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悪臭関連

1,316件
(61.0%)

水質汚濁関連

482件(22.4%)

害虫発生
99件(4.6%)

その他
259件(12.0%)

 畜産経営の大規模化と宅地との混住化等により、悪臭等環境問題が顕在化。 

 苦情発生戸数は減少傾向にあるものの、苦情発生率（苦情発生戸数／畜産農家戸数）は微増傾向。 

 畜産経営に起因する苦情発生総件数2,156件のうち約６割が悪臭関連、次いで水質汚濁関連。 

 悪臭防止法による規制基準には、人の感覚に近く、より苦情発生にリンクする臭気指数規制を導入する地方自治
体が増加。 

戸数 

○ 臭気指数導入自治体数の推移 
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平成16年度

229市区町村 

平成24年度

428市町区村 

※ 棒グラフ：苦情発生戸数 線グラフ：苦情発生率 

資料：環境省【悪臭防止法施行状況調査】 

悪臭関連, 

1,316件
(61.0%)

水質汚濁関連, 

482件(22.4%)

害虫発生,
99件(4.6%)

その他,
259件(12.0%)

※苦情発生総件数は、水質
汚濁関連及び悪臭関連は水
質汚濁や悪臭以外の環境汚
染（害虫発生等）を併発してい
るものも含むため、苦情発生
戸数(1,970)とは一致しない 資料：畜産企画課調べ 

○ 畜産経営に起因する苦情の発生状況 

※苦情発生総件数： 

2,156 

① 特定悪臭物質規制 

・悪臭の原因となる物質を特定悪臭物質とし
てて指定し、その物質の濃度について規制基
準準を設定。 

・アンモニア、硫化水素など、22物質 

② 臭気指数規制 

・臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対
応応した規制として平成7年に導入。 

・臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪
臭臭の程度を数値化したもの。 

 

○ 悪臭防止法 規制基準 

  ①特定悪臭物質の濃度による規制 、②臭気指数（嗅覚測定法による基準）による      
1規制（都道府県知事等が①、②いずれかの規制手法を選択）  

平成24年度

428市区町村 



 現在では、コストを惜しまず、ウインドレス畜舎等で密閉化して空気を制御できれば、十分な臭気低減は可能。 

 光触媒脱臭装置、土壌脱臭装置、軽石脱臭装置等様々な臭気低減技術が開発され、それぞれの飼養環境に応じ
て、悪臭の発生段階別対策を体系的に講じる最適管理手法などを開発中。 

 万能な方法はないので、周辺住民の理解を得ながら、畜産環境アドバイザー等の活用により、畜種、飼養方法・周
辺環境などに応じた低コストで効果的な対策を実施することが重要。 

 様々な対策を講じてもなお困難な場合には、最後は移転若しくは規模縮小や廃業を選択せざるを得ない状況。 

【光触媒脱臭装置】 

【技術開発】 

○様々な飼養環境に応じて、悪臭の発生段階別対策を 

  体系的に講じる最適管理手法（ＢＭＰ）の策定 

 ○ミストによるダスト拡散防止方法 

 ○窒素量を減らす低タンパク質や飼料給与量の削減                                  

 ○悪臭低減微生物の活用 

玉石、砂、土を重ねた土層に、下方から臭気ガスを通過させて、
土壌の吸着能力と土壌微生物の働きにより脱臭。 

【土壌脱臭装置】 

【軽石脱臭装置】 

２ 

A　県 養豚場の悪臭で、市議会が悪臭問題特別委員会を設置。悪臭防止法違反で行政指導。
平成25年3月末で経営を中止。今後、畜産経営を継続するため、移転先を模索中。

Ｂ　県 養豚農家は、悪臭問題で、飼養頭数を減らして対応するものの解決しないことから、農家
は移転を希望。現在、移転先を模索中。

Ｃ　県 養豚場の悪臭について住宅地からの苦情。脱臭装置設置又は移転を検討。

○ 悪臭問題に起因して移転等を検討している事例 

【土壌脱臭装置】 

A農場
養豚場の悪臭で、市議会が悪臭問題特別委員会を設置。悪臭防止法違反で行政指導。平成25年3月末で経営を中止。
今後、畜産経営を継続するため、移転先を模索中。

Ｂ農場 養豚農家は、悪臭問題で、飼養頭数を減らして対応するものの解決しないことから、農家は移転を希望。現在、移転先を模索中。

Ｃ農場 養豚場の悪臭について住宅地からの苦情。脱臭装置設置又は移転を検討。

Ｄ農場 養豚場の悪臭について住宅地からの苦情。事業者は悪臭対策を講じているところであるが、抜本的な改善には至っていない。

A農場
養豚場の悪臭で、市議会が悪臭問題特別委員会を設置。悪臭防止法違反で行政指導。平成25年3月末で経営を中止。
今後、畜産経営を継続するため、移転先を模索中。

