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下水道施設のエネルギー拠点化
案件形成支援

││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

1.

3.

研究目的

「循環型社会形成推進基本計画」（平成 25 年 5 月
閣議決定）では，バイオマス系循環資源について，
「肥料化など地域内で循環利用する取組を支援す
る。」とされている。下水汚泥のバイオマス資源と
しての活用割合は約 26% にとどまっている。一方，
地域には生ごみ，剪定枝，河川堤防の刈草等のバイ
オマスが存在しており，これらを個々に利用するよ
り，既存の下水処理場を活用して集約・利活用を行
うことで資源・エネルギー回収量が増加し，下水道
事業経営の改善にも資する場合が多いと考えられ
る。しかしながら，下水処理場の既存ストックへの
地域バイオマス受入事例は，平成 29 年 10 月時点で
全国で 9 件にとどまっており，今後このような下水
道施設のエネルギー拠点化の取組を一層推進してい
く必要がある。
本業務は，地方公共団体等と協力して下水処理場
における地域バイオマスの受入に向けた課題を把握
し，その解決方策を検討することにより下水道施設
のエネルギー拠点化を目指すことを目的とする。

2.

研究方法

本研究では，国土交通省水管理・国土保全局下水
道部の政策支援として検討調査を行った。
研究は，地方公共団体等への情報提供を行うため
の既存の取組状況調査と，実際に自治体を訪問して
協働して課題解決を目指す拠点化案件形成支援から
構成された。

研究内容

3.1 既存の取組状況調査
3.1.1 対象市町
既存の取組状況調査は実績のある次の 9 市町を対
象とした。
・ 北海道北広島市
・ 北海道恵庭市
・ 石川県珠洲市
・ 石川県中能登町
・ 富山県黒部市
・ 愛知県豊橋市
・ 兵庫県神戸市
・ 新潟県新潟市
・ 栃木県鹿沼市
3.1.2 調査方法
調査は，既往資料による調査と現地を訪問しての
ヒアリング調査を実施した。
調査内容は次の通りである。
・ 地域バイオマスの概要
・ 下水処理施設及びバイオマス関連施設の概要
・ 取組の検討経緯
・ 取組における課題及び解決方策
・ 導入後の効果・影響
・ その他・自治体担当者の感想など
3.1.3 調査結果
（1）北海道北広島市
北広島市は下水汚泥と他のバイオマス（家庭系・
事業系生ごみ，し尿・浄化槽汚泥等）を集約・混合
処理するバイオマス混合調整棟を下水処理センター
敷地内に建設した。下水汚泥と家庭系生ごみを混合
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処理する，全国初の施設として知られている。（平
成 23 年 1 月稼働）
（2）北海道恵庭市
恵庭市は家庭系及び事業系生ごみを受け入れ，下
水汚泥，し尿・浄化槽汚泥と合わせた集約混合処理
を開始した事例である。従来よりも消化ガス発生量
を大幅に増大させ，マイクロガスタービンによる発
電や暖房ボイラの燃料としてエネルギーの有効活用
を図っている。家庭系の生ごみの共同処理及びバイ
オガス発電も行う施設としては全国初の施設として
知られている。（平成 24 年 9 月稼働）
（3）石川県珠洲市
珠洲市は事業系生ごみを受け入れ，下水汚泥，し
尿・浄化槽汚泥と合わせた集約混合処理を開始した
事例である。消化ガスは脱水ケーキの乾燥用の燃料
及び消化槽の加温用としてエネルギーの有効活用を
図っている。下水処理場として，し尿・浄化槽汚泥
以外の地域バイオマスを受け入れたメタン発酵施設
としては全国初の施設として知られている。（平成
19 年 8 月稼働）
（4）石川県中能登町
中能登町は小規模下水処理場に適した効率的で低
コストのメタン発酵システムである「いしかわモデ
ル」を適用した第 1 号の施設である。「いしかわモ
デル」は複数の下水処理場から発生する汚泥を脱水
汚泥で集約することで運搬コストの縮減を図るとと
もに，し尿やその他の地域バイオマスを一カ所の処
理場に集約し，混合メタン発酵を行うことにより，
メタン発酵槽の小型化やガス発生量の増大を図るこ
とができる。（平成 30 年 10 月稼働）
（5）富山県黒部市
黒部市は PFI 事業による下水道バイオマスエネル
ギー利活用施設の第 1 号である。食品廃棄物（近隣
の工場から出るコーヒー粕）に加え，農集排汚泥，
浄化槽汚泥を地域バイオマスとして回収，メタン発
酵を行っている。さらに，直投型ディスポーザーを
積極的に推進して，下水道を活用した生ごみの収集
も行い，メタンガスの発生量の増加に寄与している。
（平成 23 年 5 月稼働）
（6）愛知県豊橋市
豊橋市は PFI 事業による下水道バイオマスエネル
ギー利活用施設であり，VFM55％と大きなコスト削
減が果たせた事業である。豊橋市の人口 37 万人を
超える規模で，家庭系生ごみを分別回収し，高い回
収率を達成しているところは特筆すべき成果であ
る。（平成 29 年 10 月稼働）
（7）兵庫県神戸市
神戸市は国土交通省下水道革新的技術実証事業
（B-DASH プロジェクト）に採択された「再生可能エ
ネルギー生産・革新的技術実証研究」として行われ
た事業であり，本研究のサブタイトルである「KOBE

