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はじめに 

 

 

地球温暖化は海面の上昇、水や作物の不足、感染症の増加

等、深刻な影響を様々な分野において及ぼすことが指摘され

ており、早急に取り組まなければならない重要な環境問題の

一つであり、その対策として、温室効果ガス排出量削減に向

けた省エネルギーへの取組みを推進する一方、石油依存型社

会からの脱却を図る必要があります。 

私たちが生活する津山地域においても、地域資源を活用したエネルギーの確保と地域の

環境保全は大きな課題であり、平成２２年２月に「津山市地域新エネルギービジョン」を

策定し、新エネルギー導入に向けた施策の基本的な指針を示しました。このビジョンのな

かでは、新エネルギー導入施策の一つとして、有機性廃棄物によるメタン生成、発電利用

及び熱・電気の併用利用の他、燃料電池への応用等が挙げられているところです。 

そこでこの度、当市では独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の実施する

平成２２年度「地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業」の補助により、当

市の地域特性を活かしたバイオガスシステムの導入の方向性を明示することを目的とした

『津山市地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガスシステム導入可能性調

査」』をとりまとめました。 

今後、本調査を基に市民・事業者・市民団体・教育機関・市のそれぞれが協働しながら

取組みを進め、バイオガスシステムの導入を検討していきたいと考えておりますので、皆

様のご理解とご協力、そして積極的なご参画をお願いいたします。 

最後になりましたが、このビジョンの策定にあたり、ご尽力いただいた津山市地域新エ

ネルギービジョン策定委員会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査でご協力をいただき

ました事業者の皆様に心から感謝を申し上げます。 
 

 

平成２３年２月 

                         津山市長 宮 地 昭 範 
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第１章 津山市地域新エネルギービジョン（詳細ビジョン）策定の目的と意義 

 

１．津山市地域新エネルギービジョン（詳細ビジョン）策定の目的 

本市は、２００６年（平成１８年）９月に「津山市第４次総合計画」を策定し、また、２００

７年（平成１９年）３月に「津山市環境基本計画」を改訂し、循環型社会の構築を目指し、地球

温暖化防止に向けた様々な施策に取り組むこととしています。また、上記計画の理念を具現化す

るため２００８年度（平成２０年度）には「津山市バイオマスタウン構想」及び「津山市地球温

暖化対策地域推進計画」を策定し、地域特性を活かしたバイオマスの利活用を推進するとともに、

地球温暖化防止に向けて種々の自然エネルギーの利活用を推進することとしています。 

これら本市における施策の取組みを背景に、また、政府により「２０２０年（平成３２年）ま

でに温室効果ガス排出量を１９９０年（平成２年）比で２５％削減する」という高い目標が掲げ

られた状況のなか、２００９年度（平成２１年度）に「津山市地域新エネルギービジョン」を策

定し、新エネルギー導入に向けた施策の基本的な指針を示しました。このビジョンのなかで、循

環型社会の形成を目指した新エネルギー導入施策の一つとして、有機性廃棄物によるメタン生成

を示しており、メタンの熱利用、発電利用及びコージェネレーションシステムによる熱・電気の

併用利用の他、メタンを活用した燃料電池への応用等を提案しています。 

新エネルギービジョンで示した施策を展開し、新エネルギー導入事業をスムーズかつ効率的に

実施していくためには、事業実施による効果、事業実施に係るコストの検討等、詳細な事業化可

能性調査が必要です。 

津山市地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガスシステム導入可能性調査」の

策定は、上記計画の趣旨を踏まえ、有機性廃棄物によるメタンの利活用事業を円滑に実施するた

めに、原料の供給、製造施設の規模、バイオガスの需要状況等を把握・分析し、事業化に向けた

可能性について、確度の高い指針を得ることを目的とします。 

 

２．バイオガスシステム導入の意義 

（１）地球温暖化防止 
植物起源のバイオマスエネルギーは、石油等の化石燃料と違い、循環的に利用でき、地球温暖

化を防ぐ環境に優しいエネルギー源です。 
植物は光合成によって二酸化炭素を吸収して成長します。このため、燃焼する際に発生する二

酸化炭素は、植物が成長する過程で大気中から吸収した二酸化炭素の量に等しく、大気中の二酸

化炭素の量を増やしたとはみなされません。バイオマスエネルギーは、二酸化炭素を増やさない

「カーボンニュートラル」なエネルギーです。 

 

（２）エネルギー自給率の向上 
我が国ではエネルギー需要の多くを輸入された化石燃料に依存しています。エネルギー源の多

様化、リスク分散という意味からもバイオマスエネルギーの利用を広げていく必要があります。

日本全体のエネルギー需要は膨大であり、これをバイオマスエネルギーだけで賄うことはできま

せんが、貴重な国産エネルギー源として利用拡大が期待されます。 
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（３）資源循環型社会の構築 
地域で発生する生ごみ、家畜糞尿、し尿・浄化槽汚泥等の有機性廃棄物をエネルギー源として、

地域で効率的に利用するとともに再生産を行うことによって、持続可能な循環型社会の構築が可

能となります。 
 

（４）地域活性化 
バイオガスシステムを利用する設備の導入により、有機性廃棄物資源の収集・運搬、バイオガ

スシステムの運営・管理、新たなサービスの創出・提供等、地域への経済的な波及効果が期待さ

れます。 

 

３．新エネルギーに関する動向 

（１）国の取組み 
１）石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（代エネ法） 

エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点から、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進す

る法的枠組みとして１９８０年（昭和５５年）に制定され、２００９年（平成２１年）７月には

法律の題名が「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」と改められました。 

 
２）長期エネルギー需給見通し 

総合的なエネルギー政策を確立するため、エネルギー安定供給に向けた取組みを促す観点から、

経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会で策定されます。 

現在の長期エネルギー需給見通しは、２００９年（平成２１年）８月に取りまとめられ、２０

３０年（平成４２年）までの我が国のエネルギー需給とエネルギー起源ＣＯ２排出量について分析

されています。 

 
３）新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネ法） 

新エネルギー利用等の促進を加速化させるため１９９７年（平成９年）に制定され、エネルギ

ー使用者・エネルギー供給事業者・製造事業者等の努力義務、新エネルギー利用等に関する指針

の策定、事業者への金融上の支援措置等を規定しています。 
 

４）電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（ＲＰＳ法） 

電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務付け

ることにより、新エネルギー等の利用を推進するための法律で２００２年（平成１４年）に制定

されました。 

 
５）バイオマス・ニッポン総合戦略 

２００２年（平成１４年）に農林水産省を中心として、地球温暖化防止、循環型社会形成、戦

略的産業育成、農山漁村活性化等の観点から、バイオマスの利活用推進に関する具体的取組みや

行動計画を取りまとめ、２００６年（平成１８年）に見直しを行いました。 
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６）地球温暖化対策推進本部の設置・地球温暖化対策推進大綱の策定 

京都議定書で日本が世界に約束した温室効果ガス６％削減の達成に向けて、１９９７年（平成

９年）に地球温暖化対策推進本部が設置され、１９９８年（平成１０年）に地球温暖化対策推進

大綱が策定されました。 
 

７）「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）の改正 

エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるため１９７９年（昭和５４年）に制定された省エ

ネ法ですが、地球温暖化対策推進のため、以下のように改正が行われました。 

１９９８年（平成１０年） 

    エネルギー消費効率の向上のためのトップランナー方式の導入。 
２００５年（平成１７年） 

工場・事業場でのエネルギー管理の規制の一本化。運輸分野での省エネルギー対策の導

入。住宅・建築物への省エネルギー対策の強化。消費者による省エネルギーの取組みを促

す規定の整備。 
２００８年（平成２０年） 

工場・事業場ごとのエネルギー管理から企業全体でのエネルギー管理に変更。 

 
８）「地球温暖化対策推進法」の制定 

１９９８年（平成１０年）に制定され、各主体が一体となって地球温暖化対策に取組むための

枠組みを定めると共に、国・地方公共団体による実行計画の策定が義務付けられました。 

 
９）「京都議定書目標達成計画」の策定 

京都議定書の６％削減約束を確実に達成し、更なる長期的・継続的な排出削減を目指すため、

２００５年（平成１７年）に策定されました。 
 

１０）チャレンジ２５％ 

２００９年（平成２１年）９月、国連気候変動サミットにおいて、我が国の目標として、温室

効果ガス排出量を２０２０年（平成３２年）までに１９９０年（平成２年）比で２５％削減する

ことを表明しました。 

政府では、地球と日本の環境を守り未来の子どもたちに引き継いでいくため、あらゆる政策を

総動員して地球温暖化防止の対策を推進することとしており、そのための温暖化防止のための国

民的運動を、「チャレンジ２５キャンペーン」として２０１０年（平成２２年）１月１４日より、

新たに展開することとしました。 
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（２）岡山県の取組み 
１）岡山県環境基本計画（エコビジョン２０１０）の策定 

岡山県環境基本条例の理念を実現するため、１９９８年（平成１０年）に策定され、地球温暖

化防止を重点プロジェクトと位置付けています。 
 

２）岡山県地球温暖化防止行動計画の策定 

２００２年（平成１４年）に策定され、京都議定書における温室効果ガスの６％削減を達成す

るため、削減目標を１９９０年（平成２年）比６．５％としています。 

 

３）岡山県省エネルギービジョンの策定 
岡山県地球温暖化防止行動計画の省エネルギー分野の実施計画として２００７年（平成１９年）

に策定されました。 

 

４）新岡山県環境基本計画（エコビジョン２０２０）の策定 
岡山県環境基本計画の策定後、環境問題を取り巻く状況の変化に対応するため、２００８年（平

成２０年）に策定されました。「地域から取組む地球環境の保全」等を基本目標に掲げています。 

 

（３）津山市の取組み 
１）津山市第４次総合計画の策定 

２００６年（平成１８年）に策定され、目指す都市像の一つとして「自然ゆたかな環境共生都

市」を掲げ、人と自然が共生したゆとりと安らぎのある生活空間の形成、環境への負荷の少ない

持続可能な循環型社会の実現を推進するとしています。 

 

２）津山市環境基本計画の策定 
２００３年（平成１５年）に策定された後、市町村合併による市域の拡大や、国・県の環境施

策の動向を反映するため、２００７年（平成１９年）３月に改定されました。環境基本計画では

「自然」「まち」「ひと」「循環」の４分野で将来像を示しており、「循環」分野では「資源と

エネルギーのまわるまち」として、ごみの排出抑制とリサイクル、省エネルギー・新エネルギー

の推進等を掲げています。 

 

３）エコオフィスプラン２００６（津山市地球温暖化対策実行計画）の策定 
２００６年（平成１８年）に策定されたこの計画では、温室効果ガス排出量の削減に加え、グ

リーン購入の推進等についても目標を掲げて取組みを進めています。 

 
４）津山市バイオマスタウン構想の策定 

地域のバイオマス資源を有効に利活用し、循環型社会の構築、地域の活性化、産業の振興、地

域並びに地球環境の保全を目的として、２００８年（平成２０年）９月に策定されました。 
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５）津山市地球温暖化対策地域推進計画の策定 

津山市環境基本計画の地球温暖化対策プロジェクトを推進し、温室効果ガスの排出の抑制等の

ための総合的かつ計画的な施策を実施するため、２００９年（平成２１年）３月に策定されまし

た。「地球温暖化防止のための取組み項目」の実施率向上を目標に掲げ、リーディングプロジェ

クトとして「自然エネルギー活用プロジェクト」等を示しています。 

 
６）新エネルギー設備の導入 

２００２年度（平成１４年度） 

林田小学校屋上に太陽光発電システム（１０ｋＷ）を導入。 
２００４年度（平成１６年度） 

大井東コミュニティハウス（現、大井東ふれあい学習館）屋上に太陽光発電システム（１

０ｋＷ）を導入。 

２００５年度（平成１７年度） 
本庁舎屋上に太陽光発電システム（１０ｋＷ）を導入。 

２００６年度（平成１８年度） 

小田中浄水場に小水力発電設備（３７ｋＷ）を導入。 
２００７年度（平成１９年度） 

あば温泉に木質チップボイラーを導入。 

戸島学校給食センターに、太陽熱を利用した太陽熱高度利用システムを導入。 
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第２章 バイオガスシステムの概要 

 

１．バイオガスとは 

バイオガスとは、バイオマス（生物資源を由来とし、エネルギー源として再利用できる動植物

から生まれた有機性の資源）を使ったバイオ燃料のひとつです。生物の排泄物（家畜糞尿等）、

生ごみ、農業残渣、下水汚泥、エネルギー作物等を発酵等により発生させます。 

化石燃料の代替品となり、また、同じバイオ燃料でもさとうきびやとうもろこしを使うバイオ

エタノールと異なり、「生ごみ・下水汚泥」等の廃棄物を原料にできるため、食料との奪い合い

等は生じません。 

バイオガスを発生させるメタン発酵はすでに技術が確立されており、生産コストが同じカロリ

ーを生成するだけのエタノール生産と比べて約１／４に抑えられます。また、京都議定書におい

ては「燃焼分の二酸化炭素を計算に含めなくてよい」という利点もあります。 
 

２．メタン発酵 

（１）メタン発酵施設 
生ごみ、畜糞等廃棄物系バイオマスをエネルギー利用する場合は、これらを発酵させてメタン

ガスを生成させることが一般的です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ メタン発酵施設の基本フロー 

資料：バイオマスエネルギー導入ガイドブック第３版（ＮＥＤＯ） 
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（２）メタン発酵の方式（湿式、乾式） 

