常駐していない。 
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２ 本県の下水道事業の概要 

本県では、昭和６年の川越市の事業着手を皮切りに下水道事業に取り組み、平成２１年度末

の下水道普及率は７６．１％（全国平均７３．７％）に達し約５４０万の県民が下水道を利用できるよ

うになった。 

そのうち流域下水道事業については、昭和４１年度に事業に着手し、８つの流域下水道の整

備を進めてきた。その結果、流域下水道による処理人口は平成２１年度末現在で約４８０万人（全

国１位）に達し、管路延長約４３０㎞、２４か所のポンプ場と９か所の下水処理場を運営している。９

カ所の下水処理場（水循環センター）では、１日平均約１７３万 m3、さいたまスーパーアリーナ２．

３杯分もの下水を処理している。 
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（１）荒川左岸南部流域下水道 

  荒川左岸南部流域下水道は、さいたま市をはじめ６市の下水を処理している。終末処理

場は荒川水循環センター（戸田市）である。昭和４７年１０月から処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・焼却炉の自燃運転（焼却炉で消費する燃料使用量を減らし、温室効果ガスを大幅に削 

減） 

・再生水の利用（「さいたま新都心」において下水処理水をトイレ洗浄水として再利用） 

 

 （２）荒川左岸北部流域下水道 

  荒川左岸北部流域下水道は、熊谷市をはじめ５市の下水を処理している。終末処理場は

元荒川水循環センター（桶川市）である。昭和５６年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

  ・汚泥焼却の広域化（荒川上流・市野川・利根川右岸の３流域で発生した汚泥の受入れ） 

 

 （３）荒川右岸流域下水道 

  荒川右岸流域下水道は、川越市をはじめ１０市３町の下水を処理している。終末処理場

は新河岸川水循環センター（和光市）と新河岸川上流水循環センター（川越市）である。

前者は昭和５６年４月に、後者は平成１８年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・焼却炉の自燃運転（焼却炉で消費する燃料使用量を減らし、温室効果ガスを大幅に削 

減） 

  ・高度処理 

  ・不老川※への下水処理水の還流（高度処理した下水処理水の還流） 
  ※不老川・・・入間市・所沢市・狭山市などを流れる川。１９８３年から３年連続で「日本一汚い川」とされたが、下水処理水の環流や住民の取り組み 

により改善されている。 

 

 （４）中川流域下水道 

  中川流域下水道は、さいたま市（一部）をはじめ１０市５町の下水を処理している。終

末処理場は中川水循環センター（三郷市）である。昭和５８年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・下水管に薬剤を注入による硫化水素の発生抑制 

・高度処理 

 

 （５）古利根川流域下水道 

  古利根川流域下水道は、加須市及び久喜市の下水を処理している。終末処理場は古利根

川水循環センター（久喜市）である。昭和５８年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・中規模処理場のため、標準的な処理過程の見学が可能 

・ホタルの飼育による水質浄化をアピール 
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 （６）荒川上流流域下水道 

  荒川上流流域下水道は、深谷市及び寄居町の下水を処理している。終末処理場は荒川上

流水循環センター（深谷市）である。平成４年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・OD法※による夜間無人運転 

・平成１８年度から包括的民間委託を導入（下記《参考》 参照）。 

  ・汚泥焼却の広域化（発生した汚泥を元荒川水循環センターへ運搬） 
   

※OD法・・・オキシデーションディッチ法。最初沈殿池を省略し、有機物負荷を低くするとともに、機械式エアレーションを採用して、運転管理を 

容易にした方法。小規模の施設で多く採用されている。 

 

 （７）市野川流域下水道 

  市野川流域下水道は、滑川町、嵐山町及び小川町の下水を処理している。終末処理場は

市野川水循環センター（滑川町）である。平成６年４月に処理を開始した。 

 【アピールポイント】 

・OD法による省力化運転 

・平成１８年度から包括的民間委託を導入（下記《参考》 参照）。 

  ・汚泥焼却の広域化（発生した汚泥を元荒川水循環センターへ運搬） 

 