グリーン・スイーツプロジェクト」として有名であ
る。グリーンとは木質系バイオマスを示し，スイー
ツとは洋菓子工場の多い神戸市にちなんだ食品製造
系バイオマスを示す。実証事業が終了した後，自主
研究として食品製造系バイオマスの受入を継続して
いる。実証事業の詳細は，「バイオガスを活用した
効果的な再生可能エネルギー生産システム導入ガイ
ドライン（案）」にまとめられている。（実証期間：
平成 23 年 8 月～平成 24 年 3 月，平成 24 年 6 月～
平成 25 年 3 月，自主研究期間：平成 25 年 4 月～）
（8）新潟県新潟市
新潟市は刈草を地域バイオマスとして下水処理場
で受け入れメタン発酵している唯一の事例である。
新潟市では平成 19 年度に，「バイオマスタウン構
想」，「新潟市下水道中期ビジョン」を策定し，下水
処理場も活用した未利用バイオマスの利活用を推進
しており，刈草以外にも食品廃棄物やし尿，農集排
汚泥の活用も検討している。（平成 28 年 6 月刈草受
入）
（9）栃木県鹿沼市
鹿沼市は官民連携事業として進められ，事業系生
ごみを受け入れ，メタン発酵させている事例であ
る。バイオガス発電事業の一環として取組まれてい
る。また，汚泥の肥料化，燃料化への取組として，
B-DASH プロジェクト「脱水乾燥システムによる下
水汚泥の肥料化，燃料化技術実証研究」が行われた。
（平成 27 年 6 月稼働）
3.1.4 考察
（1）自治体毎の受入バイオマスの種類，その目的と
効果
自治体毎に，下水処理場で受け入れている地域バ
イオマスの種類を表－１に示す。
家庭系生ゴミを受け入れている自治体は 3 例あ
は 2 例ある。生ゴミの中では、事業系生ゴミの
受入れが比較的取組みやすいものと考えられる。
表－１
表－１ バイオマスの種類
バイオマスの種類
自治体