Ｂ農場 養豚農家は、悪臭問題で、飼養頭数を減らして対応するものの解決しないことから、農家は移転を希望。現在、移転先を模索中。

Ｃ農場 養豚場の悪臭について住宅地からの苦情。脱臭装置設置又は移転を検討。

Ｄ農場 養豚場の悪臭について市の連合町内会が、都道府県知事あてに改善を求める嘆願書を提出。。

Ａ農場 養豚農家は、悪臭問題で、飼養頭数を減らして対応するものの解決しないことから、農家は移転を希望。現在、移転先を模索中。

Ｂ農場 養豚場の悪臭について住宅地からの苦情。脱臭装置設置又は移転を検討。

Ｃ農場 養豚場の悪臭について市の連合町内会が、都道府県知事あてに改善を求める嘆願書を提出。



○ 畜産環境関連施設導入にかかる費用(事例) 

〈中規模農場、母豚300頭規模の場合〉         

施設種類 主な仕様 
施設・機械
費用 

年間維持管理費 

処理経費の合計
（施設・機械の年
償却費＋年間維
持管理費） 

出荷豚１頭当たり
経費 

    （千円） （千円） （千円） (円) 

堆肥化施設 
堆肥攪拌装置（直線型通気スクリュー式）
＋天日乾燥舎 

25,900 808 2,302 378 

汚水処理施設 回分式活性汚泥法 41,500 2,470 4,960 827 

脱臭装置 モミガラ充填薬液洗浄法＋土壌脱臭法 7,115 330 733 305 

合計   74,515 3,608 7,995 1,510 

資料：(一財)畜産環境整備機構「家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイドブック」ほか 

注１：年間維持管理費は償却期間を施設20年、機械７年で算出。 

  ２：年間の出荷豚は母豚1頭当たり20頭で算出。 

  ３：脱臭装置は母豚120頭規模の施設。 

 周辺環境に配慮することは事業者の責務であるが、家畜排せつ物の処理施設の設備投資は、非採算性部門であ
ること、かつ非常に大きなコスト負担となる。 

 一方、競争力強化、生産コスト低減のため規模拡大を図るためには、環境に配慮した新たな施設の整備・導入を行
う必要があるが、畜産経営では資本回収に長期の期間を要することもあり、非常に大きな負担となる。 

３ 

○ 畜産環境関連施設導入にかかる費用(事例) 

 〈母豚300頭規模の場合〉 

施設種類 主な仕様 施設・機械費用 年間維持管理費 

処理経費の合計
（施設・機械の年
償却費＋年間維
持管理費） 

出荷豚１頭当たり
経費 

    （千円） （千円） （千円） (円) 

堆肥化施設 
堆肥攪拌装置（直線型通気スクリュー式）
＋天日乾燥舎 

25,900 808 2,302 378 

汚水処理施設 回分式活性汚泥法 41,500 2,470 4,960 827 

脱臭装置 モミガラ充填薬液洗浄法＋土壌脱臭法 7,115 330 733 305 

        合計 1,510 
出典：(一財)畜産環境整備機構「家畜ふん尿処理施設・機械選定ガイドブック」ほか 

注１：年間維持管理費は償却期間を施設20年、機械７年で算出。 

  ２：年間の出荷豚は母豚1頭当たり20頭で算出。 

  ３：脱臭装置は母豚120頭規模の施設。 平成24年度肥育豚販売価格
（29,373円/頭）の約５％に相当 

 〈広域商系Ａ社農場の場合〉 

  堆肥化施設＋汚水処理施設の年間の処理経費の合計は、約45～50円／枝肉kg（肥育豚１頭当たり約3,500～3,850円）。 

平成24年度肥育豚販売価格
（29,373円/頭）の約12～13％に相当 

 周辺環境に配慮することは事業者の責務であるが、家畜排せつ物処理施設の設備投資は、非採算性部門である
こと、かつ非常に高いコストがかかることから、経営体には大きな負担となる。 

 一方、競争力強化、生産コスト低減のため規模拡大を図るためには、環境に配慮した新たな施設の整備・導入を行
う必要があるが、畜産経営では資本回収に長期の期間を要することもあり、非常に大きな負担となる。 

 〈大規模農場、母豚4,000頭の場合〉（聞き取り） 

  堆肥化施設＋汚水処理施設の年間の処理経費の合計は、約45～50円／枝肉kg（肥育豚１頭当たり約3,500～3,850円）。 

    参考：平成26年度（４～５月平均）肥育豚販売価格（44,671円／頭）の約7.8～8.6％に相当。 



利用の推進 

  
メタン発酵 
ガス化 
発電 

廃棄物 
(木質以外) 

燃焼発電 

未利用 

木材燃焼
発電 

一般木材
等 

燃焼発電 

リサイクル
木材燃焼
発電 

買取価格 
（円/kwh）  

39円 
 

17円 
 

32円 
 

24円 
 

13円 
 

買取期間 20年間 

○H26年度買取価格(税抜)・買取期間について(バイオマス分野) 

