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検討目的
１．
1. 検討目的
下水処理場は水
・資源・熱が集約される場であり，
下水処理場は水・資源・熱が集約される場であ
これらを農業へ利用促進することで地域の活性化等
り，これらを農業へ利用促進することで地域の活性
に貢献することが期待されている。
化等に貢献することが期待されている。
「バイオマス活用推進基本計画」においては，平成
「バイオマス活用推進基本計画」においては，平
成年
37（令和
年（令和
7 年）までに下水道汚泥の
85％（平
37
7 年）
までに下水道汚泥の 85％（平成
26
成 26 年度：約
63％）を利用することが目標として
年度：約
63％）を利用することが目標として掲げら
掲げられているとともに，下水処理場でバイオマス
れているとともに，下水処理場でバイオマスとの混
との混合利用等を通じたバイオマス活用を推進して
合利用等を通じたバイオマス活用を推進している。
いる。また，平成
28 年には，生産性革命プロジェ
また，平成
28 年には，生産性革命プロジェクトとし
クトとして
「下水道イノベーション～
“日本産資源”
て「下水道イノベーション～“日本産資源”創出戦略
創出戦略～」が選定され，下水汚泥から得られるエ
～」
が選定され，下水汚泥から得られるエネルギーや
ネルギーや肥料等を「日本産資源」として位置付け
肥料等を「日本産資源」として位置付けた。これは，
た。これは，資源を発電や農業などに活用し，輸入
資源を発電や農業などに活用し，輸入に頼るエネル
に頼るエネルギーの地産地消や農業の生産性向上に
ギーの地産地消や農業の生産性向上に貢献すること
貢献することを目的としており，平成
32 年（令和
を目的としており，平成
32 年（令和 2 年）までに下
2 年）までに下水汚泥のエネルギー・農業利用率を
水汚泥のエネルギー・農業利用率を
H29 年度時点の
H29
年度時点の
31％（バイオガス
15%，汚泥燃料
･
31％（バイオガス 15%，汚泥燃料･焼却廃熱利用等 7%，
焼却廃熱利用等
7%，農業利用
10%）から約
40％に
農業利用 10%）から約 40％に向上させること等を目
向上させること等を目標としている。さらに，気候
標としている。
さらに，気候変動による渇水リスクの
変動による渇水リスクの懸念など，再生水の更なる
懸念など，再生水の更なる利用も期待されている。
利用も期待されている。
本業務では，下水道資源の農業利用にあたり，想定
本業務では，下水道資源の農業利用にあたり，想
される課題や効果を調査し，全国的な導入可能性及
定される課題や効果を調査し，全国的な導入可能性
び更なる促進方策を検討した。
及び更なる促進方策を検討した。

図－1 検討内容
図－１
検討内容

３．検討結果

3.

検討結果
3.1 現状の下水道バイオマスリサイクル率の試算
下水道事業においてコスト低減は重要な項目であ
3.1
現状の下水道バイオマスリサイクル率の試算
る。
現状の把握のため，
現在は汚泥の農業利用が行わ
下水道事業においてコスト低減は重要な項目であ
れていないが将来的に導入を検討している処理場へ
る。現状の把握のため，現在は汚泥の農業利用が行
のヒアリングを行い，経済性の面からバイオマスリ
われていないが将来的に導入を検討している処理場
サイクル率のポテンシャル試算を行った。
へのヒアリングを行い，経済性の面からバイオマス
リサイクル率のポテンシャル試算を行った。

(1) 調査対象の選定
(a)
一次選定
(1) 調査対象の選定
下水汚泥の農業利用の可能性のある処理場として，
(a)
一次選定
「条件①：処理人口
3,000 人以上 100,000 人以下，
下水汚泥の農業利用の可能性のある処理場として，
「条件①：処理人口
3,000 人以上 100,000 人以下，
条件②：汚泥量当たりの処分費単価＋運搬費単価
条件②：汚泥量当たりの処分費単価＋運搬費単価
20,000
円以上，条件③：バイオマス利用されていな
２．検討内容
検討内容
20,000
円以上，条件③：バイオマス利用されてい
い」
の全てに該当し，
小規模かつ脱水汚泥を委託処分
今回の検討内容の概要を図－1 に示す。なお，本検
ない」の全てに該当し，小規模かつ脱水汚泥を委託
今回の検討内容の概要を図－１に示す。なお，本
しているため処分費が高額になっている 143 処理場
討は国土交通省の受諾業務として令和元年度に実施
処分しているため処分費が高額になっている
143 処
検討は国土交通省の受諾業務として令和元年度に実
を抽出した（
「平成 28 年度 下水汚泥等の資源有効
した。
理場を抽出した（「平成 28 年度
施した。
利用状況に関する調査」より）
。 下水汚泥等の資源
有効利用状況に関する調査」より）。
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(b)二次選定
(b)
二次選定
(b) 二次選定
一次選定された処理場を対象としてアンケート形
一次選定された処理場を対象としてアンケート形
(b)
二次選定
一次選定された処理場を対象としてアンケート形
式により，現行の汚泥処分方法に対する課題認識や
式により，現行の汚泥処分方法に対する課題認識や
一次選定された処理場を対象としてアンケート形
式により，現行の汚泥処分方法に対する課題認識や
(b)
二次選定
下水汚泥の農業利用に向けた検討への意向を確認し
下水汚泥の農業利用に向けた検討への意向を確認し
式により，現行の汚泥処分方法に対する課題認識や
下水汚泥の農業利用に向けた検討への意向を確認し
た。その結果，導入可能性検討のための情報提供な
一次選定された処理場を対象としてアンケート形
た。
その結果，導入可能性検討のための情報提供など
下水汚泥の農業利用に向けた検討への意向を確認し
どへの協力が得られる処理場
4 箇所を検討対象とし
た。その結果，
導入可能性検討のための情報提供など
式により，現行の汚泥処分方法に対する課題認識や
への協力が得られる処理場
4 箇所を検討対象として
た。その結果，導入可能性検討のための情報提供など
て選定した（A～D処理場）
処理場）
。選定された処理場の処
下水汚泥の農業利用に向けた検討への意向を確認し
への協力が得られる処理場
4。選定された処理場の処理
箇所を検討対象として
選定した（A～D
への協力が得られる処理場
4 箇所を検討対象として
理場概要を表－１，汚泥処分状況を表－２に示す。
た。その結果，処理場）
導入可能性検討のための情報提供など
選定した（A～D
。選定された処理場の処理
場概要を表－1，
汚泥処分状況を表－2
に示す。
また，
選定した（A～D
処理場）
。選定された処理場の処理
また，4
処理場の重金属含有量を調査した結果，い
への協力が得られる処理場
4
箇所を検討対象として
場概要を表－1，
汚泥処分状況を表－2
に示す。
また，
4場概要を表－1，
処理場の重金属含有量を調査した結果，
いずれも農
汚泥処分状況を表－2
に示す。
また，
ずれも農業利用に問題ない濃度であることが確認さ
選定した（A～D
処理場）
。選定された処理場の処理
業利用に問題ない濃度であることが確認された。
4 処理場の重金属含有量を調査した結果，
いずれも農
4 処理場の重金属含有量を調査した結果，
いずれも農
れた。
場概要を表－1，
汚泥処分状況を表－2 に示す。
また，
業利用に問題ない濃度であることが確認された。
業利用に問題ない濃度であることが確認された。
4 処理場の重金属含有量を調査した結果，
いずれも農
表－1 選定処理場の概要
業利用に問題ない濃度であることが確認された。
(H30年度)／ 選定処理場の概要
流入実績表－１
処理場名
水処理方式
汚泥処理方式
表－1
選定処理場の概要
表－1
(日最大)選定処理場の概要
現有処理能力
※