①他の下 ②農集排
水処理場 処理施設
の汚泥
汚泥

生ゴミ（食品廃棄物）
③し尿

④浄化槽
汚泥

一般廃棄物

北広島市

○（※１） ○（※２） ○（※２）

○

○

恵庭市

○

○

○

○

○

（※３）

○

○

中能登町 ○（※５） ○（脱水）

○

○

○（※６）

○

○

○

黒部市
珠洲市

豊橋市

○（濃縮）

（※4）
○

⑧刈草

○（コーヒー粕）
○

○

○（厚揚げ、魚肉）

○
（※７）

○

新潟市

⑨
剪定枝
間伐材

○

神戸市
鹿沼市

⑦産業廃棄物

⑤家庭系 ⑥事業系

（※８）

○
○

（※１）南幌町から受け入れ（浄化槽汚泥と合わせて回収）

（※１）南幌町から受け入れ（浄化槽汚泥と合わせて回収）
（※２）市と３町（南幌町、長沼町、由仁町）のし尿・浄化槽汚泥を受け入れ
（※２）市と３町（南幌町，長沼町，由仁町）のし尿・浄化槽汚泥を受け
（※３）直投型ディスポーザーにて回収
入れ
（※４）濃縮汚泥での受け入れを実施していたが、平成28年度末で公共下水道に統合されたため、平成29年度以降の
（※３）直投型ディスポーザーにて回収
受入はない
（※５）町内3処理場の脱水汚泥と、1処理場の濃縮汚泥を受け入れ
（※４）
濃 縮汚泥での受け入れを実施していたが，平成 28 年度末で公共
（※６）１処理場の未濃縮汚泥と１処理場の濃縮汚泥を受け入れ
下水道に統合されたため，平成 29 年度以降の受入はない
（※７）B-DASH実証事業で廃棄酒、調理残渣、食品工場排出設備の脱水汚泥を受入れ、自主研究を継続中
（※５）町内
3 処理場の脱水汚泥と，1 処理場の濃縮汚泥を受け入れ
（※８）B-DASH実証事業で間伐材を受入れ、自主研究では受入れ無し
（※６）1 処理場の未濃縮汚泥と 1 処理場の濃縮汚泥を受け入れ
（※７）B-DASH 実証事業で廃棄酒，調理残渣，食品工場排出設備の脱水
汚泥を受入れ，自主研究を継続中
（※８）B-DASH
実証事業で間伐材を受入れ，自主研究では受入れ無し
地域バイオマスを受け入れることの共通の目
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いる。脱水機は更新のタイミングに合わせ実施
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受入はない
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されている例も見られる。
得られる。それに加え、地域バイオマスを受け
（※５）町内3処理場の脱水汚泥と、1処理場の濃縮汚泥を受け入れ
（※６）１処理場の未濃縮汚泥と１処理場の濃縮汚泥を受け入れ
表－２ 下水処理場の概要
下水処理場の概要
り，事業系生ゴミを受け入れている自治体は
6 例あ
表－２
入れることによる効果としては以下に示す通り、
新潟市

○

（※１）南幌町から受け入れ（浄化槽汚泥と合わせて回収）

（※７）B-DASH実証事業で廃棄酒、調理残渣、食品工場排出設備の脱水汚泥を受入れ、自主研究を継続中

（※８）B-DASH実証事業で間伐材を受入れ、自主研究では受入れ無し
る。
食品廃棄物を受け入れている自治体は 2 例ある。
それぞれのバイオマスで特徴がある。
生ゴミの中では，事業系生ゴミの受入れが比較的取
組みやすいものと考えられる。
地域バイオマスを受け入れることの共通の目
①他の下水処理場の汚泥、②農集排処理施設汚
地域バイオマスを受け入れることの共通の目的は
的は「下水道ストックの有効活用」であり、共
泥 ⇒ 汚泥処理施設の集約化により、施設更新
「下水道ストックの有効活用」であり，共通の効果
通の効果として「バイオガスの発生量増加」が
建設費の低減、維持管理費の低減効果が得られ
として「バイオガスの発生量増加」が得られる。そ
得られる。それに加え、地域バイオマスを受け
る。
れに加え，地域バイオマスを受け入れることによる
入れることによる効果としては以下に示す通り、
③し尿、④浄化槽汚泥 ⇒ 汚水処理施設の集約
効果としては以下に示す通り，それぞれのバイオマ
それぞれのバイオマスで特徴がある。
化により、し尿処理施設の施設更新建設費の低
スで特徴がある。
減、維持管理費の低減効果が得られる。（下水

※1
※2

各年下水道統計より
各年下水道統計より

日平均処理水量／現有処理能力

（３）事業方式
自治体毎の事業方式を表－３に示す。
廃棄物関連の施設は当初、国土交通省補助事業
に該当がなかったため、環境省等の補助事業を活
用するために、受入バイオマスの計画量で事業費
※
各年下水道統計より
※11 各年下水道統計より
を按分するなど、双方の省との調整が必要であっ
※22
各年下水道統計より
日平均処理水量／現有処理能力
※
各年下水道統計より
日平均処理水量／現有処理能力
たが、現在は、下水道施設であれば、国土交通省
（３）事業方式
補助事業で対応できるようになっている。
表－３
表－３ バイオマス利活用設備の事業形態
バイオマス利活用設備の事業形態
自治体毎の事業方式を表－３に示す。

