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1. 畜産農家の大規模化等により、家畜排せつ物の野積み・素掘りな
どによる不適切な処理が、悪臭問題のほか、河川への流出や地下
水への浸透を通じ、閉鎖性水域の富栄養化、硝酸性窒素やクリプト
スポリジウム（原虫）による水質汚染の一因となっていた。 

 

 

2. このため、畜産業の健全な発展と畜産環境問題の解決を目的とし
て、「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」
（以下「家畜排せつ物法」という。）を制定し、平成11年11月1日に施
行。 

 

 

3. 家畜排せつ物法が制定された平成11年時点では、発生量（約9千
万トン）のうち10％ （約9百万トン）が、野積み・素掘りといった状況で
あったが、平成16年末時点で、野積み・素掘り

（注）

が大幅に減少し、発
生量の90％（約8千万トン）が堆肥化・液肥化されるなど、家畜排せつ
物の管理の適正化と肥料等としての利用が促進された。 

 

 

（注） 野積み：固形状の家畜排せつ物を単に積み上げてある状態 

    素掘り ：穴を掘り、液状の家畜排せつ物を貯めておく状態 

○ 家畜排せつ物の処理方法 Ⅰ 家畜排せつ物の適正な管理及び利用促進 

   平成 11 年時点         平成 16 年 12 月時点 
 1 . 野積み・素堀りへ        1 . 野積み・素堀りへ 

   約 9百万ﾄﾝ／年         約 1百万ﾄﾝ／年 
 2 . たい肥化・液肥化等へ       2 . たい肥化・液肥化等へ 

   約75百万ﾄﾝ／年         約80百万ﾄﾝ／年 
  3 . 浄化・炭化・焼却等へ       3 . 浄化・炭化・焼却等へ 

   約 6百万ﾄﾝ／年         約 7百万ﾄﾝ／年  

   平成 11 年時点         平成 16 年 12 月時点 
 1 . 野積み・素堀りへ        1 . 野積み・素堀りへ 

   約 9百万ﾄﾝ／年         約 1百万ﾄﾝ／年 
 2 . たい肥化・液肥化等へ       2 . たい肥化・液肥化等へ 

   約75百万ﾄﾝ／年         約80百万ﾄﾝ／年 
  3 . 浄化・炭化・焼却等へ       3 . 浄化・炭化・焼却等へ 

   約 6百万ﾄﾝ／年         約 7百万ﾄﾝ／年  

   平成 11 年時点         平成 16 年 12 月時点 
 1 . 野積み・素堀りへ        1 . 野積み・素堀りへ 

   約 9百万ﾄﾝ／年         約 1百万ﾄﾝ／年 
 2 . たい肥化・液肥化等へ       2 . たい肥化・液肥化等へ 

   約75百万ﾄﾝ／年         約80百万ﾄﾝ／年 
  3 . 浄化・炭化・焼却等へ       3 . 浄化・炭化・焼却等へ 

   約 6百万ﾄﾝ／年         約 7百万ﾄﾝ／年  

   平成 11 年時点         平成 16 年 12 月時点 
 1 . 野積み・素堀り        1 . 野積み・素堀り 
     約 9百万ﾄﾝ／年          約 1百万ﾄﾝ／年 

 2 . 堆肥化・液肥化等       2 . 堆肥化・液肥化等 
     約75百万ﾄﾝ／年          約80百万ﾄﾝ／年 

  3 . 浄化・炭化・焼却等       3 . 浄化・炭化・焼却等 
     約 6百万ﾄﾝ／年          約 7百万ﾄﾝ／年  
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○ 家畜排せつ物法の基本的枠組み 

1．家畜排せつ物法の概要 

(1) 家畜排せつ物法では、国が家畜排せつ物の処理・保管の基準（以下「管理基準」という。）を定め、都道府県がこれに基づき利
用の促進に関する事項や行政指導、罰則を規定。 

       なお、管理基準については、一定規模以上の農家に対して適用されている。 

(2) また、家畜排せつ物の利用の促進を図るため、国に対して「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」（以下「基本
方針」という。）の策定を義務付けるとともに、都道府県においても、基本方針に即し「家畜排せつ物の利用の促進を図るための
計画」（以下「都道府県計画」という。）を定めることができる旨を規定。 
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Ⅱ 家畜排せつ物法の枠組み 

適正な管理 

の実現 

利用の促進 

の実現 

畜産業の健全な発展 



(1) 家畜排せつ物法第7条第2項に基づき、家畜排せつ物の利用の促
進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、畜産業の健全な発
展に資することを目的に、以下の事項について、国の基本的な方針
を定め、平成11年11月1日に第一次基本方針を公表。 

① 家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向 

② 処理高度化施設の整備に関する目標の設定に関する事項 

③ 家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の向上に関する基本
的事項 

④ その他家畜排せつ物の利用の促進に関する重要事項 

 

(2) 畜産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、平成27年3月31日に新た
な（第三次）基本方針を策定。 

        平成37年度を目標年度とし、 

  ① 耕畜連携と組み合わせた堆肥利用の推進 

  ② 堆肥利用が困難な場合等におけるエネルギー利用の推進 

  ③ 混住化の進展等による畜産環境問題への適切な対応 

  にポイントを置いた内容。 

 