メタン発酵技術には湿式と乾式があり、湿式は生ごみ・家畜ふん尿、し尿等高水分のものを原

料にバイオガスと消化液が発生するという特徴があります。 

乾式は生ごみ・紙ごみ等を主な原料にバイオガスと固形物の汚泥が発生するという特徴を有し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

図２－２ 八木バイオエコロジーセンター システムフロー図 
資料：八木バイオエコロジーセンターホームページ 

http://himuronosato.jp/modules/Bioecology4/content/index.php?id=4 

メタン発酵方式 固形分濃度 運転方式 処理方式 処理温度 主なバイオマス原料

完全混合
中温（３５℃）又は
高温（５５℃）

押出し流れ
中温（３５℃）又は
高温（５５℃）

バッチ式 ―
中温（３５℃）又は
高温（５５℃）

完全混合
中温（３５℃）又は
高温（５５℃）

押出し流れ
中温（３５℃）又は
高温（５５℃）

湿式法

乾式法

１０％以下

２５～４０％

連続式

連続式

 家畜糞尿、下水・
 し尿などの液体を
 主とし、固形有機
 物を添加する

食品残渣、紙ごみ
などの固形有機物

表２－１ バイオガス発生方式の特徴 

◆湿式の事例／京都府南丹市八木町 八木バイオエコロジーセンター 
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◆乾式の事例／京都府南丹市園部町カンポリサイクルプラザ 

メタン発酵槽 メタンガス充填設備 

水処理設備 

図２－３ カンポリサイクルプラザのバイオマス醗酵システム概略図 
         資料：カンポリサイクルプラザ株式会社ホームページ 

http://www.c-rp.co.jp/system/bio/flow_bio.html 

図２－４ カンポリサイクルプラザの設備 
           （現地撮影） 
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３．バイオガスシステムの活用 
バイオガスプラント等で発生させたメタンガスは、そのまま施設内で燃焼させて熱エネルギー

を得ることや、コージェネレーションシステムにより電気と熱を同時に得ることができます。ま

た、ガスの状態で搬送すれば、熱エネルギー需要の高い福祉施設等での利用が可能です。 
このほか、バスや農業用トラクター等の燃料等に利用されており、今後は、メタンを活用した

水素の製造により燃料電池での利用が期待されます。 

バイオガスの生成過程で排出される発酵残渣は、農業用肥料に利用されており、液肥を用いた

米や野菜の栽培等が行われています（京都府南丹市八木町等）。 

 

（１）ガス発電 
 バイオガスの利用方法としては、今のところガス発電が最も有力といえます。 

 

表２－２ バイオガス発電方式の特徴 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

（２）ガス・コージェネレーション 
ガスエンジンやガスタービンを使い、ガスを燃やして発電し、その際同時に発生する排気ガス

や冷却水で回収される熱を、温水や蒸気の形で利用するものです。 

コージェネレーションが注目されるようになった要因は、そのエネルギー利用効率、すなわち

省エネルギー性の高さにあります。コージェネレーションは、発電を行うとともに発電に伴う冷

却水、排気ガス等を用いて熱供給を行うため、電気需要と熱需要の適切な組み合わせが可能な場

合には総合エネルギー効率は７０～８０％に達します。 
 

発電方式 熱機関の構造 エネルギー変換形態 動作原理 長所 短所

ガスタービン
発電

タービンエンジン
（内燃機関）

化学エネルギー
→熱エネルギー
→運動エネルギー（回転運動）
→電気エネルギー

燃料を燃焼させ、高温気体を
タービン(羽根車)に吹き付けて
直接回転運動を得て発電機を
駆動させる

・
・
・

起動時間が短い
小型軽量で冷却水が不要
重量・体積の割りに出力が高い

・
・

・

定期的な保守作業量が比較的多い
耐熱性に優れた素材で製造する必要
があり、整備に専門技術を要する
単体の熱効率はやや劣る

蒸気タービン
発電

タービンエンジン
（外燃機関）

化学エネルギー
→熱エネルギー
→運動エネルギー（回転運動）
→電気エネルギー

外部で発生させた高温の蒸気を
羽根車（タービン）に吹きつけて
直接回転運動を得て発電機を
駆動させる

・ 運転音が比較的静かで振動も少ない

・

・
・

ボイラーや復水器などの付帯設備が必
要で大空間・大重量となる
始動に時間がかかる
ボイラー用精水の補給が常に必要

ガスエンジン
発電

ピストンエンジン
（内燃機関）

化学エネルギー
→熱エネルギー
→運動エネルギー（往復運動）
→運動エネルギー（回転運動）
→電気エネルギー

シリンダー内の圧縮気体を燃
焼・膨張させ、ピストンを往復運
動させる、往復運動を回転運動
に変換して発電機を駆動させる

・ ガスタービンエンジンに比べ定期的な
保守時の作業量が少ない

・

・

同重量のガスタービンエンジンに比べ
出力は小さい
騒音・振動が大きい

スターリング
エンジン
発電

ピストンエンジン
（外燃機関）

化学エネルギー
→熱エネルギー
→運動エネルギー（往復運動）
→運動エネルギー（回転運動）
→電気エネルギー

二つのシリンダー内の作動気体
を外部の熱源で交互に加熱・冷
却することにより差動的にピスト
ンを往復運動させる、往復運動
を回転運動に変換して発電機を
駆動させる

・
・

・

内燃機関に比べ、燃焼制御が容易
シリンダー内での爆発がないため騒音
が少ない
理論熱効率が非常に高い

・

・

エンジン全体を圧力容器とするため重く
なる
内燃機関と比べて製造コストが大きい

燃料電池 ―
化学エネルギー
→電気エネルギー

直接水素、又は炭化水素の改
質による水素を燃料とし、高温
下で酸素と継続的に反応させ、
主に水の電気分解の逆反応に
より電気を得る

・
・
・
・

騒音・振動が小さい
環境汚染物質をほとんど出さない
電気・熱の総合エネルギー効率が高い
小規模装置でも高効率発電が可能

・ 初期コストとランニング・コストが共に高
い



津山市地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガスシステム導入可能性調査」 

10 

（３）車両燃料 
メタンガスは、天然ガス自動車の燃料として利用することができます。 

 

 

◆こうべバイオガス活用事業（下水道から生まれる循環エネルギー）～神戸市建設局～ 

神戸市では年間約２億㎥の下水を処理し、その過程において約１１０万㎥の下水汚泥が排

出されています。下水汚泥からは、嫌気消化の際に約１，０００万㎥の消化ガスが発生し、

従来はそのうち約６割を処理場内のボイラー燃焼や空調に活用し、残りは余剰ガスとして焼

却処分としていました。 

神戸市建設局東灘処理場では、この余剰ガスを１００％活用する目的で消化ガスを精製し、

天然ガス自動車の燃料として利用する実証試験を２００４年度（平成１６年度）より開始し

ました。２００６年（平成１８年）４月、国土交通省の新世代下水道支援事業により「こう

べバイオガス活用設備」（精製装置、中圧ガスタンク、ガス供給設備）を導入、２００８年（平

成２０年）４月１日より、消化ガス１００％活用を目的としたバイオガスの供給事業を開始

しました。 

 資料：近畿経済産業局ホームページ 

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/new_ene/hyakusen/kobe.html 

図２－５ 神戸市建設局東灘処理場（現地撮影） 

消化ガス精製設備 消化タンク（発酵槽） 

こうべバイオガス（メタンガス）充填設備 

と天然ガス自動車 
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（４）残渣の利用方法 
消化液や肥料等の副生成物を有効利用することは、地域資源の循環利用や収益性の向上の観点

から重要となります。有効利用できない場合は、固形の残渣は焼却処理等が必要です。特に消化

液の水処理の場合は費用が多大となり大きな負担となっている事例もあります。バイオガスシス

テムから産出される堆肥や液肥の活用には、地域のＪＡや農家との協力関係等、地域の連携体制

の構築が必要となります。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

メタン生成施設

発酵残渣

消化液

脱水残渣

液肥

農　業

堆肥

炭化

土壌添加剤

工業原料

燃料

工　業

ボイラー

水処理

焼却処理

図２－７ 液肥散布車／おおき循環センター 
  資料：おおき循環センターホームページ 

http://project.kururun.jp/c40.html 

図２－６ 発酵残渣処理イメージ 

図２－８ 堆肥散布車／八木エコロジーセンター 
資料：八木バイオエコロジーセンター 

http://himuronosato.jp/modules/Bioecology4/content/ind

ex.php?id=4 
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（５）水素 
メタンガスから水蒸気改質法等を用いて水素を製造することができます。 

将来、燃料電池自動車や水素自動車利用のための燃料供給源としてバイオガスシステムを活用

することも考えられます。 
 

（６）都市ガスとの混合（バイオガスの都市ガス化） 
２００９年（平成２１年）７月成立した「エネルギー供給構造高度化法」において、ガス業界

にバイオガスの利用を義務づけるとされました。この法律に対応すべく、東京、大阪の都市部の

ガス会社は下水処理場や食品加工工場等からバイオガスを買い取り、都市ガスと同等の水準に精

製し、通常の都市ガスに混ぜて供給する取組みを始めています。 
この取組みは、バイオガスを都市ガスの導入管に注入し、一般家庭や工場等へ広域に供給する

システムを利用するものです。このバイオマス供給の広域化システムづくりで、バイオガスの利

用が拡大・促進されることが期待できます。 
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４．バイオガスシステムの導入事例 

                              表２－３ バイオガスの利活用事例 

施設の名称  おおき循環センター バイオパワーしずくいし 白石市生ごみ資源化事業所 山鹿市バイオマスセンター 富山グリーンフードリサイクル 

所在地  福岡県三潴郡大木町大字横溝 1331-1 岩手県岩手郡雫石町中黒沢川 17-7 宮城県白石市福岡長袋字天王 6-25 熊本県山鹿市鹿本町高橋 690 富山県富山市松浦町 8-20 

供用開始年月日  2006 年 10 月 31 日 2006 年 04 月 13 日 2003 年 04 月 01 日 2005 年 10 月 01 日 2003 年 04 月 01 日 

施設全体の敷地面積 3,850 ㎡ 35,598 ㎡ 6,000 ㎡ 15,158 ㎡ 17,100 ㎡ 

施設管理者 

施設管理者名 
（株）大木町健康づくり公社 

http://www.tgfr.net/ 
（株）バイオマスパワーしずくいし 白石市 

山鹿市 

管理協力：（独法）農業技術研究機構九

州沖縄農業研究センター 

富山グリーンリサイクル（株） 

http://www.tgfr.net/ 

維持管理概要 

 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

維持管理費  60,000 千円/年 ― ― ― ― ― 31,000 千円/年 ― ― ― 

維持管理人員（常勤） 

非常勤人数 

6 人 

-人 

-人 

-人 

5 人 

-人 

5 人 

-人 

-人 

-人 

2 人 

-人 

3 人 

-人 

3 人 

-人 

-人 

-人 

15 人 

-人 

事業名  大木町有機資源循環事業 ― 
食品リサイクル施設先進モデル実証

事業 

バイオマス利活用フロンティア整備事

業 
食品リサイクル事業 

事業主体名  福岡県三潴郡大木町 （株）バイオマスパワーしずくいし 宮城県白石市 熊本県山鹿市 富山グリーンリサイクル（株） 

総事業費  520 百万円 1,000 百万円 509 百万円 637 百万円 1,570 百万円 

助成制度利用の有無  有 有 有 有 有 

利用制度名と助成主体 バイオマスの環づくり交付金（環境省） 

バイオマス利活用フロンティア整備

事業（農水省） 

バイオマスの環づくり交付金事業 

（環境省） 

食品リサイクル施設先進モデル実証

事業（農水省） 

バイオマス利活用フロンティア整備事

業（農水省） 

食品リサイクル施設先進モデル事業 

（農水省） 

富山市エコタウン事業施設整備事業 

（富山市） 

工事及び施工会社 

工事の件名・内容 大木町有機資源循環施設建設工事 
北東北バイオマス事業バイオマス利

活用施設建設工事 
白石市生ごみ資源化事業所建設工事 

鹿本町バイオマスセンターバイオガス

プラント建設工事 
― 

総工費（契約金額）  520 百万円 1,000 百万円 509 百万円 395 百万円 1,570 百万円 

着工  2005 年 09 月 2005 年 09 月 2002 年 04 月 2004 年 07 月 2002 年 06 月 

完了  2006 年 10 月 2006 年 02 月 2003 年 03 月 2006 年 01 月 2003 年 04 月 

受注形態 単独 単独 単独 単独 単独 

受注会社名 三井造船 三菱重工 鹿島建設 日本ファシリオ 鹿島建設 
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表２－３続き バイオガスの利活用事例 

施設の名称  おおき循環センター バイオパワーしずくいし 白石市生ごみ資源化事業所 山鹿市バイオマスセンター 富山グリーンフードリサイクル 

メタン発酵の種別等 

メタン発酵の種別 湿式 湿式 湿式 湿式 湿式 

発酵温度設定 中温 中温 高温 中温 高温 

発酵方式 浮遊生物法 浮遊生物法 固定床式 浮遊生物法 固定床式 

原料バイオマス 

年間稼動日数 310 日 365 日 245 日 365 日 300 日 

搬入量 10,862ｔ/年 41.4ｔ/日 30,600ｔ/年 85.3ｔ/日 462ｔ/年 1.9ｔ/日 24,747ｔ/年 67.8ｔ/日 7,200ｔ/年 24.0ｔ/日 

