
５ その他③ 副資材・敷料の不足・価格高騰への対応 

・ 木質バイオマス発電用の需要拡大等を背景として、一部地域で敷料用のおが粉の価格上昇や供給量減少が発生。  
・ このため、各都道府県において、林業担当部署とも連携し、おが粉の供給余力のある製材所等に関する情報の把握に努
めるほか、畜産農家等からの問い合わせに対応する相談窓口を設置し、畜産農家に対し情報提供等を実施するよう要請。 
・ また、地域で入手できる代替敷料の利用を促進するため、事例集やマニュアルを作成し、普及を実施。 
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○ おが粉代替敷料の例と特性 ○ 普及の実施 

メリット デメリット 入手の容易さ 価格 

戻し 
堆肥 

・吸水性が高い 
・吸水すると取扱性が低下 
・堆肥中に塩類等が集積 

○ 
・堆肥の乾燥工程が必要 

◎ 
・自家で生産可能 

もみ殻 
・クッション性・通気性
に優れる 

・吸水性・保水性が低い
（改善には粉砕等が必要） 
・分解性が低い 

○ 

・供給時期が偏るため、
保管が必要 

◎ 
・無償で入手可能 

細断 
古紙 

・分解性が高い 
・吸水すると取扱性が低下 
・異物混入の可能性 

○ 

・排出事業者との条件調
整が必要 

○ 

・無償あるいは低価
格で入手可能 

きのこ 
廃菌床 

・分解性が高い 

・栄養分が豊富で、
良好な堆肥化に寄与 

・水分が多い 
・腐敗しやすい 

△ 
・供給元が偏在している 

◎ 
・無償で入手可能 

お茶殻 ・脱臭効果が高い ・水分が多い 
△ 

・供給元が偏在している 
○ 

・低価格で入手可能 

 地域で入手で

きるおが粉の代
替となる敷料資
材を調査・取り
まとめるとともに、
農家にわかりや
すいパンフレット
を作成し紹介。 
 

＜2017中央畜産会＞ 

おが粉代替 
敷料の紹介 

 敷料（主におが

粉）の生産動向
や利用実態を
調査し、現場の
助言指導に活
用できる資料と
して取りまとめ、
普及。 
 

＜2016中央畜産会＞ 

敷料の 
生産･利用の 
実態調査 

戻し堆肥          もみ殻           細断古紙                 きのこ廃菌床    お茶殻（堆肥と混合） 



６ 畜産環境対策における技術開発① 排せつ物利用促進関係 

・ 家畜排せつ物のさらなる利用促進のためには、取扱性の向上や、肥料成分の安定・向上等により、肥料としての機能を高
め、より耕種農家のニーズに合致した堆肥を供給していくことが重要であり、そのための研究開発等を実施。 
・ また、メタン発酵後に残る残渣（消化液）について、その処理が課題となる場合が多いことから、液肥としての利用を促進す
るための技術開発等を実施。 
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○ 養豚経営基盤強化に資する高度堆肥化システムの実証 ○ 畑地におけるメタン発酵消化液の肥料効果と環境影響の評価 

○ 高機能異種堆肥造粒物の調整・混合利用技術の開発 ○ 家畜排せつ物等を用いた乾式メタン発酵技術の開発 

・ 縦型コンポストからの排気中の高濃度アンモニアをリン酸アンモニウム溶

液や硫酸アンモニウム溶液として回収し、臭気を軽減するとともに、回収し
たアンモニアを活用して低コスト高機能肥料を製造する技術を開発中。 

・ さらに堆肥化過程で発生する発酵熱を豚舎暖房システムや堆肥化過程
への温風返送に用いて、それらの高効率化を図る技術を開発。 

・ 様々なバイオマス資源から

バイオガスを生産でき、排水
の発生量も少ない乾式メタン
発酵等によりエネルギー生
産を行い、地域で施設園芸
に供給するとともに、発酵残
渣を水田・畑地へ還元するシ
ステムを構築中。 

・ 原発事故による避難地域に

おける営農再開後での本シ
ステムの活用等を想定。 

＜農研機構＞ 

・ 肥料成分・肥効発現パターンの異なる畜種別堆肥の簡易・低コストな造粒

技術を開発し、作物の養分要求パターンに合わせた畜種別堆肥造粒物の
組み合わせによる施肥設計手法を開発中。 

・ これにより、家畜ふん堆肥のみの施肥技術を開発し、家畜排せつ物の有
効利用とともに。化学肥料に依存しない環境保全型農業をさらに推進。 

＜（一財）畜産環境整備機構＞ 

・ 消化液を畑地に施用後、速やかに土壌
と混和等することにより、消化液中の肥
料成分の多くを有効利用でき、化学肥料
の代替として消化液を利用する技術を
確立。地下水への負荷も増加しない。 