※ 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 

利用に関する課題 

４ 

 ○ ふん尿をメタン発酵させメタンガスを燃焼させて発電 

  ・ ふん尿の性状から酪農及び養豚向き 

  ・ 消化液を還元できる草地を持つ北海道酪農家に多い。   

発酵発電施設 ８１ 

FIT認定施設数 ６２ 

焼却発電施設 ８ 

FIT認定施設数 ５ 

【メタン発酵による発電】 【鶏ふん等の直接燃焼による発電】 

○ 鶏ふん等をボイラーで直接燃焼し発電 

  ・ 直接燃焼のため水分の少ない鶏ふん利用が主 

  ・ 複数の農家の鶏ふん等を処理するため、民間企業が主 

 平成24年7月より、「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)が開始されたことに伴い、家畜排せつ物を利用した発電施設の整備が増加。 

 畜種による家畜排せつ物の性状等から、酪農、養豚はメタン発酵、養鶏は直接燃焼が主流。 

 FITでは、標準的なコスト（設備投資や保守経費など）をまかなえる価格での買取を一定期間保証（20年間）。 

○メタンガス発酵による発電に係る収支（Ｄ農場設定の試算） 

【施設概要】  発電出力：50Ｋｗ（Ｈ２５年設置）                     
●●●●●●●原料：乳牛ふん尿等：約14.7ｔ／日           
●●●●●●●（飼養頭数：経産牛170頭、育成牛111頭）                    
●●●●●●1総事業費：１55百万円                                                  
●●●●●●1発電量：約40万Ｋｗｈ／年 

 ○収支     年間維持管理費：15.8百万円（減価償却費含む） 

          年間売電額：16.6百万円（全量売電）    

          年間利益：0.8百万円    

H26.6 H26.6 

※ 今後稼働予定の施設を含む ※ 今後稼働予定の施設を含む 

 ○ ふん尿をメタン発酵させメタンガスを燃焼させて発電 

  ・ ふん尿の性状から酪農及び養豚向き 

  ・ 消化液を還元できる草地を持つ北海道酪農家に多い 

  ・ ふん尿を密閉状態で処理するため臭気対策にもなる   

 平成24年7月より、「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)が開始されたことに伴い、家畜排せつ物を利用した発電施設の整備が増加。 

 畜種による家畜排せつ物の性状等から、酪農、養豚はメタン発酵、養鶏は直接燃焼が主流。 

 設備投資や保守経費などを考慮した買取価格の設定がなされ、買取価格は20年間据置。 

 買取価格の今後の決定にあたっては、基本的には引き下げ方向で検討される見込み。 

 平成24年7月より、「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)が開始されたことに伴い、家畜排せつ物を利用した発電施設の整備が増加。 

 畜種による家畜排せつ物の性状等から、酪農、養豚はメタン発酵、養鶏は直接燃焼が主流。 

 FITでは、標準的なコスト（設備投資や保守経費など）をまかなえる価格での買取を一定期間保証（20年間）。 

 買取価格の今後の決定にあたっては、基本的には引き下げ方向で検討される見込み。 



北海道 
メタン発酵：59施設 
 （FIT認定：53施設） 

東北 
メタン発酵：3施設 
 （FIT認定：2施設） 
直接焼却 ：1施設 
 (FIT認定：1施設) 
 

関東 
メタン発酵：3施設 
 （FIT認定：0施設） 

九州・沖縄 
メタン発酵：8施設 
 （FIT認定：3施設） 
直接焼却 ：5施設 
 (FIT認定：3施設) 
  

東海・北陸 
メタン発酵：3施設 
 （FIT認定：2施設） 

近畿 
メタン発酵：2施設 
 （FIT認定：1施設） 

中国四国 
メタン発酵：3施設 
 （FIT認定：1施設） 
直接焼却 ：2施設 
 (FIT認定：1施設) 
 

資料：畜産企画課調べ 
※ 畜産企画課で畜産統計、耕地及び作物面積統計平成24
年）等を基に畜舎内での窒素揮散量を考慮した数値から作成 

 メタン発酵による発電施設を中心に順調に増加。 

 畜産主産地を中心にエネルギー利用施設が整備されており、特にメタン発酵で発生する消化液が利用可能な 

北海道において増加している。 

 引き続き、積極的に家畜排せつ物を利用した再生可能エネルギー利用を普及・推進する必要。  
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※今後稼働予定の施設を含む 

耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量とエネルギー利用施設（発電）の分布（H26.６）   
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合計

○ 畜産施設のFIT認定数（平成24.7～H26.6までの累計） 

注：畜産企画課調べ 



 

＜消化液の処理＞ 

 家畜排せつ物を利用したメタン発酵では、残さ物である消化液が大量に発生（ふん尿投入量≒消化液発生量）。 

 消化液は良質な肥料として利用可能な一方、還元する農地がない場合は、浄化処理して河川等に放流する必要
があり、浄化処理施設の整備が必須。今後、消化液の効率的な利用に対する技術開発を進める必要。 