種類別内訳 種類 ｔ/年 ｔ/日 種類 ｔ/年 ｔ/日 種類 ｔ/年 ｔ/日 種類 ｔ/年 ｔ/日 種類 ｔ/年 ｔ/日 

 家庭生ごみ 1,029 3.8 
肉・乳牛糞尿 

鶏糞 合計 
21,000 59.0 家庭生ごみ 150 1.5 乳牛糞尿 19,126 52.4 家庭生ごみ 360  

 浄化槽汚泥 7,138 30.6 事業系（給食） 100 0.3 事業（給食） 64 0.3 豚糞尿 3,796 10.4 事業系（給食） 650  

 し尿汚泥 2,695 7.0 農産加工残渣 9,500 26.0 事業（給食外） 248 1.0 家庭生ごみ 730 2.0 事業系（給食外） 2,400  

 （2007 年 11 月調査）       集落排水汚泥 730 2.0 農産加工残渣 2,650  

             水産加工残渣 10  

             畜産加工残渣 1,130  

バイオガス 

バイオガス発生量 131,440Ｎm3/年 360Ｎm3/日 1,186,250Nm3/年 3,250Ｎm3/日 58,693Ｎm3/年 160Ｎm3/日 481,430Ｎm3/年 1,182Ｎm3/日 1,000,000Ｎm3/年 3,000Ｎm3/日 

バイオガス濃度 メタンガス 64.7％ メタンガス 60.0％ メタンガス 60.0％ メタンガス 60.0％ メタンガス 62.0％ 

 二酸化炭素 ― 二酸化炭素 40.0％ 二酸化炭素 40.0％ 二酸化炭素 38.0％ 二酸化炭素 37.9％ 

 硫化水素 33ppm   硫化水素 1,000ppm 硫化水素 1,500ppm 硫化水素 1,000ppm 

バイオガスの用途 

 総量 外部供給 総量 外部供給 総量 外部供給 総量 外部供給 総量 外部供給 

燃焼・熱利用 ―  18,000MJ/日 無 1MJ/日 無 14,154MJ/日 無 
（余剰燃焼放出） 

1,500 ㎥/日 
無 

発電・電力利用 750～800kWh/日※ 無 ―  122kWh/日 無 2,494kWh/日 無 2,000kWh/日 無 

 発生量 活用、処理方法 発生量 活用、処理方法 発生量 活用、処理方法 発生量 活用、処理方法 発生量 活用、処理方法 

消化液 35.0t/日 液肥利用 35.0 t/日 液肥利用 ― 
公共水域に放流 

（施設内高度処理） 
47.5 t/日 液肥利用 40.0t/日 

たい肥利用  

公共水域に放流 

（処理施設経由） 

参考資料：バイオマス利活用技術情報データベース ver2.1 社団法人地域資源循環技術センター 

※おおき循環センターへのヒアリング結果 
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第３章 有機性廃棄物の利用可能量 

 

１．有機性廃棄物の発生量と発生状況 

バイオガス生成の原料に使用する有機性廃棄物資源として、市内の食品工場や小売店等から発

生する事業系生ごみ、一般家庭から発生する家庭系生ごみ、畜産廃棄物、また、市内の施設で処

理されているし尿・浄化槽汚泥を対象に、その発生量（賦存量）、発生状況及び処理状況をまと

めました。 

 
（１）事業系生ごみ 
事業系生ごみには、食品製造工場から排出される食物残渣、飲食店、弁当店、スーパーマーケ

ット等の小売店から排出される調理くずや食べ残し、売れ残りの廃棄物、社員食堂や給食センタ

ー等で発生する残渣等があります。 

市内食品製造業者、小売・飲食事業者等を対象とした「食品加工残渣・事業系生ごみのエネル

ギー資源としての活用に関する調査」の集計結果等から推計した業態別の生ごみ発生量は下表の

とおりです。 

 
 

業  態 
生ごみ発生量 

（ｔ/年） 

食品製造業 947.0 

スーパーマーケット・ 

コンビニエンスストア等小売店 
777.6 

飲食店、弁当・惣菜店 630.8 

ホテル・宿泊施設 35.4 

社員食堂・病院・給食センター等 54.8 

合   計 2,445.6 

 
①食品製造業 

食品工場から廃棄される食品残渣は、調理くずと豆腐の製造過程で発生するおから等が中心と

なっており、一部に調味料工場からの汚泥が含まれています。 

食品工場の食品残渣は、ほとんどの場合製造する食品の種類が決まっているため、原料となる

食材も一定であり、廃棄される残渣の組成が安定しているという特徴があります。また、操業度

や季節変動はあるものの、年間通して比較的安定した廃棄量があります。 

そのため、食品工場の残渣は、発酵方式によっては組成が制限される場合もありますが、バイ

オマス活用の事業化のためには、非常に優良な資源供給先となることが見込まれます。 

 

表3－１ 事業系生ごみの発生量 
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②スーパーマーケット・コンビニエンスストア等小売店 

スーパーマーケットやショッピングセンターの食品売場の廃棄物は、惣菜の調理くず、青果・

野菜くず、魚のあら、売れ残り等と幅広くなりますが、売り場ごとに廃棄物をまとめれば分別が

可能になります。魚のあらのみ肥料化や飼料化しているとした回答もみられました。 

これらの小売店は、売り場の規模によって生ごみの発生量が異なるとともに、個店レベルでは、

季節や催事等によって組成が変化することが特徴と考えられます。 

 
③飲食店、弁当・惣菜店、ホテル・宿泊施設 

飲食店等の生ごみは、調理くずや食べ残しのものであり、小売店同様に組成の幅は広くなりま

す。また、個店単位での発生量は少なく（飲食店平均５ｔ/年）、営業状況によって変動がありま

す。 

これらの飲食店等の特徴は、はしやはし袋、その他紙ごみ等と混在した状態で処理されている

点です。「分別には手間がかかる」「システム上、分別は困難」とした回答もみられました。 

 
④社員食堂・病院・給食センター等 

社員食堂等の生ごみも、調理くずや食べ残しが主な内容です。一部は可燃ごみとして他のごみ

と一緒に処理されているため分別が困難とする回答があります。 

給食センター（戸島学校食育センター・久米学校給食センター）の残渣は、久米堆肥処理施設

に搬送され、堆肥化の試験研究が行われていますが、新たな処理方法を含め恒久的に継続できる

方法を検討している状況です。 

 
（２）家庭系生ごみ 
家庭系生ごみには、市内３処理施設での可燃物処理組成分析データを参考に、施設での厨芥類

処理量から、アンケート結果で得られた事業系排出量の推計値を差し引くことにより、一般家庭

からの生ごみ排出量を推計しました。 

 
 

厨芥類処理量 
事業系排出量 

（t/年） 

一般家庭排出量 

（t/年） 
処理の現況 

6,743 1,482 5,261 焼却処分 

資料：市内3施設可燃物処理組成分析データ 

表３－２ 家庭系生ごみの発生量 
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本市の一般世帯数は、４０，１７１世帯（平成１７年国勢調査）であり、一世帯当たりの生ご

み排出量は、１３０ｋｇ／年と推計されます。 

家庭系生ごみは、普段の食生活のなかで発生する調理くずや食べ残しが主です。生ごみ以外の

ごみとともに可燃ごみとして処分されているため、生ごみだけを分別回収するには、新たな回収

システムの設定が必要になります。また、家庭系の生ごみには、包装用ビニールやラップ、アル

ミホイル、キッチンペーパー、キャップや王冠等混入しやすい物が多く、メタン発酵に適した生

ごみだけの回収には、市民の強い協力体制が不可欠となります。 

 
（３）畜産廃棄物 
畜産業者を対象に行った「家畜排泄物のエネルギー資源としての活用に関する調査」の集計結

果から推計した畜産廃棄物（家畜糞尿）の発生量を推計しました。 

 
 

家畜種類 飼養頭羽数 kg/頭羽・日 ｔ/日 ｔ/年 

肉用牛 1,991 22 43.8  15,988 

乳用牛 1,776 32 56.8  20,744 

豚 415 2.1 0.9  318 

鶏 810,000 0.02 16.2  5,913 

 

 
 

畜産廃棄物については、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の管理基

準に基づいて処理されています。 

肉用牛、乳用牛、豚の廃棄物のほとんどは、個々の畜産農家または堆肥センターにおいて堆肥

化され、製造された堆肥は自家消費、または他の農家に販売されています。アンケートでは、一

部の農家で「販売する堆肥が不足している」との回答もあり、耕畜連携による有機栽培の推進が

図られており、需要があることがうかがわれます。 

鶏については、個々の農場で乾燥処理等により肥料化を行い、自家消費または販売が行われて

いますが、発生量の約３５％は処理施設へ搬出して処理されています。 

畜産廃棄物のうち、鶏糞については多量に含まれる窒素がメタン発酵を阻害するアンモニアを

発生させるため資源としては不向きとなりますが、他の畜産廃棄物についてはバイオガス活用の

優良な資源となります。 

 

表３－３ 畜産廃棄物の発生量 

※飼養頭羽数：牛は、平成21年度津山市統計書、豚・鶏はアンケート調査回答結果による。 

※頭・羽当たりの糞尿量は、アンケート調査結果から平均値を設定している。 
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（４）し尿・浄化槽汚泥 
本市にある津山圏域衛生処理センターは、現在１市２町のし尿・浄化槽汚泥が搬入され処理を

行っています。このし尿・浄化槽汚泥は、バイオガスを活用した地域資源循環の観点では、非常

に魅力ある資源と考えられます。このため、有機性廃棄物の賦存量として津山圏域衛生処理セン

ターにおける、下表の処理量を加えます。 

 
 

 計画処理量 

（ｔ／日）※ 
計画処理量 

（ｔ／年） 

平成 21年度処理量 

（ｔ／年） 

し   尿 120 43,800 29,237 

浄化槽汚泥 30 10,900 40,247 

合   計 150 54,700 69,484 

※比重１に設定 

 
津山圏域衛生処理センターの計画処理量は１５０ｔ／日、これは年間約５４，７００ｔになり

ますが、２００９年度（平成２１年度）には計画処理量を約１４，８００ｔ超えて処理されてい

る状態です。内訳は、し尿の処理量は計画を下回っているものの、浄化槽汚泥が大きく上回って

います。 

津山圏域衛生処理センターは、１９８３年（昭和５８年）に建設された施設ですが、大規模基

盤整備工事が実施され、施設の延命化と処理水質の維持が図られています。 

 

表３－４ し尿・浄化槽汚泥の発生量 
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（５）有機性廃棄物発生量のまとめ（賦存量） 
バイオガス活用の資源としてあげた、事業系・家庭系生ごみ、畜産廃棄物、し尿・浄化槽汚泥

の発生量の合計、有機性廃棄物の賦存量は１１４，２４１ｔ／年と推計されます。 

このほか、時期的な発生量の変動がありますが、選果場から廃棄される農業残渣も資源として

活用することができます。 

 
 

分 類 
賦存量 

（ｔ/年） 

事業系生ごみ 2,446  

家庭系生ごみ 5,261  

畜産廃棄物※ 37,050  

し尿・下水汚泥 69,484  

合   計 114,241  

※畜産廃棄物のうち鶏糞は、メタン発酵を阻害するため賦存量から除外 

 

 
上表、有機性廃棄物賦存量の全量をメタン発酵させた場合の、バイオガス発生量とメタンガス

で得られる熱量を推計します。 

表３－６ （参考）バイオガス発生量推計 

分 類 
賦存量 

（ｔ/年） 

バイオガス 

発生係数 

（ｍ3/kg） 

バイオガス 

発生量 

（ｍ3/年） 

メタン熱量 

（TJ／年） 

事業系生ごみ 2,446 0.71 1,736,660 38.7 

家庭系生ごみ 5,261 0.71 3,735,310 83.3 

畜産廃棄物 37,050 

乳用牛 0.025 

肉用牛 0.03 

豚 0.05 

1,014,140 22.6 

し尿・下水汚泥 69,484 0.008 555,872 12.4 

合   計 114,241 ― 7,041,982 157.0 

 
 
 
 

表３－５ 有機性廃棄物の賦存量 

バイオガス発生係数：生ごみ メーカー資料 

        畜産廃棄物 新エネルギーハンドブック 

        し尿・浄化槽汚泥 新エネルギー等導入促進基礎調査 

メタン濃度：６０％  

メタン熱量：３７．１８ＭJ/ｍ3   新エネルギーガイドブック 

１TJ＝１０6ＭJ 
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（６）有機性廃棄物賦存量の地域分布状況 
アンケート調査の集計をもとに、食品残渣（事業系生ごみ）と畜産廃棄物について、地域的な

発生量の特性を見るため、地域別の発生量比率を下記に示します。 

※地域の区分は、本調査において事業所の分布状況を考慮して独自に設定したものであり、他の

計画との関連はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品残渣（事業系生ごみ） 

中央地区排出量 1,894.2ｔ/年を100 とした比率で表示 

畜産廃棄物 

東部地区排出量 5,652ｔ/年を 100とした比率で表示 

中央地区 

中北地区 

西地区 

東地区 

南地区 

北東地区 

加茂地区 

図３－１ 有機性廃棄物の地域分布状況 
資料：津山市都市計画マスタープラン 
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２．有機性廃棄物提供の意向 
食品関連事業者及び畜産事業者を対象に行ったアンケート調査の生ごみや畜産廃棄物のエネル

ギー資源としての提供または回収協力に対する意向調査結果から、現時点における有機性廃棄物

の資源としての利用可能量を検討します。 

 
（１）食品関連事業者（事業系生ごみ） 
食品関連事業者からの提供意向に関する回答結果は、次のとおりです。 

 
 

