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大成工業 会社概要
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1965年（昭和40年）創業

本 社：鳥取県米子市米原6-15-37

東京営業所：東京都中央区八丁堀2-20-1

水道・水回り設備

浄化槽設置・管理・下水道接続

水質浄化



大成工業 会社概要
商号 大成工業株式会社

所在地
本社 鳥取県米子市米原６丁目１５番３７号
東京事務所 東京都中央区八丁堀２－２０－１三光（株）内

創業 昭和４０年１０月（平成２１年１２月 分社）

代表取締役 三原 博之

主要取引銀行 山陰合同銀行

営業品目

• 管工事業
• 水道施設工事業
• 生活排水処理装置に関する工事
• 浄化槽の販売及び施工並びに維持管理
• 海外事業支援のための海外での物品の販売及び役務の提供等の事業
• 太陽光発電施設の販売及び取付工事並びに保守点検業務

許認可
建設業許可 国土交通大臣許可（般－２７）第２３６２４
土木工事業・清掃施設工事業・管工事業

所属団体
（一社）鳥取県浄化槽協会、（一社）鳥取県管工事協会、
山陰インド協会、（特非）日本トイレ研究所
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大成工業 沿革
昭和40年10月 大成工業株式会社を設立 資本金￥1,500,000

昭和57年 2月 資本金￥10,000,000に増資

昭和57年10月 帝人株式会社とタフガードに関する販売及び商標使用について契約を結ぶ

昭和57年11月 汚水浄化構造体その他複数の特許を取得

昭和58年 6月 タフガードの販売について帝人株式会社と覚書を交わす

平成元年10月 建築基準法（令）第31条の規程に基づく性能評価書を取得

平成 5年 4月 建築基準法（法）第38条の規程に基づく建設大臣の認定書を取得

平成 9年 2月 改良便槽の特許を取得

平成 9年 6月 建築基準法（法）第38条の規程に基づく建設大臣の（一般）認定書を取得

平成14年 6月 ＴＳＳシステム建築基準法改正に伴い例示仕様の第29条汲み取り便所へ移行

平成21年12月 大成工業株式会社より分社化独立 資本金￥5,000,000

平成29年11月 資本金を￥10,000,000に増資

平成30年4月 東京事務所を開設

令和3年11月 資本金を￥20,000,000に増資
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TSS汚水処理施設の概要

【嫌気性処理】 【好気性処理】

消化槽 土壌処理

貯留槽

大成工業オリジナルのTSS(Taisei Soil System)汚水処理施設は、浸潤散水処理資材タフガード®を用

いて、トイレから出た汚水や生活雑排水の敷地内処理を可能にする無放流の汚水処理施設です。
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TSS汚水処理施設の需要
TSS(Taisei Soil System)汚水処理施設は、以下の場所に設置されます。

• 下水道の無い場所

• 浄化槽を設置するにも放流する公共水域が無い場所。

• 電気が使用できない、または河川敷公園のような電気を使用したくない場所。

• キャンプ場のようにオフシーズンがある場所。

• 主にし尿のみを処理する公衆トイレ等。

• 汲取り回数を減らしたい場所。

1983年以降、全国500箇所

以上に実績があります。

独立行政法人水資源機構様、NEXCO様に実績多数
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埼玉県彩湖・道満グリーンパーク（河川公園） 島根県うさぎ森林公園（キャンプ場） 山口県大板山たたら製鉄遺跡（世界遺産）

埼玉県下久保ダム 茨城県妙岐の鼻公園（野鳥観測所） 長野県槍ヶ岳槍沢ロッヂ

TSS実績 国内①
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TSS実績 国内②

福岡県テイクロ九州工場 日本盲導犬センター富士ハーネス 圏央道牛久阿見ＩＣ 埼玉県栄香料
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平成27年 環境技術実証事業

