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はじめに 

 日本下水道事業団（JS）では、2017（平成 29）年度から 2021（令和 3）年度までの

5 ヶ年度を計画期間とする第 5 次中期経営計画に定める JS の 2 つの役割、すなわち

「下水道ソリューションパートナーとしての総合的支援」、「下水道ナショナルセンター

としての機能発揮」を着実に果たしていくため、JS 自らの財源を確保し、安定的かつ

継続的に調査研究を実施し、地方公共団体に成果を還元することを目的として、2018 年

1 月に策定した「基礎・固有調査研究の中期計画」（計画期間：同上）に則り、14 テー

マの調査研究を進めて参りました。 

 本報告書は、これらのうち、人口減少対応や省エネ化・脱炭素化などの時代の要請に

対して技術の進化を図る「固有調査研究（コア技術）」の一環として実施した「中小都

市向け汚泥燃料化・肥料化等、地域の実情に応じた汚泥利活用」に関する調査研究成果

を取りまとめたものです。 

 本調査研究では、下水汚泥固形燃料化事業について、事業関係者へのヒアリング調査

などを実施し、技術的事項や実施スキームなどを取りまとめるとともに、下水汚泥肥料

の普及拡大に向け、事業関係者へのヒアリング調査による課題の把握や技術開発実験セ

ンターに設置した大型コンポスト試験装置などを用いた肥料化試験方法の検討などを

行いました。 

本報告書が地方公共団体の皆さまの下水道事業の遂行の一助になりますとともに、下

水道事業全体の発展に寄与することを期待するものです。 

なお、本調査研究は、三宅晴男（2017～18 年度)、桑嶋知哉（2019～20 年度）、新川

祐二（2021 年度）の指導の下、碓井次郎（2017 年度）、佐々木信勝（2017 年度）、井

上善之（2018 年度）、熊越瑛（2019～21 年度）、島田正夫（2019～21 年度）が担当し

ました。 

2022 年 3 月 

技術戦略部長 橋本 敏一 
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第１章 研究の概要 

１．１ 研究の背景および位置づけ 

下水処理の過程で発生した下水汚泥は、従来は主にされてきたセメント化等の建設資

材利用や産業廃棄物として埋め立て処分が行われてきた。しかし、平成 27 年の下水道

法改正により燃料や肥料等への再生利用が努力義務化されるなど、下水汚泥は貴重なバ

イオマス資源として見直されている。 

2020 年 10 月には日本政府から 2050 年にカーボンニュートラルを達成することが宣

言されており、これを受けて、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 46％削

減すること等が政策目標として掲げられている。下水道分野においては、昨年 10 月に

「下水道政策研究委員会 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」が設置され、

2022 年 3 月に策定された報告書の中では、地球温暖化対策計画達成のための目標設定

の考え方として、2030 年度までに下水汚泥のエネルギー化率を 37％まで向上（2020 年

3 月時点で 24％）することにより約 70 万 t-CO2削減することが提言された。 

また、農林水産省では、持続可能な食料システムの構築に向けて、令和 3 年 5 月に

「みどりの食料システム戦略」プロジェクトが立ち上げられ、下水汚泥など地域・未利

用資源の一層の活用に向けた取り組みが開始された。今後、下水汚泥の更なる積極的利

用が社会的ニーズとして高まることからも、下水汚泥肥料の利用・普及の拡大が予想さ

れるが、令和元年度時点では下水汚泥の緑農地利用の割合は 10%に留まっている 1)。 

社会全体として、省エネ化・低炭素化の推進や、地域での水循環や資源循環の形成、

再生可能エネルギーの利用促進など、持続可能な社会形成の観点から、下水道バイオマ

スの利活用に対する要請は、今後より一層高まるものと考えられるが、下水汚泥のバイ

オマスとしての利活用は進んでいない状態にある。これらの課題の一つとしては、初期

投資に要するコストが大きいことや、規模が小さくスケールメリットが働き難い下水処

理場が多いことなどが挙げられる。したがって、下水道バイオマスの利活用の現状を踏

まえ、さらなる普及拡大を図るためには、中小規模向けの低コストで維持管理が容易な

資源・エネルギー利活用技術、他のバイオマス受入れや未利用の下水道バイオマスの利

活用に係る技術開発を進める必要がある。 

 

１．２ 研究の目的 

本研究では、下水汚泥のバイオマスとしての利活用について調査・検討を行い、スケ

ールメリットの働き難い中小都市向けの下水処理場を対象とした下水道バイオマスの

利活用の促進を図ることで、創エネルギー技術の活用や普及拡大などの観点から持続可

能な社会形成の形成に資することを目的とする。 

 

１．３ 実施項目および工程 

 本研究は、①肥料利用調査、②固形燃料化実態調査を実施しており、各行程は表 １.



 

－１-２－ 

１の通りである。 

 
表 １.１ 実施項目および工程 

実施項目 H29 H30 H31/R1 R2 R3 
①肥料利用調査      
・下水汚泥コンポスト肥料の製造 

状況に関する評価指標の検討 
     

・大型コンポスト化装置の開発と 

肥料製造条件の検討 

     

・下水汚泥肥料利用促進に係る 

ヒアリング調査 

     

・下水汚泥コンポスト化に係る事業

性の検討 

     

・下水汚泥コンポスト肥料の高品質

化、高付加価値化に係る検討 

     

②固形燃料化技術に関する調査      

③成果および課題      

 

１．４ 報告書の構成 

 本報告書は調査実施項目に従い、以下の構成でとりまとめた。 

 

     第１章 研究の概要 

     第２章 下水汚泥コンポスト肥料の製造状況に関する評価指標の検討 

     第３章 大型コンポスト化装置の開発と肥料製造条件の検討 

     第４章 下水汚泥肥料の利用促進に係るヒアリング調査 

     第５章 下水汚泥コンポスト化に係る事業性の検討 

     第６章 下水汚泥コンポスト肥料の高品質化、高付加価値化に係る検討 

     第７章 固形燃料化技術に関する調査 

     第８章 成果および課題 
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第２章 下水汚泥コンポスト肥料の製造状況に関する評価指標の検討 

２．１ 検討の概要 

（１）検討の背景 

下水汚泥中には植物の成長に欠かせない窒素やリン等の肥料成分を多く含むことか

ら、欧米では下水汚泥の緑農地利用が進んでいる。しかし、我が国では歴史的経緯*から

あまり普及しておらず、令和元年度における下水汚泥の緑農地利用の割合は、発生汚泥

固形物量の約 1 割程度に留まっている 2)。 

下水汚泥（脱水汚泥）は易分解性有機分を多く含むとともに含水率が高いため、その

まま肥料として田畑等に利用することは難しい。また、運搬や保管方法、散布時のハン

ドリング性の確保、散布後の臭気の発生の抑制等、環境・衛生上の安全を考慮する必要

がある。これらの課題を解消する方法の一つとして、下水汚泥のコンポスト化（発酵肥

料化）処理†が用いられる。なお、コンポスト化とは、地力の維持・増強を目的として有

機質資材を農業利用する場合に、あらかじめその有機質資材を処理して、微生物の作用

によりある到達目標まで腐朽させておくことであり、到達目標は、土壌に施用しても作

物の生育障害を起こすことなく、土壌微生物に活動のエネルギーを十分与えて地力を維

持し、作物の生産性を高めるような有機成分組成を持つようにすることである。 

一般的に、下水汚泥肥料の利用検討に際しては、試験的に肥料を製造して配布や施肥

を行い、肥料の性状や利用者の意見を確認することが望ましい。下水汚泥コンポスト肥

料を試験的に製造するための代表的な手段としては、民間のコンポスト会社（産業廃棄

物中間処理業者）へ製造委託、市販の生ごみコンポスト容器を用いて製造、市販の生ご

みコンポスト容器を用いて製造、等が挙げられる。 

しかし、以下①～③に示すように、製造場所の選定や製造量などの課題がある。特に、

民間のコンポスト会社で行われる肥料製造は、微生物による発酵熱の蓄積による温度上

昇の有無やその程度等の温度変化から製造状況を把握することが多いが、試験汚泥を

10～20t 規模で用意する必要があるため、業者の選定に時間を要するとともに、製造し

た多くの肥料の利用用途を決めておく必要がある。比較的小規模（数 kg～数百 kg 程

度）の肥料製造を試みる場合は、下水汚泥コンポスト肥料を製造する場合の市販生ごみ

コンポスト容器やフレコンバックが用いられるが、放熱により温度が上昇しにくく、温

度変化から肥料の製造状況を把握することは容易ではないため、別の手法により肥料の

製造状況を把握することが課題となっている。 

 
                                                 
* 1970 年代頃にも下水汚泥の肥料利用が盛んに検討されていたが、水質汚濁防止に係

る法律等が整備途上であり、工場排水等に由来する重金属が下水汚泥に多く含まれる

ことが懸念された 
† 一般的には発酵肥料や堆肥とも呼称されるが、本報告書では「下水汚泥コンポスト

肥料」と呼称する。また、家畜糞を同様に処理して製造した肥料は「堆肥」と呼称す

る。 
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① 民間のコンポスト会社（産業廃棄物中間処理業者）に製造委託する場合（写真 ２.１） 

・ 試験汚泥を専用ヤードでコンポスト化処理する必要があることから、ヤードに余裕が

ある場合に限られるため、事業者の選定に時間を要する 

・ 1 つのヤードを専用で処理するため、10～20t 以上の試験汚泥が必要となり、産業廃棄

物である下水汚泥を取り扱うことから、運搬・処理に関して「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」の適用を受ける場合がある 

・ 試験汚泥の 2～4倍の種汚泥（戻し堆肥方式の場合）と混合するため、製造した肥料の

性状は種汚泥の性状に大きく左右される 

 

② 市販の生ごみコンポスト容器を用いて製造する場合(写真 ２.２) 

・ 少量（10～50 ㎏程度）の試験汚泥で肥料が製造可能であるが、放熱が大きく、所

定の温度（65℃以上）まで昇温 3)することが難しい 

・ 試験製造には 3か月～6 か月程度の時間を要し、人力の作業負担が大きいが、肥

料の製造量は極めて少ない 

・ コンポスト化処理の期間を短縮するためには、ビニールハウス内での製造実施、

廃糖蜜等の発酵促進剤の添加、大量の種汚泥を用いた混合処理等の検討が必要で

ある 

・ 製造した肥料の性状は、添加材や混合物の性状や配合比率に大きく左右される 

 

 

 

 

写真 ２.１ 民間のコンポスト工場の事例（堆積型発酵ヤード） 
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③ フレコンパックを用いて製造する場合（写真 ２.３） 

・ 少量（10～50 ㎏程度）の試験汚泥で肥料が製造可能であるが、放熱が大きく、所定

の温度（65℃以上）まで昇温 3)することが難しい  

・ 市販のフレコンパックを使用するため比較的低コストで製造可能であるが、定期

的に人力での切り返し混合作業が必要である 

・ 切り返し時に臭気が拡散するため、試験場所に制約がある 

・ コンポスト化処理期間を短縮するためには、ビニールハウス内での製造実施、廃

糖蜜等の発酵促進剤の添加、大量の種汚泥を用いた混合処理等の検討が必要であ

る 

・ 製造した肥料の性状は、添加材や混合物の性状や配合比率に大きく左右される 

・ 試験製造には 3か月～6 か月程度の時間を要し、人力での作業負担に対する製造量

が極めて少ない 

 

（２）検討の目的 

 少量の下水汚泥を用いたコンポスト肥料の製造を行う場合には、発酵温度による処理

の進捗度合いを確認することができないため、これに代わる評価指標が必要となる。本

章では、発酵温度に代わる評価指標を確立することを目的に、下水汚泥コンポスト肥料

写真 ２.２ 生ごみコンポスト装置を用いての試験製造事例 

写真 ２.３ フレコンパックを用いたコンポスト化試験の事例
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や市販されている各種肥料を対象に評価指標の検討を行った。具体的には、市販の家庭

用電動生ごみ堆肥化装置（処理量：数 kg 程度）を用いた下水汚泥コンポスト肥料の製

造試験を行い、肥料の評価指標の有用性について比較検討した。 

 

２．２ 小型コンポスト化装置を用いたコンポスト化試験 

（１）小型コンポスト化装置の仕様 

発酵温度に代わる有用な評価指標の検討を行うに当たり、まず、少量の下水汚泥を対

象としたコンポスト化試験を実施した。小型コンポスト化装置には、国内で 3,000 台以

上の納入実績を有する家庭用電動生ごみ堆肥化装置（スターエンジニアリング株式会社

製 製品名：BS-02 バイオクリーン）を選定した（図 ２.１）。 

 

（２）試験方法（回分式） 

試験汚泥と種汚泥は、あらかじめ別の容器で含水率が 50～65％程度になるように混

合してから（重量比 1：1～5 程度）、発酵槽に投入した。本装置は自動運転機能を有し

ており、60 分間毎に正転・逆転の撹拌を 20 分間行い、40 分間停止する運転サイクル

を繰り返す。発酵槽内の汚泥に空気を供給するために、排気口に小型ブロワを接続して

仕様

2kg/日

微生物分解方式

25ｋｇ

交流100V　50/60Hz

170W

幅 400mm

奥行 400mm

高さ 780mm

20分攪拌/hr+40分停止のサイクル運転
電熱ヒーターによる自動制御

標準運転法

本体寸法

項目

最大処理能力

処理方式

本体重量

本体電源

最大消費電力

図 ２.１ 小型コンポスト化装置の概要
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連続吸引することで、吸気口から外部空気を取り入れることとした。また、発酵槽内は、

底部の電熱ヒーターにより 50℃程度に加温されるが、含水率が低下すると（15%程度）

装置の加温、撹拌が自動停止する。なお、発酵槽の含水率が低下した際には微生物によ

る発酵を促進するために、加水して含水率が 50～60％程度となるように適宜調整した。 

 

（３）試験汚泥 

種汚泥には、過年度に試験製造した下水汚泥コンポスト肥料および市販の下水汚泥コ

ンポスト肥料を混合したものを用いた。試験汚泥には、異なる下水処理場から採取した

混合汚泥および嫌気性消化汚泥の脱水汚泥を用いた。種汚泥および試験汚泥の性状は、

表 ２.１の通りである。装置の外観と発酵槽内部の状況を写真 ２.４と写真 ２.５に示

す。また、写真 ２.６６にはコンポスト化処理が良好に行われた場合の肥料を、写真 ２.

６７には投入負荷量が過剰となりコンポスト化処理が不良であった場合の肥料の例を

示す。 

 
表 ２.１ 試験に用いた種汚泥、試験汚泥の性状 

 含水率（%） かさ密度（kg/L） 有機分率（%） 
種汚泥 20～40 0.7～0.8 60～75 

混合脱水汚泥 75 0.95 85 
消化脱水汚泥 85 0.95 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ２.４ 小型コンポスト化装置による試験
実施状況 

写真 ２.５ 小型コンポスト化装置の内部状況
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（４）試験結果 

小型コンポスト化装置で製造した肥料及び各種の市販肥料の性状分析結果を表 ２.