＜電力接続問題＞ 

 発電しても送電インフラが制限要因となり、電力会社とのＦＩＴ契約が困難な事例が発生。 

（例）ふん尿量10ｔ（肥育豚1,700頭／日分のふん尿量）を     
1メタン発酵槽へ投入すれば、約10tの消化液が発生 

水分   95～98％ 

アンモニア態窒素 （NH4-N) 0.24% 

リン酸 （P2O5） 0.08% 

カリ （K2O） 0.22% 

項目     備考 

施設償却費 18,500 千円/年  浄化処理施設＋堆肥化施設 

        277,500千円の15年償却 

維持管理費等 31,639 千円/年   電力量、凝集剤等 

処理経費計 50,139 千円/年   
資料（一財）畜産環境整備機構調べ 

６ 

○ 消化液発生量 

○ 再生可能エネルギーによる電力接続問題 

○ 消化液の主な成分 

消化液中の窒素、り
ん濃度は、暫定排水
基準値（N:170mg/L、
P:25mg/L)の約14倍 

資料（一財）畜産環境整備機構調べ 

（試算前提） 母豚1,000頭一貫経営（年間肉豚出荷22,000頭） 

         メタノール添加の循環脱窒法想定 

        

○ 養豚経営においてメタン発酵で発生する消化液を浄化する処理コスト 

②接続ポイント近辺の容量不足 

  ・接続ポイント近辺の容量不足が太陽光集中エリアで発生。 

  ・逆流電力が一定以上になると、電圧上昇により一般家庭等への  

   電力の供給に支障が生じる。 

  ・送配電線や変電所の変圧器が受け入れ可能な電力が一定以 

   上になると、変圧器が受容可能な熱容量を超過し、適正な機能 

   が喪失する。 

①電力エリア全体の調整力不足 

  ・系統(※)規模の小さい北海道や沖縄において発生。 

  ・太陽光や風力は日照や風況によって出力が変動するため、火 

   力や水力で調整が困難な場合がある。   

畜産主産地で
問題が顕在化 

【経済産業省資源エネルギー庁資料より抜粋】 

・FITによる売電収入は28,000千円/年 
※※ 電力系統とは電力を需要家の受電設備に供給するための発電、 

変電、送電、配電を統合したシステム 



資料：H.J.Pharo New Zealand Veterinary  Journal 
50<2>, 46-55,2002 

 

 

○ 図 堆肥化の基本 

７ 

 適正な堆肥化を行うことは、病原体（ウイルス、細菌、寄生虫等）や雑草種子の死滅、生育阻害物質や悪臭の除
去に効果があり、堆肥の利活用、資源循環の促進に重要。 

○ 図 堆肥化による温度の変化 

資料（一財）畜産環境整備機構【家畜ふん尿処理・利用の手引き】 

切返し 切返し 

切返し 
完熟堆肥 

資料： Golueke,C.G.(1974)Composting-A study of the process and its principle-,RodalPress,Inc.,USA,P.66.、厚生労働

省生活衛生局水道環境部水道整備課監修・金子光美編：水道のクリプトスポリジウム対策,ぎょうせい,p.59(1997)、高
林実 等：牛の採食による雑草種子の伝播に関する研究、農事試研報、27,69～91(1978)   

 家畜排せつ物発生量の約9割は堆肥処理される。  

 適正な堆肥化を行うことは、病原体（ウイルス、細菌、寄生虫等）や雑草種子の死滅、有害物質や悪臭の除去に
効果があり、堆肥の利活用、資源循環の促進に重要。 

   ・ 適切な水分や通気により、堆肥の温度は約60℃まで上昇。（ときには70～80℃にも達する） 

     ・ 例えば口蹄疫ウイルスは、55℃（２分）まで加熱すると90％が不活化されることから、適切な堆肥化を行うこと  
は、防疫の観点からも重要。堆肥化処理の徹底を図る必要がある。   

○ 生育阻害物質及び悪臭物質の分解 

 ・生育阻害物質（フェノール性酸、プロピオン酸等）：切り返し後２週間経過で消失（Ｐ） 

 ・悪臭物質（含硫化合物等）：40L/㎥・分の空気を送り込むと3日で消失
（Ｐ） 

   

○ 病原体、種子の死滅温度 

・大腸菌、ブドウ球菌等・・・・・・50～60℃で10～60分 

・回虫（卵）・・・60℃、15～20分  

・クリプトスポリジウム・・・・60℃、30分 

・メヒシバ、ノビエ等雑草種子…・60℃、2日間、発芽率０％  

○ 生育阻害物質及び悪臭物質の分解 

資料：養賢堂｢新編畜産環境保全論｣ 

・生育阻害物質（フェノール性酸、プロピオン酸等）：切り返し後２週間経過で消失 

・悪臭物質（含硫化合物等）：強制発酵により、40L/㎥・分の空気を送 
○○○○○○○○○○○○り込むと、3日で消失 

資料:(公社)中央畜産会 ｢堆肥化施設設計マニュアル｣、FFTC国際セミナー(Fig.9) 

90％の不活化に要する時間

温度
61℃ 30秒
55℃ 2分
49℃ 1時間
43℃ 7時間
37℃ 21時間
20℃ 11日
4℃ 18週間

口蹄疫ウイルス（Ａ型）の不活化
（10分の１）に対する温度の影響



 家畜排せつ物（牛・豚・鶏のふん尿）発生量は、年間約8,300万トンで、飼養頭数減に伴い減少傾向。 
   （平成11年から25年までの間で、約11％減）  
 家畜排せつ物発生量の約９割が堆肥化や液肥化処理に、約１割が浄化や炭化・焼却処理等へ仕向け。  