※

※

※
流入実績 (H30年度)／
(H30年度)／
A処理場 流入実績
838／3,100
処理場名
処理場名
※
※
(日最大)
現有処理能力
(日最大)
現有処理能力

OD法
水処理方式
水処理方式

表－1 選定処理場の概要

濃縮・脱水
汚泥処理方式
汚泥処理方式
・搬出処分

濃縮・脱水
濃縮・脱水
濃縮・脱水
OD法OD法
標準活性汚泥法
・搬出処分
・搬出処分
・搬出処分
水処理方式
汚泥処理方式
現有処理能力 (日最大) 凝集剤添加型ステップ流入多段 濃縮・脱水
濃縮・脱水
濃縮・脱水
C処理場
4,149／8,200
B処理場
B処理場16,512／45,000
16,512／45,000
標準活性汚泥法
標準活性汚泥法
濃縮・脱水
硝化脱窒法
急速ろ過法 ・搬出処分
・搬出処分
・搬出処分
A処理場
838／3,100
OD法
・搬出処分
濃縮・脱水
凝集剤添加型ステップ流入多段
濃縮・脱水
凝集剤添加型ステップ流入多段
濃縮・脱水
D処理場
9,177／15,000
標準活性汚泥法
C処理場 4,149／8,200
4,149／8,200
C処理場
濃縮・脱水
・搬出処分
硝化脱窒法
急速ろ過法 ・搬出処分
・搬出処分
硝化脱窒法
急速ろ過法
B処理場
16,512／45,000
標準活性汚泥法
・搬出処分
3
※流入実績等の単位は[m /日]
濃縮・脱水
濃縮・脱水
D処理場 9,177／15,000
9,177／15,000
標準活性汚泥法
D処理場
凝集剤添加型ステップ流入多段
濃縮・脱水
標準活性汚泥法
・搬出処分
C処理場
4,149／8,200
・搬出処分
硝化脱窒法 急速ろ過法
・搬出処分
3
3
/日]
※流入実績等の単位は[m
※流入実績等の単位は[m /日]
濃縮・脱水
D処理場
9,177／15,000
標準活性汚泥法
・搬出処分
運搬単価
※
B処理場
16,512／45,000
A処理場
A処理場 838／3,100
838／3,100
(H30年度)／
流入実績
処理場名
※

表－2 汚泥処分状況（平成 30 年度）

表－2
汚泥処分状況（平成
30 年度）
表－2
汚泥処分状況（平成
30
[円/t]年度）
処分単価計
3

脱水汚泥量
処分単価
/日]
※流入実績等の単位は[m
最終処分方法

処理場名

[t/年]

[円/t]

( ):運搬距離
運搬単価

[円/t]

処分費
[千円]

表－３

処理場名

経済性算定結果
表－3 経済性算定結果
表－3 経済性算定結果
コンポスト
脱水汚泥量
処分単価[円/t]
表－3 経済性算定結果
※1,2
処理単価

コンポスト
[t/年]
（処分費＋運搬費）
脱水汚泥量
処分単価[円/t]
[円/t]※1,2
コンポスト
処理単価
脱水汚泥量
処分単価[円/t]
[t/年]
※1,2 （処分費＋運搬費）
表－3
経済性算定結果
処理単価
[円/t]69,924 （処分費＋運搬費）
[t/年] 188
31,320
[円/t](223)
コンポスト
69,924
脱水汚泥量
処分単価[円/t]
188
31,320
A処理場
※1,2
69,924
処理場名
18,493
(223) （処分費＋運搬費）
188 処理単価
31,320
A処理場
[t/年]
2,310
21,904
B処理場
(223)
(84)
[円/t]
18,493
2,310
21,904
B処理場
18,493
28,549
69,924
(84)
2,310
21,904
B処理場
898
28,411
C処理場
188
31,320
A処理場
(84)
(100)
(223)
28,549
898
28,411
C処理場
28,549
17,365
18,493
(100)
898
28,411
C処理場
2,410
29,935
D処理場
2,310
21,904
B処理場
(100)
(58)
(84)
17,365
17,365
2,410
29,935
※1：ｺﾝﾎﾟｽﾄ処理単価は建設費年価(補助控除)＋維持管理費を
D処理場
28,549
2,410
29,935
D処理場
(58)
898
28,411
C処理場
(58)
脱水汚泥量で除して算出
(100)
※1：ｺﾝﾎﾟｽﾄ処理単価は建設費年価(補助控除)＋維持管理費を
※2：(
)内は運搬費を含む処分単価として100とした比率
※1：ｺﾝﾎﾟｽﾄ処理単価は建設費年価(補助控除)＋維持管理費を
17,365
脱水汚泥量で除して算出
2,410
29,935
D処理場
脱水汚泥量で除して算出
(58)
80,000
※2：(
)内は運搬費を含む処分単価として100とした比率
※2：(
)内は運搬費を含む処分単価として100とした比率
※1：ｺﾝﾎﾟｽﾄ処理単価は建設費年価(補助控除)＋維持管理費を
70,000
80,000
脱水汚泥量で除して算出
80,000
60,000
※2：( )内は運搬費を含む処分単価として100とした比率
70,000
処理場名
処理場名
A処理場