２に示す。試験製造した肥料の性状は市販のものとほぼ同等の性状であることを確認し

た。この結果から、本装置を適切な試験条件の下で運転することで、下水汚泥のコンポ

スト化処理は可能であると判断した。ただし、今回の試験では試験汚泥よりも種汚泥を

多く用いているため、種汚泥が製造した肥料の性状に与える影響は大きいと考えられる

。 

 
表 ２.２ 小型コンポスト化装置で製造した 

下水汚泥コンポスト肥料及び市販肥料等の性状比較 

 
 

試験汚泥
（コンポスト化

処理前）

コンポスト
肥料

試験汚泥
（コンポスト化

処理前）

コンポスト
肥料

堆肥A
（下⽔汚泥、
家畜糞尿等）

堆肥B
（⽣ごみ等）

鶏ふん堆肥

ｐH ー 6.2 7.6 6.3 7.1 7.4 6.6 8.5

⽔分（含⽔率） ％ 75.3 30.3 84.8 46.8 23.8 25.0 23.1

強熱減量 ％ 91.2 67.2 74.9 58.8 67.5 30.4 58.5

全有機炭素 ％ 43.4 31.9 34.6 27.1 29.3 14.9 25.4

全窒素 ％ 6.1 4.7 5.9 4.7 4.9 3.8 3.9

C/N ― 7 6.6 5.8 5.6 5.8 3.8 6.4

アンモニア性窒素 ％ 1.2 1.1 0.4 1 1.4 1.1 0.6

硝酸性窒素 ％ 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.1 0.5

全リン酸 ％ 2.5 4.9 5.4 6.1 7.1 5.2 4.4

⽔溶性リン酸 ％ 0.76 0.27 0.11 0.24 0.29 0.15 0.74

ク溶性リン酸 ％ 1.8 4.8 5.1 6 7.1 5.2 3.9

塩基交換容量 meq/100g 57 80 94 80 77 60 42

電気伝導率 mS/cm 4.3 4.3 3.8 4.8 5.4 4.8 8.3

分析法は堆肥等有機物分析法（⽇本⼟壌協会 2010年版）による

成分分析
値

混合汚泥 消化汚泥 市販肥料

区 別 項 ⽬ 単位

写真 ２.６ 投入過負荷で発生した不良な下
水汚泥コンポスト肥料 

写真 ２.６ 試験製造した良好な下水汚泥コン
ポスト肥料 
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小型コンポスト化装置により、数 kg の下水汚泥を対象とした肥料の作成が可能であ

ることを確認したが、配布や試験施肥等の検討を行う場合には、数十～100kg 程度の下

水汚泥を用いて肥料製造が可能であることが望ましい。また、前述のように、種汚泥が

製造した肥料の性状に与える影響を極力抑える必要がある。今回の試験を通じて、試験

装置の大型化に際して明らかとなった課題を以下に示す。また、コンポスト化装置の大

型化の検討については、第 3 章にて述べる。 

 

① 試験汚泥の性状の違い（混合汚泥、消化汚泥）から、生ごみの場合よりも試験装置の処

理能力が低下する 

② 肥料の試験製造を行う場合には、発酵槽の撹拌・加温・送風の強度を任意に調整が可能

なシステムであることが望ましい 

③ 種汚泥の性状に影響されにくい実験手法を確立すること必要である 

④ 連続式・回分式試験のいずれも対応可能な装置とし、発酵槽内を容易に空にできる構造

であることが望ましい 

⑤ コンポスト化処理の過程で強度の強い臭気（アンモニア）が発生するため、脱臭設備が

必要である 

⑥ 試験施肥を実施する場合には、1 回の試験（1～2 か月）で数十～100kg 程度の処理能

力が望まれる 
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２．３ コンポスト製品の製造状況に関する評価指標の検討 

（１）発酵温度に代わる評価指標の検討 

一般的には、コンポスト会社では生ごみや戻し堆肥を混合して定期的に切り返し、発

酵熱の蓄積による堆積物内部の温度変化の程度で製品の製造状況を判断する。発酵の初

期段階では、急激に 65℃以上（80℃付近までに達する場合あり）に温度が上昇し、発

酵が進むにつれて温度は常温程度まで緩やかに降下し、切り返しを行っても温度変化が

ほどんど確認されなくなった時点で製品製造（発酵）が完了する。しかし、少量の汚泥

を対象にコンポスト化処理を行う場合は、蓄熱よりも放熱による影響が大きく温度上昇

を正確に把握できないため、これに代わる評価指標が必要となる。評価指標の候補を表 

２.３に示す。発酵温度を比較対象とし、候補となる評価指標の測定結果から、指標とし

ての有用性を検討した。写真 ２.７に測定で使用した主な試験装置、写真 ２.８に発芽

試験の実施状況を示す。また、図 ２.２に発酵温度の測定に使用した小型堆肥化試験装

置の構造図と発酵温度の測定結果の一例を示す。 

 
表 ２.３ 各評価指標と基本原理 

評価指標 基本原理 
備 考 

（測定装置等） 

発酵温度 
試験試料を入れた断熱密閉の容器に微

量空気を送り、コンポスト化処理による

温度上昇の程度を連続測定する 

富士平工業株式会社製：

小型堆肥化試験装置  
かぐや姫（畜試式） 

有機分率 
（強熱減量） 

試験試料の有機分率（強熱減量）の 
変化の度合いから判定する 

城田電気炉材株式会社

製：卓上型電気炉 
SUPER500ST 

下水試験法（日本下水道

協会）による 4) 

臭気強度 
試験試料を容器に入れ、臭気成分を熱線

型焼結半導体センサで検知して測定す

る 

新コスモス電機社製： 
ポータブル型ニオイセン

サ 
XP-329ⅢR 

酸素消費速度 
試験試料の酸素消費速度を測定するこ

とで、微生物酸化反応の進行度合いを評

価 

富士平工業株式会社製：

堆肥熟度判定器 コンポ

テスター (畜環研式)   

発芽試験 
（熱水抽出液） 

試験試料と 70℃の熱水を混合した抽出

液を用いてコマツナを栽培し、発芽状況

を観察して評価 

堆肥等有機物分析法（日

本土壌協会）による 5) 

生物化学的酸素

要求量（BOD） 
試験汚泥を清水で希釈し、下水試験法と

同様の測定方法で分析 
下水試験法（日本下水道

協会）による 4) 

嫌気性消化特性 
試験汚泥をバイアル瓶に入れ、通常の回

分式メタン発酵試験と同じくガス発生

量を測定し評価 

回分式メタン発酵試験装

置 
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堆肥熟度判定器 

コンポテスター (畜環研式) 

小型堆肥化試験装置 

かぐや姫（畜試式） 
ポータブル型ニオイセンサ 

写真 ２.７ 評価試験で用いた主な試験装置

写真 ２.８ 発芽試験の実施状況

図 ２.２ 小型堆肥化試験装置の構造図（左）と試験結果の一例（右） 
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（２）検討結果 

小型コンポスト化装置で製造した下水汚泥コンポスト肥料と市販の各種肥料を対象

とした評価試験の結果を表 ２.４に示す。市販肥料を比較した場合でも、各評価項目の

測定値にはばらつきがあり、測定値を評価指標として肥料製造の状態を比較することは

困難であると判断した。ただし今回の測定結果では、下水汚泥のコンポスト化処理の前

後で酸素消費量は 1/3 以下、BOD は 60%以下、臭気レベルは 30%以下等となっており、

各測定値の相対的な変化を比較することは可能であった。すなわち、肥料の製造状況を

把握するには、試験汚泥および製造過程の肥料の評価指標を測定することで、製造（発

酵）状況の進行の度合いを予測することができると考えられる。 

 

 

表 ２.４の測定結果や各指標の操作性や測定時間、再現性等を踏まえ、各指標の有用

性を評価した結果を表 ２.５に示す。各評価指標について長所短所があるが、測定の操

作性、測定時間、結果の再現性等を総合的に考慮して、臭気強度、酸素消費速度が発酵

温度に代わる評価指標として適していると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験汚泥
（コンポスト化

処理前）

コンポスト
肥料

試験汚泥
（コンポスト化

処理前）

コンポスト
肥料

堆肥A
（下⽔汚泥、
家畜糞尿等）

堆肥B
（⽣ごみ等）

鶏ふん堆肥

発酵温度 ℃ ― 37 ー 40 ー 40 ー

有機分率（有機分率） ％TS 91.7 68 76.8 60 31.6 69.4 55.3

酸素消費速度 μｇ/min/ｇ 7 1 3 1 1 2 3

⽣物化学的酸素要求量（BOD） mg/g 260 81 14 8.0 3.9 37 35

臭気レベル ― 1,490 260 420 120 150 440 640

発芽率 ％ 55 90 80 70 45 80 60
嫌気性消化特性

（投⼊有機物当たりガス発⽣量）
mL/g-TS 403 ー ー 47 ー 163 ー

混合汚泥 消化汚泥 市販肥料

項 ⽬ 単位

表 ２.４ 評価指標に関する測定結果
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表 ２.５ 評価指標の有用性に関する評価結果 

評価指標 操作性 

測定 
時間

（目

安） 

再現性 
総合 
評価 

備考 

発酵温度 〇 7 日 〇 〇 測定に時間を要す 

有機分率 
（強熱減量） 

〇 2 日 △ △ 
数値の変化が小さ

く判断が難しい 

臭気強度 ◎ 30 分 〇 ◎ 操作が容易である 

酸素消費速度 ◎ 2 時間 〇 ◎ 操作が容易である 

発芽試験 △ 7 日 △ △ 再現性が低い 

生物化学的酸素

要求量

（BOD） 
△ 5 日 〇 △ 測定に時間を要す 

嫌気性消化特性 △ 7 日 〇 △ 測定に時間を要す 
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２．４ 主たる成果 

（１）小型コンポスト化装置を用いたコンポスト化試験 

市販の家庭用電動生ごみ堆肥化装置を用いた下水汚泥のコンポスト化試験を行った

結果、市販の堆肥等と同等の性状を有する肥料を製造可能であることを確認した。肥料

の配布や試験施肥等の検討を行う場合には、数十～100kg 程度の下水汚泥を用いて肥料

製造が可能であることが望ましく、コンポスト化試験装置には撹拌・加温・送気等の条

件を任意に調整できる機能が必要と考えられる。 

 

（２）コンポスト製品の製造状況に関する評価指標の検討 

少量の汚泥を対象にコンポスト化処理を行う場合は、放熱により温度上昇が期待でき

ないため、発酵温度に代わる製品製造の評価指標について検討した。この結果、操作性・

測定時間・再現性等の観点から酸素消費速度及び臭気強度が指標として適していると考

えられる。 
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第３章 大型コンポスト化装置の開発と肥料製造条件の検討 

３．１ 検討の概要 

（１）検討の背景 

下水汚泥を地域循環資源として活用する方法の一つとして、肥料利用することが望ま

れる。しかしながら、想定される利用者が、汚泥肥料の実物を見た事や使用したことが

無い場合も多く、下水汚泥の肥料利用に懐疑的な印象を持たれることが普及の進まない

理由の一つとして挙げられる。このため、下水汚泥肥料を試験製造し、想定される利用

者に実際に下水汚泥肥料を触ってもらい、利用してもらうことが極めて重要である。製

造した肥料を試験的に配布する場合や、畑での試験施肥を試みる場合には、数十～

100kg 程度の肥料を簡易に製造できることが望ましい。装置の開発にあたっては、第 2

章で述べた小型コンポスト化装置を用いた検討により明らかとなった課題を踏まえる

必要がある。 

 

（２）検討の目的と概要 

本章では、下水汚泥を用いたコンポスト化試験を行うことを念頭に、数十～100kg 程

度の下水汚泥コンポスト肥料を簡易に製造する方法を確立することを目的に、大型コン

ポスト化装置を開発し、良質な肥料を製造するための汚泥投入条件、装置の運転条件の

検討を行った。また、本装置を用いて製造した肥料の性状分析と施肥効果の検証を行っ

た。 

 

３．２ 大型コンポスト化装置の開発 

３．２．１ 装置の開発コンセプトと仕様 

大型コンポスト化装置の開発を行うに当たり、事業系生ごみコンポスト装置の開発

実績のあるメーカーにヒアリング調査等を行い、開発のベースとなる機種（㈱スター

エンジニアリング、機種：BC-50）を選定した。第 2 章の課題を踏まえ、下水汚泥を

用いた肥料製造試験を行うことを念頭に大型コンポスト化装置（BC-50-A-JSWA）を

開発した。装置の仕様を表 ３.１、概要図・構造図を図 ３.１、外観及び発酵槽内部の

状況を写真 ３.１に示した。本装置の主な特徴は以下の通りである。 
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表 ３.１ 開発した大型コンポスト化装置の主な仕様 

構 造 鋼板製（発酵槽内は SUS 製）L:1760×W:840×H:1350mm 

発酵槽 

・容量 250L( 大 400L) 横軸撹拌装置＋加温ヒーター付き断熱材に

よる保温 

・発酵槽内撹拌条件、加温条件の 3 段階切り替え、コンプレッサー

の接続による送風が可能 
・発酵槽内温度の連続モニター装置付き 
・生物脱臭による排ガス処理装置付き 
・発酵槽側部に取り出し口から肥料の排出が可能 

処理能力 
5～25kg/日（連続投入） 

下水汚泥肥料製造量： 1～7kg/日 

特徴 ・連続式試験、回分式試験が可能 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１ 大型コンポスト化装置の概要図・構造図
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３．３ 肥料製造条件の検討 

３．３．１ 試験方法 

（１）種汚泥および試験汚泥 

安定した汚泥のコンポスト化を行うには種汚泥量が多いほど容易となるが、投入汚泥

量に対する種汚泥の割合が多くなると製造汚泥肥料の性状は種汚泥量に左右されやす

くなる。したがって、極力少ない種汚泥量から運転開始することが望ましい。 

本装置の構造・機能等を考慮し、種汚泥量を約 100L（重量で 80kg）として試験を開始

した。また、本検討では、オキシデーションディッチ法（OD 法）の脱水汚泥と嫌気性

消化脱水汚泥の 2 種類を用いた肥料製造試験を行った。 

 

（２）投入負荷と運転条件の検討 

運転開始時は汚泥投入負荷量を 5～10kg/日に抑え、発酵槽内部の状況を観察しなが

ら撹拌強度、加温強度、送気量を適宜調整し、投入負荷量を徐々に増やした。 

投入汚泥の種類に関わらず、下記の通り段階的投入を行うこととし、肥料の製造度合

いを確認した。ただし、この段階ではまだ微生物の発酵反応が継続中であり、第 4段階

終了から 2～4 週間は経過観察を行った。なお、経過観察中は毎日撹拌のみを行い、加

温や送気は行っていない。また、定期的に（週 1回程度）肥料の臭気レベルや酸素消費

速度の測定を行い、今回の試験では第 2章の調査結果を踏まえ、臭気強度*は概ね 300 以

下、酸素消費速度は 2μg/min/g 以下を製造完了の目安として製造試験を完了とした。 

 

第 1 段階  5～10 kg/日  5～10 日間 

第 2段階 10～15 kg/日   5～10 日間 

第 3段階 15～20 kg/日   5～10 日間 

                                                 
* 臭気強度は、2.3.（1）で使用したポータブル型ニオイセンサ XP-329ⅢR（新コスモ

ス電機(株)製）による測定値 

写真 ３.１ 大型コンポスト化装置の外観、発酵槽内部
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  第 4 段階 20～25 kg/日   5～10 日間 

 

投入汚泥量に対する製品肥料の重量は投入汚泥の種類等によっても異なるが概ね 1/4

～1/5 程度である。 

 

（３）粒度調整に関する簡易試験 

①製造肥料の粒度特性 

本装置で製造した下水汚泥コンポスト肥料は、加温ヒーターによる乾燥のため、粉末

成分が多く存在する（写真 ３.２）。粉末状の肥料は効果を早く発揮する特徴を有する

が、施肥時の飛散や臭気問題を引き起こしやすい等の理由で肥料としての製品価値が低

くなる要素の一つである。 

 

今回製造した下水汚泥コンポスト肥料の粒度分布試験結果の一例を図 ３.２に示す。

1mm 以下の微粒分が 50％を占めていたことが分かる。微粒分はペレットマシーンを用

いて粒状化する方法もあるが、乾燥肥料は水を加えることで自然に凝集固結する性質が

ある。この原理を応用した簡易な粒度調整の可能性について検討した。 

 