８ 

資料：農林水産省「畜産統計」などから推計 注：各年、２月時点の推計値 

畜 種 発生量 

乳用牛 約2,357 

肉用牛 約2,442 

豚 約2,238 

採卵鶏 約 745 

ブロイラー 約 514 

合 計 約8,295 

○畜種別にみた家畜排せつ物発生量（単位：万トン） 

○畜種別家畜排せつ物量発生量（kg／頭(羽)・日）  

搾乳牛 肉用種(2歳以上） 肥育豚 採卵鶏(成鶏） 

（参考資料） 

○家畜排せつ物発生量の推移  

○家畜排せつ物処理の流れ（乳用牛つなぎ牛舎事例）  

8,000

8,250

8,500

8,750

9,000

9,250

9,500

１１年 １５年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

発
生
量
（
万
ト
ン
／
年
）

ふん：45.5 
●尿：13.4 

 ふん：20.0               
● 尿：6.7 

ふん：2.1  
●尿：3.8 

ふん：0.136 

資料（一財）畜産環境整備機構【家畜ふん尿処理・利用の手引き】 

資料：築城幹典・原田靖生：我が国における家畜排泄物発生の実態と今後の課題、 

●●1環境保全と新しい畜産、農林水産技術情報協会、15-29(1997) 

ふん：0.136 
●尿：3.8 

（参考資料） 



報
告 

【都道府県】 【畜産業を営む者】 

畜産業の健全な発展  

【国】 

適正な管理 

の実現 

利用の促進 

の実現 

指導・助言、 

勧告等 

都道府県 

計画の策定 

管理基準の 

遵守 

・補助金等 

・公庫資金 

施設整備計
画の策定 申

請 

管理基準 

の策定 

基本方針 

の策定 

認
定 

※管理基準の適用対象外 ： 牛又は馬  10頭未満 

                   豚      100頭未満 

                   鶏      2,000羽未満 

（１）家畜排せつ物の管理の適正化のための措置 

（２）家畜排せつ物の利用の促進のための措置 

                                                                      

 

 

                                                                       

家畜排せつ物法 

  畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な基準を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るため
の施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜
産業の健全な発展に資する。 

 

①  農林水産大臣は、家畜排せつ物の管理の方法等に関し、畜産業を営む者が遵守すべき基準を定め、畜産業を営む者
は、その基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならない。（基準に従わない場合は、都道府県知事より指導・助言・勧告・命令）        

②    利用の促進を図るため、農林水産大臣は、「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」を策定。都道府県は、
基本方針に即し、各都道府県計画を定めることができる。                                            

③  畜産業を営む者は、都道府県知事から処理高度化計画の認定を受けることができ、計画に従い施設整備のために必
要な資金を日本政策金融公庫から借り受けることができる。 

〈目的〉     

〈概要〉      

○家畜排せつ物法の体系     

 ２ 家畜排せつ物法の概要 

９ 

家畜ふん尿の 

野積み、素掘り 

の解消 



家畜排せつ物法

  家畜排せつ物法の本格施行（平成16年11月）後の法施行状況（平成24年12月1日時点）について、管理基準対象
農家49,236戸の99.98%が管理基準に適合との結果。（平成25年11月22日公表） 

   
 ※管理基準対象農家：牛・馬10頭、豚100頭、鶏2,000羽以上飼養農家 

畜産農家 

８７，５９４（ 戸） 

管理基準対象農家 
４９，２３６（戸） 

簡易対応 

３，２９５（戸） 

６．７％ 

その他の方法 ※ 

１，６６９（戸） 

３．４％ 

管理基準適合農家 
４９，２２８（戸） 

９９．９８％ 

管理基準不適合農家 

８（戸） 

０．０２％ 

※ 

１：「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 

４４，２６４（戸） 

８９．９％ 

○法施行状況調査結果概要（平成24年12月1日現在） 

管理基準対象外農家 
３８，３５８（ 戸） 

４３．８％ 

管理基準対象農家 
４９，２３６（戸） 

５６．２％ 

※２： 集計困難な一県を除く。 

○家畜排せつ物の管理の適正化  

１０ 

堆肥化 

※１:｢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。 

※２:集計困難な一県を除く 



 家畜排せつ物の適正処理、有効利用を図るため、補助事業等の各種支援策を講じているところ。 
 家畜排せつ物の適正な管理や利用の推進にあたっては、施設整備等に加え、現場における指導体制の充実を図

ることが重要。 
 また、適正な施設・機械等の選定の参考となるガイドブックの作成や、施設の適正管理のためのマニュアル等を作

成・公表。 

○ 家畜排せつ物処理・利用施設の整備のための各種支援策 
（平成２６年度） 

税制措置 ○公害防止関連施設（汚水等処理施設）に係る 

  固定資産税の課税標準の軽減（２／３控除） 

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） 

○ 農業近代化資金 

○ 農業改良資金 

  