 （８）利根川右岸流域下水道 

  利根川右岸流域下水道は、本庄市ほか３町の下水を処理している。終末処理場は小山川

水循環センター（本庄市）である。平成２１年４月に本庄市から県に移管された。 

 【アピールポイント】 

・中規模処理場のため、標準的な処理過程の見学が可能 

   ・汚泥焼却の広域化（発生した汚泥を元荒川水循環センターへ運搬） 

 

《参考》  民間活用等の実績 

 ○荒川上流流域及び市野川流域における包括的民間委託について 

下水道局では、平成１８年度から３年間の試行的導入ののち、平成２１年度から本格導

入し、３年間の委託契約を新たに締結した。 
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３ 環境科学国際センターを中心とする国際協力事業の概要 

埻玉県内における経済活動は、資源やエネルギーの利用などを通して、世界の国々と密接な

関係を持ち、地球環境全体に様々な負荷を及ぼしている。また、諸外国の経済活動も埻玉県の

環境に影響を与えている。 

このことから、埻玉県環境科学国際センターにおいては、環境問題の解決には、地域の取組

と併せて国際協力を進めてきた。特に、地理的にも近いアジアの国々に対して埻玉県の蓄積し

てきた知識・経験・技術を提供し、それらの国での環境問題の解決を促進する取組を行ってき

た。 

 

《参考》  環境科学国際センター等での国際貢献の取組 

１ 研究交流の実施 

現在、１５の海外研究機関と共同研究の実施などを目的とした研究交流協定書や覚書を

締結している。 

 

                           国外との協定・覚書締結状況 

１ タイ国環境研究研修センター       ：研究交流協定書   （2000. 8.23） 

２ 中国北京市環保科学研究院        ：情報交換          (2000. 9.20) 

３ 中国科学院生態環境研究中心       ：研究交流          (2000. 9.22) 

                       学術交流合意書    (2004. 3. 2) 

４ 韓国大田広域市保健環境研究院      ：研究交流          (2001. 3.23) 

５ 韓国慶北地域環境技術開発センター     ：研究交流覚書      (2002. 5.31) 

６ 韓国延世大学保健科学部環境工学科    ：研究交流覚書      (2003. 4.25) 

７ 中国上海交通大学環境科学与工程学院   ：研究交流          (2003.11. 6) 

８ 韓国済州大学校海洋・環境研究所      ：研究交流協定書   （2003.12. 1） 

９ 中国山西省山西大学環境与資源学院    ：交流覚書          (2004. 3.11) 

10 韓国済州地域環境技術開発センター      ：研究交流協定書    (2007. 8. 2) 

11 中国上海大学環境与化学工程学院        ：研究交流合意書    （2008. 3.11） 

12 中国遼寧大学環境学院                  ：研究交流合意書    （2008.11. 7） 

13 中国東南大学能源与環境学院            ：研究交流協定書    （2008.12.10） 

14 中国吉林省農業科学院農業環境と資源研究員  ：共同研究協議書   （2009. 2.13） 

15  中国山西農業大学資源環境学院            ：研究交流協定書     （2009. 8.21） 

 

 

２ 研究員等の交流実績 

海外研究機関との共同研究や研究交流を行い、諸外国から年間約３０人の研修員等

を受け入れてきた。 

また、年間約１０人の研究員を海外へ派遣し、人材育成や技術移転を行ってきた。 
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海外研修員等の受入の推移(視察も含む) 

 年度  中 国  タ イ  韓 国 その他   計 

 １２ 1  4  1   6  

 １３ 1  5  1   7  

 １４ 1  5   2  8  

 １５ 5  4   24  33  

 １６ 3  3   10  16  

 １７ 1   4  10  15  

 １８ 22  2  25  1  50  

 １９ 11  11  5  19  46  

 ２０ 24    1  15  40  

 ２１ 69  2  7  36  114  

  計 138  36  44  117  335  

                

 