②加水調整による粒度調整 

製造した下水汚泥コンポスト肥料を含水率 40～50％程度まで加水して撹拌すること

図 ３.２ 下水汚泥コンポスト肥料の粒度分布（例）

写真 ３.２ 下水汚泥コンポスト肥料の外観と篩分け後の写真 
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で、粒度改善が可能か試験を実施した。写真 ３.３に試験の実施状況と加水混合により

凝集固結した汚泥肥料を示す。加水した汚泥肥料は、大型コンポスト化装置にて低強度

の撹拌・加温を約 1 週間行った。 

 

３．３．２ 試験結果 

（１）大型コンポスト化装置の投入負荷と運転条件 

写真 ３.４は発酵槽への投入汚泥量（負荷量）と撹拌・加温状態が適正な場合の発酵

槽内の状況、製造した下水汚泥コンポスト肥料を示したものである。一方、投入汚泥負

荷量が過剰となった場合には、写真 ３.に示すように、肥料は粘土状の不良製品となる。 

 

今回開発した大型コンポスト化装置では、3.3.1（2）に示したように、汚泥の種類（消

写真 ３.３ 加水による粒度調整試験の状況（左）、加水混合後の凝集固結した汚
泥肥料（右） 

写真 ３.４ 正常状態における発酵槽内部と下水汚泥コンポスト肥料 

写真 ３.４ 投入過負荷時の発酵槽内部とコンポスト肥料（不良品） 
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化、OD 法）に依らず、種汚泥量を 100L（約 70～80kg）とした場合において、投入汚

泥負荷量を 5～25kg/日と段階的に増やすことで、発酵促進剤や副資材を添加せずにコ

ンポスト化処理することが可能であることを確認した。また、今回試験した運転条件に

おいては、250kg 以上の脱水汚泥をコンポスト化処理することが可能であり、試験施肥

を実施する場合においても十分な処理性能を確保していることを確認した。 

 

（２）簡易な粒度調整法 

本装置で製造した下水汚泥コンポスト肥料は 1mm 以下の微粒分が多く（50％程度）含ま

れるが、加水調整法で粒度調整が可能であることを確認した。また、製造した肥料を含水率

40～50％程度となるよう加水し、本装置で低強度の撹拌・加温条件で約１週間処理するこ

とで、1mm 以下の微細成分の割合を 18％程度に改善できることを確認した（写真 ３.５、

図 ３.３）。一方で、7.4ｍｍ以上の粗大分が 2％から 29％に増えているが、簡易な衝撃によ

る粉砕が可能であり、篩分けにより回収して戻し堆肥（次回の肥料製造時の種汚泥）に利用

することが可能である。 

 

 

  

写真 ３.５ 粒度調整後の下水汚泥コンポスト肥料 図 ３.３ 粒度調整後の下水汚泥コンポ
スト肥料の粒度分布（例） 
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３．４ 製造肥料の肥料効果の確認 

大型コンポスト化装置で製造した下水汚泥コンポスト肥料について性状分析を行う

とともに野菜への試験施肥を実施することで、肥料効果の確認を行った。 

 

３．４．１ 試験方法 

（１）肥料性状確認試験 

大型コンポスト化装置で試験製造した下水汚泥コンポスト肥料（OD 法汚泥、嫌気性

消化汚泥）の性状分析を行い、市販の肥料および堆肥と比較を行った。 

 

（２）試験施肥および野菜の栄養価分析 

製造した肥料のサンプルを複数の農家の方に見ていただいた結果、主に以下のような

感想を得た。 

 

・ 外観や手触りもよく、臭気も少なくて良い肥料である 

・ 下水汚泥堆肥は家畜ふん堆肥に比べ病原菌（牛 BSE、豚コレラ、鳥インフルエンザ等）

の心配がなく安心できる 

・ 本格的に製造が行なわれるようになれば使ってみたい 

 

このうち 1 軒の農家に肥料約 20 ㎏を試験施肥に協力いただけることになった。試験

施肥の概要は以下の通りである。また、試験施肥の状況を写真 ３.６に示す。 

 

・ 試験畑：約 30a の畑で幅 1ｍ×長さ 18ｍ×4 列（条） 

（汚泥肥料区 2 列  化学肥料区 2 列） 

・ 野菜の種類：ほうれん草（種類：ゴートン） 

・ 栽培期間：9 月下旬～11 月中旬 

 

写真 ３.６ 試験施肥に協力いただいた農家のＨさんと栽培中のほうれん草 
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また、化学肥料の普及につれて、野菜の栄養価（ビタミン類等）が低下傾向にあるた

め*、本調査では汚泥肥料区と化学肥料区で栽培したほうれん草について、それぞれ栄

養価を分析し比較を行った。 

 

３．４．２ 試験の結果 

（１）肥料性状確認試験 

各肥料の評価指標および性状分析の結果を、表 ３.２に示す。試験製造した下水汚泥

コンポスト肥料の酸素消費速度は 1～2μg/min/g であり、市販の堆肥よりも低い値であ

った。また、性状分析値については、窒素全量やリン酸全量をはじめ、下水汚泥乾燥肥

料や堆肥と同等の成分であることを確認した。 

 

（２）試験施肥および野菜の栄養価分析 

試験期間中、汚泥肥料区と化学肥料区における生育状況の差異は目視では確認されな

かった。好天にも恵まれ気温も高かったことから、ほうれん草の成長は順調に進み、予

定通り収穫を行った。 

表 ３.３に栽培した野菜の分析試験の結果を示した。ビタミン A では約 1 割、総ビタ

ミン C では約 2 割程度、下水汚泥コンポスト肥料で栽培したほうれん草の方が栄養価

が高いという結果が得られた。今回は一回限りの施肥による結果であり、毎年継続して

下水汚泥コンポスト肥料を施肥することで野菜中の栄養価の差はより大きく出ると考

えられる。 

                                                 
* 『食品成分表（女子栄養大学出版部）』第 2 訂（1954）～第 5 訂（2001）を参考に

ピーマンの栄養価の変化を調査したところ、ビタミン A、ビタミン B2、ビタミン C
等の栄養価が半分以下に低下していることが明らかとなった。 

OD汚泥
コンポスト肥料

嫌気性消化汚泥
コンポスト肥料

（参考）下⽔汚泥
乾燥肥料

（参考）堆肥
（下⽔汚泥、
家畜糞尿等）

（参考）市販
鶏ふん堆肥

（参考）混合脱
⽔汚泥

有機分率 % 68.6 68.3 64.5 69.4 55.3 91.7
発酵温度 ℃ 36.4 38.0 ― ― ― 70.0

酸素消費速度 μｇ/min/g 2 1 ― 2 3 7

臭気レベル ー 255 270 ― 440 640 1490

発芽率 % ― ― ― 80 60 55

窒素全量 % 4.31 3.95 3.40 4.90 3.90 6.10
リン酸全量 % 5.45 4.95 3.83 7.10 4.40 2.50
加⾥全量 % 0.52 0.36 0.23 ― ― ―

炭素窒素⽐ ー 8 6 6 6 6 7
⽔分 % 23.3 29.7 38.4 23.8 23.1 75.3
ｐH ー 7.9 8.0 7.8 7.4 8.5 6.2

電気伝導率 mS/cm 4.96 2.85 2.97 5.40 8.30 4.30
⽔溶性りん酸 % 0.60 0.37 0.23 0.29 0.74 0.76
く溶性りん酸 % 5.03 4.44 3.52 7.10 3.90 1.80

試験結果

性状分析値

試験項⽬

評価指標

単位

表 ３.２ 各肥料の評価指標および性状分析結果
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単位
化学肥料で栽培
（ほうれん草）

下⽔汚泥肥料で栽培
（ほうれん草）

ビタミンA ― ― ―
μg/100g 4,350 4,680

⽐率 （100） （108）
α-カロテン μg/100g ND 10
β-カロテン μg/100g 4,330 4,630
β-クリプトキサンチン μg/100g 40 80

μg/100g 363 390
⽐率 （100） （107）

mg/100g 57 69
⽐率 （100） （121）

分析：（⼀財）⽇本⾷品分析センター

分析試験項⽬

  レチノール活性当量

  β-カロテン当量

総ビタミンC（総アスコルビン酸）

表 ３.３ 栽培した野菜の栄養価分析結果
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３．５ 主たる成果 

（１）大型コンポスト化装置の開発 

第 2 章で明らかとなった課題を踏まえ、数十～100kg 程度の下水汚泥肥料を簡易に

試験製造することが可能な大型コンポスト化装置を開発した。 

 

（２）肥料製造条件の検討 

大型コンポスト化装置を用いて肥料製造試験を実施したところ、汚泥の種類（消化、

OD 法）に依らず、種汚泥量を 100L（約 70～80kg ）とした場合に投入汚泥負荷量を

5～25kg/日と段階的に増やすことで、発酵促進剤や副資材を添加せずにコンポスト化処

理することが可能であることを確認した。また、本装置では、微粉末分の多い汚泥発酵

肥料が製造されるが、加水調整で微粉末分の少ない肥料製造が可能であることを確認し

た。 

 

（３）製造肥料の肥料効果の確認 

製造した肥料の性状を分析した結果、市販の堆肥と同等の性状を有することを確認し

た。また、ほうれん草の栽培において試験施肥を行った結果、化学肥料と同等の生育効

果があるのみならず、野菜中の栄養価（ビタミン含有量）が化学肥料栽培のものに比べ

1～2 割高いことを確認した。 
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第４章 下水汚泥肥料の利用促進に係るヒアリング調査 

４．１ 検討の概要 

下水汚泥の緑農地利用促進を図るためには、下水汚泥肥料の利用に係る現状を把握し、

課題の抽出やニーズ等を把握することが重要である。 

そこで、下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥、家畜ふん等に係る肥料（汚泥肥料）の製造、

流通、利用の過程で関与する事業実施者などにヒアリング調査を実施した。本章ではヒ

アリング調査から得られた現状と課題に関する主な意見を整理し、下水汚泥肥料の利用

推進を図るための情報を取りまとめた*。 

 

４．２ 調査対象 

汚泥肥料の製造、流通、利用の過程で関与する事業実施者を対象に、ヒアリング調査

を行った。調査対象は以下の通りである。また各事業実施者に対しては、肥料の製造、

流通、利用の過程における現状と課題に着目してヒアリング調査を実施した。 

 

① 汚泥肥料の製造自治体・組合（15 ヶ所） 

② 民間の肥料製造業者（19 ヶ所） 

③ 肥料の流通販売業者（3 ヶ所） 

④ 肥料の 終需要者（22 ヶ所） 

 

４．３ 調査結果 

４．３．１ 汚泥肥料製造自治体・組合 

地方自治体が運営管理する肥料化施設におけるヒアリング結果の主な意見を表 ４.

１に示す。 

 

事業開始直後から製造した肥料が順調に利用された事例は少なく、イベントでの無料

配布や広報誌を介しての積極的な普及活動により徐々に利用が拡大し、需要先の安定確

保までに 2～3 年を要した事例が多い。また、汚泥肥料の利用方法について農家の方と

定期的に勉強会を開催したり、市民から汚泥肥料利用のモニターを毎年募集して汚泥肥

                                                 
* 本章では、下水汚泥から製造された肥料を「下水汚泥肥料」、下水汚泥以外のし尿・

浄化槽汚泥・家畜ふん等から製造された肥料を含める場合は「汚泥肥料」と呼称する 

ヒアリング先 主な意⾒
① 事業開始後、需要先の確保と安定に2〜3年を要した（5ヶ所）
② 汚泥肥料の利⽤⽅法等について農家の⽅と定期的に勉強会を開催している（2ヶ所）
③ 安定した需要先を確保するため、年間を通じて予約販売制を採⽤している（3ヶ所）
④ 汚泥肥料の利⽤⽅法を農家に説明できず、販売・流通に苦労している（1ヶ所）
⑤ コンポスト化施設の運営に⼀般会計からかなりの繰り⼊れをしている（2ヶ所）
⑥ 利⽤促進を図るため肥料散布機（マニュアスプレッダー）を無料で貸し出ししている（2ヶ所）

汚泥肥料の製造
⾃治体・組合
（15ヶ所）

表 ４.１ 汚泥肥料の製造自治体・組合における主な意見 
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料の PR を行っている事例も見られた。 

 肥料の需要は主に春と秋に集中するため年間を通じての安定した需要確保に苦労し

ているところが多い。その対策として製造した肥料を保管するための大きな貯蔵施設を

設ける場合もあるが、年間を通じて予約販売制を採用している場合も多かった。この事

例では、年度当初に全量の販売・引き渡し日を決め、引き渡しから施肥までの期間は需

要者側で保管することで、年間を通じて需要の平準化・安定化を図っていた。 

また、汚泥肥料の利用促進を図るために肥料散布機械（マニュアスプレッダー）の貸

し出しや散布サービスを行っている事業者もあった（写真 ４.１）。 

 

家畜ふん堆肥と汚泥肥料を同じ施設で製造・販売している事業者では、家畜ふん堆肥

の利用者は多いものの、汚泥肥料の有用性を農家に十分説明できず在庫処分に苦労し、

汚泥肥料製造から撤退したという事例が見られた。同じ有機質肥料でも、牛ふん堆肥は

土壌改良効果が高く、汚泥肥料は養分供給効果が高いため、両者が競合するものでない

ことを理解してもらうことが重要と考えられた。 

また、設備の点検維持補修費に係る一般会計からの繰り入れが大きくなり、事業から

撤退した事例も見られた。民間の肥料化事業所では高価な機械設備の導入は抑え、撹拌・

搬送にはホイールローダーなどの汎用機器が採用される事例が多く、事業開始の計画・

設計段階から十分留意する必要がある。 

 

４．３．２ 民間の肥料製造業者 

産業廃棄物中間処理業者等の民間の肥料製造業者は全国に多数あるが、下水汚泥のコ

ンポスト肥料を中心に製造している業者を対象に、ヒアリング調査を行った。主な意見

を表 ４.２に示す。 

 

 

 

写真 ４.１ 貸出用の肥料散布機械 マニュ
アスプレッダー（I 町堆肥化センター） 
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多くの施設は民家から遠く離れた山間部等に位置するが、製造施設からの臭気（アン

モニア等）のクレーム対策に苦労していた。主な臭気対策としては、木質チップやもみ

殻等を充填材に利用した生物脱臭設備（写真 ４.２）を導入する等、低コストな方策を

講じていた。 大の課題として、安定した肥料の需要先を確保することを挙げる意見も

多く、大手商社の肥料流通網を活用した販売先の広域化を図る事例もあった。また、西

日本の事業者では、東南アジア（中国、ベトナムなど）への輸出も近年増加していると

のことであった。 

 本来、下水汚泥肥料は地域バイオマス循環資源としてその地域で利用するのが理想的

である。汚泥肥料の利用促進を肥料製造業者（民間会社）にだけに任せるのではなく、

官側の積極的な支援・協力が重要であるとの意見も多くみられた。 

 

４．３．３ 肥料の流通販売業者 

肥料の流通販売業者には大手商社から個人商店まで幅広くあるが、下水汚泥肥料のみ

を扱っている会社は少なく、一般的には化学肥料、バーク堆肥、鶏糞堆肥など様々な肥

料を取り扱うことが多い。ヒアリング調査による主な意見を、表 ４.３に示す。 

 

 

 

写真 ４.２ もみ殻を用いた生物脱臭設備

ヒアリング先 主な意⾒
① 製造施設からの臭気対策（クレーム対応）に苦労している（4ヶ所）
② 需要先の安定確保が⼤きな課題の⼀つである（6ヶ所）
③ 需要先の拡⼤（農家等へのPR）には役所の⽀援・協⼒が重要と考える（5ヶ所）
④ 冬季にはコンポスト製造能⼒が低下するため、発酵促進剤を利⽤している（3ヶ所）
⑤ 保存中のカビ発⽣を防ぐため、含⽔率を30%以下（20%程度）にしている（3ヶ所）
⑥ 近年は東南アジア（中国・ベトナム）への輸出が増えている（3か所）