秋ヶ瀬公園は、埼玉県さいたま市桜区に位置する埼玉県営の都市公園（都市緑地）であり、TSS汚水処

理施設は平成10年度から平成27年度まで公園内７箇所の水洗トイレで設置されています。

平成27年度に一年を通して環境省により試験が行われ、環境技術実証済技術となっています。

8



秋ヶ瀬公園公衆トイレ（水洗）
1998年12月完成 180回/日使用可能

設計の初期段階からTSSの採用を決定していただき、トイレを周囲より高く配置したため、ポンプなど

の動力を使わず無電力にて稼働しています。

消化槽
土壌処理

貯留槽

トイレ

消化槽

土壌処理

9



秋ヶ瀬公園 処理水質試験結果
平成10年12月9日

使用直後
平成27年10月15日

利用集中時
平成27年11月24日

利用集中後
平成28年2月3日
気温低下時

pH 10.3 7.7 7.6 7.7

SS (mg/L) <10 <5 <5 <5

BOD (mg/L) 4.8 1.7 0.8 1

全窒素 (mg/L) 48 59 96 89

NH4-N (mg/L) 48 0.7 <0.1 <0.1

NO2-N (mg/L) <0.1 0.4 1.1 0

NO3-N (mg/L) 0.12 58 90 87

T-P (mg/L) <0.2 <0.1 <0.1 <0.1

Cl－ (mg/L) 220 74 91 94

色度 (度) 透視度30以上 <5 <5 <5

大腸菌群数 (個/cm3) <30 <30 <30 0

電気伝導率 (mS/m) 130 160 150

TOC (mg/L) 0.9 0.9 1

※水洗トイレの原水BOD（原単位）は260mg/L、合併浄化槽の放流基準は20mg/L以下です。
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ソロモン諸島
平成25年度アジア水環境改善モデル事業【環境省】

ガダルカナル島ホニアラ市にあるセント・ニコラス校とマタニコ川沿いの公衆トイレの２箇所に設置し

ました。

AUSTRALIA

協力企業・団体

日本・ソロモン友好協会

埼玉県

日本環境衛生センター

オリジナル設計
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セント・ニコラス校
現地の施工業者と協働し工事を進め、トイレの汚水処理施設が完成しました。

原水BOD 355mg/L

処理水BOD 9.0mg/L

BOD除去率は97.4％

（合併浄化槽の放流基準は20mg/L以下）
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マタニコサイト

マタニコサイト公衆トイレでは使用料を徴収し、維持管理を行っています。

（設計上は1日100人が利用可能。）

「最も綺麗な公衆トイレ」として現地新聞
（Sunday Star News）に掲載されました。

1SBD＝12.95JPY（2020年10月）

トイレ： 5SBD

シャワー： 5SBD

携帯電話充電： 5SBD
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政府広報「トイレ事例集」
平成２８年２月 政府広報｜内閣官房 全ての女性が輝く社会づくり推進室のトイレ事例集としてＴＳＳ
汚水処理施設が紹介されました。
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インド（JICA案件化調査）

国際協力機構（JICA）による平成28年度中小企業海外展開支援事業～案件化調査に「インド国における

環境配慮型トイレ普及案件化調査（インド）」が採択されました。

平成28年11月 首都デリーにパイロットプラントを建設、平成29年2月首都デリーに
於いてJICAが支援する「環境に優しい排水処理システムセミナー」を開催致しました。

協力企業・団体

埼玉県

日本環境衛生センター

オリジナル設計

イースクエア
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インド（JICA普及・実証事業）

国際協力機構（JICA）による平成29年度中小企業海外展開支援事業～普及・実証事業に「インド国環境配慮型トイ

レの導入にかかる普及・実証事業」が採択されました。（外務省ODA案件）

インド国の問題

• 汚水処理システムの機能不全と不足

• 未処理汚水により感染された表流水・地下水による水系感染症が増加

• 伝統や社会的背景による屋外排泄・汚泥不法投棄などの低い衛生意識

無放流

電力は不要

簡易な維持管理

耐久性が高い

Taisei
Soil
System

見込まれる成果

• 現地政策の実現へ向けた分散型汚水処理システムとして、TSSの有用性・優位性

が実証される。

• TSSの導入により、水系感染症の減少が実証される。

• 野外排泄や汚泥不法投棄の減少など衛生意識の醸成を通じた現地政策の実現に寄与

する。

協力企業・団体

米子市

日本環境衛生センター

オリジナル設計

イースクエア
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インド（JICA普及・実証事業）
インド国環境配慮型トイレの導入にかかる普及・実証事業の内容

Varanasi Muzaffarnagar

用途
ガンジス川流域の
公衆トイレ

大学の学生寮

汚水量 4.0m3/日 8.0m3/日

使用人数 200人（トイレのみ） 160人（雑排水込み）

消化槽占有面積 6.5m×2.0m 12.3m×2.0m

土壌処理占有面積 12.2m×8.8m 18.2m×11m

総工事費 5,087,000 INR 9,191,000 INR

位置情報
デリーより飛行機で

2.5時間
デリーより車で３時間

人口 1,435,113人 494,792人
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インド Varanasi

