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1．事業の実施状況 

 浄化槽ＰＦＩ事業を実施している市町村の状況は表－1 に示すとおりです。 

 福岡県香春町が平成 16 年に国内第一番目の事業実施自治体となり、その後８年間を経て

全国で 13 市町が事業を実施中です。単純平均では約 1.6 件/年の実施となります。 

 この数は、平成 24 年度に浄化槽市町村整備推進事業を実施している 198 市町村（環境省

データより）の約 6.6％になります。 

 

表－１ 浄化槽ＰＦＩ事業の実施状況 

No. 市町名 事業着手年度 整備目標基数 

１ 香春町（福岡県） 平成 16 年度 5,000 基 

２ 富田林市（大阪府） 平成 17 年度 500 基 

３ 壮瞥町（北海道） 平成 17 年度 150 基 

４ 三好市（徳島県） 平成 17 年度 750 基 

５ 紫波町（岩手県） 平成 18 年度 1,200 基 

６ 十和田市（青森県） 平成 19 年度 2,380 基 

７ 奥州市（岩手県） 平成 19 年度 1,200 基 

８ 宮古市（岩手県） 平成 19 年度 1,500 基 

９ 紀宝町（三重県） 平成 20 年度 1,500 基 

10 唐津市（佐賀県） 平成 21 年度 2,300 基 

11 愛南町（愛媛県） 平成 22 年度 2,200 基 

12 最上町（山形県） 平成 23 年度 420 基 

13 嵐山町（埼玉県） 平成 24 年度 500 基 

 

2．事業の概要と特徴 

浄化槽 PFI 事業の概要を事業の枠組みの例で示すと、図－１のようになります。 

 また、事業の特徴は、次のような点が挙げられると考えます。 

・民間事業者が設置した浄化槽を自治体が毎年度買い取るため、民間資金の活用という

面ではまだ余地はあるが、その分、民間事業者の経営リスクも比較的小さい。 

・浄化槽を各戸に設置し、定期的に維持管理を実施するなど地域密着型で、上記の民間

事業者リスクも踏まえると地域の既存業者でも参入可能な事業である。 

 



   

 

図－１ 浄化槽ＰＦＩ事業の枠組みの例 

 

最近、ある自治体の方から事業導入の相談を受けた際に、『そんなに良い事業手法であ

るなら何故もっと導入されていないのか』というご質問がありました。浄化槽の市町村整

備推進事業を効率的に推進する有効な手段の一つと提案していますが、実績を見るとまだ

取っ付きにくく、自治体が導入するには壁があるようです。この事業の一層の導入促進、

普及に向けてこれまでの事例を踏まえて対応策等の一部を以下に紹介いたします。 

 

3．事業に対する質問等と対応策 

この事業について自治体の方の質問等とその対応策の例を表－２に挙げました。これら

の対応策については、“浄化槽整備事業計画”という計画のなかで実施するものと位置付け

ています。 

 

表－２ 事業に対する質問、懸念等 

事業に対する自治体の方の質問、懸念等 対応策の例 

・区域をどうやって決めるのか。 

・どれくらい設置希望があるか。 

・設置目標基数を確保できるか。住民は設置してくれるか。

区域設定、需要量予測、

アンケート調査、住民と

の対話。 

・準備や計画に補助はないのか。どうしたら貰えるか。 交付金/計画支援事業の

活用 

・現在の担当課の体制でＰＦＩ事業が進められるか。 

・市町村設置型は現在の体制では限界である。 

行政組織内の協力、内部

委託・移管等。 

・浄化槽設置整備事業の方が自治体の負担は少ない。 

・公共下水道と負担金や料金を同一とすべきか。 

・独自の補助等にどのくらい必要か。 

事業比較・検討、財政状

況の確認。 

検
討
・
計
画
段
階 

・家屋密集地、海岸部地域など設置スペースがないがどう

すればよいか。 

・高齢者世帯は設置が進まないのではないか。 

現地調査、道路等公共用

地内設置、共同浄化槽、

高齢者世帯等補助。 

施設買取費

維持管理費

設置費負担金

使用料 

水質検査 サービス提供 
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使用 

(サービス受益) 

検査 
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・民間事業者が応募してくれるか。事業に対応できるか。

・民間業者が揉めたり、一社独占にならないか。 

民間事業者の状況調査、

民間事業者との対話 

実
施
段
階 

・基数が伸び悩んでいる。高齢者世帯等への設置推進は難

しい。 

・民間業者が待ちの姿勢である。 

・事業終了後の体制、事業方法はどうすべきか。 

住民との対話、民間事業

者との対話、モニタリン

グ、インセンティブ・ペ

ナルティ、計画等の検

証・見直し。 

 

4．対応策について 

表－２に示した対応策の例の概要を次に示します。 

 

(1) 検討・計画段階 
 ＰＦＩ事業の場合、計画等の業務としては“ＰＦＩ事業可能性調査業務”及び“業者選

定等アドバイザリー業務”が主となりますが、事前の調査や状況の把握なしに着手すると

検討や計画の内容、精度が確保しづらく、作業に多くの労力や時間をかえって要すること

になります。 

 ここでは、先に述べた“浄化槽整備事業計画”の作成方法等を示しました。 

 

1) 事業の基礎的状況の把握等 
① 整備需要量と住民アンケート 

整備需要量の把握では、対象地域の家屋数や世帯数及び既存の浄化槽等の基数並

びに行政人口の推移から予測等を行います。 

これは全体の潜在量を把握するためですが、実際に設置希望者数までは算出でき

ません。このため、対象地域の住民に対してアンケートを実施して事業の啓発と設

置等の希望状況を調査します。設置希望者数の把握精度を上げるには、予定する事

業の内容や住民の費用負担、料金の見通しなどを示すことがポイントです。このた

めには、事業制度の検討のほかに、以下に述べるような財政状況の見通し等も踏ま

えた概略の検討を先に行うことが望ましいと考えます。 

 