⺠間の肥料
製造業者

（19ヶ所）

表 ４.２ 民間の肥料製造業者における主な意見
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下水汚泥肥料の評判は悪くなく、リピーター（地域生産組合の農家等）が多い。また、

下水汚泥肥料は、施肥効果に対して安く販売しすぎているとの意見が多くあった。農協 

は下水汚泥肥料の利用に消極的との意見もあったが、一部地域の農協では長年取り扱っ

ているところも少なくない。また、粒状肥料の散布装置であるブロードキャスタを保有

している農家は比較的多い（写真 ４.３）ことから、ペレット化、袋詰めしたものが農

家には好まれるとのことであった。 

 

４．３．４ 肥料の最終需要者 

 汚泥肥料を利用している市民や農家、ゴルフ場や都市公園の管理者等にヒアリングを

実施した。まず、市民や農家等へのヒアリング調査による主な意見を表 ４.４に示す。 

 

 

写真 ４.３ ブロードキャスタによる肥料の散布 

ヒアリング先 主な意⾒
① 下⽔汚泥肥料の評判は良好で、⻑年のリピーターが多い（3ヶ所）
② 下⽔汚泥肥料の実質的価値に⽐べて、多くの箇所で安く販売しすぎている（2ヶ所）
③ 農協（JA）は⼀般的に下⽔汚泥肥料の利⽤には消極的だが、⼀部の地域農協では取り扱っている
④ ペレット化や袋詰めした肥料が好まれている（2ヶ所）
⑤ JA等の中には、下⽔汚泥肥料中の重⾦属濃度に対して昭和50年代頃のイメージを持ったままの⼈もいる（1ヶ所）

肥料の流通
販売業者
（3ヶ所）

表 ４.３ 肥料の流通販売業者における主な意見

ヒアリング先 主な意⾒
① 安全で安価なものなら積極的に使いたい（⼤規模農業法⼈等）
② 下⽔汚泥肥料を使ってみたいが、どこで⼊⼿できるか分からない（1ヶ所）
③ 農家の⾼齢化が進んでいるので、散布作業まで⾏ってくれるなら利⽤者は増える（4ヶ所）
④ 袋詰めした肥料は20kg⼊りで重すぎる。10〜15kg程度が望ましい（1ヶ所）
⑤ 農協（JA）で購⼊した肥料で栽培した野菜しか、JAでは共同出荷していない（⽣産組合等）
⑥ 農家以外の住⺠から、散布時に臭気のクレームが来ることがあるので気を遣っている（1ヶ所）
⑦ 専業農家では、必要な時に必要なだけ⼊⼿できる肥料でなければ利⽤を検討することは難しい（1ヶ所）
⑧ 肥料効果よりも⼟壌改良効果（フカフカ感）を期待している（2ヶ所）
⑨ ⻑年、家庭菜園で⾊々な野菜に使⽤しているが、利⽤効果を実感している（3ヶ所）
⑩ 畜産業が衰退しており、家畜ふんに代わり下⽔汚泥が貴重な有機質肥料の原料になる（1ヶ所）

肥料の最終
需要者

（市⺠・農家等）
（18ヶ所）

表 ４.４ 肥料の最終需要者（市民・農家等）の主な意見 
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「下水汚泥肥料のことは聞いたことがある」、「使ってみたいがどこへ行けば入手でき

るのか」、「高齢化が進み 20kg 袋入りは重過ぎるので 10～15kg 程度が望ましい」「化学

肥料と比べて施肥量が多いため、散布サービスまで行ってくれるなら利用者は大幅に増

えるだろう」という意見が多くあった。下水道分野に携わる者が考えているほど、一般

市民の間では「下水汚泥」という言葉に批判的なイメージは持っていないと感じられ、

家庭菜園の愛好者である一般市民の需要を喚起することも重要と考えられる。 

また、野菜の生産組合などでは「JA で購入した肥料で栽培した野菜しか共同集荷の

対象にならない」、「下水汚泥肥料の生産量は絶対量が少なく、必要な時期に必要な量だ

け入手できない恐れがあるため使えない」といった意見も見られた。 

次に、ゴルフ場や都市公園の管理者等へのヒアリング調査による主な意見を表 ４.５

に示す。 

 

ゴルフ場では芝の根元にまで行き渡るように、粒径 3 ㎜以下にペレット化された肥料

が利用されている。寒冷地のゴルフ場では、肥料効果以外に融雪剤としての効果を期待

しているとの意見もあった。 

公園でも年間を通じて大量の肥料が利用されているが、臭気の少ない肥料であること

が前提となる。野菜栽培とは異なり肥料の需要が春と秋に集中することは少なく、比較

的年間を通じて安定した需要が期待される。公園で晩秋に多く発生する落ち葉を、下水

汚泥と混合してコンポスト化処理することも考えられる。 

  

ヒアリング先 主な意⾒
① 18ホール当たり年間20〜30tの汚泥肥料を利⽤し、利⽤時期は主に春先と晩秋が多い（3ヶ所）
② ブロードキャスタで散布するため、3mm以下のペレット製品であることが必要（3ヶ所）
③ 保管や散布時のハンドリング性から20kg程度の袋⼊りを使⽤している（2ヶ所）
④ ゴルフ場では家畜ふん堆肥や⽣ごみ堆肥等は⼀切使⽤していない（1ヶ所）
⑤ 積雪地のゴルフ場では肥料効果以外に融雪剤としての効果を期待している（3ヶ所）
⑥ 公園の花壇等に施肥するには臭いの少ない肥料（※第6章に記載した「2次発酵または腐熟化した肥料」を指す）が必要である（1ヶ所）
⑦ 公園緑地⽤の需要は、野菜栽培とは異なり春と秋に需要が集中することは少ない（1ヶ所）

肥料の最終需要者
（ゴルフ場、公園
管理者等）（4ヶ

所）

表 ４.５ 肥料の最終需要者（ゴルフ場、公園管理者等）の主な意見 
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４．４ 主たる成果 

（１）汚泥肥料の製造自治体・組合 

 自治体が自ら勉強会を開催するなど積極的に行動しており、肥料の形状や配布に関し

ても需要者のニーズに配慮することで汚泥肥料の利用が普及していた。一方で、一般会

計からの繰り入れが多く事業から撤退した事例も見られたため、需要者のニーズを踏ま

えつつ事業採算性を検討することが重要である。 

 

（２）民間の肥料製造業者 

安定した肥料の需要先を確保することを 大の課題とする一方で、海外に輸出する事

例もあり、汚泥肥料の潜在的なニーズは高いと言える。地域循環資源として汚泥肥料を

普及するには、自治体の支援・協力による需要先の拡大（農家等への PR）を図ることが

重要である。 

 

（３）肥料の流通販売業者 

 汚泥肥料の評判は良好であるとの意見が多い一方で、肥料効果に対して安価に販売し

すぎているとの意見もあった。また、粒状肥料の散布装置であるブロードキャスタを保

有している農家は比較的多く、ペレット化や袋詰めなどのニーズへの対応も必要である。 

 

（４）肥料の最終需要者 

下水道分野に携わる者が考えているほど、一般市民の間では「下水汚泥」という言葉

に批判的なイメージは持っていないと感じられたが、入手方法が分からないとの意見も

あった。ゴルフ場では散布のために粒径を考慮した肥料、公園では臭気の少ない肥料が

求められており、事業計画段階から肥料の需要先でのニーズを考慮することが重要であ

る。 
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第５章 下水汚泥コンポスト化に係る事業性の検討 

５．１ 検討の概要 

我が国では下水汚泥の処分方法として、脱水汚泥や焼却灰の状態でセメント原料等の

建設資材に利用することが主流である。しかし、下水汚泥には植物の成長に欠かせない

窒素やりん等の肥料成分を多く含んでいることから、欧米では緑農地利用が広く一般的

に行われている。我が国において肥料利用（緑農地利用）進んでいない理由の一つとし

て、下水汚泥の肥料化に係る処理コストが高いことが挙げられる。そこで本章では、今

後の下水汚泥肥料化事業推進を図るうえでの基礎情報を得ることを目的に、現在稼働中

の施設やメーカーヒアリング等を実施し事業性の検証を行った。 

 

５．２ 検討の概要 

下水汚泥のコンポスト化方法には数多く存在するが、今回は施設の建設費が比較的安

価で運転管理も容易であり、我が国での導入実績も多い 2 つの方式について事業性の検

討を行うこととした（表 ５.１）。 

 
表 ５.１ 検討対象としたコンポスト化方式 

肥料化方式 主な特徴 

堆積型発酵槽方式 

・堆積物の切り返しに特別な専用機械を使用せず、ホイー

ルローダーを用いる 

・人手はかかるが全体的にコストは低く抑えられることか

ら、民間肥料製造業者で広く採用されている 

・発酵槽が開放であるため臭気問題が発生しやすく、立地

条件や臭気対策に注意が必要 

立型密閉式発酵 

槽方式 

・密閉式のため、臭気対策が容易で屋外設置も可能である

・切り返しは機械で自動的に行われるため人手はあまりか

からず、家畜排せつ物の肥料化施設で導入実績が多い 

・発酵槽の容量に制約があるため、処理規模が大きくなる

と多くの発酵槽設置が必要となる（1基： 大 86ｍ3） 

 

（１）堆積型発酵槽方式の概要 

図 ５.１に堆積型発酵槽方式のイメージ図を、写真 ５.１にその一例を示した。トラ

ックで搬入した汚泥は混合装置で種汚泥や副資材と一定の割合で混合され、１次発酵槽

に積み上げられる。発酵槽下部から空気が送られ好気性微生物の働きで汚泥中の易分解

性有機物が分解される。発酵槽に堆積された汚泥は定期的にホイールローダーで切り返

しが行われ、1 週間から 10 日程度で一次発酵が完了し、その後 2 次発酵槽で 1～3 か月

間の熟成化処理が行われる。熟成化された下水汚泥コンポスト肥料は製品貯留槽に貯蔵

され、必要に応じて篩作業（粒度調整）や袋詰め等が行われ、製品として出荷される。 

一次発酵では汚泥中有機分の分解が激しく起きて強い臭気（主にアンモニア）が発生

するため、臭気対策が必須となる。 



 

－５-２－ 

 本方式では下水汚泥や製品の搬送を汎用のホイールローダーで行うため設備の導入

コストや点検整備コスト面で有利であり、民間の肥料製造業者では導入実績が多い。コ

ンポスト化処理が開放状態で行われるため、臭気問題のリスクが少ない立地条件での採

用が基本となる。 

 

（２）立型密閉式発酵槽方式の概要 

立型密閉式発酵槽による肥料化施設のイメージ図を図 ５.２に、外観を写真 ５.２に

示した。 

汚泥はあらかじめ種汚泥や副資材と混合しホイールローダーでバケットエレベータ

―に積み込まれ、発酵槽上部から投入する。図 ５.３に発酵装置における堆肥化状況の

概要を示した。1 基当たりの処理能力は投入汚泥含水率などの性状にもよるが 1～5t/日

（発酵槽容量として 10～86m3）規模の設備である。 

図 ５.１ 堆積型発酵槽によるコンポスト化施設のイメー
ジ図（出典：共和化工(株) 技術資料より） 

写真 ５.１ ホイールローダーを用いた堆積型
発酵槽の事例 
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図 ５.２ 立型密閉式発酵槽による肥料化施設のイメージ図
（参考出典：中部エコテック(株) 技術資料より） 

写真 ５.２ 立型密閉式発酵槽

図 ５.３ 立型発酵槽内での堆肥化状況の概要図
（参考出典：中部エコテック(株) 技術資料より） 
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立型密閉式発酵槽方式の肥料化処理フローの例を図 ５.４に示した。2 次発酵を行っ

ていない事例もある。 

 

５．３ 事業費の試算条件 

（１）日間処理量 

検討ケースは脱水汚泥量ベースで、5t/日，15t/日，50t/日の 3 ケースで行うものとし

た。 

 

（２）施設規模と汚泥条件 

 肥料化施設の稼働日数（脱水汚泥受け入れ日数）を年間 80％とする。したがって、年

間処理量は以下の通りとなる。 

 

〇 5t/日規模 ： 5t/日× 365 日/年 ×0.8 ＝  1,460t/年 

 〇15t/日規模 ：15t/日× 365 日/年 ×0.8 ＝  4,380t/年 

 〇50t/日規模 ：50t/日× 365 日/年 ×0.8 ＝ 14,600t/年 

 

（３）建設費の試算方法 

①算出範囲 

土木建築施設、機械電気設備等の一式を建設費の試算範囲とするが、用地取得、整地、

仮設道路工事、建物等の特殊基礎工事、場内整備工事等に係る費用は除くものとした。 

 

②算出方法 

 基本的にメーカーに前述の条件等を提示の上でヒアリングを行い、得られた回答を基

に建設費を整理した。 

  

１次発酵 2次発酵
約2か⽉間

廃⽩⼟ + 消⽯灰
脱臭

（⽔洗浄＋⽣物脱臭）

混合 含⽔率25〜35%
製品出荷

空気

原料

図 ５.４ 立型密閉式発酵槽方式の処理フローの例



 

－５-５－ 

（４）維持管理費の算出方法 

①算出範囲 

維持管理費は、肥料化方式によって算出範囲が若干異なるが、電力，燃料，薬品等の

ユーティリティ費、点検・補修費，作業に係る人件費、副資材費等を対象とした。なお、

製造製品は無償配布することを前提に試算しており、算出範囲には販売時の収益は含ん

でいない。 

 

②算出方法 

 基本的にメーカーに前述の条件等を提示の上でヒアリングを行い、得られた回答を基

に維持管理費を整理した。 

 

（５）年間コスト（LCC）の算出方法 

建設費の試算結果を土木建築工事費と機械電気設備工事費に分類し、それぞれの耐用

年数を 35 年、15 年と設定した上で建設費年価を算出し、維持管理費と合わせて年間コ

スト（LCC）として整理した。償却率を算出する際の利子率（金利）は「下水汚泥広域

利活用検討マニュアル 資料編：国土交通省下水道部，2019 年 3 月」を参照して 2.3％

とした。 

 

（６）単位脱水汚泥量当たりの事業コストの算出 

 建設費年価および 1 年間の維持管理費を 1 年間の脱水汚泥処理量で除して、これを

合わせたものを、事業費ベースの単位脱水汚泥量当たりの肥料化の事業コストとした。

また、建設に際しては交付金を活用することも想定されるため、自治体が負担する金額

での事業コストも算出した。これらと、下水処理場が民間の産業廃棄物処理業者等に委

託処分する単価と比較することで、肥料化の事業性を検証することができる。コスト試

算における主な設備・処理条件を表 ５.２に示した。なお、本検討はメーカーに条件等

を提示した上で 低限必要とされる条件をヒアリング結果に基づき設定しており、検討

ケースによっては 2 次発酵や袋詰め等の費用が加算されているものもある。これらを含

まない費用は、第 6 章の高品質化および高付加価値化に係るコストから差し引くことで

導出することが出来る。 
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表 ５.２ コスト試算における主な設備・処理条件 

方 式 施設能力 設備・処理条件 

堆積型発酵槽 

方式 

5t/日 

副資材：無添加（戻し堆肥方式） 堆肥化日数 45 日 
発酵棟：750ｍ2  管理棟：35.7ｍ2 脱臭棟：100ｍ2 
製品処理棟：555ｍ2 
脱臭設備：生物脱臭方式 製品化設備：篩設備 

15t/日 

副資材：無添加（戻し堆肥方式） 堆肥化日数 45 日 
発酵棟：1512ｍ2  管理棟：35.7ｍ2 脱臭棟：165ｍ2 
製品処理棟：555ｍ2 
脱臭設備：生物脱臭方式 製品化設備：篩設備+袋詰め 