(3) この基本方針に即し、都道府県計画が見直されるとともに、新た
な基本方針に示された施策の方向に従い、関係者が一体となって
家畜排せつ物の利用の促進に取り組むことが重要。 

 

 

○ 基本方針の構成（平成27年3月31日策定） 

第１　家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向

１　現状

（１）適正管理

（２）利用促進

（３）新たな課題と動き

２　基本的な対応方向

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

（３）畜産環境問題への対応

３　対応の具体的方策

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

ア 堆肥の地域内での利用促進

イ 堆肥の広域的な流通の円滑化

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

（３）畜産環境問題への対応

第２　処理高度化施設の整備に関する目標の設定に関する事項

１　目標設定の基本的な考え方

２　目標設定に当たり留意すべき事項

（１）堆肥の利用拡大

（２）家畜排せつ物のエネルギー利用

（３）畜産環境対策の推進

第３　家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の向上に関する基本的事項

１　技術開発の促進

（１）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の促進に関する技術

（２）汚水処理技術

（３）臭気低減技術

２  情報提供及び指導に係る体制の整備

第４　その他家畜排せつ物の利用の促進に関する重要事項 

１　消費者等の理解の醸成

２　家畜防疫の観点からの適切な堆肥化の徹底等による防疫対策の強化
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2．基本方針の策定 



Ⅲ 管理の適正化に向けた取組 

1．適用猶予期間（平成16年10月末まで5年間）内に、施設整備等を
促進するため、補助事業をはじめ各種の支援策が整備・強化され、
都道府県計画に即した整備を推進。 

 

2．その後、都道府県を始めとした関係機関・団体との連携の下、施
設整備等の促進、農家への指導・広報を積極的に展開、平成26年
12月1日時点においては、管理基準対象農家49,830戸の99.99%が管
理基準に適合。 

○ 簡易対応事例の実証展示 

畜産農家 

86，451（ 戸） 

管理基準対象農家 
49，830（戸） 

簡易対応 

2，854（戸） 
5．7％ 

その他の方法 （※） 

1，783（戸） 
3．6％ 

管理基準適合農家 
49，826（戸） 

99．99％ 

管理基準不適合農家 

4（戸） 

0．01％ 

（※） 「その他の方法」には、畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、 
廃棄物処理としての委託処分、下水道利用等が含まれる。 

施設整備 

45，189（戸） 

90．7％ 

管理基準対象外農家 
36，621（ 戸） 

42．4％ 

管理基準対象農家 
49，830（戸） 

57．6％ 
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○ 法施行状況調査（平成26年12月1日時点）結果の概要 

被覆シートによる簡易堆肥処理施設 



家畜排せつ物処理・利用施設の整備に関する各種支援策 
（平成28年度） 

1．補助事業等  

（1） 強い農業づくり交付金 

  ・ 畜産に起因する排水や悪臭による周辺環境への影響を軽減するた
めに必要な浄化処理施設や脱臭施設等について、共同での整備を
推進。 

（2） 畜産・酪農収益力強化対策 

  ・ 畜産クラスター計画に位置付けられた中心的経営体（畜産農家、新
規参入者等）に対し、収益力強化や畜産環境問題への対応に必要な
施設整備等を支援。 

（3） 畜産高度化支援リース事業 

  ・ 畜産農家等に対して、環境整備に必要な施設等を貸し付け。 

2．融資及び税制 

（1） 制度資金 

        ・ 家畜排せつ物法に基づく「処理高度化施設整備計画」の認定者に対
する「畜産経営環境調和推進資金」（株式会社日本政策金融公庫）を
措置。 

 

（2） 利子助成 

       ・ 畜産経営環境調和推進資金を利用して、個人で施設整備する際に、
利子助成を実施（貸付当初から5年間、2％を上限とする（500万円を  
超える融資に限る）、産地活性化総合対策事業のうち畜産経営環境
調和推進支援事業）。 

 

（3） 税制上の優遇措置 

       ・ 公害防止関連施設（汚水等処理施設）に係る固定資産税（地方税）
の課税標準の軽減（2／3控除）を措置。   

税制措置 

税制措置 

○固定資産税の課税標準の軽減 

  ・公害防止関連施設（2/3控除） 

  

 

○固定資産税の課税標準の軽減 

  ・公害防止関連施設（2/3控除） 

  

 

共同で設置 

する場合 

○ 家畜排せつ物処理施設等の整備 

 ・ 強い農業づくり交付金 208億円の内数 

  畜産周辺環境の整備  

○ その他 

 家畜排せつ物処理施設の整備に活用できる事業、 

 中山間地域等における農業集落の環境を保全管理 

  するための事業 等 

補助事業 

     等 

補助事業 

     等 

○畜産クラスター計画に定められた中心的な経営体の収益 

  力強化や畜産環境問題への対応に必要な施設等の整備  

  ・畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 610億円  

○畜産農家等への環境整備に必要な施設等の貸付 

  ・畜産高度化支援リース事業  21億円の内数 

   畜産環境整備リース事業（補助なしリース事業） 

個人が設置 

する場合 

利子助成 
○畜産経営環境調和推進資金による整備に対し利子助成 

  （貸付当初から5年、2％を上限） 

・産地活性化総合対策事業  20億の内数 

  畜産経営環境調和推進支援事業 

注) 金額は平成28年度予算額、金利は平成28年3月18日現在のもの。 

融資制度 

○ 日本政策金融公庫資金 

（畜産経営環境調和推進資金）          0.2％等 

○農業近代化資金                 0.2％ 

○農業改良資金                                 無利子 

 