①他の下水処理場の汚泥、②農集排処理施設汚
部門としては、手数料収入が得られる。）
①他の下水処理場の汚泥，②農集排処理施設汚泥
⑤家庭系生ごみ、⑥事業系生ごみ
⇒ 燃やすゴ
泥
⇒ 汚泥処理施設の集約化により、施設更新
⇒建設費の低減、維持管理費の低減効果が得られ
汚泥処理施設の集約化により，施設更新建設費
補助事業
ミの減量化によるゴミ焼却場・最終処分場の延
廃棄物関連の施設は当初、国土交通省補助事業
自治体
事業方式
国交省
環境省
防衛省
の低減，維持管理費の低減効果が得られる。
命化が図れる。燃やすゴミの水分量低減による
る。
に該当がなかったため、環境省等の補助事業を活
○
○
北広島市
公設公営（DB）
③し尿，④浄化槽汚泥
⇒⇒汚水処理施設の集約化に
焼却補助燃料使用量の削減や発電している場合
③し尿、④浄化槽汚泥
汚水処理施設の集約
用するために、受入バイオマスの計画量で事業費
○
○
恵庭市
公設公営（DB）（H32発電事業をPFI予定）
より，し尿処理施設の施設更新建設費の低減，維持
は、発電量の増加も見込める。（下水部門とし
○
黒部市
PFI（BTO方式、サービス購入型）
化により、し尿処理施設の施設更新建設費の低
を按分するなど、双方の省との調整が必要であっ
管理費の低減効果が得られる。
（下水部門としては，
○
○
珠洲市
公設公営
ては、手数料収入が得られる）
減、維持管理費の低減効果が得られる。（下水
たが、現在は、下水道施設であれば、国土交通省
中能登町 公設公営（発電以外）、民設民営（発電）
○
手数料収入が得られる。
）
⑦産業廃棄物 ⇒ 資源の地産地消が図れる。排
部門としては、手数料収入が得られる。）
補助事業で対応できるようになっている。
PFI（BTO、
○
豊橋市
⑤家庭系生ごみ，⑥事業系生ごみ
⇒ 燃やすゴミの
サービス購入型＋独立採算型の混合型）
出者にとっては運搬費の低減のメリットがあ
⑤家庭系生ごみ、⑥事業系生ごみ ⇒ 燃やすゴ
表－３
バイオマス利活用設備の事業形態
神戸市
B-DASH実証事業
減量化によるゴミ焼却場・最終処分場の延命化が図
り、自治体にとっては手数料収入が得られる。
補助事業
ミの減量化によるゴミ焼却場・最終処分場の延
○
鹿沼市
官民共同事業
自治体
事業方式
れる。燃やすゴミの水分量低減による焼却補助燃料
国交省
環境省
防衛省
⑧刈草
⇒
5～11
月頃に発生するものであり、
○
新潟市
公設公営
命化が図れる。燃やすゴミの水分量低減による
○
○
北広島市
公設公営（DB）
使用量の削減や発電している場合は，発電量の増加
夏季の消化ガス発生量減少の補完になる。特に
焼却補助燃料使用量の削減や発電している場合
○
○
恵庭市 公設公営（DB）（H32発電事業をPFI予定）
も見込める。
（下水部門としては，手数料収入が得
合流式処理場など、消化ガス発生量の季節変動
（４）取組の検討経緯
は、発電量の増加も見込める。（下水部門とし
○
黒部市
PFI（BTO方式、サービス購入型）
られる）
するなど，双方の省との調整が必要であったが，現
が大きい場合は、発電設備への供給ガス量が安
○
○
珠洲市
公設公営
下水処理場やバイオマスの関連施設の状況か
ては、手数料収入が得られる）
⑦産業廃棄物
⇒
資源の地産地消が図れる。排出者
在は，下水道施設であれば，国土交通省補助事業で
中能登町
公設公営（発電以外）、民設民営（発電）
○
定するため、発電設備の稼働率を上げることが
ら、本事業への取組のきっかけを整理した。
⑦産業廃棄物
⇒ 資源の地産地消が図れる。排
PFI（BTO、
にとっては運搬費の低減のメリットがあり，自治体
対応できるようになっている。
○
豊橋市
できる。
し尿・浄化槽汚泥を受け入れている自治体は、
サービス購入型＋独立採算型の混合型）
出者にとっては運搬費の低減のメリットがあ
にとっては手数料収入が得られる。
神戸市
B-DASH実証事業
⑨間伐材、剪定枝 ⇒ 発酵残渣が脱水助剤の役
し尿処理場の老朽化がきっかけであり、家庭系生
り、自治体にとっては手数料収入が得られる。
○
鹿沼市
官民共同事業
⑧刈草 ⇒ 5～11 月頃に発生するものであり，夏季 （4）取組の検討経緯