  0.9％等 
 

0.9％ 

 無利子 

共同で設置 

する場合 

○ 家畜排せつ物処理のための施設等の整備 

 ・ 強い農業づくり交付金のうち 

  畜産周辺環境の整備 234億円の内数 

○ 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 

ﾘｰｽ事業 
○ 畜産高度化支援リース事業38億円のうち 
・堆肥調整・保管施設リース事業（1/2補助付きリース）20億円 

・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 

注： 金額は平成26年度予算額。金利は平成26年7月18日現在のもの。 

※平成22年度までは畜産環境アドバイザー養成研修 

○ 施設選定ガイドブック、施設管理マニュアルの例 

○ 中央畜産技術研修（家畜排せつ物処理）の実施  
  （H11～25年度まで） 

１１ 

  開催回数 受講者数 備考 

家畜排せつ物処理 229 8,827    

うち 
堆肥化処理利用技術 72 3,653    

うち 
畜舎汚水処理技術 45 2,052    

うち 
臭気処理技術 18 937    

うち 
耕畜連携 24 701 

うち 
ステップアップ研修 33 508    

うち 
スーパーアドバイザー研修 37 976  

H19までのハイレベ
ル研修含む 

  開催回数 受講者数 備考 

家畜排せつ物処理 229 8,827   

  

うち 
72 3,653   

堆肥化処理利用技術 

うち 
45 2,052   

畜舎汚水処理技術 

うち 
18 937   

臭気処理技術 

うち 
24 701   耕畜連携 

うち 
33 508   

ステップアップ研修 

うち 
37 976 H19までのハイレベル

研修含む スーパーアドバイザー研修 

開催回数 受講者数 備考

229 8,827
うち
堆肥化処理利用技術
うち
畜舎汚水処理技術
うち
臭気処理技術
うち
耕畜連携
うち
ステップアップ研修
うち
スーパーアドバイザー研修

37 976
H19までのハイレベル

研修含む

937

24 701

33 508

家畜排せつ物処理

72 3,653

45 2,052

18
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 家畜排せつ物堆肥は、窒素等の肥料成分や有機物を多く含む貴重な資源。 
 堆肥利用に関する農業者の意識・意向についてのアンケート調査によると、農業者の約９割が今後は家畜排せつ

物堆肥を利用したいとの意向。 
 自家ほ場での飼料生産や耕種農家との家畜排せつ物と稲わらの交換等、引き続き、自給飼料生産の強化や耕畜

連携を促進していくことが重要。 
 

 
 

回答者数
2 544人
(100.0%)

利用したく
ない 7.2

ある程度
利用したい
37.3

無回答 0.1特に考えはない 4.4

積極的に
利用したい
51.1

利用したい
88.4

51.6 49.5 
46.2 

41.1 

0 

20 

40 

60 
(％) 

化学肥料の 

使用量の節 

減が期待で 

きる 

堆肥の利 

用によって 

循環型の農 

業が可能に 

なる 

作物の品質 

向上が期待 

できる 

作物生産の 

安定性の向 

上が期待で 

きる 

○家畜排せつ物堆肥の利用に関する意識・意向調査結果 

                        （平成17年1月農林水産省調査） 

        畜産地域  

   耕種地域  

たい肥センター 

コントラクター 

等による散布 

 家畜 

排せつ物  

 連 携  

たい肥  

たい肥  

稲わら、 

ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ 等  

耕種農家のほ場 

・ たい肥利用促進協議会 

・ 耕種農家と畜産農家の話し合い 

・ たい肥需給情報ネットワーク 等  

稲わら、 

ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ 等  

○ 資源循環サイクル 

家畜排せつ物堆肥の 

今後の利用に関する意向 

利用したい理由とは（複数回答） 

 

自給飼料生産利用 

 

飼料作物  

１２ 

  

堆肥舎  

自家ほ場  散布  

飼料作物  

家畜排せつ物  

耕畜連携利用 
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 ＜堆肥の還元余力＞ 
 家畜排せつ物が堆肥等を経て農地に還元されるのは約４７万窒素トン／年と推定され、全国の農地の窒素受入

可能量を推定すると、約１１４万窒素ﾄﾝ／年となる（化学肥料由来の窒素量約４８万窒素ﾄﾝ／年を含む）。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と考え
られる。   

 家畜防疫の観点からも完熟化及び取扱いに留意しつつ、コスト低減、資源循環の観点から飼料生産等への利用を
引き続き推進。 

○ 家畜排せつ物中の窒素の流れ ○ 農地の窒素受入可能量と投入・還元量 

  秋・冬作キャベツ畑の夏期の空きほ場を活用してソルゴーを栽培。ソル
ゴー収穫後堆肥散布し、耕起後に返還。 

 借地料なしで、粗飼料自給率100％を実現。耕種農家側も連作障害が
なくなり、収量が増加。水はけが良くなる等土壌が改善。 

 

○ 耕畜連携の事例 
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農作物の窒素吸収量は約57万窒素ﾄﾝ／年 
農作物の窒素利用率を約50％と仮定 