融資制度 

○ 日本政策金融公庫資金 

（畜産経営環境調和推進資金）          0.2％等 

○農業近代化資金                 0.2％ 

○農業改良資金                                 無利子 
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 施設導入に当たっての技術指導等 
○ 堆肥舎等建築コストガイドラインのポイント 

   1．施設の設計規準の改訂とコストガイドラインの設定 

  (1) 堆肥舎は畜舎と比べても開放性が高く人が滞在する時間が
極めて短いこと等を踏まえ、堆肥舎設計上の積雪及び風荷重
に係る部分の設計規準を緩和 （平成14年5月、国土交通省）。 

 

  (2) 堆肥舎等の整備における標準的な建築単価（堆肥舎等建築
コストガイドライン）を設定し（平成12年9月策定、27年2月改定）、
施設の低コスト化を推進・指導する際の目安として提示。 

  2．家畜排せつ物処理施設・機械に対する技術的レビュー 

     低コストかつ実用的な施設・機械に係る技術的な情報提供
及び普及促進のため、平成15年度から以下の各種の家畜排
せつ物処理技術を対象として、経済性を含めた技術的評価を
実施し、順次公表。 

 

   ○ 家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイドブック 

      ・ 汚水処理施設編（平成16年公表） 

      ・ 堆肥化施設施設編（17年公表） 

      ・ 脱臭・焼却・炭化施設編（18年公表） 

（単位：千円／㎡・㎥) 

注1)工事費には施設の設計費は含むが、機械類の費用は含まない。 

注2)地域区分は以下のとおり。 

   一般地域：特別地域以外の地域 

   特別地域：以下のいずれかに該当する地域を言う。 

       ① 豪雪地帯対策特別措置法第二条により指定された地域 

       ② 離島振興法第二条により指定された地域（小笠原諸島振興開発特別
措置法及び奄美群島振興開発特別措置法並びに沖縄振興特別措置
法の対象地域を含む） 

一般地域 特別地域

500㎡未満 37 41

500㎡以上 35 36

500㎡未満 21 24

500㎡以上 18 21

1,000㎥未満 30 30

1,000㎥以上 25 25

2,000㎥未満 20 20

2,000㎥以上 17 17

単位当たりの施設整備額 
区  分

堆肥舎
（発酵舎含む）

屋根掛け

尿貯留施設

スラリータンク
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Sheet1

		区  分 クブン				単位当たりの施設整備額  ア

						一般地域		特別地域

		堆肥舎
（発酵舎含む） タイヒ		500㎡未満		37		41

				500㎡以上		35		36

		屋根掛け		500㎡未満		21		24

				500㎡以上		18		21

		尿貯留施設		1,000㎥未満		30		30

				1,000㎥以上		25		25

		スラリータンク		2,000㎥未満		20		20

				2,000㎥以上		17		17





Sheet2

		





Sheet3

		







  畜産環境対策に関する総合的な指導体制の整備 ○ 中央畜産技術研修（家畜排せつ物処理）の実施  

  （平成11～27年度まで） 

1．畜産農家に対し畜産環境対策や良質な堆肥生産等を指導
する中央畜産技術研修（家畜排せつ物処理）を実施。 
  （平成11年度～）。 
  ※22年度までは、畜産環境アドバイザー養成研修として実施。 
 

2．耕種農家に対し適切な堆肥の利用等を指導する中央畜産
技術研修（家畜排せつ物処理のうち耕畜連携）を実施。 
  （平成13年度～）。 
  ※22年度までは、堆肥施用コーディネーター養成研修として実施。 

 

3．作物生産農家が求める堆肥生産の技術を解説した「堆肥
づくりの手引き」を作成（平成16年度）。 

 

4．畜産環境に関する優良な事例や現場での指導実績に関す
る事例集を作成（平成27年度「畜産環境対策事例集」）。 

  家畜排せつ物の利用の促進を中心とする畜産環境対策
全般に関する指導や情報提供を行うため、以下を実施。 

研修名  開催回数 受講者数 

家畜排せつ物処理研修 237回 9,011名  

うち、 
堆肥化処理利用技術 

74  3,722  

畜舎汚水処理技術 47  2,087  

臭気処理技術 20 985  

耕畜連携 26 733 

ステップアップ研修 33 508  

スーパーアドバイザー
研修（平成19年度まで
はハイレベル研修） 

37 976  
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Ⅳ 利用促進に向けた取組 

1．堆肥利用の現状と課題 

（1） 家畜頭羽数等のデータを基にして、全国の家畜排せつ物発生
量を推定すると、実重量で年間8千万ﾄﾝ、窒素ベースで約64万窒
素ﾄﾝ／年となるが、このうち、堆肥等を経て農地に還元されるの
は約43万窒素ﾄﾝ／年と推定。 

 

（2） 一方、作付面積や作物の窒素利用率等のデータを基にして、全
国の農地の窒素受入可能量を推定すると、約110万窒素ﾄﾝ／年
（化学肥料由来の窒素量として、約40万窒素ﾄﾝ／年を含む）。 

 