② 財政状況の見通しと自治体の補助 

浄化槽市町村整備推進事業は、自治体も建設費を支出することになります。使用

料金を支出額よりも低く設定した場合や自治体独自の補助を導入する場合も財源が

確保できるか検討が必要です。特に維持管理費は、事業期間中は支出対象となるた

め、複数案で比較検討を行い住民負担と財政負担のバランスを確認します。 

 

③ 浄化槽設置困難地域の対策 

家屋が密集している地域や海岸部等で宅地内に浄化槽設置スペースを確保できな

い場合があります。前者の地域では、宅地周辺の道路下に浄化槽を設置して事業を

推進している例があります。道路下に設置する場合は、関係部局との調整、車載荷

重に対する補強工事、維持管理時の方法も検討、計画します。 



   

また、数軒で一つの浄化槽を使用する“共同浄化槽”が挙げられます。一軒当り

の費用は縮減できる可能性はありますが、浄化槽ＰＦＩ事業ではまだ事例はありま

せん。負担金や使用料金の設定のほかに、使用者が途中で減少した場合の費用負担

のあり方で導入が進まないといったところです。 

 

2) 対話 
① 行政組織内での対話・協力 

自治体の浄化槽担当部局でこれまで整備事業等を手がけていない場合もあり、最

近の事例では、類似事業、たとえば下水道事業等の担当部所に協力等を求める、あ

るいは、同部局に事業を内部委託・移管するなどの方法で事業を進める例もありま

す。先に述べたように財政的な負担も発生することから財政部局との協議・調整も

行います。 

 

② 民間事業者等との情報交換、対話 

浄化槽事業に携わる民間業者は比較的中小企業が多く、人材、資金及びＰＦＩ事

業遂行能力並びにこの事業への認識や意向を事前に把握する必要があります。 

事業への理解と協力を得るため、業界関係者や業界組織との対話及び説明会など

を実施しています。 

 

3) 循環型社会形成推進交付金の計画支援事業の活用 
循環型社会形成推進交付金に“計画支援事業”というメニューがあります。このメニ

ューは廃棄物処理施設の整備に関わる調査、計画、設計等の業務を交付金対象としてい

ます。浄化槽事業でもこのメニューは適用され、上述した浄化槽整備事業計画、可能性

調査業務、アドバイザリー業務にも活用できます。浄化槽ＦＰＩ事業でも活用した事例

はあります。なお、活用すめたには循環型社会形成推進地域計画を前年度に提出する必

要があり、準備段階にその期間を見込んでおきます。 

 

(2) 実施段階 
1) フォロー 
事業着手後は、事業の継続と目標基数の達成が大きなウェイトを占めます。これには

住民の賛同・協力と民間事業者の自主的な活動がポイントと考えます。 

事例を見ていると、設置基数の促進には自治体の広報等掲載よりも住民間の口伝えが

意外と効果が高いと感じられます。『広報掲載は知らなかったけど、○○さんから聞い

た』、『となりの□□さんが設置したのを見て知った。』などです。 

事業の促進には、このような住民（設置利用者）フォローとして、アンケートやヒヤ

リングを行い、自治体も継続して関わっているという姿勢を示すことによる効果もある

と考えます。 

 

2) 計画の検証・見直し 
事業実施中は、外的な要因、例えば社会経済の低迷や災害など検討・計画段階では見

込みきれない状況も発生します。図－２に事業開始 1 年目から 5 年目までの浄化槽設置



   

累積基数の率の推移を示しました。 

この事業は、“住民の意思（経済面を含む）”に依存する点も特徴です。事業着手後は、

事業の状況を監視しつつ民間事業者との対話や必要に応じて計画の検証・見直しも実施

して、事業の継続を図っている例もあります。 

また、事業の後半段階では、ＰＦＩ事業終了後の事業手法・体制等をどのようにする

かの検討・計画も必要になります。 
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注）設置累積基数率＝設置累積基数/目標整備基数、「平均」は第 3 位～最小値間の平均値 

 

図－２ 事業実施後 1 ヶ年目から５ヵ年目までの浄化槽の設置累積基数率の推移 

 

5．おわりに 

 これまで関わってきた事例から受けたこの事業に対する所見（感想）を少し述べます。 

浄化槽の設置基数が目標どおりかどうかは除いて、事業全体が進んでいる、それなりに

進んでいると感じた要因を数点挙げると次のとおりです。 

・自治体と民間事業者が良い緊張関係を保ち、馴れ合いではない。 

・公共事業ではあるが、民間の意志・自発性を活用している。 

・自治体と民間事業者の対話がある。 

・地域住民の一体感、意識啓発をうまく行っている。 

 

この事業は、自治体が民間にまかせっきり、あるいは、民間が自治体を頼りきっていて

は、その特徴を発揮できず、効果を上げにくいです。また、公共事業でありますが、従来

の公共事業（規程、基準、手法の適用等）の踏襲姿勢が強いと、民間のノウハウの抑制、

活動の萎縮を招く場合もあり、自治体としてのこの事業の位置付け・活用についての議論

も必要と考えます。 

 浄化槽ＰＦＩ事業は比較的事業量が小さく、事業内容も限定的です。この事業の次のス

テップとして、付帯事業の導入や他の事業との複合型ＰＦＩ、さらにはＰＦＩ法改正によ

るコンセッション方式の可能性等、事業手法の工夫と研究が必要と考えています。 