50t/日 

副資材：無添加（戻し堆肥方式） 堆肥化日数 45 日 
発酵棟：4,032ｍ2  管理棟：35.7ｍ2 脱臭棟：220ｍ2 
製品処理棟：555ｍ2 
脱臭設備：生物脱臭方式  製品化設備：篩設備+袋詰め 

立型密閉式 

発酵槽方式 

5t/日 

副資材：廃白土 9％ 発酵鶏糞 10％ 
立型 1 次発酵（90 型×1 基）14 日＋堆積２次発酵 90 日 
堆積 2 次発酵施設：423ｍ2   
脱臭設備：薬液洗浄＋活性炭  
製品化設備：乾燥なし、造粒なし、袋詰めなし 

15t/日 

副資材：廃白土 9％ 発酵鶏糞 10％ 
立型 1 次発酵 14 日（90 型×3 基）＋堆積 2 次発酵 90 日 
堆積 2 次発酵施設：1,009ｍ2 
脱臭設備：薬液洗浄＋活性炭 
製品化設備：乾燥なし、造粒なし、袋詰めなし 

50t/日 

副資材：廃白土 9％ 発酵鶏糞 10％ 
立型 1 次発酵 14 日（90 型×10 基）＋堆積 2 次発酵 90 日 
堆積 2 次発酵施設：2,668m2 
脱臭設備：薬液洗浄＋活性炭 
製品化設備：乾燥なし、造粒なし、袋詰めなし 
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５．４ 試算結果 

（１）堆積式発酵槽のコスト 

堆積式発酵槽の各施設規模の事業コスト内訳を表 ５.３に、汚泥 1t 当りの LCC を図 

５.５５に示した。 

汚泥 1t 当りのコストは、5t/日、15t/日、50t/日のそれぞれの規模で、交付金を入れな

い事業ベースの場合は 36 千円/t、27 千円/t、19 千円/t となっており、脱水汚泥を民間

の産業廃棄物処理業者等に委託処分する単価を 23 千円/t と想定すると、5t/日規模と

15t/日規模の場合は委託処分を行った方が安価であるが、50t/日規模の場合は堆肥化施

設で処理した方が安価となっている。 

国庫補助を導入した場合は、5t/日規模ではいずれの場合も委託処分を行った方が安

価となるが、15t/日規模では補助率 1/3、1/2、2/3 の場合のいずれも堆肥化施設で処理

した方が安価となっている。50t/日規模の場合は国庫補助を導入した場合、堆肥化施設

で処理した方がかなり安価となっている。 

以上のことから、脱水汚泥を民間の産業廃棄物処理業者等に委託処分する単価を 23

千円/t とした場合、脱水汚泥量が 15t/日規模以上の場合は堆肥化施設を導入した方が経

済的に有利である試算結果となった。 

 

表 ５.３ 堆積式発酵槽の事業コスト



 

－５-８－ 

 

 

（２）立型密閉式発酵槽の事業コスト 

立型密閉式発酵槽の各施設規模の事業コスト内訳を表 ５.４に、汚泥 1t 当りの LCC

を図 ５.６６に示した。 

汚泥 1t 当りのコストは、5t/日、15t/日、50t/日のそれぞれの規模で、交付金を含まな

い場合は 52 千円/t、34 千円/t、31 千円/t となっており、脱水汚泥を民間の産業廃棄物

処理業者等に委託処分する単価を 23 千円/t と想定すると、全ての場合で委託処分を行

った方が安価である。 

交付金を含めた場合では、5t/日規模ではいずれの場合も委託処分を行った方が安価

となり、15t/日規模では補助率 2/3 の場合では肥料化処理した方がわずかに安価となっ

ている。50t/日規模では、補助率 1/2 と 2/3 の場合は堆肥化施設で処理した方が安価と

なった。 

以上のことから、脱水汚泥を民間の産業廃棄物処理業者等に委託処分する単価を 23

千円/t とした場合、脱水汚泥量が 15t/日規模で補助率が 2/3 の場合と、50t/日規模で補

助率が 1/2 と 2/3 の場合は堆肥化施設を導入した方が経済的に有利である試算結果とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.５ 堆積式発酵槽方式の規模別汚泥１ｔ当り LCC の比較 
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  ※維持管理費ユーティリティには廃白土、発酵鶏糞等の費用を含む 

 

 

  

表 ５.４ 立型密閉式発酵槽方式の事業コスト 

図 ５.６ 立型密閉式発酵槽方式の規模別汚泥１ｔ当り LCC の比較 
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５．５ 主たる成果 

下水汚泥の肥料利用を検討するに当たり、堆積型発酵槽方式と立型密閉式発酵槽方式

について、5t/日、15t/日、50t/日の規模ごとに脱水汚泥を民間委託処分する単価が 23 千

円/t とした場合の事業性の評価について検討した成果を以下に整理した。 

単純な処理コストの比較では、場外搬出処分（セメント原料化等）のコストが安価と

なる場合もあった。しかし、地域循環資源として下水汚泥を発生した当該処理場で肥料

化することは、汚泥肥料を低価格で地元に還元する（バイオマス資源の地産地消）とと

もに、地域の雇用の場を設けることも可能となる。下水汚泥肥料を用いることで、化学

肥料代購入コストの削減や畑地土壌の劣化対策（地力向上）にもつながるため、地域活

性化に大きく貢献することを踏まえて、肥料利用の検討を行うことが望ましい。 

 

（1） 処理規模 5t/日の場合 

施設規模が 5t/日の場合は、事業費ベースで 36～52 千円/t、建設費について交付金の

補助率 1/2 を考慮した場合では 28～35 千円/t となった。現状の汚泥処分費用（運搬費

＋処理費）が相当高い場合を除いて、事業性の面では厳しい結果となった。 

 維持管理費は、いずれの処理方式においても 20 千円/t 程度となった。特に、立型密

閉式発酵槽方式において維持管理費の約 6 割を発酵促進剤や副資材が占めており、これ

らの利用の見直し（発酵鶏糞の代わり戻し堆肥を利用など）によりコスト削減の可能性

も十分考えられる。 

 

（2） 処理規模 15t/日の場合 

施設の処理規模が 15t/日規模では事業費ベースで 27～34 千円/t、建設費について交

付金の補助率 1/2 を考慮した場合では 20～25 千円/t となった。現状の汚泥処分費用（運

搬費＋処理費）が 20 千円/t 程度以上の箇所では事業性の面で有利となる。 

建設費を除く維持管理費のみでは 14～16 千円/t 程度となっており、現状の処理処分

コストより安価になる箇所は多く存在すると考えられる。 

 

（3） 処理規模 50t/日の場合 

施設の処理規模が 50t/日規模では事業費ベースで 19～31 千円/t、建設費について交

付金の補助率 1/2 を考慮した場合では 16～23 千円/t となった。立型密閉式発酵槽方式

では 1 基当たりの処理能力が限られるため（発酵槽が 10 基必要）スケールメリットが

働きにくいこともあり、事業性の面では不利な結果となった。堆積型発酵槽方式では現

状の汚泥処分費用（運搬費＋処理費）に比べ有利となる可能性がある。 

建設費を除く維持管理費のみでは堆積型発酵槽方式では 12 千円/t 程度となった。ただ

し、この規模になると年間の肥料生産量が 3,000～4,000t（20kg 袋入り 15 万～20 万

袋）となることから、広域での販売流通の検討が必要となってくる。
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第６章 下水汚泥コンポスト肥料の高品質化、高付加価値化に係る検討 

６．１ 検討の概要 

下水汚泥をコンポスト化する際の処理プロセスは、前調整、1 次発酵、高品質化（2

次発酵または腐熟化）、高付加価値化の 4 つの工程に大別される。前調整は、微生物反

応に適した環境条件を整えるために種汚泥や副資材の混合する工程である。1 次発酵は、

易分解性有機物の分解、汚泥臭の除去、病原菌や雑草種子の死滅、水分の除去等を目的

に、切り返しと送風を行うことで、好気性発酵により肥料として利用可能（肥料登録も

可能）な性状とする工程である。肥料の高品質化（2 次発酵または腐熟化）とは、有機

物の更なる分解（腐熟）による腐食物質*の生成、低含水率化、臭気の低減等を目的に行

われる工程である。高付加価値化は、肥料の製品としての価値を高めるために篩分け（粒

度調整）、ペレット化（造粒）、袋詰め等を行う工程であり、利用者のニーズを踏まえて

各処理が施される。 

下水汚泥肥料の利用拡大のために肥料の高品質化や高付加価値化を図ることは望ま

しいが、コスト増により下水汚泥の肥料化の事業性に大きく影響を及ぼすことが想定さ

れる。そこで本章では、下水汚泥の肥料利用の拡大を図ることを目的として、下水汚泥

肥料の利用拡大を図る手法の一つとして、高品質化、高付加価値化に伴う事業性の検討

を行った。 

 

６．２ 検討内容 

６．２．１ 検討範囲 

図 ６.１に、下水汚泥のコンポスト化処理に係る一般的な処理フローを示した。一般

的には高品質化（2 次発酵または腐熟化）した肥料を製品として出荷する場合が多いが、

立型密閉式発酵槽方式のような連続撹拌による高速発酵処理の場合は、5～10 日間の 1

次発酵で易分解性有機分の大部分が分解されるため、2 次発酵を省略することが可能で

あり、この段階で出荷されることもある。その場合は高品質化に係る処理コストが削減

できる。今回は 高品質化（2 次発酵または腐熟化）のためのコストと、篩分け（粒度調

整処）、 ペレット化(造粒)、 袋詰め等の高付加価値化に係るコストについてヒアリング

調査をもとに試算した。また、各検討項目の具体的な処理手法および検討範囲は、次の

                                                 
* 腐食物質：有機化学分析により物質を特定することができない高分子化合物の総称 

⼀般的なコンポスト化の範囲

原料汚泥

製品出荷
戻し堆肥

副資材 完熟化の検討範囲

袋詰め

⾼付加価値化の検討範囲

混合
前処理

1次発酵 2次発酵
（腐熟化）

篩分け
（粒度調整）

ペレット化
（造粒）

図 ６.１ 下水汚泥コンポスト化の一般的な処理フロー
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通りである。 

 

（１）高品質化（2 次発酵または腐熟化） 

2 次発酵は 1 次発酵が完了した下水汚泥コンポスト肥料の有機物を更に分解（腐熟）

し、腐食物質の生成、低含水率化、臭気の低減等を目的に行われる。2 次発酵の定義は

特に定められていないが、堆積型発酵槽方式で行われることが多く、1 次発酵の際と同

様の管理が必要を必要とする。送気しない場合が多く切り返しの頻度も少なく（写真 ６.

１）、肥料製品の貯蔵を兼ねている場合もある。 

今回の検討では貯留期間は 30 日、汚泥肥料の堆積高さを 2.0m として必要な 2 次発

酵ヤードの容量、建屋規模を定めて、概算の事業コストを算出した。建設費、維持管理

費の算出にあたっては、第 5 章における堆積型発酵槽処理方式の検討と同様の試算条件

とした。 

 

 

（２）高付加価値化 

①篩分け（粒度調整） 

肥料の製造方法によっては微粉末状のものや数㎝以上の塊状のものが生産される可

能性がある。塊状のものは発酵が十分に進んでいない場合もあり、散布装置の閉塞トラ

ブルの要因となる。微粉末状のものは肥料散布時に風で飛散するなどの問題を引き起こ

す可能性がある。このため、生産された肥料はある一定の粒度範囲に収まるよう篩分け

する（粒度調整という）ことが多く、範囲に収まらなかったものは戻し堆肥（種汚泥）

として利用されることが多い。一般的には写真 ６.２に示すトロンメルと呼ばれる円筒

形で回転する篩が多く用いられる。 

 

 

 

 

写真 ６.１ 2 次発酵処理の事例
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②ペレット化（造粒化） 

写真 ６.３に示すように、製品堆肥をある一定の寸法に成型することをペレット化又

は造粒化と呼ぶ。肥料散布時における微粉末成分の飛散が生じにくく、ブロードキャス

タと呼ばれる肥料散布機（写真 ６.４）が利用可能なことからペレット化製品を希望す

る農家は多い。 

 

 

ペレット化機械にはいくつかの種類があるが肥料分野で実績の多いダイス式のペレ

ット化装置の構造を図 ６.２に示した。ペレット化の原理としては、機械を用いて肥料

に圧力を加え、ペレット状に成型する。ペレット化することで硬く固結されるため、土

壌中の微生物により緩やかに分解され肥料効果を発揮する。 

 

 

 

 

 

写真 ６.２ 篩分け装置（トロンメル型）

写真 ６.３ ペレット化肥料の事例 写真 ６.４ ブロードキャスタによる肥料散布
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③袋詰め 

製品肥料の運搬や貯蔵の利便性を向上させる目的で 10～20kg/袋に袋詰めされる場

合も多い。袋詰めの工程は、給袋→充填→袋口シール→搬出の順で行われるが全て人力

で行うものから全自動のものまでいくつかのタイプがある（図 ６.３）。コストの面か

ら中・小規模では人力式や半自動式が、大規模では全自動式が採用されている。 

 袋詰めすることで、需要先（農家、公園管理者など）での保管貯蔵が容易となるため、

コンポスト事業所における需要調整用のための大規模な貯蔵保管施設が不要となる利

点もある。 

 

 

  

ダイス回転

ペレット

カッター

原料

ローラー

ダイス

ペレットダイス回転

ダイス
カッター

原料

ローラー押し出し式ツインダイス式

図 ６.２ ダイス式ペレット装置の構造

図 ６.３ 袋詰め装置の例（左側：全自動 右側：半自動）
（出典：ニューロング(株) 技術資料より） 
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６．３ 高品質化、高付加価値化に係る事業性の検証 

６．３．１ 検討結果 

（１）高品質化（2 次発酵または腐熟化） 

高品質化（2 次発酵または腐熟化）の各施設規模の事業コストを表 ６.１に整理した。

また、規模別における単位処理量あたりの金額を図 ６.４に示した。年間汚泥処理量当

たりの LCC（交付金を含まない）は、5t/日、15t/日、50t/日のそれぞれの規模で、約 6.0

千円/t、約 5.9 千円/t、約 4.8 千円/t となった。 

 1 次発酵のみで製品が出荷できる場合は、概ねこの費用の削減が可能なことを意味し、

肥料化事業の推進でコスト面では有利となる。 

表 ６.１ 肥料の高品質化（2 次発酵または腐熟化）に関する事業性のまとめ 

図 ６.４ 高品質化（2 次発酵または腐熟化）に係る
規模別コスト比較 
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（２）高付加価値化に係る検討結果 

表 ６.２に、高付加価値化のコスト試算結果を示した。高付加価値化（篩分け、ペレ

ット化、袋詰め）に係る原料 1t 当りの処理コスト（LCC）は処理能力が 5t/日規模で約

11.1 千円/t、15t/日規模で約 5.3 千円/t、50t/日で約 3.3 千円/t となった。5t/日程度の小

規模施設での高品質化はコスト的には厳しいことがわかる。 

 
高付加価値化の金額内訳より、篩分け、ペレット化、袋詰めに係るコストの比率（概

算）を表 ６.３に示した。この比率を基に製品 1 ㎏当たりのコストとして試算した結果

を図 ６.５に示した。 

篩作業（粒度調整）に係るコストは 5t/日程度の小規模を除いて 2～7 円/製品 kg で

あり、比較的低コストな高付加価値化手法と考えられる。 

いずれの規模においてもペレット化に要するコストが一番大きく 5t/日規模で 36 円/

製品 kg、15t/日規模で 17 円/製品 kg、50t/日規模で 12 円/製品 kg であった。特に小規

模施設でのペレット化導入は、コスト的にハードルが高いことが分かる。 

袋詰めのコストは 3 円～6 円/製品 kg といずれの規模においても相対的に小さい。

20kg/袋で出荷すると想定すると、一袋当たりのコストは 60 円～120 円/袋であり、利

用促進を図る上で導入検討に値する高付加価値化手法と考えられる。 

  