（3） これらのことから、全国で生産された堆肥が全農地に均一に還
元されているとすれば、窒素過剰の状況にはない。 

○ 家畜排せつ物に含まれる窒素の流れ 

○ 農地の窒素受入可能量と投入・還元量 

家畜排せつ物
に含まれる 

窒素量約64万
窒素ﾄﾝ/年 

1．堆肥化・液肥化等 

約53.8万窒素トン／年 

3．浄化・炭化・焼却等 

約 3.8万窒素トン／年 

畜舎内での揮発 

約6.4万窒素ﾄﾝ/年 

処理・保管での揮発 

約12.8万窒素ﾄﾝ/年 

農地還元利用へ 

約42.9万窒素ﾄﾝ/年 

浄化放流その他へ 

約1.9万窒素ﾄﾝ/年 

大気へ 

約19.2万窒素ﾄﾝ/年 

（平成28年時点の推計、畜産振興課調べ） 

(ﾒﾀﾝ発酵で生じる消化
液の農地還元を含む) 
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○ 家畜排せつ物の発生量（実数量）の推移 

約４３万窒素ﾄﾝ／年 
約４０万窒素ﾄﾝ／年 

農作物の窒素吸収量はを約55万窒素ﾄﾝ／年、農
作物の窒素利用率を50％と仮定すると、窒素受
入可能量は約110万窒素ﾄﾝ／年と推計される。 

 

 

 

7,000

7,250

7,500

7,750

8,000

8,250

8,500

8,750

9,000

１６年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 

発
生
量
（
万
ト
ン
／
年
）
 



資料) 畜産統計、耕地及び作付面積統計（平成26年）等に 
    基づき畜産振興課が作成。 
注) 畜舎内等での窒素揮散量を考慮した数値である。 

（4） しかしながら、地域別の状況を見ると、耕地面積当たりの家
畜排せつ物発生量は、都道府県間で大きな格差。 

      特に、南九州など一部の畜産地帯では、他地域に比べ相対
的に耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量が大きい。 

 

（5） これらの地域では、家畜排せつ物を農地還元以外に利用す
る高度利用の促進、耕畜連携による地域を越えた広域利用の
推進などの取組も重要。 

○ 耕地面積当たりの家畜排せつ物の発生量 
         （窒素ベース、窒素揮散量を考慮した場合） 

    ～50kg 窒素/ha 

  50～100 

100～150 

150～200 

200～250 

250～ 
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※ 全国平均は、約100kg 窒素/ha 



2．耕畜連携の強化に向けた取組 

（1） 畜産の主産地では、大規模化の進展とともに、家畜排せ
つ物が大量に発生し、地域によっては堆肥の需給に不均衡
が生じており、耕畜連携と組み合わせた堆肥利用の推進が
課題。 

 

（2） これまで、 

① 作物生産農家が使いやすい堆肥生産マニュアルの作成 

② 良質な堆肥の生産・利活用に関する研修 

③ 堆肥の利活用を推進するためのモデル的な取組に 対す
る助成 

④ 堆肥のマッチングに関する事例集の作成 

 等により、堆肥利用の促進を図ってきたところ。 
 

（3） 今後、更なる堆肥の利用の促進を図るためには、 

① 地域のコントラクター等の外部支援組織の活用を推進 

② 供給可能量や成分等の情報発信・共有体制の整備 

③ 利用者側のニーズ等の情報収集やニーズに即した堆肥
生産による広域流通の推進 

 等の取組の強化が重要。 

• JA菊池と耕種地帯のJA（JA熊本市、JA八代、JA阿蘇、JAふくおか八女）間の連携に
よる広域的な堆肥の利用を促進するため、JA菊池が畜産環境緊急特別対策事業等を
活用し、耕種地帯に堆肥ストックヤード等を整備。 

• これをJA菊池より耕種地帯のJAへ貸付後、譲渡。 

JA間の連携による耕種地帯への堆肥ストックヤードの整備 

JA阿蘇（平成17） 
（野菜等） 

JA八代（平成12、平成17） 
（い草、露地野菜等） 

JA熊本市（平成19） 
（柑橘） 

JAふくおか八女 
（茶） 

• JA菊池が畑地帯総合整備事業により有機支援センター合志を平成20年に整備。 
• 地域内の良質堆肥を使用し、圧縮した形で流通できるペレット状堆肥を製造。 
• ペレット状堆肥の利用は、耕種農家の既存の機械で散布が可能であること、バラ状

堆肥の半分以下の投入量で必要な肥料分を確保できることから、耕種農家の作業
時間の短縮が可能。 

• このような耕種農家のニーズに合わせたペレット状堆肥を製造することにより、地域
内外での堆肥利用をさらに促進。 

○ 畜産環境対策及び堆肥広域流通の取組事例 
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• JA菊池が畜産環境総合整備統合補助事業により有機支援
センター旭志を平成17年に整備。 

• 地域内畜産農家の家畜排せつ物処理施設で1次発酵させた
余剰堆肥を一括集荷。 

• 二次堆肥化処理により品質を高め、バラ状堆肥を生産。 
• 主に管外に出荷し、堆肥の不足する耕種地帯へ有機資源を

安定供給。 JA菊池きくちのまんま 
有機支援センター旭志 

地 域 の 余 剰 堆 肥 の 収 集 ・ 加 工 処 理 施 設 の 整 備 

耕種農家のニーズに合わせた堆肥の製造 



3．高度利用の現状と課題 

  メタン発酵及び炭化・焼却による高度利用は、地域の実情に応じ、家
畜排せつ物処理の観点だけでなく、地球温暖化防止等の観点からも、
技術開発、実用化及び普及を図っていくことが重要。 