 回答数 比率 

1.費用や手間にかかわらず、資源循環型のまちづくりに積

極的に貢献したい 
8 12.1％ 

2.費用や手間が同程度までなら社会的責任の視点から協

力したい 
22 33.4％ 

3.費用や手間の削減効果が大きければ協力する 14 21.2％ 

4.費用や手間にかかわらず、既存の処理方法を継続する 9 13.6％ 

5.その他 4 6.1％ 

無回答 9 13.6％ 

合 計 66  

 
上表のうち、「１.積極的に貢献したい」「２.同程度までなら社会的責任（ＣＳＲ）の視点から

協力したい」とした回答について、業態別に協力していただいた場合の利用可能量推計を下表に

まとめました。 

 
 

 
全面的協力 

同程度まで 

CSR として 
可能量合計 

業   態 
全回 

答数 
回答数 ｔ/年 回答数 ｔ/年 ｔ/年 

製造業 13 1 3.6 2 410 413.6 

小売業 18 1 144 7 50.52 194.52 

飲食店 28 4 7.08 10 68.46 75.54 

社員食堂・病院・宿泊 7 1 3.36 3 91.03 94.39 

給食センター 1 1 42.63 0 0 42.63 

合  計 67 8 200.67 22 620.01 820.68 

 
 

表３－７ 有機性廃棄物のエネルギー資源としての提供の意向 

表３－８ エネルギー資源としての提供の意向から推計する利用可能量 
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食品関連事業者の意向からは、調査段階での利用可能量は８２０．７ｔ／年と推計されます。

これは、事業系生ごみ発生量２，４４５．６ｔ／年の約３３．６％に当たります。 

提供意向の「３.費用の削減効果が大きければ協力する」から「その他」の回答の中にも、「具

体化したら検討する」「回収システムが決まれば分別する」等とする記入回答が見られることから、

バイオガス活用の仕組みづくり次第では、利用可能量の増加は期待されます。 

一方、年間の廃棄物排出量が多い事業所を中心に、既存の処理方法を維持したいという意向が

強く、バイオガスを活用するための新たな回収システムの導入や手間の発生は抵抗感があること

がうかがわれます。また、飲食店等小規模の事業所では「仕事の流れから分別は困難」とする回

答もみられました。 

 
（２）畜産事業者（畜産廃棄物） 

畜産事業者の資源提供に対する意向の回答結果は、次のとおりです。 
 
 

 回答数 比率 

1.費用や手間にかかわらず、資源循環型のまちづくりに積

極的に貢献したい 
1 5.3％ 

2.費用や手間が同程度までなら協力したい 4 21.1％ 

3.費用や手間の削減効果が大きければ協力する 5 26.3％ 

4.費用や手間にかかわらず既存の処理方法を継続する 2 10.5％ 

5.その他 2 10.5％ 

無回答 5 26.3％ 

合 計 19  

 
畜産業者については、協力できる量が記載された回答を基に家畜種類別に利用可能量を推計し

ました。下表中の乳用牛の推計値は、「堆肥施設の余剰分が協力できる」と回答の得られた提供可

能量の比率（意向調査における提供可能量／発生量）から推計した値です。 

 
 
 

家畜種類 
発生量 

（ｔ/年） 

可能量合計 

（ｔ/年） 
備 考 

肉用牛 15,988 0  

乳用牛 20,744 788 協力意向率から推計 

豚 318 0  

※鶏糞は、メタン発酵を阻害するため賦存量から除外 

表３－９ 畜産廃棄物のエネルギー資源としての提供の意向 

表３－１０ エネルギー資源としての提供の意向から推計する利用可能量 
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畜産廃棄物は、前項の有機性廃棄物の発生量・発生状況で記述したように、「家畜排せつ物の管

理の適正化及び利用の促進に関する法律」の管理基準に基づいて、個々の畜産農家または堆肥セ

ンターにおいて堆肥化等が行われており、製造された堆肥の販売等も含め、処理システムが確立

している状況です。 

したがって、現状での資源確保は難しい状況ですが、今後、堆肥化施設の老朽化や従事者の高

齢化等により、処理方法の変更が求められる場合等、バイオガス活用の資源として利用可能とな

ることが想定されます。 
 
（３）有機性廃棄物の提供意向調査による利用可能量のまとめ 
アンケート調査の結果による有機性廃棄物の資源としての利用可能量の推計を下表にまとめま

した。 

 

表３－１１ 利用可能量 

分 類 
利用可能量 

（ｔ/年） 

事業系生ごみ 820.7  

畜産廃棄物 788  

合   計 1,608.7  
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第４章 バイオガスシステムの利用可能性 

 

１．ケーススタディ 

本市へのバイオガスシステム導入の可能性を検討するため、他地域の先進事例から、バイオマ

ス資源構成や処理量等の概要が本市の状況に適合することが想定されるモデル施設を抽出し、そ

の施設の優位点、また、導入、運用に関わる課題や問題点等について検討します。 

 
（１）モデル施設設定の前提条件 
１）設備規模 

設備の効率的な運用のためには、ある程度の規模が必要となります。バイオガスシステムの場

合、有機資源の処理量１５ｔ／日以上（５，０００ｔ／年以上）が大まかな目安となっています。 

理由として、 

ⅰ 施設の消費電力を、自前のメタンガス発電によって賄うことが見込まれる。 

ⅱ 水処理設備も効率的な規模に設定可能。 

等があげられます。 

 
２）原料とする有機性廃棄物 
前章に本市の有機性廃棄物の発生量及びアンケート調査結果からみた事業系生ごみと畜産廃棄

物の利用可能量を示しました。上記、設備規模の目安を踏まえ、各有機性廃棄物の現状と、資源

として回収して利用する上での利点と課題等をまとめました。 

 
 
種 類 現状・利用上の利点 利用上の課題 

事業系 

生ごみ 

・まとまった量が発生する事業所は不純物混

入が少ない。一部は分別処理されている。 

・一般廃棄物は、搬入先の変更で収集に対応

可能性あり 

・小規模事業者は分別の手間増加 

・既存回収システムとの調整（搬送場所、

回数の増加等） 

・提供意向による利用可能量は少ない。

（820.7ｔ/年） 

・事業者の参加意識が必要 

家庭系 

生ごみ 

・可燃ごみとしてまとめて焼却処分 ・不純物が混入しやすい。 

・分別の徹底が困難 

・新たな回収システムが必要 

・市民の協力体制が必要 

畜産廃棄物 
・既存処理方法が確立している。 ・利用可能量が少ない。（788ｔ/年） 

・鶏糞はメタン発酵に適さない。 

し尿・ 

浄化槽汚泥 

・発生量が多大。処理量の超過が課題となっ

ている。（超過約14,800ｔ/年） 

・既存回収方法で、搬入先の一部変更で対応

可能 

・固形物比率を調整するため生ごみ等の投

入が必要 

表４－１ 有機性廃棄物利用上の利点・課題 
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有機性廃棄物の中では、発生量と処理状況の両面から、計画処理量を超えて（約１４，８００

ｔ／年）処理されているし尿・浄化槽汚泥の利用可能性が最も高いと考えられます。し尿・浄化

槽汚泥を利用する場合は、バイオガス発生の効率を高めるために固形分濃度の高い生ごみ等の投

入が必要になります。 

家庭系生ごみは、５，２６１ｔ／年の発生量が推計され、メタン発酵に適した生ごみだけを分

別回収できた場合には有効な資源となります。しかし、家庭系生ごみの場合には、第３章でも取

り上げたようにビニールやプラスチック、金属類等、メタン発酵に不適切な物（不純物）の混入

リスクが高くなるため、家庭における分別の徹底が課題となります。さらに、日々の生活におい

て、生ごみ感覚で処分している貝殻は、設備の機械的なトラブルの原因となるため、生ごみでは

なく可燃物として処分することが必要となること等、生ごみの分別回収に伴う市民の負担が大き

くなることが考えられます。 

また、家庭系生ごみは、 

ⅰ 多数の場所から少量ずつ排出される。 

ⅱ 毎日発生する。 

ⅲ 腐敗しやすく、悪臭を発生しやすい。 

等の特徴があるため、収集の効率は低くなることに加え、既存の可燃ごみ収集日に加えて週２

回程度（先進事例参考）の生ごみ収集日が必要となります。併せて、先進地の事例から家庭用の

水切りバケツや収集用ポリバケツの設置、生分解性ごみ袋等の用意、市街地の集積場所における

臭気対策等を図った収集システムの構築等、収集費用の増加が予想されます。 

さらに、一般家庭から排出される生ごみは、発生量が一定ではなく、組成も複雑に変動するた

め、資源として活用する上で安定性を欠くという不利な特性があります。メタン発酵設備では、

量や組成の変化によってガスの発生量が変動するため、投入資源量の調整が必要になる等の影響

が考えられます。 

加えて、メタン発酵後に発生する発酵残渣の処理方法として、堆肥化処理による農地還元を行

うことで資源循環を図れますが、不純物の除去が不十分であれば、堆肥としての利用が困難とな

ります。 

一方、事業系の生ごみは、調査時点での提供意向による利用可能量が８２０．７ｔ／年となっ

ていますが、回収方法、その他の条件によって増加する可能性も含んでいます。また、家庭系と

比較して、不純物の混入のない生ごみがまとまって回収できるという利点があります。 

さらに、事業所の業務内容や業態等によって、その組成がある程度安定しているため、メタン

発酵設備に投入する資源調整が簡素化できる点においても有利となります。 

なお、畜産廃棄物は、既存の堆肥化等によるバイオマス利用や処理が確立しており、新たに原

料としてバイオガスシステム等に利用可能な資源量はかなり少なくなっています。 

これらから、バイオガスシステムの主な原料とする有機性廃棄物には、し尿・浄化槽汚泥と事

業系生ごみを想定することとします。 
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（２）類似施設の設定 
設定条件から、福岡県大木町おおき循環センター「くるるん」のメタン発酵施設が類似施設の

候補としてあげられます。 

おおき循環センターの原料バイオマスと処理量は下表のとおりです。 

 
 

有機性廃棄物 
計画処理量 

（ｔ/年） 

処理量 

（ｔ/年）（平成 20年度実績） 

生ごみ 1,377 1,223 

し尿 2,227 2,585 

浄化槽汚泥 8,797 7,361 

合  計 12,401 11,169 

 
 

類似施設とする理由として、原料の類似性、資源確保の可能性等次のような点があげられます。 

ⅰ 本市のし尿・浄化槽汚泥の計画処理量超過分の利用が想定できる。 

ⅱ し尿よりも浄化槽汚泥の処理量が多い。本市の既存施設で浄化槽汚泥が増加している状

況に当てはまる。 

ⅲ 生ごみ処理量実績（１，２２３ｔ／年）は、本市の事業系生ごみの発生量推計（２，４

４５.６ｔ／年）の約半分の量であり、条件次第では確保できる可能性がある。 

 

以上の点から、類似施設をおおき循環センター「くるるん」のメタン発酵施設として設定しま

す。 

資料：生ごみ資源化全国調査報告書／長崎大学環境科学部中村研究室 

 

表４－２ おおき循環センターの原料と処理量 
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（３）おおき循環センター「くるるん」のメタン発酵施設について 
１）施設の概要 

 施設名称 おおき循環センター「くるるん」 
 設備構成 メタン発酵施設：中温湿式メタン発酵（４００㎥×1基） 

浄化槽汚泥受入施設、生ごみ受入施設、メタン発酵槽、脱硫設備、 

ガス貯留槽、コジェネレーションシステム、消化液貯留設備、 

水処理設備、脱臭設備 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１ 設備概要フロー 
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   表４－３ 施設・設備の概要 （一部再掲） 

施設の概要 備 考 

施設の名称 おおき循環センター「くるるん」  

所在地 福岡県三潴郡大木町横溝 1331-1  

運転開始 平成 18年 11月  

施設管理者 株式会社大木町健康づくり公社  

全体の敷地面積 3,850ｍ2  

処理棟延べ床面積 520ｍ2  

総  額 905,715 千円  

建設費 

国庫補助金 452,857 千円 
バイオマスの環づくり交付金 

補助率 1／2 

総  額  68,929 千円 平成 20年度実績 

人件費 23,202千円  

業務委託費 16,740千円  
運転経費 

その他管理費 28,587千円  

総  額  69,213 千円 平成 20年度実績 

生ごみ処理費用 1,515 千円  

液肥散布手数料 769 千円  
収 入 

運営委託費 66,929千円  

 

メタン発酵の概要 備 考 

メタン発酵の種別・方式 湿式 中温 浮遊生物法（ガス撹拌）  

計画処理量 処理実績  

12,401（ｔ/年） 11,169（ｔ/年） 平成 20年度実績 処理量 

40（ｔ/日） 36（ｔ/日） 年間稼働日数 310日 

バイオガス発生量 169,290（ｍ3/年） 平成 20年度実績 

投入単位当たり発生量 15.2（ｍ3/年・ｔ） 投入量 11,169ｔ 

メタンガス濃度 64.7％  

バイオガスの用途 
コジェネレーションシステム 

25ｋＷ×2基 

電力：施設内消費 

熱 ：施設内給湯 

外部供給なし 

液肥生産量 5,852（ｔ/年） 農地還元 

投入単位当たり発生量 0.53（ｔ/年・ｔ） 投入量 11,169ｔ 

 
 
 

資料：バイオマス利活用技術情報データベース ver2.1／社団法人地域資源循環技術センター 

   生ごみ資源化全国調査報告書／長崎大学環境科学部中村研究室 

   おおき循環センターくるるんバイオガスシステム パンフレット／おおき循環センター 
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 施設・設備の概要補足 
①建設費 