コンポスト処理単価（円/ｔ）
コンポスト処理単価（円/ｔ）
コンポスト処理単価（円/ｔ）
コンポスト処理単価（円/ｔ）
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70,000
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80,000
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60,000
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50,000
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30,000
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40,000
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20,000
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30,000
30,000
10,000
40,000
20,000
20,000
0
30,000
10,000 0
10,000
20,000
0 0
10,0000 0

500
500

0

500

[km]
運搬単価
表－２
汚泥処分状況（平成
30年度）
年度） 処分費
表－2
汚泥処分状況（平成
30
脱水汚泥量 処分単価 [円/t][円/t]
処分単価計
最終処分方法
脱水汚泥量 処分単価
処分単価計 処分費

y = 1.15E+06x‐0.538
R² = 0.9976
‐0.538
1.15E+06x‐0.538
y y==1.15E+06x
0.9976
R²R²==0.9976

500

1,000

y = 1.15E+06x‐0.538
R² = 0.9976
1,500
2,000

脱水汚泥量（t/年）
1,000
1,500
2,000
1,000
1,500
2,000

2,500

3,000

2,500
2,500

3,000
3,000

2,500

3,000

脱水汚泥量（t/年）
脱水汚泥量（t/年）
図－2
脱水汚泥量とコンポスト処理単価
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図－２
脱水汚泥量とコンポスト処理単価
図－2 脱水汚泥量とコンポスト処理単価
脱水汚泥量とコンポスト処理単価
脱水汚泥量（t/年）
図－2
(b) コストのポテンシャルの試算
図－2 脱水汚泥量とコンポスト処理単価
現在バイオマス利用していない下水汚泥を対象に，
(b)
コストのポテンシャルの試算
(b)
コストのポテンシャルの試算
2,000t/年で約
20,000 円/t という算定結果となった。
今後緑農地利用が可能な潜在汚泥量を算定した。下
現在バイオマス利用していない下水汚泥を対象に，
現在バイオマス利用していない下水汚泥を対象に，
(b)
コストのポテンシャルの試算
水道管理者の視点として，汚泥処分単価（運搬費含
今後緑農地利用が可能な潜在汚泥量を算定した。下
今後緑農地利用が可能な潜在汚泥量を算定した。下
(b)コストのポテンシャルの試算
現在バイオマス利用していない下水汚泥を対象に，
む）がコンポスト処理単価よりも高い場合に潜在的
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表－4 全国での利用可能量推計結果
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121,175
49 100 24,235
1.0%3.2% では，下水汚泥の肥料利用について経済性以外に，
390,024
78,005
～20t/日
高い高い
上述の通り，経済性の面以外でも下水汚泥由来の
品質の向上が期待されることが紹介されている。
ｺﾝﾎﾟｽﾄより
①循環型社会の推進への貢献や②土壌や農作物の
ｺﾝﾎﾟｽﾄ×1.2
肥料の利用を促進しバイオマスリサイクル率の向上
1-2 2-1
3.2%0.6%
～20t/日
67,343 100 26 78,005
13,469
～10t/日 390,024
上述の通り，経済性の面以外でも下水汚泥由来の
高い
より高い
味・品質の向上が期待されることが紹介されてい
方策を有すことが分かる。
ｺﾝﾎﾟｽﾄ×1.2
肥料の利用を促進しバイオマスリサイクル率の向上
2-1 2-2 ｺﾝﾎﾟｽﾄ×1.2～10t/日
26 71 13,469
0.6%2.5%
307,249
61,450
～20t/日 67,343
る。
より高い
より高い
方策を有すことが分かる。
ｺﾝﾎﾟｽﾄ×1.2
※脱水汚泥は含水率80%として算定
上述の通り，経済性の面以外でも下水汚泥由来の
2-2
307,249
71
61,450
2.5%
～20t/日
3.2 汚泥肥料の導入方策に関するヒアリング
より高い
肥料の利用を促進しバイオマスリサイクル率の向上
※脱水汚泥は含水率80%として算定
全国での導入可能性を経済性の観点から検討する 3.2 経済性の面では汚泥肥料の利活用拡大に限界があ
汚泥肥料の導入方策に関するヒアリング
方策を有すことが分かる。
と，
現状の緑農地利用率は
1.0～3.2%増のポテンシャ
る。
ここでは，下水汚泥を農業利用への導入に向けた
全国での導入可能性を経済性の観点から検討する
経済性の面では汚泥肥料の利活用拡大に限界があ
ルを有していることが推計された。
経済性の面から， る。
さらなる方策を調査するため，農業従事者および汚
と，
現状の緑農地利用率は 1.0～3.2%増のポテンシャ
ここでは，下水汚泥を農業利用への導入に向けた
汚泥固形物量として約 61 千 DS-t が見込まれる。こ