 

 

 

原料 5/⽇ 原料 15/⽇ 原料 50/⽇
製品 1t/⽇ 製品 3t/⽇ 製品 10t/⽇

① ⼟⽊建築⼯事費 千円 83,000 83,000 109,000 建築⾯積：553〜728m2
② 機械設備⼯事費 千円 41,090 41,090 115,650 メーカーヒヤリング
③ 電気設備⼯事費 千円 0 0 0 機械設備⼯事費に含む
④ 計 千円 124,090 124,090 224,650

１ｔ当り 千円/t 24,818 8,273 4,493 原料1ｔ当り
⑤ 電⼒費 千円 279 827 2020 メーカー⾒積仕様書に基づき算定
⑥ 燃料油費 千円 411 411 1157 機械電気設備の1％
⑦ 点検・補修費 千円 2,055 2,055 5,783 機械電気設備の5％
⑧ ダイス交換費 千円 2,102 6,307 8,176 メーカーヒヤリング
⑨ 袋代 千円 1,056 3,154 10,517
⑩ ⼈件費 千円 3,600 3,600 7,200 作業員：1〜2名
⑪ 計 千円 9,503 16,353 34,852

１ｔ当り 円/t 6,509 3,734 2,387 年間処理原料１ｔ当り

⑫ 建設費年価 千円/年 6,748 6,748 13,772
⼟⽊・建築 35年、機械・電機 15年
補助なし

⑬ 維持管理費 千円/年 9,503 16,353 34,852
⑭ 計 千円/年 16,251 23,102 48,624

１ｔ当り 円/t 11,131 5,274 3,330 年間処理原料１ｔ当り

備考

建設費

維持管理費
（年平均）

年間コスト
（LCC)

⾦額
分類 単位項⽬

表 ６.２ 肥料の高付加価値化（篩分け、ペレット化、袋詰め）に係るコスト試算結果 
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原料汚泥 5t/⽇ 15t/⽇ 50t/⽇
製品肥料 1t/⽇ 3t/⽇ 10t/⽇
篩分け 25% 25% 10%

ペレット化 65% 65% 70%
10% 10% 20%

半⾃動 半⾃動 全⾃動
袋詰め

表 ６.３高付加価値化のコスト概算

図 ６.５ 高付加価値化のコスト内訳
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６．４ 主たる成果 

下水汚泥コンポスト肥料の需要拡大を図る上でより高付加価値の製品を提供するこ

とが重要となるが、処理に係るコスト増が課題となる。下水汚泥コンポスト肥料の高品

質化（2 次発酵または腐熟化）と高付加価値化（熟成化、篩分け、ペレット化、袋詰め）

に係る事業性について施設規模別に検討した結果、以下のことが明らかになった。 

 

（１）高品質化（2 次発酵または腐熟化）に係る検証結果と課題 

年間汚泥処理量当たりの LCC（交付金なし）は、5t/日、15t/日、50t/日のそれぞれの

規模で、5,998 円/t、5,875 円/t、4,784 円/t となった。1 次発酵のみで製品が出荷でき

る場合は、概ねこの金額分（約 1～3 割）が低減可能なことを意味する。特に立型密閉

式発酵槽方式等の連続攪拌による高速発酵方式では、1 次発酵段階で易分解性有機分の

大部分が分解されるため、2 次発酵を省くことは肥料化事業コスト削減の面では有利と

なる。 

 

（２）高付加価値化に係る検証結果と課題 

①篩分け 

 篩分け（粒度調整）に係るコストは 5t/日程度の小規模を除いて 2～7 円/kg である。

ホイールローダーによる撹拌・切り返しを前提とする堆積型発酵槽方式では篩分けによ

る粒度調整は必須工程でもあり、比較的低コストな高付加価値化手法とみなすことがで

きる。 

 

②ペレット化（造粒化） 

 肥料散布時における微粉末成分の飛散問題が発生しにくく肥料散布機が利用可能な

ことから、ペレット化製品を希望する農家は多い。しかし、ペレット化に要するコスト

は 5t/日規模で 36 円/kg、15t/日規模で 17 円/kg、50t/日規模で 12 円/kg であり、特に

小規模施設でのペレット化導入はコスト的にハードルが高い。 

 

③袋詰め 

 袋詰めのコストは 3 円～6 円/kg といずれの規模においても相対的に小さく、20kg/

袋で出荷すると想定すると、一袋当たりのコストは 60 円～120 円/袋である。また、袋

詰めすることで需要者（農家、公園管理者など）での保管貯蔵が容易になることから、

コンポスト事業所における需要調整用のための大規模な貯蔵保管施設が不要となる利

点があるため、導入検討が推奨される高付加価値化手法と考えられる。 
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第７章 固形燃料化技術に関する調査 

７．１ 検討の概要 

７．１．１ 背景と目的 

下水道汚泥固形燃料化事業（以下、固形燃料化事業という）は、下水汚泥の資源・エ

ネルギー利用方法の一つとして全国で技術開発や導入が進められている。また、平成 27

年 5 月の下水道法改正においては、下水道管理者に対して発生汚泥のエネルギー化・肥

料化の努力義務が規定され、法改正を踏まえた更なる下水汚泥の資源としての利活用推

進が求められている。 

本検討では、固形燃料化事業を含む汚泥有効利用検討に利用するための基礎資料とす

ることを目的に、固形燃料化事業にかかる検討すべき事項、自治体ならびに事業者への

提案等を事業フェーズごとに整理し、円滑な事業実施のための事業方針を取りまとめた。 

 

７．１．２ 固形燃料化技術の概要 

（１）固形燃料化技術 

固形燃料化技術は、炭化プロセスあるいは乾燥プロセスを用いて、下水汚泥から固形

燃料を製造する技術であり、下水汚泥を固形燃料として利用することを目的として「基

本物性」、「燃料特性」、「発熱特性」など燃料としての価値を 適化するための技術とし

て定義されたものである。 

炭化プロセス、乾燥プロセスとも従来からの技術ではあるが、燃料化技術として、こ

れまでの“処理”という考え方から“燃料製造”という考え方に見直されることにより、

『高発熱量化』や『臭気、環境負荷の低減』、『ハンドリング』や『安全性の向上』など

新たな要求に応える必要が生じ、各社において開発、研究が進められている。 

現在、開発されている固形燃料化技術の分類を図 ７.１に示す。 
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①炭化技術 

炭化技術は、脱水汚泥を乾燥した後、炭化炉に投入し、無酸素状態で乾燥汚泥を加熱

することにより汚泥を熱分解させて燃料化物を製造する技術である。一般に炭化温度で

分類され、低温炭化（例として 250～350℃）、中温炭化（例として 400～600℃）、高温

炭化（例として 700℃以上）に区分される。 

 

各炭化技術の特徴を以下に示す。 

 

・下水汚泥を乾燥・炭化処理後、より高温で賦活反応させることで、下水汚泥から有害

物質を吸着する能力を向上させた活性炭化製品を製造できる。 

・炭化工程では、還元雰囲気中で水分・有機分が揮発し、固定炭素を主成分とした炭化

製品が製造される。賦活工程では、炭化工程で発生した水蒸気や炭酸ガスが炭化製品

中の固定炭素と高温で反応し、微細孔構造が発達した活性炭化製品となる。 

・活性炭化製品は、吸着速度が大きく、分子径の大きなダイオキシン類等に対して高い

吸着能力を有している。 

・炭化炉と賦活炉を一体化し、排熱を乾燥工程の熱源として利用することで、コンパク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固形燃料化技術 炭化 

乾燥 

低温炭化 

中温炭化 

⾼温炭化 

油温減圧式乾燥 

直接乾燥 

間接乾燥 

気流乾燥 

表⾯固化乾燥 

改質乾燥 

発酵乾燥 

造粒乾燥 

図 ７.１ 固形燃料化技術の分類
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トで熱効率の良い処理を実現している。 

・さらに賦活反応は 800～850℃の高温で行われるため、燃えやすい有機化合物が存在

せず、発火の心配の無い、安全な活性炭化製品を製造することができる。 

 

①乾燥技術 

乾燥技術は、熱風や油などの熱媒を用いて直接または間接的に脱水汚泥を乾燥させ、

燃料化物を製造する技術である。 

 

（２）ガイドライン・マニュアル、規格等 

①ガイドライン・マニュアル等 

固形燃料化事業及び技術について参考となるガイドラインやマニュアル等は、各技術

の共同研究成果として整理されているほか、国土交通省から下水汚泥エネルギー化技術

ガイドラインおよびマニュアルが公表されている（表 ７.１）。また、固形燃料の物性及

び取扱いについて参考となるガイドラインやマニュアル等は表 ７.２の通りである。 

 
表 ７.１ 固形燃料化事業及び技術に関するガイドライン及びマニュアル 

 公表・発行 年度 名称 
1 国土交通省 平成 31 年 3 月 下水汚泥広域利活用検討マニュアル 

2 
国土交通省 平成 29 年 3 月 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン 

－平成 29 年版－ 

3 
国土交通省 平成 27 年 3 月 廃熱利用型 低コスト下水汚泥固形燃料化

技術導入ガイドライン（案） 

4 
国土交通省 平成 27 年 3 月 温室効果ガスを抑制した水熱処理と担体式

高温消化による固形燃料化技術導入ガイド

ライン（案） 

5 
日本下水道事業団 平成 20 年 3 月 下水汚泥固形燃料化システムの技術評価に

関する報告書 

6 
日本下水道新技術

機構 
平成 21 年 3 月 改質乾燥による下水汚泥のバイオマス燃料

化技術に関する技術マニュアル 

7 
日本下水道新技術

機構 
平成 22 年 3 月 汚泥熱分解燃料化システム技術マニュアル
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表 ７.２ 固形燃料の物性及び取扱いに関するガイドライン及びマニュアル 
 公表・発行 年度 名称 
1 日本下水道事業団 平成 14 年 10 月 下水汚泥の炭化システム及び生成される炭

化製品の諸物性について 
2 日本下水道事業団 平成 20 年 3 月 下水汚泥固形燃料発熱特性 評価試験マニ

ュアル 
3 日本下水道新技術

機構 
平成 18 年 3 月 汚泥由来の可燃性ガスと汚泥製品の安全対

策に関する技術資料 
4 総務省消防庁 平成 19 年 4 月 再生資源燃料等の安全の確保に係る調査検

討報告書 

 

②日本産業規格（JIS 規格） 

下水汚泥固形燃料については明確な品質基準や客観的判断基準がないことから、当該

基準を明確化し、品質の安定化及び信頼性の確立を図り、市場の活性化を図ることが求

められていた。そのため、国土交通省では平成 24 年度から 25 年度にかけて JIS 原案

の作成に取り組み、日本工業標準調査会（現：日本産業標準調査会）による審議を経て、

平成 26 年 9 月に JIS 規格（JISZ7312）が制定された（表 ７.３）。 

 
表 ７.３ 下水汚泥固形燃料 JIS 規格（JISZ7312）の概要 

種類 総発熱量 a) MJ/kg
全水分 a)の

質量分率(%)
灰分・全硫黄・窒素の質量分率(%) 

BSF-15 15 以上 
20 以下 －b) 

BSF 8 以上 
注 a) 到着ベース、すなわちロットの受渡しの状態（すなわち、全⽔分含有の状態）における分析値のベースとする。 

b) 規定値は定めないが、試験した到着ベースによる値を報告する。その他の項⽬は、受渡当事者間の協定による。 

 

７．２ 調査内容 

本検討では、これまでに全国各地で供用開始された固形燃料化事業について、既存事

業の事業スキームを整理するとともに、固形燃料化に関する技術的ニーズや、事業スキ

ーム等について、自治体、事業者および、固形燃料の利用企業に対してアンケート・ヒ

アリング調査を実施し、固形燃料化事業における課題の抽出を行った。また、この結果

を踏まえ、固形燃料化事業にかかる検討すべき事項、自治体ならびに事業者への提案等

を事業フェーズごとに整理し、円滑な事業実施のための事業方針を取りまとめた。 
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７．３ 調査結果 

７．３．１ 国内動向の整理 

（１）固形燃料化事業の国内導入事例 

令和元年 9 月末時点において、固形燃料化技術の導入事例は 32 箇所存在する（稼動

予定箇所 4 箇所、研究事業 4 箇所を含む）。固形燃料化事業における技術的な課題およ

び事業を導入する上での留意点を整理するために、アンケート調査およびヒアリング調

査を行った。 

既存事業スキームの把握では、固形燃料化事業を調査対象とし、燃料化事業としての

発注ではなく公設公営方式で整備した結果、 終処分形態が燃料化物として扱われてい

る事例や、実証試験・B-DASH プロジェクトについては対象外とした。これにより、21

事業を対象に調査を実施した。また、アンケート調査は調査時点（平成 29 年 12 月）に

おいて、民間事業や研究事業を除いて事業方式等が決定している 24 箇所を対象に実施

した。 

 

（２）契約方式 

下水汚泥固形燃料化事業においては、事業の特性上、設計・建設・維持管理・運営を

一体的に実施する契約方式である DBO が 21 事業中 15 事業と も多く、次いで PFI(従

来型)、DB の順となっている（図 ７.２）*。 

                                                 
* 一般的な官民連携事業における契約方式の特徴は、参考表 7.1 の通りである。 

 

参考表 7.1 契約方式の概要 
契約方式 概要 

包括的民間委託 性能発注（処理場の場合）かつ複数年契約。 

DB (設計・施工一括発注) 
Design Build の略。公共が資金を調達し、設計・建設を

民間が一体的に実施する方式。 
DBO（設計・施工・維持管

理・運営一括発注） 
Design Build Operate の略。公共が資金を調達し、設計・

建設・維持管理・運営を民間が一体的に実施する方式。

PFI (従来型) 
Private Finance Initiative の略。民間が資金を調達し、

設計・建設・運営を民間が一体的に実施する方式。 

PFI (コンセッション) 
施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を

民間事業者に設定し、民間が利用料金により運営する方

式（H23.5 月の PFI 法改正で規定）。 

民間収益施設併設 
収益施設を併設したり、既存の収益施設を活用する等、

事業収入等により費用を回収する事業、副産物の活用等

付加価値を創出し施設のバリューアップを図る事業。 
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（３）事業類型 

施設の設計・施工並びに維持管理・運営においては、事業体の特性に合わせて発注

要件等オーダーメイドする部分が多く、性能規定並びに民間事業者の高度な技術提案

を求める総合評価方式、プロポーザル方式が採用されていた（図 ７.３）。総合評価落

札方式が 21 事業中 17 事業と全体の 8 割以上を占めているが、これは、本事業を実施

している多くの事業主体が都道府県や政令指定都市であり、「地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の適用対象であることから、随意契約で

あるプロポーザル方式では内部コンセンサスを得ることが困難であるためではないか

と考えられる。  

 

（４）管理運営期間 

下水汚泥固形燃料化事業では、汚泥処理の長期的・安定的利用が目的の一つであるこ

とから、管理運営期間を長期間としている事例が多い（図 ７.４）。 

15事業
（71%）

5事業
（24%）

1事業
（5%）

DB DBO PFI（従来型）

図 ７.２ 下水汚泥固形燃料化事業の契約方式

17事業
（81%）

4事業
（19%）

総合評価落札⽅式 プロポーザル⽅式

図 ７.３ 下水汚泥固形燃料化事業の落札方式
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DBO、PFI(従来型)の契約方式を採用している事業は 20 年間の管理運営期間を設定