2019年4月、Varanasiの公衆トイレに設置致しました。

JICAが設置した既設の公衆トイレ

レンガを使った消化槽（2018年9月着工）

隣接した小学校 完成後の確認

現地パートナーによる水質検査2019年4月完成
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インド Muzaffarnagar

2020年3月、Shri Ram Collegeの学生寮の排水処理施設が完成しました。

大学入り口

現場に設置された看板

学長と覚書を締結 土木部の学生と測量

大学教授と維持管理の打合せ消化槽施工
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地方から日本中へ、そして世界へ
機能を足し算することによる

他社との差別化

流れない

電気が無い

ポンプ！

ソーラー！

バクテリア！

自然流下！

土壌菌！

機能を引き算することによる他社との差別化

シンプルで維持管理が容易

持続可能な汚水処理

土地が無い

無理なものは無理！

土地が無い

SDGs・BOPビジネスへ
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世界へ

無放流⇒ゼロエミッション

無電力⇒カーボンニュートラル



大成工業とSDGs
大成工業は、SDGsの「６．安全な水とトイレを世界中に」を軸に、衛生教育と女性雇用創出にも取り

組んでいきます。

• 野外での排泄を無くす。

• 不潔をコントロールする。

• 感染症を減らす。

衛生教育
• コミュニティトイレの清潔を保つ。

• TSSの維持管理を行う。

女性雇用創出

積極的にSDGsに参画します。
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大成工業とSDGs

大成工業は、国際協力機構（JICA）からJICA-SDGsパートナー認定証をいただいています。

コロナ禍のため、工期を2022年12月まで延長 2012年1月14日内閣府地方創生事務局主催の「地方創

生SDGs国際フォーラム」での事例紹介
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大成工業ととっとりSDGs

大成工業は、とっとりSDGsパートナーに登録しています。

とっとりSDGsパートナー制度とは？

鳥取県内のSDGsに取り組む個人、企業又は団体様にパー

トナーとして登録していただく制度です。

「とっとりSDGsパートナー」制度に参画していただくこ

とにより、SDGsを鳥取県と共に推進し、SDGsのゴール達

成に資することを目的とします。

2021/09現在、285団体が登録しています。

（鳥取県ホームページより https://www.pref.tottori.lg.jp/293339.htm）
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地方創生とSDGs

大成工業は、SDGsに積極的に取り組みます。

2020/12/23 公益財団法人 とっとり県

民活動活性化センター様主催のオンラ

インセミナーで事例報告を行いました。
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2020/12/19 山陰合同銀行から講師をお招

きして「SDGsの本質とビジネス～SDGs

ウォッシュにならないために」と題した社

内研修を行いました。

2020/8/19 ESG投資に詳しいコンサルタ

ントをお招きし、地元金融機関、企業、

県庁職員をはじめ約40名の方々に「SDGs

導入セミナー」を開催しました。



地方創生とSDGs

大成工業は、SDGsに積極的に取り組みます。
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2021/2/1

私立北斗中学２年生の授業で県内企業の

SDGs事例報告を行いました。

北斗中学は2021年４月にSDGs宣言を行

われています。

2021/10/25,26

米子市立福生中学校と弓ヶ浜中学校の生徒たちが文化祭でSDGsについて発表するた

め弊社の取り組みを取材にきてくれました。



最後に…

Taisei Kougyou will

protect the global 

environment

with its no-discharge

wastewater treatment 

technology

and promote hygiene 

education

for children around 

the world.

大成工業は

汚水の無放流処理技術を用いて

地球環境を守り、

世界の子ども達のために

衛生教育を推進しています。
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ご質問等は遠慮なく…

取締役
TSS事業部部長

〒６８３－０８０４
鳥取県米子市米原６丁目１５番３７号
TEL （0859）32-1137
FAX （0859）32-1140 
E-mail  matsumoto@tasiei-kg.co.jp
URL     http://www.taisei-kg.co.jp

松 本 安 弘
Matsumoto Yasuhiro
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https://8card.net/virtual_cards/ImmFeLs

d_JTwtx8RP7tF9w_26282669110

メディアでの紹介資料はこちら

mailto:matsumoto@tasiei-kg.co.jp
http://www.taisei-kg.co.jp/
https://8card.net/virtual_cards/ImmFeLsd_JTwtx8RP7tF9w_26282669110
http://www.taisei-kg.co.jp/up/tss_media.pdf