3.2 汚泥肥料の導入方策に関するヒアリング
全国のバイオマスリサイクル率を向上させるために
泥肥料製造者へヒアリングを実施した。
ルを有していることが推計された。
経済性の面から， さらなる方策を調査するため，農業従事者および汚
れは全国の下水汚泥発生量の 2.5% に相当する。
経済性の面では汚泥肥料の利活用拡大に限界があ
は比較的規模の大きな施設の方が有利であり，比較 泥肥料製造者へヒアリングを実施した。
全国のバイオマスリサイクル率を向上させるために
全国での導入可能性を経済性の観点から検討する
る。ここでは，下水汚泥を農業利用への導入に向け
的規模の大きなコンポスト施設で成功事例を積み上
(1) 調査対象の選定
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たさらなる方策を調査するため，農業従事者および
げていくことが重要と考えられる。なお，本検討では (1) 調査対象の選定
下水汚泥の農業利用可能性のある農業従事者に
的規模の大きなコンポスト施設で成功事例を積み上
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下水汚泥の農業利用可能性のある農業従事者に
から，全国のバイオマスリサイクル率を向上させる
目であるため，バイオマス利用にあたってはユーザ
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目であるため，バイオマス利用にあたってはユーザ
・
「再生と利用」
（日本下水道協会）における汚泥肥料
り，比較的規模の大きなコンポスト施設で成功事例
下水汚泥の農業利用可能性のある農業従事者につ
・
「下水道統計」
（日本下水道協会）のコンポスト施設
ー側の需要の確保についても検討の必要がある。
等の事例紹介地域
を積み上げていくことが重要と考えられる。なお， いて，次の地域を候補とした。
(3) その他バイオマスリサイクル率の向上方策
を保有及び汚泥有効利用用途が“肥料”の処理場
・
「下水道統計」
（日本下水道協会）
のコンポスト施設
本検討では生産者である下水道管理者側の費用面が
・
「再生と利用」
（日本下水道協会）における汚泥肥
経済性以外にバイオマスリサイクルを向上させる
(3)
その他バイオマスリサイクル率の向上方策
を保有及び汚泥有効利用用途が“肥料”の処理場
主な検討項目であるため，バイオマス利用にあたっ
料等の事例紹介地域
方策を考える。
“下水道由来肥料の利活用マニュアル
なお，
「BISTRO 下水道」への取り組み事例を広く
経済性以外にバイオマスリサイクルを向上させる
てはユーザー側の需要の確保についても検討の必要
・「下水道統計」（日本下水道協会）のコンポスト施
～施肥量をどのように決めるのか～
2019
年
3
月
日
紹介していくため，国交省が発行したパンフレット
方策を考える。
“下水道由来肥料の利活用マニュアル
なお，
「BISTRO 下水道」への取り組み事例を広く
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(3)“窒素・リン酸の肥効が化学肥料と同等あるいはそ
その他バイオマスリサイクル率の向上方策
れ以上”であることや“化学肥料の代替肥料として極 育ちで豊かな食生活を～（平成
て，“下水道資源を活用して栽培した作物”全国マッ
“窒素・リン酸の肥効が化学肥料と同等あるいはそ
30 年 12 月）
」におい
経済性以外にバイオマスリサイクルを向上させる
なお，
「BISTRO 下水道」への取り組み事例を広く
めて有望である”
ことが述べられている。
実際，
下水
プに記載されていない地域を優先的に抽出した。
方策を考える。
“下水道由来肥料の利活用マニュア
紹介していくため，国交省が発行したパンフレット
れ以上”
であることや
“化学肥料の代替肥料として極
て，“下水道資源を活用して栽培した作物”全国マッ
道由来肥料が持続的に行われている地域ケースも多
ル～施肥量をどのように決めるのか～2019
年 下水
3 月 「地域が元気になる！
BISTRO 下水道～じゅんかん育
めて有望である”
ことが述べられている。実際，
プに記載されていない地域を優先的に抽出した。
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日本下水道新技術機構”では，下水道由来肥料につ
ちで豊かな食生活を～（平成
30 年 12 月）
」において，
道由来肥料が持続的に行われている地域ケースも多
いて“窒素・リン酸の肥効が化学肥料と同等あるい “下水道資源を活用して栽培した作物”全国マップ
数有している。
3
はそれ以上”であることや“化学肥料の代替肥料と
に記載されていない地域を優先的に抽出した。
して極めて有望である”ことが述べられている。実 3
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(2) 農業従事者や汚泥肥料製造者へのヒアリング
(2) 農業従事者や汚泥肥料製造者へのヒアリング
調査対象箇所は過年度調査において個人農業従事
調査対象箇所は過年度調査において個人農業従事
者へのヒアリングであったことや，農業利用の拡大
者へのヒアリングであったことや，農業利用の拡大
を図るためには大規模事業場での利用増加が必要で
を図るためには大規模事業場での利用増加が必要で
あることから，汚泥肥料の大口利用者や肥料のエン
あることから，汚泥肥料の大口利用者や肥料のエン
ドユーザーとの接点をもつ汚泥肥料製造者を中心に
ドユーザーとの接点をもつ汚泥肥料製造者を中心に
抽出した。
抽出した。
候補先地域の下水道管理者（自治体）に対し，調
候補先地域の下水道管理者（自治体）に対し，調査
査の趣旨を説明し，協力いただける農業従事者等を
の趣旨を説明し，協力いただける農業従事者等を紹
紹介頂いた。ヒアリング対象先を表－５に示す。
介頂いた。ヒアリング対象先を表－5 に示す。