建設費総額は、約９億６００万円。これを、１日の計画処理量当たりでみると２，２６５万円

／ｔとなり、建設費の大まかな目安となる５，０００万円／ｔを大きく下回っています。 

その要因として、 

ⅰ 一部を中古設備で賄った。 

ⅱ 受入れ設備をできるだけ簡易な構造とした。 

ⅲ 液肥利用が前提のため排水処理設備のコストが低く抑えられた。 

ⅳ 不要な建屋の建設を省いた。 

等があげられます。 

現在、おおき循環センターとほぼ同じ処理量（４０ｔ／日）、処理方式の設備を導入するために

は、概算総額で１６～２０億円の建設費が見込まれます。その場合、各設備のコスト比率と金額

は、前処理設備が約１割の１．６～２億円、発酵設備が約４割の５．６～８億円、排水処理設備

が約５割の８～１０億円と考えられます。 

 

②収入 

廃棄物の受け入れ価格は、事業系分別生ごみが３０円／ｋｇです。家庭系生ごみ、し尿・浄化

槽汚泥は、無料となっています。 

液肥利用の価格は、町内農家への散布費用として１，０００円／１０ａ。町内一般家庭が各自

で取りに来る場合は、無料で提供されています。 

 

２）大木町の取り組みのポイント 
①循環による地域づくりの徹底 

住民の参加を積極的に促す仕組みづくりを行ってきたことが大きなポイントとなります。水切

りバケツを利用した生ごみ回収、圃場への液肥の利用等の推進にあたって、何度も住民説明会や

話し合いの場を設け、意見交換を重ねたことで住民の参加意識が醸成されたことが、資源循環の

システムが継続している要因となっています。 

 

②液肥の循環利用 

液肥利用を進めることで、資源循環を実践するとともに、バイオガスシステムの排水処理費用

の削減が可能となっています。液肥利用の課題として、貯留と運送・施肥方法の検討、成分調整

と栽培技術（施肥基準等）の確立等があがっています。 

液肥利用の現状 

 ・生産量  年間約６，０００ｔ  ・散布量  ５～７ｔ／１０ａ 

 ・散布面積 水田・麦畑 各５０ｈａ ・液肥散布車、流し肥え方式による散布 
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２．本市への導入を想定した場合の問題点及び課題 

（１）資源としての有機性廃棄物の確保 
現時点では、し尿・浄化槽汚泥を除いて、バイオガスの資源として利用可能な有機性廃棄物は

多くない状況となっています。既存の廃棄物回収の仕組みを活かした資源回収システムができれ

ば、事業系生ごみの利用可能量が増えることが期待されます。 

 

（２）立地 
バイオガスシステムは、搬送にかかるコストを考慮すると原料とする有機性廃棄物が発生する

近隣に立地することが最も合理的となりますが、周辺環境への配慮、排水処理、敷地の確保等、

さまざまな条件への対応が必要になります。 

 
（３）発酵残渣の活用 
発酵残渣として発生する液肥を有機肥料として活用することにより、地域の資源循環の構築と

排水処理費用の削減が可能になります。しかし、類似施設とした「おおき循環センター」以外の

施設では、施肥効率等の問題により、液肥利用が進んでいない状況があります。 

 
（４）バイオガスシステム活用の協働体制 
地域の有機性廃棄物を資源としたバイオガスシステムの活用には、市民、事業者の理解を得る

とともに協働体制の構築が必要です。 

 
（５）明確な目的の設定と建設・運転費用の軽減 
メタン発酵施設を単独の事業としてみた場合、類似施設の収入は、生ごみ処理費用と液肥散布

手数料の２，２８４千円のみとなっており、事業採算性だけを見れば、導入は容易ではありませ

ん。 

また、既存のし尿・浄化槽汚泥の処理施設や廃棄物処理システムで処理されている廃棄物の一

部を活用するかたちで施設を整備した場合においても、既に廃棄物の処理工程の確立した施設に

とっては、バイオガスシステムの建設・運転費用が新たな負担となり、導入にあたっては費用対

効果が問題になります。 
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第５章 まとめ 

 

１．原料となる有機性廃棄物から想定される本市におけるバイオガスシステムの事

業モデルについて 

前章で示したとおり、本市におけるバイオガスシステムの主な原料となる有機性廃棄物には、

し尿・浄化槽汚泥と事業系生ごみが想定されます。また、事業効率や規模効果の観点から、１５

ｔ／日以上（５，０００ｔ／年以上）が処理できる規模が好ましいと考えられ、７５０～８００

ｋＷｈ／日（一般家庭における電力使用量８０世帯分に相当※１）程度の発電量を見込むことがで

きます。 

なお、発酵方式については、原料となる有機性廃棄物の搬入形態等により設定される異物除去

等の前処理工程及び排水処理工程をどのように設計するかによって、湿式、乾式のいずれの方式

も採用できる可能性があります。今後、具体的な導入計画を検討する段階で、原料となる有機性

廃棄物を特定するとともにその搬入形態等の条件を定め、費用対効果や周辺環境の保全等を考慮

しながら最も効率的な方式を選択していくことになります。 

  

２．導入に向けた課題の解決に向けて 

（１）資源としての有機性廃棄物の確保 

 メタン発酵の効率化につながる組成を考慮しながら、原料となる有機性廃棄物を安定的に一定

量確保するため、排出事業者等との協力体制を構築していかなければなりません。また、有機性

廃棄物の搬送コストを抑制するため、既存の廃棄物回収の仕組みをできるだけ活かした資源回収

システムを確立する必要があります。 

 

（２）立地 

 搬送コストを抑制するためには、有機性廃棄物の発生する地域の近隣にバイオガスシステムを

立地することが合理的です。また、既設の関連施設と併設させることができれば、施設の一部を

共用することにより建設費及び運営費の軽減を図ることができます。バイオガスシステムの立地

にあたっては、これらの条件から抽出できる複数の事業モデルから、周辺環境への配慮、排水処

理の方法、敷地の確保等の課題を整理しながら適地を絞り込んでいくことになります。 

 

（３）発酵残渣の活用 

 メタン発酵残渣を堆肥や液肥として利用することができれば、処理に要する経費や環境負荷を

軽減することができます。しかしながら、現状においてはこうした堆肥や液肥の利用は進んでい

ません。これは、ビニールやプラスチック製品などの不適物を完全に排除することができないこ

とや、肥料成分の密度が低く施肥効率が悪いことに起因していると考えられます。これらの問題

を解消するためには、安全面に配慮した製造工程を確立することと並行して、効率的な施肥方式

の導入促進や利用者拡大に向けた啓発等による取組みを進める必要があります。 

 

 

                                                   
※１ １世帯あたりの電力消費量１日あたり１０ｋＷｈとして計算。 
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（４）バイオガスシステム活用の協働体制 

 上記（１）で述べたとおり、原料となる有機性廃棄物を安定的に一定量確保するためには、排

出事業者等との協力体制を構築する必要があります。加えて、市民や事業者の協力を得られるよ

う啓発などの働きかけを行っていく必要があります。 

 

（５）明確な目的の設定と建設・運転費用の軽減 

バイオガスシステムの導入にあたっては、地域の資源循環システムの構築という目的を明確に

するとともに、既存の排水処理施設や収集システム等、利用可能な設備や仕組みを活用すること

によって、費用の軽減を工夫することが必要になります。 

 

３．導入へのプロセスについて 

 本市において、バイオガスシステムの導入を進めるにあたっては、まず、地域資源を活用した

新エネルギー導入の有用性についての市民の理解を深めるための取組みを進め、本市の市域にお

ける再生可能エネルギーの確保と温室効果ガスの排出削減等の意識の醸成に併せて具体的な事業

モデルを明確化し、当該事業モデルについての費用対効果等具体的な検証を行うこととします。 

 また、導入時期については、国の新エネルギー導入促進施策の進展（再生可能エネルギーの全

量買取制度の導入）やバイオガスの高度利用のための技術革新などの情勢を注視しながら、好機

を捉えて、既存関連施設の改修などに併せて導入できるよう検討を進めることとします。 
なお、導入にあたっては、資金、経営能力及び技術的能力など民間活力の導入の可能性につい

ても検討するものとします。 
 
トピックス ～バイオガス精製技術の向上とバイオガスシステムへの期待～ 

 

バイオガスは、約６０％のメタンと約３５％の二酸化炭素および飽和水分が主成分であり、こ

のほかに硫化水素、シロキサン類などの不純成分が微量に含まれており、そのままでは、再生エ

ネルギーとして利用することはできません。 

バイオガスを発電などに利用するためには、有害成分である硫化水素やシロキサン類を除去す

る必要があります。また、天然ガス自動車などの燃料や都市ガスと混合して一般家庭などで利用

するためには、二酸化炭素を分離してメタンを濃縮する必要があるなど、ガスの精製が不可欠と

なります。 

バイオガスからメタンガスを精製する方式として、水洗浄方式※１、ＰＳＡ（Pressure Swing 

Adsorption）方式※２、膜分離方式※３などの方式があり、現在、各設備メーカーの技術開発、また、

ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）による製造装置の低コスト化及びガス精製技

術開発の実証試験などが進められています。 

今後、バイオガス精製技術の向上とともに、貯蔵、運送技術の進展により、メタン発酵設備か

ら離れた場所や一般家庭での利用など、有機性廃棄物を資源として生成したメタンガスを活用す

る場が広がることにより、再生可能エネルギーを生成する手段としてバイオガスシステムの有効

性がさらに高まることが期待されます。 

 
※１ 水洗浄方式：二酸化炭素が水に溶けやすい性質を利用し、バイオガスと水を接触させ、二酸化炭素を水に

溶解させ、メタンを精製する方式。 

※２ ＰＳＡ方式：ガスの圧力を変化させて吸着剤に不純物の吸着と脱着を繰り返すことにより、目的のガスを

分離・精製する方法。 

※３ 膜分離方式：高分子中空糸膜の中にバイオガスを通し、各成分の透過速度の違いを利用して分離し、精製

する方法。 
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１．津山市環境基本条例 

 
平成 14 年 12 月 20 日 

津山市条例第 41 号 

 

改正 平成 18 年 12 月 20 日条例第 50 号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条～第８条） 

第２章 環境の保全等に関する施策の基本計画等（第９条

～第 12 条） 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策（第 13 条～第

25 条） 

第４章 環境の保全等に関する施策の推進体制（第 26 条

～第 28 条） 

第５章 環境政策審議会（第 29 条～第 32 条） 

第６章 雑則（第 33 条） 

付則 

 

私たちのまち津山は，緑深く雄大な中国山地の裾野に位置

し，市街の中央を吉井川が貫流する豊かな自然に恵まれた歴

史と文化の薫るまちです。 

21 世紀を迎えた今，私たちは，これまでの社会経済活動の

結果として，物質的な豊かさや便利さを享受して生活をして

います。しかし，その一方で，都市化の進展などによって，

清流や里山里地などの自然は減少し，環境への負荷を増大さ

せ，あらゆる生命の源である地球全体の環境にも重大な影響

を及ぼしています。 

もとより私たちは，良好な環境の下で生活を営むことがで

きる権利を有するとともに，恵み豊かな環境を将来の世代に

引継いでいく責務を負っています。それゆえ，私たちは，日

常生活等における活動が地域の環境，ひいては地球の環境に

影響を与えていることを認識し，自らの生活と社会のあり方

を見直す必要があります。 

私たちは，このことを深く自覚し，すべての者がパートナ

ーシップの下で協働して，あらゆる生命が豊かにはぐくまれ

る持続可能な社会を実現するため，この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は，良好な環境の保全，再生及び形成（以

下「環境の保全等」という。）のための基本理念を定め，市，

市民，事業者及び市民団体の責務を明らかにするとともに，

環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めること

により，これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し，

もって良好な環境を確保し，持続可能な社会の実現及び地

球環境の保全に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 良好な環境 現在及び将来の市民が健康を維持し，

安心かつ安全で文化的な生活を営むことができる生活環

境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に

密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下

同じ。），自然環境及び歴史文化環境をいう。 

(２) 市民団体 町内会，ボランティア団体等公益の増進

に寄与することを目的として，主として市民又は事業者

により組織された団体をいう。 

  (３) パートナーシップ 市民，事業者，市民団体及び市

がそれぞれの責任と役割の下で，相互に支え合い，相乗

効果をもたらす関係をいう。 

(４) 共育 学校，家庭，職場，地域等において，市民，

事業者及び市民団体（以下「市民等」という。）が対等な

立場で相互に学び合い，共に生きる力と豊かな心をはぐ

くむことをいう。 

(５) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影

響であって，環境の保全上の支障の原因となるおそれの

あるものをいう。 

(６) 地球環境の保全 人の活動による気候変動，オゾン

層の破壊の進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少その

他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼ

す事態に係る環境の保全であって，人類の福祉に貢献す

るとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ものをいう。 

(７) 公害 環境の保全上の支障のうち，事業活動その他

の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，

水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の状態が悪化

することを含む。），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈

下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。），

悪臭等によって，人の健康又は生活環境に係る被害が生

ずることをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は，次の各号に掲げる事項を基本理念

として行われなければならない。 

(１) すべての者の参画と環境優先の認識の下で，環境の

保全上の支障が未然に防止されるとともに，良好な環境

が確保され，将来の世代に引継がれること。 

(２) 大気，水，大地その他の環境の自然的構成要素が良

好な状態に保持され，生物の多様性が確保され，及び多

様な自然環境が体系的に保全されることにより，自然と

文化の調和のとれた環境が実現されること。 

(３) 地域の風土，歴史，文化等をいかし，育てることに

より，潤いと安らぎのある環境が実現されること。 

(４) 環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図るとと

もに，資源循環型で持続可能な社会が構築されること。 

(５) 地域社会のあらゆる場において，環境の保全等に関

する共育や活動を通じて環境についての理解を深めるこ

とにより，環境の保全等に資する人づくりが図られるこ

と。 

(６) 地球環境の保全が人類共通の課題であることをすべ

ての者が深く認識し，それぞれの活動の場において，国

際的な協調の下で積極的に推進されること。 

 