⑧刈草 ⇒ 5～11 月頃に発生するものであり、
○
新潟市
公設公営
の消化ガス発生量減少の補完になる。特に合流式処 3
下水処理場やバイオマスの関連施設の状況から，
夏季の消化ガス発生量減少の補完になる。特に
理場など，消化ガス発生量の季節変動が大きい場合
本事業への取組のきっかけを整理した。
合流式処理場など、消化ガス発生量の季節変動
（４）取組の検討経緯
は，発電設備への供給ガス量が安定するため，発電
し尿・浄化槽汚泥を受け入れている自治体は，し
が大きい場合は、発電設備への供給ガス量が安
下水処理場やバイオマスの関連施設の状況か
設備の稼働率を上げることができる。
尿処理場の老朽化がきっかけであり，家庭系生ごみ
定するため、発電設備の稼働率を上げることが
ら、本事業への取組のきっかけを整理した。
⑨間伐材，剪定枝
⇒ 発酵残渣が脱水助剤の役割を
を受け入れている自治体は，最終処分場のひっ迫や
できる。
し尿・浄化槽汚泥を受け入れている自治体は、
果たすため，固形物量は増えるものの，脱水汚泥の
焼却炉の更新のタイミングで実現できている。この
⑨間伐材、剪定枝
⇒
発酵残渣が脱水助剤の役
し尿処理場の老朽化がきっかけであり、家庭系生
ケーキ含水率の低減が図れる。
ようなきっかけをつかむためには，下水部局と環境
部局の横のつながりがなければ，実現できない。お
3 互いに協議ができるような環境づくりが必要であ
（2）下水処理施設の既存施設の活用
施設の余裕能力や，受け入れバイオマス量，施設
る。
の更新時期との兼ね合いもあるが，下水処理施設の
既存施設を活用することでコスト削減効果を高くす （5）取組における課題及び解決方策
ることができる。自治体毎の消化槽と汚泥脱水機の
政策的課題としては，バイオマス量と質の確保，
状況を表－２に示す。従来消化槽の費用対効果が得
肥料，燃料利用先の確保は導入時から施設稼働後ま
られないと言われていた小規模の処理場において， で続く課題がある。
消化槽が新設となっている。脱水機は更新のタイミ
技術的課題としては，生ゴミ以外のバイオマスに
ングに合わせ実施されている例も見られる。
対しては，前処理等に対する実績が少なく，技術的
に確立できていないものがある。
（3）事業方式
自治体毎の事業方式を表－３に示す。
（6）有効利用
廃棄物関連の施設は当初，国土交通省補助事業に
自治体毎のメタン発酵により発生する汚泥とガス
該当がなかったため，環境省等の補助事業を活用す
の有効利用の状況は表－４のとおりである。
るために，受入バイオマスの計画量で事業費を按分
汚泥の利用に関して，汚泥肥料としての質を向上
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 PFI 事業者との距離感が、従来の委託とは異な
ガスの利用用途として発電を行う場合、発電効
り、距離感をつかむのが難しい。
率は最大 35%程度であるが、40％程度の熱利用が
⑦エネルギーに関して
可能であり、消化槽の加温等に利用が可能であ
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 下水道の長年の課題であった汚泥処分とエネ
る。
表－４
課題を解決することに苦労する。
ルギー問題が、両方一緒に改善できる良い事業
表－４ 有効利用の状況
有効利用の状況
✓
PFI は契約内容が膨大であり，引継ぎが難し
である。
汚泥
ガス
自治体
い。
消化槽
汚泥 発電（場 発電
ガス
 大変ではあったが面白い事業である、というの
乾燥 造粒 炭化
利用先
加温
乾燥 内利用） （FIT）
供給
✓が率直な感想である。処分するごみが資源、エ
視察が多くなる。
北広島市 ○
肥料
○
○
恵庭市
○
肥料原料、セメント原料
○
○
○
H32予定
✓ネルギーとなり有効活用できることが最大の
継続性，公的性を意識した取組が必要である。
黒部市
○ ○
肥料、ボイラ燃料
○
○
○
✓ポイントである。
PFI 事業者との距離感が，従来の委託とは異
珠洲市
○ ○
肥料
○
○
中能登町 ○ ○
肥料
一部
○
なり，距離感をつかむのが難しい。
⑧今後について
豊橋市
○
○
ボイラ燃料
○
一部
○
⑦エネルギーに関して