している場合が多いが、15年間とする場合や特則条項付で3年間とする場合もあった。

また、DB の契約方式の場合では、政策的な判断により、下水汚泥固形燃料化施設稼働

後の維持管理・運営が包括的民間委託により実施されており、管理運営期間は 5 年間と

なっている。 

 

（５）固液燃料の利用先 

 固形燃料の利用先を図 ７.５に示す。事業体によっては複数の利用先がある場合も

含めており、24 事業体で 28 箇所の利用先があった。火力発電所が 10 事業（36%）と

全体のうちで も多く、次いでセメント工場での利用が 7 事業（29%）であった。そ

の他にも製紙工場や製鉄所等、幅広く利用されていることが分かる。 

 

 

1事業
（5%）

1事業
（5%）

1事業
（5%）

18事業
（86%）

3年間 5年間 15年間 20年間

図 ７.４ 下水汚泥固形燃料化事業の管理運営期間 

10事業
（36%）

7事業
（29%）

2事業
（7%）

2事業
（7%）

1事業
（4%）

1事業
（4%）

5事業
（18%）

⽕⼒発電所 セメント⼯場 製紙⼯場
製鉄所 その他 未定
⾮公表

図 ７.５ 固形燃料の利用先
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（６）固形燃料技術（低/中/高温 炭化・乾燥） 

 各事業において導入された固形燃料化技術の分類を図 ７.６に示す。低温炭化技術

が 7 事業（29%）、中温炭化技術が 6 事業（25%）と全体の過半数を占めていた。ま

た、乾燥技術は 5 事業（21%）を占めていた。導入技術の選定は、利用先のニーズと

のマッチングを反映した結果であり、技術的な優劣を示すものではないことに留意す

る必要がある。 

 

（７）総処理能力 

 各事業における固形燃料化技術の総処理能力を図 ７.７に示す。50t/日以上が全体の

80%以上を占めていた。固形燃料化事業が大規模処理場で導入されていることや、中小

規模の下水処理場であっても汚泥の集約化により一定規模以上とすることで事業性を

高めて導入していることが分かる。 

 

（８）汚泥集約の有無 

各事業における汚泥集約の有無について、図 ７.８に示す。脱水ケーキ受入は 8 事業

（33%）、液状汚泥の受け入れは 7 事業（29%）であった。全体のうち、15 事業（62%）

7事業
（29%）

6事業
（25%）

3事業
（13%）

5事業
（21%）

2事業
（8%）

1事業
（4%）

低温炭化 中温炭化 ⾼温炭化 造粒乾燥 その他 未定

図 ７.６ 導入した固形燃料化技術

5事業
（21%）

6事業
（25%）

5事業
（21%）

3事業
（13%）

5事業
（21%）

〜50 t/⽇ 51〜75 t/⽇ 76〜100 t/⽇
101〜150 t/⽇ 151 t/⽇〜

図 ７.７ 総処理能力
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において汚泥集約を実施しており、事業性を高めていることが分かる。 

 

 

（９）計画年間稼働率 

 各事業において設定した計画年間稼働率を図 ７.９に示す。90%以上 95%未満に設定

しているものが 11 事業（46%）と 多であった。また、80%以上と設定している事業

が全体の 80%以上を占めており、事業性を高めるために稼働率を高く設定しているこ

とが分かる。 

 

 

（１０）固形燃料の品質 

 本調査において回答の協力が得られた11事業者について、固形燃料化の品質を図 ７.

１０に示す。投入汚泥の性状や導入技術により、固形燃料の発熱量は異なっており、一

様な比較をすることは難しい。しかし、日本産業規格（JISZ7312）で規定する固形物発

熱量（BSF-15 または BSF-8）を満足する値となっており、固形燃料化物として規格を

満足するものが製造されていることが確認された。 

8事業
（33%）

7事業
（29%）

9事業
（38%）

有（脱⽔ケーキ受⼊） 有（液状汚泥受⼊） 無

図 ７.８ 汚泥集約の有無

1事業
（4%）

11事業
（46%）

5事業
（21%）

2事業
（8%）

5事業
（21%）

95%以上 90〜95% 85〜90% 80〜85% 80%未満

図 ７.９ 計画年間稼働率
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（１１）総事業費 

 各事業を汚泥集約の有無および消化ガス発電の有無により、施設規模と設計・建設に

係る費用と 20 年間の維持管理費を合わせた総事業費を比較した（図 ７.１１）。施設規

模が大きくなるほどスケールメリットが大きくなる傾向が確認された。また、現状の汚

泥処分単価を 15 千円/t、20 千円/t とした場合、固形燃料化事業の導入により、汚泥処

理に係る下水道事業費の縮減が期待できることが明らかとなった。 

 

  

図 ７.１０ 固形燃料の品質

図 ７.１１ 総事業費
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７．４ 今後の事業実施への提案 

 アンケート調査やヒアリング調査結果を踏まえ、今後固形燃料化事業を実施するにあ

たり、技術的提案および事業スキームの提案を整理した。 

 

７．４．１ 技術的提案 

（１）初期トラブルと稼働率の設定 

わずかではあるが複数の事業で初期トラブルが報告されていた。稼働率は事業者提案

による場合、要求水準で定める場合があるが、いずれも事業開始から終了まで稼働率を

一律としているため、初期トラブルが与える事業者への負担は小さくはない。供用開始

当初 1, 2 年間とそれ以降で稼働率を段階的に変更する提案、設定を行う可能性につい

て検討することが望ましい。 

 

（２）広域処理 

固形燃料化事業は処理対象の脱水汚泥量が多くなるほど、得られるスケールメリット

が大きくなる。事業化検討に際しては、広域処理の可能性も踏まえた検討を行い、その

地域で 適化された事業を立案することが望まれる。 

 

（３）最適な施設建設に向けて 

現地調査を行った結果、維持管理従事者にとって必ずしも良好な作業環境とはいえな

い現場が見られた。事業者が他者との競争を強く意識するなか、過度な価格競争が誘発

した事象と考えられる。地方公共団体は、事業者のノウハウの活用、創意工夫によるコ

スト縮減を要望するものであり、行き過ぎたコストカット（とこれに伴う弊害）は期待

していない。要求水準を検討するにあたっては、維持管理従事者の安全性や適切な作業

環境の確保等、公共事業として 低限必要な性能を、地方公共団体が事業主体として求

める必要がある。 

 

（４）脱水汚泥量の設定 

計画当時に予測した脱水汚泥量よりも、実際の脱水汚泥量が大幅に少ないため、事業

者に支払われる維持管理費が少ない事例がある。設備の立ち上げ、立ち下げが必要とな

り、燃費も悪化する。事業者の財務状況が適切であることが事業の安定性につながるこ

と等を考えると、汚泥量予測は非常に重要な検討項目のひとつである。過大に余裕を見

込まず、 適な規模を検討する必要がある。 

 

（５）沿岸部における塩素の影響 

固形燃料に含まれる塩素は発電所のボイラの腐食原因となるため、濃度によっては引

き取りできない企業がある。事業化の検討にあたっては、脱水汚泥中の塩素濃度も考慮
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する必要がある。 

 

（６）消化ガス量の不足 

実績に基づき燃料化施設で使用できる消化ガス量を設定し、これを条件に施設を建設

したが、消化ガス発生量が減少し、施設を安定して運転できない事例がある。消化ガス

を使用する場合、消化ガスの減少を考慮し都市ガス等が併用できる施設建設、汚泥消化

施設の計画的な整備、浚渫が必要であることを踏まえて計画する必要がある。 

 

（７）施設停止時の脱水汚泥処分先の確保 

固形燃料化施設は定期整備、修繕により停止期間が発生するが、その際に発生する脱

水汚泥の処分先が確保されていない事例があった。本事例では地方公共団体が排出者と

して負担するリスクとしていたものの、事業者が搬出先を探すといったことも行ってい

る。停止期間中の脱水汚泥の搬出先は、事業化前に確実に確保しておく必要がある。 

 

（８）燃料化施設稼働日数増の要求 

固形燃料化施設が既にある場合、固形燃料化する方が場外搬出するよりも安価である。

施設稼働日数が多い方が地方公共団体の負担が小さいため、稼働日数を増して運転して

いる事例があった。しかし、事業者の負担（整備期間の短縮、機器の摩耗等）になるの

も事実であるため、計画量を上回る処理についてはインセンティブを付与する等の仕組

みを検討することが望まれる。 

 

 

（９）固形燃料化事業に対する総合的な評価 

「固形燃料化事業よりもセメント原料化や焼却の方が安価である」という理由だけか

ら採用しない、という判断ではなく、下水道法改正（燃料又は肥料として再生利用され

るよう努めなければならない）の趣旨や温室効果ガスの削減等、コスト面以外での事業

効果、有益性トータルで評価する必要がある。 

 

（１０）競争的対話*の実施 

官民リスクの明確化、官民相互理解の齟齬をなくすための競争的対話の実施について、

複数の民間事業者から要望があった。先行事例では競争的対話は実施してこなかったが、

                                                 
*競争的対話について  

事業者選定段階において、公募資料に関する質疑応答や意見把握等を行うことで、主

として事業者選定を円滑に進めることを目的とした手法である。 
（出典）PPP/PFI 事業を促進するための官民間の対話・提案 事例集 

 国土交通省総合政策局 平成 27 年 6 月 
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競争的対話の実施について検討が必要と考えられる。 

 

（１１）脱水汚泥の性状変動 

脱水汚泥性状の変動を踏まえ、脱水汚泥処分単価を見直すこととしている事例があっ

た。変動が著しい等の理由から、地方公共団体、または事業者に不適切な費用負担があ

る場合は協議が可能な契約とすること等を検討することが望まれる。 

 

（１２）ストックマネジメント制度の活用 

ストックマネジメント制度を活用している事例は確認できなかったが、大規模修繕な

どで制度を活用することは可能である。本事業の業務にストックマネジメント計画の策

定補助を含めるなど、制度活用に向けた検討が必要である。 
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７．４．２ 事業スキームへの提案 

前項までの調査結果を踏まえ、固形燃料化事業にかかる検討事項、自治体ならびに事

業者への提案等を事業段階（事前調査段階、導入可能性調査段階、発注準備段階、事業

運営段階）ごとに整理した。事業化までの検討手順および事業段階別の検討項目及びヒ

アリング調査内容を図 ７.１２および表 ７.４に示す。 

 

 

 

 

 

図 ７.１２ 事業化までの検討手順
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表 ７.４ 事業段階別の検討項目、内容、およびヒアリング調査内容 

段階 検討項目 検討内容 ヒアリング内容 

事
前
調
査
段
階 

固形燃料利用企業 
調査 

地域の民間企業の固形燃料の利

用に関する意向等を調査 
電力、セメント、鉄鋼、製紙

業界等に対し、ヒアリング調

査 

概算事業費算出 固形燃料化事業と現在の処理・

処分方法における概算事業費

（費用関数等）を比較し、事業化

の可能性を調査 

－ 

集約処理の 
ケース抽出 

広域化・共同化計画、既存の集約

処理、脱水汚泥の集約処理のケ

ース抽出 

－ 

事業範囲の設定* 事業範囲を固形燃料化施設に限

定するか、既存施設を含むか検

討 

－ 

固
形
燃
料
化
事
業 

導
入
可
能
性
調
査
段
階 

基礎調査 上位計画、関連計画、国内動向、

固形燃料化技術等の基礎情報の

調査 

－ 

対象汚泥量設定   

 
集約処理の 
可能性調査 

広域化・共同化計画、既存の集約

処理、脱水汚泥の集約処理の可

能性調査 

 
－ 

発生汚泥量 
将来予測† 

人口減少等を考慮した現実的な

発生汚泥量将来予測を実施 
－ 

対象汚泥量 
の設定‡ 

リスク分散、事業導入効果等を

踏まえ、固形燃料化事業の対象

とする汚泥量を設定 

地域産廃業者等に対し、施設

停止時の対応の可否等につい

てヒアリング調査 

                                                 
* 地方公共団体、既存施設の状況等によっては、固形燃料化施設だけではなく既存施設を含む

方が事業性が高まる可能性がある。既存施設を含む事業を検討する場合は表 ７.４に示す項目

と異なる検討が必要になるため注意のこと。 
†当初計画よりも処理する脱水汚泥量が減少し、変動費が減額となっている事例がある。設備の

立ち上げ、立ち下げが必要となるなど、ユーティリティ費の増加につながるため、処分単価の

見直しを事業者が地方公共団体へ相談している状況であった。 
‡今までセメント原料化を行ってきたが、燃料化をはじめることでセメント会社への搬出にかか

る交渉は必ずしもスムーズではない事例も報告されている。事前にしっかりと協議（説明）し

ておく必要がある。 
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段階 検討項目 検討内容 ヒアリング内容 

固
形
燃
料
化
事
業 

導
入
可
能
性
調
査
段
階 

脱水汚泥性状設定* 脱水汚泥含水率、有機分率、組成

等を調査し、性状を設定 

－ 

脱水汚泥性状設定† 脱水汚泥含水率、有機分率、組成

等を調査し、性状を設定 

－ 

事業基礎条件設定‡ 事業場所、対象汚泥量、脱水汚泥

性状、ユーティリティ等、事業の

基礎的な条件を設定 
－ 

ヒアリング調査 各検討で必要となる項目につい

て、地域産業廃棄物業者、メーカ

ー等にヒアリング調査を実施 
－ 

事業性の評価 

 
概算事業費算出 固形燃料化事業と現在の処理・

処分方法における概算事業費

（ヒアリング調査結果等）を算

出 

メーカー等に対し、ヒアリン

グ調査 

温室効果ガス 
排出量算出 

固形燃料化事業と現在の処理・

処分方法における温室効果ガス

排出量を算出 

メーカー等に対し、ヒアリン

グ調査 

事業性の評価§ 固形燃料化事業の事業性につい

て、トータル的に評価 
－ 

                                                 
* 複数の事業者より、脱水汚泥の含水率、有機分率、組成に加え、重金属含有量、灰分組成に

ついて、導入可能性調査段階で提示してもらいたいとの意見があった。より具体的に、ユーテ

ィリティ使用量の算定や固形燃料利用企業との協議を進めて頂くためにも、早い段階での調査

が望ましい。 
† 複数の事業者より、脱水汚泥の含水率、有機分率、組成に加え、重金属含有量、灰分組成に

ついて、導入可能性調査段階で提示してもらいたいとの意見があった。より具体的に、ユーテ

ィリティ使用量の算定や固形燃料利用企業との協議を進めて頂くためにも、早い段階での調査

が望ましい。 
‡ 先行事例においては、固形燃料の 20 年間の利用を事業者（SPC）に求めるだけではなく、利

用企業から 20 年間利用することの確約書の提示も求めてきた。石炭火力発電所の長期的な存

続や更新は見通しが難しい状況であることも踏まえ、民間事業者の意見を取り入れた条件を検

討する必要がある。 
§ 「固形燃料化事業よりもセメント原料化や焼却の方が安価である」という理由だけから採用

しない、という判断ではなく、下水道法改正（燃料又は肥料として再生利用されるよう努めな

ければならない）の趣旨や温室効果ガスの削減等、コスト面以外での事業効果、有益性トータ

ルで評価する必要があることに留意されたい。なお、本件については、複数の事業者からも提

案があった。 
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段階 検討項目 検討内容 ヒアリング内容 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ 

導
入
可
能
性
調
査
段
階 

基礎調査 各事業手法の比較整理、下水汚

泥固形燃料化事業における

DBO、PFI の先行事例を収集、

整理 

－ 

適事業手法検討   

 
リスク分担 
素案検討 

リスク分担の素案を作成 
－ 

 VFM 検討 VFM 検討を実施 － 

 総合評価 VFM 検討結果、リスク分担検討

結果等より、 適事業手法を選

定 

メーカー等に対し、事業参画

意欲等をサウンディング調査

サウンディング調査 メーカー等に対し、事業参画意

欲、付帯事業の可能性を含む本

事業への提案等、サウンディン

グ調査を実施 

 

