
(2-2) 耕作放棄地を生かした資源作物の栽培
平成１９年度末市内の耕作放棄地は約２３１．４ｈａ
（牛久地区３５．３ｈａ　岡田地区８１．１ｈａ　奥野地区１１５．０ｈａ）
・農業者の高齢化による経営規模の縮小
・若い人の農業離れによる後継者不足
・農業収入低下による廃業

耕作放棄地解消に向けた具体的取組
①  平成24年度までに市内の28.1haを再生。
・除草 ⇒ 伐採・伐根 ⇒ 耕起 ⇒ 農地再生

②  再生農地を含めた農地を活用し菜の花を栽培、菜種油を精製し学校給食用として提供。
          調理後の廃油はＢＤＦ事業へ。

・播種 ⇒ 刈取 ⇒ 搾油（菜種油） ⇒ 学校給食 ⇒ 廃油 ⇒ ＢＤＦ
③  再生農地を含めた耕作放棄地の活用

　　　　　・企業の農業参入の誘致
㈲モンテローザファーム　久野町3.8ha
イオンアグリ創造㈱　井ノ岡町5.3ha他

・規模拡大農業者への利用集積
認定農業者3名　2.8ha

　④  担い手の確保・育成

　　・平成２３年２月　うしくグリーンファーム㈱設立

概要
牛久市
うしくグリーンファーム㈱

菜種から搾油した食用油
パン、うどん、小麦粉

市内に搾油設備がなく、市外の業者に委託
菜種の作付面積の拡大
食用油の販路拡大
菜種の作付面積・収穫量・搾油量

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４
作付面積（ha) 7.6 5.9 3.6 7.0
収穫量（ｔ） 13.0 12.0 4.0 3.3
搾油量（ℓ） 4,260 4,140 1,278 774
年度別耕作放棄地解消面積

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24
放棄解消面積（ha） 7.6 3.9 1.0 6.0 8.3 1.3
累計面積（ha） 7.6 11.5 12.5 18.5 26.8 28.1
放棄地解消割合(％) 3.3 5.0 5.4 8.0 11.6 12.1
＊市内の耕作放棄地面積（平成１９年度） ２３１．４ha

　　　      平成22年3月より牛久市担い手育成総合支援協議会において就農希望者を雇用し、耕作放
　　　　　　棄地の再生作業、農作物栽培の取り組み。

課題と対策

実績

事業主体

生産物

製品

効果

大根、ジャガイモ、小麦、菜種

ア)耕作放棄地の集積・確保（地権者の同意）
イ)菜種の連作障害による有効作付面積の確保
ウ)菜種油精製のコスト抑制
エ）耕作放棄地を再生するまでの労務コスト抑制
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事業図

協議

　　

③菜種油販売

搾油所

学　　　　校

 ②搾油委託

農水省
関東農政局

　①刈取・調整・委託

JA竜ケ崎市 ＪＡ稲敷 

うしくグリーン

ファーム ㈱ 牛久市 

戸別所得補償 

耕作放棄地を活かした 

資源作物の栽培 
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（2-3）木質バイオマス（剪定枝など）の利活用

概要
牛久市

種類 家庭から排出される剪定枝などの木質バイオマスを分別収集
収集 牛久市委託の業者

畜産用敷床
チップ化（製紙原料、発電燃料、パルプ）

ア)原発事故による風評被害のため、木質チップの販売が不振
　　である。
イ) 地域での有効な利活用法について、検証が必要。

ウ)木質ペレットの生産についての可能性の検討。

剪定枝等の分別回収量
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

回収量（t） 240 375 227 241 205

事業図

課題と対策

各ごみ集積所
収集・運搬

チップ化

廃棄物の再利用

　平成２０年４月より、家庭から排出される剪定枝など木質バイオマスについて、分別収集を開始。

　木くずの行方
　　・平成２０年度から平成２１年度
　　　各家庭から分別回収 ⇒ 市内のチップ工場で加工 ⇒ 製紙会社のバイオマス発電で利活用

　　・平成２２年度からは市内畜産業者と連携し、畜産用敷床として利用。
     （現在は放射能が検出されたため、停止中）

クリーンセンター

チップ工場(市内）
製紙原料
発電燃料
パルプ

実績

効果

市内
畜産事業者

（畜産用敷床）

事業主体

原料

製品
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（２-４）食品廃棄物の堆肥化
平成２３年１月より平成２４年３月まで刈谷行政区にて「生ごみ堆肥化モデル事業」を実施。
焼却処理している生ごみを分別回収し、堆肥化する取り組みを開始。
平成２２年度　生ごみ回収量１２．３トン  参加者   ４３４世帯
平成２３年度　生ごみ回収量５９．４トン  参加者   ４８８世帯
平成２４年度　生ごみ回収量８９．８トン  参加者１,００８世帯