表－5 ヒアリング対象先
表－５
ヒアリング対象先
属性

ヒアリング先

摘要

農業従事者

aファーム ｇ市製造の汚泥肥料を利用する大口需要者

農業従事者

bファーム ｇ市製造の汚泥肥料を利用する大口需要者

炭素が多いと土の中に空気が入りやすいと思わ
・炭素窒素比が 6％で炭素が含まれていることで，炭
れ，特に大根などの根菜によいと感じている。
素が多いと土の中に空気が入りやすいと思われ，
特に大根などの根菜によいと感じている。
(c)他の ( 下水汚泥由来肥料を利用していない ) 農
家との情報交換について
(c) 他の(下水汚泥由来肥料を利用していない)農家
・生産農作物の種類が共通の農家で集まることはあ
との情報交換について
る。肥料等の使い方等のノウハウについては，
“何
・生産農作物の種類が共通の農家で集まることはあ
を使っているか，どのように使っているか”は話
る。肥料等の使い方等のノウハウについては，“何
す農家と話さない農家がいる。
を使っているか，どのように使っているか”は話す
・組合への入会募集とともに，組合単位で汚泥肥料
農家と話さない農家がいる。
に関する講習会を地域開催している。他農家と話
・組合への入会募集とともに，組合単位で汚泥肥料
しても，汚泥肥料に偏見を持たれることは無い。
に関する講習会を地域開催している。他農家と話
・若手の農家は臭気を毛嫌いし，使用しないことが
しても，汚泥肥料に偏見を持たれることは無い。
実情と感じる。
・若手の農家は臭気を毛嫌いし，使用しないことが
実情と感じる。
(d)
下水汚泥由来肥料をより広く使ってもらうため

に必要なこと
(d)
下水汚泥由来肥料をより広く使ってもらうため
・現在
15kg の小袋で販売されているが，処理場で
農業従事者
ｄクラブ ｈ地域の下水汚泥を肥料化・利用する大口需要者（団体）
に必要なこと
のトラックへの積み込み・積み下ろしが大変なた
農業従事者
ｅ氏
ｉ市製造の汚泥肥料を利用する個人農家
・現在
15kg の小袋で販売されているが，処理場での
め，フレコンバッグが使えるとよい。
肥料製造者（企業）
ｆ社
ｊ市汚泥を原料とした汚泥由来肥料製造者
トラックへの積み込み・積み下ろしが大変なため，
・取りに行く時間と手間がないのが一番の理由。農
肥料製造者（自治体）
g市
汚泥肥料（乾燥汚泥）を製造
フレコンバッグが使えるとよい。
家の近くに平積みされていたらみんな取りに来る
・取りに行く時間と手間がないのが一番の理由。農
と思う（そのために場所を提供する人はいるだろ
家の近くに平積みされていたらみんな取りに来る
う）
。処理場まで片道 1 時間半はかかるので，人
(3) ヒアリング結果
と思う（そのために場所を提供する人はいるだろ
(3)
ヒアリング結果
件費に換算すると割に合わない。
ヒアリングの主な結果を以下に示す。
う）
。処理場まで片道 1 時間半はかかるので，人件
ヒアリングの主な結果を以下に示す。
・他の農家より，臭気が強く，街中だと苦情が来る
費に換算すると割に合わない。
と聞く。汚泥肥料は撒いてすぐは臭気もあるが，
(a) 下水汚泥由来肥料を使い始めたきっかけ
(a)下水汚泥由来肥料を使い始めたきっかけ
1 日経つと臭いは薄くなると感じるが，散布後に
・他の農家より，
臭気が強く，街中だと苦情が来ると
・近所の農業者が利用しており，汚泥肥料を使うと
・近所の農業者が利用しており，汚泥肥料を使うと
土をかぶせるなどで対処している。
聞く。汚泥肥料は撒いてすぐは臭気もあるが，1 日
甘みが出るなど，評判が良いため試しに使用した。
甘みが出るなど，評判が良いため試しに使用した。 ・汚泥肥料の価格も，年間で数千袋だと数十万円と
経つと臭いは薄くなると感じるが，散布後に土を
・地元自治体が無料で汚泥肥料を配布しており知る
・地元自治体が無料で汚泥肥料を配布しており知る
なり，他のバイオマス（牛糞堆肥や刈草）は無料
かぶせるなどで対処している。
ことができた。
ことができた。
で入手出来ているので，特別安いとは感じられな
・汚泥肥料の価格も，年間で数千袋だと数十万円と
・下水道事業の PR「下水道の日」に試供品が配布さ
・下水道事業の PR「下水道の日」に試供品が配布
い。
なり，他のバイオマス（牛糞堆肥や刈草）は無料で
れており知ることができた。下水汚泥肥料を使う
されており知ることができた。下水汚泥肥料を使
・梱包状態について，
大規模農場では肥料を約
1.5t
入手出来ているので，
特別安いとは感じられない。
ことで循環型社会につながればと思い使い始めた。
うことで循環型社会につながればと思い使い始め
使用するため，500kg
程度のフレコンバックで受
・梱包状態について，
大規模農場では肥料を約 1.5t 使
た。
渡しができるレベルでないと実用的でない。
用するため，500kg 程度のフレコンバックで受渡し
(b) 下水汚泥由来肥料を継続利用している理由
・肥料散布の自動化が既に運用されているため，散
ができるレベルでないと実用的でない。
・安いことが第一に挙げられる。化成肥料との比較
(b)下水汚泥由来肥料を継続利用している理由
布機器への配慮（梱包状態・大きさ）も必要。
・肥料散布の自動化が既に運用されているため，散
で価格は 20 倍安価であり，施肥量は汚泥肥料が 5
・安いことが第一に挙げられる。化成肥料との比較
・使用例の説明や
PR が必要と考える。具体的には，
布機器への配慮（梱包状態・大きさ）も必要。
倍程度である（＝実質 1/4 のコスト）
。
で価格は 20 倍安価であり，施肥量は汚泥肥料が
農作物ごとの専用肥料的な物も多いので，専用肥
・使用例の説明や PR が必要と考える。具体的には，
・成分に窒素・リンが入っていることはポイント。た
5 倍程度である（＝実質 1/4 のコスト）。
料なのか汎用肥料なのか，どのような土壌，農作
農作物ごとの専用肥料的な物も多いので，専用肥
だし，カリが少ないのが気になる。
・成分に窒素・リンが入っていることはポイント。
形態に適しているかなどが考えられる。
料なのか汎用肥料なのか，どのような土壌，農作形
・施肥量の削減ができている。
ただし，カリが少ないのが気になる。
態に適しているかなどが考えられる。
・牛糞堆肥と混ぜて使っている。土壌改良材という
・施肥量の削減ができている。
(e)下水汚泥由来肥料の安全性について
認識で味を出すためにブレンドしている。
・牛糞堆肥と混ぜて使っている。土壌改良材という
・特別気にしてはいないが，重金属の分析結果が明
(e) 下水汚泥由来肥料の安全性について
・雑草が生えない点が助かる。
認識で味を出すためにブレンドしている。
示されていると安心する。
・特別気にしてはいないが，重金属の分析結果が明
・使用すると，
味が美味しくなることや，
化成肥料と
・雑草が生えない点が助かる。
・重金属は心配事項の 1 つ。果樹のブランド化を
示されていると安心する。
一緒に入れることで効きが長持ちするなど，個人
・使用すると，味が美味しくなることや，化成肥料
行っているので，安全性が不安になれば辞める。
・重金属は心配事項の
1 つ。果樹のブランド化を行
的に手ごたえを感じている。
と一緒に入れることで効きが長持ちするなど，個
・特に意識はしていない（安全であることは周知さ
人的に手ごたえを感じている。
れているという意味）。
4
・炭素窒素比が 6％で炭素が含まれていることで，
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ｃ組合