（市の責務） 

第４条 市は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり，環境の保全等に関する総合的かつ計画

的な施策を策定し，実施しなければならない。 

２ 市は，施策の策定及び実施に当たっては，環境への負荷

の低減及び影響に配慮し，環境の保全等に積極的に努めな

ければならない。 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は，基本理念にのっとり，自らの行動によって

良好な環境を損なうことのないようにするとともに，日常

生活において資源の循環的な利用，エネルギーの有効利用，

廃棄物の減量等による環境への負荷の低減に努めなければ

ならない。 

２ 前項に定めるもののほか，市民は，基本理念にのっとり，

環境の保全等に関する活動（以下「環境活動」という。）に

積極的に取組むように努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 
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第６条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を行

うに当たっては，良好な環境を阻害することがないように

公害を防止し，及び自然環境を適正に保全するために必要

な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は，基本理念にのっとり，資源の循環的な利用，

エネルギーの有効利用，廃棄物の減量等により，環境への

負荷の低減に努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか，事業者は，基本理念にのっ

とり，その事業活動において，環境活動に積極的に取組む

ように努めなければならない。 

 

（市民団体の責務） 

第７条 市民団体は，基本理念にのっとり，環境への負荷の

低減その他の環境活動に積極的に取組むように努めなけれ

ばならない。 

２ 市民団体は，基本理念にのっとり，環境活動を積極的に

推進するために，市民等の参画並びに市民等への情報及び

共育の機会の提供に努めなければならない。 

 

（各主体の協働） 

第８条 市，市民，事業者及び市民団体は，前４条に規定す

るそれぞれの責務を果たすため，パートナーシップの下で

協働して環境の保全等に関する施策及び環境活動を推進し

なければならない。 

 

第２章 環境の保全等に関する施策の基本計画等 

 

（環境基本計画） 

第９条 市長は，環境の保全等に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため，環境基本計画を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は，環境の保全等に関する長期的な目標，

施策の方向及び指針その他の重要事項を定めるものとする。 

３ 市長は，環境基本計画の策定に当たっては，市民等の参

画又は協力が得られるように必要な措置を講ずるものとす

る。 

４ 市長は，環境基本計画を策定したときは，速やかにこれ

を公表するものとする。 

５ 前２項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

 

（環境基本計画の進行管理） 

第 10 条 市長は，環境基本計画の適切な進行管理を図るため，

次の各号に掲げる事項に関する文書を毎年作成し，これを

公表するものとする。 

(１) 環境の保全等に関する施策を具体的かつ効果的に実

施するための行動計画 

(２) 市域における環境の状況，環境の保全等に関する施

策の実施状況及びその評価，市民等の環境活動の実施状

況及びその評価等に関する報告 

２ 市長は，前項の文書の作成に当たっては，市民等の参画

又は協力が得られるように努めるものとする。 

 

（地域環境行動計画） 

第 11 条 市民等は，環境基本計画を推進するため，市内の各

地域において地域環境行動計画を定めるように努めるもの

とする。 

２ 市長は，前項の地域環境行動計画の策定に当たっては，

支援その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（環境基本計画との整合） 

第 12 条 市長は，あらゆる施策を策定し，実施するに当たっ

ては，環境基本計画との整合を図るように努めるものとす

る。 

 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策 

 

（規制の措置） 

第 13 条 市は，公害その他の環境の保全上の支障を防止する

ため，必要な規制を講ずるものとする。 

 

（経済的措置） 

第 14 条 市は，市民等が行う環境への負荷の低減に資する活

動を促進するため，必要かつ適正な経済的助成その他の必

要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 市は，環境への負荷の低減を図るため，市民等に対し適

正かつ公平な経済的負担を課することについて調査及び研

究を行ない，必要があると認めるときは，その措置を講ず

るものとする。 

 

（公共的施設の整備の推進等） 

第 15 条 市は，環境の保全等を図るため，次の各号に掲げる

公共的施設の整備を推進するものとする。 

(１) 下水道，廃棄物処理施設等環境の保全上の支障を防

止するための施設 

(２) 公園，緑地等自然環境の適正な整備及び利用を図る

ための施設 

２ 前項に定めるもののほか，市は，公共及び民間の施設が

人の健康や環境に配慮して整備されるよう推進するものと

する。 

 

（自然環境の保全と再生） 

第 16 条 市は，吉井川をはじめとする地域固有の河川，里山

里地等の豊かな自然環境を保全及び再生するため，人と自

然が触れ合える機会の提供，地産地消による農林業をいか

した地域づくりの推進等に努めるものとする。 

 

（環境を大切にするまちづくりの推進） 

第 17 条 市は，環境を大切にするまちづくりを推進するため，

次世代に継承すべき歴史的又は文化的な魅力あるまちなみ

の形成，公共交通機関の充実及び利用の促進，防災の充実

等が促進されるように努めるものとする。 

 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第 18 条 市は，環境への負荷を低減するため，資源の循環的

な利用，エネルギーの有効利用，廃棄物の減量，グリーン

購入等が促進されるように努めるものとする。 

 

（地球環境の保全の推進） 

第 19 条 市は，地球環境を保全するため，国際的な協調の下

で，国，他の地方公共団体その他の関係機関等と連携し，

地球環境の保全に資する施策の推進に努めるものとする。 

 

（調査等の実施及び監視等の体制整備） 

第 20 条 市は，環境の保全等に資するため，次の各号に掲げ

る事項に関して必要な調査及び研究を実施するものとする。 

(１) 環境の状況の把握 

(２) 環境の変化の予測及び環境の変化による影響の予測 

(３) 前２号に掲げるもののほか，環境の保全等に関する

施策の策定及び実施に必要と認める事項 

２ 市は，環境の状況を的確に把握し，環境の保全等に関す

る施策を適正に実施するため，必要な監視，測定，試験及

び検査の体制の整備に努めるものとする。 

 

（環境共育の推進） 

第 21 条 市は，市民等が環境の保全等についての理解を深め，

環境に配慮した生活及び事業活動が推進されるように，環

境保全等に関する共育の機会の提供，広報活動の充実その

他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（市民等の活動の支援） 

第 22 条 市は，市民等が自発的に行う環境活動を促進するた

め，市民等が情報を交換し，連携するための機会の提供そ

の他の必要な支援を行うように努めるものとする。 

 

（情報の収集及び提供） 
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第 23 条 市は，環境の状況その他の環境の保全等に関する必

要な情報を収集し，その情報を市民等に適切に提供するも

のとする。 

 

（事業者の環境管理の促進） 

第 24 条 市は，事業者自らが環境への負荷の低減について目

標を定め，計画的に目標の達成を図るための活動を推進し，

その実施状況の点検及び評価並びに的確な環境の監査が行

えるように，助言その他の必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

（財政上の措置） 

第 25 条 市は，環境の保全等に関する施策を推進するため必

要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第４章 環境の保全等に関する施策の推進体制 

 

（市民等の意見の反映） 

第 26 条 市は，環境の保全等に関する施策に市民等の意見を

反映するため，市民等の意見を聴く機会の提供に努めるも

のとする。 

 

（体制の整備等） 

第 27 条 市は，その機関相互の緊密な連携を図り，環境の保

全等に関する施策を積極的に推進するため，必要な体制の

整備に努めるものとする。 

２ 市は，環境の保全等に関する施策を市民等とのパートナ

ーシップにより推進するため，市民等による組織づくりの

支援に努めるものとする。 

 

（国等との協力） 

第 28 条 市は，広域的な取組を必要とする環境の保全等に関

する施策について，国，県その他の地方公共団体と協力し

て，その推進を図るものとする。 

 

第５章 環境政策審議会 

 

 （設置及び所掌事務） 

第 29 条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規

定に基づき，津山市環境政策審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は，次に掲げる事項について，市長の諮問に応じ

て調査審議する。 

（１） 環境の保全等に関する施策の基本的事項 

（２） 前号に掲げるもののほか，環境の保全等に関し市

長が必要と認める事項 

 （組織） 

第 30 条 審議会は，委員 20 人以内をもって組織し，次の各

号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 関係団体の代表者 

（４） 前３号のほか市長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第 31 条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者

の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

 （運営） 

第 32 条 前３条に定めるもののほか，審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

第６章 雑則 

 

（委任） 

第 33 条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関

し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成 19 年１月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される津山

市環境政策審議会委員の任期は，この条例による改正後の

津山市環境基本条例第３１条の規定にかかわらず，平成 20

年９月 30 日までとする。 

 （津山市環境保全条例の一部改正） 

３ 津山市環境保全条例（昭和 49 年津山市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  目次中「第５章 環境保全対策審議会（第 38 条～第 41

条）」を「第５章 削除」に改める。 

  第 18 条第４項中「津山市環境保全対策審議会」を「津山

市環境基本条例（平成 14 年津山市条例第 41 号）に基づく

津山市環境政策審議会」に改める。 

  第５章を次のように改める。 

    第５章 削除 

 第３８条から第４１条まで 削除 
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２．津山市地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱 

津山市告示第７０号 

平成２２年７月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，津山市地域新エネルギービジョン（以

下「ビジョン」という。）を策定するため設置する津山市地域

新エネルギービジョン策定委員会（以下「委員会」という。）

の組織及び運営について，必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌する事務は，次の各号に掲げる事項と

する。 

(１) ビジョン策定に係る情報収集，調査及び研究に関す

ること。 

(２) その他市長が必要と認める事項 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，委員８人以内をもって組織し，次の各号

に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (１) 学識経験を有する者 

 (２) 関係行政機関の職員 

 (３) 関係団体を代表する者 

 (４) 前３号のほか市長が特に必要と認める者 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き，それぞ

れ委員の互選によって定める。 

２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又

は委員長が欠けたときは，その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は，必要に応じて委員長が招集し，こ

れを主宰する。 

２ 委員会の会議において必要と認めたときは，委員以外の

者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は，環境福祉部環境生活課において処

理する。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し

必要な事項は，委員長が委員会に諮って定める。 

 

   付  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，公示の日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は，平成２３年２月２８日限り，その効力を失

う。 
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３．津山市地域新エネルギービジョン策定委員会委員名簿・開催状況 

（１）津山市地域新エネルギービジョン策定委員会委員名簿 

 

役 職 所 属 ・ 職 名 氏 名 

委員長 
独立行政法人国立高等専門学校機構 

津山工業高等専門学校 校長 
稲葉 英男 

副委員長 
岡山県立津山工業高等学校 

指導教諭 
三宅 直生 

委員 
津山ガス株式会社 

取締役社長 
苅田 善嗣 

〃 
津山農業協同組合 

指導販売部長 
中西 直政 

〃 
株式会社マルイ 

執行役員 総務部長 
岡阪 明美 

〃 
津山市 

環境福祉部長 
小川 悟 

 

（オブザーバー） 

所 属 ・ 職 名 氏 名 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

九州支部事業管理部 
小谷 芳邦 

中国経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー担当新エネルギー対策官 
秋本 由美 
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（２）津山市地域新エネルギービジョン策定委員会開催状況 

 

開催回数 開催日 協議内容 

第１回 平成２２年 ７月２９日（木） 

・委員委嘱 

・津山市地域新エネルギービジョン重点テー

マ「津山市バイオガスシステム導入可能性

調査」の趣旨説明 

・バイオガスの利活用について 

・ビジョンの構成と策定スケジュール 

・意見交換 

第２回 平成２２年１０月 ５日（火） 

・アンケート集計結果について（賦存量・利

用可能量推計） 

・意見交換 

先進事例調査 平成２２年１０月１８日（月） 

バイオガスシステム導入事例の視察 

《行先》 

カンポリサイクルプラザ株式会社（京都府南

丹市） 

南丹市八木バイオエコロジーセンター（京都

府南丹市） 

第３回 平成２２年１２月 ２日（木） 

・「新エネルギー導入の考え方とプロジェク

ト」の内容協議 

・「推進体制」の内容協議 

第４回 平成２３年 １月 ７日（金） 
・全体の内容について 

・報告書の確定 

－ 平成２３年 １月１４日（金） 

・市長に対して津山市地域新エネルギービジ

ョン重点テーマ「津山市バイオガスシステ

ム導入可能性調査」（案）を報告 
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４．津山市地域新エネルギービジョン策定委員会先進事例調査報告 

 

（１）調査日時 

平成２２年１０月１８日（月） 

（２）調査場所 

 ①京都府南丹市園部町 カンポリサイクルプラザ 

   ②京都府南丹市八木町 南丹市八木バイオエコロジーセンター 

（３）調査概要 

①カンポリサイクルセンター 

・産業廃棄物、事業系生ごみ等を利用する乾式バイオガスシステム 

 