・ 稲作と比較して作付時期が分散してい

る畑作での消化液利用を推進すること
により、より低労力かつ通年での消化液
利用を促進。 

＜農研機構＞ 

＜農研機構＞ 

・ これらの多様な

技術を組み合わ
せることにより、
養豚経営基盤を
強化。 高度堆肥化システム（スマートコンポスト）の実証 

出典：栗田工業(株)資料 

（H27年度家畜ふん尿処理利用研究会資料） 

乾式メタン発酵概略フロー図 

出典：（一財） 
畜産環境 

整備機構 

資料 

出典：農研機構資料 

出典：農研機構資料 

畜種により成分濃度、肥効パターン
が異なる 

簡易・低コスト造粒技術により堆肥
の広域流通が可能 

化学肥料に依存しない耕種農家で
堆肥利用が拡大 

家畜ふん堆肥の肥効特性 堆肥の混合利用効果 堆肥の造粒技術開発 作物栽培による実証 

堆肥の混合利用により肥効発現を制御し、作物
の養分要求パターンに適合 



・ 畜産農家における汚水処理の水準向上に当たっては、①古い処理施設の機能向上、②飼養規模拡大に伴う処理水量増
加への対応、③省スペースでの処理能力の向上、④飼養管理で多忙な農家でも適正に運転管理できるシステムの実現等
が課題であり、さらにこれらを低コストで実現することが必要。 
・ これらの課題を踏まえ、水質汚濁防止法に基づく暫定基準の見直し等へ対応するため、汚水処理に係る技術開発において
は、基礎研究だけでなく、国・関係団体等において様々な研究開発を実施。  

○既存施設の簡易改修による硝酸性窒素濃度低減技術の開発 ○BODﾊﾞｲｵｾﾝｻｰを活用した豚舎排水の窒素除去システムの開発 

○硝酸性窒素等の規制強化に対応した処理技術の開発 ○非晶質珪酸ｶﾙｼｳﾑ水和物による汚水からのりん回収技術の開発 

・ 処理能力にゆとりがあるものの、窒素
を除去する設計になっていない古い施
設や、安定した処理が行えていなかっ
た施設において、ばっ気方式や処理フ
ローの変更などにより、処理水質を大
幅に改善する手法を開発。 

・ 既存施設を活用し、安価な改修により
排出水の性状を改善。 

事例１ 事例２ 

改修前 409～1,097 101（3倍希釈後） 

改修後 25～456 3～101 

改修前後の排水の硝酸性窒素等濃度（mg/l） 

・ 新たに開発されたBOD※バイオセンサーを利
用して、ばっ気装置（ブロワー）の稼動をリアル
タイムに制御することにより、最適な条件で豚
舎排水中の窒素を効率的に除去する新システ
ムを開発中。 

・ 農家にとって労力的・技術的に負担となってい
る、汚水処理の運転管理を最適化・自動化。 

 

・ 他分野の水処理において利用が進
んでいる膜処理技術や古紙脱窒法※

を活用することで、畜産排水中の硝
酸性窒素等を低減する技術を開発中。 

・ これらのユニットを既存施設に追加
することにより、施設の処理能力・機
能を省スペースで拡大・向上。 

・膜モジュール
により畜産汚
水を低コストで
効率的・安定
的に処理 

   ＜（一財）畜産環境整備機構＞ 

・古紙を微生
物の炭素源と
して利用する
脱窒リアクター
の開発 

＜（一財）畜産環境整備機構＞ ＜農研機構＞ 
BODセンサー・ブロワー制御部 

    ＜農研機構＞ 

※BOD：生物学的酸素要求量。水質汚濁の指標。 

※古紙脱窒法：硝酸還元菌が嫌気条件下で
硝酸を利用して呼吸する際必要となる炭素
源として古紙を利用し、脱窒を行う方法。 

６ 畜産環境対策における技術開発② 汚水処理関係 

・ 珪酸と消石灰から製造した資材（非晶質珪酸ｶﾙｼｳﾑ）を利用し、畜産排水の着
色やりんを除去する技術を開発。排水中の大腸菌群も99%以上除去。 

・ 技術的に対応が容易ではない汚水中のりんを除去すると同時に、りん資源の
枯渇が懸念されている中で、汚水中のりんの肥料としての有効利用に寄与。 

 