 
（1） メタン発酵のメリットと課題 

     スラリー状の家畜排せつ物を、発酵槽でメタン生成菌により嫌
気性発酵させ、発生したメタンガスを燃焼させることにより、熱利用
や発電。 

   ① メリットとして、熱や発電によるエネルギー利用が可能であること、
悪臭が外部に漏れないこと、消化液を肥料として利用可能である
ことが挙げられる。 

   ② 一方、留意すべき点としては、施設整備費が高額であること、消化
液の還元に十分な農地が必要であることが挙げられる。 (十分な
農地が確保できない場合は浄化処理等が必要。) 

 

（2） 炭化・焼却のメリットと課題 

     ・ 炭化：家畜ふんを炭化炉で不完全燃焼させて炭化処理。 

     ・ 焼却：家畜ふんを完全燃焼させることにより、熱利用や発電。 

 

  ① メリットとして、熱や発電によるエネルギー利用が可能であること、
焼却灰は肥料として利用が可能であり、また、炭化により生成さ
れた製品は、土壌改良資材や、吸着剤、脱臭剤など多角的利用
が可能であることなどが挙げられる。 

  ② 一方、留意すべき点として、施設整備費が高額であること、水分
含量が高い家畜排せつ物の利用は困難であることなどが挙げら
れる。 

 
（3） 上記以外のエネルギー利用をめぐる状況 

       平成24年7月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法」に基づく再生可能エネルギー固
定価格買取制度（ＦＩＴ）の開始に伴い、家畜排せつ物を利用した発
電施設の整備が増加。 

   

施設数 

 メタン発酵施設 124 

うち、発電を行う施設 94 

熱利用を行う施設 71 

 焼却施設 131 

うち、発電を行う施設 10 

熱利用を行う施設 79 

 炭化施設 16 

うち、発電を行う施設 0 

熱利用を行う施設 2 

炭化物利用を行う施設 15 

（単位：ヵ所） 

○ 家畜排せつ物の高度利用施設の整備状況 

     （平成27年3月、畜産振興課調べ） 
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施設の種類 

注1) 調査はエネルギー利用（発電または熱利用）、または炭化物の
利用（炭化施設のみ）を行う施設を対象とした。 

注2) 「うち、[発電、または熱利用]を行う施設」には重複がある。 

注3) FITの認定を受け、今後稼動予定の施設を含む。 



注） 買取価格は、調達価格等算定委員会の意見を踏まえ、1年度ごとに見直し。 

    ただし、一度売電が開始された場合は、特定契約中の価格に固定。 

参 考  

○ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

   再生可能エネルギーの発電事業者 

   (バイオマス、太陽光、風力など) 

電力会社 

調達価格等 
算定委員会 

電気利用者 

電気供給 

費
用
負
担
調
整
期
間 

(

賦
課
金
の
回
収
・分
配
を
行
う
機
関) 

委員会の意見を尊重し、 
買取価格等を設定 

売 電 

買 電 

経済産業大臣 

買取価格等につき意見 

申請 

賦課金単価の決定 

賦課金の 
納付 

買取費用 
の交付 

1. 「再生可能エネルギー固定価格買取制度」とは 

2. バイオマス分野の平成28年度買取価格(税抜)及び買取期間 

〔 制度の概要 〕 
発電施設 

認定 

(1) 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
(平成24年7月1日施行)に基づく制度。 

(2) 再生可能エネルギーとは、「エネルギー源として、永続的に利用する
ことができると認められるもの」で、バイオマスや太陽光、風力、地熱な
ど。 

(3) 制度導入のメリットとしては、環境への負担が小さい、資源の枯渇の
恐れが少ない、環境関連産業の育成や新たな雇用の創出など。 

（電気料金＋賦課金） 
を回収 

3. 制度をめぐる情勢 

(1) 資源エネルギー庁によると、27年11月末までの再生可能エネ
ルギー発電設備の導入容量は、3,420万ｋW(法施行の日において
既に発電を開始していた設備等を含む）。 

(2) 太陽光発電設備は、2,937万ｋWであり全体の約86%を占める。 

(3) 家畜排せつ物含むバイオマス発電設備は、156万ｋWであり全
体の約5%を占める。 

導入容量内訳 
（単位：万ｋW） 

太陽光（住宅） 837 

太陽光（非住宅） 2,100 

風力 291 

中小水力 34 

バイオマス 156 

地熱 1 

合   計 3,420 

32円 
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平成27年11月末時点の導入容量 



（指定水域） 

総量削減基本方針 

（直罰） 

（全水域） 

＜畜産関係の対象施設：特定施設＞ 
  豚房    50㎡以上（総面積） 
  牛房  200  〃    
  馬房  500  〃     

Ⅴ 水質汚濁防止の現状と対策 

1. 畜産経営から排出される汚水としては、家畜排せつ物、畜舎
洗浄水、パーラー排水等があるが、これらの汚水には窒素やリ
ン等が多く含まれ、地下水や公共用水域に流出した場合には、
水質汚濁の原因になるおそれ。 

 