【施設概要】 

〇複合型リサイクルシステム（ごみ処理・再生、エネルギー利用） 

サーマルリサイクル、廃家電リサイクル、バイオリサイクル施設等の複合処理施設 

〇バイオリサイクル施設 

     処理量 ５０ｔ／日 （事業系生ごみが中心） 

乾式固形処理設備：高濃度醗酵のためメタンガスの回収量が多い 

メタンガス：ガスエンジン発電、自動車燃料（メタン濃度９８％） 

残渣：コンポスト利用 

廃液：冷却水等施設内利用 

〇乾式メタン発酵について 

・乾式のメリットは、固形廃棄物の処理が可能な点が大きい。剪定枝等液状化が困

難なものが利用できることで、受け入れ可能な廃棄物の幅が広がる。 

・乾式醗酵は、タンパク質が多いとアンモニアが発生しメタン発酵を阻害する。タ

ンパク質の高い物（肉類、チーズ等）の受け入れは調整が必要。 

〇バイオリサイクル施設への廃棄物の受け入れ、収集体制について 

・事業系生ごみ、産業廃棄物の生ごみが中心。家庭系生ごみは分別収集の観点から

バイオリサイクルの対象にはしていない。 

・給食残渣の受け入れを始めているところ。 

・食品工場の生ごみは、幅は広いが、各工場単位での成分は安定している。 

・収集は、産業廃棄物収集運搬業者に委託。カンポリサイクルプラザでは行ってい

ない。 

・ほとんどがビニール袋での回収。１，２社で生分解性の袋を利用している。生分

解性の袋は費用負担の問題がある。 

・理想的な収集方法は、ポリバケツ等通箱のような形で直接回収する方法。 

〇メタンガスの利用等について 

・メタンガスは、自動車燃料（構内重機）に使用している。 

・ガスエンジン発電は、現状、施設の電力を賄える程度。余剰電力の売電が可能な

システムになっているが、他の施設で消費しているので売電していない。 

・発電機への燃料電池の導入は考えていない。 

・ガス発生量は、廃棄物の成分によるが、多い時で計画値の２倍以上の時があった。 
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図資料４－１ 施設概要のヒアリング 

〇残渣、排水の処理について 

・堆肥化も行っているが、廃棄物由来ということで流通経路には乗りにくい面があ

る。 

・発酵槽から出る水は、廃棄物が持っていた水であり、加水処理はしていない。 

     ・排水は、１００％施設内で使用している。 

〇運営面について 

・バイオリサイクル施設だけの運営は、発酵 

残渣を堆肥にして流通できれば可能性が 

あるが実際は困難。 

 

 

 

 

 

②南丹市八木バイオエコロジーセンター  

・家畜糞尿、産業廃棄物等を利用する湿式バイオガスシステム 

 

【施設概要】 

〇家畜糞尿等再利用施設 

   受け入れ物 乳牛、肉牛、豚、食品事業者（乳製品、おから） 

計画処理量 メタン施設  ６５．２ｔ／日（現状は、計画処理量×１２０％） 

堆 肥 施 設  ３１．９ｔ／日  

合   計  ９７．１ｔ／日 

湿式メタン発酵設備 

メタンガス：ガスエンジン発電（電力は施設使用と農業集落排水処理場への供給） 

残渣：堆肥化、商品名「やぎバイオグリーン」 

消化液：液肥、商品名「やぎバイオグリーン液」 

 

〇受け入れ物について 

・計画処理量を超えているのは、畜産農家の大型化により、飼養頭数が増加してい

るため。 

・湿式メタン発酵には、家畜糞尿だけでなく、おから等の食品残渣が入ることでメ

タン菌が元気になり、バイオガスの発生が多くなる。 

・鶏糞は、固形物のため受け入れていない。液状になる食品残渣等は受け入れるが、

計画処理量を超えている状況では、新たな受け入れは、量次第となる。 

・搬送は、各農家で行っている。 

〇発酵残渣について 

・固形堆肥は、需要が多い。春先のシーズンには在庫がなくなる。 

・液肥の利用は、量的には少ない。一度使用された農家は、続けて使われている。 

・隣接する水田の一部は、この施設の堆肥と液肥だけで生産されており、液肥を使

った米のブランド化が進められている。 
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〇発電電力について 

・施設内での利用が主で、一部は隣接する農業集落排水施設に供給している。 

・燃料電池の導入は、高コストとなるため考えていない。 

〇運営について 

・収入は、糞尿等の受け入れ料。 

・費用は、老朽設備の修理費、排水処理に使用する薬剤にかかる費用が大きい。 

図資料４－２ バイオガス発酵槽 
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５．津山市地域新エネルギービジョン策定委員会報告書あとがき 

 

 あとがき 

 

２０１０年（平成２２年）１１月から１２月にかけてメキシコのカンクンで気候変動枠組条約

第１６回締約国会議（ＣＯＰ１６）が開催され、産業革命以降の気温上昇を２度未満に抑えるこ

となどを盛り込んだ「カンクン合意」が採択されましたが、京都議定書の延長や新たな枠組みの

法的位置付けなど主要議題の多くが棚上げされました。このことは難航する交渉を反映したもの

で、国際社会における合意形成の困難性を改めて認識させるものとなりました。 

昨今の異常気象による災害や環境変化による生態系の異変等は、地球温暖化がその原因となっ

ているとの見方が広がりつつあります。その地球温暖化の進行を抑制するには、私たちが身近な

問題として捉え、具体的な対策をたてて実行していくことが求められています。 

一方、私たちが生活する津山地域においても、太陽光、太陽熱、バイオマスなどの利活用によ

る石油代替エネルギーへの転換が、津山地域の自前エネルギーの確保と地域環境保全のための喫

緊の課題となっており、平成２２年２月に策定された「津山市地域新エネルギービジョン」によ

り、新エネルギー導入に向けた施策の基本的な指針が示されました。そのビジョンのなかで、循

環型社会の形成を目指した新エネルギー導入施策の一つとして、有機性廃棄物によるメタン生成、

バイオガスの利活用が挙げられています。 

バイオガスは、食品残渣やし尿、浄化槽汚泥などの有機物が発酵して発生するメタンを主成分

とする可燃性ガスで、未利用の再生可能エネルギー源であることから地球温暖化対策の一つとし

てその有効利用が期待されています。 

 このような背景のもとで、津山市長の委嘱を受け発足した津山市地域新エネルギービジョン策

定委員会は、調査するテーマを「バイオガスシステム導入可能性調査」として、平成２２年７月

２９日に第１回の委員会を開始し、その後、３回にわたって委員会を開催するとともに、京都府

南丹市で導入されている先進事例（カンポリサイクルプラザ及び南丹市八木バイオエコロジーセ

ンター）の調査を実施しました。 

 当委員会では、バイオガスの特徴やその優位性のみならず、初期投資コスト、原料となる有機

性廃棄物の安定確保、協働体制の確立、建設・運転費用といった様々な課題点にも触れながら、

津山市の地域特性を踏まえたバイオガスの利活用について、多方面にわたって検討・評価を重ね

てきました。 

当委員会は、事業者の皆様からいただいた貴重なご意見等も踏まえながら、最終的に『津山市

地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガスシステム導入可能性調査」』として、津

山地域におけるバイオガスシステム導入の可能性や施策の将来展望について取りまとめています。 

本報告が、津山市におけるバイオガスの利活用の指針としての責務を果たすとともに、市民・

事業者・市民団体・教育機関及び市による協働の下、新エネルギーの導入促進活動に役立てられ

ることを祈念して止みません。 
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最後に、策定にあたりアンケートにて貴重なご意見やご提案をお寄せいただきました事業者の

皆様をはじめ、新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに経済産業省中国経済産業局の皆様に

心から感謝を申し上げます。 

 

 平成２３年１月７日 

 

津山市地域新エネルギービジョン策定委員会 

委 員 長 稲葉 英男 

副委員長 三宅 直生 

委  員 岡阪 明美 

小川 悟 

苅田 善嗣 

中西 直政 
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６．津山市環境政策推進本部設置要綱 

 
平成 20 年６月 25 日 

津山市訓令第 64 号 

  

改正 平成 21 年４月１日訓令第９号 

 平成 22 年４月１日訓令第６号 

  平成 22 年５月１日訓令第 11 号 

 平成 22 年７月１日訓令第 46 号 

 平成 22 年 10 月１日訓令第 49 号 

 

（目的及び設置） 

第１条 本市の環境の保全，創造等に関する政策について検

討し，その円滑な推進を図るため，津山市環境政策推進本

部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部の所掌する事務は，次の各号に掲げる事項

とする。 

(１) 環境行政に係る政策（以下「環境政策」という。）の

策定に関すること。 

(２) 環境政策の推進に係る情報収集及び総合調整に関す

ること。 

(３) 環境政策に係る計画の進行管理に関すること。 

(４) 市有施設のエネルギーの使用の合理化の推進に関す

ること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか環境政策の推進に必要な

事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって

組織する。 

２ 本部長は，副市長をもって充て，会務を総理する。 

３ 副本部長は，教育長，特別理事及び水道事業管理者をも

って充て，本部長を補佐し，本部長に事故あるときは，本

部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。 

４ 本部員は，総合企画部長，総務部長，財政部長，クリー

ンセンター建設事務所長，環境福祉部長，環境福祉部参与，

こども保健部長，経済文化部長，農林部長，土木部長，地

域振興部長，教育次長及び水道局参与をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要と認めるときに招

集し，これを主宰する。 

２ 推進本部の会議において必要と認めるときは，構成員以

外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

 

（幹事会） 

第５条 推進本部の会議に付すべき事案等の調整及び本部長

の命を受けた事案を処理するため，推進本部の補助機関と

して幹事会を置く。 

２ 幹事会は，代表幹事及び幹事をもって組織する。 

３ 代表幹事は環境生活課長を，幹事は政策調整室長，総務

課長，財政課長，企画調整課長，環境福祉部企画調整官，

環境業務課長，生活福祉課長，こども企画課長，交通政策

課長，農林企画課長，管理課長，協働推進課長，各支所市

民生活課長，教育総務課長及び業務課長をもって充てる。 

４ 幹事会の会議は，代表幹事が必要と認めるときに招集し，

その議長となる。 

５ 幹事会の会議において必要と認めるときは，構成員以外

の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

 

（専門部会） 

第６条 幹事会は，その所掌事務に係る専門的事項を調査研

究するため，必要があるときは，専門部会を置くことがで

きる。 

２ 専門部会の構成員は，職員の中から代表幹事が指名する。 

 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は，環境福祉部環境生活課において

処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関

し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，訓令の日から施行する。 

（津山市環境政策推進会議設置要綱の廃止） 

２ 津山市環境政策推進会議設置要綱（平成 12 年津山市訓令

第４号）は，廃止する。 

付 則（平成 21 年４月１日訓令第９号） 

この要綱は，訓令の日から施行する。 

付 則（平成 22 年４月１日訓令第６号） 

この要綱は，訓令の日から施行する。 

付 則（平成 22 年５月１日訓令第 11 号） 

この要綱は，訓令の日から施行する。 

付 則（平成 22 年７月１日訓令第 46 号） 

この要綱は，訓令の日から施行する。 

付 則（平成 22 年 10 月１日訓令第 49 号） 

この要綱は，訓令の日から施行する。 
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７．津山市エネルギー資源量調査の概要 

 

（１）調査の概要 

津山市地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガス導入可能性調査」の策

定にあたって、食品残渣と畜産廃棄物の発生及び処理の現状、さらに、今後エネルギー資

源活用に対する協力の意向等についてアンケート調査を実施しました。その概要は、下記

のとおりです。 

 
 

（１）食品加工残渣・事業系生ごみのエネルギー資源としての活用に関する調査 

調査目的：食品残渣の発生状況及び処理状況の把握 

エネルギー活用に対する協力の意向・可能性 

調査期間：２０１０年（平成２２年）８月２４日～９月８日 

調査対象：市内食品製造業者 小売・飲食事業者等 無作為抽出 

調査方法：郵送配布・回収  一部ヒアリング調査 

配布数 ：２２１通  回収数：６６通  回収率：２９．９％ 

 

 

（２）家畜排泄物のエネルギー資源としての活用に関する調査 

調査目的：畜産廃棄物の発生状況及び処理状況の把握 

エネルギー活用に対する協力の意向・可能性 

調査期間：２０１０年（平成２２年）８月２４日～９月８日 

調査対象：市内畜産法人、畜産農家 

調査方法：郵送配布・回収  

配布数 ：２７通  回収数：１７通  回収率：６３．０％ 
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（２）実施調査票 
 
食品加工残渣・事業系生ごみのエネルギー資源としての活用に関する調査 
事業所名  
住 所  
担当者 所属 氏名 
連絡先 TEL mail 

 
１．事業内容について 

事業形態 製造・加工、主な取扱商品 
１食品加工・製造業 
 

1. 食肉 
2. 野菜 
3. 魚 
4. 麺 

5. 菓子 
6. パン 
7. 酒・醤油 
8. その他（            ） 

２小売店 1. スーパーマーケット 
2. コンビニエンスストア 
3. パン製造販売 
4. 洋菓子製造販売 

5. 和菓子製造販売 
6. 惣菜・弁当製造販売 
7. 豆腐製造販売 
8. その他（            ） 

３飲食店 1. ファミリーレストラン 
2. 和食 
3. 洋食 
4. 中華 
5. ラーメン 

6. うどん・そば 
7. 焼肉 
8. すし 
9. 居酒屋・割烹 
10. その他（            ） 

 
２．有機性廃棄物の発生・処理状況について 
処理方法 内容・組成等※ 処理量 処理費用 

１産業廃棄物 
 
 

t・kg ／日・月 円／月・年 

２一般廃棄物 
 
 

t・kg／日・月 円／月・年 

３飼料化 
 
 

t・kg／日・月 円／月・年 

４肥料化 
 
 

t・kg／日・月 円／月・年 

５その他 
（     ） 

 
t・kg／日・月 円／月・年 

※内容・組成等は、調理くず・売れ残り・食べ残しの区分と主な組成・性状（肉魚のあら、野菜

くず、廃油、醸造・発酵かす、弁当など）をご記入ください。 
※処理量、処理費用の欄は、数値の記入と単位に○をつけてください。例：15 t・kg／日・月 
※処理費用が逆有償の場合は、金額に＋を表記してください。 
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３．有機性廃棄物のエネルギー資源活用について 
今後、有機性廃棄物を資源としたエネルギー利用（メタン発酵による発電や熱利用など）