窒素受入可能量は約114万窒素ﾄﾝ/年と推計 
家畜排せつ物 

に含まれる窒素量 
 

約７０万窒素ﾄﾝ／年 

処理・保管での揮散 

約１４万窒素ﾄﾝ／年 

浄化放流その他へ 

約 ２万窒素ﾄﾝ／年 

農地還元利用へ 

 約４７万窒素ﾄﾝ／年 

２．野積み・素掘り    

約  １万窒素ﾄﾝ／年 

１．堆肥化・液肥化等 

約５８万窒素ﾄﾝ／年 

３．浄化・炭化・焼却等  

約  ４万窒素ﾄﾝ／年 

注）平成１６年時点の推計値（畜産企画課調
べ ） 

大気へ 

約２１万窒素ﾄﾝ／年 

（メタン発酵で生じる消化液 

 の農地還元を含む） 

畜舎内での揮散 

約７万窒素ﾄﾝ／年 



 家畜排せつ物堆肥について、農業者は利用意向が強いものの、 ①取扱性（臭気、重量等）の面で問題があること、     
1②肥効性・成分が必ずしも明確でないこと、 ③農業従事者の高齢化の進行により散布に関する労力不足等によ
り利用が十分に進んでいるとは言い難い状況。 

 このため、ペレット化により堆肥を散布しやすくする等、耕種農家等のニーズに即した堆肥を生産・供給することが
重要。 

 また、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がある。特に、
南九州など一部の畜産地帯では、家畜排せつ物を農地還元以外にバイオマス発電など高度利用の促進、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。   

○ 耕種農家のニーズに合った堆肥生産の例     

 堆肥のペレット化により、散布性や貯蔵性（防かび）
の改善や、乾燥・圧縮による貯蔵容積や輸送コストの
削減が可能。 

○ 固定価格買取制度について  

 再生可能エネルギー発電の飛躍的な導入促進を図るため、再生可
能エネルギー発電の標準的な発電コストをまかなえる価格での買取り
を一定期間保証する固定価格買取制度が平成２４年７月より開始。 

 

 固定価格買取制度とは、 

① 再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス） 

を用いて発電された電気を、② 一定の価格・期間で、③ 電気事業者
が買い取る 

ことを義務付ける制度。 

 

買取価格(H26年度(税抜き))・買取期間について(バイオマス分野) 

メタン発酵
施設の場合 鶏ふん等の燃焼

施設の場合 

38.3 
43.0 

48.8 
52.7 

0 

20 

40 

60 
(％) 

成分量が安 

定した堆肥 

顆粒やペレ 

ットなど散 

布しやすい 

堆肥 

価格が安い 

堆肥 

成分量が明 

確な堆肥 

今後利用が進む家畜排せつ物 

堆肥とは（複数回答） 

回答者数
2 544人
(100.0%)

利用したく
ない 7.2

ある程度
利用したい
37.3

無回答 0.1特に考えはない 4.4

積極的に
利用したい
51.1

利用したい
88.4

家畜排せつ物堆肥の 

今後の利用に関する意向 

51.6 49.5 
46.2 

41.1 

0 

20 

40 

60 
(％) 

化学肥料の 

使用量の節 

減が期待で 

きる 

堆肥の利 

用によって 

循環型の農 

業が可能に 

なる 

作物の品質 

向上が期待 

できる 

作物生産の 

安定性の向 

上が期待で 

きる 

利用したい理由とは（複数回答） 

34.0 
43.5 

52.4 
57.7 

0 

20 

40 

60 

80 
(％) 

堆肥の施 
用効果を実 
証し普及す 
る取組 

堆肥の散 
布を省力化 
する取組 

堆肥の利 
用による化 
学肥料の使 
用量を減ら 
す取組 

堆肥の需要 
と供給に関す 
る情報提供や 
販売・購入先 
の仲介など、 
作物生産農家 
と畜産農家の 
連携を図る取 
組 

家畜排せつ物堆肥を有効利用するための 

地域の取組とは（複数回答） ○家畜排せつ物堆肥の利用に関する意識・意向調査結果 

   （平成17年1月農林水産省調査） 

ペレット堆肥 

○耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量 

   （窒素ベース、窒素揮散量を考慮した場合） 
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畜産業に関する水質規制 

 畜産経営から排出される汚水には窒素やリン等が多く含まれ、公共用水域等に流出した場合には、水質汚濁の 
 原因ともなる。 
 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が義務付けられている。 
 事業者は、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・保存する必要。 

 畜産経営に起因する水質汚濁防止対策として、 

  ① 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  等の措置を講じている。 

 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、新たな暫定排水基準(700mg/l)が適
用(平成28年６月末日まで)。将来的には一般排水基準へ。 
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 現行基本方針（平成27年度目標）の概要  

１ 家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針とは 

 策定の目的   主な内容  

 畜産業の健全な発展に資するため、家畜排せつ物法に掲

げる事項について国の基本的な方針を定めることにより、

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

的に実施することを目的とする。 

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 

 「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」）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」（以下「家畜排せつ物法」）に基づく法定計画 