2. 畜産経営に起因する苦情のうち、水質汚濁に関連するものは、
全国で403件（平成27年）と、全苦情発生件数の約2割を占めて
おり、悪臭に次いで多い（畜産振興課調べ）。 

 

3. このため、水質汚濁防止法により、一定規模以上の畜産事業
所から排出される汚水については、所定の水質を満たすよう処
理を行うことを義務付け。 

 

  4. 畜産経営に起因する水質汚濁防止対策として、 

 

  (1) 畜産農家における家畜排せつ物法管理基準の遵守を基
本とした、家畜排せつ物の適正な管理の徹底 

 

  (2) 浄化処理施設等の整備に対する支援（補助事業、制度資
金、税制特例(汚水防止処理施設)） 

       等の措置を講じている。 

濃度規制 
一律基準 

上乗せ基準 

改善命令 

一時停止命令 

排出水水質測定 

罰則 

罰則 

改善命令 罰則 

罰則 

罰則 

(1) 硝酸性窒素等（一般排水基準：100mg/l）については、平成
25年7月1日以降、暫定排水基準(700mg/l)が適用されている
(28年6月末日まで)。 

 
(2) 内湾に河川等を通じて排水が流入する地域に係る窒素・り
ん（一般排水基準：窒素：120mg/l、りん：16mg/l）については、
平成25年10月1日以降、暫定排水基準(窒素：170mg/l、りん
25mg/l)が適用されている(30年9月末日まで)。 

 
(3) なお、排出水について、1年に1回以上、特定施設の設置に
係る届出事項(硝酸性窒素等については、日排水量に関わら
ず、特定施設の設置の届出の対象)について、公定法により
測定し、その結果を記録・保存することが必要。 

総量規制 

総量規制基準 

罰則 負荷量測定 

総量削減計画 

○ 畜産経営に関する排水規制の体系（水質汚濁防止法） 
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  5. 硝酸性窒素等（一般排水基準：100mg/l）については、環境
省が新たな暫定排水基準（600mg/l）を設定する見込みであり、
一層の排水対策に努める必要。 



Ⅵ 悪臭防止の現状と対策 

1. 畜産経営に起因する苦情のうち悪臭に関連するものは、全国
で991件（平成27年）であり、全苦情発生件数の約6割を占めて
いる（畜産振興課調べ）。 

 

 

2. 畜産経営の大規模化・専業化が進行する中、悪臭防止対策
を適切に講じていくことが、畜産業の健全な発展の観点からも
重要な課題。 

 

 

3. 畜産経営に起因する悪臭防止対策として、 

  (1) 畜産農家における家畜排せつ物法管理基準の遵守を基本
とした、家畜排せつ物の適正な管理の徹底 

  (2) 家畜排せつ物処理施設の整備に対する支援（補助事業、
制度資金） 

  (3) 悪臭防止技術の開発 

             等の措置を講じている。 

 

 

4. 地方公共団体において臭気指数(人の嗅覚を用いて、におい
の程度を数値化したもの)規制を導入する自治体が増加してい
ることから、悪臭防止対策により一層努める必要。 

 

○ 脱臭技術の例 

• 脱臭槽内にファイバーボールを充填し、臭気を通過させる際にファイ
バーボール内に棲みついた微生物がアンモニアを分解。臭気成分
の吸収、生物の生育に必要な水分を脱臭槽上部から定期的な散水
で補給。 

• 高濃度にアンモニアを含む臭気（2千ppm以上）を1/10以下に低減。 
• 既存の脱臭槽（土壌や木質チップ等）に比べて、コンパクトなスペー

スでも設置可能。 

ファイバーボールを用いた脱臭装置 

＜ファイバーボールとは＞ 
• ロックウールなどの繊維から製造した

粒径2～15mmの毛玉。 
• 密度が小さい、通気抵抗が小さい、

気液接触効率が高いなどの特徴を備
え、微生物層を形成しやすい。 

ファイバーボール ファイバーボール脱臭装置 

おが粉（もみ殻）に臭気ガスを吸着させて脱臭。 

おが粉脱臭装置 もみ殻脱臭装置 

おが粉（もみ殻）を用いた脱臭装置 

-14- 



Ⅶ おが粉敷料の現状と代替敷料の利活用 

1．畜産経営において敷料として利用されるおが粉については、木材加工の減少や木質バイオマス発電用燃料の需要増大などにより、地域に
よっては、供給量の減少や価格の上昇が見られる状況にあり、おが粉の安定確保とおが粉の代替敷料の活用推進を図ることが重要。 

2．このため都道府県に、畜産農家からの問い合わせに対応する相談窓口の設置や製材所等におけるおが粉の需給関連情報の収集・提供体
制の整備を依頼（平成27年11月）するとともに、おが粉の代替敷料の利活用を推進するため、代替となる敷料の事例集を作成（平成28年3月）  