家庭系生ゴミの受入れも検討したい。
神戸市
集約して焼却
○
○
焼却処分（肥料、ボイラ
下水道の長年の課題であった汚泥処分とエネ
✓自治体内の横の連携ができたこともメリット
鹿沼市
○
○
○
燃料利用を検討中）
新潟市
セメント原料等
○
○
ルギー問題が，両方一緒に改善できる良い事
であり、有効に活用したい。
 市民に知ってもらうことも重要である。
業である。
✓エネルギー自立がキーワードであり、目指して
大変ではあったが面白い事業である，という
７）自治体担当者の所感や検討中の自治体へのアド
いきたい。
させるため，以下のような工夫を行う場合がある。
のが率直な感想である。処分するごみが資源，
バイス
 更新時に補助項目が無いことが不安である。
✓ 肥料にバイオマスの発酵残渣としてビニール
エネルギーとなり有効活用できることが最大
①施設の計画、運営に関連する内容

受け入れバイオマスの状況に合わせて、更新時
類等が残らないよう，生ごみ回収用の袋に生
のポイントである。
 バイオマスには専用の受入設備が必要であり、
には計画の見直しも必要である。
分解性プラスチックを活用している。
⑧今後について
防食対策、防臭対策もバイオマスに合せたもの

✓ が必要である。
乾燥汚泥にふるいをかける。
✓
造粒する。
 バイオマスの受入では、初期段階でルールを徹
ガスの利用用途として発電を行う場合，発電効率
は最大 35% 程度であるが，40％程度の熱利用が可能 4
であり，消化槽の加温等に利用が可能である。
（7）自治体担当者の所感や検討中の自治体へのアド
バイス
①施設の計画，運営に関連する内容
✓ バ イオマスには専用の受入設備が必要であ
り，防食対策，防臭対策もバイオマスに合せ
たものが必要である。
✓ バイオマスの受入では，初期段階でルールを
徹底させる必要がある。
②行政に関連する内容
✓ 行 政担当者の意識を変えることが必要とな
る。
✓ 関連部署との協議については，時間の余裕を
もってあたること。
③汚泥の有効利用に関して
✓ 汚泥やガス等の利用先の確保が重要である。
✓ 農業従事者の高齢化が進んでいるため，農家
からの引き合いが減少している。
④生ごみの収集に関して
✓ 市民の分別への理解を得，収集率を上げるる
ためには，丁寧な説明を重ね，理解と協力を
得る必要がある。
⑤コストに関して
✓ 既存施設の活用と，関連施設が隣接している
ことで建設コストが低減できる。
✓ 肥料の無償配布で汚泥処分費が０になること
は自治体には大きなメリットである。
✓ PFI の活用でコスト削減できる。
⑥人に関連する内容
✓ 全国的に先進的な事業であると，様々な検討

✓ 家
 庭系生ゴミの受入れも検討したい。
✓ 自治体内の横の連携ができたこともメリット
であり，有効に活用したい。
✓ 市民に知ってもらうことも重要である。
✓ エネルギー自立がキーワードであり，目指し
ていきたい。
✓ 更新時に補助項目が無いことが不安である。
✓ 受け入れバイオマスの状況に合わせて，更新
時には計画の見直しも必要である。
3.2 エネルギー拠点化案件形成支援
（1）地域バイオマス受入を検討する地方公共団体
下水処理場における地域バイオマスの受入とあわ
せたエネルギー利用の取組を支援するため，地方公
共団体等へ，実績を有する地方公共団体職員や国土
交通省及び関係省庁職員等のコンシェルジュの派遣
を実施する「下水道エネルギー拠点化コンシェル
ジュ事業」（以下「コンシェルジュ事業」という。）
の公募が行われた。
コンシェルジュ事業を実施する地方公共団体等
は，以下の 3 つの観点を総合的に勘案して選定され
た。
✓ 応募申請書の提出があり，かつその記載内容
が十分か
✓ 地 方公共団体等の特徴や検討経緯等を踏ま
え，取組の実現可能性が高いか
✓ 日本全体で見た場合の選定地域のバランスに
偏りがないか
その結果，図－１に示す 9 件の地方公共団体がコ
ンシェルジュ事業の実施対象として選定された。
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（3）地域バイオマスの受入に係る課題と対応策
ⅰ）下水処理・汚泥処理に係る課題
①下水処理施設について
✓ 下水処理施設の余剰能力の有無は，下水道事
業の広域化・共同化や地域の関連施設の更新
時期など，中長期的に幅広い視点で見ていく
ことで，地域バイオマス受入の可能性が広が
る
✓ 地域バイオマス受入により生じる維持管理の
負担については，コスト負担の変化も含め，
地域全体でメリットがある仕組みを検討
②汚泥処理の現状について
✓ 下水汚泥の委託処分では，複数の引き取り先
確保などのリスク対策が必要。本取組は，そ
のリスク回避の一つの対策として有効
✓ 地域バイオマス受入に伴い汚泥の最終発生量
が増加するため，コスト負担の変化も含め，
図－１地域全体でメリットがある仕組みを検討
コンシェルジュ事業を実施した地方公共団体
ⅱ）地域バイオマス受入に係る課題
①地域バイオマスの選定について
（２）コンシェルジュ事業における助言の実施概要
✓各地方公共団体への助言等の実施内容を、
処理に課題を抱えているもの，現状有効利用
助言の
されていないものを整理し，検討対象とする
場への参加者、取組の実現に向けた検討のステッ
こと
プ、検討した地域バイオマス、
派遣したコンシェル