ｈ地域の下水汚泥を肥料化・利用する大口需要者（団体）
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・下水汚泥から作る肥料は大きく乾燥汚泥肥料と汚
泥コンポストに分かれるが，これらの使い方が異
なる。これを踏まえたうえで，農業部局と連携し
て利用方法のマニュアルを作成し技術指導をして
いくことも行ってはどうか。
(f) その他
2019 年度 下水道新技術研究所年報
・農家としてもよい製品はお金をかけてでも手に入
・最初，
「汚泥肥料」と聞くと液状のドロドロした形
(f)その他
く，
コストをかけてでもよいものにしていくべき。
れたいと考える。汚泥肥料も無料にするのではな
態だと思った。
・最初，
「汚泥肥料」と聞くと液状のドロドロした
・安全性を全面的に
PR する段階から肥料の効果や
く，コストをかけてでもよいものにしていくべき。
・地元自治体農家の多くは，使いたいと思っている
形態だと思った。
コストに関する効果をアピールする段階に進んで
・安全性を全面的に PR する段階から肥料の効果や
と感じるが，使いたくても取りに行けない（人手が
・地元自治体農家の多くは，使いたいと思っている
いると感じる。しかし，安全性に関するデータの
コストに関する効果をアピールする段階に進んで
ない，高齢化）というのが実状だと思う。
と感じるが，使いたくても取りに行けない（人手
計測は怠らず説明を求められた際にはいつでも提
いると感じる。しかし，安全性に関するデータの
がない，高齢化）というのが実状だと思う。
示できるように準備をしておくべきである。
計測は怠らず説明を求められた際にはいつでも提
結果を整理すると，①肥料の使用方法や利用事例
っているので，安全性が不安になれば辞める。
・特に意識はしていない（安全であることは周知さ
れているという意味）
。

紹介をアピールすべき，②安全性を示すことは重要
結果を整理すると，①肥料の使用方法や利用事例
である，③利用を検討する際に肥料形状や梱包状態
紹介をアピールすべき，②安全性を示すことは重要
による手間が影響するなどの意見があった。
である，③利用を検討する際に肥料形状や梱包状態
以上より，使用するメリットに経済性の意見は一
による手間が影響するなどの意見があった。
定数有しているものの，コストだけに囚われない理
以上より，使用するメリットに経済性の意見は一
由で継続利用されていることが分かる。一方，汚泥肥
定数有しているものの，コストだけに囚われない理
料の販売方法や物理的な運搬方法で普及が阻害され
由で継続利用されていることが分かる。一方，汚泥
使用を断念されていることが分かる。
肥料の販売方法や物理的な運搬方法で普及が阻害さ
れ使用を断念されていることが分かる。
3.3 農業利用の促進に向けた意見交換の実施
(1) 概要
3.3 農業利用の促進に向けた意見交換の実施
下水汚泥の農業利用推進に向けた意見交換会とし
(1) 概要
て「第 13 回 BISTRO 下水道戦略チーム会合」運営
下水汚泥の農業利用推進に向けた意見交換会とし
補助を行った。当会合においては地方公共団体職員
て「第 13 回 BISTRO 下水道戦略チーム会合」運営
等の下水道事業関係者や農業従事者を対象に地方公
補助を行った。当会合においては地方公共団体職員
共団体，農業従事者および学識者による取り組み紹
等の下水道事業関係者や農業従事者を対象に地方公
介を行い優良事例の共有を図るとともに，講演者お
共団体，農業従事者および学識者による取り組み紹
よび聴講者からの意見集約を実施した。
介を行い優良事例の共有を図るとともに，講演者お

示できるように準備をしておくべきである。
(3) セミナーに関するアンケート結果
セミナー参加者を対象にアンケートを実施した。
(3)
セミナーに関するアンケート結果
結果の一部を紹介する。

セミナー参加者を対象にアンケートを実施した。
結果の一部を紹介する。
(a)参加者について（回答数 41）
地方自治体が 10 団体，民間の下水道関係者の参
(a) 参加者について（回答数 41）
加が 24 社と大部分を占めた。農業従事者の参加は
地方自治体が 10 団体，民間の下水道関係者の参加
少ないが肥料メーカー等の民間事業者からの参加は
が 24 社と大部分を占めた。農業従事者の参加は少な
見られた。食品産業からの参加は無かった（図－４）。
いが肥料メーカー等の民間事業者からの参加は見ら
れた。食品産業からの参加は無かった（図－4）
。