3．また、代替敷料の資材ごとに、適した飼養形態、調整方法、課題等を整理した代替敷料の利活用マニュアルを作成予定（平成28年度）。 

○ 畜産農家におけるおが粉価格の変動状況 
              （平成28年3月、中央畜産会調べ）    単位：㎥/円 

○ 製材所等におけるおが粉の用途別販売量 
                （平成28年3月、中央畜産会調べ）   単位：上段は千㎥、下段は％ 

○ 製材所等におけるおが粉価格の上昇要因 
                       （平成27年11月、畜産振興課調べ） 

○ 畜産農家におけるおが粉の充足度 
                       （平成27年11月、畜産振興課調べ） 

平成24年度 25年度 26年度 27年度

1,895 1,929 2,014 2,084

北海道 2,692 2,718 3,063 3,086

東北 1,889 1,947 2,011 2,026

関東 1,869 1,903 1,932 1,964

北陸 1,217 1,250 1,396 1,420

東海 1,643 1,687 1,770 1,808

近畿 1,843 1,828 1,920 1,891

中四国 1,669 1,681 1,725 1,965

九州 2,277 2,316 2,426 2,504

地域名

　全国 平成24年 25年 26年 24年 25年 26年

2,108 2,238 2,512 97 172 76

100 100 100 100 100 100

1,411 1,457 1,690 25 62 20

67 66 67 26 36 26

188 188 152 63 102 49

9 8 9 65 60 66

509 592 670 9 8 7

24 26 24 9 4 8
　 その他

用途区分

全体

　 畜産敷料

 　きのこ培地

針葉樹おが粉 広葉樹おが粉

他の敷料で
賄っている

対応を検討中

全国 67% 17% 16%

　 中四国（n=159） 65% 16% 20%

　 九州（n=167） 62% 16% 23%

　 沖縄（n=12） 50% 25% 25%

地域名 足りている
足りていない

注）「足りている」と回答した畜産農家が全国平均より低い地域
は、中四国、九州、沖縄。
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Sheet1

				その他 タ										14%

				電力・燃料の値上げのため デンリョク ネンリョウ ネア										6%

				木質燃料として自家消費が増えたため モクシツ ネンリョウ ジカ ショウヒ フ										14%

				原料価格の上昇 ゲンリョウ カカク ジョウショウ										18%

				木材加工が減少したため モクザイ カコウ ゲンショウ										35%

				木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため モクシツ ハツデン ヨウ ネンリョウ ジュヨウ フ										39%



機密性○情報		○○限り


その他	電力・燃料の値上げのため	木質燃料として自家消費が増えたため	原料価格の上昇	木材加工が減少したため	木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため	0.14000000000000001	0.06	0.14000000000000001	0.18	0.35	0.39	

Sheet2

				地域名 チイキメイ		足りている タ		足りていない タ

				全国 ゼンコク		67%		33%

				　中四国（ｎ＝159） チュウ シコク		65%		35%

				　九州（ｎ＝167） キュウシュウ		62%		38%

				　沖縄（N=12） オキナワ		50%		50%



機密性○情報		○○限り




Sheet3

				地域名 チイキ ナ				平成24年度 ヘイセイ ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド

				　全国 ゼンコク				1,895		1,929		2,014		2,084

						北海道 ホッカイドウ		2,692		2,718		3,063		3,086

						東北 トウホク		1,889		1,947		2,011		2,026

						関東 カントウ		1,869		1,903		1,932		1,964

						北陸 ホクリク		1,217		1,250		1,396		1,420

						東海 トウカイ		1,643		1,687		1,770		1,808

						近畿 キンキ		1,843		1,828		1,920		1,891

						中四国 チュウ シコク		1,669		1,681		1,725		1,965

						九州 キュウシュウ		2,277		2,316		2,426		2,504



機密性○情報		○○限り





Sheet1

				その他 タ										14%

				電力・燃料の値上げのため デンリョク ネンリョウ ネア										6%

				木質燃料として自家消費が増えたため モクシツ ネンリョウ ジカ ショウヒ フ										14%

				原料価格の上昇 ゲンリョウ カカク ジョウショウ										18%

				木材加工が減少したため モクザイ カコウ ゲンショウ										35%

				木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため モクシツ ハツデン ヨウ ネンリョウ ジュヨウ フ										39%



機密性○情報		○○限り


その他	電力・燃料の値上げのため	木質燃料として自家消費が増えたため	原料価格の上昇	木材加工が減少したため	木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため	0.14000000000000001	0.06	0.14000000000000001	0.18	0.35	0.39	