２ 現行基本方針の概要 

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 家畜排せつ物のたい肥化の推進 

（１）耕畜連携の強化 

       ① 耕畜連携を通じたたい肥の利用の促進 

② たい肥の流通の円滑化 

（２）ニーズに即したたい肥づくり 

２ 家畜排せつ物のエネルギーとしての利用等の推進 

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 目標の設定の基本的な考え方 

２ 目標の設定に当たり留意すべき事項 

 基本的な構成  

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 

２ 指導体制の整備 

３ 畜産業を営む者及び耕種部門の農業者の技術習得 

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 資源循環型畜産の推進 

２ 消費者等の理解の醸成 

（１）消費者等への知識の普及・啓発 

（２）食育の推進を通じた理解の醸成 

１６ 



 第 １  家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向  

 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  

 国、都道府県、市町村、農業者、農業関係団体その他の関係者の取組の指標となるよう、家畜排せつ物の利用の促進を

図ることの意義、施策の推進の基本的方向についての考え方 

● 家畜排せつ物のたい肥化の推進 

  資源循環型畜産を推進する重要性を踏まえれば、家畜排せつ物については、今後とも、可能な限り肥料や土壌

改良資材として耕地に還元していくことが望ましい。 このため、関係者は、耕畜連携のための体制整備やたい肥

の需給情報の収集・整理・ネットワーク化により、耕畜連携を通じたたい肥利用の促進を図るとともに、たい肥

センターの機能強化やコントラクターの育成等により、たい肥の流通の円滑化を図る。また、関係者は、ニーズ

に即したたい肥づくりのための取組等を推進する。 

● 家畜排せつ物のエネルギーとしての利用等の推進 

  家畜排せつ物が過剰となる地域等においては、たい肥化以外の方法により家畜排せつ物の処理・利用を図るこ

とも重要。このため、こうした地域では、必要に応じ、炭化、焼却、メタン発酵等を推進することにより、家畜

排せつ物の需給状況の改善やエネルギー利用を図る。 

 都道府県計画の目標設定に当たり参考とすべき事項、一層の利用を図るため整備することが望ましい施設・機械につい

ての基本的考え方等 

● 都道府県計画の目標年度 

  都道府県計画の目標年度は、平成２７年度（２０１５年度）とする。  

● 目標設定の考え方 

  都道府県計画において処理高度化施設の整備に関する目標を明らかにする際には、必要に応じ、たい肥の利用

拡大、地域環境への配慮及び家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進の観点に留意する。 

３ 現行基本方針のポイント 
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 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  

 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  

 たい肥化技術、家畜の飼養管理方法の改善等家畜排せつ物の利用技術の向上を図るため関係者が取り組むべき事項につ

いての基本的考え方 

 家畜排せつ物由来のたい肥等の需要拡大を図るため関係者が努力すべき事項等についての基本的考え方 

● 技術開発の促進 

  ニーズの多様化に適切に対応していくためには、低コストで実用的な技術開発を促進することが不可欠であることから、

国、独立行政法人、公立試験研究機関等は、ニーズに即したたい肥生産、家畜排せつ物のエネルギー利用促進、汚水処理、悪

臭低減、たい肥の減量化、たい肥の利用等について、技術開発の推進に努める。  

● 指導体制の整備 

  技術の普及指導及び知識の迅速な伝達が適切に行える者の育成確保が重要であることから、中央、都道府県及び地域の各

段階において技術研修会等の実施に努めます。また、その際、耕種関係者も対象とするよう努める。 

● 農業者の技術習得 

  技術が生産現場に広く普及することが重要であることから、農業者は、技術研修会等に積極的に参加するとともに日ごろ

から技術開発の動向に注意を払うことにより、必要な技術・知識の習得に努める。 

 

● 資源循環型畜産の推進 

  資源循環型畜産の推進を図ることは食料自給率向上や耕地における窒素収支の改善の観点からも重要であることから、都

道府県、市町村、農業関係団体等は、草地整備や土地利用調整等の推進により、自給飼料基盤の一層の強化を図る。 

● 消費者等の理解の醸成 

  畜産業の健全な発展を図るためには、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進について、消費者や地域住民の理解を

深めることが重要。このため、都道府県及び市町村は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進が資源循環型社会の構築

に果たす意義等について、消費者や地域住民への普及・啓発に努める。また、関係者は、食育の取組の一環として、「ふれあ

い牧場」の活用等を推進することにより、資源循環を基本とした畜産への理解の醸成に努める。 
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○ 酪肉基本方針等とあわせて、平成37年度を目標年度とする。 

○ 固定価格買取制度（FIT）が開始されたこと等にも触れつつ、コストの試算などエネルギー利用が取り組みやす 

   い環境となっていることを追記。 

○ エネルギー利用推進の観点から、課題となっている「消化液の効率的利用」に関する技術開発を追記。 

○ 家畜防疫の観点から、疾病拡大防止のため、堆肥化の徹底を進める必要性を追記。  

○ 地域一帯となった臭気等の畜産環境問題への対応の必要性を追記。 

基本方針見直しの方向性、ポイント（案） 

基本方針見直しのスケジュール（案） 

  ３月   畜産部会（確定案の説明）           
○○○○○公表（官報掲載・目標年度（告示）） 

H27年 

  ７月31日    第４回畜産部会（見直しの方向性・ポイントの説明） 

  ８～10月    見直し素案作成、 関係者意見聴取          
○○○○○○○  省内協議、基本方針素案確定                        

   11月            畜産部会（素案の説明） 

H27年 

   １～２月      パブリックコメント                     
○○○○○○○1 案の確定 
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