よび聴講者からの意見集約を実施した。

・日程：2019 年 11 月 27 日（水）
・場所：公益社団法人
・日
程：2019 年 11 月 日本下水道協会
27 日（水）
・参加者：72
名
・場 所：公益社団法人 日本下水道協会
（下水道関係
45 名，農業関係 13 名，他 14 名）
・参加者：72
名
図－４ セミナー参加者の所属する団体
・議題：①農業者による汚泥肥料の活用事例，
（下水道関係 45 名，
農業関係 13 名，
他②公共
14 名）
図－4 セミナー参加者の所属する団体
における汚泥肥料利用の取組紹介，
③汚泥の
・議 題：
①農業者による汚泥肥料の活用事例，②
農業利用に向けた関係者の連携方策
（パネル
公共における汚泥肥料利用の取組紹介，
(b)BISTRO
(b)BISTRO 下水道の取組について（回答数
下水道の取組について（回答数 41）
41）
ディスカッション）
③汚泥の農業利用に向けた関係者の連携
「知っている」28
「名前程度は知っていた」が
「知っている」28名，
名，
「名前程度は知っていた」が
※会合終了後に参加者へアンケートを実施
方策（パネルディスカッション）
55 名と，セミナー参加者の多くは
下水道の取
名と，セミナー参加者の多くはBISTRO
BISTRO
下水道の
※会 合終了後に参加者へアンケートを
り組みについて知っているという回答であった。
取り組みについて知っているという回答であった。
(2) 講演会の主な意見
実施
(c)下水汚泥肥料の使用状況
（農業従事者
・農業は地域資源を利用することが重要であり，飼
(c) 下水汚泥肥料の使用状況
（農業従事者 回答数
回答数4）
4）
(2)料も肥料も輸入に頼っている現状は問題視される。
講演会の主な意見
全回答が「現在も使っており今後も使いたい（2
全回答が
「現在も使っており今後も使いたい
（2 名）
」
・農業は地域資源を利用することが重要であり，飼
名）」「今は使っていないが将来的に使ってみたいと
下水汚泥は貴重な地域資源であるということをア
「今は使っていないが将来的に使ってみたいとい（2
料も肥料も輸入に頼っている現状は問題視され
い（2 名）」といった前向きに使用したい旨の回答
ピールしていくことが共感を得ることにつながり
名）
」といった前向きに使用したい旨の回答であった。
る。下水汚泥は貴重な地域資源であるということ
であった。
利用促進につながるのではないか。
をアピールしていくことが共感を得ることにつな
5 (d)下水汚泥肥料を使ってみた感想
がり利用促進につながるのではないか。
・下水汚泥から作る肥料は大きく乾燥汚泥肥料と汚
各成分に対して，「満足・普通・不満」の 3 段階
泥コンポストに分かれるが，これらの使い方が異
で評価する形とした。
なる。これを踏まえたうえで，農業部局と連携し
肥料成分は“満足”という回答が半数を超えた。
て利用方法のマニュアルを作成し技術指導をして
また他の項目は“普通”という回答があるものの，
いくことも行ってはどうか。
普段使用する肥料と遜色なく利用できていると言え
・農家としてもよい製品はお金をかけてでも手に入
る。また，臭気や肥料の扱いやすさに関しては不満
れたいと考える。汚泥肥料も無料にするのではな
も見られた（図－５）。
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肥料成分は“満足”という回答が半数を超えた。ま
た他の項目は“普通”という回答があるものの，普段
使用する肥料と遜色なく利用できていると言える。
また，臭気や肥料の扱いやすさに関しては不満も見
られた（図－5）
。
2019 年度 下水道新技術研究所年報
(d) 下水汚泥肥料を使ってみた感想
各成分に対して，
「満足・普通・不満」の 3 段階で
評価する形とした。
肥料成分は“満足”という回答が半数を超えた。ま
た他の項目は“普通”という回答があるものの，普段
使用する肥料と遜色なく利用できていると言える。
また，臭気や肥料の扱いやすさに関しては不満も見
られた（図－5）
。
図－５
下水汚泥肥料を使ってみた感想
図－5 下水汚泥肥料を使ってみた感想

図－6 BISTRO 下水道戦略チーム会合 会場写真
3.4 今後の促進方策について
農業従事者および汚泥肥料製造者へヒアリングや
BISTRO 下水道戦略チーム会合を踏まえると，肥料ユ
ーザーの中には経済面を優先する利用者だけでなく，
品質を優先する利用者も多い。今後はコンポスト製
品にも適正な価格設定を行い，品質を重視する利用
者をターゲットとして PR 活動をしていくことが，持
図－６
BISTRO下水道戦略チーム会合
下水道戦略チーム会合 会場写真
会場写真
図－6 BISTRO
続的な汚泥肥料の活用サイクルを確立させるための