方公共団体
受入とあ
るため、地
共団体職員
ンシェルジ
ー拠点化コ
ルジュ事

3.2 エネルギー拠点化案件形成支援
（１）地域バイオマス受入を検討する地方公共団体
下水処理場における地域バイオマスの受入とあ
わせたエネルギー利用の取組を支援するため、地
方公共団体等へ、実績を有する地方公共団体職員
や国土交通省及び関係省庁職員等のコンシェルジ
ュの派遣を実施する「下水道エネルギー拠点化コ
ンシェルジュ事業」（以下「コンシェルジュ事
共団体等
業」という。）の公募が行われた。
して選定さ
コンシェルジュ事業を実施する地方公共団体等
は、以下の 3 つの観点を総合的に勘案して選定さ
の記載内
れた。
図－１
コンシェルジュ事業を実施した地方公共団体
 応募申請書の提出があり、かつその記載内
図－１ コンシェルジュ事業を実施した地方公共団体
等を踏ま
容が十分か

地方公共団体等の特徴や検討経緯等を踏ま
（2）コンシェルジュ事業における助言の実施概要
バランス
（２）コンシェルジュ事業における助言の実施概要
各地方公共団体への助言等の実施内容を，助言の
え、取組の実現可能性が高いか
各地方公共団体への助言等の実施内容を、
助言の
場への参加者，取組の実現に向けた検討のステッ

日本全体で見た場合の選定地域のバランス
共団体がコ
場への参加者、取組の実現に向けた検討のステッ
プ，検討した地域バイオマス，派遣したコンシェル
に偏りがないか
された。
プ、検討した地域バイオマス、
派遣したコンシェル
ジュについて整理した結果を図－２に示す。
その結果、図－１に示す
9 件の地方公共団体がコ
ジュについて整理した結果を図－２に示す。
ンシェルジュ事業の実施対象として選定された。

ジュについて整理した結果を図－２に示す。

処理の状況、将来計画等）

理の状況、地域バイオマスの状況、処理施設所在地、地域バイオマス発生地
※1 検討ステップ

※1

検討ステップ
1：下水処理場の現状の把握（既設施設・処理の状況、将来計画等）
1：下水処理場の現状の把握（既設施設・処理の状況，将来計画等）
用可能なバイオマスの整理、地域バイオマスを活用する場合の課題の整理、
2：地域の現状の把握（下水以外の汚水処理の状況、地域バイオマスの状況、処理施設所在地、地域バイオマス発生地
2：地域の現状の把握（下水以外の汚水処理の状況，地域バイオマスの状況，処理施設所在地，地域バイオマス発
の整理）
域、関連計画等）
生地域，関連計画等）
的に取組を進めていくために必要な情報の整理：地域バイオマス（種類・
3：地域に必要な取組の検討（地域で利活用可能なバイオマスの整理、地域バイオマスを活用する場合の課題の整理、
3：地域に必要な取組の検討（地域で利活用可能なバイオマスの整理，地域バイオマスを活用する場合の課題の整理，
な手続き・法令対応、地域との合意形成の方法、主体間の役割分担の調整）
本取組の実施に当たって関係する主体等の整理）
本取組の実施に当たって関係する主体等の整理）
の実現可能性を見極めるための情報の整理、事業採算性の見通し、取組の実
4：具体的検討に向けた情報の整理（具体的に取組を進めていくために必要な情報の整理：地域バイオマス（種類・
4：具体的検討に向けた情報の整理（具体的に取組を進めていくために必要な情報の整理：地域バイオマス（種類・
ル等の整理）
量）、既存の処理施設等への影響、必要な手続き・法令対応、地域との合意形成の方法、主体間の役割分担の調整）
量），既存の処理施設等への影響，必要な手続き・法令対応，地域との合意形成の方法，主体間の役割分担の調整）
ントメーカー、食品製造業関係団体等
5：取組の実現に向けた情報の整理 （取組の実現可能性を見極めるための情報の整理、事業採算性の見通し、取組の実
5：取組の実現に向けた情報の整理 （取組の実現可能性を見極めるための情報の整理，事業採算性の見通し，取組
現に向けた実施事項・手順・スケジュール等の整理）
の実現に向けた実施事項・手順・スケジュール等の整理）
※2 流域内の市町や組合の下水道担当者、プラントメーカー、食品製造業関係団体等
※ 2 流域内の市町や組合の下水道担当者，プラントメーカー，食品製造業関係団体等
－２ 助言等の実施内容の整理
※3 受託者：三菱総合研究所、下水道機構
※ 3 受託者：三菱総合研究所，下水道機構
5