発
注
準
備
段
階 

コンサルタント 
の選定* 

専門性、実施手順、適格性、実現

性等からコンサルタントを選定 
 

事業範囲・責任分界 
の設定 

配置計画、汚泥供給計画、水利用

計画、排水計画、電力供給計画、

非常用電源供給計画、監視制御

計画、特殊電源計画、監視室・電

気室計画、環境対策、建屋計画等

を検討し、本事業の事業範囲、責

任分界を設定 

メーカー等に対し、固形燃料

化施設の運転条件、利用企業

候補と利用にかかる要望等†

をヒアリング調査‡ 

リスク分担の設定 先行事例のリスク分担を調査の

うえ、本事業において特筆すべ

きリスク§を踏まえたリスク分担

表として整理 

－ 

                                                 
*PFI 事業、DBO 事業においては、計画設計、実施設計等とは異なる知見、ノウハウを要する

ため、プロポーザル、総合評価によりコンサルタントを選定することが望ましい。 
† 利用企業の候補と事業所の場所も確認し、廃棄物に該当しないかどうか確認するとともに、

利用企業の要望がないか、ある場合の対応方法等を検討することが望ましい。 
‡ 実施方針公表前であっても、事業者により早い段階から検討をはじめて頂くため、市の HP
等を活用しながら段階的に情報を開示することは有効と考えられる。 
§ 本調査で得られた知見を踏まえたリスク分担を検討する。先行事例ではリスク分担していな

かった、あるいはリスク分担していたが必ずしも理解が十分ではないと考えられるリスクに

は、「脱水汚泥量減少リスク」「脱水汚泥量増加リスク」「脱水汚泥性状変動リスク」「脱水汚泥

処分リスク」「定めのないリスク」があげられる。「脱水汚泥量増加リスク」に対しては、官民

双方にインセンティブがあるスキームを採用することが望ましい。 
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段階 検討項目 検討内容 ヒアリング内容 

落札者決定基準 
の検討 

地方公共団体の各種ガイドライ

ン、先行事例を調査のうえ、総合

評価方式、評価項目、配点等を検

討 

 

発
注
準
備
段
階 

実施方針の公表 

 実施方針 PFI 法に基づき、実施方針を策定 － 

 要求水準書案 事業範囲・責任分界の検討結果を

踏まえ、要求水準書案を作成 － 

 契約書案等* 基本協定書案、契約書案等を作成 － 

 質問への回答 実施方針、要求水準書案、契約書

案等に対する民間事業者からの

質問への回答を作成 
－ 

特定事業の選定 
（PFI の場合） 

PFI 法に基づき、VFM の算定、

サービス水準の評価等を行い、特

定事業の選定・公表を実施 
－ 

入札公告† 

 入札公告等 実施方針公表時の質問への回答

を踏まえた要求水準書、契約書

案等に加え、入札公告、入札説明

書、モニタリング計画（PFI の場

合）、落札者決定基準、様式集等

‡を作成 

－ 

 質問への回答 入札公告時に公表する上記各資

料に対する民間事業者からの質

問への回答の作成、競争的対話

の実施§ 

－ 

                                                 
* 民間事業者より、地方公共団体、民間事業者双方が契約内容の変更を行った方が好ましいと

判断される場合は、柔軟な変更や修正を可能とすることを要望されている。事業費に影響しな

い範囲において協議結果を柔軟に契約書に反映できることを基本協定に定めるなどを検討する

余地はあるものと考えられる。なお、より柔軟な対応を可能とするプロポーザル方式はこの点

からは有効である。 
†表 ７.４では総合評価の場合の用語を用いている。プロポーザルによる場合は用語が異なる

（募集要項、優先交渉権者決定基準）ことに留意されたい。 
‡ 今までの事業で求めてきた固形燃料の 20 年間の引き取り確約は厳しい旨の意見が多かった。

SPC による買い取りを契約条件とし、利用企業による引き取り確約までは求めないことを検討

する必要がある。 
§官民リスクの明確化、官民相互理解の齟齬をなくすための競争的対話の実施について、複数の

民間事業者から要望があった。先行事例では競争的対話は実施してこなかったが、競争的対話

の実施について検討が必要と考えられる。 
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段階 検討項目 検討内容 ヒアリング内容 

技術審査・評価 技術提案書の審査、評価資料の

取りまとめ等を行い、技術提案

が要求水準等を達成しているこ

との審査、総合評価における技

術評価、ならびに技術対話*を実

施 

－ 

総合評価委員会 総合評価委員会を設置・運営 
－ 

事業契約締結 契約内容、解釈等の契約交渉 － 

直接協定締結 
（PFI の場合） 

融資をする金融機関との直接協

定 － 

事
業
運
営
段
階 

契約書に定めのな

い 
事項に対する協議† 

定めのない事項については、相

手方からの協議の実施について

の要求に応じ、「定めがないため

協議する」ことを基本姿勢とす

る 

－ 

脱水汚泥性状の変

動‡ 
脱水汚泥性状の変動に対して、

脱水汚泥処分単価を補正するか

どうか、必要に応じて協議 
－ 

性能発注の徹底§ 性能発注を徹底 
－ 

 

 

 

 

                                                 
* 民間事業者より、技術対話において民間事業者側からの自発的な技術提案の改善を申し入れ

ることができる仕組みについて要望があった。この仕組みを取り入れた事例があり、技術提案

書の作成期間が十分ではない場合や技術対話において地方公共団体側の考えを反映させたい場

合に有効である。ただし、地方公共団体側が特定の民間事業者に有利になるような誘導は厳禁

であり、また他者の提案内容等の情報が漏れ伝わることがないように情報管理を徹底する必要

があることに注意が必要である。 
† 一般的に、契約書では「契約書に定めのない事項については協議する」旨が定められている

が、固形燃料化事業に限らず、民間事業者からの協議の要求は必ずしも受け入れられていない

のが実情である。地方公共団体は、定めのない事項に対する協議についての定め、官民連携の

基本姿勢を踏まえ、協議にあたることに留意されたい。 
‡ 要求水準で示す脱水汚泥性状の変動幅の範囲内での変動においても、脱水汚泥処分単価を見

直すこととしている事業がある。恒常的に代表性状からずれがある、変動が著しい等の理由か

ら、地方公共団体、または事業者に不適切な費用負担がある場合は協議するのが望ましい。民

間事業者からもこの旨の要望があった。 
§ 複数の民間事業者から、性能発注の徹底について要望があがっている。本要望の趣旨につい

ては、次年度調査においてヒアリングする。 
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７．４．３ 事業方法の提案 

前項までの調査結果を踏まえ、下水汚泥固形燃料化事業を実施するにあたっての事業

スキームの推奨モデルを整理した。 

  

（1） 契約方式 

標準的な契約方法として、DBO を推奨する。PFI（従来型）は、特定事業選定プロセ

ス等で手続きがやや煩雑になるが、事業期間を通じて平準化できるメリットがある。 

 

（2） 落札者等の選定方法 

都道府県や政令指定都市では「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令」の適用から総合評価落札方式を推奨する。一般市町村では、原則として

事業体の調達規定によるが、より事務手続きの簡素なプロポーザル方式による選定方式

をベースにすることが考えられる。 

 

（3） 管理運営期間 

管理運営期間は 15～20 年程度を基本とする。耐用年数を優先する場合は 20 年を、

汚泥処理の技術革新を懸念する場合は 15 年を推奨する。 

 

（4） 契約スキーム 

リスクヘッジの観点から、基本契約を含む複数契約が有効である（図 ７.１３）。 

  
図 ７.１３ 契約スキーム（推奨案）
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７．５ 主たる成果 

 今回の調査により、固形燃料化事業の導入事例は近年堅調に増加している一方で技術

的な課題や事前に定めておくべきであるリスク分担などが、下記の通り整理された。固

形燃料化技術の導入を促進するにあたり、これらの課題を考慮して、施設が安定的に操

業され、官民双方に魅力ある事業の実施が望まれる。 

 

（１）技術的提案 

 固形燃料化事業の技術的な課題として、初期トラブルが確認された事例や稼働率の設

定により事業者に負担が生じる事例があった。事業実施に当たっては、広域処理等を踏

まえつつ、適切な汚泥量を設定し施設建設を行うことが望まれる。 

 

（２）事業スキームの提案 

 固形燃料化事業の事業実施に当たっては、各事業段階（事前調査段階、導入可能性調

査段階、発注準備段階、事業運営段階）において、自治体ならびに事業者で整理が必要

な検討項目があるため、これらに留意して事業実施スキームを実施することが望まれる。 

 

（３）事業方法の提案 

標準的な契約方法として DBO、都道府県や政令指定都市では「地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の適用を考慮するため総合評価落札方

式を推奨する。管理運営期間は 15～20 年程度を基本とする。耐用年数を優先する場合

は 20 年を、汚泥処理の技術革新を懸念する場合は 15 年を推奨する。リスクヘッジの

観点から、基本契約を含む複数契約が有効である。 
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第８章 成果および課題 

 本調査により、中小都市向け汚泥燃料化・肥料化等、地域の実情に応じた汚泥利活用

に資する成果を得た。初期投資に要するコストが大きいことや、規模が小さくスケール

メリットが働き難い下水処理場が多いことなどが課題として挙げられるが、主な成果は

下記の通りである。下水汚泥のバイオマスとしての有効利用の取り組みは近年開始され

たばかりであり、今後の普及展開を踏まえて定期的にフォローアップを行っていく所存

である。 

 

（１）下水汚泥コンポスト肥料の製造状況に関する評価指標の検討 

まず、下水汚泥コンポスト肥料の利用検討に際しては、試験的に肥料を製造して配布

や施肥を行い、肥料の性状や利用者の意見を確認することが望ましい。しかし、少量の

下水汚泥を用いたコンポスト肥料の製造を行う場合には、発酵温度によるコンポスト化

処理の進捗度合いを確認することができないため、これに代わる評価指標が必要となる。

本章では家庭用電動生ごみ堆肥化装置を用いた下水汚泥のコンポスト化試験を実施し

た結果、市販の汚泥コンポスト肥料と同等の性状を有する肥料を製造可能であることを

確認し、発酵温度に代わる製品製造の評価指標として、酸素消費速度または臭気強度が

指標として適していることが明らかとなった。また、肥料の配布や試験施肥等の検討を

行うことを考慮すると、数十～100kg 程度の下水汚泥を用いて肥料製造が可能であるこ

とが望ましいため、本検討の成果を踏まえ、次章にて大型コンポスト化装置の開発を行

った。 

 

（２）大型コンポスト化装置の開発と肥料製造条件の検討 

第 2 章の成果を踏まえ、数十 kg～100kg 程度の肥料を簡易に製造する方法を確立す

ることを目的に、大型コンポスト試験装置の開発を行い、汚泥投入条件、装置の運転条

件等を整理した。また、ほうれん草の栽培において試験施肥を行った結果、化学肥料と

同等の生育効果があるのみならず、野菜中の栄養価（ビタミン含有量）が化学肥料栽培

のものに比べ 1～2 割高いことを確認した。 

 

（３）下水汚泥肥料利用促進に係るヒアリング調査 

下水汚泥の緑農地利用促進を図るために、汚泥肥料の製造自治体や民間の肥料製造業

者、流通販売業者、 終需要者などを対象にヒアリング調査を実施して情報を取りまと

めた。ヒアリング調査を通じて、下水汚泥肥料の 終需要者からは概ね好感を得ている

が、肥料の供給が円滑に行われている地域とそうでない地域では主に官側での温度差が

大きいことが明らかとなった。汚泥肥料がスムーズに行われている地域では、地方自治

体が自ら勉強会を開催するなど積極的に行動をしており、肥料の形状や配布に関しても

需要者のニーズにも配慮することが望ましい。 
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（４）下水汚泥コンポスト化に係る事業性の検討 

下水汚泥コンポスト肥料の利用促進を図る上での基礎情報を得ることを目的に、現在

稼働中の施設やメーカーヒアリング等を実施し中小規模の下水処理場を想定した事業

性の検証を行った。単純な処理コストの比較では、場外搬出処分（セメント原料化等）

のコストが安価となる場合もあったが、地域循環資源として下水汚泥を発生した当該処

理場で肥料化することは、汚泥肥料を低価格で地元に還元する（バイオマス資源の地産

地消）とともに、地域の雇用の場を設けることも可能となる。下水汚泥肥料を用いるこ

とで、化学肥料代購入コストの削減や畑地土壌の劣化対策（地力向上）にもつながるた

め、地域活性化に大きく貢献することを踏まえて、肥料利用の検討を行うことが望まし

い。 

 

（５）下水汚泥コンポスト肥料の高品質化、高付加価値化に係る検討 

下水汚泥肥料の利用拡大のために肥料の高品質化や高付加価値化を図ることを目的

に、各工程に係るコスト検討を実施した。高品質化（2 次発酵または腐熟化）について

は、工程を省くことで費用が 1～3 割程度削減される見込みがあることが明らかとなっ

た。また、篩分けは比較的低コストな高付加価値化手法であること、ペレット化（造粒

化）は小規模施設での導入がコスト的に難しいこと、袋詰めはどの施設規模においても

導入の検討が推奨される手法であることが明らかとなった。 

 

（６）固形燃料化技術に関する調査 

固形燃料化事業の更なる普及拡大を図るために、技術的ニーズや、事業スキーム等に

ついて、自治体、事業者および、固形燃料の利用企業に対してアンケート・ヒアリング

調査を実施し、固形燃料化事業における課題や提案事項を整理した。中小規模の下水処

理場であっても汚泥の集約化により一定規模以上とすることで事業性を高めて導入し

ていることが明らかとなった。また、事業実施に当たっては、広域処理等を踏まえつつ、

適切な汚泥量を設定し施設建設を行うことが望ましく、標準的な契約方法として DBO、

都道府県や政令市における契約方式は総合評価落札方式、管理運営期間は 15～20 年程

度とすることが推奨される。 

固形燃料化技術の導入を促進するにあたり、これらの課題を考慮して、施設が安定的

に操業され、官民双方に魅力ある事業の実施が望まれる。 

 



 

－参-１－ 

【参考文献】 

 
1) 国土交通省：第 5 次社会資本整備重点計画, 国土交通省, 2021. 

2) 国土交通省 HP：下水道 資源・エネルギー循環の形成，URL: https://www.mlit.go.
jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html，2022 年 3 月 11 日 閲覧. 

3) 茅野充男: 下水汚泥コンポスト入門, 下水汚泥資源利用協議会, 1983. 

4) 公益社団法人 日本下水道協会：下水試験方法 上巻, 公益社団法人 日本下水道協

会, pp.270-278, 2012. 

5) 一般財団法人 日本土壌協会：堆肥等有機物分析法, 一般財団法人 日本土壌協会,
 2010. 

 





 

 

【謝辞】 

  本業務の実施に当り、アンケートおよびヒアリング等の調査にご協力頂いた関係者各

位に厚く御礼申し上げます。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 by Japan Sewage Works Agency 
 All rights reserved. No parts of this report may be reproduced by any means, nor 
transmitted, nor translated into a machine language without written permission of  
Japan Sewage Works Agency. 
  
 この報告書に関する全ての権利は、日本下水道事業団にあります。本報告書の全部又は一

部の転載、複製には、日本下水道事業団の文書による許可が必要です。 

 

 

 

 

 

 
 

中小都市向け汚泥燃料化・肥料化等、地域の実情に応じた汚泥利活用 

（平成 29 年度～令和 3年度） 

報告書 

 
令和４年３月 

 
編集・発行 日本下水道事業団 技術戦略部 
 〒113-0034  東京都文京区湯島 2 丁目 31 番 27 号 

湯島台ビル 
 電話  (03)6361-7849 
  

 

 