ポイントになると考えられる。
3.4 今後の促進方策について
(e) 下水汚泥肥料を使っていない理由（回答数 4）
(e)下水汚泥肥料を使っていない理由（回答数 4）
く，品質を優先する利用者も多い。今後はコンポス
農業従事者および汚泥肥料製造者へヒアリングや
下水汚泥を原料とした肥料について，現在使用し
下水汚泥を原料とした肥料について，現在使用し
ト製品にも適正な価格設定を行い，品質を重視する
４．
BISTRO まとめ
下水道戦略チーム会合を踏まえると，肥料ユ
ていない参加者を対象にすると「存在を知らなかっ
ていない参加者を対象にすると「存在を知らなかっ
利用者をターゲットとして PR 活動をしていくこと
ーザーの中には経済面を優先する利用者だけでなく，
た」
「利用することによるイメージが気になる」
「使用
緑農地利用施設の導入事例を元に肥料化を検討す
た」「利用することによるイメージが気になる」「使
が，持続的な汚泥肥料の活用サイクルを確立させる
品質を優先する利用者も多い。今後はコンポスト製
に際して情報収集中」
「量が多く，施肥作業が手間」 べき自治体の損益分岐点を算出し，潜在的なバイオ
用に際して情報収集中」
「量が多く，施肥作業が手間」 ためのポイントになると考えられる。
品にも適正な価格設定を行い，品質を重視する利用
が理由であった。
マスリサイクル率（緑農地利用）の増加ポテンシャル
が理由であった。
者をターゲットとして
活動をしていくことが，
持
を検討した結果，最大 PR
3.2%の増加（H29
は 10%）が
まとめ
続的な汚泥肥料の活用サイクルを確立させるための
図－5
下水汚泥肥料を使ってみた感想
(f)
今後取り上げてほしいテーマ（回答数41）
41）
見込めると推計された。
(f)今後取り上げてほしいテーマ（回答数
ポイントになると考えられる。
“汚泥の肥料利用”が 21
名と最も多く，次いで“事
下水汚泥の農業利用導入に向けた方策等について
“汚泥の肥料利用”が
21 名と最も多く，次いで“事
緑農地利用施設の導入事例を元に肥料化を検討す
(e) 下水汚泥肥料を使っていない理由（回答数
4）
業スキームや事業生産性”が
18
名と，次回の希望テ
農業従事者や汚泥肥料製造者へヒアリングを実施し
業スキームや事業生産性”が 18 名と，次回の希望
べき自治体の損益分岐点を算出し，潜在的なバイオ
下水汚泥を原料とした肥料について，現在使用し
ーマが確認できた。
た結果，①肥料の使用方法や利用事例紹介が知りた
テーマが確認できた。
マスリサイクル率（緑農地利用）の増加ポテンシャ
４．
まとめ
ていない参加者を対象にすると「存在を知らなかっ
い，②安全性を示すことが第一，
③肥料形状や梱包状
ルを検討した結果，最大
3.2% の増加（H29
は 10%）
た」
「利用することによるイメージが気になる」
「使用
緑農地利用施設の導入事例を元に肥料化を検討す
(g)
今回の会合全体の感想（回答数
40）
態による手間が利用判断に影響する，といった声が
(g)今回の会合全体の感想（回答数 40）
が見込めると推計された。
に際して情報収集中」
「量が多く，施肥作業が手間」
べき自治体の損益分岐点を算出し，潜在的なバイオ
今回の会合全体を通しての感想について，全ての
聞かれた。
また，意見交換会で先進事例の取組み紹介
今回の会合全体を通しての感想について，全ての
下水汚泥の農業利用導入に向けた方策等について
が理由であった。
マスリサイクル率
（緑農地利用）の増加ポテンシャル
回答が「大変参考になった」
「参考になった」であり
や意見交換を行った成果を元に，広報資料への反映
回答が「大変参考になった」
「参考になった」であ
農業従事者や汚泥肥料製造者へヒアリングを実施し
を検討した結果，最大
3.2%の増加（H29 は 10%）が
盛況であったと考えられる。
が待たれるところであり，今後の農業利用の拡大を
り盛況であったと考えられる。
た結果，①肥料の使用方法や利用事例紹介が知りた
(f) 今後取り上げてほしいテーマ（回答数 41）
見込めると推計された。
期待するものである。
い，②安全性を示すことが第一，③肥料形状や梱包
“汚泥の肥料利用”が
21
名と最も多く，次いで“事
下水汚泥の農業利用導入に向けた方策等について
本会合では下水道管理者，
農業従事者，学識者が参
肥料ユーザーの中には品質を優先する利用者も多
本会合では下水道管理者，農業従事者，学識者が
状態による手間が利用判断に影響する，といった声
業スキームや事業生産性”が
18
名と，次回の希望テ
農業従事者や汚泥肥料製造者へヒアリングを実施し
加した意見交換会により，先進的な取組事例の紹介
い。今後はコンポスト製品にも適正な価格設定を行
参加した意見交換会により，先進的な取組事例の紹
が聞かれた。また，意見交換会で先進事例の取組み
ーマが確認できた。
た結果，①肥料の使用方法や利用事例紹介が知りた
や汚泥の農業利用に向けた連携方策を討論すること
い，品質を重視する利用者をターゲットとして PR 活
介や汚泥の農業利用に向けた連携方策を討論するこ
紹介や意見交換を行った成果を元に，広報資料への
い，
②安全性を示すことが第一，③肥料形状や梱包状
とで，汚泥肥料の
PR 方法の相互理解を深めた（図
で，
汚泥肥料の PR 方法の相互理解を深めた
（図－6）
動をしていくことがポイントになると考えられる。
。 反映が待たれるところであり，今後の農業利用の拡
(g) 今回の会合全体の感想（回答数
40）
態による手間が利用判断に影響する，といった声が
－６）
。
大を期待するものである。
今回の会合全体を通しての感想について，全ての
聞かれた。
また，意見交換会で先進事例の取組み紹介
肥料ユーザーの中には品質を優先する利用者も多
●この検討を行ったのは
●この検討に関するお問い合わせは
回答が「大変参考になった」
「参考になった」であり
や意見交換を行った成果を元に，広報資料への反映
3.4
今後の促進方策について
い。今後はコンポスト製品にも適正な価格設定を行
研究第一部長
小川
文章
研究第一部長
小川 文章
盛況であったと考えられる。
が待たれるところであり，今後の農業利用の拡大を
農業従事者および汚泥肥料製造者へヒアリングや
い，品質を重視する利用者をターゲットとして
PR
研究第一部副部長
後藤 雅子
研究第一部副部長
後藤 雅子
期待するものである。
BISTRO
下水道戦略チーム会合を踏まえると，肥料
活動をしていくことがポイントになると考えられ
研究第一部研究員
奥 友晃 学識者が参
研究第一部研究員
奥 友晃
本会合では下水道管理者，
農業従事者，
肥料ユーザーの中には品質を優先する利用者も多
ユーザーの中には経済面を優先する利用者だけでな
る。
加した意見交換会により，先進的な取組事例の紹介
い。今後はコンポスト製品にも適正な価格設定を行
6
や汚泥の農業利用に向けた連携方策を討論すること
い，品質を重視する利用者をターゲットとして PR 活
で，汚泥肥料の PR 方法の相互理解を深めた（図－6）
。 動をしていくことがポイントになると考えられる。
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●この検討を行ったのは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部研究員
●この検討を行ったのは
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●この検討に関するお問い合わせは
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小川 文章
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後藤 雅子
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●この検討に関するお問い合わせは
研究第一部長
小川 文章
6
研究第一部副部長
後藤 雅子
研究第一部研究員
奥
友晃

―138―

133～038_●09_下水道資源の農業利用等促進.indd138

03/01/2216:59:31