図－２
図－２ 助言等の実施内容の整理
助言等の実施内容の整理
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✓ 各
 地域バイオマスの排出・処分実態の把握に
向け，幅広い関係者による調査が有効
②受入量・質の確保について
✓ 受 入量について，供給可能量，季節変動，将
来的な発生量の変化，消化不適物混入の影響
などの課題は，既往の事例も参考にした検討
が有効
③分別・輸送について
✓ 地域バイオマスの排出者側における分別・輸
送方法の検討においては，分別収集，機械分
別等の複数方法を検討し，地域にあった方法
を選択
✓ バイオマス収集における輸送コストを最小限
におさえるための検討が必要
✓ 直投型ディスポーザーの活用も有効
④下水処理施設への受入について
✓ 地域バイオマスの消化適合性，前処理工程や
保管場所の必要性を検討
✓ 消化後の工程へ生じる影響についても確認の
上，施設設計を検討
ⅲ）検討・協力体制の構築に係る課題
①取組を推進する体制について
✓ 下水道部局と地域バイオマス所管部局等の部
局横断的な検討体制を構築し，認識共有を行
うことにより，地域にとって有効な取組を検
討
✓ 流域下水道や広域化における拠点となる処理
場での地域バイオマス受入の場合，関係する
公共団体等の意向を確認し，有効な取組を検
討
②地域住民や事業者からの協力について
✓ 事業の円滑な実施に向け，協力が必要となる

●この研究を行ったのは
資源循環研究部長
資源循環究部副部長
資源循環研究部総括主任研究員
資源循環研究部主任研究員

石田
貴
落
修一
町田 直美
星野 正明

地域住民や民間事業者への十分な説明によ
り，取組の意義や影響範囲等について地域住
民，事業者等からの理解を得ることが重要。
ⅳ）具体的検討に向けた課題
①法手続きについて
✓ 下水処理施設，地域バイオマスの収集運搬に
関連する法制度への対応要否は，都道府県等
との前広な調整や既往の参考事例の活用で対
応
②事業性・コスト負担について
✓ 事業性を判断する上で，収益見通しの適切な
評価が必要であるが，補助制度活用も幅広く
検討するなど事業性を高める工夫も重要
✓ 地域バイオマス受入に伴う収益に対して追加
費用が上回る場合，地域の中長期的なメリッ
ト等も踏まえて各主体の費用負担を検討
③その他
✓ 具体的検討に向けて，以下の観点についても
確認・考慮することにより，取組実現の可能
性を高める（実際の運用時の役割分担，周辺
環境への配慮，取組に関する今後の相談先，
政治的要素の影響）

4.

まとめ

䚔䚔 下水処理場へ地域バイオマスを受入れている９
自治体へヒアリングを実施し，取組状況と検討
中の自治体へのアドバイスをとりまとめた。
䚔䚔 地域バイオマスの受入を検討している下水処理
場を有する 9 自治体に対して，助言等を実施し，
本取組の課題と対応策を整理した。

●この研究に関するお問い合わせは
資源循環研究部長
落
修一
資源循環究部上席研究役
石田
貴
資源循環研究部総括主任研究員 町田 直美
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
【03-5228-6541】
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