非晶質珪酸カルシウム水和物の添加率(kg/t)と
りん除去率の関係 22 

出典：（一財）畜産環境整備機構資料 

出典：（一財）畜産環境整備機構資料 

出典：農研機構資料 

出典：農研機構資料 

資材（非晶質珪酸カルシウム）と回収品（リン酸
肥料として活用） 



  ○ 農場内の臭気発生状況の可視化手法の開発 

・ 畜産臭気の臭気指数（相当値）を
測定できるニオイセンサーとＧＰＳ
ロガーを用いて、簡易に農場内の
臭気分布マップを作成する方法を
開発中。 

・ 農場内でどこからどの程度臭気が

発生・分布しているのかを可視化
し、把握することにより、効果的な
対策を講じることが可能。 

＜栃木県畜産酪農研究センター＞ 

６ 畜産環境対策における技術開発③ 臭気対策関係・その他 

・ 畜産経営由来の苦情の半数以上を占める臭気問題については、畜舎環境等の適切な日常管理や、脱臭装置等による対策
等を適切に組み合わせて実施することが重要であることから、現場で実践しやすい低コストな臭気低減技術の開発や、新技
術を用いた脱臭システムの開発などを実施。 
・ この他、飼料成分の改善により家畜からの汚染物質の排せつを減らす技術などの技術開発等を実施。 

硝酸性窒素等の濃度 

慣行飼料 206 

アミノ酸バランス改善飼料 80 

○ ｱﾐﾉ酸ﾊﾞﾗﾝｽ改善飼料による汚水水質改善･温室効果ガス削減 

アミノ酸バランス飼料給与による処理水の変化(mg/l) 

 

・ 肥育豚にアミノ酸バランス改善飼料（アミノ酸のバラン
スを改善した低蛋白質飼料）を給与することにより、体
内で利用されずにふん尿中に排泄される窒素を削減。 

・これにより、豚舎汚水の硝酸性窒素等の濃度を大幅
に低下させるほか、ふん尿由来の温室効果ガス（N2O

等）も大幅に削減。臭気軽減にも効果。 

・ 生産性等に影響はなく、飼料価格も

慣行飼料と同等と計算されることか
ら、現在の飼養管理等のままで取り
組むことが可能。 

 

    ＜農研機構＞ 

○ BMP(最適管理手法)を活用した畜産悪臭軽減技術の開発 

・ 乳化液散布による畜舎内部のダスト除去技術や、低コストのバイオフィル
ター、畜舎周辺の遮蔽壁の設置による臭気拡散防止技術等、現場で応
用しやすい技術を開発中。 

・ さらに、既存の知見も含め、各種技術を総合的にＢＭＰ（最適管理手法）
として体系化し、実践的な臭気対策技術としてとりまとめ。 

＜（一財）畜産環境整備機構＞ 

・ 畜舎内の環境（アンモニア、温湿度等）をリアルタイムでモニタリングしな
がら、新型高性能吸着材によるアンモニア除去・吸着システムや、ファン、
床冷暖房システム等を適宜稼働させることにより、換気に頼らずアンモニ
アを除去しながら、畜舎内の温湿度変化を極力低減する技術を開発中。 

○ 新型アンモニア吸着剤等を用いた臭気対策技術の開発 
    ＜産業技術総合研究所＞ 

・ これにより、畜舎内外での

臭気を低減するとともに、
光熱費等のコスト低減と生
産性改善を実現するシステ
ムを構築。 

乳化液散布によ
る畜舎内ダスト
濃度の低減効果 

豚舎での遮蔽壁試
験（ダストおよび臭
気の拡散を抑制で
きる可能性） 

出典：（一財）畜産環境整備機構資料 

出典：産業技術総合研究所資料 出典：栃木県畜産酪農研究センター資料 

出典：農研機構資料 
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GPSデータロガーで 
測位データ 

＋ 
 

＋ 

農場を巡回 

ニオイセンサーで 
臭気指数相当値 

重ね合わせ 

農場地図 

臭気分布図が 
完成 

臭気発生状況 
の可視化 

↓ 



７ 畜産環境対策に係る総合的な指導体制の整備 

・ 畜産環境対策の推進に当たっては、現場で農家の指導等に当たる技術者の役割が重要であることから、様々な研修会を
開催し、各テーマの内容に応じきめ細かに指導することにより、技術者の資質向上を図っている。 
・ このほか、シンポジウムの開催や、事例集等の冊子の配布などを通じ、関係者の意識啓発や、優良事例の普及等を実施。 
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○ 研修会の実施 ○ シンポジウムの開催 