Sheet2

				地域名 チイキメイ		足りている タ		足りていない タ

				全国 ゼンコク		67%		33%

				　中四国（ｎ＝159） チュウ シコク		65%		35%

				　九州（ｎ＝167） キュウシュウ		62%		38%

				　沖縄（N=12） オキナワ		50%		50%



機密性○情報		○○限り




Sheet3

						平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド

				全国 ゼンコク		1,895		1,929		2,014		2,084

				北海道 ホッカイドウ		2,692		2,718		3,063		3,086

				東北 トウホク		1,889		1,947		2,011		2,026

				関東 カントウ		1,869		1,903		1,932		1,964

				北陸 ホクリク		1,217		1,250		1,396		1,420

				東海 トウカイ		1,643		1,687		1,770		1,808

				近畿 キンキ		1,843		1,828		1,920		1,891

				中四国 チュウ シコク		1,669		1,681		1,725		1,965

				九州 キュウシュウ		2,277		2,316		2,426		2,504



機密性○情報		○○限り




Sheet4

												（単位：上段は千㎥、下段％） タンイ ジョウダン セン カダン

				用途区分 ヨウト クブン		針葉樹おが粉 シンヨウ コ						広葉樹おが粉 コウヨウジュ コナ

						平成24年 ヘイセイ ネン		25年 ネン		26年 ネン		24年 ネン		25年 ネン		26年 ネン

				全体 ゼンタイ		2,108		2,238		2,512		97		172		76

						100		100		100		100		100		100

				　 畜産敷料 チクサン シキ リョウ		1,411		1,457		1,690		25		62		20

						67		66		67		26		36		26

				 　きのこ培地 バイチ		188		188		152		63		102		49

						9		8		9		65		60		66

				　 その他 タ		509		592		670		9		8		7

						24		26		24		9		4		8






Sheet1

				その他 タ										14%

				電力・燃料の値上げのため デンリョク ネンリョウ ネア										6%

				木質燃料として自家消費が増えたため モクシツ ネンリョウ ジカ ショウヒ フ										14%

				原料価格の上昇 ゲンリョウ カカク ジョウショウ										18%

				木材加工が減少したため モクザイ カコウ ゲンショウ										35%

				木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため モクシツ ハツデン ヨウ ネンリョウ ジュヨウ フ										39%



機密性○情報		○○限り


その他	電力・燃料の値上げのため	木質燃料として自家消費が増えたため	原料価格の上昇	木材加工が減少したため	木質バイオマス発電用燃料としての需要が増えたため	0.14000000000000001	0.06	0.14000000000000001	0.18	0.35	0.39	

Sheet2

				地域名 チイキメイ		足りている タ		足りていない タ

								他の敷料で賄っている ホカ シキ リョウ マカナ		対応を検討中 タイオウ ケントウチュウ

				全国 ゼンコク		67%		17%		16%

				　 中四国（n=159） チュウ シコク		65%		16%		20%

				　 九州（n=167） キュウシュウ		62%		16%		23%

				　 沖縄（n=12） オキナワ		50%		25%		25%

				注）「足りている」と回答した畜産農家が全国平均より低い地域は、中四国、九州、沖縄。 チュウ タ カイトウ チクサン ノウカ ゼンコク ヘイキン ヒク チイキ チュウ シコク キュウシュウ オキナワ





機密性○情報		○○限り




Sheet3

						平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド

				全国 ゼンコク		1,895		1,929		2,014		2,084

				北海道 ホッカイドウ		2,692		2,718		3,063		3,086

				東北 トウホク		1,889		1,947		2,011		2,026

				関東 カントウ		1,869		1,903		1,932		1,964

				北陸 ホクリク		1,217		1,250		1,396		1,420

				東海 トウカイ		1,643		1,687		1,770		1,808

				近畿 キンキ		1,843		1,828		1,920		1,891

				中四国 チュウ シコク		1,669		1,681		1,725		1,965

				九州 キュウシュウ		2,277		2,316		2,426		2,504



機密性○情報		○○限り




Sheet4

												（単位：上段は千㎥、下段％） タンイ ジョウダン セン カダン

				用途区分 ヨウト クブン		針葉樹おが粉 シンヨウ コ						広葉樹おが粉 コウヨウジュ コナ

						平成24年 ヘイセイ ネン		平成25年 ヘイセイ ネン		平成26年 ヘイセイ ネン		平成24年 ヘイセイ ネン		平成25年 ヘイセイ ネン		平成26年 ヘイセイ ネン

				全国 ゼンコク		2,107.8		2,237.8		2,512.3		97.1		171.5		76.4

						100		100		100		100		100		100

				畜産敷料 チクサン シキ リョウ		1,410.5		1,457.3		1,690.2		25.3		61.9		20.1

						66.9		65.5		67.3		26.1		36.1		26.3

				きのこ培地 バイチ		188.0		188.3		151.7		62.6		101.9		49.1

						8.9		8.4		8.9		65.1		60.2		65.9

				その他 タ		509.3		592.2		670.4		9.2		7.7		7.2

						24.2		26.1		23.8		8.8		3.7		7.8







おが粉代替敷料の利活用事例（近隣で入手可能な資材を安価に調達） 参 考  

3. お茶がら（養豚） 

 地域のお茶工場から排出されるお茶がら（ウーロン茶、ソバ茶、
緑茶）を敷料として利用。 

 含水率が70％程度と高いため、おが粉と混ぜて使用する必要が
あり、また、敷料の交換頻度も高くなるものの、お茶がらから作ら
れた堆肥は、臭気がなく、農家からも好評。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 戻し堆肥（酪農） 

 夏場は乾燥しているが、冬場は水分量が多くなるため、副資材に
よる水分調整が必要となるなど、適切な管理が必要となるが、自
家調達が可能。 

キノコ廃菌床 

お茶がらを敷料として利用 

お茶がらとおが粉を混合 
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もみ殻を敷料として利用 

1. もみ殻（養豚） 

 稲作農家に引き取りに行くことで無料で入手。 

 入手時期が限られており、分解が遅いため堆肥化に時間がか
かるが、保湿性やクッション性に優れているとの特徴。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. キノコ廃菌床（肉用牛） 

 近隣で盛んなキノコ栽培で使用後の廃菌床を、JAのキノコ培養
センター等より無料で入手し、敷料として利用。 

 廃菌床は含水率が高いため（えのき廃菌床60％程度、しめじ廃
菌床80％程度）、2～4週間乾燥させてから使用するといった工
夫が必要。 

戻し堆肥 
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