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Team E-Kansai 第４回総会 

経営理念 

会社概要 
創業     昭和30年 
従業員数  255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 インド・横浜 
 

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。 
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事業概要 
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全てははかることから始め、インフラ施設管理から薬品供給、廃棄物処理、 
コンサルティングまで”ONE-STOP”で対応 
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事業概要（分析測定） 
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微生物検査 農薬検査 アスベスト検査 

ダイオキシン分析 DNA検査 重金属検査 
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事業概要（維持管理） 
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下水処理施設 制御室 

最終処分場管理 浄化槽維持管理 

凝集剤選定ジャーテスト 

電気設備管理 

浄水場管理 
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事業概要（環境保全） 
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浚渫作業 貯水槽清掃 マンホール工事 

道路清掃 下水管調査 廃棄物処理 
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日本の主な環境法令と日吉 
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日吉の仕事の元である環境関連法令の多くは、 
日本国憲法第２５条の引用法令です。 

日本国憲法 

日吉創業 法律の申し子である日吉の起源は、 
憲法第２５条と言えます。 

衛生 公害 環境 

日吉の成長グラフ 
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事業許認可と資格者の保有数 
分野 許認可数 

1. 廃棄物関連 21 
2. 測定分析関連 21 
3. 薬品販売関連 8 
4. 下水道維持管理関連 2 
5. 浄化槽維持管理関連 9 
6. 総合ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ関連 4 
7. 特定建設業関連 6 
8. 電気工事関連 1 
9. 車両関連 2 
10. その他 4 

合計 78 

部門 延べ人数 種類 
1. 施設維持管理 614 58 
2. 工業薬品・医薬品 194 14 
3. 測定・分析 322 59 
4. 廃棄物収集運搬処理 47 11 
5. 建物総合メンテナンス 254 29 
6. その他 344 23 

合計 1775 194 

事業許認可数 資格取得者（人数及び種類） 

2013年5月現在 

8 



Team E-Kansai 第４回総会 

地域・国際貢献の主な取組み 
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1950 
衛生 

20ｘｘ 
共生 

2000 
生態 

1990 
環境 

1970 
公害 

      中国国家環境分析センターに共同実験室設立 
       日吉大賞創設 
 
                  産官学連携開始 
         海外インターン生受入開始 
     インドスピーチコンテスト開始 
 
 
    海外研修生受入れ 
 
技術者海外派遣 
    

                            東日本震災支援 
                       沖島地域活性参加 
                  渋沢栄一賞受賞 
            淡海エコフォスター加盟 
                   国内インターン生受入開始 
         ごみ収集車ペインティング開始 
    阪神淡路震災支援 
           小学校環境教育指導開始 
 
      琵琶湖富栄養化対策への石鹸運動への化学的支援 
 
 
創業 
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研修生の受入から国際化に 
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2011年マレーシアUKM大学ｹｲﾗｯｸｽ研修 

1992年 湖南省環境保護局訪問 

2004年ベトナムでの水質分析現地指導 

基本理念は“環境問題に国境なし” 
 

2002年 インド３都市巡回セミナー 
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対象 
物質 
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海外事業化戦略ツール 

ダイオキシン等のバイオセンサー 
レポーター・シーンアッセイ（ケイラックス®・CALUX®法） 

高分解能ガスクロマトグラフィー質量計（従来法） 

化学薬品 化学反応 物質量 ケミカルアッセイ 

を用いて を利用し を分析値として評価 

生物材料 生物応答 生物作用量 バイオアッセイ 

化学物質の毒性評価法 
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そして海外事業化へ 
“社会貢献活動から海外事業化へ” 
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2010年日吉インディア設立 

2010年マレーシア展示会出展 

これまで培ってきた世界中の日吉ネットワー
クを活かし、事業活動へとつなげます。すで
にインドにはHiyoshi Indiaを設立。また、経
済産業省・JICAが主催のグローバル人材育
成インターンシップやJETROの中小企業海
外進出支援事業（IGEM2010、インドミッショ

ンなど）を参加し、中国には共同実験室を開
設するなど各国における事業活動の拠点作
りを始めています。 

2012年ベトナムへの技術導入 

2011年 中国国家環境分析センターと 
共同実験室設立契約締結 
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社会貢献から海外事業化へ 
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社会貢献 
↓ 

国際協力 

社会貢献 
↓ 

国際協力 
↓ 

産学連携 

社会貢献 
↓ 

国際協力 
↓ 

インターンシップ 
↓ 

産官学連携 
共同研究 

富栄養化～ 
        化学物質 

社会貢献 
↓ 

国際協力 
↓ 

産学連携 
インターンシップ 

社会貢献 
↓ 

国際協力 
↓ 

インターンシップ 
↓ 

産官学連携研究 
↓ 

海外事業化 

1980年 

現在 
2013年 



ご清聴ありがとうございました。 

 
株式会社日吉 
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