が事業化した場合、貴事業所で発生する生ごみ等有機性廃棄物を資源として提供して頂け

ますか。貴事業所のお考えをお聞かせください。 
 

3.1下記のなかで、あてはまるものの数字に○をつけてください。その他の場合は、具体的
にお考えをお聞かせください。 

 
1. 費用や手間にかかわらず、資源循環型のまちづくりに積極的に貢献したい 

2. 費用や手間が同程度までなら社会的責任の視点から協力したい 

3. 費用や手間の削減効果が大きければ協力する 

4. 費用や手間にかかわらず、既存の処理方法を継続する 

5. その他 

（                                  ） 
 
3.2 有機性廃棄物の種類によって協力の可否が異なる場合は、下記にご記入ください。 
【処理方法、内容・組成は前項２の区分】 
処理方法 内容・組成等 提供の可否及び理由 

記入例 

４肥料化 
売れ残り 
弁当等 

不可：自社で堆肥化設備を保有し、リサイクルを推

進している。 

１産業廃棄物 
 
 

 

２一般廃棄物 
 
 

 

３飼料化 
 
 

 

４肥料化 
 
 

 

５その他 
（     ） 

  

 
 



津山市地域新エネルギービジョン重点テーマ「津山市バイオガスシステム導入可能性調査」 

52 

 

家畜排泄物のエネルギー資源としての活用に関する調査 
事業所名 

（個人の場合は

事業者名） 

 

住 所  

担当者 所属 氏名 
連絡先 TEL mail 

 
１．飼養の状況について  

家畜種類 頭羽数 飼養頭羽数の今後の見込み（項目に○をつけてください） 

成 牛  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 
１肉用牛 

育成牛  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 

成 牛  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 
２乳用牛 

育成牛  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 

３豚  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 

４鶏  ①増やす  ②現状維持  ③減らす  ④わからない 

 
２．家畜排泄物の発生・処理状況について 

処理方法 処理量 処理費用・販売収入 

１自家処理 
（堆肥化・乾燥処理して肥料として

自家消費） 
t・kg／日・月 円／月・年 

２自家処理 
（堆肥化・乾燥処理して肥料として

販売） 
t・kg／日・月 円／月・年 

３処理施設へ搬出 t・kg／日・月 円／月・年 

４その他 
（     ） 

t・kg／日・月 円／月・年 

※処理量、処理費用・販売収入の欄は、数値の記入と単位に○をつけてください。 
 
※販売収入は、堆肥の販売などがある場合に、金額に＋をつけてご記入ください。 

例：1.5 t・kg／日・月 
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３．家畜排泄物のエネルギー資源活用について 
今後、家畜排泄物を資源としたエネルギー利用（メタン発酵による発電や熱利用など）

が事業化した場合、貴事業所で発生する家畜糞尿等を資源として提供して頂けますか。貴

事業所のお考えをお聞かせください。 
 

3.1下記のなかで、あてはまるものの数字に○をつけてください。その他の場合は、具体的
にお考えをお聞かせください。 

 
1. 費用や手間にかかわらず、資源循環型のまちづくりに積極的に貢献したい 

2. 費用や手間が同程度までなら協力したい 

3. 費用や手間の削減効果が大きければ協力する 

4. 費用や手間にかかわらず既存の処理方法を継続する 

5. その他 

（                                  ） 
 
3.2 家畜排泄物の処理方法によって協力の可否が異なる場合は、下記にご記入ください。 
【処理方法、具体的な内容は前項２の区分】 

処理方法 提供の可否 提供可能量および理由 

【記入例】 

１自家処理 
（堆肥化・乾燥処理して

肥料として自家消費） 

可能 

処理量の約 50％ 
堆肥化施設の一部が老朽化しているため。 

１自家処理 
（堆肥化・乾燥処理して

肥料として自家消費） 
  

２自家処理 
（堆肥化・乾燥処理して

肥料として販売） 
  

３処理施設へ搬出   

４その他 
（     ） 
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（３）調査結果 

 

１）食品製造業者 小売・飲食事業者等 

①事業内容について 

製造・加工 主な取扱商品 回答数 

1.食肉 1 

2.野菜 2 

3.魚 1 

4.麺 1 

5.菓子 3 

6.パン 1 

7.酒・醤油 3 

１食品加工・製造業 

8.その他 4 

 

製造・加工 主な取扱商品 回答数 

1.スーパーマーケット 11 

2.コンビニエンスストア 0 

3.パン製造販売 1 

4.洋菓子製造販売 0 

5.和菓子製造販売 1 

6.惣菜・弁当製造販売 4 

7.豆腐製造販売 2 

２小売業 

8.その他 1 

 

製造・加工 主な取扱商品 回答数 

1.ファミリーレストラン 1 

2.和食 5 

3.洋食 1 

4.中華 2 

5.ラーメン 1 

6.うどん・そば 3 

7.焼肉 2 

8.すし 3 

9.居酒屋・割烹 6 

３飲食業 

10.その他 4 

 

製造・加工 主な取扱商品 回答数 

1.社員食堂 3 

2.病院 2 

3.ホテル・宿泊 2 

４その他 

（集計区分追加） 

4.給食センター 1 

※回答数は、取扱商品が複数の回答があるため回答者数より多くなっています。 
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②有機性廃棄物の発生状況（賦存量） 

一般廃棄物 

平均発生量 
一般廃棄物量 

有機性廃棄物推計 

一部組成分析値使用※ 業   態 事業所数 

ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 

チェーン本部・SC X 実数 609.4  609.4  

スーパーマーケット 

（一部実数を加算） 
12 10.52 149.6  149.6  

コンビニ※ 40 4.7 188.0 188.0 

食品製造業１ X 実数 324.0  324.0  

食品製造業２ 

（調査対象事業者） 
27 16.8 453.6 453.6 

弁当惣菜店 14 1.77 24.8  5.9  

飲食店 547 4.8 2,625.6 624.9  

ホテル X 実数 129.6  30.8  

その他宿泊等 4 4.8 19.2  4.6  

社員食堂・病院 X 実数 51.2  12.2  

給食センター 1 実数 42.6 42.6 

合   計 4,617.6 2,445.6 

※コンビニ排出原単位 

「1店舗平均生ごみ排出量 12～15kg/日」の資料から 13kg/日に設定 

参考資料：http://eco.goo.ne.jp/business/keiei/keyperson/12-3.html 

http://netafull.net/neta2007/021695.html 

※組成分析値：厨芥類比率：平均 23.8％ 

市内 3施設可燃物処理組成分析データより 
③利用可能量推計 

１．全面的協力 
２．同程度まで 

CSR として 
可能量合計 

業   態 回答数 

回答数 ｔ/年 回答数 ｔ/年 ｔ/年 

製造業 13 1 3.6 2 410 413.6 

小売業 18 1 144 7 50.52 194.52 

飲食店 28 4 7.08 10 68.46 75.54 

社員食堂・病院・宿泊 7 1 3.36 3 91.03 94.39 

給食センター 1 1 42.63 0 0 42.63 

計 67 8 200.67 22 620.01 820.68 

 
④協力意向 

積極的貢献 同負担まで 削減大なら 既存継続 その他 
業   態 回答数 

1 2 3 4 5 
無回答 

製造業 13 1 2 3 2 1 4 

小売業 18 1 7 4 2 2 2 

飲食店 28 4 10 6 4 1 3 

社員食堂・病院・宿泊 7 1 3 2 1 0 0 

給食センター 1 1 0 0 0 0 0 

計 67 8 22 15 9 4 9 
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２）畜産業者  

①飼養の状況について 

ⅰ飼養頭羽数 

家畜種類 頭羽数 

肉用成牛 401 

肉用育成牛 293 
694 

乳用成牛 281 

乳用育成牛 132 
413 

豚 415 

鶏 810,000 

 

  ⅱ頭羽数の今後の見込み 

 現在の飼養頭羽数を 回答数 

増やす 2 

現状維持 14 

減らす 2 

わからない 0 

 
②家畜排泄物の状況 

ⅰ発生状況 

家畜種類 
発生量 

（ｔ/月） 

発生量 

（ｔ/年） 

肉用牛 397 4,764 

乳用牛 444 5,328 

鶏 336 4,032 

豚 16 192 

合   計 1,193 14,316 

 
  ⅱ処理状況 

  
発生量 

（ｔ/月） 

発生量 

（ｔ/年） 

自家処理・自家消費 309 3,708 

自家処理・販売 489 5,868 

処理施設へ搬出 262.6 3,151 

その他 0 0 
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 ⅲ処理費用 （処理方法とともに費用の記入がある回答のみ集計） 

 
肉用牛・乳用牛 

発生量 

（ｔ/月） 

発生量 

（ｔ/年） 

処理費用 

（円/月） 

処理費用 

（円/年） 

処理費用 

（円/ｔ） 

自家処理・自家消費 177 2,124 15,792 189,500 89 

自家処理・販売 390 4,680 250,333 ＋3004000 +642 

施設への搬出 83 996 172,500 2,070,000 2,078 

 
鶏 

発生量 

（ｔ/月） 

発生量 

（ｔ/年） 

処理費用 

（円/月） 

処理費用 

（円/年） 

処理費用 

（円/ｔ） 

自家処理・販売 60 720 20,000 240,000 +333 

施設への搬出 10 120 12,000 144,000 1,200 

 
豚 

発生量 

（ｔ/月） 

発生量 

（ｔ/年） 

処理費用 

（円/月） 

処理費用 

（円/年） 

処理費用 

（円/ｔ） 

自家処理・自家消費 6 72 5,000 60,000 833 

 
③利用可能量 

 糞尿量 発生量 利用可能量 利用可能率 利用可能量 

 kg/頭羽・日 飼養頭羽数 ｔ/日 ｔ/年 実数ｔ/年  ｔ/年 

肉用牛 22 1,991 43.8 15,988     0 

乳用牛 32 1,776 56.8 20,744 180 3.8% 788 

豚 2.1 415 0.9 318     0 

鶏 0.02 810,000 16.2 5,913 2120 ― 2,120 

 
調査集計より 飼養頭羽数： 

牛は、平成 21年度津山市統計書 

鶏・豚は調査回答結果 

調査回答より 調査回答より 
 

 
④協力意向 

積極的貢献 同負担まで 削減大なら 既存継続 その他 
業   態 回答数 

1 2 3 4 5 
無回答 

肉用牛 6   1 2 1 2 

乳用牛 8  3 2  1 2 

鶏 3 1  1   1 

豚 2  1 1    

計 ※19 1 4 5 2 2 5 

 ※2種類を飼養している事業者 2件の回答を加算している。 
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３）有機資源賦存量 

①食品関連事業所 地区別賦存量 

賦存量（発生量）推計 調査実数 

製造業 弁当・惣菜 コンビニ 
スーパー 

一般 
飲食店 ＳＣ等 

宿泊ほ

か 

社食・ 

病院 

給食 

センター 

合計 
地区 

件 ｔ/年 件 ｔ/年 件 ｔ/年 件 ｔ/年 件 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 ｔ/年 

加茂 2 33.6 0 0 1 4.7 1 10.52 5 24 0 0 0   72.8 

北東 1 16.8 0 0 2 9.4 0 0 13 62.4 0 0 6   94.6 

中北 1 16.8 3 5.31 3 14.1 2 28.89 78 374.4 0 0 0   439.5 

中央 10 168 6 10.62 11 51.7 2 21.04 301 1445 186 54 0   1,936.2 

西 7 117.6 1 1.77 9 42.3 3 31.56 49 235.2 423.4 75.6 9.4 42.6 979.4 

東 6 424.8 3 5.31 13 61.1 4 57.68 96 460.8 0 0 35.8 0 1,045.5 

南 0 0 1 1.77 1 4.7 0 0 5 24 0 19.2 0   49.7 

計 27 777.6 14 24.8 40 188 12 149.7 547 2925.6 609.4 148.8 51.2   4617.7 

 
②畜産業者 地区別賦存量（アンケート回答事業者のデータ） 

 賦存量（発生量） 

地 区 ｔ/月 ｔ/年 

加茂町 54.6 655 

北東 45 540 

中北 66 792 

中央 0 0 

西 70 840 

東 471 5,652 

南 434  5,210 

計 1,140.76 13,689 

 
③一般家庭生ごみ排出量推計                       （ｔ／年） 

厨芥類処理量 事業系排出量 一般家庭排出量 処理の現況 

6,743 1,482 5,261 焼却処分 

資料：市内 3施設可燃物処理組成分析データ 

 
④下水汚泥発生量 

施 設 汚泥発生量（ｍ3/年） 汚泥処理の現況 

津山浄化センター 17,470 標準活性汚泥法、焼却 
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（４）地域分布 

 

 

食品残渣 
中央地区排出量 1,894.2ｔ/年を 100とした比率で表示 

畜産廃棄物 
東地区排出量 5,652ｔ/年を 100とした比率で表示 

資料：津山市都市計画マスタープラン 
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