概要
牛久市
刈谷行政区

種類 家庭の生ごみ
収集 市の委託業者

堆肥化

堆肥

焼却処理している生ごみを分別収集して堆肥化

ア）導入コストの抑制
イ）各家庭の理解と協力
ウ）堆肥の利用
エ）収集コストの削減
オ）堆肥化施設の確保
生ごみ堆肥化事業

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４
回収量（t） 12.3 59.4 89.8
参加世帯数 434 488 1,008

事業図

家庭の生ごみ

資源物回収所

事業主体

原料

実績

製品

効果

変換技術

課題と対策

平成２４年度から
刈谷行政区の約
60％の住民が参加

市内養豚業者 
各家庭 

（刈谷行政区参

加者） 

収集・運搬 
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（２-５）し尿汚泥の利活用

概要
牛久市

種類 し尿、浄化槽汚泥
収集 し尿・浄化槽の許可業者

固液分離処理

肥料生産量
Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ２４

生産量（t） 75 45 114 31 0
生産量は龍ケ崎地方衛生組合に搬入された、牛久市分を案分。
Ｈ２４は放射性セシウムが検出されたため、生産なし。

事業図

課題と対策

実績

肥料

肥料

有効利用

従来より確立していた収集・運搬・処理体系を利用している
が、肥料の需要が少なく、採算性において課題が残る。

     市内から排出されるし尿汚泥は、龍ケ崎地方衛生組合において肥料として再生されるが、
     これを耕作放棄地解消事業において活用する。

龍ケ崎地方衛生組合（龍ケ崎市・牛久市・取手市・利根町・河
内町・稲敷市・美浦村・阿見町）

事業主体

原料

変換・処理方法

製品

効果

各家庭 
龍ケ崎地方衛生組合 

（肥料） 
農家 

収集・運搬 
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（2-6） 野菜未利用部分の堆肥化・バイオガス化

（2-7） 稲わら・もみ殻の炭化利用（土壌改良材）

牛久市
原料 種類 稲わら・籾殻

現状は堆肥、農地鋤きこみで利用。土壌改良材等の効率的
な利活用方法の検討が必要である。

籾殻

稲わら

未利用の野菜

事業主体

課題と対策

事業主体

現状は堆肥化のみであるが、有効利用法・バイオガス化の
検討等課題が多い。

課題と対策

牛久市
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(3) 現在までの取組

　平成20年3月のバイオマスタウン構想における取組状況は下記のとおりとなっている。

 事業項目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

廃食用油のバイオディーゼル化

・廃食用油回収体制と回収方法の策定

・廃食用油回収の実施

・BDF化の実証実験

・BDF使用について実証実験

・BDF化とBDF使用の展開

・設備導入

耕作放棄地を生かした資源作物の栽培

・耕作放棄地の整備(状況に合わせて随時実施）

・菜の花の栽培実験　搾油実験

・輸作体系の実験

食品廃棄物の堆肥化

・既存堆肥化設備等の利活用の推進

・広域の中規模設備導入と
　個別小規模設備導入についての比較検討

・堆肥化されたものの利活用の推進

木質バイオマス（剪定枝など）の利活用

・木質バイオマスの個別収集実験

・木質バイオマスの利活用の実践

・地域にあった木質バイオマス利用法の検討

・木質バイオマスの資源化と利活用の推進

し尿汚泥バイオマスの利活用

・堆肥化されたものの実証実験

・堆肥化されたものの利活用法の検討

・利活用の推進

稲わらや籾殻の肥料化

・炭化実験・使用実験

・利活用の推進

野菜未利用部の利活用

・堆肥化の促進

・バイオガス化についての検討
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