センター研究員の派遣の推移 

年度 中国 韓国 台湾 タイ その他 計 

１２ 3  2  0  3  4  12  

１３ 5  5  1  0  2  13  

１４ 3  7  0  1  2  13  

１５ 4  7  0  2  4  17  

１６ 5  3  0  2  0  10  

１７ 3  4  0  1  4  12  

１８ 3  5  0  2  3  13  

１９ 3  2  0  3  2  10  

２０ 16  3  0  3  3  25  

２１ 20  2  2  5  5  34  

 計 65  40  3  22  29  159  
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４ 埼玉県水ビジネス海外展開研究会名簿 

   

  所 属 職名 氏 名 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

直轄 総合調整幹 畠山 真一 

企画財政部 部長 池田 達雄 

環境部 部長 星野 弘志 

環境科学国際センター 総長 須藤 隆一 

産業労働部 部長 松岡  進 

企業局 局長 堀本 一夫 

下水道局 局長 山木 幸夫 

メ 

ン 

バ 

ー 

直轄 政策幹 半田 順春 

計画調整課 政策幹 武藤  彰 

環境政策課 課長 伊藤 宏治 

水環境課 課長 金子昌一郎 

新産業育成課 課長 竹永 祥久 

企業立地課 課長 小川 良和 

企業局総務課 課長 原口 孝司 

企業局水道業務課 課長 齋藤  弘 

下水道局下水道管理課 課長 酒巻 和彦 

    
《事務局》 計画調整課（アイデア・実践担当）、環境政策課（企画担当） 

 



42 

 

５  検討の経緯 

 

（１） 水ビジネス研究会 

    平成２２年 

第 １回  ８月 ６日  研究会の役割と今後のスケジュールについて 

外部講師によるオープンセミナーと水ビジネスフォーラムの開催に

ついて 

第 ２回  ８月１９日  国及び企業と先進自治体の動向調査の結果を検討 

埻玉県の今後の方針を検討 

第 ３回  ９月 ３日  関東経済産業局の意見内容の確認 

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業、山西省環境ビジネスニーズ調査など国

際協力による水ビジネスの検討 

第 ４回  ９月１６日  オープンセミナーを開催 

「水ビジネスの将来」   日本政策投資銀行 

「中国における水事情」 双日㈱ 

第 ５回  ９月１７日  「水ビジネスフォーラム」の開催について 

官民連携のあり方について 

来年度予算について 

第 ６回 １０月１４日  各自治体の取組状況の検討 

関連企業のパートナー及び案件構想の可能性検討 

国際協力による海外展開の検討 

第 ７回 １０月２８日  各部局による水ビジネス関連予算の状況確認 

第 ８回 １１月２２日  水ビジネス関連予算の状況 

水ビジネス検討報告書の項目検討 

第 ９回 １２月２７日  水ビジネス検討報告書の検討 

 

平成２３年 

第１０回  ２月 ９日  水ビジネス検討報告書の検討 

 

（２） 水ビジネスフォーラム  

１１月 １日  水ビジネスフォーラムの開催 

「水ビジネスの国際展開に向けた最近の動勢について」関東経済産業局 

「埻玉県企業局の現状と今後の展望」 埻玉県企業局 

「埻玉県下水道局の現状と今後の展望」埻玉県下水道局 

「海外水ビジネス取り組みの事例」メタウォーター㈱ 
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【問い合わせ先】 

 

埻玉県環境部環境政策課 企画担当     電話  048-830-3024 

                                     FAX   048-830-4770 

                                     E-mail  a3010@pref.saitama.lg.jp 

 

埻玉県企業局水道業務課 水源計画担当  電話  048-830-7068 

                            FAX  048-834-5071 

                                      E-mail  a7050@pref.saitama.lg.jp 

 

埻玉県下水道局下水道管理課 総務担当  電話  048-830-5445 

                            ＦＡＸ  048-830-4884 

                                      E-mail  a5440@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a3010@pref.saitama.lg.jp
mailto:a7050@pref.saitama.lg.jp
mailto:a5440@pref.saitama.lg.jp