○ 優良事例や最新の技術の普及 

開催回数 のべ受講者数 

堆肥化処理・利用技術研修 75 3,761 

畜舎汚水処理技術研修 48 2,118 

臭気対策技術研修 21 1,014 

耕畜連携堆肥利用促進研修 27 754 

新任畜産技術職員研修※ 18 1,157 

その他 70 1,484 

計 259 10,288 

 行政や関係団体の関係職員のほか、農業者を対象とした「中央畜産技術
研修会」を、国が主催しテーマ毎に毎年開催。この他、関係団体も民間事業
者を対象とした独自の研修を実施。 

中央畜産技術研修会の開催実績（H11～28年） 

※ カリキュラムの中で、畜産環境対策についても研修を実施。 

 時々の重要なテーマについて、国と関係団体の共催によりシンポジウムを開催。
有識者からの講演、現場の実例の報告のほか、パネルディスカッションを行い、
関係者の意識啓発や認識の共有を図るとともに、優良事例等の普及に資する。 

近年のシンポジウムの開催実績 

テーマ 参加者数 

H28 
耕種農家のニーズに即し
た堆肥づくりとその流通 

193 

H29 
地域が一体となった臭気
対策の推進 

170 

 畜産環境対策に係る
全国の優良事例・先進
事例や、開発された技
術について調査・取り
まとめを行い、事例集
等の冊子を作成し、全
国に配布するとともに、
ＨＰ掲載等により、普及。 

 
 堆肥利用促進、臭気対
策、汚水処理について、
全国の優良事例・先進
事例を調査・取りまとめ、
わかりやすく紹介。 
 

＜2016中央畜産会＞ 

畜産環境対策
の事例集 

 
 日本型の悪臭防止最適管
理手法（ＢＭＰ）として、日常
管理から高度な技術までわ

かりやすく取りまとめ,紹介。 
 

＜2017畜産環境整備機構＞ 

日本型悪臭防止 
最適手法の手引き 

 

畜産経営において広く利用されてい
る活性汚泥法による浄化施設の管理
技術について、水質規制に対応する
ための技術をわかりやすく解説。 
 

＜2013畜産環境整備機構＞ 

畜産農家のための 
汚水浄化処理施設 
窒素対応管理ﾏﾆｭｱﾙ 



事業名等 支援内容 備考 

補
助
事
業 

強い農業づくり交付金 共同利用の浄化処理施設や脱臭施設の整備を支援 

畜産・酪農収益力強化   
整備等特別対策事業 

（畜産クラスター事業） 

地域ぐるみで収益力を向上させる取組に必要な施設や機械
の整備を支援 

・畜産クラスター計画において、中心的な経
営体として位置付けが必要 

・売電施設等は対象外 

食料産業・６次産業化交付金 バイオマス利活用施設の整備を支援 
・プロジェクトの実現に必要な地域波及モデル
となる施設や新技術を活用した施設が対象 

公共事業 
飼料生産基盤の整備等に合わせ、必要な家畜排せつ物処理
施設の整備を支援 

・畜産環境総合対策事業等 

再生可能エネルギー事業者 
支援事業 

バイオマスを利用した熱利用施設の整備を支援 ・経済産業省の事業 

再生可能エネルギー 
電気・熱自立的普及促進事業 

バイオマスを利用した発電や熱利用施設の整備を支援 ・環境省の事業 

リ
ー
ス 

畜産高度化支援リース事業 畜産環境対策等に必要な施設機械を貸し付け 

畜産経営環境対応強化緊急対策事業 

（環境・衛生リース事業） 
畜産環境に係る規制強化や飼養衛生管理基準への対応に
必要な施設機械を貸し付け 

融
資 

畜産経営環境調和推進資金 畜産環境対策に必要な施設機械の整備に要する資金を融資 ・家畜排せつ物法に基づく計画認定が必要 

その他融資 ・スーパーＬ資金等 

税
制
特
例 

汚水処理施設に係る 

固定資産税の特例 
汚水処理施設を新設する場合に、固定資産税の課税標準を

5年間1/2等に軽減 
・施設の単純更新は対象外 

汚水処理施設に係る 

事業所税の特例 
汚水処理施設に係る事業所税の資産割の課税標準となる事
業所床面積を3/4控除 

再生可能エネルギー発電設備に係る
固定資産税の特例 

再生可能エネルギー発電設備を新設する場合に、固定資産
税の課税標準を5年間2/3等に軽減 

８ 畜産環境対策に必要な施設整備に対する主な支援策（平成３０年度） 

25 ※30年度の支援策の実施は、国会で予算や関連法令が成立することが前提。 


